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1.は じめに

農地賃貸借の階層性の変化(零 細層高借地か

ら大規模層高借地への転換)を 検出し、その動

きの中に 「零細所有 ・零細経営から零細所有 ・

大規模経営へ」という借地主導の構造再編への

新しい動きを確認したのは、なお高度経済成長

の影響の強い75年 センサスだった。そこでは、

一方での高度成長に伴 う農家労働力の流出、兼

業農家における農業労働力基盤の脆弱化の進行、

他力での稲作中型機械化体系の成立に伴 う規模

階層間における生産力格差の発現、及び 「農地

価格の土地価格化」による農地の資産的保有傾

向の強まりを背景に、農地賃貸借主導の農民層

の両極分解が展望された。

ポス ト高度経済成長期の農業構造の動きを示

す80年 センサスは、一方での低成長への移行に

伴 う労働市場の基調変化と、 他方での農産物

「過剰」の深刻化に伴う生産調整の拡大と農産

物価格の低迷 とい う条件変化の下、先の動向の

再確認を促す動きと共に、い くつかの指標でそ

の反転を示し、より多様で複雑な動きを示 した。

そこでは、従来の 「兼業化」、 「単作化」、 「借

地化」、そこでの中間層の分解に基づく両極分

化の傾向に対し、 「兼業滞留構造の強まり」、

「複合化」、 「借地の性格分化(水 稲単作型借

地と畑作型借地の分化)」 が示され、そこでの

両極分解傾向の鈍化として総括された。続く85

年センサスもほぼこの延長上の動きを示したと

していい。

90年 センサスはまだ速報段階であるが、再度

の構造変動のテンポの高まりを示 している。そ

れは、農家定義が今調査より変更したことにも

原因はあるが、農家減少率の上昇と増減分岐層

の3ha以 上層への高まりがその1つ の指標であ

ろう。 しかし、85年か ら90年にかけて農業を取

り巻 く環境は一層厳 しくなっている。87・88年

の2年 連続の米価の切 り下げ、自主流通米にお

ける入札制度のスター トによる産地間競争の激

化による自流米総体 としての引き下げ傾向とそ

の序列化の進行、水田農業確立対策への移行に

伴 う転作面積の拡大、さらにはガットにおける

農産物貿易交渉が大詰を向かえ、米輸入自由化

は予断を許さない情勢である。こうした幾重に

も重なる米問題が生産者の営農意欲を奪い、農

村部における地価の下落傾向、小作料の下落傾

向として発現 してきている状況である。こうし

た農業の危機的局面において再度の構造変動の

テンポの高まりを示したとい うことは、いわゆ

る 「昭和1ケ タ世代」からの世代交代が、この

危機的時期においてこそ本格化してきたことの

表れと思われ、 「農家」の再生産それ自体が問

題化しつつある状況 といえる。

本稿は、こうした危機的局面における農業構

造変動の動向と世代交代の現状を検討すること
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を課題とす る。まず、構造変動の動向について

は、農地流動化の主流となっている農地賃貸借

の動向を中心に確認するとともに、小作料下落

とい う動 きの中でのその採算性の変化について

検討する。また、東北においては賃貸借 と同時

に実質的規模拡大の手段 となっている農作業受

委託の動向についても確認し、賃貸借との採算

性を比較検討する。次に、宮城県南郷町、宮崎

町、秋田県羽後町の実態調査から東北における

構造変動の実態を検討する。そこでは特に世代

交代の生産力的基礎である家族協業体制の現状

について検討 し、さらに南郷町を事例に農地の

相続と経営継承の動向について検討する。最後

に、世代交替期における農地流動化に対する意

向を中心に、農業者の意識を宮城県農業会議の

アンケー トから検討する。

2.農 地賃貸借の動向と小作料

1)農 地賃貸借の階層性とその継続性

農地賃貸借の動きをみる前に、まず農家数の

推移について確認しておこう。90年 センサスの

農家数は、農家定義の変更したことにもよるが、

っいに400万 戸 を割って3,835千 戸(う ち販売

農家2,971千 戸)と なった。戦後、過剰人口の

吸収による膨張(50年 、6,176千 戸)、 高度成

長による流出(70年 戦前水準復帰)、 その後の

低成長への移行による減少率の鈍化を経て、85

年か ら90年に再度の農家減少率の上昇を示した

ことになる。9.3%減(販 売農家10.4%減)の

減少率高度成長時並の農家減少率を示すのであ

る。こうした再度の農家減少率の高ま りは、端

的には過疎の第1段 階(社 会減)か ら過疎の第

2段 階(自 然減)へ の移行にしめされる、昭和

1ケ タ層の世代交替過程の本格化一農家再生産

の困難の発現と思われ、今後の動向が注目され

る。

次に経営規模別農家数の推移について確認す

れば、都府県では、3ha未 満層での減少、3ha

以上層での増加とその階層性が一層明瞭化して

きている。その増減分岐層は、高度成長期に毎

年1階 層ずつ上昇し(60～65年 に1-5ha、65～

70年に2.Oha、70～75年 に2.5ha)、 低成長期

に一頓座 したが(75～85年 、2.5ha)、85年 か

ら90年に再度増減分岐層の上昇を示したことに

なる。低成長への移行 とともに、農業構造変動

のテンポが鈍化 してきていたが、世代交代過程

の本格化に伴い、再度そのテンポが高まりつっ

ある段階といえよう。

こうした経営規模別農家数の変動を主導して

いるのは、70年代以降増加してきた農地賃貸借

の増大であり、周知のようにその階層性の明確

化が規模変動と対応している。図1・2は 、都

府県におけるこの間の借入農家率 ・借入面積割

合の階層別推移を確認したものである。図にみ

るように、借入農家割合、借入面積割合とも70

年までは残存小作地の影響が強く、零細層にお

いてこそ高借地の傾向を示していたが、70年 を

画期に賃貸借の階層性が大きく変化し、大規模

層高借地へとその構造が変化した。いわ ゆる稲

作中型機械化体系の成立を契機に、規模の経済

が賃貸借の階層性として発現するようにな り、

この間 「旧い借地」から 「新しい借地」への交

替過程が進行 したのである。

こうした賃貸借の階層性を借入地、貸付地の

階層別集中度として見たのが図5で ある。この

図は、借入地 ・貸付地の階層別累積度(上 層か

ら累積)を 階層性が明瞭化 してきた70年 を基準

に比較したものだが、45度線よ り上に膨 らめば

膨らむほど借地の上層集中が激 しく、逆に下に

膨らむほど下位階層への集中が進展したことを

示す。図にみるように70年に比べて借地の上層

集中、貸付地の下層集中がこの間急激に進展し
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てきていることが確認できよう。ちなみに、90

年でいえば、借入層の上位20%に 借入地の50%

が集中する形となってお り、借地を通 じた構造

変動がこの間急激に進展してきているのである。

こうした借地の上層集中傾向の一力で、借入

階層の借地の安定性がこれまで一つの問題であ

った。確かに賃貸借は増大してきてお り、その

階層性も明確化 してきているが、その賃貸借関

係は不安定で、必ずしも安定的賃貸借の進展と

は言い難いとするものであり、制度的な耕作権

弱化の流れに懐疑的な見解である。この場合、

借地の安定性 とは、大きくは借地契約にかかわ

る借地それ自体の継続性の問題と借地の採算性

に分けて考える必要があろう。

前者の借地の継続性について確認するために、

借入中止農家割合を見たのが図4で ある。まず

経営耕地規模別の借入中止農家割合を見れば、

70～75年 には確かに零細層と同時に大規模層で

の借入中止農家割合が高かったが、年次を追 う

毎に大規模層での借入中止農家割合が低下し、

この間借入継続性の階層性が明瞭化してきてい

る。同様に借入面積規模別にも、75～80年 には

30a未 満の零細借 り足し層と同時に2.5ha以 上

の大規模借地層において借入中止農家割合が高

い傾向にあったが、それも80年代に入って階層

性を強めてきている。経営耕地規模別にも借入

面積規模別にも、借地継続性の階層差が明瞭化

してきてお り、この間の階層性をともなった賃

図1借 入農家率の推移 ・都府県 図3借 入地 ・貸付地の階層別集中度の推移

(各 年センサス)

図2借 入面積割合の推移 ・都府県

各年センサス

図4借 入中止農家割合の推移-都 府県一

(経営規模別・借地面積規模別の ・各年構造動態統計
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貸借の進展が、同時に借地継続性の階層差を伴

いつつ進展してきていることが確認できよう。

利用権の設定期間を見れば、当初の3年 未満の

短期賃貸借から、6年 ・10年の長期賃貸借へ と

その契約期間の長期化が進展 してきていること

は周知の通 りであり、制度上もこうした借地の

継続性の高まりが確認できるのである(そ もそ

もの利用権設定の創設の意図は別として)。

2)地 価 ・小作料 ・標準小作料の動向

次に、貸借の継続性 と同時にその採算性につ

いても検討する必要があるが、ここではその前

提として、簡単に地価と小作料の動向について

確認 しておこう。

まず簡単に地価の動向を見ておけば、表1の

通 りである。表1は 、農地 らしい農地 を見る意

味で都市計画法適用外の農用地区域の中田価格

の推移を見たものだが、高度成長期の65～70年 、

70～75年 には、年率20%を 越 える地価上昇がみ

られ、この問いわゆる農地価格の土地価格化が

進展する。こうした地価上昇は、太平洋ベル ト

地帯とそれ以外地域、また制度的には、市街化

区域と調整区域、農振区域、地形的には、都市

表1

近郊平坦部から農村平坦、農山村、山村地域と

格差をともなって進展 した。しかし、低成長に

移行する70年代後半には、こうした地価上昇テ

ンポは急速に鈍化に向かい、その上昇傾向も北

海道、東北、九州と言った外延部でむしろ進展

することになる。工場の地方分散、低成長に伴

う労働力移動の鈍化の動きの反映 と言えよう。

しかし、こうした地価 ・地域格差縮小の動きも

80年 の第2次 ナイルショック、85年 の円高不況

の局面で再度逆転 し、85年には北海道、86年か

らは東北 ・九州を加えて、農村地域において地

価下落がみられるようになる。米価の低迷、転

作の拡大 とい う農業の地盤沈下の反映 といえよ

う。そして、88年 以降の土地ブ―ムの中で、関

東、東海、近畿での再度の地価上昇、北海道、

東北、四国、九州での地価下落 と都市部と農村

部の地価の2極 分化傾向が明瞭化してきている

のである。

同様に、田の小作料の動向について確認して

おけば、表2の 通 りである。実勢小作料につい

てはいくつかの調査があるが、ここでは年次比

較の出来るものとして不動産研究所調べの普通

都市計画法の適用を受けていない農用地区域 内中田価格の年増減率
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田小作料の増減率を示 しておいた。表にみるよ

