
口
土地改良事業 と農地流動化に関する諸問題

早稲田大学政治経済学部教授

相 模 女 子 大 学 講 師

堀 口 健 治

寺 本 千名夫

第1章

第2章

第3章

第4章

水田価格下落地域における農地の

流動化状況と検討すべき課題

北海道稲作地帯における農地集団化

と地価および農地の流動化状況

-美 唄市大富地区の事例-

青森県下の土地改良された水田地帯

における地価下落と農地流動化

-金 木町の事例-

まとめ

第1章 水田価格下落地域における農地の

流動化状況と検討すべき課題

1.地 域別の地価の下落傾向

表1-1は 、ここ8年 間の地域別の農地価

格の推移を見たものである。北海道、東北お

よび九州で、水田、畑ともに下落傾向が続い

ていたが、畑はほほ下 げ止まったように見え

るものの、水田はまだ低下し続けている。

地価の下落が最も早くに始まりその率も全

国で最大であった北海道を見ると、畑は平成

3年 に上昇に転じたが、水田は、下落率は最

近縮小しているものの、依然 として下がって

いることに変わりはない。九州は、その下落

率は北海道ほど高いものではなかったが、ほ

ぼ北海道と同様の傾向を示 している。東北は

水田、畑ともに下落傾向が続いている。

日本の主要な農業地域におけるこうした地

価下落が、農地の流動化と農業構造、農業経

営にどのような影響を もたらしているか、以

下、検討してみたい。ただし実態調査を行っ

た北海道美唄市と青森県金木町の分析は2、

3章 で行うこととし、ここでは統計を使 って

検討することにする。なお地価の下落が顕著

な北海道が主たる対象である。また検討対象

201



表1-1 地域別の農地価格の推移
(都市計画法上の未線引き市町村の農用地

は水田および稲作経営に限定する。

2.米 生産費調査にみる稲作の経営諸成果と

水田地価の推移

1)全 国の場合

地価を、米生産の農業所得、純収益、小作

地地代のそれぞれと対比させて検討 してみよ

う(図1-1)。 図の注にあるように、農業

所得、純収益と小作地地代はいずれも『米及

び麦類の生産費調査』からとり、水田価格は

日本不動産研究所 『田畑価格及び小作料調』

から普通田価格をとった。

全国の米販売農家の動きを図では見ている

が、地価に対するそれぞれの利回りを見やす

くするために、両対数グラフを使用 した。両

対数グラフだと増加率が同一の時は直線状に

なるし、またその結果、図の斜線で表される

利回りが簡単に観察できるのである。しか し

このグラフは、増加量、変動量そのものにつ

いての正確な情報を与えることは難 しい。数

が大きいほど、すなわち縦軸、横軸とも原点

から離れるほど、量を表す目盛りの間隔は小

さくなる性質を対数は持っているからである。

この対数 グラフは、増加率や利回りを見るの
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図1-1米 生産の農業所得および小作地地代、

純収益と農地(水 田)価 格(米 販売農家 ・全国)
一両対数グラフを利用-

3
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に主として限られることを、あらか じめ断わ

っておきたい。

図では、1963年か ら89年までの推移を示 し

た。農業所得 と地価との関係を見ると、1970

年代前半の地価の農業所得利回りは15%の 水

準になだらかに近付いてお り、67-71年 の間

での農業所得減退 ・地価のみの上昇 とは異な

る、安定的な関係を示 していた。それが70年

代後半以降は、67-71年 と同 じ傾向であるが、

所得は減少 しているにもかかわらず地価のみ

が高騰 して、利回りは10%を も割り込んで6

%台 に近付いていることがわかる。しかも80

年代後半は、振れを持ちつつ農業所得は減少

傾向にあるに もかかわ らず、地価は横ばい

(ないし若干の下落傾向が見える)な ので、

利回りは6%の 水準に達している。農業所得

をすべてつぎ込んでも地価の6%の 水準にし

か達しないのだか ら、地価は所得の17年分 も

の高さになる。転用の影響を受け、農業収益

か らみた採算地価を大きく上回った水準に高

止まりしている状況が見てとれるのである。

小作地地代は、地価に対 して安定的な利回

り率の関係にあり、小作料の統制が実質的に

解除されて以降の1960年代後半から現在まで、

地価の小作地地代利回りは3-4%の 間にあ

る。転用価格の影響を農用地区域内の農地が

受けているとみられる70年代後半から現在ま

でにおいても、地代は地価の動きを追って上

昇 してきたかのようにみえる。しかし結果と

してそうみえるだけであり、地代水準は別の

論理で決まっていると考えられる。すなわち

70年代後半以降の農地の借 り手の大半が、規

模の大きい上層に移っており、上層の高い地

代負担力が地代水準を決めているのであろう。

地代水準の決定層が大規模層に移っていて、

大規模借地農間の借地競争のもとで地代水準

が決まり、結果として、図では地価の地代利

回りは恒常的に3-4%の 間にあるかのよう

に示されているのである。

しか し注意しておきたいのは、80年代後半

では、地価は高止まり(な いし若干の下落)

に対 して、地代は下落傾向を明瞭に示してい

ることである。実線は横に寝ている形であり、

89年の利回りは3%を 割る状況になっている

からである。ということは、平均的にみる限

り 伏 規模層にとっても同 じことだが)、 農

地購入よりも借地の方が割がよいということ

になる。地価よりも地代の下げのほうが大き

いのである。しかも3%の 利回りを割り込む

のであれば、農林漁業金融公庫の農地等取得

資金の貸出利率3.5%を 下回るのだから、支

払い地代分を利子に回すことで農地を購入す

る戦略はとりようがないか らである。

だが 「剰余の剰余」である地代を決定する

はずの純収益の動きを見ると、78年以降は純

収益が地代を下回っていることがわかる。地

価の純収益利回りは、70年代半ばまでは、地

価の農業所得利回りより5%か ら7-8%分

だけ低い水準で、ほぼ平行 して動いていた。

所得に平行 して純収益が決まっていたのであ
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る。そして地価の純収益利回りは、60年代後

半は10%前 後、70年 代前半で も5-9%の 間

にあったので、農地を購入しても十分に採算

があった。 しか しその後の純収益の減少は農

業所得の減少よりもはるかに激しいもので、

平均の純収益は地価の1.1%(89年)の 水準

で しかない。

全国の米販売農家の平均でものごとを見て

図1-2 水稲作付規模別水稲10a当 たりの粗収益、費用、

所得、純収益および地代(1965,1975,1985年)

205



いるのだが、このようにみてくると、現在で

は、地代は地価に対 して相対的に低 く、純収

益に対 しては高い、ということがいえよう。

ここで図1-2を 見てほしい。わずか、

1965,75,85年 の3年 度を比較したものだが、

85年は水稲作付規模の大きい階層(1.5ha以 上)

のみがようや くその純収益を小作地地代より

上回らせていることがわかる。65,75年 では、

いずれの階層も純収益が小作地地代を上回っ

ているのとは、大きな違いである。

ということは、80年代は大規模層のみが農

地流動化の受け手としてあ らわれ、その層が

地代水準を決定 しているということであろう。

そしてそうした上層ですら、購入 しては割り

に合わない高い地価水準であり、そのため借

入れに力を入れていることになる。

2)北 海道の場合

だが、転用の影響が比較的少ないとみられ

る北海道ではどうか、というのがわれわれの

関心事である。 しか も地価の下げスピー ドが

府県よりも早 く大きい状況下でも、なぜ北海

道ですら借入に力が向き、購入に力が向かな

いのかを問題にしている。北海道は周知のよ

うにもともと購入が規模拡大の主力であった

はずなのにである。図1-3は 、前掲の図1

-1と 同じ手法で、北海道の米販売農家の状

況を見たものである。地価の農業所得利 回り

は、60年代、70年代ともに30%前 後の水準に

あり安定 していた。それが、79年以降、府県

と同様に、所得が減少しているにもかかわら

ず地価のみは82年のピークを目指 して上昇し

ていっている。ピーク時の利回りは15%で あ

る。その後は、振ればあるものの、農業所得

は横ばいであるが、地価のみは下落 し続ける

ことになる。

地代の動きは、その率は違うものの、府県

と同じ傾向を示 していて、地価とは安定した

関係を保っている。即ち、地価の地代利回り

は67年以降現在に至るまで、6-8%の 間に

あるからである。但 し注意 しておきたいのは、

82年では6%に 水準にあったものが、その後

は地価のみが下落 し地代は横ばいだったので、

利回りは8%の 水準に近づいていることであ

る(89年 は7.1%)。

-一方、純収益はかなり大きく振れているが、

60年代後半、そして70年代は、ほぼ15%を 軸

線にして、8%か ら30%の 間を動 く形で、地

価との関係を保っていた。購入のために借入

をしても、十分に返済しうる水準に純収益は

あったのである。しかし80年代は、純収益の

振ればさらに大きくなりながら下落 し、地価

との関係は6%を 軸線にして、地価の純収益

利回りは70年代に比べて大きく下がってきた。

もっとも、大きく低下したといえども、6%

であれば農地等取得資金の利率3.5%は 上回

っているのである。まだ採算地価といえるか

もしれない。

しか し地代と純収益はほぼ同 じ水準にあり、

地代は平均的にみて純収益を全てのみ尽 くす

レベルにある。
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図1-3北 海道の米生産の農業所得および地代、
純収益 と農地(水 田)価 格(米 販売農家 ・北海道)

-両 対数グラフを利用-
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この状況下で、あとでみるように、水田の

購入に動かず、む しろ借り入れに主力が移 っ

ている最大の原因は、地価の下落がどこまで

進むかわからないという買い手側の事情によ

るものであろう。地価上昇時はキャピタル ・

ゲイン獲得のために実需以上の 「仮」需要が

発生するのとは逆に、キャピタル ・ロスを防

ぐために、実需以上に需要が冷えているので

ある。即ち 「下げどまり」がみえるまでは、

土地買いに出ないということである。

しか も稲作の見通しや転作率、米価の動向

も不明であり、ガット交渉の経緯からみて、

稲作の将来はきびしいものであることは確か

である。だとすると、純収益の振ればすでに

大きくその不安定性が強まるとすれば、資金

が長期に固定化する農地購入よりも借入れに

主力を置き換えることになるのは当然であろ

う。

そしてその結果として、小作料水準は地価

ほどには下落せず、小作料の 「高止まり」現

象が北海道ではみられるのである。

もっとも筆者は地価下落を抑止すべきだな

どといっているのではない。一般 に、地価下

落を通じて、土地所有権の経済的表現たる地

価が、農業経営という生産場面に対 してその

位置を弱めることは歓迎すべきである。 しか

し、その下落スピー ドが早くかつその見通 し

や下げ止まりを見越すことが難しいとき、必

要以上に実需が冷え込み、その分、規模拡大

のチャンスを失ったり、あるいは耕作放棄に

もつながりかねない。北海道の場合、規模拡

大の需要があるのだが、それは借入れに回っ

て小作料水準の下げ止まりをもたらしている

のである。もっとも、その小作料水準が適正

利子率を介 して地価と連動 しているならば、

あえて所有にこだわ らなくてよいのか もしれ

ない。しか しそのためには、耕作者による土

地改良投資の回収を保証する有益費の償還原

則の社会的確 立や、団地化のための経営耕地

の移動 ・交換に対する経営権の土地所有権へ

の優位など、前提となるべき条件がある。そ

うした条件が満たされていないか らには、ま

ずは耕作者による農地購入が、キャピタル ・

ゲインの確保などは論外 として、進められて

しかるべきなのである。

しかも表1-2に みるように、80年代に入

ると、農業所得に占める地代部分の割合が40

%を 超えるようになっている。北海道ですら

そうなのである。 もっとも1人 当たりの経営

可能面積が拡大すれば、10a当 たりの農業所

得に占める地代の割合は、上昇することはあ

りうる。上昇そのものは十分に考えられるこ

とではあるが、 しか し、80年代の所得や純収

益の低下傾向のもとで、地代はそれほど下が

らずに、む しろ所得に占める比率を高める形

で、土地所有の経済的力が示されていること

に、筆者としては注意を払っておきたいので

ある。
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表1-210a当 たりの米作の農業所得と地代との対比

3.地 価下落下の農地の流動状況

図1一4は 、北海道の水田の地価と水田の

売買量との関係をみようとしたものである。

一般に農業経営そのものにとって、とりわけ

規模拡大による経営の発展を考えたときに、

地価の下落そのこと自体は歓迎されることで

ある。地価の低下は、土地購入 という本来の

生産的投資ではない部分への資本の支出の低

下そのものにつながり、それは少なければ少

ないほど望 ましい。その意味では借入れが望

ましいかもしれないが、作付地の団地化や土

地改良施設投資の回収の点では自作地のほう

がより安定的である。また経営の持続性 ・安

定性からみても、自作地のほうが望ましいも

のであろう。

そう考えたとき、全国のなかできわだって

地価が急速に低下 してきた北海道において、
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図1-4北 海道の水田の流動化と地価動向の推移

それにともなって水田の売買量が増加 してき

たかどうかをみるために図を用意 したのであ

る。地価は中田の価格、売買量は水田の有償

による自作地の所有権移転面積であり、実線

で昭和47年以降の年次を追って示 してある。

なお参考に昭和57年以降の水田の賃借権の

設定面積も、地価に対応 して点線と白丸で図

示 してある。これは賃借権設定面積と地価と

の内在的関連を意図したわけではなく、売買

量と賃借権設定面積の量との同年次の比較を

するために図示したものである。賃借権設定

面積は昭和56年以前は年間1,000ha以 下の低

い水準であり、また設定面積のみを統計か ら

区分してとることが難 しい昭和52年以前も図
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には示していない。

