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1.課 題と問題意識

本稿の課題は、水田農業において国際競争

力を飛躍的に高めることをめざして、効率的

で しかも持続的な農家構造を形成するために

は、どのような改善方向を採択すべきかを、

農家構造の展開メカニズムの実態にもとつい

て明らかにす ることである。そのためには、

この課題を設定するに至った問題意識を要約

することから始めよう。

わが国の国会は、最近 「米は完全自給する」

という決議を再三行っているが、それにもか

かわ らず、マスコミは、 「ウルグアイ ・ラウ

ンドの国際圧に抵抗 して、日本政府は当面、

食管法を改正しなくてもやれる米の部分的自

由化でもって時間稼ぎを行い、やがては関税

化を受け入れ、そして最後には完全自由化と

いう政治的決断に追い込まれるのではないか」

と報 じている。

米は小麦など他の5品 目とともに、国家貿

易品目であるが、米という防護壁が破 られる

ならば、他の品目に対 しても、遠からず完全

自由化の追手が迫ることはまちがいない。問

題は、課徴金などの国境保護措置が一切認め

られないばかりか、 「不足払い政策」など、

実質的な価格補償政策が一切認められな くな

ることである。

国内農業保護政策として許される唯一の道

は、水田の多面的役割、とくに食料の安全保

障、国土 ・自然環境の保全、都市住民に対 し

て農村型娯楽 ・保養の場を提供するなどの公

共的外部効果に対 して、農産物の増産を刺激

しないという条件つきで、農業者に対 して直

接的に所得補償を行うことである。

さて農業者は、私的な市場財 ・市場サ-ビ

スを生産 して、所得を持続的に最大化 しよう

として、農業経営を営んでいる。この農業生

産に付随 して結合生産物として、公共財 ・公

共サ-ビ スを生産す るのであるか ら、私的

財 ・サ-ビ スの庭先販売価格が、私的生産費

を償 う限界までは、農業者は私的財 ・サービ

スを生産 し、その結合生産物である公共財 ・

サ-ビ スを無償で提供する。 しかしそれ以上、

公共財 ・サービスに対する需要が増大 し、そ

れに応えるために、結合生産物としての私的

財 ・サ-ビ スの生産量を増やそうとすると、

私的生産費が販売価格を超過する差額だけ、

公共財 ・サービスの負担すべき費用として補

償を要求するのは当然である。他方、その公

共財 ・サ-ビ スを消費 して、便益をうける消

費者は税金を納め、それか ら公共財 ・サ-ビ

スの費用分だけを、助成金として農業者に支

払うことは公正の原則に合致する。

問題は、この公共財 ・サービスによって便

益を享受する消費者を確認できる場合には、

彼らにだけ公共財 ・サ-ビ スの生産費用を負

担させることが公正であるが、それを確認で

きない場合が多いので、税金一般から支払わ

れることになっている。

要するに、ガット体制下で、内外からの自

由化圧力に対抗 して、農産物の国内自給量を
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増大させようとすると、それに対応 して限界

供給費が上昇し、それが輸入 ・CIF価 格を

上回る分だけ、輸入農産物を消費する場合に

くらべて消費者負担が増大する。 しかし消費

者は、食料の安全保障および国土 ・環境保全、

その他、農業 ・農村の提供する多面的な公共

的機能に対 して、ただ乗りしないで、適正な

公共的費用として農業保護費を支払うのが当

然であるという認識をもち、農産物の国内自

給率を、現状の危機的状況から上げていく政

策を支援すべきである。この 「新農本主義」

的農政を推進するために、農水省および農業

団体は、国民に対して一大啓蒙運動を展開す

べきである。

しかし中 ・長期的に追求されるべき道は、

水田で生産される米、転作の麦、大豆、飼料

作物などの生産費を大幅に下げるか、生産物

の商品価値をできるだけ上げて、どちらかで

もって輸入農産物の低いCIF価 格および商

品価値に対抗できるように、国際競争力を増

強することである。

米を初めとする農産物輸入の自由化に対 し

て、中 ・長期的に対抗する農政施策としては、

水田の公共的外部効果に対する所得補償対策

を推進するとともに、農産物の生産費を節減

するか、または商品価値を向上させることに

よって、国際競争力を強化する政策を推進す

ることである。

そこでつ ぎに、本論の主要課題である水田

農業の国際競争力を強化する対策に焦点を移

そう。

水田農業で費消される労働、土地用役、資

本用役の生産性を並行的にあげていくことは、

反面からみると、生産物の生産費を下げるか、

その商品価値を上げることを意味している。

そのためには、大型高能率機械 ・施設を導入

して、それらを最有利操業度でもって活用 し、

単位面積当たり投入労働を大幅に節減 しなが

ら、同時に機械 ・施設の単位面積当たり減価

償却費を大幅に節減することである。また機

械の作業精度をあげ、作業適期を守ることに

よって、単位面積当たり収量をあげ、さらに

食味 ・鮮度 ・外形的品質 ・出荷期など広義の

品質を向上させ、より有利な価格を形成 しな

ければならない。そのためには、まず水田の

土地基盤を整備 し、団地化を図り、さらに作

業 ・耕地規模を最適水準まで拡大することが、

不可欠の条件になる。

これ らの土地基盤整備、機械化技術革新、

および農家間の耕地の賃貸借および農作業の

受委託の推進が緊急の要件であって、これに

ついで栽培技術革新、および生産資材の農家

庭先価格の切下げ対策が重要になってくる。

一方で作業 ・経営規模を拡大する農家 ・生

産組織があれば、他方ではそれに作業を委託

するか、水田を賃貸 しして規模を縮小する農

家がいなくてはならない。水田農業経営の規

模を拡大する農家または生産組織は、それに

よってプラスの純便益を獲得するとともに、

縮小農家 も兼業化 ・離農するか、または集約
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的な経営部門組織を採用することによって、

同様にプラスの純便益を獲得できる見込みが

ない限り、そのような作業の受委託や水田の

賃貸借は成立 しない。

とくに農村では、農家間の貧富の格差が拡

大することを極度に嫌う傾向がある。 したが

って、個別相対の取引を意味する 「市場 シス

テム」によって、作業受委託や土地賃貸借を

推進する方法は、農家間の純便益格差を拡大

するものとして不信感を生み、成功 しない場

合が多い。それに くらべて、集落 ぐるみの

「共同システム」によって流動化を図るとか、

または信用のおける農協 ・地方自治体 ・農業

委員会が第三者として、取引の斡旋機能を果

たすという 「公共システム」による方法は、

取引の双方にプラスの純便益を公正に分配す

るものと見なされて、成功することが多い。

このように農村内部において、その社会 ・

経済的条件に応 じて、市場システム、共同シ

ステム、公共 システムのどれか、または適切

な組合せによって、つぎのような農家構造を

構築することをめざすべきではなかろうか。

つまり一方の極には、作業受託 ・耕地賃借り

によって最適経営規模まで拡大し、大幅な生

産費の節減と商品価値の向上を図ることがで

きる少数精鋭の自立経営農家 ・企業的農家ま

たは自立生産組織を育成する。

また他方の極には、大多数の農家が、自立

兼業農家または自立離農世帯へ転進するよう

に誘導する。換言すれば、作業委託または土

地賃貸 しによって、家族労働者の内の高齢

者 ・婦人が生き甲斐農業を営む程度まで農業

経営規模を縮小するが、青壮年労働力は高賃

金 ・安定兼業部門に専念 して、前者の農業所

得と後者の農外所得を合わせた農家所得 とし

ては、自立経営農家の農家所得に匹敵するよ

うな自立兼業農家を育成する。

このようにして、地域全体の土地 ・労働 ・

資本の純生産性を総合的に高め、その成果を

公正に分配して、どの農家の厚生水準 も高め

ることができるような地域農家構造にもって

いくことが、農村社会内の和を保ち、持続的

に農業の国際競争力を強化 していくために必

要な根本的対策である。

本稿は、このような問題意識を背景として、

先進事例を用いて、望ましい農家構造を具体

的に提示することをねらっているので、第5

節から第10節にかけて、農家構造の改善方向

について、事例的に考察を進める。

しかしその前に、これまで農家構造はどの

ような社会経済法則にしたがって変動 してき

たか、農家構造の革新が進まなかったのは、

どういう要因によるものかを、第2節 から第

4節 にかけて分析 してみたい。

そのために、つぎの第2節 では、 「農家構

造の展開メカニズム」を(1)「農家構造の展開

に関する考え方」と(2)「農家構造の展開メカ

ニズム」に分けて分析する。第3節 では、

「経営耕地の賃貸借および売買の成立要件 と

その実態」を取り上げて、(1)「経営耕地の賃
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貸借の成立要件」、(2)「経営耕地の賃貸借の

成立要件の実態」(3)「耕地の賃貸借の社会

的 ・制度的条件」、(4)「耕地売買の成立要件」

に分けて論述する。第4節 では、 「水田稲作

における供給反応と水田の賃貸借」を取り上

げて、(1)「水田稲作における供給反応」、(2)

「水田賃貸借の成立要件」に分けて考察す る。

第5節 から第10節 にかけては、先進事例を

用いて、望ましい農家構造を具体的に提示す

ることをねらっている。

まず、第5節 では、 「個別相対型による作

業 ・水田の集積方式の形成」について解明す

る。ついで第6節 では、組織的発展の第1の

道として、 「集落営農集団の形成」を検討す

る。第7節 では、組織的発展のもう1つ の道

として、 「ムラ的農企業方式の形成」を明 ら

かにする。この方式のより進んだ段階として、

第8節 では、 「広域的水田作業受託方式の形

成」を検討する。さらに第9節 では、作業受

託よりも農地の賃貸借による集積を重視した

「広域的水田集積方式の形成 」にっいて考察

する。この道をさらに土地基盤整備事業と一

体的に進める方式として、第10節では、 「ス

-パ ー圃場システムに基づ く大規模借地農の

育成」にっいて考察 し、最後に残された問題

点についてふれてみたい。

2.農 家構造の展開メカニズム

(1)農 家構造の展開に関する考え方

経営規模別農家構造がどのように変動して

いくかという課題については、主としてマル

クス経済学者が、農民層分化 ・分解論として

解明してきた。他方、近代経済学者は、代表

的な個別農家の経済行動か、またはそれらが

集計された農産物全体としての生産 ・流通 ・

消費の経済メカニズムを分析することには熱

心であり、さらに農家と勤労者世帯との間の

生活水準格差、および農業と非農業との間の

生産性格差が形成され、変動 していくメカニ

ズムを解明し、それに対する対応策を考案す

ることには真剣に取り組んできたが、不思議

なことに、農民層分化 ・分解論にはアレルギ

ーを示 してきた。

近代経済学は、国難i厚 生の持続的最大化

を経済行動の評価基準として設定 しており、

その構成要因として、国民所得の増大および

安定化とともに、国民所得および国富の分配

の公平化を組み入れている。 したがって所得

および生産性の産業間格差を是正することと

ともに、マルクス経済学並みに、農業内部の

所得および財産の分配を公正にするという課

題にも取 り組むべきであった。

本稿は、近代経済学の分析方法を使いなが

ら、農民層分化論を展開することをねらって

いる。その際、農家主体均衡論の立場に立っ

た農業経営規模論を応用しよう。

さて、高度経済成長期以降の農民層分化を

みると、戦前期のような農業部門内部の階層

分化 ・分解ではなくて、農業労働の非農業部

門への流出、それも挙家離農が主流ではなく
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て、兼業的離農と結びついた農民層分化であ

った。

したがってマルクス経済学者も、戦前期か

ら高度経済成長が始まるまでの時期について、

潜在的過剰人口が農村に過小農として滞留し、

それが資本主義的産業の重層的労働市場にお

ける雑業層の中に流入 しながら、近代的賃労

働者の賃金などの労働条件を牽制し合う関係

を形成 し、資本の高蓄積を支えてきたという

点を重視した。

近代経済学者は、同 じ経済現象を、過小農

の経済行動様式に焦点を合わせて解明 した。

つまり商工業部門の賃金にくらべて農業労働

の限界収益力が低いのにもかかわらず、長期

的に過小農として滞留する家族労働部分を、

農業内の過剰就業としてとらえ、その生成メ

カニズムを労働市場の雇用条件と農家の労働

供給条件との両面から説明することをねらっ

て、偽装均衡論、ならびにそれを補足する離

農移動コス ト説および就業機会制限説などを

展開してきた。

ところが高度経済成長過程が成熟期に入り、

昭和40年 には農家世帯所得が勤労者世帯所得

を上回り、45年代に入って、農家の世帯員1

人当たり所得が、勤労者世帯のそれを上回る

ようになると、もはや過剰就業問題は解決し

たかのように、大部分の研究者はこの問題を

口にしなくなった。この段階で農村人口問題

の焦点になったのは、むしろ過疎化とか、農

業経営後継者および嫁の不足とかいうような、

農業労働の高齢化 ・婦女化と青壮年農業労働

の不足問題であった。

ついで安定経済成長期に入ると、農家人口

の流出率は鈍化 して、勤労者世帯にくらべて、

農家の世帯所得が昭和50年には37%、63年 に

は29%も 上回り、さらに世帯員1人 当たり所

得は、同50年には14%、63年 には13%も 上回

って、いわゆる<生 活水準均衡〉の基準から

みると、平均農家としては、過剰就業状態を

脱出 したかのようにみえた。

しかし農業と兼業とを合わせた農家就業者

1人 当たり農家所得を、勤労者世帯の就業者

1人 当たり所得とくらべてみると、50年 には

81%で あったのが、兼業化の進展とともに63

年には87%水 準まで上昇 した。もしも農業に

従事 している高齢者や中年婦人の労働能力や

労働時間を勤労者並みに換算したと仮定すれ

ば、おそらく100%水 準に達しており、<混

合所得均衡〉の基準から定義された過剰就業

問題は解消 したといってよい。

しかし農業経営だけを分離してみると、農

業就業者1日 当たり農業所得は、製造業(5

人以上規模)常 用労働者にくらべて50年には

63%に すぎず、その後も停滞して、63年には

34%水 準まで落ちている。また農業の非農業

全体に対する比較労働生産性をみても、50年

には37%で あったのが、63年には25%と いう

低い水準まで下落 している。

第三者が、農業経営だけを農家の所得経済

部面全体か ら分離 して、その労働生産性を商
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工業企業の労働生産性とくらべてみると、農

業労働は過剰就業状態にあるかのようにみえ

る。 しかし農家の主観的な経済意識としては、

農業経営だけを分離 ・独立させて採算性を考

えるような行動はとらない。農家の所得経済

部面全体として、農業所得と農外所得 とを合

わせた農家所得を持続的に最大にすることを

めざして、家族労働の合理的な配分を考えて

いるのであるから、農外就業機会の労賃水準

が上昇 して、それにくらべて農業経営におけ

る青壮年労働の限界収益力の上昇が追いつか

な くなると、後者が前者を下回る労働部分を

農外に転出させながら兼業依存率を高めてい

く。その結果、農業経営の作業や管理は、主

として高齢者や中年婦人および青壮年の休

日 ・朝夕労働など、その限界収益力が農外機

会労賃を下回る労働部分だけにまかせること

になる。このように農家は、動態的には農外

機会労賃が農業労働の限界収益力を上回って

上昇するのに対応 して、徐々に兼業依存率を

高めてきたといえる。

経営規模別農家構造に関する問題は、大部

分の農家が兼業依存率を高めていくのに対 し

て、他方の極には専業形態で生活水準均衡を

実現 したく自立経営農家 〉や、要素所得均衡

を実現 したく企業的農家 〉が増えてこないこ

とである。零細規模兼業農家が、兼業依存率

を高めるのに対応 して、自立経営志向農家へ

と、円滑に農地を売却または貸しつけていけ

ば、一方の極には少数ながら土地利用型の大

規模経営が育っていくはずである。それより

経営耕地は小さいが、労働と資本を集約的に

投入す る複合的経営、さらに情報 ・技能労

働 ・資本集約型の専門的経営などが増加する

はずである。これらの青壮年労働が専従する

農業経営では、後述するようなく経営規模拡

大の利益〉、〈経営専門化の利益 〉、および

く経営複合化の利益 〉をあげうる経営革新を

採択して、土地 ・労働 ・資本の各純生産性を

並進させて、他産業勤労者世帯との生活水準

均衡を実現 したく自立経営農家〉、または要

素所得均衡を実現 した<企 業的農家〉に発展

していくはずである。

また他方の極には、大多数の兼業化 した農

家が、〈自立兼業農家〉として、生活水準均

衡を実現しなが らも、家族の中の高齢者や中

年婦人、あるいは青壮年の休日 ・朝夕の労働

を活用 しながら、生きがい農業を営むように

なるはずである。

換言すれば、農業労働力と農家戸数は、世

代交替によって全体 として減少し、農業労働

力の高齢化が進展するのに応 じて、農地の流

動化と作業受託が、地域 ぐるみの集団的な土

地利用調整活動を通 じて進展し、一方では、

企業的農家、自立経営農家、中核農家、およ

び高能率な生産組織が、農地利用や農作業の

大半を受託する。他方では、多数の安定兼業

農家や高齢者農家が、補助的 ・自給的な農業

経営活動に従事するようになる。その結果と

して地域全体の土地 ・労働 ・資本に関する生
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産性が総合的に向上し、その成果が公正に分