うに、70年代前半には、70年農地法改正に伴 う

統制小作料から標準小作料制への移行に伴い、

年率10%を 越 える大幅な小作料の増加がみ られ

た。こうした小作料の上昇は、それまで相対で

進展していた事実上の賃貸借、請負耕作での実

勢小作料を制度の力面か ら追認する形でなされ

たものであつたが、稲作収益性の高い北海道、

東北、北陸といった東日本でその上昇率が高 く、

それな りに稲作の収益性の格差を反映 した動き

でもあったといえる。こうした小作料の上昇傾

向は、米価の停滞にもかかわらず80年代前半ま

で続く。しかし、85年には戦後初めて北海道、

東北、九州で低下傾向を見せ始め、米価の引き

下げ られた87年には全地域で小作料が下落、そ

の傾向は90年代に入って加速化しつつあると言

えよう。農業の収益性の悪化に対応した小作料

の調整過程が進行してきている段階 といえる。

こうした小作料の目安 ・規範として設定され

ているのが、標準小作料であり、その改訂状況

を見たのが表5で ある。標準小作料は、ほぼ実

勢小作料の2か ら3割 がた低い水準で設定され

る傾向(減 額勧告制度との関連)に あったが、

その小作料水準は、それまでの上昇傾向から、

58年、61年 改訂で横ばいないし低下傾向を見せ

始め、平成元年度改訂では、全国平均で6.2%

減、関東を除く全ブロックで引き下げ改訂 とな

った。農地区分割合で言えば、全国の69.7%で

引き下げ改訂 となり、28.8%で 据置、引き上げ

は1.5%に 過ぎない。87年、88年 の2年 連続の

米価の切 り下げ、および水田農業確立対策への

移行に伴 う転作面積の拡大とい う稲作収益性の

悪化が、平成元年改訂に如実に示されたといっ

てよい。

このように、制度的にもその収益性の低下を

反映して小作料の下落が誘導されてきたといえ

るが、今回改訂の引き下げ幅は、米価の切り下

げ幅、実勢小作料の下落傾向より、全体として

小幅に留まった感がある。標準小作料の算定は、

同じ 「土地残余方式」で試算されているとはい

え、この間その算定要素の変更が行われてきた

のであり、その結果、実勢小作料との乖離幅は

縮小してきているのである。ちなみに、標準小

作料と実勢小作料の割合別農地区分で見れば、

表2田 の小作料の対前年増減率
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表3標 準小作料額の推移

100～110%の 農用地区分は、52年 改訂時の

28.3%か ら元年改訂の61.7%へ と増加し、逆に

減額勧告制度の対象にはいる130%以 上の農地

区分は24.4%か ら12%へ と減少し、その乖離幅

は縮小してきているのである。

「土地残余方式」とは、粗収益から生産費用

(家 族労働費、資本利子、原価性のある公租公

課を含む)と 経営者報酬を差 し引いた残余を標

準小作料の基準 とするものであるが、その算定

にあたり大 きく次の3つ の要素の取り扱いが問

題となる。

まず第1は 、いかなる経営を基準とするかで

あるが、 「通常の農業経営」として、58年 改訂

までは平均規模階層採用が通達されていたが、

58年改訂 より「今後育成すべき地域農業の担い

手」を基準とする(米 価算定基準階層の変更に

先んじている点に注意)と して、事実上の基準

階層の大規模化が指導されている。今回改訂で

は、全国平均で167aか ら182aへ と9%そ の

基準階層の規模が引き上げられ、結果として標

準小作料の急激な低下を防ぐ役割を果たしたと

いえる。

第2に 、経営者報酬の基準であるが、従来は

「最下限として生産費の4%を 下らない額」、

「田の場合、純収益が粗収益の25%を 越 える場

合、その超過額を下らない額」とされていたが、
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55年改訂より借入農家層が 「経営者の高度な判

断と経営上の危険を負担していること」を理由

として、経営者報酬の最低下限の確保の制約を

行わないこととしている。元年改訂での経営者

報酬は、全国平均で生産費用の4.3%、 前回改

訂時より18.6%の 減となった。

第3に 、家族労働費の評価労賃についてであ

るが、指導では該当地域の農業以外産業の労賃

水準になるよう努めるものとし、今回の改訂で

は従来低い労賃水準に甘ん じる傾向があったと

して、 「まず正当な家族労働費を確保すること

に十分留意する必要」が指導されながらも、そ

の評価労賃単価は前回時より4.8%減 、担い手

農家の労賃単価の引き下げ試算 となっている。

以上、標準小作料の具体的算定においては、

主に3つ の要素の取 り扱いにより農業収益の悪

化に比較 して標準小作料試算の低下を暖和する

措置が取 られており、結果として、表4に みる

実勢小作料 と表5に みる標準小作料 との乖離幅

が縮小してきたといえる。平成元年の改訂は、

一方では従来の標準小作料 と実勢小作料の乖離

の是正とい う意味を持ちつつも、他方では小作

料の急激な低落を緩和す るための 「経営者報

酬」、 「労賃」の譲歩による 「地主」擁護とい

う性格が強く、基本的には問題の多い改訂状況

だったといえる。 しかし、規範たる標準小作料

は、その性格が地主擁護的であれ、戦後初めて

明確に下げ基調に推移した。実勢小作料は、一

方でその物納形態による慣行的固定性を示 しつ

つも、他方で 「借 り手市場」への移行過程の中

で、標準小作料の下げ幅を上回る下げ基調が一

般化しっつある。問題はそうした小作料の動向

が、収益性低下の状況の中で如何なる採算性を

示すか、もっと言えば借地の階層性に如何なる

影響を与 えるかである。節を改めてみよう。

表4実 勢小作料の変化(田 の水稲 ・加重平均)

3)賃 貸借の採算性 とその階層性

図5、 図6は 、東北 と北陸を例に、稲作の規

模別土地純収益(粗 収益一費用合計-資 本利子)

と小作料の変化を見たものである。借入農家の

採算性の基準の純収益とい う場合、追加借入地

について機械等の固定費の償却費をタダと見た

いわゆる 「限界土地純収益」と、それを追加借

入地にも費用 として含める 「平均純収益」の考

え力がある。前者は、いわゆる過剰機械装備分

の 「借 り足し型」のタイプとして考えられたも

のであるが、機械化の レベルがむしろ経営規模

に譲歩する形で大型から小型までメニュー化さ

れ、作業受委託も展開している現段階では、こ

うした過剰装備を大きく問題にする必要はなく

なつたといえる。逆に、借地が大型化した現段

階では、そうした借地を含めた経営の再生産の

水準が問題となると思われ、ここでは後者の 「平
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図5規 模別稲作純収益 と小作料水準の推移

ー東北一

図6規 模別稲作純収益と小作料水準の推移

一北陸-

均純収益」の考え方を取っている。

問題は、そうした借入農家の自家労賃評価が、

機会費用としていかなる賃金水準を基準とする

かであるが、ここではそれ自体 としては再生産

の基準足 り得ない 「切 り売 り労賃」として臨時

雇賃金水準、農家再生産の最低限の賃金水準と

しての 「家計費賃金」水準(家 計費を家族の総

労働時間で割った賃金水準)、 その地域の 「標

準的賃金」水準として恒常的勤務賃金水準の3

者について土地純収益を試算しておいた。他方、

小作料については、実勢小作料水準に近いもの

として農業会議所調査の小作料を使い、純収益

計算の翌年の小作料を示した。具体的には、戦

後の小作料水準を打ち出した時期として昭和46

年(「 昭和41年 以降」の支払い小作料)、 小作

料のピーク時として昭和54年(「 昭和46年以降

の物納小作料」)、 小作料下落の現段階として

平成元年(「 昭和63年以降の利用権設定」の支

払い小作料)を 示しておいた。

農家再生産を基準 とすれば、理論的には、分

解基軸層における自家労賃評価を家計費賃金水

準とした場合の土地純収益が小作料を規定する

と考えてよいが、その点がまず問題となる。さ

らに、借地獲得競争との関連では、一定の小作

料水準のもとでの借地参入階層の幅が問題とな

ろう。それは、 自家労賃評価の限界評価に基づ

く 「借り足し型」借入農家と先の理論的基準階

層の幅で与えられることになる。

まず東北についてみよう。昭和45年の場合、

図に見るように土地純収益の階層間格差はまだ

それほど大きくない。特に、東北の場合、その

土地生産性の高さから最下層まで含めて稲作は

有利な労働投下場面であったことがわかる。小

作料は26,448円 、ほぼ2ha層 の自家労賃評価を
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家計費賃金水準とした場合の土地純収益と一致