まず地価の動向をみると、昭和57,58年 を

ピ―クにして低下し始め、現在でもまだ下げ

止まってはいない。地価下落は続いているの

である。水田の売買量は平成2年 まで図示 し

てあるが、昭和63年か ら元年にかけて約500

haの増加はあるものの、大勢は地価下落によ

る売買の顕著な増加 とはみることができない。

昭和40年代後半の6,000-8,000haの 水準と比

べてその量は少ないし、また56年から59年の

地価高位時の間に約1,000haの 増加 もあった

ので、全体として地価のみが昭和59,60年 以

降下落 しているようにみえるのである。

しか も賃借権の設定面積は、それに反 し

て地価下落の昭和60年 代に一気に増えて、

2,000ha強 か ら6,000ha弱 へと約3倍 のスピ

ー ドで増加 し、かつその面積量は停滞気味の

売買量を大きく追い抜き、今では売買量の2

倍の レベルに達している。ということは、生

産者米価が引き下げられ転作率が高い水準に

達 している現在でも、規模拡大を目指 してい

る水田経営は北海道に存在するが、その規模

拡大の動きは売買よりも借入れの方向に向い

ているということである。

農地流動化が上層への移動という形で階層

性を持っていることをここでは図示すること

は略するが、全国の平均規模に比べてはるか

に大きい規模にすでに達している北海道の水

田経営でも、より大きな規模を目指す動きが

強いのである。そしてその場合、府県と同じ

ように購入から借入れに農地流動化の重点を

北海道でもシフトさせている。但 し府県の場

合は、依然として農業収益地価をはるかに上

回っている水田地価水準のため、借入れにシ

フ トしていることは周知のことである。北海

道では別の論理で動いていることは、すでに

述べた通りである。

なお畑地の価格と売買量の推移を参考にみ

ておけば(図1-5)、 昭和50年代前半の価

格上昇時、昭和60年代以降の下落時とともに、

大きな売買量の変化はみられない。 しかし借

入れが大きく増えて売買量を凌駕した水田に

おける傾向は畑地ではみられず、売買量を下

回っている。

4.地 価下落状況下の農地保有合理化事業の

役割

農地の売り希望は強い。 しかし実際に売買

はなかなか成立 しないので、数少ない取引で

成立する地価はさらに一段と安くなる。その

動きをみて、隣接地等の特別に確保 しなけれ

ばならない位置にある土地は別として、大部

分の農地に対 して、規模拡大農家は手を出さ

ない。下げ止まるまで待っている。そしてむ

しろ借地で対応していることはさきに述べた。

売り手も、まった く借入金のない、しかも

後継者のいない 「売り易い」農家が主体とな

っていて、成立価格はきわめて低い。融資し

ている農協などの金融機関は、離農を勧告 し
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図1-5北 海道の畑地の売買量と地価動向の推移

資料:地 価は北海道農業会議所、流動化は道庁の統計による。

ている過大負債経営に対 して、むしろ売るよ

りも経営をやめて全ての農地を貸 し付けに出

させ、他産業に雇われてその労賃と受け取る

小作料のなかから時間をかけて借金を返済さ

せるという、特別管理の方式をとっている。

今の地価で売却すると、貸付金を全額取り戻

すことができないからである。

こうした状況下で、農地の所有権移転にか

かわる農地流動化で、大きな役割を期待され

る農地保有合理化法人の動 きはどうであろう
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か。北海道農業開発公社は全国の県レベルの

合理化法人のなかで最も活発にその事業に取

り組み、実績を上げている公社である。その

公社が、地価下落のもとで、水田の流動化に

果たしている役割をみておこう。

表1-3は 道公社の農地保有合理化促進事

業による農地購入量の最近の推移をみたもの

である。もともとの合理化事業の内で、当初

の-般 事業をはるかにしのいでその事業量が

大きくなった特別事業(昭 和47年より)と 、

昭和63年より始まり規模拡大農家に大いに歓

迎されている担い手確保農地保有合理化促進

特別事業の2種 類を示 している。これでほぼ

所有権移転にかかわる道公社の動きを代表さ

せることができる。平成2年 の、担い手と特

別の両事業を合わせると、水田で1,014ha、

畑で2,046haだ が、これが平成2年 の道全体

での、有償 ・自作地 ・所有権移転面積の量 と

対比させると、水田では31%、 畑では18%と

なる。水田では3割 の大きさを占めている。

表1-3北 海道農業開発公社の主たる事業
の買付量の推移

利子率を上回る上昇率を持った地価上昇時

には、公社は売買市場に介入 し易い。確実な

上昇が期待できるとすれば、今す ぐに買い手

が見つか らなくて も、後に見つけること力河

能である。基本的に売り渡し地価を購入原価

で算定する公社方式で計算すれば、いくらで

も買い手はありうるのであり、そのなかで最

も望ましい買い手を選択することができる。

しかも時間をかけて団地化 し、あるいは団地

化のための交換材料としても使い、地域の担

い手に優先的に売 り渡す方式をとることがで

きた。合理化法人は先買権を持ってはいない

ものの、地域の農地市場を誘導することがで

きたのである。

しかし、地価下落時は困る。売り手として

は大いに合理化法人に期待するものの、合理

化法人は原価及び若干の事務費等を上乗せし

て売 り渡す となると、その時の売り渡し価格

は時期がたっほど実勢価格を上回ることにな

りかねない。事業を行うとしても、公社の農

地購入時に買い手がすでに決まっている物件

に しか手が出せず、ようするに瞬間タッチの

ように 「介入」するしかないのである。 しか

し公社の合理化機能には、農地の集団化、そ

して望ましい担い手育成の機能があるから、

農地をある期間保有 しておくことが期待され

ている。

そのために、表1-4に よると、特別事業

のうちの所有権にかかわるものは、公社が保

有する期間は借り手に対して使用貸借の条件

213



表1-4農 地保有合理化促進事業(1970年 より)の 概要
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で貸 し付けているのだが、北海道では、その

間、標準小作料分を公社が預かる形をとり、

そして売 り渡 し時にその積み立て小作料分を

つけて、即ち実質的には原価を引き下げて、

農地を引き渡す形をとっている。そしてその

方式を制度として取り入れたのが担い手確保

農地保有合理化促進特別事業であり、またそ

れは評判が高いのだが要件が北海道に向いて

いるので、府県に適用し易いように直 したの

が中山間農地保有合理化促進特別事業である。

貸付期間中の借入れ者からの小作料のとり

かた、その水準、そしてその戻し方について

も、府県によって異なり、一概には言えない

のだが、ここでは標準小作料でまず考えてみ

よう。北海道の平成元年の面積加重による平

均標準小作料は2万2,777円 、これの5年 分

は(利 子をみていないが)11万4,000円 弱に

なる。これだと、経費 としてとられる買い入

れ価格の2%(例 えば10a当 たり昭和61年 の

50万2,000円 ならば10,040円)を 引いてもそ

う大きくはない。昭和61年を仮に適用すると、

11万4,000円 か ら10,040円を差 し引いて10万

3,960円 、昭和61年の価格50万2,000円 から

それを差 し引くと39万8,040円 、5年 後の平

成3年 の価格は40万2,000円 だから、標準 」、

作料5年 分で実勢価格と対抗できることにな

る。

もっとも表にあるように、北海道では標準

小作料ではなく買い入れ価格の3%を 毎年貯

めるとしている。この3%は 、前掲図1-3

か らみれば、地価に対 して低すぎるようにみ

える。実勢は7%位 にきているからである。

地価下落のペースが毎年3%を 超えれば、た

め込んだお金でも地価下落分をカバーできな

い。

一方、地価の7%分(前 掲図1-3の89

年)、 即ち実勢小作料に相当する分をとると

地価下落に対抗できるが、それは純収益分を

のみ尽くしてしまうことになる。いずれ買い

手(今 の借り手)に 戻るからよいのだとすれ

ば話は簡単だが、場合によっては合理化法人

の扱い量が市場動向を左右するほどの大きさ

だと、毎年の地価下落率を7%水 準に近づけ

させる効果もありうるかもしれないから、公

社がとる率は慎重に決めなければならないだ

ろう。もっとも現在は公社の事業が実勢地価

の動向を基本的に決定しているとは言えない。

道公社がとる方式でみると、地価の3%分 、

5年 で15%、 但 し2%分 経費 として取られる

ので残り13%、1年 毎に直 して2.6%、 この

率よりは実際の地価下落率は高い。

この担い手事業、中山間事業は始まったば

かりだし、小作料のため込みも公式に始まっ

たばかりだから、事態の推移を今後とも見守

る必要があろう。 しか し北海道の場合、上記

の単純な計算でみると、年率で購入価格の

2.6%、 この程度の下落率だとこの5年 間の

実際の地価の下落ペースよりは小さい。売 り

渡 し時の買い手の実質負担は、実勢地価より

大きくなる可能性があるのである。
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しかし、所詮は、借り手(5年 後の買い手)

の財布から出ることに変わりはな く、今の借

地期間中に安い小作料を払って残余を蓄積す

るか、あるいは高い小作料を払って後で戻 し

てもらうか、だけの違いである。問題は、実

際の地価下落率がどの様に推移するかであり、

その間経営はどの程度の蓄積ができるかであ

る。

昭和63年と平成元年の、それぞれの年の対

前年比価格下落率は7.7%、6.1%と 極めて

高い。この水準は前掲図1-3の 地価の小作

料利回りの率に近似 している。この時の地価

下落率は実勢小作料の地価に対する利回り率

に近似 しているということである。このこと

の持つ意味はまだよくわからない。地価と地

代との安定的な関係が、地価下落時にも現象

的に現れていると考えるか、あるいは担い手

確保事業により毎年の地価下落率の上限が小

作料の分量を超えないように影響が現れたと

考えるか、あるいは単なる偶然か、これか ら

吟味しなければならない。

しか し言えることは、合理化法人のこうし

た事業が、地価下落時にもかなりの影響力を

持ち始めていること、そしてその持つ意味を

事態の推移をみながら検討 しなければならな

いことを示唆 しているのであろう。

第2章

北海道稲作地帯における農地集団化と地価

および農地の流動化状況

-美 唄市大富地区の事例一

1.は じめに

まず最初に、今回の調査の分析の前に、そ

の前提 として必要な最小限の事項について述

べておきたい。

美唄市は、石狩平野の中央部に位置 し、東

部がなだ らかな起伏の続 く丘陵地帯であ り、

西部が石狩川、美唄川流域の泥炭土平地であ

る。位置的には、北海道で唯一人 口が増加 し

ている札幌地区に隣接 してお り、現在ではそ

の通勤圏内にある。美唄市自体は、 もと もと

炭坑の 町 と して発 展 し、1956年 には、人口

9万 人を越えていた。その後、炭坑の閉山 と

共に、人口は減少 し始め、現在では、3万5

千人前後にな ってきている。

しか し、農家人 口の減少は、そ う急激で は

ない。1981年 か ら88年 の変化をみると、農家

戸数が、1,614戸 か ら1,511戸 へ、103戸 の

減少、農家人 口が7,028人 か ら6,381人 へ、

647人 の減少である。1988年 の農家の専兼別

の構 成 をみる と、専業農家が622戸(45.1

%)、 第1種 兼業農家が663戸(43.9%)、

第2種 兼業農家が166戸(11.0%)で あり、

府県型 とは大 き く異な る。土地 利用状況 で

は、耕地面積が9,361ha(1985年)あ り、そ

の内、水田が8,739haで 、実 に耕地面積の93
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%を 占めている。畑地の面積 は622haで 、そ

の内訳は、普通畑が499ha、 樹園地が68ha、

牧草地が55haと なっている。 この水田と畑の

比率は、1970年 代 に比較 して もほとん ど変化

がない。 この点か らして、美唄市の農業は、

典型的な水稲単作農業 として位置づけ られよ

う。

一戸当た りの経営面積では、農用地面積の

現状維持、実農家数の緩やかな減少に対応 し

て、1979年 の5.6haか ら88年 の6.Ohaへ と緩

やかに拡大 してい る。また、経営規模面積別

農家数は、1988年 の数字でみ ると次のよ うに

な る。5ha未 満層648戸(42.4%)、5～

7.5ha層356戸(23.3%)、7.5～10ha層

320戸(21.0%)、10～15ha層168戸

(11.0%)、15～20ha層23戸(1.5%)、20

ha以 上層13戸(0.8%)で あ る。 この構成比

率 は、1982年 の数字 と大 きな変 化 はない。

(以上、『 成元年度 農地価格等調査事業

調査結果報告書』、全国農地保有合理化協会、

平成2年3月 、27頁 以下参照。 その他 に、

『美唄市統計書 平成3年 版』、美唄市総務

部企画室企画課、参照。)

次 に調査対象である、大富地区について若

干言及 してお きたい。大富地区は、美唄市の

西端部、石狩川左岸に位置 し、月形 町、北村

に隣接 してい る(図2-1参 照)。

土壌の条件 は、高位の泥炭(ミ ソ泥炭)地

であ り、同地区の歴史は、まさに、土地改良

の歴史であ ったようである。同地区の土地改

良の最初は、1957、8年 頃の石狩川か らの

「馬搬客土」である。この事業は、当時、大

富地区で40戸 ほど移転することになった、石

狩川改修工事を利用 して、国、市からの補助

事業として施工 されたものである。面積は

100ha前後、補助率が70%ほ どで、土代を払

っても、自分達の人夫賃は出るような状況で

あったようである。10a当 たり2㎡ の客土で、

10a当 たり1俵 の増収があったとの聞き取り

調査の結果を得ている。

第二回目の土地改良事業は、1965年前後の

「軌道客土」である。この事業は、道営事業

で、石狩川からトロッコで客土 したものであ

る。面積的には、先の 「馬搬客土」 とほぼ同

一で、圃場を15a区 画とし、同時に、潅瀧ポ

ンプを設置している。この事業によって、一

気に造田が進んでいる。

第三回目の土地改良事業が、1975年 からの

道営圃場整備事業である。受益面積が840ha、

受益戸数が185戸 、総事業費58億5,500万 円

(国費45%、 道費27.5%、 地元負担27.5%)

の事業で、当地区の入植地、国有地、荒れ

地、飛び地等、全ての土地について、圃場整

備、暗渠排水、客土による改良を実施 してい

る。この結果、圃場が30～45aと なり、大型

農業機械の導入力可 能となり、稲作生産性の

向上に大きく寄与している。しかし、その反

面施工後2～3年 で、田面の均平度が以前の

地形に戻り、また、農道、排水路等でも同様

の現象が起きている。多 くの農家は、波板を
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使用して圃場をいくつかに区分して対応 して

いること等、技術的な問題点はまだ残ってい

る。(詳 細は、『北海道の水田整備』、農業

土木新聞社、1985年 、162頁 以下参照。)