配されて、どの農家の厚生水準も高めること

ができるような地域農業構造が確立するはず

である。

このような経営規模別農家構造の変化を推

進するためには、地域農業集団の組織化を勧

め、農地の利用権の調整や地域複合化につい

て、地域の経済 ・社会 ・自然的な制約諸条件

や農家の主体的条件を最大限に活かすことが

できるような革新的なやり方を創造 し、それ

を実践に持ち込むように、地域 リ-ダ-の 仕

掛け機能を活用 し、さらに地域 リーダーの合

意形成機能を活用 して、地域農家全体の利害

を調整し、心底か らの合意形成を図らなけれ

ばな らない。

(3)農 家構造の展開メカニズム

さて、経営規模別農家構造の全国的な変動

の概況については、衆知のことであるから省

略するが、ここ30年間、耕地面積に関する農

家の階層分化は遅々として進んでいない。経

営耕地の売買も賃貸借 もともに停滞 し、経営

耕地規模階層の分化が進まないのは、どのよ

うな要因によるのであろうか。まず基本的な

経済的要因について分析 し、ついで社会的 ・

制度的要因について検討 してみたい。

なおこの耕地の売買または賃貸借の成立条

件を分析する前提として、耕地売買または賃

貸借市場の市場構造については、つぎのよう

な認識に立っている。耕地売買市場または耕

地賃貸借市場では、耕地購入 ・賃借希望農家

群と耕地売却 ・賃貸希望農家群とが市場を媒

介として、相互に<交 渉関係〉にある。また

耕地購入 ・賃借希望農家相互の間または耕地

売却 ・賃貸希望農家相互の間ではく競争関

係〉にある。

この交渉関係にある農家の間で、どの農家

群の交渉力が強いかによって、〈交渉構造 〉

を定義することができる。現状をみると耕地

売買市場は、転用地価の高騰の影響を受けて

いる都市近郊ないし平坦農村では、〈売り手

優位の交渉構造 〉を形成 している。また高齢

化 ・過疎化が進み、土地基盤整備の不完全な

山村では、〈買い手優位の交渉構造〉の段階

にある。

他方、耕地賃貸借市場では、都市近郊は土

地基盤整備が進んでいないほど、また同時に

安定兼業機会に恵まれている地域ほど、買い

手優位の交渉構造を形成 している。平坦農村

では、土地基盤整備が進み、しかも安定兼業

機会に恵まれていない地域ほど、売り手優位

の交渉構造が形成されている。山村では土地

基盤が整備されていず、 しかも高齢化が進ん

でいる地域ほど、買い手優位の交渉構造が形

成されている。

つぎに、耕地売買市場または耕地賃貸借市

場における売 り手(貸 し手)側 または買い手

(借り手)側 の競争構造について検討 しよう。

耕地は場所的に固定的であり、その圃場条件

の評価基準は、買い手または売 り手の居住地
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と圃場との位置関係によって個別的であり、

多様であるか ら、各圃場に関 して、売 り手

(貸し手)側 も買い手(借 り手)側 もそれぞ

れく独占的競争構造〉にあると定義 してよい。

したがって、将来、都市的用途に転用される

可能性のある地域の耕地ほど、各圃場と売り

手および買い手の居住地との位置関係か ら

く差別化〉の効果が強 くなる。

その反面、平坦農村の農振地域の耕地のよ

うに、農業生産だけに使用される目的で売買

される場合には、だれからみても、圃場条件

の評価基準が等しくなるから、買い手側も売

り手側 もく完全競争構造〉にあると定義 して

よい。

ところで、農業経営規模の拡大を制約 して

いる条件は何であろうか。これ らの制約条件

をどのように変えれば、農業経営規模の拡大

が有利になるのであろうか。経営耕地規模の

拡大問題を考察する前提 として、農業経営規

模に関する一般論を検討してみよう。

経営要素を構成するのは、長期にわたって

経営内に沈下固定される経営管理能力、常従

労働力、経営用土地、固定資本財資本などの

固定的生産用役源体であるが、それぞれの経

営内への沈下規模を拡大することが有利にな

るためには、つぎの要件が満たされなければ

ならない。

[1]価 格条件に変化がないとすれば、自発

的に革新技術を採用して、各固定的生産用役

源体の限界収益力を、その新規購入価格以上

に上昇させなければならない。しかもその既

存沈下量水準における限界収益力を上昇させ

るだけでなくて、限界収益力の同源体投入量

に対する弾力性を高めうる革新技術でなけれ

ば、規模を大幅に拡大させることができない。

[2]価 格条件が変化する場合には、それに

対 して誘発的に経営全体を調整 し、相対的に

価格の低下 した固定的生産用役源体について、

限界収益力の弾力性の大きい技術を採用する

ことが有利になる。

しか しこれ らの自生的、または誘発的な技

術の革新が、すべての固定的生産用役源体の

限界収益力を、その購入価格以上に高めると

は限らない。ある固定的生産用役源体につい

ては、限界収益力がその庭先販売価格を下回

り、その用役源体規模を縮小させる方が有利

になることもある。あるいはその限界収益力

が変わらないか、または上昇、下落が小幅 で

あって、それが各用役源体の庭先購入価格 と

庭先販売価格との間にとどまり、その用役源

体規模を変えない方が有利なこともある。い

ずれに しても、これらの革新技術は、それを

採用 しない場合にくらべて、農家経済全体の

調整の結果として、究極目標をなす農家家族

の効用水準を高めうるものと予測される場合

にだけ採用される。

しか し効用目標は客観的に測定することが

できないから、それと矛盾しない別の可測的

目標が必要になる。一定規模の家族労働力と

所有財産を前提として、農業経営における革
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新技術の採用と、それに対する受動的な農家

経済全体の調整の結果として、もしつぎに定

義するような企業利潤が正値になると予測さ

れるならば、効用水準が上昇し、その技術を

採用することが有利になると判断 してよい。

つまり、農業経営の企業利潤は、農業粗収

益から農業生産費用をさしひいて算出される。

生産費用を構成するあらゆる生産用役を、そ

の購入原価にもとついて評価すれば、 この企

業利潤は、長期的企業利潤を意味することに

なる。 しか しここでは、新規に購入される固

定的生産用役、およびすべての流動的生産要

素だけを、その購入原価によって評価する。

既存の固定的生産用役源体か ら湧 ・流出す

る固定的生産用役については、理論的には、

革新技術を採用 しなかった場合に経営内で獲

得 していたと予測される限界収益力によって

評価すべきである。これは経営内限界収益力

を限界機会費用評価額とする評価法であるが、

現実には限界収益力を測定することがむずか

しいから、近似的には残余評価法によって代

用 しなければならない。すなわちその革新技

術を採用 しないで、現状を維持すると仮定 し

た場合について、すべての固定的生産用役を、

その庭先販売(処 分)価 格にもとついて評価

して、短期的企業利潤を算出する。

革新技術を採用する場合について も、同様

に庭先販売(処 分)価 格による評価法を用い

て短期的企業利潤を算出する。革新技術を採

用する場合の短期的企業利潤が、現状維持の

場合の短期的企業利潤、つまり経営管理能力

用役に関する機会費用を上回る場合にだけ、

革新技術を採用することによって、農家の効

用水準を高めることができると判断できるの

である。

以上、革新技術の採用または価格条件変動

に対する調整によって、各固定的生産用役源

体の規模を変える場合には、企業利潤を最大

にするという可測的経営目標に照らして判断

すべきであると述べてきたが、固定的生産用

役源体の規模を変えることによって、企業利

潤が増加することを、〈大規模生産の利益〉

と定義 し、流動的生産要素の集約度 と固定的

生産用役の利用度とを高めることによる利益、

換言すれば、〈集約度増大の利益または大量

生産の利益〉を増大させることと区別する。

上記のような技術革新による経営規模の拡

大が、<大 規模生産の利益〉をもたらすため

には、一般につぎに要約するような技術的条

件を備えなければならない。

[1]規 模の拡大によって、分業にもとづく

協業的労働組織を組織できるようになり、各

党従労働力は、特定の経営管理機能または生

産作業機能を担当するか、または特定生産部

門か、特定生産過程に専門化するとともに、

その責任を分担することによって、労働能率

を高めることが必要になる。

[2]農 用固定資本財規模の拡大は、より大

型高性能の労働手段の導入の形をとり、土地

改良と土地集団化をともなって、それぞれの
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限界収益力を高めうるものでなくてはならな

い。

[3]単 独またはセットをなす労働力、およ

び労働手段から湧 ・流出する生産用役は分割

して利用することができない。 したがってそ

の調達単位から湧 ・流出する生産用役を完全

に利用 して、生産物単位当たり企業利潤を最

大(ま たは平均生産費を最小)に しうる適正

結合比率を実現するためには、大量の労働対

象を結合しなければならない。その労働対象

が土地 ・大植物 ・大家畜のような固定的源体

であれば、農家単独で大量に集積することは

むずかしい。 したがって所有権の移転をとも

なわずに大量に集積 し、経営投資に対する信

用制度 と危険負担を分担す る方法として、

〈協業化〉が選択されるのである。

[4]労 働力や労働手段を、特定部門や特定

生産過程に専門化させるためには、経営全体

の規模拡大とともに、経営部門組織の専門化

が必要になる。

[5]こ れらの固定的源体規模の拡大が、技

術的な利益要因とともに不利益要因をともな

う場合には、その不利益をより少ない費用で

もって減らす対策を採用 しなければならない。

この固定的源体規模の拡大にともなう不利

益要因には、つぎのものがある。

[1]生 産適期や作業適期がせまく限られて

いるほど、専門化 した労働力および労働手段

の利用度が低下する。

[2]農 用地の集団化をともなわない限り、

農用地の拡大は通作 ・運搬費用を増加させる。

[3]労 働対象が標準化されていない段階で

は、自然条件や技術条件の変動に対 して、個

別的に細心の注意 ・省議行為を怠たれば、敏

感に収量が低下し、品質が悪化する。したが

って家族労働による手労働中心の作業体系に

くらべて、分業的雇用労働に依存する作業体

系、または機械化された作業体系の有利性は

あまり大きくない。

[4]耕 種部門においては、機械化一貫作業

体系が完成 しない段階では、機械化がかえっ

て労働および機械の利用の季節的繁閑を激化

し、その利用度の低下をもたらす。このよう

な段階では作業能率がいくぶん低下 しても、

用途の広い労働組織や労働手段を採用すると

か、労働および労働手段の補合的利用効果を

ね らって、生産部門組織を複合化する方が有

利になる。また養畜部門でも家畜の種類によ

っては、その飼養規模の拡大と専門化が進む

場合に飼料自給率低下の不利益が生 じ、糞尿

処理費用が急激に増大することがある。 この

不利益は養畜農家と飼料供給農家および糞尿

費消農家との間で、補完的利用効果をねらっ

て協業化をはからないかぎりは、避けること

ができない。

以上、経営規模拡大の利益および不利益を

もたらす技術的条件の変革のうちで、[1]主

として自生的技術革新について述べてきたが、

[2]価 格条件の変化に対応する誘発的技術革

新 もきわめて重要である。たとえは現 段階に
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おいては、農業と非農業との間の労働報酬格

差の増大、非農業就業機会の増大およびそれ

にもとづく農業労賃の高騰に誘発されて、大

型 ・高性能の労働手段を導入 して、労働に代

替させる技術が急速に普及 している。これは

既存労働量における労働の限界収益力を下げ

て(も ちろん労働の平均収益力を上げる)、

農外就業機会の労賃水準または経営内の他の

部門 ・作業過程における限界収益力よりも低

くなるような労働部分を、農外就業機会に転

用させる。

結局、経営全体として、新均衡点における

労働の限界収益力と平均収益力とを、旧均衡

点におけるそれよりも高 くする技術である。

以上、経営規模の拡大を制約している自生

的 ・誘発的技術革新について検討 してきたが、

つぎにこの技術的に可能な最有利経営規模に

くらべて、現実の経営規模をより小 さく限定

している経済的諸条件を検討する。そのなか

で根本的なものは、[1]農 家の不完全情報条

件、[2]固 定的生産用役源体に関する硬直性

条件、および[3]固 定的生産用役に関する不

完全競争市場条件である。つ ぎにこれ らの制

約条件を要約 しよう。

[1]現 実の農家は、各経営活動成果の大部

分について不完全な情報 しかもっていない。

しか し不完全であっても不確定ではなくて、

成果を1つ の確率分布 しうる、いわゆる確率

(危険)的 な情報状態にあれば、それにもと

ついて経営活動を選択 ・実行することができ

る。しかしその確率分布の分散(ま たは分布

幅)が 大 きいほど、あるいは主観的な安定選

好性が強いか、危険負担のために必要な自己

資本と信用獲得力が小さいほど、事前的に確

実な成果を評定するために、成果の期待値を

より大幅に割引く行動をとるのである。

固定的生産用役源体から、将来にわたって

湧 ・流出する生産用役の限界収益力時系列を

予測することはむずかしい。 したがって自己

資本力が小さくて安定選好性が強い零細規模

農家ほど、事前的にその固定的生産用役の限

界収益力を大幅に割引き、その規模拡大を不

利と判断する傾向がある。

彼 らは経営部門組織の複合化によって危険

回避をはかるか、または固定的源体を経営内

に沈下した場合に、陳腐化によってその庭先

購入価格にくらべてかなり低い収益還元価か、

または庭先販売(処 分)価 格しか回収するこ

とができなくなるという可能性を大幅に割引

く。結局、より流動的な生産用役でもって代

替 しようとする。 しかも果樹 ・大家畜のよう

な固定財投資であれば、資金に対する家計支

出との競合の激しい窮迫農家ほど、長期の育

成段階にわたって年々の育成粗費用が生産物

価額を上回り、企業利潤が負値になることを

予想して、その危険を大幅に割引くであろう。

これに対 して危険負担力のある大規模農家

では、むしろ専門化 した労働組織と大型 ・高

性能の労働手段 とを利用 しうるように、部門

組織の専門化を図り、その長期平均的な成果
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に賭ける方向を選択するであろう。これは成

果の期待値を高くするだけでなく、長期的に

は、情報状態を大幅に改善 し、成果の分散を

縮小する効果をもたらすのである。

[2]固 定的生産用役源体規模の,技 術条件

および価格条件の変動に対する硬直性は、(a)

その庭先新規購入価格にもとづく評価額と庭

先転用処分価格による評価額との格差が大き

いほどいちじるしい。

両評価額の間の格差は、その固定的生産用

役源体を、特定個別経営の特定用途に調達 ・

沈下するために要する位置的 ・形態的 ・用途

的 ・法的(所 有権移転)沈 下費用と、その沈

下後に再び転用処分する過程で要する位置

的 ・形態的 ・用途的 ・法的浮揚費用、および

その処分時の中古品としての機能の不確実性

に対する買手側の割引額とを合計 した価額で

ある。

既存源体規模における限界収益力が、革新

技術の採用によって変動するとしても、両評

価額の間にとどまる限りは、その源体規模を

変えるべきでない。

(b)あ る固定的生産用役源体規模の硬直性

は、それと補完的に結合する他の固定的生産

用役源体規模の硬直性が大きい(庭 先購入価

格と庭先処分価格との間の格差が大 きい)ほ

ど著 しくなる。

[3]固 定的生産用役源体および固定的生産

用役について,不 完全競争市場が成立 してい

ることが,固 定的生産用役源体規模の拡大を

妨げる根本的要因となっている。

(a)相 互に密接な補完関係にある固定的源

体を、1つ のセ ットとして飛躍的に大量に調

達する必要がある。そのような資金を自己資

金でまかなうことができないような農家では、

融資に依存することになる。 しか し担保力の

小さい農家に対 しては融資限度が低く押えら

れ、この外的信用制限が、農家側の借入資金

割合の増加にともなうく危険増加の原理〉に

もとづく内的借入制限とともに、農家の経営

投資を妨げている。

(b)家 族農業労働の庭先処分価格,つ まり

庭先被傭労賃を評価するためには、農業部門

の就業機会で得られる労賃か ら離農(浮 揚)

費用をさしひく必要がある。労賃および離農

費用は、その離農者が経営主か、あとつぎか、

二 ・三男か、娘かによって異なる。さらに離

村か、出稼ぎか、通勤か、および職員勤務か、

恒常的賃労働者か、日雇い人夫か、自営 ・職

人として転職するかによって異なる。

ここでは経営主が挙家離農する場合と、通

勤離農する場合だけをとりあげて、経営主の

主観的判断行動を類推 してみよう。

中高年齢の経営主が挙家離村の形で離農 し

ようとしても、現行の終身雇用制と年功序列

的労賃体系のもとでは、日給払いの常雇労務

者か、または、たかだか中小企業の下級職員

勤務の就業機会 しか提供されない。その全勤

務期間にわたる〈時間調整された〉年平均労

賃水準が低いだけでなく、それから失業の危
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険を割引いた事前的年平均労賃はますます低

くなる。 しかも万一失業 した場合には、兼業

化と異なって、自家雇用の機会を完全に失 う

ことになるから、経営主はこの危険を主観的

に大幅に割引くであろう。

経営主は、この〈時間調整された〉年平均

労賃から、つ ぎに述べるような離農費用を控

除するであろう。(a)転 職訓練費用および転

居費用の1年 当たり配賦額。(b)転 居前と同

一実質生活水準を維持するために必要な名目

家計費の1年 当たり増加額(住 居費および飲

食費が急騰する)。(c)経 営主がもし農業に

従事していたとすれば、労務者としての退職

年齢以降も農業労働報酬を得ることができる。

離農すれば、そのような労働報酬を失うので

あるか ら、その年平均配賦額が離農費用に入

る。(d)家 族員の老人 ・主婦労働力は失業す

るか、または日雇いか、内職に就業 して、自

家経営で得ていた労働報酬よりもかなり低い

報酬を得ることができるだけである。彼 らの

1年 当たり労働報酬減少額が離農費用に入る。

(e)農 用地と農用資本財を処分しようとする

と、足もとを見すかされて、その経営内利用

純収益の資本還元額をかなり下回る処分価格

でもって買い叩かれる。両者の差額の1年 当

たり配賦額が離農費用に入る。

経営主は、以上に述べたような5つ の離農

費用を、事前的に危険を割引き、<時 間調整

された〉年平均労賃からさしひいて、庭先被

傭労賃水準を評価するが、この水準は、庭先

雇用労賃水準にくらべてかなり低 くなり、挙

家離農を有利と判断できる可能性は、極めて

弱くなる。

つぎに経営主が通勤兼業の形で雇われる場

合の主観的判断を類推してみよう。経営主が、

職員勤務から恒常的賃労働者、臨時雇いとな

るほど、労賃水準が低下する。 しかも失業の

危険に対する割引額も後者ほど大きくなる。

しか し上記の5つ の離農費用を必要としない。

なお、(a)通 勤先が遠方になるほど通勤費、

および通勤労働評価額が増加する。(b)臨 時

日雇いであれば、それによって自家経営の管

理がおろそかになることに起因する経営純収

益減少額を離農費用に入れて、庭先被傭労賃

水準を評価 しなければならない。

いずれにしろ、農家の経営外部条件および

経営内部条件によって、挙家離農か、通勤離

農か、より高い庭先被傭労賃を得る方を比較

基準 として、自家経営の限界労働収益力と比

較し、家族農業労働力規模を縮小すべきか否

かを決めるであろう。

これに対 して新規に労働力規模を拡大する

場合には、新規学卒自家労働力と常雇労働力

とのどちらにしても、彼らが非農業部門の職

員か、または恒常的賃労働者になると仮定 し

た場合に、労働可能年齢にわたって獲得しう

る時間調整年平均労賃を予測するであろう。

これに労働力の調達 ・沈下費用を加えたもの

が、いわば常従農業労働力として自家経営に

調達 ・沈下する場合の、庭先調達(雇 用)労
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賃になる。