しており、分解基軸は1.5～2.Ohaで あるから

先の理論的基準と合致する。但し、小作料水準

が下層の稲作所得をカバーし得ず、かつ下層の

稲作がなお他の労働投下場面より有利な現状に

おいては、賃貸借の展開はなお緩やかに進行す

ることになろう。 ところで、この小作料水準が

借地獲得競争の基準となる場合、 自家労賃評価

を切 り売 り労賃水準まで引き下げれば、最下層

まで含めて借 り足し的に借地競争に参入できる

ことにな り、借地の階層性も緩やかにしか発現

しないことになろう。この段階では、東北の賃

貸借の展開はなお緩やかにしか進まず、 しかも

階層性も明瞭化しない状況にあったとい うこと

になる。

昭和53年 には、土地純収益の階層間格差は大

きく拡大 している。但し、最下層を含めて、な

お稲作が有利な労働投下場面であることには変

わりはない。小作料は44,437円 、ほぼ1ha層 の

家計費土地純収益と一致す る。先の理論的基準

との関連でいえば、分解基軸層はほぼ2ha程 度

であるから、この間の小作料の上昇は低すぎた

といえよう。実態調査では、その地域の単収水

準にもよるが、3俵 程度の小作料水準がよく聞

かれた。銘柄米地帯を基準とすれば、6万 円相

当の小作料とい うことになるが、ほぼ2ha層 の

家計費土地純収益と一致し、そうした小作料水、

準でも決 して高地代とはいえない状況であった

といえる。そ うした小作料水準が一般的であっ

たとしても、なお最下層の稲作所得をカバ-し

得ない。賃貸借は、なお緩やかに進行す ること

になる。但し、借地獲得競争への参入階層は、

切り売 り労賃水準の土地純収益を基準としても、

階層間格差の拡大を反映して、小作料が44千円

の場合では50a以 上層、小作料が3俵 程度の場

合は1.5ha以 上層ということにな り、借入階層

の階層性が明瞭化していくことになる。

昭和63年 が冷害年のため62年の土地純収益を

示したが、米価水準の停滞、下落を反映 して、

全層的に土地純収益は低下することになるとと

もに、特に30a未 満層では純収益がマイナスと

なる。下層にとって、もはや稲作は有利な労働

投下場面たる地位を失ったとしてよいが、その

限 りで賃貸借は進展 しやすい状況になったとい

える。小作料は純収益の低下を反映して35,893

円(但 し62年調査より調査力法の変更があり、

そのための低下の影響も大きい)、 ほぼ2.Oha

層の家計費土地純収益水準と一致する。仮に、

54年の小作料把握が低すぎ、3俵 程度の小作料

水準が当時の実勢小作料の水準を示していると

すれば、この間の小作料水準の上昇下降は、分

解基軸層の2haの 家計費土地純収益に沿って変

動してきたとしてよい。 しかし、実態調査での

小作料の低下では、3俵 程度がそれまでの水準

であった場合、2.5俵 程度が一般的である。仮

に平成元年の小作料水準の把握も低すぎ、実勢

小作料水準が25俵 一5万 円程度とすると、そ

の小作料期定階層は2.5ha層 とい うことになり、

この間の小作料の低下にもかかわらず、分解基

軸層は上昇したことになる。 どちらが実勢小作

料を実際に反映しているかは一概にいえないが、

どちらにしろその小作料の引き下げ幅は15～20

%近 くにおよび、それでも分解基軸層を上昇さ

せることになる。先の下層における労働投下場

面としての稲作の位置低下からいけば賃貸借は

進展しやすい状況 となったが(し かしなお小作

料で下層の稲作所得はカバーできないという限

定つき)、 小作料の低下にもかかわらず借地参

入階層はより限定され、その分解基軸層も上昇

してい くことになろう。ほぼ、センサスの規模

別農家数の推移と一致しているとしていい。

次に北陸について簡単に見よう。昭和45年 の
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土地純収益の階層間格差は、まだそれほど大き

くないが、東北に比べて下層の落ち込みとして

その差が拡大 しているのが特徴である。50a未

満層ではすでに労働投下場面 としての稲作の有

利性はなく、その限 りで賃貸借が進展しやすい

状況にある。小作料は、ほぼ2～3ha層 の家計

費土地純収益 と一致し、東北 と同様にほぼ理論

的基準 と一致するとしてよい。 この小作料水準

の場合、借地獲得競争への参入階層は、切 り売

り労賃水準まで借 り足し的に参入するとしても

1.5ha以 上層に限られることになる。北陸の場

合、東北に比べて単収水準が低 く、その自家労

賃水準の評価が相対的に高いことから、すでに

45年 の段階から賃貸借が進展しやすい状況に転

化しているばか りでなく、同時に借地の階層性

が明瞭化していく構造にあったとい える。

その後、土地純収益は53年、62年 と一層拡大

していくが、東北との比較でいえば、銘柄水準

の強さを反映 して62年度においても土地純収益

の総体的な低下傾向は見られず、下層の落ち込

み、上層の増加とい う形での格差拡大を基調と

している。小作料は、54年 に上昇、平成元年に

低下するが、その小作料水準が示す分解基軸層

は、ほぼ1.5～2.Oha層 へ とむしろ低下する。

北陸においても実勢小作料水準より、会議所把

握の小作料水準は低いと思われるが、それを考

慮すればほぼ2.5ha層 の家計費土地純収益を基

準にこの間小作料が変動したと考えてよいよう

に思われる。北陸の場合、すでに1ha未 満層で

は労働投下場面の優位性はなく、東北に比べて

早期から賃貸借が階層性を伴いつつ進展しやす

い構造となっているが、米価引き下げの影響も

相対的に少ない現状のもとで、分解基軸層の引

き上げ的小作料水準とはなっていない と思われ

る。東北における貸し手市場と北陸における借

り手市場の差とい えるかもしれない。

以上、東北においては、下層の生産性の高さ

とい う形で相対的に賃貸借が進みず らい傾向に

あり、そうした農地市場の構造を反映 して収益

性から見た場合、相対的に小作料の固定性が強

く、結果 として小作料低下にもかかわらず分解

基軸層の引き上げ傾向を示すのに対し、北陸で

は、早期から賃貸借が進みやすい傾向があり、

そうした農地市場の構造を反映 して、小作料も

分解基軸層の収益性に対応して変化してきてい

るものと思われる。こうした点は、標準小作料

の算定の仕方にもうかがうことができる。実勢

小作料 と標準小作料との乖離幅を表5、 表4よ

り再度確認しておけば、東北では実勢小作料が

12.3%の 低下に対し標準小作料は6.1%の 減に

とどまり、その乖離幅の縮小が図られているの

に対し、北陸では逆に、実勢小作料の低下率が

6.3%に 対し標準小作料は7.2%下 落とむしろ

乖離幅を拡大させてきている。こうした相違の

背後には、小作料の引き下げ改訂にあたり、先

にみた 「通常の経営」の規模(東 北211a、 北

陸159a)、 自家労賃評価の水準(東 北5,269

円、北陸6,489円 一全地域最高額)の 取 り扱い

の相違が反映 しており、小作料に関する考え力

の相違、 その借 り手市場への移行が試算に反映

しているものと思われる。

5.作 業受委託と賃貸借

1)作 業受委託の階層性 とその地域性

これまで賃貸借の階層性と採算性についてみ

てきたが、もう一つの実質的規模拡大の手法と

して展開しているものに作業受委託がある。図

7は 、水田作付農家に対する水田作業請けおわ

せ農家の割合の推移を見たものである。70年 は

耕転過程中心の作業委託が下層を中心に進展し

たが、75年 以降はその委託割合は維持したまま、

育苗、田植、刈 り取 り・脱穀 とい う基幹作業に

62



図7作 業請負わせ農家割合の推移一都府県- 図8借 入農家割合と作業委託農家割合の推移

センサス ・全国を100

作業委託種類が拡大する形で今日に至っている。

90年にな り各階層で作業委託割合が増大したの

は、今回センサスより乾燥 ・調整過程を新たに

調査項 目に加えたためであり、作業委託割合の

増加とは一概に言えない。なお、全作業委託に

ついては、都府県全体で4.5%程 度であ り、そ

の階層性もあま り変化していない。

問題は、こうした賃貸借、作業受委託の展開

が大きな地域差をともなって進展してきている

ことであり、そうした地域差を見るために作成

したのが図8で ある。図8は 、各ブロックの階

層別状況が獲られないので、 とりあえず全国の

作業委託農家割合、借入農家割合を100と して、

各ブロックの指数を80年から90年まで矢印で示

したものである。この間、賃貸借 と作業受委託

の進展状況に大きな地域差があることが確認で

きよう。80年 には、賃貸借 ・作業受委託並進地

域 として北陸、東山、南九州が位置 し、賃貸借

偏進地域 として北関東、近畿、山陰、北九州、

作業受委託偏進地域として東北、東海が位置し、

賃貸借 ・作業受委託停滞地域として北海道、南

関東、山陽、四国が分布 していた。問題はその

後の90年にかけての全国に比較しての方向性(矢

印の向き)で あるが、賃貸借 ・作業受委託並進

ないし偏進型の地域は北 ・南九州、四国及び山

陽(山 陰)の 西日本地域、作業受委託ないし賃

貸借逆進型の地域には北陸、東山、東北、北関

東の東日本地域、全国水準なみの動きにとどま

った地域には南関東、東海、近畿の都市化地域

とその方向性は分化 している。北海道はやや特

殊で、省力偏進 ・作業受委託逆進地域といえよ

う。

階層性 を検討できないため一概に言えないが、

こうした地域の方向性の特徴は、図式的に言え

ばこれまでの高労賃 ・低地代(低 単収)・ 高借

地、低労賃 ・高地代(高 単収)・ 高作業受委託

という地域性 とは違った傾向を物語っているよ

うに思われる。それは東 日本の重世代家族 と西

日本の単世代家族 というように、その家族形態

の相違、もっと言えば、そうした 「農家」とし

てのイエの崩壊度が世代交替期の本格化の段階

において賃貸借 ・作業受委託の方向性に規定的

に影響しているように思われる。センサスの公

表時の検討課題であろう。

63



2)作 業受委託の採算性 とその地域性

本節では、前節の家族形態が持つ賃貸借 ・作

業受委託への影響をとりあえず留保して、賃貸

借と全作業受委託の採算性の地域差と階層差を

見ておく。

図9は 、賃貸借 と全作業受委託の採算性を見

るために、10a当 りの全作業委託の場合の委託

者所得と自作 した場合の稲作所得(但 し、賃料

・料金は省けないので、部分作業委託を排除で

きない)、 及び小作料水準(最 も高いものとし

て生産費調査小作地地代)、 土地純収益を地域

別に比較 したものである。また、地域の特性を

示す指標 として粗収益(反 収×単価)、 コンバ

インオペ レーター賃金の対全国比を示 しておい

た。

まず委託所得と自作所得を比較すれば、東北、

北陸では2万 円程度自作所得が委託所得を上回

るが、他の地域では全作業委託所得と自作所得

がほぼ均衡し、北海道、中国、四国では委託所

得が自作所得を上回る関係 となっている。地域

平均階層の場合、東北、北陸を除いて、全作業

委託へ移行する経済的可能性は高い と言 うべき

図9賃 貸借 と作業受委託の採算性 ・62年

(粗 収益 労賃は全国を100)

であろう。次に、委託所得と小作料を比較すれば

ば、東日本で3～4万 、西日本で1～2万 の格

差がある。土地にかかわる諸負担によっては、

この格差はなお縮まるだろうが、現在の小作料

水準では、なお農業内部の押し出し力は十分と

は言えないとい うことである。

次に小作料 と地域平均経営の土地純収益を比

較すれば、東北、北陸ではその差は大 きくなく、

ほぼ平均経営の純収益が小作料を規定している

としてよいのに対し、西日本では格差が拡大 し、

特に東海、近畿、中国、四国では平均経営の純

収益がマイナスとなる。但 し、地域平均経営と

言っても、生産費調査の平均経営の作付規模は、

東北、北陸が100～120aに 対 し、東海から四

国までは60a台 とその作付規模は大きく異なる。

同一作付規模階層を取 った場合、これほどの格

差は開かない事は注意 しておかなければならな

い。

それはともかく、東北・北陸がそれなりに 「適

正」な小作料水準を示す一方、なお委託所得、

自作所得との間に格差を伴っているのに対し、

西日本では、地域平均経営にとっては相対的に

「高地代」の関係にあり、借入農家が限定され

る傾向にある一方、自作所得、委託所得、小作

料水準力相対的に接近し、農地流動化が進展し

やすい状況にあるといえる。図か ら判断す るか

ぎり、前者は 「貸 し手市場」、後者は 「借 り手

市場」になりやすい構造 といえるが、先の図8

で見たように、その流動化の進展状況は、必ず

しもこの採算性の地域差 とは一致していない。

東北と北陸についてみても、前者は作業受委託

偏進地域に位置し、後者は作業受委託 ・賃貸借

並進地域に位置する。部分作業受委託と全作業

受委託 との違い ともいえるが、再度階層差を確

認する必要がある。

図9と 同様に、東北 と北陸における賃貸借と
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全作業受委託の採算性を階層別こ見たのが図10、