大富地区は、そのような土地改良の歴史を

持つ地区である。そのことを確認 した上で、

本論に入る前に、調査の主目的である、農地

の集団化のための交換分合事業および集団化

事業、そして集合的利用権等調整事業の理解

にとって重要であると思われる、関連団体、

事業について、簡潔に言及 しておきたい。

まず、大富地区の農家が組合員となってい

る、空知大富農協についてである。空知大富

農協は、正組合員戸数213戸 、米の販売高6

億7,800万 円、預金高35億7,700万 円(1990

年度)の 、大規模農協が多い空知地区におい

ては、小型の農協に属する。交換分合事業の

背景となるものとして、重要なことは、最近

の当農協の貸付金の推移である。1980年から

82年にかけて、14億円台で推移 してきた貸付

金が、83年か ら84年を境にして、大きく減少

し、86年には8億8,483万 円、87年には6億

9,703万 円、88年、89年には5億 円台、90年

には4億7,663万 円にまでなっていることで

ある。他方、受託支払資金の方は、84、85年

が急増 し、その後 も緩やかに減少はしている

ものの、90年でも14億円の水準にある。受託

支払資金の内容は、農地取得資金と総合施設

資金がその大半を占め(89年 には、農地取得

資金46.1%、 総合施設資金14.4%で 合計で約

60%)、 そのほとんどが農地取得用に使用さ

れている(以 上、『北海道農業協同組合要

覧』、空知大富農協『 平成2年 度業務報告

書』、参照)。 したがって、この間の農協の

貸付金の推移は、一方での農家の負債整理、

離農と他方での規模拡大農家への資金提供の

過程を示すものと言えよう。この点が、考察

を進める上で念頭におかれなければならない

ことの一つである。

第二に、美唄市の交換分合事業について言

及しておきたい。美唄市は、1965年か ら連続

して交換分合事業に取 り組んでおり、北海道

の水田地帯としては、唯一一の存在であると言

って良いであろう。最初の中村北地区から始

まって、今回の大富 ・山形地区まで、14地区

で実施され、地域の合計面積は5,555haに 及

び、市の耕地面積9,011ha(1991年)の61.6

%と なっている。実際の移動面積は1,310ha

で、耕地面積の14.5%に あたる(『 美唄 《農

用地等集団化事業》』、美唄市農業委員会、

参照)。 このように、美唄市は、交換分合に

ついて、長い歴史を持っていることを確認し

ておきたい。

さらに、市では、1985年 から農地保有合理

化事業と連携 し、北海道農業開発公社の事業

参加を得ることによって、交換分合事業が一・

層発展することを期待している。今回の交換

分合 もそういう意味合いを持っていると言え

よう。

最後に、その北海道農業開発公社について
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言及 しておこう。公社 は、1970年 の農地保有

合理化促進事業制度発足後、全国初の法人指

定を受けている。それ以後、一般事業の実績

は、1988年 までの累計で、買入が12,645ha、

42億3,567万 円、売 渡 しが12,619ha、41億

4,820万 円 とな って い る。1972年 以 後導入

された特別事業の実績は、88年 度 までの累計

で、買入が60,413ha、562億8,100万 円、売

渡 しが50,074ha、421億8,400万 円である。

この特別事業の全国 に対す る比重は非常に高

い。1987年 度の実 績で は、買入で は面積 で

74.0%、 金額で35%、 売渡 しで は面積で61.5

%、 金額で33.6%を 占めている。

次 に、北海道全体の農地売買総数 に占め る

農地保有合理化促進事業の比重、す なわち公

社事業の比重について確認 してお こう。1981

年の売買総数は12,056haで 、内農地保有合理

化事業によるものが2,634ha(そ の比重21.8

%)、82年 の売買総数は13,169haで 、内農地

保有合理化事業 によるものが3,065ha(23.3

%)、83年 の売買総数が13,042haで 、内農地

保有合理化事業 に よる もの3,175ha(24.3

%)、84年 の売買総数 は13,535haで 、内農地

保有合理化事業 に よる もの3,504ha(25.9

%)、85年 の売買総数 は13,757haで 、内農地

合理化事業によるもの3,690ha(26.8%)で

ある(『 北海道農業開発公社二十年史』、北

海道農業開発公社、1989年6月 、76頁 以下)。

以上のように、公社の事業総数 は、北海道

全体の売買総数の約4分 の1の 水準まできて

いる。この比重は、今後さらに強まるものと

思われる。 しかし、逆に、まだ30%の 水準を

越えていない状況にある、との表現も可能な

わけである。つまり、公社の事業が、北海道

の農地流動化に対 して、重要な役割を占めて

いるのは紛れもない事実であるが、農地流動

化全体への決定的な主導権を持つまでには至

っていないと言 うことも出来るのではない

か、ということである。この点も、調査結果

の分析において、きわめて重要な意味を持っ

て くると思われる。

以上のような最小限の予備知識を持って、

本論に進もう。

2.農 家経営構造の概観

1)調 査対象農家全体の動向

交換分合事業の実際の分析に入る前に、

まず、農家の全体的な構造、家族構成員の

就業状況についてみておこう(表2-1参

照)。 専業別では、美唄市全体の比重 とは

別に、専業農家の数が少なく、逆に、第1

種兼業農家の方が多くなっている。専業農

家は、通常の場合と異なって、経営面積の

小さい方にみられるのが特徴である。兼業

農家の方では、そのほとんどが第1種 兼業

農家で、第2種 兼業農家はわずか一戸であ

る。

経営耕地では、美唄市の農家一戸当たり

の平均面積6haに 比較すれば、比較的太き
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い農家が調査対象になっていることがわか

る。さらに、1番 農家、2番 農家を除けば、

大規模な借地が少ないということも目立つ。

借地ではなく、所有地の買入による規模拡

大なのである。

世帯主の年齢は、60歳台が2人 、50歳台

が6人 、40歳台が5人 、30歳台が8人 であ

る。このうち、60歳台の2人 は後継者がい

ない農家である。 したがって、農業者年金

等との関係 もあって、経営委譲はスムーズ

に行われていることを示している。そして、

就業構造の問題で重要なことは、世帯主の

妻は、そのほとんどが基幹的農業従事者で

あることである。兼業化の傾向が明確にな

ってきている最近では、その役割は一層重

要になってきている。後継者についてはっ

きりと答えることができた農家は4戸 であ

った。今の情勢では 「継げ」と言えないと

いうのが多 くの農家の答えである。

作目では、当地域もまた、美唄市全体の

農業構造と同様に、水稲単作地帯であるこ

とがわかる。そして、転作作物は小麦であ

る。小麦は、春小麦としてハルユタカ、秋

小麦としてチホクが作付されている。収量

では、チホクの方が安定 しているようで、

10a当たり480㎏ほどとなっているが、ハル

ユタカの方は播種の遅れ、7月 の刈入れ直

前の風雨によって10a当たり240㎏、あるい

はそれ以下というような状態であった。転

作作物としては、大豆は秋が遅く、小豆は

手間がかかるということで、麦が一番良い

という声が強 く、当分米と麦の体制は変化

しないと思われる。

販売用野菜としては、アスパラガスが比

較的多 く、残りは、ジャガイモ、たまねぎ、

大豆、小豆が少々というところである(以

上、表2-2参 照)。

米の品種では、ゆきひかり、きらら397、

空育125が作付されている。比重としては、

前二者がほとんどの部分を占める。ゆきひ

か りときらら397で は、やや前者の方が

多いようである。栽培の難易度に関係があ

り、実際、きらら397の 方に2等 米が出

る可能性が高いよ うである。10a当 たり

では、どちらもそう大きな変化はな く、

540㎏から600㎏の間が多い。この点では比

較的安定 している印象を持つ(以 上、表2

-3参 照) 。

農業経営構造では、今回の調査が厳密な

経営調査ではなかったため、やや、経費率

などの内容の理解の仕方で厳密さにかける

可能性もあるが、全体の傾向の把握という

意味で、表2-4の ように整理した。農家

の考え方がそのまま出ている。稲作経費率

の50%台 と70～80%台 の二つの線の相違は、

経費の中に償還金、あるいは、償却費を含

めているかどうかの相違であると考え られ

る。

全体の特徴 としては、4,000万 円を越

える農家 もあること、転作助成金の比重が
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表2-1家 族 構 成 員 の 就 業 状 況



かなり大きいこと、特に、大規模層では、

一戸の単独でスーパー加算を獲得 している

こと等である。ちなみに、このことは規模

拡大農家の一つの目標ともなっているよう

である。

兼業では、専業農家が多いはずの北海道

で、これだけ兼業化が進んできているとい

う事実は注 目に値する(表2-5参 照)。

男子の職種では、建設業の作業員、各分野

の運転手等がほとんどで、女子の職種では、

同じく建設業の作業員、他農家(花 農家、

たまねぎ農家)へ の日雇い等がある。多 く

は、冬期間就業が多いが、徐々にその期間

が長 くなる傾向がみられる。兼業先は、美

唄市だけではなく、隣の北村、月形町、岩

見沢市、さらには札幌市まで広がっている。

以上の点を小括 したものが、表2-6の

農家経営構造である。虫くいであるが、全

体のイメージを把握するために、調査表の

数字を整理 したものである。この表か ら、

以上のような農外所得がなければ、家計が

やりくりで きない構造になっていることが

明らかになっている。そして、このような

経営構造が、土地改良の特別賦課金、農地

取得資金等の負債を考察していく際の基本

となる。

2)調 査対象農家の類型

22戸の調査対象農家は、厳密に言えば、

次のような異なった性格を持っている。簡

単に言及しておきたい。最初に所属地区に

ついて言うと、12番農家、17番農家、19番

農家は、大富地区ではなく、美唄市中心部

に近い沼の内地区の農家である。この地区

は、基盤整備がなされていない。非土地改

良地域であるため、大富地区と対比するた

めに調査対象にしている。また、1番 農家、

2番 農家、11番農家、21番農家は、今回の

交換分合事業に参加 していない。農家の性

格について触れると、18番農家、20番農

家、22番農家が規模縮小農家で、2番 農

家、11番農家、21番農家が規模拡大を考え

ていない農家である。

あとの農家は、規模拡大志向農家である。

したがって、今回の交換分合事業には参加

していないが、機会があれば、と考えてい

る農家もいるのである。これらの農家は、

経営内容に立ち入ってみれば、二つの類型

に分類できるように思われる。一つは、土

地改良費の特別賦課金を繰上償還して しま

つたか、あるいは、一部 している農家群で

ある。1番 農家、3番 農家、4番 農家、8

番農家、9番 農家、14番農家がそれであり、

そのことが可能であるということは、これ

らの農家の経営構造がきわめて安定 してい

ることを意味する。いま一つは、それ以外

の、特別職課金の繰上償還をしていない農

家群である。2番 、5番 、6番 、7番 、10

番、13番、15番、16番、18番の各農家であ

る。
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表2-2作 目 の 状 況
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表2-3米 の 品 種 の 状 況



表24 農 業 経 営 構 造



表2-5兼 業(農 業被雇用を含む)
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表2-6 農 家 経 営 構 造
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3.農 地賃貸借関係

農地流動化事業の重要な柱であり、しか も

今回の交換分合事業、農地価格の動向にも大

きな影響を与える農地賃貸借関係について先

にみておきたい。

全国的には、農用地利用増進法による賃借

権の設定が急増 しており、美唄市で も、確か

に同法に基づ く農用地流動化は進展 してきて

いるが、その内実はやや全国的な傾向と異な

る。美唄市では、1982年から88年まで賃借権

の設定よりも所有権の移転の方が件数でも、

面積でも一貫 して多い。確かに賃借権の設定

も順調に伸びているが、それ以上に、所有権

の移転も伸びているのである。このことは、

美唄市では、長期にわたって交換分合事業が

取り組まれてきたことの結果を意味するであ

ろう。ちなみに、88年には、農用地利用増進

法 に基づ く所 有権移 転 は59件 、面積 で

10,574aで あり、賃借権の設定は27件、面積

6,516aで ある。

次に美唄市の標準小作料についてみておこ

う(表2-7参 照)。 泥炭地の多い美唄市で

は、収量、土壌条件を加味して、かなり厳密

に農地の等級区分をしているのが特徴である。

等級区分の条件は、収量、土壌の二つの条件

一例えば、1級 地では10a当 たり520㎏ 以上

の収量と沖積土低位泥炭地、但 し道営圃場整

備事業完了地という二つの条件一を備える必

要がある。1級 地と4級 地の間にはかなりの

格差がある。

近年の動向を見ると、75年(こ の年 自体が

前回の公示年度の倍近い上昇である)か ら81

年まで上昇を続け、以後84年まで横ばい、そ

れ以後87、89年 と下降している。この動向は

美唄市の農地価格の動向とほぼ同じである。

さらにまた、この標準小作料、農地価格のピ

ーク時は、大富地区の基盤整備事業の完了時

に照応 していることにも注意 してお く必要が

あろう。

以上の市全体の状況を念頭において、大富

地区の農地の賃貸借について見よう。大富地

区の農地の賃貸借関係の設定は、農用地利用

増進法による農地流動化事業の促進に際 して

も、賃借権の設定よりも所有権移転の方が多

い美唄市全体の傾向に照応 して、非常に少な

い(表2-8参 照)。

その特徴は、9件 の内、5件 までが最近の

ものであることである。その中には、3年 後

の買取り予定の公社が らみのものが2件 ある。

第二の特徴は、小作料が、市全体の動向と同

様に低下傾向がみられるということである。

11番農家(貸 手)の 場合、1992年か ら10a当

たり2,000円 引き下げられる予定になってい

る。今回の調査対象農家の中で、一番借地の

多い1番 農家の場合は、他の農家とやや事情

が異なっていて、10年の長期契約を結び、 し

かも月形町、北村の他町村に出作をしており、

小作料も3万 円を越えている。 しかし、月形

町、北村の借入地は、大富地区より石狩川沿
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いにあり、肥沃で収量も高いので、耕作者に

は、高い小作料だとは考えられていない。

4.交 換分合事業による集団化

1)こ れまでの農地売買の動向

本来、交換分合事業は、その主たる目的が

交換にあって、その際生 じた差額をお金で清

算するというものである。とはいえ、お金で

精算することは、結局農地価格を前提するも

のであり、結果的には農地売買の一種になっ

てしまう。最近では、交換分合による集団化

という場合、集団化のための交換分合と同時

に規模拡大の方もあわせて受けとめられてい

る傾向にある。 したがって、今回の交換分合

事業の正確な理解のためには、調査対象農家

のこれまでの農地売買、その価格の動向を見

ておく必要がある(表2-9参 照)。

この表から、大富地区では賃借権の設定件

数に比較して、農地売買の件数の方が圧倒的

に多いことが理解できる。農地売買がないの

は、今後賃貸借で行 く方針であるという2番

農家、後継者のいない11番農家、21番農家の

2戸 だけである。当地区でも、賃借権よりも

所有権という、美唄市の特徴が良 く出ている

と言えよう。さらにまた、全体の農地売買の

件数に対 して、今回の交換分合事業による農

地売買(厳 密には清算)件 数の比重が非常に

高いことも読み取れる。以上の農地売買を、

1戸 ごとに整理 したのが、表2-10で ある。

調査対象農家全体では、水田の購入が8,143

a、 売却が3,331a、 その他に、原野や堤防

用地などの購入を含めると、差引6,177aの

規模拡大が行われている。一戸当たりでは、

281aの 増加である。 トータルで農地を減少

させているのは、7番 農家、8番 農家、20番

農家、22番農家の4戸 だけである。7番 農家

は、1983年 に負債整理のために他地区の農地

を売却 し、身軽になり、今回の交換分合事業

では、また農地を増加させてきている。8番

農家は、250aを 売却 して、土地改良費を一

部繰上償還 している。20、22番農家は、当面

規模縮小、ゆ くゆくは離農を希望 している。

大富地区の1968年 以降の農地売買価格の動

向を時系列的に示 したのが図2-2で ある。

これでみると、70年前後の10a当 たり30万円

前後の段階から、80～85年 前後の10a当 たり

100万円をピークとして、90年頃には50万円

前後に下落 し始めていることが読み取れる

(なお、表注にもあるように、△は美唄市内

の他地区の売買価格である。この点は重要な

点で後に言及す る。)。 この農地売買価格の

ピーク時は、大富地区の場合、基盤整備事業

の完成の時期に照応している。そしてまた、

85年以降の農地価格の下落は、空知を中心と

する、北海道稲作地帯の農地価格下落の傾向

と同一である。

以上の大富地区の、農地売買の動向を踏ま

えて、今回の交換分合事業の検討に移ろう。
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表2-7 美 唄 市 の 標 準 小 作 料
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表2-8農 地の賃貸借 について
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2)今 回の交換分合事業の実態