あとつぎ労働力を調達する場合の調達沈下

費用は、彼が社会心理的に農業を忌避するの

を慰留するための費用以外は無視 してよい。

彼は自家経営に従事 した場合の時間調整年平

均限界収益力が、この労賃より高いと期待で

きる場合にだけ、農業に残留するであろう。

しかし二 ・三男や終身的常雇労働力の場合

には、彼らの将来に対する不安の補償額が加

算される。他方、限界収益力が急激に低下す

る可能性があるので、一般に彼らを経営内に

とどめて労働力規模を拡大することはおこら

ない。

(c)位 置的にも用途的にも産業間移動の困

難な農用地や,ま たは移動費の高くつく農業

労働力の場合には、それらから湧出する生産

用役の価格水準が、局地的な需給条件の変動

によって敏感に動 く。たとえばある農家が土

地の限界収益力をあげうるような経営改善方

法を採用 し、現在の地価水準で土地規模を拡

大 しようとするものと想定 しよう。近接する

他の農家は、それが成功するものと判断する

と、ただちに模倣 し始める。地域的に限られ

た土地供給量に対 して、局地的需要超過がお

こり、地価は土地の限界収益力の上昇に対 し

て時間的にたいした遅れをともなうことな く、

平行 して上昇する。要するに農業部門では、

-般 にただちに模倣されうる程度のり幅 の企

業行為しかおこらず、また普及組織 もその普

及を促しているので、規模拡大の利益は生産

物価格の低下、または生産要素価格の上昇に

よって容易に吸収 しつ くされる。これが規模

拡大を妨げる重要な条件となっているのであ

る。

以上述べたことから明らかなように、規模

拡大的革新技術の採用と、それを妨げる諸条

件の排除が、経営規模を拡大するための必要

条件になる。 しかし個別農家が、単独で経営

規模を拡大することによって実現 しうるく内

部経済 〉は、せまく限られていることが多い。

協業組織や協業経営のように、危険負担機能

をともなう形で、労働力 ・土地 ・資本を集積

し、さらに外部からの信用制限を緩和 しなが

ら、そこに大型高能率の労働手段 と結合 した

分業的労働組織を導入 して、いわゆるく準内

部経済〉を追求するという方法を組入れるな

らば、ある程度、個別農家の限界を克服 しう

るであろう。

さらに立地条件を等 しくする農家群が協定

して、立地的比較有利性を実現 しうる成長農

産物を基幹部門として、経営組織の専門化を

はかることもできる。その時、上記の生産過

程の共同化による大規模生産の利益の追求と

有機的に関連させなが ら、販売 ・購買 ・信

用 ・営農技術指導など広義の流通過程を共同

化 して、大規模流通の利益を実現する方向が

ある。この主産地形成の方向が、規模拡大の

必要条件を整えるのに、不可欠である場合が

多いであろう。

しかし農家または農家共同組織が、上記の
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必要条件を整備 しようとしても、それには限

度がある。結局、法令 ・行政指導 ・助成 ・融

資などの政策的手段によって経営規模拡大の

ための必要条件を整え、とくに規模拡大にと

もなう農業 ・非農業間、農業内の競争産地間、

および同一地域内の農家階層間の利害対立を

緩和することが望まれる。

3.経 営耕地の賃貸借および売買の成立要件

とその実態

(1)経 営耕地の賃貸借の成立要件

すでに前節で くわしく述べたように、耕地

の賃貸借が停滞 しているのは、経済的要因だ

けでなくて、社会 ・制度的要因による部分も

大きい。 まず経済的には(1)式に示す経済的要

件がみたされなければ、耕地の賃貸借は進ま

ない。

耕地賃借り希望農家の支払可能地代(需 要

小作料)≧ 耕地賃貸し希望農家の要求地

代(供 給小作料)(1)

く、 しかも農地基盤整備が比較的に進んでい

る農区として、東北と北陸を選定する。つ ぎ

に安定兼業機会に恵まれているが、農家の耕

地規模が相対的に小 さく、 しかも農地基盤整

備がやや遅れている農区として、東海と近畿

を選定する。

農地移動の実態をみると、主な耕地賃借り

希望農家階層は2ha以 上層であり、他方、耕

地賃貸し希望農家階層は０.3～0.5ha層(1985

年以降は0.5ha未 満層)と みてよいので、こ

れらの両階層をとりあげる。農水省 「農家経

済調査」の各階層平均農家の1955～90年 数値

を用いて、上記の要件の充足度合を検討 しよ

う。

まず耕地賃借り希望(二 耕地用役需要)農

家層が、どのような主観的な採算方法によっ

て、限界賃借 り耕地に対する最大限支払可能

地代を算定するかを類推してみよう。それは

限界賃借 り耕地があげることができると予測

される耕地純収益力であり、(2)式によって算

出される。

この経済的要件がみたされるかどうかは、

地域の農外就業条件の差異および農業生産力

の階層間格差に重要な影響をもつ農地基盤整

備の進渉度合によって異なってくる。

本稿の紙数の都合上、農水省 「農家経済調

査報告」を用いてつぎの4農 区だけをとりだ

して分析 しよう。まず安定兼業機会に恵まれ

ていないが、農家の耕地規模が相対的に大き

限界耕地10a当 たり耕地純収益力=限 界耕地

10a当 た り農業粗収益一限界耕地10a当 たり

耕地利用経営費(2)

ただし耕地利用経営費=流 動物財費 ・賃料

+固 定財減価償却費+労 賃+経 営資本利子

問題は 限界耕地10a当 たり耕地利用経営

22



費の主観的な評価方法である。

耕地賃借り農家は、〈短期採算〉の立場と

〈長期採算〉の立場のどちらに立つかによっ

て、異なる評価方法をとる。

〈短期採算〉の立場とは、農業経営に対し

て長期的に沈下固定された家族農業労働力や

農用固定資本財の遊休用役部分を有効に利用

する限度内で、耕地の賃借面積を増やす立場

である。

このような家族農業労働や固定資本財用役

は、その庭先調達原価にもとついて評価され

るのではなくて、庭先処分時価にもとついて

評価される。それらの生産用役を外部に販売

する場合の庭先販売時価、経営内の次善の用

途に転用する場合の限界純収益力(=限 界機

会報酬)、 家族農業労働力であれば、余暇と

して使 う場合の主観的限界評価額の、いずれ

か最も高い限界処分評価額によって評価され

る。

流動物財費 ・賃料は、庭先購買時価によっ

て評価される。

経営資本利子は、限界耕地を取得するのに

ともなつて、その追加耕地利用経営費を前払

いするために、どのような資本利子率の資金

を使用するかに依存する。

後ほど実証分析する場合には、つぎのよう

な評価基準を用いる。

[1]家 族農業労賃は、短期採算の立場に立

つ場合には、総家族労働の農外機会賃金を臨

時雇い賃金とみなしているという前提にたっ

て、その農区の平均農家の臨時雇い賃金でも

って評価する。

しか し長期採算の立場に立つ場合には、65

歳未満の生産年齢にある家族労働の農外機会

賃金は、常用労働者の賃金とみな しているも

のと仮定して、その農区の平均農家の職員勤

務 ・恒常的賃労働者の労働時間による加重平

均賃金によって評価する。65歳以上の高齢者

労働は臨時雇い賃金によって評価する。いい

かえると、最も有利な農外就業機会は、臨時

日雇いであると仮定している。

[2]農 機具などの固定資本財用役は遊休 し

ている用役を使 うのであるから、その経営内

限界機会報酬はゼロであると仮定する。

[3]限 界経営資本利子であるが、流動物財

費 ・賃料の支払いには遊休している運転資金

を使うので、その機会報酬はゼロである。家

族労賃前払資本利子については、農家は主観

的に費用として意識 していないので、ゼロと

評価する。固定資本財用役費はゼロと見積 ら

れているから、その用役費前払資本利子費用

もゼロと見積 られているものと仮定する。

具体的には、(3)式のような方法で評価され

る。

〈短期採算〉の限界耕地10a当 たり耕地純収

益力=2.Oha以 上層平均農家の(農 業所得+

固定財減価償却費-家 族農業労働時間×臨時

雇い労賃)÷ 経営耕地面積(3)
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つぎに〈長期採算〉の立場に立つ場合には、

農家はどのような主観的評価法をとるものと

仮定してよいであろうか。

[1]耕 地を大面積賃借りして、それにとも

なって新規学卒後継者などのように、安定兼

業機会で働 くことができるか、または働いて

いた家族労働力を、農業専従労働力 として就

農させる場合であるか ら、65歳未満の生産年

齢にある家族労働の追加投入分は、職員 ・恒

常的賃労働者平均賃金によって評価される。

65歳以上の高齢家族労働は、臨時雇い賃金に

よって評価される。

[2]固 定資本財用役費は,固 定資本財の調

達原価にもとづく減価償却費によって評価さ

れる。耕地を大面積賃借りするのにともなっ

て、新規に追加購入されるものと仮定 してい

る。

[3]経 営資本利子は追加投入されるあらゆ

る耕地利用手段の前払資本に対 して見積られ

るのであるが ここでは固定資本財資本利子

だけを算入する。

具体的には、(4)式のような方法で評価され

る。

〈長期採算〉の限界耕地10a当 たり耕地純収

益力二2.Oha以 上平均農家の(農 業所得-生

産年齢家族農業労働時間×職員 ・恒常的賃労

働者平均賃金-高 齢家族農業労働時間×臨時

雇い賃金一固定資本財資本の年度始め価額×

利子率)÷ 経営耕地面積(4)

つぎに、耕地賃貸 し希望(=耕 地用役供給)

農家層が、 どのような主観的採算方法によっ

て限界賃貸 し耕地に対する最小限要求地代を

評価するかを推察 してみよう。

この最小限要求地代は、限界耕地の賃貸し

によって失われる限界供給耕地純収益力の予

測値である。賃貸 し希望農家の主力は0.3～

0.5ha(1985年 以降は5ha以 下)農 家層であり、

わずかの耕地面積 しか手放なさないので、彼

はく短期採算〉の立場にたって耕地利用経営

費を評価するものとみな してよい。具体的には、

(3)式と同じ方法でもって、この賃貸 し農家層

の耕地純収益力を算出て、最小限要求地代と

して使用する。

まず[1]限 界耕地を手放すことによって節

約された家族労働は、高齢者か、中年婦人か、

あるいは農外就業の青壮年の休日や朝夕労働

が主力を占めている。これらの節約労働は自

家経営内の他の利用機会に投入されて労働純

収益(=限 界機会報酬)を 稼ぐか、余暇とし

て利用されて主観的満足の貨幣価値評価額を

獲得するかであるが、これが臨時雇い賃金水

準であると想定する。

[2]農 舎や農機具についても、節約された

部分は他に転用されることな く遊休するのが

普通であるから、その機会報酬をゼロと見積

っている。同様に、これ らの固定資本財資本

利子 もゼロと見積ることになる。

そこで耕地の賃貸借が、2.Oha以 上層の農

家群と0.3～0.5ha(1985年 以降0.5ha以 下)
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層の農家群との間で成立するための経済的要

件は、(6)式によっ示される。

2ha以 上農家層の最大限支払可能地代 ≧0.3

～0.5ha(1985年 以降は0.4ha以 下)農 家層の

最小限要求地代(5)

2ha以 上農家層の〈短期採算〉による最大

限支払可能地代が、0.3～0.5ha層 の〈短期

採算 〉による最小限要求地代を上回るならば、

ゆるやかに賃貸借が進行するとみてよい。 も

し2ha以 上農家層の 〈長期採算 〉による最大

限支払可能地代が、上記の０.3～0.5ha農 家

層の最小限要求地代を上回るようになると、

本格的に賃貸借が進むようになるとみてよい。

(2)経 営耕地賃貸借の成立要件の実態

表(1)は、昭和35年か ら62年までの偶数年の

耕地純収益力を算出して、隣接する2か 年平

均値(た だし昭和30年、63年、平成2年 は単

年値)の 名目額を表示たものである。

1)東 北農区

東北農区では,2ha以 上農家層の長期採算

にもとづく最大限支払可能地代(耕 地純収益

力)と 、0.3～0.5ha農 家層(60年 以降は

0.5ha以 下農家層)の 短期採算にもとづく最

小限要求地代(耕 地純収益力)を くらべてみ

ると、昭和30～50年 の高度経済成長期には、

兼業化志向農家が要求する最小限地代にくら

べて、後継者を農業に専従させ、固定資本を

新規に投資 して経営規模を拡大 しようとする

農家の最大限支払可能地代が下回っていて、

本格的な賃貸借が成立 しなかつたことを意味

している。

しか し52・54年以降の安定経済成長期に入

ると、この関係が逆転 し、本格的な経営規模

拡大のために耕地を賃貸借することが、採算

が合うようになったことを意味している。

問題は、昭和56・58年 以降、平成2年 に至

るまで、2ha以 上層の長期採算にる最大限支

払可能地代 も、0.3～0.5ha層 の短期採算に

よる最小限要求地代も、ともにマイナスにな

ったことである。 しかしそれでも前者が後者

を上回っているので、賃貸借が成立する。地

代、すなわち耕地純収益力がマイナスという

ことは、生産年齢にある家族労働の農外機会

労賃として使用 した職員 ・恒常的賃労働者の

平均賃金が、農業所得にくらべて上が りすぎ

たためである。たとえば、昭和63年 には、2

ha以上階層の10a当 たり農業所得は70.1千円

である。家族労働を10a当 たり100.1時 間投

入しているが、その内の生産年齢労働89.7時

間は職員 ・恒常的賃労働者平均賃金の1時間

当たり1,289円 によって評価され、65歳以上

の高齢者 労働10.4時 間だけが、臨時雇い賃

金の680円 によって評価されるものと仮定し

ている。したがって10a当 たり家族労賃評価

額が122.7千 円になり、それだけで農業所得

を大幅に上回ってしまう。耕地純収益力を算
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出するためには、農業所得から家族労賃評価

額と固定資本利子を差し引くのであるから、

大きな赤字になる。

2ha以 上農家層の生産年齢家族労働の長期

的評価基準が、ここで類推したような常用労

働者賃金の1時 間当たり1,289円 よりも、む

しろ臨時雇い賃金の680円 に近いとすれば、

長期的支払可能地代もプラスになるが、近年、

安定兼業機会が増大するにつれて、後継者を

残すために耕地規模を拡大するかどうかを決

定するにあたっては、後継者に対して、す く

なくとも常用労働者賃金並みの農業労働報酬

を確保できる可能性がないかぎり、規模拡大

をしないという実状か らみると、この家族労

働の評価法は現実的であるとみてよい。

[2]つ ぎに2ha以 上農家層が、短期採算に

もとついて、遊休している家族農業労働力や

固定資本財を活用する限度内で、耕地を賃借

りする場合をみると、この農家層の最大限支

払可能地代が、0.3～0.5ha層 の最小限要求

地代を上回っているので、経済的には両農家

階層の間で耕地を賃貸借することができると

判断してよい。とくに昭和56・58年以降は、

零細兼業農家層の耕地純収益力(最 小限要求

地代)が マイナスになっているのであるか ら、

当然、賃貸 しによってプラス地代を得ようと

するであろう。

現実に成立 している実収小作料水準をみる

と、短期的採算にもとづく支払可能地代と要

求地代との中間にある。

2)北 陸農区

北陸農区では、昭和30～42年 の間は、2ha

以上層の長期採算にもとづく最大限支払可能

地代が、0.3～0.5ha層 の短期採算にもとつ

く最小限要求地代を上回っていて、耕地の本

格的な賃貸借が成立する経済的要件がみたさ

れていた。 しかし44・46年は賃貸借要件が成

立せず、48・50年 および52・54年 は再び成立

している。56年以降は長期的な賃貸借要件は

全然成立しない状態になっている。

2ha以 上層の短期採算にもとづく最大限支

払可能地代は、0.3～0.5ha層 の短期採算に

もとづくで最小限要求地代を、全期間にわた

って上回っている。このことは耕地の補充的

な賃貸借であれば、成立することを意味 して

いる。なお実収小作料は、短期的採算にもと

づく支払可能地代と要求地代の中間にあって、

適切な水準にとどまっている。

3)東 海農区および近畿農区

東海農区と近畿農区は、ほぼ同様な傾向を

示している。

長期採算にもとづく最大限支払可能地代は、

マイナス水準を続けており、しかも近年にな

って、米を主としてあらゆる農産物価格が停

滞 し、それを相殺するほどの技術革新もみら

れず、しかも農外常用賃金は着実に上昇 して

いるために、支払い可能地代はマイナスの程

度をますます深めている。換言すれば、本格

的な賃借りでは小作料を支払 う能力がない。
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表(1)耕 地 純収 益力 の推移