図11で ある。東北の場合、小作料と自作所得が

接近するのは30a未 満層のみである一方、2ha

以下層では自作所得と委託所得が接近 し作業受

委託に傾きやすい構造 といえる。他方、北陸は、

50a未 満層で小作料と自作所得が接近 し、1ha

未満層で委託所得力泊 作所得を上回る。作業受

委託 とともに賃貸借に移行しやすい構造といえ

る。階層性を見るかぎり、東北は作業受委託偏

図10賃 貸借 と作業受委託の採算性

東北 ・62年

進型、北陸は作業受委託 ・賃貸借並進型の採算

性 を示す としていい。 しかし、どちらにしろ委

託所得が小作料水準を上回るかぎ りは、その賃

貸借への移行は下層農家の家族農業労働力の崩

壊度に依存することになろう。作業委託の採算

性 と小作料の関係がこのまま続くかぎ り、少な

くとも農業内部的にはそういえる。

3)作 業受委託と賃貸借

ところで、小作料と土地純収益が一致するの

は東北で2.5ha、 北陸では2.Ohaだ が、その階

層の委託所得と小作料の格差はなお3万 円とな

っている。標準小作料は実勢小作料より格安な

のが一般的だから、全作業委託所得と標準小作

料の格差はもっと開いていることになる。作業

料金も標準小作料も、農業委員会が・一定の試算

を示し、その標準額を公告しているが、その試

算の在り方が問題となろう。仮に、両者で同様

の算式を用い、経営者報酬の帰属だけがその違

いであれば、これほどの収益性は生 じないから

ある。

固定資本の償却額に着目して簡単化していえ

、標準小作料は、農地法にもとずく算式指導

があ り、その算定にあたっては先に見たように

「通常の経営」規模の資本装備を基準に経営の

剰余を試算し、そこから経営者報酬を差し引い

たその残余を標準小作料の理論値としている。

っまり、その減価償却の算定にあたっても、あ

る一定の資本装備の体系を前提し、それを 「通

常の経営」規模で負担する 「経営基準」方式が

貫かれている。他方、作業料金は、農業委員会

の姿勢によっても異なるが、作業受託層の当該

作業の標準的機械装備を基準に、その負担面積

一稼働適正規模(稼 働能率×稼働日数)を 基準

に単位面積当た り償却コス トを求め、それに資

本利子、労賃を加えて試算されるのが一般的で

ある。全作業委託料金は、そうした稼働面積の
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異なる機械作業の個々の作業料金の単なる総和

にすぎず、そこには 「経営」とい う観点はそも

そもない。そのため、標準小作料の経営規模に

比較すれば、2か ら3倍 の稼働面積を試算の基

準とし、その負担面積に固定費を分散させる結

果となってお り、一般的に作業料金はかな り格

安とい うことになる。だから、地域によっては

標準小作料試算の自家労賃単価に比べ作業料金

試算の労賃単価が高い事例にぶつかるが、それ

は決 してオペ レーター優遇とはいえない。それ

は、標準小作料の経営基準の試算と適正稼働規

模基準の作業料金試算のコス ト差の調整でしか

ないか らである。

ところで、先の図10・11か ら無理に全作業料

金試算の 「通常の経営」規模を判断すれば、土

地純収益 と委託所得の一致するほぼ4か ら5ha

層とい うことになる。先の標準小作料の 「通常

の経営」規模と比較すれぼ、ほぼ倍の 「経営面

積」基準 ということになる。東北においては、

その生産費における賃料 ・料金の高さに示され

るように、この作業受委託関係を通じた下層へ

の 「規模の経済」の移転=「 委託効果」が下層

の生産性の高さの基礎 となっているのであり、

それが結果として賃貸借移行への歯止めともな

つている。作業料金算定の在り力が問題とされ

ねぼな らない。

作業受委託が展開しはじめるのは、補助金政

策の下での構造政策を通じてだが、補助金政策

のもとでの近代化機械 ・施設の導入の採択基準

は、その経営的合理性か ら離れ、往々にして適

正規模の確保を第1と した。そうした近代化施

設 ・機械の利用料金算定が経営基準を離れ適正

稼働規模第1主 義となり、その名残が現在の利

用料金算定に引き継がれているとい える。作業

料金試算 と標準小作料試算の連動性を経営基準

を軸に制度的に再検討すべき時期といえる。

4.調 査地における兼業動向と農業経営の階層

性

1)調 査地の概要

これまでに、農地賃貸借、作業受委託の動向

を検討してきた。そこでは、賃貸借が階層性を

強めつつ再度テンポを速めて進展しつつあるこ

と、しかし、その採算性から見れば、東北にお

いてはなお作業受委託関係が基調となる構造で

あることを確認してきた。そうした構造のもと

では、賃貸借への移行は、世代交代過程のもと

での家族協業体制の崩壊度に依存する傾向が強

いと思われ、世代交代過程における 「農家」再

生産の在 り方が検討されねばならない。調査地

の事例をもとに検討 しよう。調査は、東北にお

ける代表的稲作地帯として、宮城県南郷町、宮

崎町、及び秋 田県羽後町で行った。

南郷町は、古川市を中心 とする大崎広域圏の

最東端に位置する平地農村である。仙台からは

北へ40kmに 位置 し、車で1時 間程度 と十分に仙

台に通勤可能な地域である。町全面積の4分 の

3が 平坦な水田となっており、ササニシキの本

場として反収も560K9と 高く、宮城を代表する

平坦水田地帯である。農業粗生産額は、水稲が

75%、 和牛繁殖を主体とする畜産21%、 転作地

にハウス等により展開してきた野菜が3%と な

ってお り、仙台の通勤圏としての典型的な兼業

稲作地帯である。南郷町では、こうした兼業化

への対応も含めて82年 より全町的に基盤整備を

推進してきてお り、圃場整備の遅れている宮城

においても、大区画型の基盤整備を進めている

先進町村として有名である。調査集落の中二郷

17集落は、そうした基盤整備に最も早くから取

り組んだ先進集落であり、50a区 画型の第1期

工事の圃場はすでに仮換地も終了し、現在第3

工期が70a区 画型で進行中である。基盤整備を

契機に、転作受託集団、稲作の機械共同利用集
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団が2つ 設立されており、そうした組織を主体

に転作地の団地化、農地の流動化も進行してき

ている。さらには、上層を主体に転作地に野菜

ハウスの団地化がすすめられてきており、兼業

稲作地帯といわれる南郷町のなかでも農業先進

集落といわれる集落である。

宮崎町は、古川市から西方に20km、町面積の

5割 を山林が占め、山形 との県境に位置する農

山村地域である。南郷町と同様に兼業化が進行

してはいるが、仙台までの通勤圏には位置せず、

70年代に入り東北 自動車道沿線の近隣町村に進

出してきた製造業がその兼業先となっている。

宮崎町は旧宮崎、賀美石村が昭和29年に合併し

て宮崎町となったが、農協は合併せず、2農 協

存在する。合併の困難は、宮崎地区が山間部に

位置し、反収も低く、ササニシキの作付が困難

とい う条件に対し、賀美石地区が平坦部に属し、

反収も高 く、ササニシキの栽培地とい う経済上

の格差がその一因となっている。調査集落の小

泉集落は、賀美石農協管内に属し、賀美石農協

管内でも規模が大きく、農業最先進集落といわ

れる地域である。但し、圃場整備は3割 程度の

達成率であり、未整備の5a区 画の水田のほか、

個別農家が自己整備した10か ら30aの 圃場が散

在している状態である。反収は約550K9、 主に

ササニシキを作付 しており、一部は契約栽培の

モチ米となつている。この他に和牛繁殖地域と

しても有名で、多くの農家が2か ら3頭 の和牛

を飼育している。昭和63年、地域の担い手農家

である後継者農家群10戸 により、小泉作業受託

組合が設立され、この組合加入農家がこの地域

の作業受委託、賃貸借の担い手となっている。

この組合は、作業受委託、賃貸借の担い手農家

内での調整機関であり、貸借 ・作業受委託とも

その契約はあくまでも個別農家である。機械の

共同利用もあるわけではなく、その役割は小作

料の協定、貸借、作業受委託の配分等の調整機

能に止めているといえる。しかし、今後は機械

の更新期ば揃 えば、共同利用組織に転換する意

向であ り、現在は、その準備段階として集団転

作、及び有志3戸 の花卉栽培が取 り組まれてき

ているところである。

秋田県羽後町は、湯沢市に隣接する平坦水田

地帯であるが、我々が調査に入った田代地区は

「嫁ごいデモ」や 「花嫁道中」で有名な七曲が

り峠を越 えた農山村的地域である。平場水田地

帯に比べ反収も8俵 程度と低く、通年出稼ぎ型

の代表的地帯である。低成長への移行に伴 う出

稼ぎ就業場面の縮小 と出稼ぎ者の高齢化により、

出稼ぎ従事者は減少傾向にあったが、近年の人

出不足を反映 した出稼ぎ求人の拡大と出稼ぎ賃

金の高騰もあり、高齢者の出稼ぎの再開、後継

者の進出企業から出稼ぎへの再切り替えもみ ら

れる状況である。調査集落の上門前集落は、田

代地区のなかでも相対的に出稼ぎ者の多い集落

で、経営規模も1ha程 度と小さく、集落内に担

い手農家が育たず、他集落への作業委託、貸し

付けが進行している集落である。若年層の湯沢、

秋田、仙台への流出、中堅層の進出弱電、縫製

工場への勤務ないし下請け内職、高年層の出稼

ぎないし繁殖牛飼養がその一般的姿であるが、

地域全体 としてその活力の維持が問題となって

いる。 「嫁ごいデモ」や 「ゆきとぴあ」といっ

た地域起こし活動、稲作不利条件を逆手にとっ

た有機栽培米による消費者との提携など、イベ

ント事業、地域活性化事業の盛んな地域である

が、逆にいえば、そうしたムラ起こし活動に熱

心にならざる終 えないほど、地域の将来に危機

意識を持っているということである。

以上、南郷町が仙台通勤圏の平場優良米地帯、

宮崎町が70年以降の進出企業を兼業先とする農

山村地帯、羽後町田代地区が出稼ぎ型の農山村
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地帯と労働市場条件が異なる。以下、兼業動向