まず、今回の交換分合事業の概観にふれて

おこう。対象は、大富地区と、その東に位置

する山形地区で、関係農家数は126戸(内 、

地区外居住者3戸)で 、その関係面積は

694.2haで ある。その内、移動関係分は、面

積が120.9haで 、農家戸数が59戸であり、利

用権関係分は、面積が29.5haで 、関係農家が

10戸である。団地数は、集団化前が296、 集

団化後が230で ある。集団化率は38.8%で あ

り、1団 地当たりの面積は集団化前が2.3ha、

集団化後が2.9haで ある。集団化前後の団地

数別農家数をみると、集団化以前には、団地

数1が39戸 、団地数2が40戸 、団地数3が30

戸、団地数4が11戸 、団地数5が4戸 、団地

数6が1戸 であったのが、集団化以後には、

団地数1が57戸 、団地数2が40戸 、団地数3

が21戸、団地数4が6戸 、団地5が2戸 であ

る。(以 上、 「農用地等集団化(交 換分合)

事業報告書」、美唄市農業委員会による。)

以上の数字から読み取ることが出来るよう

に、団地数は明らかに減少しており、集団化

前後の団地数別農家数でも、団地数1の 農家

戸数は39戸から57戸へと増加 しており、交換

分合事業による農地の集団化は、大きな前進

を遂げていることは事実である。

その中で、移動関係分の面積120.9ha、 農

家戸数59戸分について整理したのが、表2-

11「交換分合による経営面積の変化と団地数

の変化」である。全体として、北海道農業開

発公社の交換分合による減少分35.9haだ け

(約30%)、 農家の交換分合後の所有地は増

加することになる。そ して重要なことは、そ

のように、農家の所有地面積が増大するにも

関わらず、団地数は、減少、悪 くても横ばい

となっている。この点は、今回の交換分合事

業の大きなメリットであると言えよう。

しか し、他方で、その35.9ha分の価格1億

8,563万 円の代金が農家側の負債として残る

という、新たな経営圧迫の問題が発生するこ

とになる。

以上の全体の傾向を念頭におきなが ら、調

査対象農家の分析に移ろう。調査対象農家の

今回の交換分合事業への参加状況の整理が、

表2-12「 今回の交換分合事業の小括」、で

ある。

参加農家の交換分合により、失い又は消滅

する物件、権利が2,113a、 反対に、交換分

合により取得 し又は設定された物件、権利が

4,177aで あり、差引2,064aの 増加である。

団地数は、全体で41団地から35団地へ減少し

ている。その内訳は、規模縮小農家が2団 地

の減少、規模拡大農家が、かなりの規模拡大

にも関わらず、4団 地の減少となっている。

また、通作距離は、交換分合前が20,500m、

交換分合後が13,900mへ と6,600m減 少 して

いる。

具体的な事例として、6番 農家と7番 農家

の事例をみよう。前者では、D地193aとE

地435aと を交換分合 し、差引、経営面積が
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表2 10 農 地 売 買 整 理 表
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図2-2農 地 売 買 価 格 の 動 向
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242a拡 大 している。団地数は3か ら2へ

減少 し、通作距離も1,000mか ら300mと 減

少 している(図2-3参 照)。 後者では、B

地60aとC地64aと を交換分合 し、さらにD

地、E地 、F地 の合計564aを 購入 し、差引、

経営面積が568a拡 大している(図2-4参

照)。 この7番 農家は、全ての農地を宅地の

回りに集合させたことになる。

このように、農地の集団化は、所有権の移

転 において も、また、面的な移動 におい

て も、前進 していることが理解 され る。

しか し、交換分合事業の今一 つの側面、

つ まり、転作の ローテーシ ョンなどのよ

うな、地域的な集団的な土地利用を前進させ

たかという点では、具体的な動きはない。と

はいえ、10ha規模層においては、個別経営内

でのローテーションの確立(米 ・麦の田畑輪

換体制)が 、一部実現、あるいは目標とされ

ており、この点から、今回の交換分合事業を

評価する農家も存在 している。全体として、

農地の集団化事業は、この側面では前進 した

と判断できよう。

次に、今回の交換分合事業の精算価格=農

地価格の水準、さらに、事業に参加した農家

経営への負担の問題に考察を進めよう。

今回の交換分合事業の10a当 たりの農地価

格の水準は、前掲の表2-9、 図2-2に お

いて読み取れるように、50～54万 円前後であ

る。この価格水準は、1980～85年 前後からの

下落傾向、さらには、1988年以降の美唄市内

の他地域の農地価格水準に比較すると(図2

-2の △印) 、やや高い水準にあることが読

み取れる。

基本的には、農業委員会は、売買価格につ

いて、当事者間の協議で決定することを指導

し、率先 して価格を提示することはしていな

いが、こうあれば、との考え方は持っている。

のみならず、それが大体今回の交換分合事業

の農地価格の動向を規定しているといってさ

しっかえないようである。この点に関する、

農業委員会の説明は以下の通りである。まず、

5haの 離農農家がいて、10a当 たり60万円で

売却するとする。そうすれば、譲渡所得額が

3,000万 円で、課税対象額は、控除額800万

円であることから、3,000万 ー800万=2,200

万円である。譲渡所得税は、2,200万 ×0.39

(平成4年1月 以降の住民税分も含めた譲渡

所得税率)=858万 円である。この額を10a

当たりに換算すると、約17.2万円である。 し

たがって、実際の手取りは、42.8万円になる。

他方、交換分合事業にのれば、5,000万 円

までの控除が認められること、買い換え処分

にかかる20%の 譲渡所得税、登録免許税の非

課税等の条件により、売却価格60万円をその

まま得ること力可 能になる。しかし、その価

格では、米をめぐる現在の状況、周囲の地価

の状況を考慮すると、交換に応ずる、あるい

は購入 しようとする農家はいない。また、そ

れとは全く反対に、地価40万円の水準では農

地を担保に債権をもつ農協がやっていけない、
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表2-11 交換分合による経営面積の変化と団地数の変化



表2-12今 回の交換分合事業の小括
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ということ等か ら、60万 円と42.8万円の間を

とって、50万円という設定をしている。以上

が農業委員会の考え方であり、委員会では、

この方式を折衷案方式と呼んでいる。

以上のような考え方には、それぞれの立場

をうまく調和させようとする努力が認め られ

るものの、経済学的な立場からすれば、必ず

しも論理的な説明とは言い難い。農家側から

も、この農地価格の水準に対 して、様々な反

応がある。それらの考え方を整理しなが ら、

その背後にある問題を把握 しよう。

3)農 家の交換分合事業への評価

以上の点を農家側ではどう評価しているの

かを見てみよう。農地の集団化の方から見る

と、集団化と規模拡大を実現した農家の半数

が、農地の集合ができたこと、規模拡大がで

きたことによって、作業効率が上昇 したこと、

コス ト・ダウンが実現 したこと、転作にも好

影響が出たことを指摘 している。この点の評

価はきわめて大きいようである。 しか し、中

には、交換分合事業の欠点として、自分の土

地を一部 はきだす必要があることをあげてい

る農家 もあり、交換分合事業に対する農家の

考え方のばらつ きを示す結果ともなっている。

そして価格水準の問題になると、いくつか

の異なった評価が出てきている。第一は、妥

当だという考えである。5、6、11、13番 の

農家がそう考えている。特に、6番 農家の考

え方がきわめて明快である。平均反収8俵 ×

15,000/俵=120,000円 で、内、経営費は反

当95,000円 、 したが って、稲作所得は反当

25,000～30,000円 で、農地取得資金を十分元

利償還できる金額であるとし、53万 円を妥当

と考えている。5番 農家の場合は、今の価格

で良かったと考えながらも、もっと下がるの

ではないか、高い買物になりはしないか、 と

考えている。13番農家の場合は、交換分合事

業を農地価格の維持に貢献 したとして、評価

している。もし、これがなかったら、もっと

下落 しているはずだ、というのである。こう

いう評価は、数は少ないが存在する。

それとは反対に、現在の価格水準では採算

がとれないという農家 も多い。では、採算価

格水準は何処か、という問題では、二つの線

が出されている。第一は、3番 農家、10番農

家のいう40～45万円の線、第二は、4番 農家、

21番農家がいう30万円、30～40万 円の線であ

る。もっとも、その中間もあり、7番 農家の

35～40万 円の線も出されている。ただし、厳

密にいうと、10番農家の40～45万 円の線も、

本来なら、30万円の1976年の水準に戻ってし

かるべきだが、基盤整備費を上乗せすると、

こうなるのではないか、との主張である。

周囲の話を聞きながら、30万円の線を考え

ている、21番農家の指摘は明確である。すな

わち、現在の50万円の農地価格水準は、米価

が2万 円以上に相当し、現在の米価水準では、

30万円が妥当である、との指摘である。

このように、かなりの農家が(比 重は、 こ
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図2-3 6番 農 家 の 交 換 分 合
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図2-4 7番 農 家 の 交 換 分 合



ちらが多い)、50万 円の水準を割高なものと

考えていることがわかる。今回の交換分合事

業に参加 していない農家の内の何戸かは、そ

のことを念頭において、無理をしなかった、

と答えている。そして、彼等の採算価格より

も高い価格であることの理由を、多 くの農家

は、これ以上下落すると、農協が困るのでは

ないか、と考えている。さらに、農協が下支

えするからには、農地価格は底をうつことに

なると考えている農家 もある。

さて、以上のように、農家の今回の農地価

格に対する、いくつかの考え方を見てきた。

それ らの点を念頭において、その背後にはど

ういう問題があるかを考えてみよう。

一般的な農地価格を求める公式は、地代を

利子率で除することである。今、地代を小作

料、利子率を農地取得資金の金利3.5%と し

て考えれば、美唄市の場合の現在の標準小作

料は、一級地で10a当 たり27,000円、二級地

で24,000円 であるので、それぞれ10a当 たり

77万1千 円、68万6千 円となり、この水準に

比較すれば、今回の50万円という農地価格水

準は低いということになる。かりに、一部に

ある、実勢小作料23,000円 としてみても、65

万7千 円であり、同様の結論となる。 しかし、

実際には、大富地区の場合、賃借関係の展開

は非常に弱く、あったとしても、公社がらみ

のものが多く、購入までの過渡的措置の域を

出ないため、この視角か らの評価はほとんど

出ていない。

次には、地代を農業収益と考える場合で、

自作が圧倒的に多い大富地区では、こちらの

方が実状にあっていると思われる。この場合、

規模拡大をほとんどしていない農家と積極的

に規模拡大をして、諸資金の償還を始めてい

る農家との間には相当の違いが出てくる。

上記の、21番農家の事例が前者の実例とな

ると思われる。すなわち、負債が土地改良区

の300万 円のみの21番農家の場合、減価償却

込みで経費率を80%と すると(家 族労働への

報酬の区分が明確ではないが)、10a当 たり

の米の粗収入が148,500円 なので、マイナス

118,800円 とな り、10a当 たりの収益 は

29,700円 となる。この額を3.5%で 除すると

84万9千 円となってしまう。このことからす

れば、50万円の水準は決 して高い訳ではない

ということになる。もちろん、21番農家がこ

うあるべきだと主張 しているわけではな く、

事例として利用すればということである。

規模拡大農家の場合は、以上の状況と大き

く異なってくる。7番 農家の場合、10a当 た

りの粗収入が14万 円で、経費+資 金返済で

12.2万 円、残りが1.8万 円である。この1.8

万円を3.5%で 除すると51万4千 円となる。

注意すべきは、資金返済、負債償還が農家経

済を大きく圧迫 していること、さらに、この

1.8万 円では家計費がでず(年 間で180万 円)、

別に150万 円の兼業所得が必要になっている、

ということである。こうしてみると、規模拡

大農家にとっては、農業収入で家計費を出そ
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うとするには、もっと低い価格水準でなけれ

ばならないことになる。原論的に言えば、確

かに、農業所得、経済余剰は、減価償却を含

めた投下資本との関連で把握 していくべきで

はあるが、農家の側では、フロー、資金の流

れの中で把握するのが通例で、それはそれで

現実を反映した考え方であると思われる。

以上のような、三つの地価の考え方がある

が、現在、大富地区で支配的なものは、最後

の、規模拡大農家の論理であろう。先の、50

万円は高いという農家の声は、その点を反映

していると思われる。

さて、以上のように、農地価格の問題に資

金返済、負債償還の問題が陰を落としている

ことが理解できる。次に、その資金返済、負

債償還の問題について分析を試みよう。

5.農 家負債について

本節では、以上の展開を受けて、今までの

分析において不十分であったと思われる、農

地取得資金等の農家負担の問題について言及

する。最もこの点の認識の不十分さは、研究

者だけのものだけではなく、肝心の農家、農

業委員会、農協サイ ドにもみられることも事

実である。

ともすれば、農地の集団化等の成果の強調

が主となり、その際に要した農地取得資金な

どの負債が農家経済に与える影響が軽視され

がちなのである。 しか し、北海道のように、

経営面積が大きく、 しか も、空知のように高

位泥炭地を抱えている所で土地改良事業を実

施した地域では、その工事費、農家負担額は

非常に大きいものがあり、その上での交換分

合事業の実施である。その負担は想像以上の

ものがある。大富地区の事例は、その典型的

な事例である。

まず、土地改良事業の負担金についてみよ

う。経常賦課金は別にして、特別賦課金の元

金と金利を整理 したものが、表2-13の 特別

賦課金推計表である。調査農家の内、基盤整

備が実施されなかった沼の内地区の3戸 と、

全額繰上償還をしてしまった4戸 の農家を除

く、15戸の農家で合計9,465万 円、一戸当た

りでは631万 円である。さらに、繰上償還を

最後まで しないで返済をした場合には、15戸

の農家の元利合計で1億4,292万 円、一戸当

たりでは952万 円となる。決して少ない額で

はない。

次に、今回の交換分合事業の清算金額をみ

る。この点は、再び、表2-12を 参照する必

要がある。調査対象農家の内、11戸が清算金

の支払い農家、すなわち、そのほとんどが農

地取得資金借入れによる清算農家である。そ

の合計額が1億5,771万 円である。一戸当た

りで1,433万 円になる。重い負担である。

以上の、土地改良費負担、農地取得による

負債を中心に、農家の負債総額の小括を試み

たのが、表2-14の 農家負債推計表、である。

(ここでは、特別賦課金の金利分は、負債そ
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のものではないので、除外 してある。また、

