
土地改良事業と農地流動化に関する諸問題
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北海道にみる水田地価下落状況下の

農地保有合理化法人の影響力と農地

の流動化

九州畑作地帯における土地改良事業

と農地流動化

一佐賀県東松浦郡鎮西町の事例一

北陸水田地帯における土地改良事業

と農地流動化

-新 潟県中頸城郡頚城村の事例-

は じめに

本年度は上記の課題を、土地改良費の負担

能力が米作地帯 と比較 して低いといわれる畑

作地帯 と、収量が高く銘柄米を持つ北陸地帯

の、2ヶ 所で明らかに しようとした。なお昨

年に引き続いて、農地保有合理化法人の中で

最も活発に活動を行っている北海道農業開発

公社の活動に着目し、地価下落の もとで所有

権移転を推進する際の問題点を考察 した。と

いうのは、一般に地価の下落は農業経営から

いえば望ましいものだが、 しか し土地改良費

の回収 ・負担を、地価上昇の もとでは地主負

担の場合で もその問題を明示化させなかった

が、地価下落の場合は問題を顕在化させたこ

とになるからである。ここでは主に地価下落

と農地保有合理化促進事業、農地流動化の関

連を考察することになる。

調査地のひとつである佐賀県上場地区の土

地改良事業は、基幹灌概排水、農地開発、ほ

場整備、畑地灌概等の総合的土地改良を目指

してかなり早 くか ら進められてきたが、ダム

が完成 し水が供給される日が近 くなった今の

段階(国 営事業がほぼ完成する時期)で 、水

を畑に持 って くる県営事業が難 しくなってき
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ている。