について節を改めてみよう。

2)調 査地における兼業動向

① 南郷町

南郷町中二郷17集落の調査農家45戸中、月給

形態の男子兼業者を恒常的勤務者 として見たの

が表5で ある。合計27人、 うち半数bミ35才以下

層に占められている。35才 以上層ではその兼業

開始年齢が20代から30代前半に集中し、現在の

職場にいわゆる中途採用 として雇用されたもの

が大半なのに対 し、35才以下層では19ないし21

・2才 の新規学卒次の新規採用者が大半である。

次に兼業先の業務を見れば、35才 以上層では運

輸ないし農協職員、公務が主体であり、この運

輸の大半は仙台市や松島でのタクシー業務であ

る。運輸産業一般力泳 安定業務とい うわけでは

ないが、中途採用として兼業化していくにはこ

うした職種の特定化が伴 ったのであり、その特

殊な勤務形態により相対的に農業 とも両立が可

能な業種にその兼業先が特定していった傾向が

確認できる。他方、35才 以下層ではそうした運

輸業を含みつつも製造業の多さがその特徴であ

り、70年 代以降に本格的に進出してきた製造業

への新規採用がその大半を占めている。こうし

た35才 を境 とする兼業先の明確な相違は、

に見る勤務地の遠距離化とい う動きにも確認す

ることができる。図12は年令階層別の勤務先を

見たものだが、40代 までが南郷、仙台、隣接市

町村という近距離の勤務先を主体としているの

に対し、30代 以下層、とくに20代の若年層では

仙台、および東北自動車道沿線のその他市町村

へと勤務先が遠距離化 してきているのである。

表6は 、同じく日給月給、 日給形態の臨時日

雇いの男子不安定兼業者を見たものである。合

計は20人 と恒常的勤務者よりウエイ トは減って

いるが、その年令階層を見れば、35才 以上層が

表5南 郷町男子恒常的勤務(月 給)

の年齢と産別

16人 と中 ・高年者がその大半を占めている。ま

た開始年令を見れば、勤続年限がIO年 未満の者

が大半であり、こうした臨時雇用者は、特定の

勤務先に固定化 しているわけではなく、人のツ
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表6南 郷町男子臨時日雇い等の年齢

と産別及び従事日数

図12恒 常的勤務者の年齢階層別勤務地(南 郷)

テ、引抜きなどで何度か勤務先を変えているも

のが大半である。また、職種は建設 ・土木事業

所がほとんどで、その勤務先は町内および仙台

が大半である。

女子については資料を割愛するが、月給形態

の恒常的勤務者は5人 、年令階層は30代前半ま

で、業種は製造業(進 出弱電)が 主体である。

他方、臨時ないしパート勤務者は7人 、その大

半は50代以上層の進出縫製パート勤務である。

女子の場合、いわゆるM字 型の就業パターンを

取るといわれるが、ここでは新規採用時に進出

弱電への恒常的勤務に入 り、その後結婚 ・出産

で就業中止、40代 後半か ら在来型ないし縫製の

パー ト勤務とい うパタ―ンとなっているといえ

る。

以上、南郷町の兼業労働市場は、70年代にな

って東北自動車道沿線に本格的に進出してきた

弱電型の企業群を反映 して、35才 を境とする世

代間に明確な兼業先、雇用形態、給与形態の差

が存在する。仙台の通勤圏に立地するとはいえ、

その兼業労働市場の広がりの本格化は70年以降

の新規採用者に限 られていたのであり、東北の

段階的遅れを免れているわけではない点 を確認

しておこう。

② 宮崎町

次に宮崎町小泉集落調査農家40戸の事例から、

兼業先の特徴を同様に見ておこう。表7は 、月

給形態の男子恒常的勤務者を見たものである。

ここでも年令階層に分けてみれば、35才 以上層

では、公務員 ・団体職員、進出縫製企業の運送

部門がその主体であり、その採用年次も中途採

用者が大半である。一方35才 以下層では、職員

勤務を含みつつも進出弱電 ・機械関連の製造業

がその主体 となっており、その採用年次も新規

学卒次の就業者が大半である。南郷と同様に35

才を境とする兼業勤務先の世代差が確認できよ
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表7宮 崎町男子恒常的勤務(月 給)

の年齢 と産別

図13恒 常的勤務者の年齢階層別勤務地

う。図15は兼業勤務先を年令階層別に見たもの

である。その勤務先は、70年 以降進出してきた

町内進出企業とともに、特に20代以下層を中心

に古川市、中新田町といった兼業先の広域化が

進展 してきている。

日給月給 ・日給型の臨時 ・日雇い形態の不安

定兼業者を見たのが表8で ある。仙台圏から外

れたことを反映 して、その数は南郷に比較して

多い。昔は関東方面までの出稼ぎも多かった地

帯であるが、現在は町内・近隣市町村および送

迎バス付きの仙台への建設業 ・土建業務がその

主体である。年令階層は35才以上層がその大半

であり、勤続年数も短く、これまでにも何度か

勤務先を変えたものが多い。

女子については資料を省くが、月給型の恒常

的勤務者は12人、臨時パ 一ト型の不安定勤務

者は9人 と南郷に比べてその兼業従事者が多い

のが特徴である。その大半は小泉集落内に立地

する68年進出M縫 製(400人 規模、本社東京)

であ り、残りも町内、近隣町村の弱電進出企業

である。恒常的勤務者の年令階層は20代か ら40

代まで、臨時 ・パー ト型の勤務者は30代以上層

と年令階層に大きな差はないが、恒常的勤務者

は新規学卒次採用者、臨時 ・パー ト者は中途採

用者とい う差が厳然とある。臨時 ・パ― ト層は

好況 ・不況時の一種の安全弁として吸引、排出

されているのであり、そうした厳然たる格差の

もとではM字 型の就業パターン選択はパート層

への転落 を意味する。現在の恒常的勤務者と臨

時 ・パート層の分裂は、こうした就業選択のM

字型就業パターンを選択したものとしなかった

ものとの比率を示しているといえよう。

以上、宮崎町では、南郷町と同様に70年以降

進出してきた東北自動車道沿線の周辺市町村へ

の雇用が一般的であり、35才 を境に明確な世代
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差が存在しているが、そうした安定勤務先はな

お仙台圏に比べて低く、相対的に臨時 ・日雇い

型の建設 ・土木のウエイ トが今だに高い傾向と

なつている。そのため女子の兼業従事者割合の

高さに見られるように、農家世帯員の一家総働

表8宮 崎町男子日雇い臨時等の年齢と

産別及び従事日数

き的多就業形態がその特徴 となっている。

③ 羽後町

羽後町田代上門前地区は、調査農家が15戸 と

少ないため、表出は省略 しその特徴を述べれば、

男子兼業従事者は17人、 うち公務員 ・団体職員

3人 、日給月給形態の進出弱電 ・縫製企業3人 、

その下請け的自営工場2人 、建設 ・土木臨時3

人、出稼ぎ6人 となっている。こうした兼業従

事者は後継者層を含めてすべて出稼ぎ経験者で

あるが、後継者たち(30代 後半)は80年 代にな

って進出してきた企業群への就業転換をはかつ

てきた人たちでもある。そうした中途採用とし

ての恒勤化は、日給月給形態での低賃金雇用で

あり、先に進出企業に採用された妻より手取り

が少ない とい う 「笑 うに笑えない話」が現実と

してある。そのため、近年の出稼ぎ賃金の高騰

に対応 して再度出稼ぎへ転換するものも多い。

出稼ぎ6人 中60才が1人 、他は全て30代の後継

者層だが、うち3人 はこうした再出稼ぎ型の人

である。下請け自営型の2人 も、後継者層が近

所の婦人を雇用 して納屋工場的なものを営むも

のであり、田代地区においては先の宮城両町に

比べて世代間の兼業形態が大きく転換したとは

言いがたい現状にある。婦人層は兼業従事者11

人、 うち進出縫製 ・弱電勤務8人 、地場産業(漆

器)2人 、出稼ぎ1人 、看護婦1人 となってい

る。30代か ら40代前半の婦人層(後継者層の妻)

が主体であり、日給月給型の恒常的勤務者とな

つている。その兼業機会の広がり、その安定度、

賃金水準のどれをとっても、先の両町とは異な

ったまさしく低賃金不安定の労働市場であり、

そうした低賃金に通年出稼ぎを含めた一家総働

き的多就業形態で対応 している姿がここにはあ

る。それでも20代層と30以上層との間には、兼

業形態、その意識の違いがあるとい う。 しかし、

そうした20代以下層が集落に残らなくなってき
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ている点に、この地域の本当の危機があるよう