しかし短期採算にもとついて補助的に耕地

を賃借りしようとすれば、2ha以 上農家層の

支払可能地代は、0.3～0.5ha農 家層の要求

地代を大幅に上回っており、 また実収小作料

にくらべても大幅に上回っているので、両農

家階層の間で賃貸借が成立するはずである。

(3)耕 地の賃貸借の社会的 ・制度的制約

耕

以上、4農 区を対象 として、賃借 り希望の

2ha以 上農家層および賃貸 し希望の0.3～

0.5ha農 家層をとりあげて、耕地需給上の主

観的な採算態度を想定 しなが ら、耕地賃貸借

による両極階層分化の可能性を検討 してきた。

その結果、両階層が〈短期採算〉の立場に

立って、限界的にわずかな耕地面積の賃貸借

を行なう範囲内では、経済的要件だけを考慮

すれば、賃貸借が成立することを実証 した。

しかし賃借 り希望農家層が本格的に大面積借

りようとすると、それは長期採算結果か ら明

らかなように、2ha以 上農家層の最大限支払

い可能地代が、0.3～0.5ha農 家層の最小限

要求地代を下回って、大面積の賃貸借が成立

しないことがわかった。

このように各規模階層別の平均農家をとり

あげて、賃貸借が成立するための経済的要件

を検討 した結果として、現在までのところ全

農家階層としては、長期採算にもとついて本

格的に賃貸借が進行 し、大規模借地農が成立

するという経済的要件がみたされていないこ

とを示した。

現実には、先駆的 ・企業的農家の中に少数

ではあるが、中 ・大規模借地農への一歩を踏

み出している農家が全国にわたってみられる。

このような先駆的農家の成立要件を、近い将

来には平均的 ・追随的農家もみたすようにな

ることが予想される。

なお耕地の賃貸借を阻む要因として、経済

的要因と並んで制度的 ・社会的条件が重要で

ある。貸手側農家の高齢者層は、農地改革に

不信感を抱いていて、農用地利用増進法さえ

も信用しない。その結果、賃貸しすれば、契

約期間がきて も返却されないし、離作料さえ

請求されるようになるかもしれないと思って

いる。また賃貸しした農地の地力保全が軽視

されるという不信感をもっている。

他方、借手側農家は、短期賃借 りでは、地

力の増強も十分にできないから、本格的に良

質 ・多収技術を適用することをためらってい

る。それが彼等の地代支払能力を低下させて

いる。

そこで農業委員会や農協、または集落の人

望を集めているリ-ダ-な どの第三者が、細

心の注意を払って斡旋機能を円滑に果たすこ

とが強 く望まれている。制度的には、農用地

利用増進法のように、両極分化によつて中大

型借地農 ・作業受託農を成立させる要件が整

ったとしても、その真意が農家に十分に伝わ

っていない点に問題が残されている。

しかし小規模安定兼業農家層の昭和一桁世
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代が隠退 ・死亡して、後継者が朝夕 ・休日百

姓を続けるにして も、乗用中型機械体系を整

えれば過剰投資になり、それだからといって

歩行型の小型機械体系では、その肉体的 ・心

理的苦痛に耐えきれなくなる条件が熟しつつ

ある。

さらに短期採算よりも長期採算によって、

最小限要求地代を評価するようになると、様

相は一変する。つまり機械化によって節約 さ

れた家族農業労働を、農外機会賃金としての

職員俸給でもって高 く評価するようになるた

めに、耕地を手離す場合に失なわれる耕地純

収益力を、大幅に低 く評価するようになる。

現に集落営農集団のオペレーターとしてか、

単一受託農家としてか、または少数精鋭の農

家によって機械化営農組合を組織して、集団

転作を一手に引受けたり、あるいは機械化で

きる作業は全部受託す るなど、実質的に耕

作 ・作業規模の拡大を図り、大規模生産の利

益を実現 している事例が多 くみられる。これ

らのオペレーター農家あるいは機械化営農組

合が大部分の機械作業を受託 し、実質的には

全作業受託段階に進み、さらに高賃金安定兼

業農家が、近い将来生き甲斐のために、10～

20a程 度の手作り作業を残 して、他の耕地を

賃貸 しするようになる可能性が大きい。

このためには大前提として、離農を求める

農家労働に対 して、安定した通勤兼業機会が

十分に与えられるように、商工業を農村地域

の中小都市に分散 して立地させる、いわゆる

多極分散型の国土政策が実効をあげるように

なることと、農村の生活基盤を整備 して、若

い後継者にとっても高齢者にとっても、快適

な農村生活を営めるようになることが必要で

ある。

他方、大規模賃借り希望農家は、たとえ長

期採算の立場に立つとしても、飛躍的に大面

積借地農に転化するためには、より効率的な

大型機械化作業技術体系が開発され、さらに

それ らの大型機械の作業能率を高めうるよう

に、農地基盤の整備水準を高め、さらにその

整備費用の農家負担を適正にするように、補

助 ・融資政策を強化することが必要になる。

(4)耕 地売買の成立要件

つぎに耕地売買が成立するための要件は、

どのようになってきたかを実証的に分析 して

みよう。

農地購買希望(需 要)農 家層が最大限支払

可能地価を算定する手順は、つぎのようであ

ると推察される。

第1に 、限界需要耕地を自家経営でn年 間

利用し続ける間にあげうると予想される耕地

純収益力平均値予測額を△Adで あらわそう。

それには短期採算 と長期採算とがある。それ

を資本還元するための割引利子率をrで あら

わす。

第2に 、限界耕地の所有権の取得によって、

将来年度において得ることができると予測さ

れる主観的効用年平均値の貨幣価値評価額
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△AFが 問題になる。大規模専業農家になるほ

ど、これらの主観的効用や転用売却代金を期

待 して、投資対象として保有するという購買

態度が薄れ、主に大規模生産の有利性をとも

なう技術革新の採用によって、限界耕地純収

益力線を上方に移動させることを追求 してい

るとみなしてよいであろう。

第3に 考慮に入れるのは、将来の転用地価、

または将来農用売却地価に対する予測値であ

る。耕地需要農家が都市近郊に位置しており、

将来、所有耕地を転用する可能性があるなら

ば、主観的には特定のn年 後に転用売却する

ことを予定 しているかもしれない。農家が純

農村地域に位置していれば、恒久的に自作耕

地として使用 しつづける予定で購入するかも

しれない。その際には、もっとも有利な売却

時期を遠い将来と判断しているのである。こ

のn年 後の売却価格予測値をAHdで もってあ

らわそう。

以上、説明 してきた諸要因を用いて、限界

需要耕地評価額△Gdをあらわす と、(6)式のよ

うになる。

限年にわたって失うであろうと予測される、

あらゆる損失の時系列の現在価値合計額によ

って評価される。

第1に 、限界供給耕地をもし売却 しないと

仮定すれば、あげていたであろうと予測され

る耕地純収益力の年平均値予測額を∠Asと し

よう。

第2に 、限界耕地の所有権を失 うことによ

って、将来年度にわたって失われる主観的効

用があるが、その年平均値の貨幣価値評価額

を△Fsと しよう。

第3に 、もし現在売却 しないとすれば、将

来m年 後の最 も有利な時に売却すると想定し

た場合の売却額を△Hsで表示すると、最小限

要求地価△Gsは(1)式のようになる。

耕地の売買が成立するための経済的要件は、

(3)式よってあらわされる。

つぎに耕地売却希望(供 給)農 家層の採算

のしかたを推察 してみよう。限界供給耕地評

価額△Gsは 、限界耕地を売却 した場合に、無

つぎにこのような耕地売買が成立するため

の経済的要件が、昭和31～平成2年 の間にど

のように変動 してきたかを、実証的に分析 し

てみよう。
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まず表(1)の最大限支払可能地代(=2ha以

上農家層の耕地純収益力)を6%の 割引利子

率を用いて資本還元すると、最大限支払可能

地価(=2ha以 上農家層の資本還元地価)が

算出される。(6)式における所有に伴 う効用

△Fdを無視 し、 しか もその耕地を購入 した後

は無限年にわたって自家経営で使用 し続ける

という前提をおくと、△Gd=△Ad÷rに なる。

同様に、最小限要求地価を算出す る場合も、

かりに売却希望農家層が失う所有に伴 う効用

△Fsを無視 し、しかも将来も売却 しないで、

無限年にわたって自家経営で使用 し続ける予

定であったと仮定 しよう。そうすると(7)式の

最小限要求地価∠Gs=∠As÷rと なる。この

売却希望農家層を0.3～0.5ha(61年 以降は0.5

ha以下)農 家層と想定して、最小限要求地代

(0.3～0.5ha農 家層の耕地純収益力)を6%

の利子率を用いて資本還元すると、最小限要

求地価を算出することができる。

4っ の農区の計算結果は表(2)に示されてい

る。表(2)の自作地売買地価および転用地価は、

都市計画区域が指定されていない町村におけ

る現実の売買地価である。

純農村地域の東北および北陸では、2ha以

上層が短期採算にもとついて小面積ずつ購買

する場合の最大限支払可能地価は、0.3～0.5

ha層が短期採算にもとついて小面積ずつ切り

売りする場合の最小限要求地価を上回るばか

りでなくて、31～55年の間は、現実の自作地

売買地価さえも上回っている。つまり経済的

には切り売りによって耕地を売買する要件が

成立 していたのである。 しかし57年以降は、

現実の自作地売買地価が、短期採算の最大限

支払可能地価を、幾分上回るようになってい

る。

都市近郊農村地域の東海および近畿では、

2ha以 上層の短期採算にもとづく最大限支払

可能地価が、0.3～0.5ha層 の短期的採算に

もとつ く最小限要求地価を上回っているだけ

でなくて、自作地売買地価とくらべても、31

～47年の間は上回っていて、切 り売 り的な売

買の要件がみたされている。49年以降は,現

実の売買地価が高騰 している。しかし農振地

域の売買地価であるために,転 用地価の値上

りにくらべると、余りにも格差が拡大 してい

る。この転用地価の上昇が、自作地売買地価

と耕地純収益力の資本還元地価との間の格差

を説明する主な要因になっている。

表(2)をみると、転用地価は自作地売買地価

にくらべて、33・35年 平均で,東 北が3.0倍 、

北陸が2.3倍 、東海が2.1倍 、近畿が2.3倍

であったのが、45・47年 には、それぞれ8.4

倍、6.9倍 、6.7倍 、10.6倍 と格差が大きく

なっている。その後は両方の地価が平行して

上昇し、平成2年 には、それぞれ9.7倍 、7.5

倍、6.9倍 、6.5倍 になっている。

平成2年 における4農 区の単純平均倍率は

7.7倍 であるが,も し10年後には平均的にみ

て、今の自作地売買地価が転用地価に達する

と予測 しているとすれば、地価の年上昇率を
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22%と 見込んでいることを意味 している。20

年後とすれば、年平均上昇率を10.5%と 見込

んでいることを意味している。もし年平均上

昇率を6%と 見込んでいれば、34年後に転用

地価水準に到達すると考えていることになる。

いずれにしろ転用地価の上昇にひきづ られて、

将来、自作地地価が実質的に流通資産の利回

率を上回る上昇率を示すという予想がある限

り、農地の安定的な投資対象または資産的保

有対象としての役割は、ますます重要になり、

自作地としての売買の可能性がせばめられて

いくとみてよいであろう。

4.水 田稲作農家の供給反応と水田の賃貸借

(1)水 田稲作における供給反応と水田の賃

貸借

農産物価格が変動する場合に、個別農家は、

極短期 ・短期的には、硬直的(=非 弾力的)

な供給反応を示すといわれている。中期的に

はより弾力的に反応するようになるが、自家

労働や固定資本財 ・土地用役の農外転用機会

が少なくて、そのためにこれらの生産用役価

格が農産物価格に連動して動 く場合には、こ

れらの固定的生産用役の限界収益力が、それ

ぞれの庭先調達価格と庭先処分価格との間に

とどまって、その投入量を変えない方が経済

合理的であるという状態が持続する。換言す

れば、短期的な硬直的供給反応が持続するこ

とになる。

さて価格の下落幅が大きくて、 しかも長期

的に続 くと予想されると、技術革新を導入 し

て、生産費を下げるか、あるいは生産物の商

品価値を高めて、生産物価格の下落に抵抗 し

ようとする試みが行なわれる。これを長期的

供給反応と定義しよう。

稲作のような土地利用型農業では、生産費

の4割 を占める労働費と3割 を占める農機具

関係費用を節約することが、総生産費を節約

するための決め手になる。しか し労働節約的

な中型 ・大型機械化作業体系を導入 しようと

すれば、その基本的大前提として、水田の土

地基盤を整備 し、その上に立って経営水田あ

るいは機械作業対象水田の規模拡大、および

面的団地化を図ることが必要になる。このよ

うに水田または機械作業について、個別農家

または少数精鋭の農家か らなる営農組合に対

する集積が円滑に進むか、または集落営農方

式によって、水田 ・機械作業の規模拡大と団

地化が成功する場合にだけ、地域農家群全体

としての米の社会的総供給曲線は右下に移行

し、しかも弾力的になって、生産費水準を下

げて、米価の下落に対抗できるようになるの

である。

ところで、農家が経営水田面積ないし機械

作業面積を拡大 し、より大型 ・高能率の機

械 ・施設を導入し、同時にその適正操業度を

実現することによって生産費を節減しようと

する場合には、賃借りしようとする水田に対

して、賃貸ししようとする農家が要求する地

代を支払わなくてはならない。
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すでに前節で くわしく述べたように、賃借

り希望農家が当初、遊休している家族労働や

大機具などを完全利用するために水田を借り

ようとする場合、つまり〈短期採算〉の立場

に立つ場合には、その遊休家族労働を農村臨

時雇い賃金でもつて低く評価し、 また大機具

などの償却費や同利子費用をほとんどゼロと

見積ることによって、 〈最大限支払可能地

代〉を主観的に算定する。

しか し規模拡大志向農家層が、後継者のよ

うな生産年齢にある家族労働を農業に専従さ

せるために、水田を大面積借 り入れようとす

る場合、つまり〈長期採算〉の立場に立つ場

合には、そのような家族労働を農村常雇い賃

金によって評価 しようとするであろう。また

より高性能の大機具などに更新投資すること

が多いから、固定資本財の減価償却費 も資本

利子も、それらの再調達時価にもとついて評

価 して、土地利用経営費に算入し、それを粗

収益から差 し引いて算出した残余地代を〈最

大限支払可能地代〉とみなすものと考えてよ

い。

以下の9農 区に関する実証分析において、

水田賃借 り希望農家の10a当 たり支払い可能

地代を算定する場合には、〈長期採算〉によ

る最大限支払い可能地代だけを取り扱う。具

体的には(9)式によって算定する。

賃借 り希望農家の水田10a当 た り最大限支払

可能地代(土 地純収益)=10a当 たり稲作粗

収益-10a当 たり(職員勤務 ・恒常的賃労働

者の平均賃金による労賃見積額+流 動物財

費 ・賃料+固 定資本財減価償却費+経 営資本

利子見積額) (9)

他方、水田賃貸 し希望農家は、水田を貸し

て遊休する家族労働の農外機会報酬は、せい

ぜい農村臨時雇い賃金にすぎないと判断 して

いるとみてよい。また遊休する大機具などの

固定資本財は中古品として処分 したところで、

無視 しうるほどの値段にしかならないから、

結局、固定資本財償却費も資本利子費用もゼ

ロと見込んで、いわば流動物財費 ・賃料およ

び臨時雇い賃金による家族労賃評価額だけを、

主観的に土地利用経営費とみな し、これを粗

収益から差し引いた残余地代を〈最小限要求

地代〉とみなすであろう。換言すれば賃貸 し

希望農家は、⑩式のように〈短期採算〉の立

場にたって、借り手側に地代を要求するとい

う前提をおくことにする。

賃貸 し希望農家の水田10a当 たり最小限要求

地代(土 地純収益)=10a当 たり稲作粗収益

一10a当 たり(臨 時雇い賃金による労賃見積

額+流 動物財費 ・賃料)胸

このようにして同一地域内 ・同一年度にお

ける水田賃借り希望農家層の最大限支払可能

地代が、水田賃貸し希望農家層の最小限要求

地代を上回り、しかもそのような経済的要件

34



をみたす両農家群が同一地域内に多数いて,

取引のために移動 ・交渉費用をあまりかけず

にすむ場合にだけ、水田賃貸借市場が成立す

る。そこで決定される小作料は両地代の中間

のどこかに決まりなが ら、水田用役の賃貸借

が行われることになる。

もちろん水田の賃貸借には、この経済的要

件のほかに、農民心理、農村社会慣習、農地

関連諸法、税法などが制約条件 として作用し、

しかも賃貸借にともなう摩擦が長 く存続する。

しかも農村労働市場条件の変化、水田基盤整

備や近代化施設投資をともなう技術革新、農

業経営規模構造や農家共同組織構造の変革、

さらには水田農業確立対策による水田利用方

式の変革などによって、上記の水田賃貸借の

成立要件の充足程度は、つぎつぎと変化 して

いく。そこでつぎの第2項 では、 「米及び麦

類生産費調査」報告の資料を使い、不作年を

代表する昭和57年度および豊作年を代表する

61年度について,全 国9農 区における各水田

規模階層ごとに、長期採算の最大限支払可能

地代 と短期採算の最小限要求地代を算定 して、

水田賃貸借成立の経済的要件が充足されてい

るかどうかを検討する。

(2)水 田賃貸借の成立要件

以下,9つ の農区について、水田賃借り希

望農家階層の最大限支払可能地代と、水田賃

貸 し希望農家の最小限要求地代を算定する。

両値の格差を生み出す最大要因は、支払可能

地代を算定する場合には、労働を評価するの

に常雇い賃金を使用し、要求地代の算定にあ

たっては,は るかに低い臨時雇い賃金でもっ

て労働を評価 していることである。

そこで稲作家族労働を評価するために用い

た各農区の常雇い賃金と臨時雇い賃金をくら

べてみよう。まず昭和57年度では、安定高賃

金の農外就業機会に恵まれている東海 ・近畿

の常雇い賃金は、それぞれ1,594円 、1,568円

であって、労働市場の成熟していない北海道

1,026円 、東北1,048円 、北陸1,011円 にくら

べて5割 高になっている。両方の農区群の中

間に、関東 ・東山1,367円、中国1,380円 、四

国1,316円 、九州1,282円が位置 している。

臨時雇い賃金の農区別格差は小 さくて、2

割程度の差異 しかな く、最高が北海道の817

円、最低が九州の637円 である。 したがって

労働市場の成熟 していない農区では、常雇い

賃金と臨時雇い賃金との格差が、より小さく

なっているといえる。

昭和61年度になると,常 雇い賃金は82年に

くらべて、北海道(1,418円)で38%、 北陸

(1.366円)で35%、 四国(1,605円)で22%と

大幅に上昇し、他の農区でも18～10%は 上昇

し、東海では1,753円 、近畿では1,830円 と

高 くなっている。これにくらべて臨時雇い賃

金は、最高が北海道の821円 、最低が九州の

627円 であって、九州で2%低 下し、北海道

では変わ らず、北陸で13%上 昇 し、他の農区

では4～10%程 度上昇 しているにすぎない。
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結局、両賃金水準の格差は、どの農区でも