負債の聞き取 りはかなり難 しい問題 も含むの

で、5番 農家、8番 農家、13番農家、14番農

家、15番農家のように、土地改良費の元金と

交換分合事業分の合計 しか明らかになってい

ない場合や、空欄部分 も多いが、全体像を把

握するためにあえて作成したものであること

をお断りしておきたい。)不 十分な点が多い

表ではあるが、それで もかなりのことが読み

取れる。負債は、今回の事業で428aを 減少

させた22番農家を除いて、全戸にあり、と

りあえず把握できた ものだけで、合計4億

1,077万 円であり、一戸当たりでは1,956万

円にもなる。

個別にみれば、5,400万 円を筆頭に、4,000

万円台が2戸 、3,000万 円台が2戸 、2,000万

円台が3戸 、1,000万 円台が5戸 と、1,000万

円を越える負債を持っている農家が、全体の

半数を越えているのである。正確な負債額は

相当なものと推論することができる。

そのような全体の傾向を念頭において、以

前に指摘しておいた調査対象農家の四つの類

型-① 規模拡大農家(繰 上償還農家)、 ②規

模拡大農家(未 繰上償還農家)、 ③規模縮小

農家、④沼の内地区農家-ご とに事例を見て

いこつ。

まず最初は、規模拡大農家(繰上償還農家)

である。この繰上償還農家は、文字通り、土

地改良費の元金部分を全部、または一部償還

した農家で、規模拡大農家の中でも経営状態

が良好な農家層である。

4番 農家は、今回の交換分合事業によって、

所有面積を一挙に666a拡 大 し、現在経営面

積1,145aと なっている。この農家は、5～

6年 前に土地改良費の工事費分600万 円を貯

金の取 り崩しによって繰上げ償還 している。

4番 農家の1991年の経営収支構造は以下の

通りである。収入面では、米(反 収10俵 ×

15,000円)の 販売代金が1,031万 円、麦の販

売代金が141万 円、その他の販売代金が44万

円、転作奨励金が165万 円で合計1,381万 円で

ある。支出面では、経営費(直 接費の意味)

616万 円、水利費105万 円(経 常賦課金103

万円、特別賦課金2万 円)、 利子支払い67万

円、家計費250万 円、諸資金返済230万 円で

合計1,268万 円となっている。 したがって、

経済余剰額は113万 円となる。4番 農家の経

営面積は1,130aな ので、10a当 たりの経済

余剰は1万 円ということになり、それを3,5

%で 除すと28万6千 円の農地価格となるので

ある。

他方、負債額の方では、繰上償還農家なの

で土地改良資金の方はほとんどないが、今回

の交換分合以前の負債額の合計残高は、総合

資金1,000万 円を中心として、1,424万 円であ

った。そして今回の交換分合事業で、3,187

万円の負債額をプラスすることになる。負債

額は合計4,611万 円となる。

この農家の場合、すでに1991年の段階で、

諸資金返済の合計が230万 円となっており、
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表2-13特 別 賦 課 金 推 計 表
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表2-14農 家負 債 推計 表
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家計費250万 円とほぼ拮抗する様な状況にあ

る。前者の負担がより一層重いものになって

来るであろう。荒っぽい表現を用いれば、年

間113万 円の経済余剰額で4,611万 円の負債

額を背負 うことになるのである。

第二に、規模拡大農家の未繰上償還農家の

事例をみよう。ここでは、先にみた、自宅の

周囲に耕地を集合し、交換分合事業のメリッ

トを享受 した、7番 農家の事例を今一度見よ

う。いわば、その代償の側面の考察とも言え

るか も知れない。

7番 農家も、今回の交換分合事業で568a

を増加 させ、経営面積の合計が1,010aと な

っている。収入面で は、米の販売代金が

1,110万 円、麦の販売代金が180万 円、転作

奨励金が108万 円で、その合計は、1,398万

円である。支出面では、営農費650万 円、負

債償還額400万 円(そ の内訳が諸資金返済が

210万 円、土地改良償還金が190万 円)、 家

計費250万 円(不 足分は、兼業収入で補充)

である。合計で1,300万 円である。したがっ

て、経済余剰額は年間98万円となる。

より厳密に言えば、7番 農家の場合は、営

農費の中に利子支払い分として、103万 円含

んでいるので、負債支払い関係の総額は500

万円を越え、支出額の38.4%を 占めるまでに

なっていることがわかる。この層の農家では、

すでに負債償還額が家計費を大きく上回って

いる状態にある。この点が、先にみた、繰上

償還農家である4番 農家との決定的な差異で

ある。このように、土地改良償還金、特別賦

課金の持つ意味は大きい。

また、4番 農家の場合と同様に、年間経済

余剰額をもとにして、7番 農家の採算農地価

格を推計してみると以下のようになる。7番

農家の経営面積は1,010aな ので、10a当 た

りの経済余剰額は、9,700円 となる。それを

3.5%で 除すと10a当 たり27万7千 円になる。

負債の残高は、これまでの土地改良費元金

が405万 円、機械関係600万 円、プロパー資

金200万 円の小計1,205万 円プラス今回の交

換分合分2,908万 円で、合計4,113万 円とな

る。経済余剰額年間98万円で、4,113万 円の

負債はこれまた厳 しい。農地の集団化の側面

では大きな成果をあげながら、その費用面で

は、このような問題点を抱え込むことになっ

ているのである。

第三に、規模縮小農家、あるいは、離農志

向農家の事例を見よう。本調査対象農家の場

合では、18番農家、20番農家、22番農家がそ

れに該当する。18番農家の場合は、経営主59

歳が身体の調子がおもわ しくなく、後継者も

いないため今回の交換分合で338aほ ど規模

縮小 している。22番農家の場合は、経営主33

歳が、市内の建設会社に勤務で、今回の調査

では唯一の第2種 兼業農家である。今回の交

換分合で、428a規 模縮小 している。

ここでは、20番農家を事例としよう。経営

主は66歳で、後継者がいないため、規模縮小

をしている。交換分合により消滅 した面積が
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236a、 反対に取得 した面積が16aで 、差引

220aの 減少である。自宅から1,800mの 距

離にあった、元の原野の方を手放したことに

なる。1991年 の経営構造(交 換分合前、水稲

作付面積274a、 転作 ・麦作付面積113a、

畑15a)は 以下の通りである。米の販売代金

が400万 円、麦が60万円、転作奨励金が40万

円で合計500万 円である。そのうち、米は経

費(米 の共済代金、公租公課等も含む)が70

%で280万 円、所得が30%で120万 円ほどで

ある。

今回の交換分合では、402aの 内236a売

却 し、200a未 満となる(交 換分合への参加

者はそれぞれ最低200a残 す必要があり)の

で畑15aを31万2,600円 で購入 している(そ

れでも200aに 届かないが …)。 土地の売

却に際 しては、60万円ぐらいが妥当と考えた

が、買い手か ら、 「転作地はブル ド―ザーに

よる整地が必要なので、安くないと買わない

よ」 と言われ、51.5万円で応 じている。交換

分合の魅力は、5,000万 円の控除にあるとい

う。

20番農家の負債は、土地改良費368万 円、

その他(お もに自作農維持資金)40～50万 円

であるが、入金があり次第土地改良費を繰上

償還する予定である。

最後に、沼の内地区の農家について言及 し

よう。12番農家、17番農家、19番農家がそれ

である。沼の内地区は、大富地区より東、美

唄市の市街地により近い位置にあり、基盤整

備事業が行われなかった地区である。その理

由は、地区内の農家の経営規模が小さいため

負担が過重になるので、地元農協が受け入れ

なかったことに起因するようである。 しかし、

全 く何 もしなかった訳ではなく、団体営で、

暗渠排水、客土は実施 している。その際、農

家も出役 したので補助残(40%)は 実質ゼロ

となっており、残債務はない。とはいえ、本

格的な土地改良は行われなかったため、土質

が固くて砕土不可能とか、麦の作付は困難と

いうような事態が出ているようである。

農地価格の動向では、圃場整備事業が実施

されていないにも関わらず、大富地区とそう

大きな相違はない。3戸 の農家の農地売買価

格を見ても、1970年 頃が30～40万 円前後、83

年には87万円とピークを示 し、88年には70万

円まで下落 している。また、最近では50万円

という状況である。その理由としては、市街

地に比較的近い、ということも考え られよう。

農家負債を見ると、12番農家が2,990万 円、

17番農家が1,000万 円、19番農家が1,300万

円というように、圃場整備事業がされなかっ

た分だけ、他の、大富地区の農家に比較 して

少なめである。過去にこの地区で行われた交

換分合事業の際の、土地購入分がそのまま負

債となっている状況である。しかし、負債額

が比較的小 さいとはいうものの、農家の経営

状況は決 して楽なものではない。

17番農家の事例を見よう。経営面積は、水

稲603aで 、転作はゼロである。10a当 たり
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収量は低 く7.5俵 であり、農業粗収入は680

万円である。経営費は600万 円で、農業所得

は80万円になる。兼業所得が120万 円なので、

農家収入は200万 円である。生計費は、250

万円かかり50万円の赤字になる。その分は、

同居している長男、長女から若干補給 しても

らっている様である。その中で、農地取得資

金1,000万 円がまるまる残 り、元利あわせて

で100万 円支払うことは大変な負担である。

6.小 括

これまで見てきたように、交換分合事業は、

大富地区の農地を大きく流動化させ、農地の

集団化を促進してきている。所有権の移動に

おいては、離農、規模縮小農家の農地が、直

接的に、あるいは、公社の媒介を通 じて、規

模拡大農家に移動 している。また、農地の団

地化においても、交換分合以前と以後の団地

数の変化から読み取れるように、大 きく前進

している。特に、規模拡大農家の団地数は、

経営面積が相当増大 しなが らも、減少ないし

現状維持の状況を作り上げている。また、10

ha規模のかなりの農家は自己の経営内におい

て、転作がらみではあるが、米麦の田畑輪換

を実行している。この点では寄与するところ

大であったと評価 してよい。

その反面、交換分合事業は、その清算金額

の水準=農 地売買の価格水準の問題、その負

債額の重さ、という大きな問題を提起 してい

ることもまた事実である。

農業委員会が考えた、折衷案方式による、

10a当 たり50万円の線は、多 くの農家によっ

て比較的高いものとして受け取られている。

そのような評価の基調は、農地価格を割り出

す際の地代、農業収益の内容が、標準小作料

ではなく、また、負債額の少ない、どちらか

といえば小規模な農家の農業収益でもなく、

大規模な規模拡大農家の借金返済を含めた現

金支払後の残余による採算地価がベースとな

っているということを意味する。つまり、規

模拡大農家の資金返済額の重さが収益構造を

悪化させていることをベースにして、地価を

割高なものと認識させているのである。

交換分合事業は、先に指摘 したような、農

地の集積、集団化の前進という側面の他に、

このような負債を規模拡大農家に残 してしま

うのである。

さらに重要な点は、大富地区の場合、70年

代後半に基盤整備事業が行われ、ようやく、

元金部分の返済が開始され、これからピ―ク

に向かう時期にあることである。交換分合事

業、基盤整備事業の負債を中心にして、その

他の負債を加えると、その額は大きくなり、

農家にとって非常な負担となってきている。

そういう状況のもとで、今後の展開はどう

展望できるのだろうか。長期的な展望の問題

としては、やはり農地価格はまだ下落 してい

きそうである。今回、これだけ農地が流動化

したのは、やはり、交換分合事業の種々の特
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典によるところが大きい。 したがって、この

ような特典がなくなるとすれば、規模拡大農

家は自分の採算可能な価格に下落するまで、

模様眺め、という状況になるであろう。とな

れば、負債整理農家、規模縮小農家は売りた

くても売れないということになるであろう。

では、これ以上の下落は何をもたらすかを

考えてみる必要がある。経営規模拡大農家に

とっては、一方では、自己の採算ベースに近

いものになる、という点で、プラスになる。

しかし、他方では、農地価格の下落は、自己

の担保能力を低下させることでもあり、農協、

その他の金融機関からの経営資金の借入れな

どに影響が現れてくることになる。

負債整理農家にとっては、農地価格の下落

は、きわめて深刻な問題となる。つまり、明

らかに資産の目減りを意味するからである。

まして、負債額の大きい農家の場合、土地売

却によっても清算できない場合も出てくる可

能性が十分に考えられるのである。

農協にとってもまた、農地価格の下落はき

わめて大きな意味を持っている。先の例は債

権の焦げつきを意味することになり、そ して

また債権担保の価値の減少につながる。また、

農地価格の下落は、自身の信用能力の減少に

帰結していくこともまた事実である。そうな

れば、当然、組合員への信用供与 も引き締め

ていかざるをえない。

したがって、農協では、その安定 した経営

のためには、農地価格の下落を一定の線で歯

止めをかける必要が出てくる。しかし、良 く

事態を観察してみると、農地価格の下落の大

きな要因が他ならぬ、農協自身の負債農家へ

の離農勧告、農地売却による整理の指導でも

あることがわかる。完全に悪循環になってい

るのである。

農業委員会は、従来から、交換分合による

農用地等集団化事業を積極的に展開 し、1985

年以降は、公社の事業参加(集 合的利用権等

調整事業)に よりさらに前進 しようとしてい

る。と同時に、今回の交換分合事業では、農

業委員会では、農協を中心に地域農業を守る

という観点から、農地価格の下落に一定の点

で歯止めをかけようという姿勢も明確に出し

ている。

これらの方向性は大いに評価されるべきで

あろう。 しか し、客観的な情勢の変化へのよ

り柔軟な対応 も必要とされるのではないかと

思われる。つまり、以前とは大きく異なって、

減反強化、米価引き下げの もとで、さらには、

自由化の帰趨も明確でない時期に、規模拡大

農家の採算水準に合わない価格での交換分合

は、結果的には、これまで比較的安定してき

た上層農家の経営基盤を弱体化させる可能性

もあるのである。
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第3章 青森県下の土地改良された水田地帯