に感 じられる。

3)調 査地における農家の階層性

① 南郷町

南郷町中二郷17集落の調査農家45戸の経営概

況を総括表の形で見たのが表9で ある。その経

営的階層性をまとめて言えば以下のようであろ

う。

まず、農家番号15番 までのほぼ土地所有面積

の2.5ha以 上層が、そのまま借地 ・作業受託型

の上向層となっている。こうした作業受託、借

地拡大による上向展開の基盤には、なお土地所

有面積が基底的基盤となっていることがわかる。

例外は5番 農家が貸し付け農家となっているこ

とであるが、これは後継者死亡に伴う機械利用

組合員への転作地提供であり、やや特殊な事例

といえる。このグループの特徴は、相対的に大

きな自作地を基盤に、圃場整備をきっかけに増

大してきた賃貸借、作業受委託の積極的受手と

なっている点であるが、その作業主体は、代替

りの終わった世帯主を含む30代 から40代の後継

者層である。先に触れた2つ の生産組織は、こ

の層を主体に次の自作層を巻き込む形で結成さ

れたものであり、この層は地域農業の組織主体

ともなっているといえよう。

この層のもう一つの特徴は、積極的に経営の

複合化を進めている点である。その複合化の担

い手は、土地利用型の後継者層への部門委譲を

進めた50代 から60代の世帯主夫婦層であ り、従

来か らの養豚 ・繁殖牛飼養に加えて近年ハウス

型のミツバ、ブロッコリー栽培が取 り組まれて

きている。世帯主夫婦の複合部門、後継者夫婦

の土地利用型部門+農 閑期臨時型兼業が一般的

姿であり、2世 代型家族形態とはいえ、その世

代間の役割分担が明確化 しているのがこの集落

の特徴 となっている。 とはいえ、やや特殊だが

5番 農家に見 られるように、不慮の事故があっ

た り後継者層の兼業への就業転化があった場合

には、一気に貸付層に転換する可能性を常に内

包しているのであり、こうした農家継続の不安

定性を組織の継続性で補っていこうというのが

組織化の一つの要因となっている。

次は、農家番号16番から27番まで、経営規模

で1haか ら2.5ha層 の現状維持型自作層である。

このグル-プ の農業の担い手は世帯主夫婦層で

あり、後継者夫婦は農繁期の手伝いをのぞけば

兼業が主体 となっている。親類縁者からの頼ま

れ借地もわずかに見られるが、基本は自作地の

範囲での経営存続であり、秋作業機械の欠落に

見られるように、むしろ下層にいくほど秋作業

の部分作業委託が多くなっている。世帯主夫婦

の労働力範囲での経営が基本なので、2か ら3

頭程度の繁殖牛飼養が唯一の複合部門であり、

基本はあくまでも稲単作である。世帯主年齢の

高齢化が進行しており、世代交替に伴 う経営存

続が問題だが、現状程度の稲作であれば、多少

の作業委託を進めればそれ程大変ではないし、

現に世代交替を終えた家でも後継者は農業を片

手間に続けているという。

最後は、28番 以降の農業縮小型の全作業委託

・貸付層である。このうち、30、31番 の農家は、

施設野菜、養豚専門化に伴 う水稲全作業委託農

家で、やや性格が異なる。この層の特徴は、所

有基盤が1ha未 満の零細層が多く、自家野菜程

度の土地を残して全て全作業委託、貸付に回し

ている点であり、まさに土地持ち労働者的な農

家群である。こうした農家群は、細かく見れば

先の他部門専門化に伴う水稲全作業委託農家、

世帯主、後継ぎ夫婦の一家総働き的兼業農家、

および、高齢世帯主夫婦のみのイエ崩壊型農家

(農 家番号に丸印)に 区分できよう。すでに稲

作機械も所有しておらず、こうした農家群が世
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帯主定年後に自作に戻る可能性は少なく、 さら

に大区画型の圃場のもとではあま りやる気も起

きないと言い、こうした農家の貸付傾向は不可

逆的な流れといえる。

② 宮崎町

南郷町 と同様に宮崎町小泉集落第1班 の調査

農家40戸 の経営概況を示したのが表10で ある。

宮崎町はその経営規模が昔から大規模なことで

有名な町だが、こうした大規模保有の背後には、

平坦部に比べての冷害常習地、低反収、優良米

の作付困難とい う稲作不利条件 がかかわってい

る。しかし、小泉集落は相対的に水田作付条件

に恵まれており、その経営規模の大規模な点で

も際立っているのが特徴となっている。そのた

め、他集落からの借地、作業受託を含め、その

大半が町平均レベルから見れば上層農に属する

とい うやや特殊な集落であり、南郷に比較 して

もその経営規模の大規模さが際立っている。こ

の集落の階層性を南郷と同様に特徴づければ以

下のようであろう。

まずは、自作地基盤が2.5ha以 上の25番農家

までの上層農家群である。この上層農家群は、

さらに次の3類 型に亜区分できる。第1は 、施

設野菜、タバ コ、酪農といつた繁殖牛以外の部

門を拡大した複合型上層農家群であり、その最

先端には6番 農家までの自作地基盤4ha以 上、

売買、借地、作業受託を通 じたさらなる大規模

化 を計った5ha以 上の大規模複合農家群がある。

第2は 、繁殖牛を除いて、基本的に稲単作型の

拡大を計る農家群で、稲単作型上層農 とも言う

べき農家群である。この第1の グループと第2

のグループの後継者層10人 が、先に触れた小泉

作業受託組合を63年に設立し、この地域の作業

受委託 ・賃貸借の取 りまとめ役 となっている。

第3が 、 自作地基盤に依存する世帯主専従型自

作上層農で、多少の作業受託、借地を伴いなが

らも、基本的に世帯主夫婦の範囲で米プラス繁

殖牛の経営形態を取る農家層で、後継者夫婦は、

近隣の進出企業へ兼業化しているものが多い。

こうした上層農の分化は、そのベースに自作地

基盤を有 しながらも、後継者世代の農業従事程

度に依存しているものと思われ、南郷に比べてそ

の階層性はなお錯綜 している現状である。

次が、26番から30番、 自作地基盤が1か ら2

haの兼業自作型農家群である。この農家群は、

世帯主も含めて兼業化が進行しており、そのか

たわら一部作業委託に依存 しながら稲単作型の

農業を営むタイプで、一部稲作機械の欠落して

いる農家も多い。世帯主の高齢化も徐々に進行

してきてお り、世代交替の折 りには30番農家に

示されるように全作業委託、貸付農家層、農地

売却に回る可能性が高い。

最後が、30番 以降の全作業委託、貸付農家群

であり、自作地基盤が1ha未 満層に多い。しか

し、最後の3農 家に示されるように、必ずしも

所有耕地規模に規定されているわけではなく、

後継者世代の就業選択が規定的要因といえる。

その限 りで、世代交替に伴い先の自作型上層農、

兼業型自作農からこうした委託 ・貸付農家群へ

転化する農家が増大するものと思われる。聞き

取りでは、小泉集落においては後継ぎ者の意識

としては 「そうした選択はすでに終わった」と

いわれてお り、将来のこの集落の担い手はどの

農家に聞いても一致していた。

南郷に比べて経営規模が大きく、他集落から

の借地を伴っているため、その階層性が明確に

は表れないが、聞き取りの段階では、将来的に

この集落の農業を担っていくのは先の小泉作業

受託組合に結集する10戸プラスアルファの15戸

程度であるといい、そうした認識は兼業農家を

含めてこの集落の暗黙の了解事項 となっている

といっても過言ではない状況となっている。
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表9南 郷 町 中 二 郷17集 落
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調 査農 家総括表

75



表10宮 崎 町 小 泉 集 落
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第1班 調 査 農 家 総 括 表
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表11 羽 後 町 田 代 地 区

③ 羽後町田代地区

先と同様に田代地区上門前集落の調査農家15

戸の経営概況を見たのが表11で あり、雇用形態

の丸印は出稼ぎのある農家である。調査農家も

少ないので、その特徴 を簡単にまとめれば以下

のようである。

借地拡大型の複合農家は1番 農家のみであり、

その担い手は33才 の後継者となっている。 しか

し、その後継者も冬期は岐阜県まで出稼ぎに出

ている状況であり、これ以上の規模拡大を計る

意向は強くは持っていない。2番 か ら8番 まで

の農家層は、集落内の作業受託、借地の担い手

が欠落している現状で兼業 自作形態を取る農家

群で、その一一部には隣接集落への部分作業委託

が進行してきている。9番 以降の農家群は、田

植え作業、刈 り取 り作業といった基幹作業を委

託する農家群で、その極限では自家野菜分 を除

いた水田全面積の貸付が進展してきている。こ

の集落の問題は、集落内部に将来の積極的担い

手農家を見いだせない点に表れている。こうし

た傾向はこの集落ばか りでなく田代地区全体に

言えることであり、その結果が給すくみ的兼業

稲作の継続として発現 してきている現状である。

また、有機栽培米地帯 としての生き残 り策が、

零細繁殖牛の継続と秋作業の天日乾燥を義務ず

けており、そ うした生き残 り策の選択が逆に経

営の大規模化 を困難化 させる要因ともなってい

る。

4)調 査地における家族協業体制の現状

これまで調査地における兼業動向、そうした

兼業動向もとでの経営の階層性について見てき

た。そこでは、自作地基盤に規定されつつ、借

地 ・作業受託型複合上層農、兼業型自作農、全

作業委託 ・貸付層へ と大きく3類 型に分化しつ

つも、兼業労働市場の広がり・程度に依存して

その分化の程度は大きな地域差があること、世

●
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上 門 前 調 査 農 家 総 括 表

代交替の現段階では、自作地基盤よりも後継ぎ

世代の兼業化の程度がその分化の規定要因にな

りつつあることを確認してきた。

そ うした後継ぎ世代の兼業化の深度は、農業

内部からとらえかえせば、具体的農作業におけ

る世帯主層と後継ぎ層の農作業分担関係 として

とらえかえすことができよう。こうした家族分

業体制は、特定作業工程における家族分協業の

現状(田 植 え工程におけるオペ レーターと苗運

びといった補助者の関係)、 機械ナペ レーター

作業者 と肥培管理担当者といった異時点の役割

分担関係、および、多少性格が異なるが、稲作

部門担当者 と複合部門担当者 といつた部門間分

担関係の3つ の側面での世帯主と後継ぎ層の分

担関係が問題となる。ここでは、特定作業工程

として田植 え・刈り取 り作業、オペ レータ―と

肥培管理作業の分担として先の2工 程のオペレ

ーター従事者 と水管理担当者、水稲部門と複合

部門の分担関係として水稲部門責任者 と複合部

門作業者を見てい く。なお70才以上が世帯主と

なっている場合には、その後継者を世帯主、後

継者の長男を後継ぎと読みかえた。

① 南郷町

表12は、先の南郷調査農家の作業分担関係を

見たものである。先の農家類型では、15番農家

までが複合型上向層、27番 までが兼業型自作層、

28番以降が全作業委託 ・貸付層と類型化したが、

それぞれの類型ごとに見ていこう。

まず複合型上向層においては、田植え・刈 り

取 り作業のオペレーターはすでに世代交替の終

わった世帯主を含む30代 から40代前半の後継者

世代となっている。補助者 との関係では、後継

者世代夫婦、後継者 ・世帯主の2世 代分業が半

々の状況である。また、水管理担当者も後継者

世代が担当するのが大半であり、先のオペ レ―

ター担当者と肥培管理担当者は後継者世代 とい
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表12 家族の農作業分担関係 南郷町
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う形で一致している。水稲部門責任者 と複合部