拡大 したといえる。このことは借地による規

模拡大志向農家層が、より優れた技術でもっ

て労働 ・土地 ・資本の各純生産性を高め、そ

れをつうじて最大限支払可能地代をあげよう

としても、水田を貸しつけて兼業部門に傾斜

しようとする安定兼業農家は、家族労働を臨

時雇い賃金で もって低 く評価 し、固定資本財

の償却費や同利子費用を無視することによっ

て、主観的に最小限要求地代を高 く見積って

対抗する、という採算行動をとることを意味

している。

つぎに農区別に、水田賃貸借の成立要件が

どの程度みたされているか、また米価の下落

は、水田賃貸借を促進する方向に作用する可

能性があるかどうかを検討 してみよう。

1)北 海道農区

北海道では不作年度の57年 度 において、10

a当 た り最小 限要求地代は0.3～0.5ha層 が

7,451円 と低 いだけであって、0.5～1.Oha層

が51,321円 、1.0～1.5ha層 が84,645円 、1.5

～2 .Oha層 が64,569円 と高い水準を示 してい

る。

これに対 して最大限支払可能地代 は、1.0

～1 .5ha層 が30,144円 、1.5～2.Oha層 が

19,266円 、2.0～3.Oha層 が23,808円 、3.Oha

以上層 が25,526円 、5.Oha以 上層で も34,130

円と低い水準 を示すにす ぎない。

したがって0.3～O.5ha層 が水 田を賃貸 し

す る可能性が あるが、北海道ではこの階層 は

水田の供給層 としては問題にな らない。0.5

～1 .Oha層 の最小限要求地代51,321円 に対 し

て、最 も高い支払可能地代をあげているのは、

5.Oha以 上層の34,130円 であって、結局0.5

～1 .0ha層 の水 田を借 りる経済的能力はない。

豊作年度の61年 度 には、0.3～0.5ha層 の

10a当 た り最小限要求地代31,103円 を上回 る

最大限支払 可能地代をあげて いる階層 は、

5.Oha以 上層の36,086円 だけである。ま して

1.0～1.5haの 最小限要求地代88,340円 に対 し

て、各層 の最大限支払可能地代は、2.0～3.O

ha層 が2,445円 、3.Oha以 上層が29,454円 を

あげるにす ぎないか ら、水 田を借 りることは

できない。

57年 度における1㎏ 当た り生産者受取米価

は、0.5～1.Oha層 が最高であって293円 、最

低 は2.5～3.Ohaの268円 であるが、9%の 格

差であるか ら、米質や米の販売法による米価

の格差 はほとん どない とみてよい。61年 にな

ると、290円 ないし282円 と、ます ます階層間

格差が縮小 している。

この生産者米価が下落 していくと仮定す る

と、57年 度においては、5.Oha以 上層の最大

限支払可能地代 は、米価が207円 に下落す る

とゼロにな る。 これはもし米生産費 に算入 さ

れ る地代費用 がゼ ロで あれ ば、米生産費 は

207円 であ ることを意味 している。

これに くらべて、0.3～0.5ha層 の最小限

要求地代 は、米価が265円 に下が った段階で
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ゼロになる。つまり家族労賃を臨時雇い賃金

でもって低 く評価 し、さらに固定財償却費と

利子費用をゼロとみなし、その上に地代費用

をゼロとみても、そのような意味の主観的生

産費は265円 になるということである。米価

下落に対する抵抗力になると、0.3～0.5ha層

に対 してだけ、どの大規模階層も競争力をも

っているだけである。

61年度をみると、0.3～0.5ha層 に対して

米価下落に対する抵抗力をもつのは、かろう

じて5.Oha以 上層だけである。要するに北海

道においては、米価の下落が水田賃貸借を促

進する可能性はほとんどないといってよい。

また57年度では,米 価下落に対 して最大抵

抗力をもつ4.0～5.Oha層 が、稲作を放棄しな

くてはならないぎりぎりの生産者米価は206

円(現 状の307円 の67%)で あるが、これに

対して0.3ha未 満層は216円 に米価が下がる

まで、稲作を続けても採算が合う。その差は

わずかに10円であって、米価下落に対する抵

抗力はほとんど同じだといえる。

なお61年度には、0.3ha未 満層の抵抗可能

な米価が216円 であるのにくらべて、これを

上回っているのは、5.Oha以 上層の210円 だ

けにすぎない。 したがって、米価の下落が水

田賃貸借を促進する可能性はほとんどない。

2)東北 濃 区

57年 度 における10a当 た り最小限要求地代

をみると、0.3ha未 満層が42,980円 、0.3～

0.5ha層 が48,675円 、0.5～1.0ha層 が65,638

円 と、規模が大 きくな るほど高 くな っている。

これに対 して最大限支払可能地代をみ ると、

2.0～3.Oha層 が30,922円 、3.0ha以 上層が

41,060円 であって、賃貸借が成立す る可能性

がないことを示 している。

61年 度になると、要求地代 は0.3ha未 満層

で54,555円 、0.3～0.5ha層 で73,057円 であ

るのに くらべて、支払い可能地代 は2.0～3.O

ha層 で34,316円 、3.Oha以 上層で50,526円 、

とくに5.Oha以 上層で67,495円 である。水 田

賃貸借の経済的成立要件はますます充足され

ないよ うにな っている。

3)北 陸農区

57年度 においては,2.5～3.Oha層 の66,833

円および3.Oha以 上層の85,100円 とい う最大

限支払可能地代が、0.3ha未 満層の49,749円

および0.3～0.5ha層 の51,760円 とい う最小

限要求地代を上回 っていて、 これ らの階層 間

で水田賃貸借が成立す る可能性が高い。

61年 度において もこの可能性 は存続 し、5.O

ha以 上層の支払可能地代86,043円 は、0.3ha

未満層の51,847円 、および0-3～0.5ha層 の

61,402円 とい う要求地代を、それぞれ60%、

40%上 回 っている。4.0～5.Oha層 の支払可

能地代 も後者の要求地代をそれぞれ58%、34

%上 回って いる。 したが って水田賃貸借が成

立す る要件 はず っとみたされている。

また57年 度において、3.0～4.Oha層 の支
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払可能地代がゼロになる生産者米価は168円

であって、現実の米価328円 が49%下 落して

も耐えられることを示 している。それは0.3

ha未満層および0.3～0.5ha層 の要求地代が

ゼロになる米価を、それぞれ53円、49円 も下

回っている。

61年度においても、前者が後者をそれぞれ

42円、26円下回っており、米価が下落すれば、

水田賃貸借を促進することになることを物語

っている。

4)関 東 ・東山農区

57年度 においては、3.Oha以 上層の支払可

能地代42,577円 が、0.3ha未 満層の26.585円

および0.3～0.5ha層 の37,994円 とい う要求

地代を、それぞれ60%、12%上 回っていて、

水田の流動化の可能性があることを示 してい

る。

しか し61年度 にな ると、3.Oha以 上層の支

払い可能地代49,197円 に対 して、0.3～0.5

ha層 の要求地代が56,520円 、0.5～1.Oha層

のそれが60,379円 であるか ら、賃貸借の可能

性が全 く消えている。

また3.Oha以 上層の支払可能地代がゼロに

なる米価 は、57年 には217円(現 実米価の71

%)で あ り、0.3ha未 満層の要求地代がゼ ロ

になる米価236円 を19円 下回 っている。 しか

し61年 には、逆 に6円 上回るようにな り、米

価の下落が水田の流動化をひき起 こす可能性

は消えている。

5)東 海農区

57年度では1.5～2.Oha層 の支払可能地代

は8,892円 であって、最も低い0.3ha未 満層

の要求地代21,779円 を59%も 下回り、水田流

動化の経済的要件は全然みたされていない。

61年度になると、2.0～3.Ohaの 支払可能

地代は、0.3ha未 満層の要求地代のわずか25

%水 準に落ちて、水田流動化の可能性が絶望

的になる。

もちろん両年度とも、米価の下落が水田流

動化を促進することは、全然期待できない。

61年度において,支 払可能地代がゼロになる

米価をみると、最も提供力のある1.5～2.Oha

層でさえも、米価が現実米価の78%の245円

まで落ちる場合である。

6)近 畿農区

近畿農区 も東海農区と同 じであ って、最大

限支払可能地代がプラスの水準 にあるのは、

57年 度においては2.0～3.Oha層 の8,238円 、

同 じく61年度では、1.5～2.Oha層 の5,060円 、

2.Oha以 上層の18,859円 だけであ る。 これに

対 して0.3ha未 満層の最小限要求地代が最 も

低 いのであ るが、それで も57年 度 は26,157円

61年 度はに44,760円 であ るか ら、それを上回

る支払可能地代があげることがで きる農家階

層 はないので、水田の流動化 は期待できない。

なお2.0～3.Oha層 の支払可能地代がゼ ロ

になる米価 は、57年 に289円(現 実米価 は305

円)、61年 に290円(現 実米価は323円)で
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あって、0.3ha未 満層の要求地代がゼロにな

る米価が57年に241円 、61年 に227円 である

のにくらべてかなり高い。換言すれば米価が

仮に下落しても、水田の流動化を促進する可

能性はない。

7)中 国農区

最大限支払可能地代がプラスになっている

のは1.5～2.Oha層 だけであ って、57年 に

4,528円 、61年 に19,437円 と低 い。 これに く

らべて0.3ha未 満層の最小限要求地代 は、57

年 に45,256円 、61年 に51,708円 と高いか ら、

両階層の間で賃貸借が成立す る可能性 はない。

1.5～2.Oha層 の支払可能地代がゼロにな

る米価 は、57年 には286円(現 実米価 は295

円)、61年 には279円(現 実米価 は318円)

である。 これに くらべて、0.3ha未 満層の要

求地代がゼ ロにな る米価 は、57年 度には232

円、61年 には229円 と低 いか ら、米価の下落

が水田流動化を促す可能性はない。

8)四 国農区

最大限支払可能地代がプラスになる階層は、

57年 度 にはない。61年 には1.5～2.Oha層 だ

けで あって わずか に12,865円 で あるか ら、

0.3ha未 満層の要求地代、57年 の45,256円 、

61年 の51.708円 を支払え る可能性はな く、 し

たが って水田流動化の可能性はない。

9)九 州農区

最大限支払可能地代がプラスになる階層は、

57年において1.5～2.Oha層 の26,404円 、お

よび2.0～3.Oha層 の16,072円 があるだけで

ある。61年は1.0～1.5ha層 以上の全階層と

なるのですが その水準はもっとも高くて、

3.Oha以 上層の49,457円である。これにくら

べて0.3ha未 満層の最小限要求地代が61,596

円と上回り、より大きい規模階層の要求地代

はより高くなるのであるか ら、水田賃貸借が

成立する可能性は全然ない。

同様に米価の下落が水田賃貸借を促進する

可能性もない。

さて、 「米生産費調査」の標本農家には、

5haか ら25haぐらいの大規模稲作農家が含ま

れていない。これらの農家の最大限支払可能

地代の動向をみれば、水田賃貸借の成立要件

をみたしているのかもしれない。

またたとえば、北陸では水田賃貸借の成立

要件がみたされていると結論づけたが、 もし

水田賃貸を希望する0.3～0.5ha農 家層は主

として福井県に位置 し、水田賃借を希望する

4.Oha以 上農家層が主 として新潟県に位置 し

ているとしたら、両者のように離れている農

家の間では、賃貸借が成立するはずがない。

その意味においてこのような分析 目的のため

には、調査農家の個票を使って、上記の立地

条件などを吟味 しながら検討 すべきである。
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5.個 別相対型による水田 ・作業集積方式の

形成

農村の現段階では、まだ農地の賃貸借市場

および農作業の受委託市場が、完全競争状態

にない。市場が完全であれば、市場均衡にお

いて成立する小作料または作業料金を支払え

ば、誰でも無差別に農地を借入れるか、また

は作業を受託することができるはずである。

平坦農村地域のように、農外兼業機会に恵

まれていないが、農地の基盤整備が機械作業

に適するように十分に行なわれている地域で

は、農地の賃貸借市場において、借 り入れ需

要が貸 しつけ供給よりも強いために、貸 し手

初の農家が、つ ぎのような理由によって、借

り手農家を選好する。1つ は、農地改革の苦

い経験か、または情報不足にもとついて、農

用地利用増進法に対する不信感があるので、

いつでも賃貸借を解約できるように、いわゆ

る闇小作に応ずる相手を探すことである。も

う1つ は、貸 しつけた農地の保全の程度につ

いて、借入れ農家の間で格差があるので、よ

りよく保全すると信用できる農家を選好する

ことである。

しか し、都市近郊地域のように兼業機会に

恵まれてお り、しかも農地の基盤整備が十分

になされている地域、または中山間地域のよ

うに、兼業機会に恵まれず、 しか も農地の基

盤整備 も十分に行なわれていないで、作業の

機械化が困難な地域では、む しろ借り手が強

気になり、借 り手農家は機械の作業能率をあ

げうる農地だけを選好するようになる。

しか も高所得をあげる安定兼業農家では、

50a程 度の所有農地であれば、10a当 たり2

万5千 円で合計10万円という小学生のこづか

い程度の小作料をもらうだけで、借入れ農家

に威張 られるくらいなら、水田を荒 してでも

貸さない方が、自尊心を傷つけないですむと

いう感覚をもっている。むしろ機械の過剰投

資であってもよいから機械を購入 し、作業適

期を外 しながらも、荒し作りを した方がまだ

ましだという感覚である。つまり兼業農家の

農家所得が低い段階であれば、農家は実質効

用を追求 して、経済価値合理的に行動する。

しかし現段階のように、兼業所得にもとつい

て、農家所得が高い場合には、農家は誇示効

用を追求 し、 しかも勘定よりも多様な非経済

価値を追求する感情を優先させるわけである

から、借 り手農家または作業受託農家の出方

によっては、感情を害 して、荒し作りも機械

への過剰投資も、効用面の主体均衡を満足さ

せる感情に合う行動として選択されるのであ

る。

作業受委託市場については、個別農家とし

て、借地または作業受託によって大規模生産

の有利性を発揮 しようとしても、個別相対で

もって適正規模の20ha程度まで基盤整備され

た水田を団地としてまとめることは、現段階

では至難の業である。個別型の規模拡大は普

遍性をもたず、農業者の卓越した人格に依存

しており、その意味で点的存在にとどまると
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いってよい。

21世紀初頭になれば、高齢化がゆき尽 くし

て、小規模兼業農家における機械作業の担い

手不足が深刻になり、耕地賃貸 ・作業委託希

望農家が増えるであろう。 しかし、将来、米、

麦、大豆の価格が長期的に下がるという見通

しの中で、あえて大規模借地 ・作業受託農家

への道を選ぶという企業者的農家がどれだけ

いるのであろうか。とくに若い世代は農外に

気楽な安定職員勤務の機会を容易に見いだす

ことができるので、危険負担を覚悟しなけれ

ばならない農企業者の道を敬遠する傾向が強

い。

現段階では、個別型の作業 ・土地集積の成

功事例は、点 ・線的存在にすぎない。 ここで

は3つ の事例だけを取 り出 して、成功の鍵を

指摘しておこう。

(1)青 森県五所河原市における稲麦主幹型

大規模経営の形成

青森県五所川原市のKさ ん は昭和12年 生 ま

れであるが、昭和62年 度には、妻 と2人 の労

働330日 と延べ424日 の雇用労働で もって、

34.36haの 水田作経営を営み、稲18.94ha、 転

作麦15.42ha、 その他 自給野菜10aを 作付け

て、農業粗収益41,941千 円、農業所得11,360

千円をあげている。 自家労働1日 当た り所得

は34,424円 と非常に高い。なお農業経営費の

中には、14名 の農家か ら借 り入れている水田

17haの 支払い小作料9,334千 円(10a当 たり55

千円)、 雇用労賃2,554千 円(1日 当たり6

千円)、 負債利子3,576千 円が含まれている。

したがって全部が自作地であれば、20,694千

円の高所得をあげていたはずである。

Kさ んの経営の発展過程をみると、昭和31

年に農業高校を卒業すると同時に後継者 とし

て就農しているが、出発点として水田2.8ha、

リンゴ園1.3ha、 普通畑0.2ha、 計4.3ha、

と比較的大規模経営を営んでいる。したがっ

て稲 とリンゴの作業が春と秋にきびしく競合

して、過労気味であるとともに、稲の単収も

伸びず、また リンゴの品質も悪くて、複合化

の不利益だけが目だっていた。そこで10年後

の41年 に、父親か ら経営管理権を移譲される

と同時に、生産物価格が安定しており、しか

も機械化一貫作業体系によって、労働1時 間

当たり所得を大幅にあげることをね らって、

大規模稲作経営に転換することを決意 してい

る。まずリンゴ園を売却 して、3.37haの稲作

経営に変わり、機械化一貫作業体系が確立 し

た昭和52年から、農地等購入資金(農 業者年

金基金)、 農地等取得資金および自作農維持

資金(公 庫資金)、 農業近代化資金および一

般長期借入金(津 軽中央農協)、 農業改良資

金などの制度資金を延べ1億4千6百 万円借

り入れて、近隣で団地化した水田の購入に努

め、所有水田が3.37haで あったのが,62年 ま

でに19.31haま で拡大 している。

さらに56年以降は借入れによる耕作規模の

拡大に努め、62年には16.79haま で拡大 して
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いる。借入れ水田については、通作時間30分