における地価下落と農地流動化

一金木町の事例一

1-金 木町の概況と大規模転作団地

図3-1に みるように、金木町は青森県津

軽半島に位置 し、経営耕地(1990年 センサス

による)2,304haの うち84%を 水田が占める

純水田単作地帯である。表3-1は 戸数、経

営耕地を示したが、1戸 当たりの耕地面積は

1.5haの 水準にある。

しか し、農地の流動化率は県下の水田地帯

のなかでもきわめて高い水準にあり、その結

果、表3-2に よると、昭和60年から平成2

年にかけて経営耕地4ha以 上層に属する農家

の増加率は11.8%と なっていることがわかる。

近年、規模拡大の動きが県下では強い地域 と

して、金木町は特徴づけられる。出稼ぎの町

として も知 られているが、最近では兼業に占

める出稼ぎの比率は低下 し、通勤兼業ととも

に完全離農の形態 も生まれてきている。その

ため、農地の売却や貸付も、その1件 当たり

の面積が大きくなり、農地流動化率が高まっ

ているものとみられる。

しかも特筆すべ きは、金木町農業委員会の

あっせん活動の活発さであり、毎月1回 「農

用地あっせん情報」を各戸にちらしとして配

布 し、農地の売渡 し希望 ・貸付希望(い ずれ

も面積とともに所在地が字名まで表示されて

いる)を 公開して買付 ・借受希望を募ってい

る。あっせんを優先的に受けるには規模拡大

志向農家として認定されなければならない

(稲作の営農類型では目標規模4.5ha以 上)

が、その志向農家に広く農地拡大のチャンス

を与えている。そして積極的に県農村開発公

図3-1金 木町位置図
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表3--1農 家戸数及び経営耕地面積

表3-2経 営耕地広狭別農家

社(農 地保有合理化法人)の 合理化事業に結

びつけ、1件 当たり大規模の流動化でもこな

し、また10年間の貸付、一括小作料の前払い

制を利用 し、今では 「中山間事業」もおおい

にすすめている。県下の合理化事業の水田に

かかわる事業予定枠を、この金木町でおおい

に使うほどに、公社との連携プレ―が良好に

なされているといってよい。

また、金木町はその団地転作の規模の大き

さでも有名である。この金木町の水田農業の

高生産性は、町全体のブロックローテーショ

ンによる団地転作率の高さ(表3-3)に よ

る。この方式はすでに56年から始まっており、

町内の3つ の金木、喜良市、嘉瀬の地区ごと

に連担団地を定め、56年以降1年 ごとにブロ

ックを動か しながら団地転作を実施 してきた

のである。その結果、町全体で86%(昭 和62

年度)と いう高い団地化率を示 しているので

ある。100%に 至らないのは、この地に転作

が定着化したものの、山間の棚田でのバラ転

が一部にあるからである。なお転作対象作物

は大豆と小麦が多い。

地区の転作の実施は転作営農組合が担って

いる(た だ しバラ転は個人)。

転作計画の内容は、圃場整備された水田を

水系単位に用水を止め、水が遮断できる範囲

として計画 している。そしてその団地の転作

実施期間を1年 としている。

ただ し、問題点は、次の年の転作団地はそ

の前年に決めており、長期計画のもとに順次、

ロ―テーションを回 しているわけではないこ

と、そして1年 ごとに転作を動かす理由は、
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表3-3金 木町の転作の実施状況

1)昭 和62年度の状況

2)平 成2年 度の状況

大豆を入れての田畑輪換といった生産力 ・土

地利用視点よりも、全員に転作を回すという

公平視点が強いようにみえる。もちろん団地

転作により、機械作業の効率性などのメリッ

トがあることは確かである。金木町では、水

田利用再編対策第2期 より、町内を旧村の3

地区(旧 金木、喜良市、嘉瀬)に 分け、それ

ぞれで単年度 ごとにまわすブロック・ローテ

ーションを行ってきた。

青森県全体としては固定型転作が多 く、ブ

ロック ・ローテーションが少ないなかで、高

い団地化率を伴いながらの金木町のブロック

・ローテ―ションは大きく注目されたのであ

る。そしてブロック ・ロ―テーションでカバ

ーする比率が大きければ、互助金を上のせ し

た受取額(転 作奨励金を含む)は 低下する。

なぜなら3年 なり4年 に必ず転作が回ってく

るので、お互に互助金を出す必要がないから

である。

表3-4で3地 区の57年度集団転作の10ha

以上の集団転作の 「計」の額をみてほしい。

いずれ もが9万 円以上である。3地 区それぞ

れ独自に互助金システムが異なっているが、

10a当 た り収量を10俵 とみて、米価1万
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8,000円(56～57年)、 所得率を粗収益の50

%と して、稲作所得の9万 円を最低保障する

考え方であることは共通 している。それが、

62年 、63年 になるにつれ、ブロック ・ローテ

ーションを強 く維持 している喜良市、嘉瀬地

区は、その保障額をへ らして くる。喜良市の

場合 、57年 が10a当 た り9万 円か ら、62年

(一般 作物 ・団地転作 の場合)は7万2,000

円、63年 は同額であ り、嘉瀬の場合は、57年

10万 円が62年8万 円、63年7万5,000円 のよ

うにであ る。

もっとも完全にブロック ・ローテー ション

で全域をカバ ーすれば、互助金は、稲作所得

と転作奨励金額(こ こでは転作作物の所得を

みていない計算になっている)に 差があると

しても、全く必要がなくなることが考えられ

る。しかし、平坦のおおい嘉瀬地区の場合で

す ら、地区内の20%の 水田は山つけにあり、

ブロック ・ローテーションのなかにその水田

は加わっていない。そのため今までは転作を

免除されていたのである。63年ですでにロ-

テーションが2回 りした嘉瀬地区では、これ

らの山つけの水田にも63年より転作を割当て

ることになったが、稲作所得と転作の際の所

得に未だ差があり、しかも一律にローテーシ

ョンのみで全域をカバーできないとすると、

表3-4 57年度地区別転作奨励補助金について(特 定作物で10a当 たりの場合)
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最低のラインではあるが、互助金で 「公平」

を保つシステムを残しておかな くてはならな

い。そのために、一部に 「バラ転」のある喜

良市、嘉瀬では、保障額を下げてきたとはい

え、互助システムを完全になくすわけにはい

かない。

一方
、ローテーション・ブロックの比率が

低 く、従来から固定団地のおおい旧金木地区

では、その保障額を下げるわけにはいかなか

った。62、63年 でも9万 円の水準を維持して

いるのである。

そして平成3年 度では、旧金木地区の保障

額は8万5,000円 を維持 しており、スーパー

加算も含めて基本額 ・加算額の合計が5万

4,000円 、その差3万1,000円 を互助金(稲

作の田10a当 たり1万1,300円 の拠出額にな

る)で 埋めることになる。喜良市では保障額

7万2,000円 、差1万8,000円 の互助金に対

して拠出額7,500円 、嘉瀬では7万 円、差1

万6,000円 、拠出金6,500円 となっている。

問題は、低下しつつあるとはいえ、団地転

作を保障するための、稲作分の所得保障額の

高さである。この保障は、転作団地のなかに

含まれた自己の義務転作以上の面積に対 して

なされるだけではない。団地転作内に入った

水田耕作者のうちでどうしても米作りを希望

するものに対 しては、転作団地の外の水田と

の交換耕作をあっせんし、そこでの米作りを

認める。そしてその米作りのために水田を提

供する人に対 して、旧金木町の例でいけば、

8万5,000円 の稲作所得分を保障するのであ

る。この稲作所得保障システムが、金木町で

の高い水田小作料水準を維持 しているのでは

ないかとみられるのである。

のちにみるように、従来の水田小作料は4

俵ないし4.5俵 という高い水準であった。こ

うしたなかで、今では転作率が25%(プ ラス

他用途米分)に のぼり、しかも、転作への基

本額や加算額の水準が低下 し、そして米価も

引下げられるなかで、全体として小作料は下

がらざるをえない状況にある。転作義務を借

地人が負う利用権設定等の借入地では、水稲

作の水田のみを借入れる相対小作と違って、

水田の小作料は水稲作の水田と転作田こみの

平均小作料にならざるをえない。規模拡大が

進み、支払可能小作料水準が高まるとはいえ、

規模拡大のための競争がそれほど激 しくない

とすれば一この時期の金木町での動きもそれ

と同じだと考えられる-、 平均小作料は低下

する環境下にあるといえよう。

それに対 して、交換耕作を希望する農家に

集団転作地の外に水田をもつ貸付希望農家が

もし交換耕作にその水田を提供すれば、8万

5,000円 、すなわち5.2俵(1俵 政府米 ・1

等の価格16,500円 で除したもの)が 保障され

ることになる。この選択肢があるために、水

田貸付農家は従来の高い地代水準を維持し要

求することができるというものである。

しかし、この選択肢はよほど多くの、集団

転作地内の農家が交換耕作を希望 しなければ
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成立 しないわけであり、また希望 したとして

も、それに対応する貸付希望農家の水田がそ

の希望に、位置的に、またサイズからいって、

すぐそのまま適応するわけではない。

調査農家のなかには、このシステムをもっ

て実勢小作料水準がそれほど下が らないこと

の理由にしていた人もいた。 しか し、貸付農

家がむしろ従来よりも増加 している状況下で

は、このシステムは余 り働かず、交換耕作で

水稲作付可能な貸付水田をさがす転作内の水

田経営者が自己の希望する位置に希望するサ

イズの水田を借り易 くなっている状況が、実

際の状況であろう。交換耕作用の8万5,000

円の水準と、それとは別の水田貸付の実勢小

作料の水準が異なるものとして、同じ地域に

併存していると理解するのが、現実に近いで

あろう。

2.土 地改良の進展と地価 ・地代の下落

金木町を調査対象に選んだ理由は、近年、

土地改良(主 に圃場整備)が 完了し、その事

業費にかかわる元利償還の農民負担が重いこ

と、そして土地改良 したにもかかわらず地価

の下落が激 しく進み、かつ実勢小作料 も低下

しつつあること、そしてその状況下で農地流

動化(と くに合理化法人たる公社の介入度合

いが大きいこと)が 進み-売 買、賃借 ともに

一、大規模経営が多 く生まれてきていること

にある。

そして、従来の4～4.5俵 といった高い小

作料の中からその重い土地改良の元利償還金

を地主が土地改良区に払うので、地主が受け

とる純収入としては低下してきているのであ

る。たしかに支払 う小作人の立場からみれば、

元利償還金を含めた形では旧来の高い小作料

のままだから実勢の水準は変化 していないの

だというかもしれない。 しか し、元利償還分

として小作料とは別に認識する形が-般 的に

なってきているようである。

事実、のちの実勢調査にみるように、標準

小作料(10a当 たり4万7,000円)な いし同

等の米2.8俵 相当に近い3俵 分のみを小作料

として分けて払い、元利償還は地主が別途支

払う形 も出てきている。

もっとも、元利償還がかなり早 くから進み、

工事費 も初期に施行 した地区では安いので、

元利償還負担が相対的に低い地区 も同じ金木

町内にはある。そこでも従来の4～4.5俵 を

実勢小作料としている所もあるのだから、そ

うスムーズに小作料水準が低下しているわけ

ではない。 しか し、平成に入って以降の小作

契約、とりわけ10年一括前払いの公社介入の

貸借では、小作料の 「先安」を見込み、標準

小作料に近い水準で小作料を決め、かっその

場合でも土地改良の事業費の償還金は地主負

担(水 利費や維持管理費は小作人負担だが)

となっているケースが多 く出てきている。4

～5年 前までの10年-括 前払いの小作契約で

は、形式上の小作料は標準小作料だが、実勢
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小作料水準との差を小作人が上のせ して払っ

ている(土 地改良区の事業償還金は地主がそ

の中から払う)形 とは違うのである。

このようにみると、土地改良をすれば地価

や地代を絶対的に上昇させるという一般にい

われている考えの誤り(こ の点は私が再々指

摘しているのでくり返さないが、興味のある

方はさしあたり家の光協会 ・梶井編「農業の

基本法制』平成4年 の拙稿 「農業 ・農村と土

地改良の改革方向」を参照 してほしい)は と

もかく、土地改良の重い事業費の元利償還負

担を地主が負担するとしても、実勢地代は独

自の論理で低下 して くるかのようにみえるの

である。

土地改良後に、地主が償還金分を従来の地

代に上乗せするのは理論的に間違いである。

もちろんどのような土地改良された農地 も、

技術水準を一定とすれば、経営にとって未整

備の農地よりも相対的に良化 していることは

確かである。そして土地豊度を高めるような

土地改良であれば相対的に未整備の農地より

も格差分の地代を上げる可能性はありうる。

しかし、規模拡大に利するような圃場整備等

の土地改良は、経営資本の改良による利潤増

のため、それが地代増にそのまま直結すると

は限らない。ましてや、問題はあくまでも相

対的なものであり、農産物価格が低下し、利

潤が縮小すれば、剰余の剰余として地代の絶

対水準は低下することは十分あるし、地価 も

絶対的に下落するのである。

そして全体として利潤が縮小し、規模拡大

によるメリットも薄れて、規模拡大経営間の

拡大競争が弱くなれば、地代下落は価格低下

による利潤縮小と併行 してあ られる。地価は

それ以上のスピ-ド で低下する。

しかし、農地を借 りてもらうには従来以上

に圃場整備 しなければならない。土地改良を

地主が怠れば、誰も借りてくれず、耕境外に

なってしまう恐れがある。その意味で、地主

負担の土地改良がなされるとともに、そのコ

ス トとしての事業費の元利償還支払い開始と

ともに、実勢小作料の低下 も同時におこるこ

とはありうるのである。この点を、金木町で

検証 しておきたい。調査対象地に選定 したひ

とつの理由である。

しかし、土地改良は圃場区画も大きくし、

規模拡大農家も、兼業 しなが ら水田を経営す

る農家も、いずれもその物的メリットを強調

している。負担が重いといわれるこの地域で

の土地改良 も、その必要性を強調する人は多

く、不要と答える人はいなかった。だがその

負担は実際重い。表3-5に よれば、平成3

年度の小田川土地改良区の、地区内ではその

負担が大きい地区(及 び金木町関係分-た だ

し調査農家は大部分は小田川土地改良区に所

属するが、部分的に隣接の別の土地改良区に

一部の農地をもつものもいる)の みの、負担

水準を示 した。高い所で年間の負担が10a当

たり3万1千 円を超えるが、これが ピーク時

を迎えれば、県圃金木北部(県 圃とは県営圃
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場整備事業の略)で は、平成11年 で4万