門作業者を見れば、基本的には水稲部門後継者、

複合部門世帯主世代とい う分担関係が成立して

いる。以上、複合型上向層においては、稲作の

基幹作業 と責任は後継者世代、複合部門の責任

は世帯主世代とい う事実上の作業分担関係が成

立しているのであり、その部門相互の労働力の

提供は特定工程の組み作業必要時に限られ、相

互の関連性は労働過程の側面からは薄い状況 と

なっている。この集落における上向層の複合化

はそれ自体 としては評価すべきものであるが、

世代交替に伴い再度稲単作化に向か う可能性が

高いといえよう。

つぎに兼業型自作層。機械作業のナペレータ

ーは、基本的に世帯主世代 となっている。補助

者との関連では、2世 代型は3戸 、世帯主夫婦

が3戸 、補助看なしのオペ レーター単独が5戸

となっている。特定作業工程のオペ レーターの

高齢化、単独化が進行してきている。つぎに水

管理責任者は基本的にはオペ レーターと同じく

世帯主が支配的であり、一部その妻が責任者と

なっている。なお、水稲部門の責任者は基本的

に世帯主だが、一部期待 をこめて後継者 となっ

ている。このように兼業 自作層での作業の分担

関係は、基本的には世帯主夫婦の範囲で行われ

てお り、農繁期の特定作業において一部の農家

で後継者との分協業が見られるのみに止まって

いる。後継ぎ層の農業離脱はかなりの程度進ん

でいるとみてよい。こうした作業分担関係のも

とでは、世代交替期に貸付層への転化が進むこ

とが予想され、その場合農地供給層は2ha層 に

まで及ぶことになる。

最後に、全作業委託 ・貸付層だが、当然機械

作業工程は全て委託である。問題は水管理者だ

が、一部世帯主ないし妻となっているが、水管

理も委託とこたえる農家が大半である。この地

域の全作業委託は事実上の賃貸借となっている

のであり、機械作業の全作業委託に止まるかど

うかは、世帯主世代の兼業動向、年齢に依存し

ていると思われる。

② 宮崎町

同様に表15を示す。まず、25番 までの上層農

家群についてみると、3ha以 下層を除いて基本

的に世代交替の終わった世帯主を含む30か ら40

代前半の後継者世代がオペ レ-歩 一となってお

り、補助者をおく場合、世帯主との2世 代型が

支配的となっている。南郷に比べて世代間の結

合関係が強い傾向にあるが、その要因としては

未整備田を多く抱える圃場条件、規模の大きさ、

世帯主層の兼業程度が影響しているものと思わ

れる。次ぎに水管理担当者だが、オペレーター

と一致するもの18戸、オペ レーター後継者、肥

培管理世帯主のもの7戸 となってお り、南郷に

比べて2世 代型が多く、2世 代に分裂するのは

相対的に大規模層に多い。最後に複合部門の担

当者だが、複合型上層農の場合、世帯主世代と

後継者世代の両者、繁殖牛程度の水稲単作型上

層農の場合は世帯主となっている。複合型上層

農の場合は世代交替後もその経営形態は存続し

てい く可能性が高いが、繁殖牛飼養は世代交替

とともに急速に縮小に向かうと思われる。

次ぎに30番までの兼業自作農家譜。この層で

は世帯主がオペレーターで、補助者をおく場合

はその妻が支配的である。水管理も世帯主ない

しその妻であり、後継者層の農業労働か らの離

脱はかなり進んでいる。2交 替、3交 替とい う

兼業勤務形態が農作業を困難化させてお り、農

繁休暇は会社全体の労働配分計画に影響するた

め、容易に取れない し、ボーナスにも響くとい

う。南郷と同様に、世代交替とともに貸付層に

回る可能性が高い。

最後の全作業委託 ・貸付層だが、全作業委託

81



表13家 族の農作業分担関係 宮崎町
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者の水管理は世帯主となっており、この世帯主

の引退とともに貸付に転化するものと思われる。

③ 羽後町田代地区

表14を 示す。1番 の借入複合農家は、水稲部

門は全て後継者単独、複合部門は世帯主夫婦と

なっており、世帯主の引退とともに稲単作に向

かう可能性が高い。2か ら8番 の兼業自作層は、

7番 を除いてオペレーター後継者世代、補助者

はないのが一般的である。水管理者は世帯主、

繁殖牛担当者も世帯主世代の役割 となっている。

先の両町と比較して兼業自作層のオペ レーター

の後継者依存が進んでいるが、これはむしろ後

継者層の兼業先の不安定度を指標しているとし

ていい。その限 りでこうした農家層は代替り後

も継続 していく可能性が高いが、それはこの経

営の強さを示すものではなく、この地域におけ

る担い手農家の欠落を示すものであろう。委託

層の場合の水管理者は世帯主、その限 りでこの

世帯主の引退に伴い貸付に回る可能性は高い。

問題はやは り担い手農家の欠落である。

以上、3町 における家族協業体制の現状につ

いてみたが、上層農家における複合化の中には

世代間分業の形で部門分担がなされており、直

接的には世代間の協業関係が存在せず、その経

営形態の継承性に疑問のある場合が少なくない

こと、現在の兼業自作経営においては、世帯主

夫婦のみでの稲作作業遂行の事例が少なくなく、

世代交替とともに、その自作形態の継承性に疑

問のある農家が少なくないことを確認してきた。

後者の側面は、具体的には農地の後継ぎ層への

相続、あるいは旧世帯主の死亡時の農地移動を

見ることによってある程度の予測がたて られる。

表14家 族の農作業分担関係 田代町
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以下 節 を改め てみ よ う。,

5,農 地の相続 と農地流動化

1)農 地相続の形態

相続後の農地移動を見る前に農地相続の形態

について確認しておこう。資料の制約から南郷

町のみにっいて検討することとする。検討する

データーは、南郷町全町における昭和60年から

平成元年までの農地相続および贈与の発生農家

であ り、農業委員会資料よりピックアップした。

すでに前世帯主が死亡 したものは63件、それを

含む贈与一般の総件数は157件 である。

まず、すでに前世帯主が死亡 した農家のデー

ター63件から、農地相続の形態を見ると図14の

通 りである。全農地を前世帯主の死後に相続 し

たもの38件、生前に一括贈与を受けていたもの

10件、生前に一部贈与を受け、残りを死後に相

続したもの15件となっている。生前一括贈与の

制度ができてすでにかなりたつが、なお相続形

態は死後相続が60%を 占め支配的であり、つづ

いて一部贈与→残 りを死後相続の形態が25%弱 、

図14南 郷町における農地の相続形態

図15農 地の贈与の続柄別発生件数
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生前一括贈与は16%程 度にすぎない。

次ぎに、先のデータ―を含む5年 間の総贈与

発生件数は157件(う ち生前一括贈与は56件)

であ り、その続柄別の発生件数を見たのが

である。この続柄別贈与の割合を見ると、世帯

内が130件 、世帯外が27件となつてお り、世帯

内への贈与が圧倒的に多く、その世帯内の贈与

のなかでもいわゆる 「タテの贈与」、世帯主か

ら息子へといった親子間の贈与が支配的である、

慣行的な長子相続が支配的であり、その変形と

して婿、嫁があり、イエの存続がこうした農地

の世代間継承で保証されてい く姿が浮かび上が

ってくる。個別的な事情により、相続の時期が

早すぎたり、遅すぎる場合は妻、孫 といった迂

回路が存在し、こうした変形を含みつつイエの

存続が計 られているのである。

しかし、農家としてのイエの存続が困難にな

ったとき、世帯外の兄弟姉妹間、その他親類と

いつた親類縁者への贈与が発生する(27件)。

そしてその延長上に他人への贈与がある。件数

は少ないが、こうした贈与関係の在 り方は、農

地はイエの継承時の基本的家産だが、それは農

家が農家であるかぎりのことで、脱農化する場

合には血族者、それも困難なときには地域の農

業者に譲られるべきものであるとする観念が、

なお存在しているとい うことであろう。

それはともかく、農地相続へのプロセスは、

後継ぎの農業従事→経営委譲→農地相続の順を

踏むのが一般的だが、この経路を後継ぎの農業

自立化のプロセスとして位置づけつつ、 自作農

の所有権と経営権の世代間重層関係を指摘 し、

そこに自作農の安定存続の条件と発展の制約性

を見たのは磯辺俊彦氏であった。

その分析にならい、先のデーターから後継ぎ

の年令階層と経営委譲、生前贈与、死後相続の

関係を見たのが図16である。経営委譲は実際の

経営権の委譲がどうかはわからないが、年金受

給にかかわる後継ぎ層との経営委譲(使用貸借)

の発生時の年齢 を取った。

経営委譲は世帯主の60才時に起こるから、後

継者年齢は30才代に集中する。先の3町 村の事

例から言えば、実際の経営権の委譲より少し早

いかもしれない。次ぎに生前贈与と死後相続を

見ると、磯辺氏の分析当時には死後相続と生前

贈与はほぼ似た動きをしていたが、生前一括贈

与の特例のできた現在では、明らかにその贈与

の時期が早まっている。その農地の継承を図式

的に書けば、経営委譲(30代)→ 生前一括贈与

(40代)、 または経営委譲(同)→ 一部生前贈

与(40代)→(生 前一括贈与40代)→ 死後相続

(50代)と いった流れが確認できよう。聞き取

り調査の段階では、こうした生前一括贈与は相

対的に上層で多く、下層ではむしろ死後相続が

多いようであった。それは後継者確保の困難化

の現状での、上層における後継者確保対策とし

ての生前贈与、下層での(農 業)後 継者未定に

伴 う死後相続 という形で理解できるものである。

こうした階層差を伴いつつも、生前の後継ぎ層

図16経 営と農地の継承(南 郷町)
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への農地贈与のはやまりは、磯辺氏の指摘する

自作農構造 を支える経営権 と所有権の世代間重

構造を弱めるものであり、後継者の意向によっ

ては農地流動化が進展しやすい制度的保証とな

る。 しかし、下層においても、旧世帯主が健在

のうちはなんらかの形で農業に関与するのが一

般的であるから、実際の後継者層の意向は旧世

帯主の死亡時に現実化する可能性が高いと思わ

れる。

先のすでに前世帯主が死亡した農家63件のデ

ーターから、農地相続後の農地流動化の状況に

ついて確認 しておこう。

2)農 地相続後の農地流動化の状況

前掲63件 の農家のうち、農地売買の発生農家

について見たのが表15で ある。まず発生頻度は、

63件中18件、売買の発生比率 としては大変高い

割合 といえよう。 うち、前世帯主の死亡後に発

生 したものは、買いが2件 、売 りカミ4件となっ

ており、その発生年次は前世帯主の死亡年次と

ほぼ重なる。その売買面積はともに小さいこと

から、相続時の負債整理、残存小作地などの権

利調整のために発生 した売買を中心 としている

と思われる。

次ぎに前世帯主の生前に売買のあったものだ

が、買いが6件 、売 りが2件 となっている。こ

の農家層は偶然に大規模層に集中したため、相

続前の買い足し的状況をとらえているが、売手

の状況はよくわからない。n農 家の場合は、明

らかに前世帯主の病気に伴 う費用確保の目的か

ら農地売買が生前に行われたといえるが、m農

家のような切 り売 り型が、相続に関連するかど

うかは不明である。

最後の前世帯主の生前 ・死亡後に売買があっ

たものを見ると、売却農家が3件 、買い農家が

1件 である。売買時期は、ほぼ世帯主の死亡年

次前後に集中しているとしていい。後継ぎが孫、

婿養子、妻と本来の直系家族制から言えばイレ

ギュラ-的 相続農家が多い。そうした性格を反

映して売買移動面積も先より大型化 している。

直系家族制の崩れが相続に前後して売買関係の

発生を誘発している姿が浮かび上がってくる。

それは、後継者不在に伴 う迂回路としての妻(孫)