以内の近隣に位置 していて、 しかも団地をな

している水田を集めているが、これにはKさ

んの人望がものをいったようである。

彼は小規模兼業農家に対して、小規模水田

を自作 して、農機具への過剰投資と冷害によ

る不安定で低い収量に悩まされるよりも、彼

に貸 しつけて、地力に応 じて7万4千 円ない

し5万 円の小作料を受取 りながら、水田を保

全してもらい、同時に兼業労賃を稼 ぐ方が有

利であることを、収支デ-夕 を使って先方が

納得するまで根気強く説得して、貸り受けて

いるといっている。 しか しその背後には、彼

が常日頃から集落全農家との共存共栄を主張

し、農用地利用改善組合の代表として、交換

分合によつて各農家水田の団地化を図ったり、

あるいは補助事業を導入 して、機械 ・施設の

共同利用を推進 したりして集落に貢献 し、集

落全員の信望を得てきた努力が ものをいって

いる。

生産技術革新としては、稲作では、健苗育

成、有機質 ・珪酸質肥料による地力づくり、

適正な水管理、空中防除、育苗か ら調整まで

の機械化一貫作業体系によって増収と品質向

上および安定化を図りながら、労働生産性を

飛躍的に高めている。転作小麦では、稲作 と

の労働競合を回避しなが ら、徹底 した省力栽

培法と稲作機械の有効利用を図っている。

将来は、水稲25ha,小 麦25haに向かって借

地によって規模拡大を図る予定である。

(2)長 野県駒 ヶ根 市にお ける稲 ・麦 ・

大豆 ・そば ・野菜作複合経営の形成

0さ んは、長野県南信地方で最も経営規模

の大きい土地利用型経営を営んでいる。家族

労働力は、夫婦および平成3年9月 から農協

勤務を止めて就農 し、近く結婚予定の長男の

3人 である。経営主は昭和54年まで砂利採取

業をしたので、企業者的感覚が優れている。

それだけでな く、地域の水稲協業組合の発足

当時か ら組合長を勤めており、その他多 くの

要職を勤め、地域農家からの信頼が極めて篤

い。それが個別相対でもって水田の賃借 りや

作業受託によって、経営規模を拡大できる原

動力になっている。

自作耕地は215aに すぎないが、借入地を

拡大して、平成2年 度の作付面積は延べ2,088

aに なり、農業粗収益は2,769万 円に達 して

いる。その内訳は、水稲が774aで1,787万

円、麦が465aで316万 円、大豆が624aで

490万円、ソバ160aで68万 円、野菜が65aで

108万円になっている。その他に作業受託が、

水稲で延べ600a、 麦で200a、 大豆で700

a、 ソバで100a、 合計1,600aに なってい

る。作業料金収入は230万 円である。さらに

平飼いの白レグ・名古屋コ-チ ン250羽 か ら

の収入230万 円を加えて、農業粗収益は3,229

万円におよんでいる。農業所得は1,408万 円

と高く、家族労働800日 で割ると1日 当たり

17,600円であって、非常に優れた経営成果を

あげている。
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このように高い経営成果をあげている原因

は、栽培技術を高度化 し、水稲だけでなく、

麦、大豆の生産にも機械化一貫作業体系を採

用 し、また水稲直播50aを 入れていることで

ある。水稲作10a当 たりの平均収量および労

働時間をみると、水稲が全部コシヒカリであ

り、それも有機低農薬栽培米であるにもかか

わらず、10a当 たり収量618㎏ を25時間であ

げている。また小麦作は10a当 たり500㎏ の

収量を6.8時 間の労働であげている。大麦作

は550㎏ を6.8時 間、大豆作は360㎏ を9.9

時間、ソバは200㎏ を2.1時 間であげている。

このように土地生産性も労働生産性 も、とも

に地域平均を抜きん出ている。

また地力を増強し、いや地を回避するため

に、深耕を行い、堆肥を増投 し、さらに輪作

体系(水 稲→大豆→大豆、麦〒一大豆→水稲、

夏ソバ→秋ソバ→麦、野菜→夏ソバ)を 採用

している。

また有利販売のためには、水稲、大豆を有

機低農薬栽培によって単価を高め、ソバを地

元の専門業者に有利に販売 している。

当地域は、中央高速道路が貫通したのに応

じて多様な製造業が立地し、通勤兼業化と農

業労働の高齢化が進み、今後とも農地の賃貸

および作業委託が増大する地域である。しか

も地区水田200haに ついて、後ほど述べるよ

うに印旛沼土地改良区の兼坂氏の指導を受け

て、地下かんがい方式を採用し、1ha区 画の

大規模水田区画整理を実施 している。今後、

さらに借地 ・作業受託規模を拡大 して、2世

代の家族労働をフルに活用する大規模複合型

の水田利用経営へと発展する計画である。

(3)滋 賀県虎姫町における稲麦主幹型大規

模経営の形成

滋賀県虎姫町のFさ んは昭和17年生まれで

あるが、妻および79歳の父の労働延べ725日

でもって、2haの 自作水田と18haの経営受託

水田を管理 している。昭和59年 度には水稲

17.6ha、小麦2.4ha、 白菜1.Oha、 その他自給

野菜9aを 栽培 して、農業粗収益35,241千 円、

農業所得14,254千 円をあげている。経営費の

中には、雇用労賃947千 円、小作料5,897千 円、

負債利子1,235千 円が含まれている。 したが

ってもし経営耕地20haが皆自作地であったな

らば、農業所得は2千 万円を上回っているは

ずである。

稲作17.6haの収益性をみると、10a当 たり

作業労働時間は育苗から乾燥調整まで含めて

27.3時間であって、県平均54.2時間の半分に

すぎない。単収は536㎏ であって県平均の6

%増 しである。稲作部門の10a当 たり物財費

および賃料は52,824円 、それに労賃見積額

(滋賀県平均1時 間当たり1,231円 で評価)

33,606円 を加えて費用合計を算出すると、

86,430円 になる。これは滋賀県平均の173,664

円に比べて50%水 準まで節減することができ

るし、また単位収量当たりでみても、47%水

準まで節減できることを意味している。
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なおFさ んの借地は個人相対の1年 契約の

小作であるが、いったん貸 した農家はずっと

貸しつづけるそうである。その背後には、藤

井さんの人望があり、それとともに彼が受託

水田を保全するために、畦畔を補強し、曲線

直し、地均し、深耕や有機肥料投入を実施 し、

さらに受託地の道普請や溝さらえなどにも積

極的に出役して、地権者との顔つなぎを図る

というきめ細かい配慮がある。

将来計画としては、20haと いう経営規模は

変えずに、遠方にある借地を近隣の借地で代

替して借地の団地化を図ることが、生産性を

上げるために不可欠であるといっている。さ

らに転作の小麦は当地区の気象条件と排水条

件からみて、生産性および収益性が低くて、

転作率が増えることは深刻な問題である。確

かに個別借地型でもって経営規模を拡大 し、

経営革新を採択するためには、排水がよくて

区画整理のすんだ借地を、団地化することが

できるかどうかが決め手になる。

なお施肥労働および肥料費の節約と、肥料

養分の流出による琵琶湖の水質悪化を防止す

ることを兼ねて、側条施肥田植機を使 って田

植えを行なっている。 しかし現行の機械化一

貫作業体系の欠陥は、田植機の作業能率が、

耕 うん ・収穫などの他の機械作業にくらべて

劣っており、それが制限要因になって全作業

受託面積や稲作のための賃借り面積を拡大で

きないことである。Fさ んは60年から湛水田

土中直播方式を5ha採 用し、その成功度合を

みて徐々に直播面積を拡大 し、田植方式と併

用することによって、2人 の家族労働力で も

って無理なくできる稲作規模まで拡大する計

画である。

6.集 落営農集団の形成

上記のように、個別相対型による作業 ・水

田の集積方式がうまくいくかどうかは、農業

者の人格と地域の社会 ・経済条件および土地

基盤整備条件に依存していて、現段階では、

全国的に点 ・線以上に普及する可能性が弱い。

この10年間で有望な道は、共同システムによ

って組織型の規模拡大を図り、経営効率をあ

げる展開方向である。 しかしこれも地域の労

働市場の成熟度合、水田基盤整備の進捗度合、

および農業経営規模構造の展開の組合せ方に

よって、多様な形態をとるであろう。

水田農業の組織的発展には2つ の道がある。

1つ の道は、まさに 「集落 ぐるみ営農集団方

式」である。もう1つ の道は、大多数の安定

兼業農家が、少数精鋭の農業者か ら組織され

た営農組合に、農地を貸 しつけるか、または

農作業を委託す るが、その際、これ らの農

地 ・農作業の流動化、集団転作を含む地域全

体の農地の計画的利用、小作料 ・作業料金の

決裁に関しては、農協が集落の自治組織と組

んで、斡旋 ・調整機能を果たすという、いわ

ゆる 「ムラ的農企業方式」である。まず、第

1の 道、 「集落営農集団方式」について事例

によって検討 してみよう。
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(1)兵 庫県神崎町および滋賀県西浅井町に

おける集落営農組合の形成

集落営農集団によって、大規模生産 ・流

通 ・管理の利益および地域複合化 ・集団輪作

化の利益を追求する道であるが、集団転作に

関 しては模範例が無数にみられる。その1つ

兵庫県神崎町では、全集落にわたって集団転

作が進み、各集落は水系によって集落内水田

を3団 地に区分 して、各団地では、転作年度

には小麦+大 豆を栽培 し、翌年は耐肥性の強

い水稲のニホンバレ、その翌年は水稲のコシ

ヒカリという3年 輪作方式でもって、転作を

3年 で-巡 させる方式を採択 している。

当町の場合、町長と農協組合長が率先 して

集落営農を推進したこと、さらにほとんどの

農家が安定兼業農家であり、オペ レ-タ-も

片手間就業であるが、普及所および農協の営

農 ・技術指導体制が抜群に優れていて、集落

営農システムでもって集団転作および稲作の

労働 ・土地 ・資本純生産性を大幅にひきあげ

たことが、集落営農を安定的に存続させてき

た最大の要因である。

これによってオペレーターに対 して時間給

2千 円、補助労働に対 して男子1千 円、女子

8百 円という高い賃金を支払いなが らも、集

団転作に水田を提供した地主に対 しては、7

万円の地代報酬が残るような高い収益性水準

を達成している。つまり水田農業確立助成金

をもらわなくても、現行の米 ・小麦 ・大豆の

価格水準が支持される限り、<地 域輪作によ

る水田農業〉の採算が合うことを実証 してい

る。

この集落営農集団が稲作まで完全にとり込

むようになれば、水田農業の確立も本物であ

るが、そこまで進んだ集落は少ない。

さて兵庫県の平坦農村地域の場合、農家が

50aの 稲作を自己完結的に管理 しようとすれ

ば、平均的にみて10a当 たり農機具投資額が

97万円になり、減価償却費が13万3千 円にな

って、10a当 たり所得が赤字の4万7千 円に

なる。他方、たとえば31戸で水田17haの集落

が集落営農組合を組織 して、機械作業をオペ

レーターに任せるならば、10a当 たり農機具

投資額が6万3千 円、減価償却費が9千8百

円と、個別的利用にくらべてきわめて低い7

%水 準まで落ちて過剰投資問題は解消 し、10

a当 たり農業所得が5万4千 円になる。

農家はこれをよく知っているのに、なぜ稲

作および転作の集落営農化に踏みきらないの

であろうか。地域営農集団の内部 リ-ダ ーお

よび外部 リ-ダ-が 、この地域 ぐるみの共同

組織化を通じて、まず生産技術の革新を採択

して収益性を飛躍的にあげ、この集団として

のく共益〉を公平に分配する仕組みを企画 し、

集落農家を説得 し、さらに農家間の利害を調

整するという熟慮 と能力に欠けている場合に

は、農家は確信をもって、転作および稲作を

集落営農集団に任せることができないのであ

る。その証拠として、神崎町と類似 した経営

環境条件をもつ近隣町村では、この神崎町の
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集落営農方式を採択 してよさそうなものであ

るが、現実には模倣する町村がでてこない。

結局、地域営農集団の成否は、地方自治体

および農協の リ-ダ-シ ップと集落の内部リ

ーダ-シ ップが うまくかみあって、高い水準

の共益を生みだし、それを公正に分配して、

どの農家も賛同するような革新的な共同組織

と機能を企画し、合意を形成し、推進するこ

とができるかどうかにかかっているといえよ

う。

なお神崎町型の集落営農組合はつぎの弱点

をもっている。

[1]オ ペ レ-タ-が 壮年 の大工や製材業者

のように、時間的に自由のきく自営兼業従事

者が中心であって、計画的にオペレ-夕-を

養成 していないので、彼らが高齢になった場

合に後継者が不足するおそれがある。

[2]彼 らは自主的に経営革新を採択するだ

けの意欲がないので、改良普及員や営農指導

員が生産 ・営農技術の指導に力を入れないよ

うになると、生産性が落ちて、時間給2千 円

のオペ レーター報酬や10a当 たり7万 円の地

主手取 り分を確保することができな くなり、

それが主因となって集落営農が解体するおそ

れがある。

オペ レ-タ-の 確保の仕方で神崎町と対照

的なのは、滋賀県西浅井町山門集落における

水田作協業組合のやり方である。当集落では

全農家51戸が加入 して、15年間にわたって集

落営農方式を存続させているが、オペレ-タ

一は集落在住の安定常勤サラリ-マ ンで、20

歳から47歳までの17名か ら組織されている。

彼らは湖北地域の大企業に雇用されている

農家後継者であるが、町当局が会社に積極的

に働きかけて、半年前か ら計画的に農繁期の

有給休暇を確保 し、会社に迷惑をかけないよ

うにオペレ-タ ―としての出役時間を確保す

るという斡旋機能をはた している。

主要作業を行なう前月にオペレータ-会 議

を開き、担当面積や日程を調整 し、オペレ-

夕一相互の意志疎通を図っている。新 しい機

械を使用する前には、オペ レ-タ-が 集まり、

メーカーを講師として技術研修を実施してい

る。

集落有農機具の維持修理については、事業

部に修理班をおき、 「今日の故障は今日中に

直す」という精神で整備を行っている。

また計画的にオペレータ-後 継者を養成す

るために、農家の後継者が高校 ・大学を卒業

して、在宅通勤を始めると同時に青年会に加

入 してもらい、米麦の栽培技術とともに農業

機械の運転 ・修理技術を教えなが ら、親睦の

交わりを結んでいるので、将来ともオペレ-

夕-が 不足する心配はない。 しか も当組合の

会計規定や農作業の受委託手順などはマニュ

アル化 しているので、1年 交代で誰が役員に

なって もうまくい くように仕組まれている。

(2)福 井県大野市における集落生産組合の

形成
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集落営農組合方式の極限形態は、福井県大

野市の阿難祖領家生産組合にみられる。この

組合は集落25戸からなるほぼ完全な水田農業

協業経営である。昭和61年 に圃場整備によっ

て34.8ha、400筆 の水田を思い切って38筆に

整理 し、1区 画が平均 して90a、 最大140a

という大区画に整理している。このような大

区画を効率的に利用するためには、まず集落

ぐるみで納得のいくまで話 し合って、既存の

農機具を全部売却 し、地域農業拠点整備事業

を活用して、高性能の準大型機械体系を導入

している。水田は4団 地輪栽方式によって、

早 ・中 ・晩生の水稲および転作の大麦 ・その

他に配分し、作業時期の季節的分散を図って

いる。

生産組合の全構成員は管理機能のどれかを

分担 し、4つ の部会長と組合長という農業専

従の5人 が主力オペレータ一を兼ねていて、

他のサラリーマン経営主は、休日に出役して

もらうだけである。

水田の基盤整備水準が高く、 しかも機械 も

高性能であるので、稲作は10a当 たり27時間

でやれる。また普及所の指導を受けて熱心に

栽培技術の研究をつづけているので、10a当

たり収量は県平均より10%高 い。また10a当

たり経営費は県平均より41%も 低い。

生産組合の作業従事労賃は、オペ レーター

や補助的な手労働によって、また年齢によっ

て区別することなく、一律に男が1,100円 、

女が800円 である。残余の土地純収益は、山

麓の生産力の低い圃場であろうと、平坦部の

生産力の高い圃場であろうと、均等に面積割

りで配分される。 したがって平均農家の所得

分配額をみると、水稲1haの 地代分配額が92

万円、大麦30aの 地代分配額が3万2千 円、

作業労賃分配額が27万8千 円、合計123万 円

と、個別経営方式にくらべて高い所得水準を

達成 している。

このように集落ぐるみの完全協業経営が成

立す るまでには、苦心の模索過程があったが、

どの農家 も将来、必ず後継者が残って、安定

兼業農家形態で もって家を守っていくという

見通しがあり、しか も外部から混住者が入っ

て くる可能性 もないという立地条件が影響 し

ている。

7・ 秋田県湯沢市および石川県松任市におけ

るムラ的農企業方式の形成

上記のような集落営農組合が永続するとは

かぎらない。とくに準都市農業地帯というか、

農外就業の賃金水準があが り、同時に農繁期

に欠勤することに対する規制がきび しくなる

と、オペレ-タ-は 初めはムラ仕事的な低い

賃金に苦情をいうようになるが、やがて出役

しな くなり、それが集落営農組合を解散に導

いた事例が数多くみられる。

秋田県湯沢市の市街地に属する旧湯沢町 ・

湯沢農協管内は、農家が415戸 であり、65%

の農家の経営規模は50a未 満であり、85%が

2兼 農家という小規模水稲単作地帯である。
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昭和43年 に1次 構によって30a区 画の水田に

整備したのをきっか けとして、大型機械の共

同利用を目的とした営農集団を組織し、最盛

期には組合員200人 、水田60haに対して、オ

ペ レ-夕 一6人 でもって機械作業を受託した。

しかし6年 もたつと、兼業化が進み、オペ レ

-夕 一や補助労働が不足するようになり、営

農集団を解散 しようという意見がでてきた。

しかし兼業農家は、誰か機械作業を引き受け

て くれるあてがないかぎり解散には応 じられ

ないという強い反対意見をだした。そこでや

むをえず、昭和49年から3年 間は農協職員が

オペレ-タ-を 兼務 して急場を切 り抜けた。

しかしオペ レ-タ-専 従職員を雇うには、年

中作業がないから採算が合わず、困り果てて、

少数専業農家による機械作業受託組織を育成

することを考えた。農協のこの考えに呼応す

るかのように、かっての営農集団のオペレー

タ-で あった3戸 の専従農家が、昭和52年に

「中道営農研究会」という営農組合を組織 し

た。

中道営農研究会は、このように集落営農組

合、さらに農協直営の作業受託組織の解体 と

いう前史を背負って発足したものであるだけ

に、従来の〈集落営農方式〉の良さを残した

まま、それを発展的に解消 して、 〈ムラ的農

企業方式〉としての生産組織主導型に組織替

え したのである。

昭和63年度の実績をみると,3人 の自作地

6.4haお よび経営受託地3.6haを 稲作に利用 し、

稲作の機械作業を39.3ha受 託している。さら

に集団転作11.2haを 全面受託して、そこに大

豆9ha、 小麦lha、 夏秋 トマ トやエダマメな

どの野菜を1.2ha栽培 している。

稲作では、10a当 たり収量が660㎏ 、労働

が31.8時 間、所得が14万円をあげている。大

豆作では、10a当 たり収量が337㎏ 、労働が

25.7時間、所得が8万 円である。その結果、

3戸 の農家が平均 して650万 円の農業所得を

あげるようになっている。

このように少数精鋭の自立経営農家が共同

して生産組織をつ くり、[1]技 術的生産過程

では、革新的な栽培 ・作業技術や部門組織を

導入 し、さらに大型高能率の機械 ・施設に投

資し、分業にもとずく協業的な労働 ・管理組

織を採択し、それ らの最有利規模と最有利操

業度を実現 している。その意味では、まさに

企業的である。

他方、[2]農 地の集積(経 営受託)や 作業

受託にあたっては、ムラの平等原則を尊重 し

て、経営革新によつて獲得した農企業利潤の

一部を、委託農家に対する分益小作料の増大、

または作業受託料金の切 り下げという形で、

委託農家側に還元 し、彼 らの分配面の平等意

識を満足させている。中道営農研究会は、最

大限農業所得の追求とともに、ムラ人との共

存共栄を図るという意識でもって運営されて

いる。

また[3]農 協をフルに活用し、経営受託 ・

作業受託の斡旋、作業料金の回収、転作の集
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団化に関する地域ぐるみの調整、他の生産組