1,000円 、県圃中里南部は平成15年 で4万

6,500円 となることが予定されている(い ず

れも昭和63年11月 現在で、その後の 「平準化

事業」で ピークが崩され、その分、償還年数

が長 くなる変更が行われている)。

なお、土地改良負担で、事業費の償還負担

は地主、水利費は借地人 といった分け方をす

ることが よ くあ るが、表での県圃金木北部の

場合、事業費の償還負担は償還の計(18,285

円)と 国営(4,085円)、 運営 事務費(2,415

円)の 総計24,785円 、水利費 は管理費の計

6,980円 、 とい うように区分するよ うである。

ただ し、 これも人によって区分は違 うようで

表3-5平 成3年 度小田川土地改良区地区別10a当 たり賦課基準額(平 成2年 度比較)
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あり(も ちろん地区が異なれば数字そのもの

が変わるが)、 水利費を管理費のなかの用水

施設(県 圃金木北部では4,675円)分 だけに

したり、あるいは経常費として運営事務費分

だけをみる人もいるようである。

そして現在の時点での事業費の残債務(事

業のために土地改良区が農林漁業金融公庫か

ら借入れた債務で、償還 した分をさしひいた

現在の借入残高)を10a当 たり地区ごとにみ

ると、表3-6の ようになる。これは圃場整

備及び他のものも含めての償還すべき全体の

残債務だが、地区により異なる。これは事業

の内容、開始し完了 した工事年度、償還開始

年度等により、その額は変わるからである。

大きい所で25万円を超えるが、なおこの額は

毎年度戸別にはその情報が伝わっていないよ

うである。最終的には、この残債務(例 えば

経営の倒産、あるいは転用の場合)は 、土地

改良区の組合員が負うべき負債であり、農家

もまた農協 も他の負債と同 じように経営管理

すべきものである。

土地改良の残債務は土地につ くものであり、

組合員の残債務といっても、次の購入者なり

借入者が負担すべきものだから、他の負債 と

全 く同じ性質のものというものではない。

しかしこの残債務 も、 もし滞納すれば固定

化負債 となり、また延滞利子もつ く。そうし

た農地を知らずに購入 したとき一抵当権設定

の農地を、抵当権をはずすことを要求 したり、

その状況をみるために法務局に行って登記簿

表3-6平 成3年 度小田川土地改良区

残債務総額

での確認はどの購入者 もするが一、どうなる

だろうか。実際に小田川土地改良区にも、昭

和53年以来の累積で716人 、935件 、6千 万

円(平 成2年 の単年度分で2,900万 円)の 未

収分がある。これは賦課金としての未収分だ

から、残債務にすればはるかに大きい。昭和

59年1.4haの 水田を購入 したとき、2年 後に
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判明したことだが、10万円の延滞金がついて

いたという調査農家(3番 農家)が あった。

わずかではあるかもしれないが、購入時には

知らされていず、不本意だったがその半分を

負担 したという。その後は、農地購入のとき

は必ず土地改良区を訪れ、チェックしている

という。平成2年 に90a購 入 したときは、延

滞分と利子とで計400～450万 円あったこと

が判 り、それを売り手が消したのちに始めて

購入 したという。通常の残債務はすべて受け

ており-こ の地域では残債務は購入者が継承

するのが当然であると考えられており、また

土地改良区はそうした残債務の繰上償還は受

け入れていない一、あくまでもコゲツキ分だ

けである。土地改良区の話では、農地売買に

先立って、多 くの人が自ら土地改良区に来て

調べるようになったとのことであり、また公

社の合理化事業を使えば、必ずそれをチェッ

クして 「消しておいてくれるので安心だ」と

する農家も多い。公社の場合、抵当権つきの

農地 もその解除を要求しており、抵当権が外

せなかった農地の貸借分は公社が扱わず、利

用権設定になった例が、今回の調査でも報告

されている(15番 農家の例)。

そしてまたこの土地改良にかかわる残債務

で、賦課金を滞納 していた組合員が年金を受

けるために第3者 に経営移譲 した一 この場合、

土地改良区の組合員名義 も変えることになる

一例があるが、移譲を受けて使用貸借でその

改良農地を利用 している第3者 は滞納分につ

いて払おうとはしない。土地改良区としては

まだ所有権をもつ旧組合員に対 してその改良

地の差押さえに動かざるをえないかもしれな

い。

また親子間の経営移譲で、借り受けた子供

の方が(組 合員名義は子供の名前になってい

る)賦 課金を滞納しているケースもある(2.5

haの経営だが、5年 間で延滞利子を含めて

500万 円の滞納がある)。 この場合、農地の

借入者たる子供の滞納に対 して、使用する親

名義の農地を差 し押さえることができない。

それに対しては、税につ ぐ位置を土地改良法

で与えられている土地改良区の賦課金回収の

ために、転作のための助成金を市か ら直接、

土地改良区が受けとることで回収する、とい

った方策が考えられる。しかしそうした面倒

なことを避けるために、多 くの府県の土地改

良区は、利用権設定の場合でも、組合員の名

義を地主のままにしてある。最終の差押さえ

手段をもっていたいか らである。

しかし、組合員名義をどちらにするかは、

土地改良法上の耕作者主義の原則があるもの

の(筆 者は基本的にこの考えを支持している

が)、 各種の例が出てきている。上記でみた

ように、土地所有者主義をとる土地改良区が

多いものの、年金受給資格に関連する経営移

譲の場合には借地人に名前を直さなければな

らない。 しか し、3番 の調査農家の場合、

1.4haの 借地(利 用権設定)は すべて地主名

義だが、同じ昭和59年か ら始まった借地50a
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は利用権設定で公社が仲介中間保有する形式

をとつており、10年間の小作料の一括前払い

方式をとっている。この公社仲介分は借地人

たる3番 農家が土地改良区の組合員となって

いる。なお、-括 前払いの場合、地主が組合

員のこともあり、話合いで決めているようで

ある。中山間事業による貸借の場合は、いず

れも未来の買受け人である現借入者が組合員

になっている。合理化法人たる公社はいかな

る場合でも、公社が土地改良区の組合員にな

ることはないし、土地改良にかかわる賦課金

を負担することはないようである。

そして3番 農家のケースだと、利用権設定

されている農地で土地改良区の組合員は地主

であるにもかかわらず、賦課金の請求書はす

べて借地人に来ているという。そのため1 .4

haの場合は小作料が5俵 だが、賦課金を土地

改良区に小作者が払い(す なわち結果として

小作料から賦課金を差 し引いたのち)、 残余

を地主に小作料として払う。だが公社の場合

は、公式上の小作料は3万6,000円 だが、実

際は4俵 分(今 の米価 ・政府の1等 米で6万

6,000円)払 っている。すなわち3万 円上の

せしでいる。その3万 円のなかに土地改良の

賦課金も含まれていると小作者は考えていて、

組合員たる小作者がその中か ら土地改良区に

賦課金を払 っている。だがこの場合は、地主

には土地改良区か ら一切の通知がいかず、新

規事業の同意 も借地人あてのみに来たので、

その後のことも考えて、地主の所へ説明にい

ったという。あとあとのこともあり、あくま

でも小作料のなかで賦課金を負担してもらう

考えなので、実勢小作料が下がれば、その中

か ら賦課金を払い、残 りが地主へ行 くからで

ある。

なおこの点はのちに最近の貸借事例をみる

と、実勢小作料が急速に下がっているが、そ

の下がった小作料のなかから地主が賦課金を

負担するケースが多 くでてきている。これは

のちにみることにしたい。

土地改良区が賦課金の請求をどちらに出す

かは、貸人と借人との話合いによるという。

そしてこの土地改良区では、維持管理費なり

水利費に相当する経常賦課金と、事業償還金

に相当する特別賦課金という区分を設けてい

ない。一本なのである。そのため、経常は借

人に、特別は地主に、という請求書の宛先を

分けることはできない。そういう要求もある

ようだが、計算の内容(前 掲の表3ー5参 照)

は両者にみせるものの、分割はしない。領収

書も分けてほしいという要請もあるが、して

いないようである。

3.調 査農家にみる地価と地代の状況

本節以降は、金木町での面接ききとり調査

の16戸の農家(う ち2戸 の離農農家も含む)

の内容を主に、分析を進めよう。すでに調査

農家の農家番号を用いながら事例紹介を前節

までに行っているが、以下の表でその調査農
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家番号が示される。

まず表3-7で 農家別の農業従事者および

負債残高、そ して表3-8で 経営規模の内容

を示した。農家番号は経営耕地規模の大きい

ものか らつけ、この番号は固定されている。

表3-7に よると、最大規模の1番 農家が常

勤雇用を2名 、4～10月 に雇用 している以外

は、いずれも家族労働、それも夫婦2人 を主

に、補助の家族労働ないし若干の臨時雇用を

用いて、かなりの経営規模をこなしている。

2戸 の離農農家を除いては、最低でも5.35ha

の田畑の合計経営面積をもち、金木町全域か

ら水田規模の大きい農家を対象に選んでいる。

ただ し、土地改良が最近終了 し、事業費の償

還が始まった、土地改良の残債務と毎年の面

積当たり賦課金の大きい地区の農家を主に選

択した。

なお、労働力についていえば、基幹的な農

業従事者(2人 のうち1人 のケースが多い

が)、 冬期間の雇われないし出稼ぎに出てい

る。規模の大 きい3戸(そ れぞれの経営規模

は36ha、20ha、16.8ha)を 除いて、兼業所得

をえている。また規模の大きい層では作業受

託、調査した農家の中位以下ではハウス栽培

が導入されているのがわかる。

そして長期負債をみると、十分に正確な調

査とはなっていないが、この間の急速な農地

取得を中心に借入金が多 く、例えば3番 農家

でみると、農地関係の借入金残高が2,600万

円、これに対 して農業売上高が2,275万 円と

なっている。土地改良区については、毎年の

賦課金支払額は認識しているものの、残債務

としてはどの農家も把握していないので、そ

の額が不明である。しかし、10a当 たり25～

30万円前後はあると思われるので、所有水田

のすべての面積ではないにしても、10haで計

算すると2,500～3,000万 円近 くの負債をさ

らにおっているはずである。これ らを合計す

ると、農業売上の数倍の規模に、借入残高は

達 していることになる。

調査農家により、農地関係の借入残高の大

きさにバラツキはみられるものの、かなりの

多額の水準になっている農家が多い。そして

土地改良負担は、そうした今までの借入金の

多寡にかかわらず、一律にその面積に応 じて

債務がのったことになる。収入に対 しての負

債の大きさを全体として底あげさせたことに

なる。この分を、土地改良された農地の一層

の規模拡大によるメリットで、米価低落傾向

のもとでもなお、返していけるかが、現在、

各経営に問われているのである。

なお、表3-8の 転作面積は、各経営でそ

の水田に対する比率がマチマチだが、これは

すでにのべたようにブロック ・ローテーショ

ンを各地区ごとに組んでいるので、その年で

転作面積が異なるためである。

規模拡大の動きは、最近になって強まって

きている。表3-9は 、各農家別に売買年次

別のそれぞれ1件 当たりの面積をのせたもの

である。15番農家の売却の1件 を除いては、
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いずれ も購入である。離農農家の15、16番 も、

今では貸 し付けて農業を行な っていないが、

売却を基本的に していない。 しか も数年前ま

では購入 もしていたのである。

これ らの購入の水田のみを年次別に合計面

積で とらえてみ ると以下のようになる。昭和

30年 一70a、36年 一80a、40年-30a、43年

-78a
、45年 一25a、47年-45a、50年-53

a、51年-160a、52年-282a、53年 一176

a、55年-83a、56年-165a、57年-167a、

58年-326a、59年-261a、60年 一448a、

61年-373a、62年-139a、63年 一90a、

平成元年-418a、2年-230a、3年 一395

a、4年 一90a、 となっている。昭和50年 代

始めにひとつの購入の山があ り、56、57年 と

回復 して、58年 以降高い水準(昭 和63年 は少

ないが)が 今に至 るまで続いて いる。

もちろん これはききとり調査であ って、古

い売買物件ほど記憶が うすれ思 い出 しに くい、

という偏よ りはある。そ して年次を思 い出せ

ない物件 も多 くあるので、 この数字は絶対 的

な ものではない。あ くまで も傾向をみるため

の ものであ る。

そ して売買物件を年次別 ・価格水準別 に1

件 ごとに図で示 したのが、図3-2で ある。

高いものだ と、53年 の10a当 た り230万 円、

60年 の260万 円もあるが、全体 としては農業

委員会の達観 した価格に沿 ってゆるやか に下

落 して きている。 しか し、63年 以降急速 に低

下するが、む しろ購入量は高い水準にあるよ

うである。第1章 の北海道の水田全体の売買

量が、地価の下落にもかかわらず横ばいであ

ったのとは状況が違うようである。農業委員

会の達観価格は、50年前後200万 円、51～52

年180万 円をピークにして、54年、55年150

万円、56年、57年145万 円(対 前年比97%)、

58年、59年140万 円(97%)、60年135万 円

(96%)、61年 、62年130万 円(96%)、63

年120万 円(92%)、 平成元年105万 円(88

%)、2年100万 円(95%)、3年90万 円(90

%)、 となっている。最近5年 間では、61年

の130万 円か ら平成3年 の90万円まで下落 し

て、その下落幅は40万円、1年 に して平均8

万円(62年 の130万 円価格の6.2%)と なっ

ている。

もっとも図をみると、まだなだらかな価格

下落のとき(54年 から62年にかけて)は 、実

際の売買価格事例には幅があり、 しかも多 く

は農業委員会のそれを上回っている。そして

価格下落が激しくなった平成元年以降では、

むしろ実際の売買例は、その幅を縮小 しなが

ら農業委員のそれを逆に下回るものが増えて

いる。最近ではかなり安 くなけれは購入 しな

いのであろう。

だがこうした強気の購入 も、さらに地価の

下落が見込まれる現状では、少 しく弱まって

借入にその重点がシフトしている。

それをみたのが表3-10の 借入地、貸付地

の状況である。現在借入れないし貸 し付けて

いる農地の、借入 ・貸付の開始年次別に各戸
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表3-7農 家別労働力及び負債状況
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表3-81990年 時の各戸の経営面積
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ごと整理 した ものであるが、 これを開始年度