への相続であ り、そうしたイエ存続困難の下で

の切 り売 り的農地売買の発生として現実化して

いるのである。

続いて、表16よ り農地相続後の農地賃貸借の

変化を見よう。サンプルは売買と同様に前世帯

主がすでに死亡 した63戸の農家である。借入地

のあった農家は10件、貸付地のあった農家は9

件である。まず、借入地についてみると、借地

を旧世帯主の死亡後も継続 したものは4件 、2

ha以上の相対的大規模層に多い。残 り6件 は、

世帯主の死亡に前後 して借地の解約ない し契約

期間中の合意解約を行なっている。そうした農

家は、1ha程 度の零細農であつた り、すでに直

系家族制の崩れた継承者が妻の形態の農家であ

る。農地相続発生前後が一つの経営縮小の契機

となっているといえる。次に貸付地のあつた農

家を見れば、9件 中6件 が貸付の解約ない し契

約期間中の合意解約 となっている。これは相続

のための名義変更を契機とした解約であるが、

その後の実際の耕作はどうなっているかは資料

か らだけではわからなかつた。

ともかく制度上は、貸借関係が相続を契機に

一定の撹乱要因を受けること、とくに縮小階層

にとっては、相続時(と くに旧世帯主の死亡前

後期)が 農地流動化の契機となる傾向がある点

が確認できよう。その意味では、先の磯辺氏の

自作農構造の基底としての所有権と経営権の世

代間の重層関係 とい う関係は、なお形を変えて

存続しているとも言えるかもしれない。ただし、

それはすでに基底 としてではなく、後継者層の
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表15農 地相続後の農地売買

1)被 相続人死亡後に農地売買

2)被 相続人の生前に売買

3)被 相続人の生前 と死後に売買
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表16農 地相続後の農地賃貸借の変化
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縮小とい う意向のとりあえずの留保を計る程度

のものとなってきているのではなかろうか。仮

にそうだとすれば、農地流動化の契機は、世代

交替過程では2重 に進む可能性がある。旧世帯

主の農業労働からの離脱局面(実 質の経営継承

局面)、 および旧世帯主の死亡に前後する農地

相続局面である。世代交替過程はこの2つ の段

階を経過して完結するが、この間はかな りの期

間を要する。昭和1ケ タ層の離脱も、かなり期

間の長い過程で進行するとしなければな らない

であろう。

6.農 地流動化に関する農業者の意識

最後に世代交替期における農業者の農地流動

化に関する意向について、宮城県農業会議が行

ったアンケー ト調査より見ておこう。このアン

ケート調査は、水田農業確立対策への移行に伴

う転作面積の拡大、政府買い入れ米価の引き下

げ、及びそうした状況の基での地価下落傾向と

いう農業情勢の悪化のもとで、世代交替期にお

ける農業者の農地流動化に関する意向把握 を主

目的に実施されたものである。実施日は昭和63

年8月 、県内全市町村を対象に農業委員会を通

じて標本農家数460戸 についてアンケー トを実

施し、集計解答農家数は406戸 であった。

まず、表17よ り農地の流動化に関する現状認

識についてみれば、少ないが徐々に流動化しつ

つあるとするもの37%、 なかなか進まない、流

動化の気運が出ていないとするもの43%、 動い

ても規模拡大に結び付かない とするもの18%で

あった。全体としてはなお流動化の現状に関し

ては、消極的評価となっているといえよう。こ

れを規模別、年齢別にみれば、分解基軸からの

上向居たる3～5ha層 、及び、経営主年齢が40

歳未満の後継者層において、 「動きつつある」

という農地の流動化意識を持っている。現状の

農地流動化の借地、規模拡大の上層への集中傾

向、それも後継者を抱 える経営への集中傾向を

一定反映したものと理解することが出来よう。

次に、表18よ り農地流動化の阻害要因につい

てみれば、農地の資産的保有意識の強さとする

ものが49%と 半数を占めている。ついで、まだ

その情勢(必 要性)に ない とするもの23%、 地

価 ・地代の採算性の問題 とするもの15%、 売 り

手と買い手の ミスマッチとするもの7%の 順 と

なってお り、全体としては農地流動化の停滞要

因を貸し手的要因に求めている結果となってい

る。これを階層別にみれば、相対的に下層では

資産保有意識の強さ、流動化の必要性の欠如に

その要因を求めるものが多いのに対し、上層で

は、地価 ・地代の採算性、流動化のミスマッチ

を要因とするものが多い。貸し手的階層と借 り

手的階層という農地流動化に対する階層的性格

差を反映 したものと言える。年齢階層別には、

後継者層と高齢者層で資産保有意識の強 さとす

るものが減少し、前者では流動化の必要性の欠

如(兼 業の安定性?)、 後者では ミスマッチを

あげる割合が高く、これも農地流動化における

世代間の問題構造の相違を一定反映 したものと

言うことが出来よう。

第3に 、農地流動化のきっかけとして強 く影

響する要因についてみたのが表19で ある。農地

流動化の契機として高齢化の進行、後継者不足

をあげるものが42.5%と 最も多く、世代交替過

程の具体的あ り方(「 農家」存続の困難性の発

現程度)が 農地流動化の進行に大きく影響する

とみている結果となっている。それは、先の流

動化阻害要因における必要性の欠如の裏返 しの

表現でもあるが、すでに進行 しつつある世代交

替過程での農地流動化策の具体的あり方が決定

的に重要であるとする認識と言える。こうした

認識は、規模階層間では大きな変化はないが、
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表17農 地流動化の現状について

)

表18農 地流動化の進 まない理由
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年齢階層的には高齢者層へいくほど強まってお

り、世代交代過程での農地流動化がまさに現時

点の差し迫 った課題 として受け止められている

ことを伺 うことが出来る。ついでこうした流動

化を促進ない し停滞させる要因として米価水準

の引き下げ傾向、それに伴 う地価 ・地代の調整

過程が大きく影響するとみる農家が約30%存 在

する。階層的には、1～3haの 中間層では米価

引き下げに伴 う稲作の採算性の変化それ自体を

重視するのに対し、3ha以 上層では地価 ・地代

への波及程度を重視するとい う差がみ られる。

分解基軸周辺の稲作継続それ自体を問題 とする

農家層と地価 ・地代の採算性それ自体を問題と

する拡大層との問題把握の相違とい えよう。年

齢階層的には、米価水準が影響するとするもの

が40代までの比較的若い経営者層で25～28%と

高く、米価の引き下げによる稲作の収益性の悪

化が、農地流動化の契機 として有効とする認識

を示している。 しかし同時に、30代 までの後継

者層では、拡大条件としての基盤整備の推進が

不可欠 とするものが20%を 占め、単に稲作の収

益性のみならず、拡大のための生産力的条件整

備が不可欠とする認識を示しているとい えよう。

第4に 、最近の地価 ・地代の低落傾向に対し

て、農地流動化への影響を見たのが表20で ある。

大きく影響する、きっかけには十分なるとする

ものが合わせて60%を 超え、最近の地価 ・地代

の低落の衝撃の大きさが示されている。規模階

層的には、大規模層へいくほど影響は大きいと

するものが増大し、5ha以 上層では約7割 にも

達する。同様に、年齢階層的には若年層ほど影

響は大きいとするものが増大し、30代の後継者

層では6割 にも達する。最近の地価 ・地代の低

落傾向が、こうした拡大層、担い手層において

深刻に受け止められると共に、地価 ・地代の採

算性の正常化への動きとして受け止められつつ

ある点が確認できよう。逆に、零細層、高齢者

層では、すでに地価 ・地代への関心は薄く、現

状程度では影響しないとするものの割合が高い。

こうした農地供給層にとっては、地価 ・地代の

水準それ自体はすでにその流動化の必要性の判

断基準としては副次的な位置に下がってきてい

るとすべきかもしれない。米価や地価 ・地代水

準への階層的反応差を示す結果となつている。

第5に 、農地の処分先(売 買)の 意向につい

て見たのが表21で ある。将来とも農業をやって

いく人とするものが48%と 最も高く、ついで価

格次第とするもの23%、 隣近所とするもの20%、

む しろ遠方 ・関わ りのない人とするもの8%の

順 となっている。担い手への集中、地域内流動

化が主流的傾向といえる。規模階層的には、上

層にいくほど価格次第でとするものが増大する

傾向にあり、世代交代過程で今後増大すること

が予想される大口移動の階層では、むしろ地域

内流動化するとは限らず、農地が分散処分され

る可能性もあることが示唆されている。年齢階

層的には、40代 までの若い層では担い手、地域

内を重視するのに対し、50才 以上の高齢層では、

むしろ価格次第とするものが増大する。世代交

代過程での農地移動は、担い手、地域内流動化

を基本としつつも、今後価格次第でしがらみを

離れて分散的に流動処分される可能性も否定で

きないとすべきかもしれない。

同様に、農地の委託先(貸 借 ・作業受委託)

の意向についてみたのが表22である。将来 とも

農業をやっていこうとする人 とするものが45%

と最も高く、ついで信用のある人、よく利用し

てくれる人 とするものがそれぞれ20%前 後とな

っており、小作料 ・料金を判断基準とするもの

は9%に すぎない。規模階層、年齢階層間でも

明確な差は見いだせず、こうした傾向はほぼ全

層的意向とい える。委託先の選定では、良好で
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表19農 地流動化のきっかけになるもの
●

表20地 価(地 代)の 低下の経営拡大への影響
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表21農 地 の 処分 先 に っい て
■

表22農 地 の 委託 先 につ い て
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継続的な農地の管理と対人的な信用関係が第1

の判断基準であり、その地代水準は副次的位置

に下がっているといえよう。

以上零細あるいは高齢階層における農地の資

産的保有傾向、流動化の必要性の欠如の下で現

状の流動化はなお停滞的 としつつも、まじかに

迫った世代交代過程での農家存続の困難性の発

現程度により、農地が流動化するとする認識が

一般的であり、米価水準、地価 ・地代水準は流

動化への判断基準 としては副次的要因とするも

のが多い。 しかし、米価や地価 ・地代の低落傾

向の衝撃は大きく、その反応はむ しろ担い手層

足る大規模、若年層ほど強く表れている。流動

化の際の相手先の選定基準としては、担い手層、

地縁関係、信用関係を挙げるものが多く、地価

・地代水準は副次的位置に止まっている。拡大

層は、地代競争の前に集落内からの信頼と担い

手としての承認がまず求め られる構造にあると

い える。その限 りで、土地獲得競争は信用獲得

競争のなかでの地代競争とも言うべきであろう。

そして、現段階では、そうした担い手間の競争

以前に、担い手それ自体の確保が問題化 してき

ている状況となっているのである。
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