織 との間の経営受託 ・作業受託に関する調整

など、当研究会と委託農家、他の生産組織お

よび集落との間の調整機能を発揮 してもらっ

ている。

中道営農研究会と同様に、都市近郊平坦農

村地帯にあって 「ムラ的農企業方式」ではあ

るが、有限会社方式を採用 し、さらに周年事

業化を図って成功 した事例として、石川県松

任市の六星生産組合の事例を検討 してみよう。

同生産組合は、昭和54年に農事組合法人と

して発足 したが、平成元年11月 には有限会社

に組織替えして組織の強化を図っている。こ

の組織替えは、各部門を独立させ、責任を持

たせて厳 しく管理し、それが生産性 と所得の

向上をもたらし、さらに外部には有能で若い

社員を求め、後継者不足問題を長期的に解消

することをねらったものである。

有限会社の社員は4名 、総資産額17,857万

円、資本金2,389万 円、出資金2,000万 円、

借入金5,772万 円である。社員以外にその妻

などの常雇を7人 、臨時雇を500日 雇 ってい

る。部門組織は総務部(総 務、会計、その

他)、 営農部(水 稲、転作、その他)、 加工

部(も ちの製造、販売、催事、企画開発、そ

の他)、 財産管理部(固 定資産の施設機械の

維持管理、その他)か ら成り、4人 の社員が

それぞれ得意な部門を担っている。

平成元年度では社員の自作地9.78ha、 借入

れ地40.Ohaで あり、水稲の加賀ヒカ リ4.5ha、

コシヒカリ15.2ha、カグラモチ6.6ha、 白山

モチ13.8ha、 計40.1haを 栽培 している。作業

受託は稲作関係が延べ17.62ha、 麦刈 りが

17.45haで あり、さらに水稲育苗を2万9千

箱仕上げている。

平成2年 度の粗収益は、米7,139万 円、麦

234万 円、育苗1,577万 円、もち加工1億212

万円、合計1億9,162万 円である。収益の分

配方法は、労賃分配と地代分配から成ってい

る。労賃分配であるが、4人 の組合員が月給

制で月額30万 円、組合員の夫人が日給制で1

日5千 円、1人 平均約220日 の出役になって

いる。地代は組合員の所有農地面積に応 じて、

市の平均地代水準2万5千 円～3万2千 円で

もって支払っている。 したがって、社員夫婦

2人 の平均分配所得は、中道営農研究会と同

様に、約6百 万円である。当面の目標として、

売上額3億 円、平均分配所得1千 万円をめざ

している。

もち加工には昭和58年か ら取り組んでいる

が、自分達が生産したモチ米をカキモチ ・生

モチに加工 し、 「農家自前モチ」というブラ

ンドで販売 している。カキモチは松任市の特

産品開発奨励の助成を受けなが ら、59年から

商品化に踏み切っている。カキモチの製造は

冬期に限られ、2か 月余をワラで編んだ方法

で乾燥し、大型冷蔵庫で保管している。

ふるさと小包便(と くにお歳暮や中元)や

デパ-ト の店頭売り、直接販売(500人の常顧

客を含む)を しているが、都市住民のふるさ
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と志向に応えて、カキモチをワラで編んだま

まの素朴な姿にしたり、市内の老農民画家に

依頼 して、昔の農村風俗や農作業風景を描い

たデザインの包装紙を作ったり、カキモチの

由来を解説 した色紙を添えるなど、販売戦略

を練っている。

8.愛 知県十四山村における広域的水田作業

受託方式の形成

秋田県は上記の中道営農研究会の組織形態

を、〈ムラ的農企業方式〉と名づけている。

その特質はつぎの通りである。

[1]少 数精鋭の農業者が営農組合を企業的

に管理するが、作業受託や耕地賃借 り関係に

ある農家の在住する集落群との間で、意識的

に共存共栄対策を講 じている。

[2]集 落は、この営農組合と集落農家との

間における水田の流動化、集団転作などの土

地利用および機械作業の受委託などに関して、

主体的に調整機能をはたしている。

[3]集 落を越える広域との調整については、

農協が調整機能を担当している。

農外労働市場条件がいっそう好転 し、土地

基盤の整備水準が高度化 した場合に、このム

ラ的農企業的方式はどのように変質 し、発展

していくものであろうか。その将来像は十四

山村や安城市の水田営農組織化方式にみられ

るように思われる。

そこでまず十四山村水田合理化推進協議会

の組織と機能を検討しよう。

十四山村が位置する愛知県は、中京圏の大

都市近郊地域であって農外労働市場が成熟 し

ており、しかも平場農村地帯が広がっていて、

比較的大規模な土地基盤整備が進んでいるた

めに、数か町村にわたって機械作業を受託す

る大規模法人や大規模受託農家が多 くみられ

る。彼らは数か町村にわたって、土地基盤が

整備された水田でしかも団地化 した作業委託

だけをつまみ食いして、採算を合わせてきた。

しか し最大の難点は、受託水田が分散してい

て移動の無駄が多 く、しかも作業時期の調整

や代金回収事務が煩雑なことであった。

地域全体の生産性をあげるという公共的観

点からみると、彼らだけに作業受託を任せる

と、彼 らが作業受託を拒否 したために、荒 し

作りのまま放置される水田が混在するという

問題が残されていた。

他方、集落営農組合によって集落ぐるみで

生産性水準をあげようとする地域の場合は、

高賃金兼業化が進むにつれて、営農組合のオ

ペレ-タ ーに対 してムラ仕事的な低賃金しか

払わず、また受託作業が短期間で季節性があ

るために、オペレ-タ 一になるのを敬遠する

者が続出し、集落ぐるみの営農組合は解散す

るか、または少数精鋭の農家からなる営農組

合に集落所有の機械利用をまかせるようにな

った。 しかも少数精鋭の専業農家による営農

組合が、採算が合 うだけの作業受託規模を確

保するために、集落所有の機械であっても、

集落外の作業を受託することまで、集落管理
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主体が黙認するようになってきた。

十四山村の水田利用合理化推進協議会の組

織化活動は、まさにこの2つ の発展方向を統

合する道を進んでいるといってよい。

本村は海抜Omの 干拓地 として、かっては

過湿と激しい地盤沈下に悩まされる水田単作

地帯であったが、昭和57年の木曽川総合用水

事業によって用水をパイプ化 し、排水施設を

整備して乾田化に成功した。水田の区画は大

きくなり、1ha以 上が50%、50a～1haが20

%を 占めており、筆数も5分 の1に 減少 した。

本村は21集落からなり、567戸 の農家がある

が、全農家が安定兼業に進みながらも、557ha

の農地(519haの水田)を 保全 している。57年

の区画整理後、農協が主導 して、集落 ぐるみ

の集団転作を実施 したが、オペ レ-タ-は ム

ラ仕事としての低い日給に意欲を失い、担い

手がなくなり、集団転作は失敗 した。結局、

後述するような他村在住のA班 に請負賃金制

でもって、基幹的機械作業を委託する方式を

採用 した。

さらにこれを契機として、3か 年固定のブ

ロックロ-テ-シ ョンによって集団転作を実

施するために、その企画 ・調整機能を担 う組

織として 「水田利用合理化推進協議会」を設

立した。またその下部組織 として当村の21集

落を9つ 、5つ 、4つ 、3つ の集落群に分け

て、4つ の営農組合が組織された。

当村の1戸 当たり農地面積が約1haと 大き

いが、名古屋市近郊であるか ら、全農家が兼

業化 していて、水田の賃貸 ・作業委託を熱望

するが、村内に自ら借地 ・作業受託専従農家

になろうという希望者がいない地域である。

水田営農の合意形成組織をみると、まず水

田利用合理化推進協議会が、農協組合長を会

長として、関連指導機関代表、営農組合やオ

ペレ-タ-の 代表など20名によって組織され

ている。この協議会はその下にある4つ の営

農組合の調整機能を担当する。

4つ の営農組合は、[1]転 作互助基金の出

納管理、[2]集 団転作、作業受委託、および

水田の交換的利用に関する調整、[3]水 稲品

種や栽培圃場の選定、[4]作 業の合理化、[5]

互助金受委託料金の統一などの機能を担って

いる。各組合では、所属集落から選ばれた役

員が企画 ・調整機能を担当している。

なお村長を会長とする 「農政推進協議会」

が転作の基本方針を決定し、4営 農組合が合

同して、転作割当や転作共補償清算などの事

業実績を把握 し、計画を策定 している。

つぎに水田営農の作業分担の仕組みを示そ

う。

農家は営農組合をつ うじて、稲作の基幹的

な機械作業および小麦や大豆への集団転作に

ついて、農協に受委託の斡旋を依頼する。農

協はつぎの村外出身の5つ のオペレータ―班

にこれらの作業を委託する。オペレータ-班

はっぎのような作業を受託 している。

A班 は、経営主(57歳)、 後継者(32歳)

と常雇い5人(延 べ1,282日)、 臨時雇い565
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日で もって、15集 落か ら経営受託 として、稲

20ha、 麦56ha、 大豆15ha、 その他1ha、 計92

haを 受託 している。その他 に当村外か ら稲2

ha、 麦6haを 受託 している。 さらに作業受託

として は、耕起代か き150ha(そ の他に村外か

ら120ha)、 育苗(村 外のみ330箱)、 田植え

(村外2ha)、 収穫85ha(そ の他に村外19ha)、

乾燥調整22ha(村 外6ha)、 防除(村 外120ha)、

土壌改良剤散布124ha(村 外10ha)を 受託 して

い る。

稲作の10a当 た り労働時間は15～20時 間、

収量 は8～9俵 、1俵 当た り費用 は11,665円

であって、 当地域平均農家の半分 にす ぎない。

なお経営主 ・後継者の農業所得 は2千 万円を

上回 り、まさに農企業者 というにふ さわ しい。

B班 は、経営主(48歳)、 後継者(22歳)

と常雇い2人(延 べ290日)、 臨時雇い210日

で もって、3集 落の経営受託延べ22ha、 農作

業受託延べ327haを 引き受 けている。所得は

7百 万 円弱であ る。

C班 は、経営主(40歳)が 臨時雇い92日 を

雇 って、1集 落分の経営受託を延べ17ha、 作

業受託を延べ226ha担 当 し、300万 円弱の所得

を得ている。

D班 は、経営主(58歳)、 後継者(32歳)、

常雇い2人(延 べ330日)、 臨時雇い延べ194

日で もって、2集 落分の経営受託延べ1.8ha

(その他村外16ha)、 作業受託123ha(そ の他

村外178ha)を 引 き受けて、1千 万 円程度の所

得をあげている。

E班 は、経営主(51歳)、 後継者(24歳)、

常雇い1人(100日)、 臨時雇い延べ295日 を

雇って、農協の育苗センタ-で182ha分 の育

苗を担当し、さらに経営受託2ha,作 業受託

延べ218ha(そ の他村外47ha)を 受託してい

る。所得は9百 万円弱である。

これら5班 の受託農家による昭和63年度に

おける各機械作業受託面積(お よびそれが当

村の水稲作付面積に占める比率)を みると、

耕起250ha(67%)、 代かき259ha(69%)、 育苗

発芽182ha(49%)、 育苗発芽緑化 ・硬化167ha

(45%)、 田植え139ha(37%)、 防除1,178ha、

収穫234ha(62%)、 ライスセンタ-234ha(62

%)、 改良剤散布178ha(47%)で あり、平成

元年度にはさらに受託面積が増大している。

このように現在の技術水準では、ごく短期

間に集中する田植だけは受託面積が限られる

ので、63%も の割合を個別農家にまかせざる

をえない。この険路を打破するために、63年

度か ら湛水田土中直播および乾田直播に挑戦

し、佐倉市角来地区で成功 したレーザー光線

つき土地均平機を導入 して、大区画水田の水

深を一定にし、すでに初年度試験では直播に

成功 している。

さて営農組合を構成する各兼業農家は、水

稲の田植、肥培管理作業(施 肥、除草、水管

理、畦畔管理)お よび転作地の畦畔管理を担

当している。これらの手作業部分は収量水準

に直接ひびくので、各農家に任せた方が効率

がよい。 しか も農業に無関心になりがちな兼
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業農家に対して、水田農業に愛着をもつよう

に仕向けていくという効果をねらっているの

である。

問題は、1区 画1ha以 上の水田が多 くて、

その中で複数の農家が杭を打って各人の水田

別に肥培管理を行なっており、これに対応 し

てオペ レ-夕 一は収穫作業を個人別に実施 し

なければならないから、作業能率が落ちるこ

とである。もちろん収穫量を確かめた後の乾

燥調整作業は、プ-ル 計算で行なっている。

また水田利用合理化協議会は、機械作業の

効率向上だけの視点に立たないで、兼業農家

の若い世代に水田農業への愛着心をもたせ、

将来、水田がスプロール的に潰廃することを

抑制するという視点から、ザ ・田植祭りを開

催し、学習農園、体験農園などを設置 してい

る。またオペレ―タ-班 と営農組合員農家と

の親睦を図り、水田農業に関心をもつてもら

うために、数年にわたって年一回の一泊旅行

を重ねている。

企業的大規模作業受託農家が、個別農家ま

たは個別集落と協力しなが ら作業受委託を実

施 している例はみられるが、このように村規

模で、しかもともすれば対立しがちであった

大規模企業的オペ レ-タ-農 家と農協 とが協

力 して、成果をあげている例は珍 しい。

当村において企業的大規模作業受託農家と

営農組合が作業受託契約を結び、存続 してい

るのは、結局のところ双方とも、つぎのよう

なプラスの純便益を得ているか らである。オ

ペレ-タ-班 の純便益はつぎの4点 である。

[1]営 農組合が作業委託水田を団地としてま

とめる。[2]水 系によって品種が統一されて

いる。[3]営 農組合が作業計画を綿密に策定

しているので、オペ レ-タ-班 は機械を能率

的に動かすことができる。[4]農 協が作業料

金の回収業務を引き受けていることである。

他方、委託農家側 もつぎのような3つ の純

便益を得ている。[1]作 業料金は近隣の請負

業者よりも1～2割 程度低 く抑えられている。

[2]作 業条件の悪いところも区別な く受託し

てもらえる。[3]周 到な合意形成過程があっ

て、安心 して委託できることである。

このようにオペ レ-タ-側 も農家側も、作

業受委託関係を結ぶことによってともにプラ

スの純便益を獲得することができるし、さら

に農協や地方団体が積極的に斡旋 ・調整機能

を支援 しているか らこそ、この組織が存続 し

ているのである。 しか しこのような 〈まと

め ・斡旋役〉をはたすことは、1年 交代の営

農組合長では無理であって、たとえば9集 落

165戸 か らなる六ケ地区営農組合の場合には、

十四山土地改良区理事長(有 給)が 選ばれ、

任期3年 の第3搦 めに入っている。他の3組

合長も他に職をもつ兼業農家であるが、ムラ

への献身に使命観をもつ人でないと勤まらな

いくらい、心労の多い役職である。
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9.愛 知県安城市における広域的水田集積方

式の形成

十四山村の水田農業の組織化は、村内部で

大規模作業受託 ・農地賃借農家を育成するこ

とに無理しないで、村外の企業的な大規模作

業受託農家に水田機械作業だけを委託するこ

とに重点をおき、農用地利用増進事業による

利用権の設定にはあまり熱 心でないように見

受けられる。

これと対照的に安城市や西尾市の水田農業

では、作業受託も促進するが、それ以上に農

用地利用増進事業によって、農地利用権を特

定の経営規模拡大志向農家および営農組合に

集積することに積極的に取り組んでいる点で、

一歩進んだ段階に達 しているように思われる。

たとえば、安城市の福釜地区では、中核農

家によって組織 された6つ の営農組合に利用

権設定面積54haの87%、 全作業受託面積22ha

の64%、 部分作業受託面積45haの84%、3つ

を合計 して121haの82%が 集積されている。

残余は35戸の個別農家によって受託されてい

る。安城市のどの集落でも同様に、中核農家

によって組織された営農組合に80%以 上が集

積されている。その理由は、農地の賃貸借ま

たは農作業の受委託を調整する組織として、

農用地利用改善組合が しっかりしているから

である。

農用地利用改善組合は農協支店単位で組織

され、組合長には信望の篤い町内会長がなる。

農協支店長は事務局長を兼務して、能率的に

事務機能をはたしている。例年2月 を利用権

設定の月として、農地の賃貸しを希望する農

家は、必ず支店長に申し込む。支店長のとこ

ろに集まった貸付希望農地を、改善組合長、

支店長、営農組合が協議して賃借り希望農家

に配分する。配分を受けられるのは、営農組

合員、施設園芸農家、畜産農家であるが、営

農組合員以外は1haを 限度としている。営農

組合員は農用地利用改善組合長の推薦 した水

田農業の担い手農家であり、市の審査にパス

して、市長の認定を受けた者である。推薦は

改善組合の水田面積35haに1人 という制限が

ある。35haの20%の 賃貸し希望があれば、7

haであるか ら、営農組合員が2haの 自作地を

持つ場合には、9haの 経営になり、なんとか

自立できる。むやみに受け手をつ くると共倒

れになるか ら、改善組合および市は1人 当た

り10haになるまでは、新 しい受託者を認定し

ないことにしている。

安城市では、昭和43年から15年計画で4千

haの基盤整備事業にとりかかったが、最初の

高棚地区では、信望の篤い人が町内会長にな

った。彼は一方では、11戸の大面積賃借 り希

望農家を確保 し、他方では、賃貸し希望農家

の農地を全部自分のところに申し出るように

説得 して、それを賃借り希望農家に公平に配

分するシステムをつ くった。当時は農用地利

用増進法が制定されていなかったので、農協

の経営受託事業で対応 した。町内会長の事務

室を農協支所と同じ場所におき、申し出のあ
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った農地は農協の経営受託 として、手続きを