別に借入面積の合計をみると、以下のように

なる。昭和52年-105a、53年-47a、57年

-37a 、58年-42a、59年-511a、60年-

328a、61年-214a、62年 一160a、63年

-101a 、平成元年-495a、2年 一268a、

3年-1,316a、4年-153aと なっている。

昭和59年 頃か ら借入れが急激に増え、 とくに

平成に入 って以降の借入れ面積 は大 きい。地

価下落が急な時期に、借入れが大 き くのびて、

昭和62年 以降では借入れ開始面積がそれぞれ

の年の購入面積を上回っている。徐々に貸借

に、 この金木町で もシフ トしていることがわ

かるのである。

そ して小作料の水準、小作の契約内容 もお

おいに変化 して きている。標準小作料 はこの

間そう大 きく変化はしていない。昭和55年 で

上 田10a当 たり4万7,000円(想 定収量690

㎏)、 中田4万3,000円(600㎏)、 下田4万

円(540㎏)、58年 も同水準だが、61年 は土地

改良がかな り進んで きたので、改良済み水田

は4万7,000円(660㎏-自 主流通 米志 向を う

けて単収の低下を前提 にした)、 中山間の未

整備水 田は4万 円(600㎏)と している。そ し

てこの水準は平成元年で も変えて いない。

だが実態 は大 きく変わ って きて いる。昭和

52～53年 に開始された小作では、10a当 た り

4俵 ない し4.5俵 が一般 的な水準であ った。

そ して、57～58年 以降で も4～4.5俵 であ り

相対か ら利用権設定に変わるものが出て くる

が、実勢小作料はその水準にある。59年から

は公社の10年間小作料一括前払い方式が多 く

導入され、安定的な借入と、一括 して大規模

な農地の貸付という状況が促進される。ただ

その形式上の小作料は3俵 ないし3.5俵 、あ

るいは標準小作料ないし若干それを上回る額

にしているが、これらの小作料と実勢小作料

との差は別途小作人が負担しているのである。

この形は今でも続いているものが多い。ただ

し、この時期から多 く始まる土地改良事業の

負担で、事業償還金と利子、そ して水利費は

いずれ も地主負担となっている。一部に水利

費は借り手負担もあるが、少数である。

そして、この形は平成に入っても、余り変

わらない。なかには4俵(今 の政府米1等 の

米価16,500円 だと6万6,000円)で はなく6

万円の定額で公社の10年にのせるものもあり、

さらには5万5,000円(61年)や 標準小作料

(63年)の 事例も少数ではあるが出てきてい

る。そして平成元年、2年 では、利用権設定

で実質4俵 、形式4万7,000円 の標準小作料

が多いが、実質6万 円の事例も増加 してきて、

平成3年 になると、実勢3.5俵(5万8,000

円)、 形式4万 円、あるいは5万 円の事例も

あらわれてきている。

もっとも平成3、4年 でも4俵 水準や、標

準小作料だが土地改良負担分は借り主負担の

ために実質4俵 ないし4.5俵 分(7万5,000

円)に 相当するものを負担 しているものもい

る。しかし、実質的な水準が下がってきてお
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表3-9農 地取得(お よび売却)の 状況
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図3-2調 査農家の10a当 た りの農地の年次別売買価格の事例



り、標準 」、作料の支払いで土地改良関係負担

は地主(た だ し水利費は借り手負担)と いう

水準に徐々にではあるが重点が移 りつつある。

この傾向を推し進めるのに役立ったのが、

平成3年 以降の中山間事業で、この場合、5

年後の買い受け予定者が5年 間は標準小作料

を負担し、その間に経営力をっけることが期

待されている。その小作料が標準小作料なの

である。この5年 分の小作料は5年 後の売却

価格から差し引かれることになっている。ま

た土地改良関係の負担はすべて予定買い受け

者がになっている。

もっとも5年 分の小作料23万5,000円(こ

こでは金利をみていない)で 、93万円ないし

95万円、97万5,000円 の公社の予定売りわた

し価格から差 し引いたときに、5年 後の実勢

の水田売買価格とどのような関係にあるかが

注目される。先にのべたように、62年から平

成3年 までの5年 間の下落幅は40万円だった

から、この下落スピ― ドだと標準小作料だけ

では埋まらない。地価の標準小作料利回 り

(地価を130万 円として4万7,000円 の標準

小作料を除すと3.6%一 農地取得資金の貸付

利率に相当しており、均衡水準にある)よ り

は、地価の下落スピー ドが早いのである。地

価を90万円として標準小作料を除せば、5.3

%に なり、この利回り水準は安定的な水準で、

今までのような大きな地価下落スピ― ドはな

いとも予想される。

農家のなかには80万円の線を下げどまりと

みている人 もいる。しかしもし米価の引下げ

で地代がさらに下がると予想されるとき、地

価はどう期待されるだろうか。

標準小作料をRと して、その利子率を上述

の5.3%と しiと しておこう。そして地代の

予想下落率を毎年2%(1年 目は940円)と

すれば、以下の式が描ける。

地価P=R/(i+下 落率)

=47 ,000/5.3%+2%=64万4,000円

もっともこれは擬制であり、地代の下落率

が米価の引下げ率とそのまま連動するわけで

はないし、その下落が2%の 水準で永 く続 く

とも考えられない。だが転作助成も低下す る

なかで、この方向で推移するとすれば、地価

の下落テンポはかなり高いことも予想される。

しかも先安が見込まれれば、実需要 も冷えて、

買えるものも当面は借地で時間をかせ ぐこと

になる。

ましてや今までの農地取得のための借入金

が大きく、土地改良も含めての毎年の元利償

還金が、農家経営の現金収支を圧迫し、キャ

ッシュ・フローの残余が少なければ、これ以

上の農地購入はむずかしい。そうした状況の

もとで地価の下落が進み、中山間事業の政策

効果を上回ってしまうおそれがなきにしもあ

らずである。中山間事業のもつ経済政策的意

味は大きいのだが、環境がそれ以上のスピー

ドで進むことが考えられるのである。

ひとつの方向としては、中山間事業の内容

の検討とともに、借入金の償還年数や金利条
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件を改善 して、元利償還圧力を弱めることは

考えられよう。また、土地改良事業の残債務

をひき下げることも、また同じことだが、受

益者負担率の引き下げを考えることも必要で

ある。改良水田の地価か ら残債務をひいたと

き、未整備水田の地価を下回るという事例は

全国的にかなり出てきている。土地改良効果

が償還年数より長いのであれば、そ うした

「地価の逆転減少」は一時的におこることは

ありうるとしても、借入金を多くもつ購入希

望者は、改良農地に手を出しにくい。規模拡

大にとっては区画された改良水田のほうが望

ましいが、 しか し、 もしある程度区画された

未整備田があればそちらに手を出すこともあ

りうる。ますます改良水田と未整備田との地

価格差が縮小することになりかねない。土地

改良が必要であっても、誰も事業に積極的に

ならなくなる恐れがあるのである。

金木町では未整備は50～60万円(75～80万

円という人もいるが)と いう指摘があり、整

備田の90万円と比べて、その差は土地改良水

田の残債務の大きな地区のそれに相当する額

である。だから逆転に至ってはいないが、他

地区と同様、その可能性があることは指摘 し

ておこう。

4.規 模の拡大と縮小のいくつかの事例

規模拡大農家のうちで、作業受託を進めな

がら農地借入れ、そして購入へと結びつけて

いる農家が上層に多い。 しか し地域全体とし

ては、水稲の作業受委託はそれほど多 くはな

く、また組織化されているわけではない。1

番農家は、水稲作業で耕起-田 植を3～4ha、

収穫-乾 燥を25ha、乾燥のみを2～3ha分 、

そして小麦を収穫～乾燥で75ha、播種を5ha

受けている。家族経営の再生産の下限規模を

12haの水準におくとする農家があったが、こ

の1番 農家はそれとは考えを異にしていた。

昭和62年頃に自作地や借入地を して作業受託

あわせて40ha規模を目ざしており、雇用を前

提にして考えていたのだが、現実にその規模

に到達している。他の規模拡大農家と異なり、

集落にこだわらずに、広域的にその拡大対象

を広げている。

2番 農家 も作業受託を昭和40年前後か ら始

めており、その縁で購入に切りかわったもの

が多い。また売却農家には各種の負債整理

(住宅も含む)が 契機になっているものが多

いという。

だが規模拡大の結果の負債の重荷は大きく、

3番 農家のケースでは、農業売上2,275万 円

(うち米2,075万 円)だ が、農地関係の借入

残高が2,600万 円、これに対する毎年の元本

返済が265万 円、利子63万 円の計328万 円と

なっている。これに加えて土地改良区の賦課

金が毎年264万 円(ピ ―ク時の平成5年 には

420万 円)あ るので、計592万 円、農業売上

げの26%を 占めることになる。購入農地は資

産になっているとはいえ、キャッシュ・フロ
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-か らみれば
、負債の重荷は大きなものであ

る。

同じ事例だが、7番 農家の場合、10a当 た

り11俵とれるとして米の売上げを17万6,000

円とする。これに対するキャッシュ ・フロー

は肥料 ・農薬等が4万 円、土地改良区の賦課

金3万 円、負債の元利償還3万3,500円 、こ

れらを差 し引くと7万3,000円 である。所得

は売上げの42%に なる。賦課金や元利償還の

かわりに、機械の償却費だけでみれば1万 円、

これに利子や土地改良区関係の償却分をみて

も、この方式による所得分は上述の7万3,000

円よりは大きいはずである。 しか し収支の計

算よりは、キャッシュ ・フローのほうでさき

にまいってしまうのである。

インフレ経済下で、しかも徐々に米価が上

昇するなりせめて横バイでもあれば、キャッ

シュ ・フローもいずれは先になって楽になる

見通 しがあったが、今では償還 し切るまでは

その重圧が続くことになる。

一方、離農農家は、父親の死亡を契機に完

全な貸付農家に平成3年 に転 じた15番農家、

平成3年 に公社の10年一括小作料前払い方式

をとり入れて青森市に16世帯分のアパー トを

経営して離農した16番農家のケースがある。

いずれも小作料-括 前払い方式を有効に利用

している。 しかも、小作料は通常秋に入るも

のが早期に得ることができ、投資用に使えた

のである。16番農家の場合、前からアパ― ト

経営にのり出していて、今回の一括前払いで

従来の借入金の返済と6世 帯2棟 分のアパ―

ト建築にあてるという。 しか し土地改良区の

賦課金は毎年かかってくるので、これにはア

パー ト経営の方からあてざるをえないであろ

う。
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表3-10現 在の借入地、
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貸付地の状況
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第4章 ま と め

各章の所ですでに結論部分にあたるものや

とりまとめ、あるいは問題提起を してきたの

で、ここでは残された課題について簡単に記

しておきたい。なお紙数も尽きているので、

主なる点に限定せざるをえない。

地価の下げスピー ドが早い地域では、地価

の先安感 も働いて、規模拡大の契機であるに

もかかわらず、また実際に購入 しうる力のあ

る経営が存在 していても、購入に手を出さな

いために、一層下がる(あ るいはなかなか下

げ止まらない)傾 向をもっている。

もっともその分、借入れの方向に農地流動

化はシフトしているで、規模拡大の傾向がそ

れを直接の原因として弱まるというわけでは

ない。だが、地価が下落 しているために、こ

れらの大規模経営の資金調達力が落ちること

が考えられる。

しかしそれ以上に重要なことは、土地改良

を行っている地域です ら、この傾向が顕著に

あらわれ、土地改良区を経由しての事業費の

償還に対応する残債務が、今までの農地取得

資金等の借金の残高につけ加わることである。

実質的な借入金の増加である。そのため経営

にとつてキャッシュ・フロー面で苦 しくなり、

また地主側は小作料の低下傾向のもと、事業

償還が苦しくなっている。あるいは苦 しいた

めに、小作料の低下のテンポが地価ほどに進

まないことがみてとれる。

そのため必要なことはみて知っており、そ

の物的メリットがあることをみな認めていて

も、誰も-地 主も借地人も-土 地改良を積極

的に言い出しにくい状況にある。

その意味で、地価の下げスピ― ドをコント

ロ―ルし、農地流動化も貸借だけではなく、

土地購入 もそのなかに入れるとすれば(す な

わち地価と地代とが適正な利子率を介 して均

衡 している状態になる)、 合理化法人たる公

社の 「担い手確保」や 「中山間事業」の重要

性がもっと認識されるべきである。

もちろん、土地改良の受益者負担のあり方

も改善されるべきであろうし、他の諸条件に

ついても検討されるべきであるが、同時にこ

の2種 の事業が地域の土地市場に決定的な役

割を果たすためにどうあるべきか、さらに検

討が必要であろう。そのことは合理化事業の

もっ意義についてもあらためて、その深さ、

広さを認識させることになろう。

この2つ の事業は始まったばかりだ し、そ

れが地域の実勢地代、実際の地価動向に対 し

てどれだけ規定力をもつか、逆にそれを上回

ってさらに地価下落が進むのか、さらに地域

の実態調査か らの検証が必要と思われる。そ

のことが、本調査の課題である所の地域の農

地流動化の量、方向についても明らかにする

ことになろう。また、土地改良は重要な農地

流動化の契機になるものだが、今ではその負

担の問題があり、流動化にスムーズに直結す

るわけではない。それとの結びつけも、さら
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に検討を加えたいところである。

土地改良後、さらに交換分合事業を進めた

美唄市では、たしかに流動化と団地化が推 し

進められ、土地改良が本来果たすべき機能を

達成 したことになる。 しか し、そのことは規

模拡大農家に、同一時期に一律に負債を大 き

くおわせることともなり、今後の堅調な発展

につながるかどうか、フォロー ・アップが必

要のように思われる。

最近の土地改良事業の手法に、負担率の低

減と流動化率をリンクさせるものがある。こ

れが、負債の動向、そ して地域の地価、地代

の動きにどのような影響を与えそうか、こう

した課題についても検討と調査を必要とする

であろう。

(付記)

最後に、調査に協力いただいた農家、関係

の農業委員会、農協、土地改良区そ して公社

に心か ら感謝の意を表 したい。なお、本調査

には、北海道大学 ・坂下助教授、北海道農業

試験場 ・仁平氏、道立農業試験場 ・長尾氏、

西村氏、東北大学 ・秋山助手の各位の協力を

えた。記して謝意を表 したい。

なお、本稿は堀口と寺本が議論 しながら執

筆 したが、1,3,4章 を堀口が、2章 を寺

本が分担した。
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