とり、農協の営農部会員に耕作 してもらうこ

とを昭和53年 まで続け、その後に利用権設定

にきりかえた。また農用地利用改善組合の組

合長は、すべて町内会長に兼務 してもらうよ

うに市が懇請 した。その後、土地基盤整備事

業が市全域に進むにつれて、同じ方式が採用

され、それが農地集積を成功させる主因にな

ったのである。

このように農地利用権の集積が成功した秘

訣は、担い手農家で組織する営農組合が、あ

くまでも生産組織に徹 し、その組合員が調整

組織の主要ポス トにつかなかったことである。

また地域農家全体から篤い信望を寄せられて

いる人が長となって、農用地利用改善組合の

ような調整組織を組織し、熱 亡に〈調整 とと

りまとめ〉機能を発揮したからである。

わが国における水田農業組織化の近代的な

動きは、昭和32年 に安城市高棚地区の水稲集

団栽培によって、口火を切られたといわれて

いる。安城市では37年頃から、 これが機械作

業受委託の組織化に転化 し、さらに45年前後

からは、農協による経営受委託事業が開始さ

れた。農協は営農組合を組織 し、それに再委

託を行なったが、営農組合側に経営権がない

ことが問題であった。

昭和50年には農用地利用増進事業が発足 し、

55年から農用地利用増進法が施行された。 こ

れに対応 して、集落 ・町内会長 ・農業委員 ・

実行組合代表か らなる農用地利用改善組合が

組織され、経営権つきの農地賃貸借を意欲的

に斡旋する農地集積活動が開始された。他方、

作業受託と農地賃借りの受け手か らなる営農

組合が全集落に組織され(現 在26組合)、52

年から集団転作を引受け、互助方式とブロッ

クロ-テ ーション方式を開始 し、現在にいた

つている。

安城市の水田農業をみると、地域農業をと

りまく諸条件の変化を先取りして、先駆的に

組織革新を創造 し実践してきたが、安城市農

協では平成2年 現在で、21世紀に向けて 「集

落農場」構想を打ち出し、実践にむけて走 り

始めている。

この集落農場構想は、転作の強化、米流通

の変化 と産地間競争の激化、農業従事者の高

齢化と女子化、出入作の増加および混住化の

進展に対応 して、農家の生活を守ってい くた

めには、合意形成をもっとも効果的にできる

集落を最小単位 として、農家の個益 と集落全

農家の共益とを両立させることができるよう

な生産と生活の方法を集落 ぐるみで決めて、

実践 していくことが不可欠になるという考え

方である。そのためには、農地の所有 と利用

を分離して、集落全体を一つの農場として考

え、集落全体の資源の有効利用と、異なる経

営形態をとる農家間の有機的な結合をみんな

で決めていくのが基本になると考えている。

「住みよい豊かなむらづ くりの実現」が集

落農場構築の目標であるが、そのために取り

組むべき課題 として、[1]農 地の利用調整と
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有効利用、[2]土 地利用型農業の育成、[3]

特産品のブランド化、[4]地 域複合農業の確

立、[5]コ ミュニティ農場(農 業公園、オ-

ナー制農園、ふれあい農園)の 創設、[6]集

落機能の活性化(フ リ-マ-ケ ットの開催、

収穫感謝祭、郷土芸能の伝承)が あげられて

いる。

10.千 葉県佐倉市におけるス-パ-圃 場 シス

テムに基づく大規模借地農の育成

十四山村および安城市の場合は、企業的に

経営 しうるだけの経営管理能力および経営規

模をもつ個別農家または生産組織に、借地ま

たは受託作業を集積するように、地方自治体

および農協が斡旋機能を果た した。その際前

提として、大規模借地 ・作業受託経営または

生産組織が、大幅に労働 ・土地 ・資本生産性

を高めることができるように、水田の基盤整

備が十分になされ、団地として集積できるこ

とが、不可欠の要件であった。

この点で最先端を走っているのが、印旛沼

土地改良区の角来および臼井第二工区で実施

されている〈ス-パ-圃 場 システム〉である。

本方式の推進 リーダ-の 兼坂祐氏は、ス-パ

ー圃場をつぎのように定義 している
。 「5ha

ないし10haを水田1枚 の区画とし、暗渠排水

の幹線の流末に地下かんがい用のバルブを付

けて、地下かんがい方式を採用する。なお地

表には用排水口各1か 所だけで、畦畔や小用

排水路 ・水こうが地表に出ていない汎用水田

であり、支線農道はかまぼこ状で高さ15cmに

舗装され、大型機械がその農道に乗 り上げて

反転できるようにした圃場である。」

この圃場整備の工事費は10a当 たり約30万

円で足り、完成後約5%の 増歩が出るから、

換地後にこれを非農用地として活用すれば、

この代金で受益者負担金を支払うことができ

る。 しかも水路の泥さらえや道路 ・畦畔の草

刈も必要でなくなるという長所を備えている。

その上で1区 画ごとに、水深10cmで止まりO

cmで水の出る自動給水装置をつけて用水を管

理 し、暗渠の流末のバルブで、垂直浸透を1

日当たり10～15ミ リに調整する。不耕起乾田

直播、ラジコンヘリ防除、大型コンバイン収

穫を実施すれば、大幅に生産費を節減するこ

とができる。さらに集団転作の大豆およびビ

-ル 麦にしても
、地下水位を自由に調整でき

るので、安定した収量をあげながら、労働を

大幅に節約できるわけである。

兼坂氏の経験によると、土地改良完成時に、

地主組合の代表3名 と耕作者1名 で もって

「農業生産法人」をつ くることを申し合わせ

る。地主組合をつうじてこの農業生産法人に

水田を貸す農家に対 しては、転作奨励金6万

円と互助金4万 円とを合わせて10万円を支払

うように企画する。そうすると、工区の水田

耕作農家の3分 の2以 上が地主組合に参加 し、

農用地利用増進法に基づいてこの生産法人に

水田を貸すようになる。そこで耕作担当者が、

夫婦労働による適正規模の水田20haについて、
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組合で利用権を設定 して高度利用を図るなら

ば、組合所有機械の減価償却費および小作料

を支払った後に、約1千 万円の水田農業所得

を確保できると、兼坂氏は試算 している。

紙数の都合でその詳細については、兼坂祐

氏の論稿(「 ス-パ ー圃場システムにより日

本の稲作を世界一に-角 来方式か らさらに高

水準の大区画圃場の営農を考える一」『農業

と経済』平成2年9月 号および平成3年11月

号)を 参照されたい。

いずれにしろ最大の課題は、20ha借地農と

いう危険の大きい水田農業を志向する企業的

農業者をどのようにして掘 り出すか、またこ

の耕作担当農業者と安定兼業化を志向する地

域全体の零細地主を説得 して、 「農業生産法

人」を組織するために、兼坂氏のような 「仕

掛人とまとめ人」の両機能を果たしうるよう

な人材がいるかどうかである。

農水省は従来の 「21世紀型大規模ほ場整備

事業」に対して、今年度から 「21世紀型水田

農業モデルほ場整備促進事業」を上乗せして、

土地基盤整備事業と担い手構造の改善事業と

を一体的に実施 しようと企画 している。これ

を成功させるためには、土地改良区は地方自

治体、農業委員会、および農協と密接に連携

して、まず集落段階における意欲的な 「仕掛

人とまとめ人」を発掘 し、育成す ることか ら

着手すべきである。

11.む す び

現在、日本農業は〈国際化時代 〉の渦中に

あるが、これはつぎのような社会経済的環境

条件の激変を意味 している。

第1に 、わが国農業は、農産物貿易の自由

化が迫 られて、国境保護措置ばかりか、国内

保護措置さえもが、ガット体制の下で否定さ

れようとする瀬戸際にあるのに対応 して、農

産物の国際市場の自由競争化と国内市場の自

由競争化とが連動 して進められようとしてい

る。

この国際化の時流の中で、現在の食料需要

構造の変動傾向は続き、外国か ら輸入される

安価で珍 しい農産物、加工食品、および外食

をますます選好するようになろう。これに対

応して、食品関連産業は、国内農業に対 して、

輸入農産物並みの低い供給費でもって食材を

供給することを強く要求するようになろう。

しかし国内農業は、中短期的には、生産費面

の国際競争力をつけて、食品関連産業に食材

を提供することができない。したがって需要

構造変動のもう1つ の側面、つまり生食用で、

安全 ・健康 ・ふるさと色 ・グルメを志向する

という需要の変化を頼 りにして、商品価値競

争力面の産地間競争力を強化することに狂奔

するであろう。その結果は産地の共倒れを起

こし、農業の産業規模の絶対的縮小傾 向を、

さらに加速化することになるのではないかと

懸念される。

第2に 、2度 の石油危機、その後のG7合
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意による円高 ドル安体制によって、外生的に

国内商工業の国際競争力を弱める条件が形成

されたにもかかわらず、商工業は、自由貿易

体制をフルに活用しながら、多様な経営革新

によつて、外需依存型の国際競争力を飛躍さ

せた時代を意味している。

商工業が、国際化に打ち勝って卓越 した国

際競争力を発揮 したことによって、一方では、

労働不足経済への転換を誘発 し、農村労働吸

引力を強化 して、その結果、農業に対 しては、

総安定兼業化と農業労働の高齢化、および後

継者不足という担い手問題を誘発 している。

他方では、商工業のぼうだいな資本蓄積の

結果として、余 り金は有価証券と土地および

その他の不動産に対する財テクに殺到 し、い

わば商工業経済のカジノ化 ・バブル化段階に

導いた。その結果として、農地の資産的保有

が普遍化し、農地を巻き込んだ 「土地高騰神

話」が、将来も根強 く残るという土地市場状

況を生みだし、 これが一部の過疎地帯を別と

して、全土に及んでいる。

さらに、商工業が国際競争力をつけようと

した結果として、情報 ・政策的支援 ・取引機

会の集中する首都圏への企業中枢部の一極集

中を生み、その結果 として、過疎 ・過密問題

と経済の地域格差問題を深刻にしている。 こ

れが農業の農産物市場条件とともに、労働 ・

土地 ・資本財市場の地域格差を拡大 している。

第3に 、農業の直接的国際化だけでな くて、

商工業の国際化からの間接的波及効果、さら

には国民全体の生活価値観の変化、とくに農

業の 「きつい ・汚い ・危険」という3Kイ メ

-ジ や深刻な嫁不足でもって象徴されるよう

な、意識への悪影響まで生んでおり、それが

今後、さらに長期化するものと予想されてい

る。

この〈国際化時代〉において、わが国の農

業および農政は、将来に向けて、[1]国 際分

業路線に従って、農業の自由化を進めること

も止むを得ないと結論づけるか、[2]経 営革

新によって生産費および商品価値に関する国

際競争力を強化する路線を突き詰めるか、[3]

農業の多面的価値および食料の安全保障論に

もとず く国内農業保護路線を構築するか、こ

れらの3つ の選択肢間のバランスをどうとる

べきか、という農政課題に直面しているので

ある。

私は、近視眼的立場に立って、第1の 国際

分業路線にしたがって、現状以上に農産物輸

入の自由化を進めることに反対する。

どの国においても、相対的に優位な産業に

専門化 し、国際分業にもとついて自由貿易を

図るという〈国際分業的産業構造〉を構築す

るために、産業調整を行なうことは、ある程

度までは望ましいことである。とくに企業は、

相対的優位性を活かしうる生産部門に専門化

し、規模拡大を図 り、それによつて資本利潤

率をあげることができる。

しか し、それが極端にすすんだ場合には、

その専門化 した産業の生産物や生産サ-ビ ス
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に対する有効需要が相対的に停滞する段階に

入ると、たちまち不況に陥ることになる。要

するに、景気循環などの経済変動に対 して、

硬直的な対応 しかできずに、所得も雇用量も

不安定になりやすい。不況段階では、失業者

の滞留を招き、さらに産業間、規模別企業間、

常勤 ・非常勤間、および都市 ・農村間の賃金

と所得の格差が拡大する。

企業の資本利潤率の最大化を図るためには、

たしかにく国際分業的産業構造 〉を形成する

発展方向が望ましい。 しか しこれと対照的に、

〈補完的 ・重層的産業構造〉が考えられる。

これは、輸出入を偏重する産業調整ではなく

て、むしろ内需拡大型の重層的産業構造を維

持 して、国内で重層的に連関 しあう企業およ

び産業の間を、財 ・サービスが循環 し、その

過程で雇用量の増大 と付加価値(所 得)の 増

大をもたらし、労働者と自営業者 ・農業者に

対する国民所得の分配率を高める効果を、資

本利潤率の増大よりも優先させる方向である。

同時に、専門化型産業構造が景気変動に対

して〈剛〉構造であるのにくらべて、水平的

および垂直的に補完しあう多角型産業構造は、

〈柔〉構造であるから、雇用量と所得の変動

を和らげることができる。

このように、資本利潤率の最大化よりも、

むしろ雇用の安定化と賃金および家業所得の

増大をね らう政治的立場に立つべ きである。

農業政策の長期路線 としては、つぎに述べ

るような産業政策的な効率視点および国際協

調的視点を重視するという政治的立場に立っ

て、農業政策の基本的転換を図ってよいのか、

という問題がある。つまり、農産物輸入の自

由化を採用 し、さらに国内保護の削減を図り、

このような開放経済体制のもとで、農業にお

いても、国際競争力をもつ農産物だけを国内

生産に依存 し、他産業並みの労働生産性を確

保 しようとする。国際競争力および産業間競

争力をもたないような農産物は輸入に依存す

るというく国際農産物市場指向的な農業自立

政策〉を選択してよいのか、という問題であ

る。

これと対立する政治的立場は、社会政策的

視点および国土政策的視点を重視する立場で

ある。農産物の国内自給生産の振興を通じて、

できるかぎり、農産物の国内供給費の節減と

商品価値の向上を図る。同品質の農産物を輸

入する場合にくらべて、どれだけ国内生産が

高くつ くかはわかる。問題は、農産物の国内

生産が、国民に公共的便益を無償で提供して

いることである。これは、食料の安全保障を

確保 し、同時に農村的地域の経済の活性化と

快適な居住環境を保全 し、治山治水効果をあ

げ、さらに自然環境を保全す る。 また第2

次 ・第3次 産業では雇用の機会を与え られな

いような高齢者や中年婦人に対 して、自己雇

用の機会を提供する。これらの公共的便益は、

国内農業生産に付随し、自由財として国民に

提供される便益であるが、国民が農産物の輸

入にくらべて、国内生産によって、高い農産
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物を購入することにともなう損失を、この公

共的便益が上回るかぎり、国内生産に対 して

保護政策を実施 し、税金によって、保護費用

を負担するのが合理的である。

わが国の恵まれない国土条件下では、農家

が自主的に生業感覚をぬぐい去って企業感覚

でもって生産性の向上に努め、生産費を切下

げるとしたな らば、生産費が国際相場の5～

6倍 であっても、少なくとも穀類およびカロ

リ-の 自給率を現行水準から落とさないよう

に、価格支持政策と国境保護措置を使 って国

内農業を保護することは、わが国農業の長期

的かつ多元的な公共便益提供機能の重要性か

らみて、国民の運命的な義務と理解すべきで

はなかろうか。

その意味で、上記の第3の 路線 「農業の多

面的価値および食料の安全保障論にもとずく

国内農業保護路線」を構築することが望まし

い。

しかし最近、農業者も、農政担当機関も、

農業経済学者も、この第3の 路線に頼 り過ぎ

ているのではないだろうか。つまり第2の 路

線 「経営革新によって生産費および商品価値

に関する国際競争力を強化する路線」を突き

詰めて、食料を安定的にしかも国際的にみて

適正な供給費でもって供給するように、農業

構造を再編し、経営革新を普及するというこ

とに自信を失 って、日本農業の 「公共財 ・公

共サ-ビ ス提供的地域基盤産業」という役割

を内外に納得 してもらい、この多面的役割に

対する見返りとして、農業保護政策を正当化

することに、熱意を傾け過ぎているのではな

いかと思われる。

日本農業の現段階の真相はそうかもしれな

い。しかし、日本農業の振興と農村の活性化

に関する対策について、もう少 し明るい将来

像を描 くことはできないものであろうか。

現在、農家構造の再編は遅々として進んで

いないが、上述 したように、点的存在ではあ

るにしても、地域の社会経済的立地条件や、

農家構造の展開段階に応じて、多様な農家構

造の革新がみられる。個別相対型による集積

方式は望ましいが、現状では、あまりにも農

業者の人格に依存する点が多 くて、普及する

可能性が弱い。むしろ集落営農集団方式か ら

入るか、またはムラ的農企業方式から入 り、

それを最適地域規模まで拡大 して、広域的作

業集積方式または広域的水田集積方式へと成

熟させたらどうか、という提案を行なった。

さらに労働市場条件が成熟 し、同時に大規模

圃場を造成できるような地勢条件のところで

は、印旛沼土地改良区方式を採択することが

望ましいと、私は思っている。同土地改良区

に2度 調査に訪れた機会に、利根川沿いや九

十九里浜周辺の広大な湿田地帯を視察 したが、

なぜ印旛沼土地改良方式が採択されないのか、

疑問に思った。要するに、先進的な事例はあ

っても、単なる模倣ではなくて、各農業地域

の立地条件に適合するように改変しようとす

れば、有能で献身的な〈仕掛人とまとめ人〉
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がいるかどうかが、最後の決め手になるよう

である。
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