国営(総 合かんがい排水)事 業のなかで、

かんぱいおよび、農地造成 ・畑地灌概まで整

備 してしまう農地開発では、既に水がきて用

水営農が畑地でなされているところが多いが

(今回の調査地はその国営の農地開発の畑地

が多いところである-た だ し水田は県営畑地

帯総合土地改良事業の対象であり、まだ完成

していない)、水の評価 は高い。水があるお

かげで多様な農業の展開が可能になったので

ある。この国営事業の場合、地元負担である

農民負担が農地開発では8.4%(か んぱいの

地元負担、10.5%は 市町村がすべて負担)と

極めて低 く、そのことが事業の展開をスムー

ズに進ませたといってよいであろう。

それに比 して、県営事業では地元負担の農

民負担が20%と 国営よりも高く、そのことが

事業を展開する上で障害になっているようで

ある。

畑地灌概やほ場整備が必要なことは調査農

家が力説 しており、また水が大いに役にた っ

ていること、そしてなによりも未整備の農地

は借 りるものもなく耕作放棄される可能性が

大きいこと、整備された農地は賃貸借の対象

になっておりしかも意欲ある農家の規模拡大

に結びついていることが、農家調査で確認 さ

れている。その意味で畑地の基盤整備が大い

に求められるところであるが、 しか しそのた

めには色々な工夫が必要であることをここで

は強調 しておきたい。

もう1ヶ 所の調査地である新潟県頸城村は、

北陸農政局の管内で農地流動化率が最も高い

ところである。その村で、県営ほ場整備事業

により全村の水田を整備する壮大な計画が実

施されているなかで、起きている問題を扱 っ

ている。それは農地の賃貸借が進んでいるも

とで、事業償還金の負担者が誰で、どの財源

から払 うべきか、という根本的な問題が提起

されていることを指す。当初は借地人も規模

拡大や整備 された水田にす ることのメリット

の中から事業償還金の一部を負担することも

考え られたが、最終的には、土地改良区の組

合員を地主 とし、地主が高額の事業償還金を

土地改良区の特別賦課金の形で毎年負担する

ことになった。

しか し問題はさらに別の問題を招 く。その

特別賦課金が従来の標準小作料を上回るので、

頸城村は今回の改訂で小作料を引き上げるこ

とにしたのである。標準小作料を引き上げる

のは、この地域では同 じような事情で引き上

げる隣の大潟町とこの頚城村だけであり、全

国的に極めて珍 しいであろう。全国的には、

政府の生産者米価が低下する現在の状況下で

は、標準小作料を引き下げる方向にある。

実勢小作料の動向と合わせて、地主、借地

人、それぞれが どのような問題を持つと考え

ているのか、あるいはこうした動きにどのよ

うな評価を与えているのか、注目されるとこ

ろであろう。

この2ヶ 所の調査では、地元の県農業開発

110



公社、町村の関係課、農業委員会、土地改良

区及び関係農家(非 農家 も含む)か ら多大な

御協力を戴いた。心からお礼を申し上げたい。

佐賀県鎮西町の調査には、堀口、寺本以外

に、九州大学農学部助教授 ・岩元泉氏、同大

学院生の江川章、堀江達哉の両君の参加を戴

いた。新潟県頸城村の調査には、堀口、大和

田、寺本以外に、早稲田大学社会科学部学生

・中田智之、同政治経済学部学生 ・小林武司

の両君の参加を得た。現地での討論 にも加

わって戴いた。記 して謝意を表 したい。

調査のとりまとめは堀 口、大和田、寺本の

3人 で討論 しなが ら行 ったが、「はじめに」

と第1章 は堀口が分担 し、第2章 は寺本、第

3章 は大和田が分担 した。

第1章 北海道にみる水田地価下落状況下の

農地保有合理化法人の影響力と農地

の流動化

1.依 然 として下げ止まらない地価動向

表1-1は 、 ここ9年 間の地域別の農地価

格の推移を見たものである。さ しあたり昨年

の調査報告(「土地改良事業と農地流動化に

関する諸問題」、『土地と農業』22号 、1992年

3月)で 利用 した表図の形式をそのまま取り

入れ、数字を新 しくしながら、北海道の状況

を検討 してみよう。北海道でも畑はほぼ下げ

止まったように91年 は見えたものの、92年の

数字によれば水田、畑ともにまだ低下し続け

ているように見える。

この点を農林漁業金融公庫の業務資料で補

足 しておこう。農地取得資金が貸 し出された

事例を北海道の分だけ集計 したものだが(図

1-1)、 見 られるよ うに田、畑ともに下落

基調に依然としてある。表1-1は92年4月

末までであり、図1-1は93年2月 末までの

価格であるが、最近になって も低下が続いて

いることが判る。

図1-1に よれば、5年 前の価格は田で10

アール52万 円、今は40万8千 円だか ら、52万

円の78%と なる。畑 で は76%に な る。表

1-1で も同様に、92年 の価格を、5年 前の

87年 の価格を100と して表す と、田で82%、

畑で87%と なる。その率に違いがあるものの、

低下の率はこの5年 間で11%を 越えているこ
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表1-1 地 域 別 の 農 地 価 格 の 推 移

(都市計画法上の未練引き市町村の農用地)



図1-110a当 た り 自 作 地 取 得 価 格 の 推 移

とを記憶 しておきたい。

こうした地価下落は、小作料や農業所得、

農業純収益 とどのような関係にあるのか、昨

年 と同様、以下、検討 してみたい。なお対象

は水田および稲作経営に限定する。そして地

価下落が農地の流動化を必ず しも高めるもの

ではな く、われわれの期待通りの効果を生ん

でいないことを明らかにする。市場経済の活

動に任せているだけでは、われわれの期待に

は応えない。む しろこの問題を積極的に解決

する機関として、地価下落と農地の流動化を

結び付ける農地保有合理化法人(以 下 「合理

化法人」と略記す る。)の 活動にわれわれは

期待 している。北海道農業開発公社は全国の

なかで最 も活発に農地保有合理化促進事業

(以下 「合理化事業」と略記する。)に取 り組

んでいるのだが、われわれの期待に応えてい

るかどうか、もし十分には応え切れていない

場合、どのような問題があるのか、以下、検

討を加えることにしよう。

2.米 生産費調査による稲作の経営諸成果と

水田地価

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 と対比させて検討 している(図1-

2)。 図の注にあるように、農業所得、純収

益 と小作地地代は『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
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図1-2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)-両 対数グラフを利用-



とっている。

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か らである。 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。

しか しこの図は色々な欠陥を持っているこ

とも指摘 しておかねばならない。転作率が今

や全国平均で3割 の水準にあるときに、水田

価格を米の所得や純収益、米の小作地地代の

みで関連させようとしていることの欠陥であ

る。転作作物の所得を転作率分だけみて、米

の所得 と合わせて、単位面積当たりの総合的

な所得、純収益で計算すべ きだったか もしれ

ない。 しか しこの約30年 弱の動きを続けて検

討 しようとしたとき、さ しあたりこの方法で

みるしかなかった。また小作地の地代が米の

収益に対応 しているとみられるので、図の方

法で検討を加えた。

図では、1963年 から90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、80年

代前半までの解説は昨年の報告を見ていただ

くことに して、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(90年 は6.3%)。 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地価が高止まりし

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 して安定的とみ ら

れる利回り率の範囲内にあるようにみえる。

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 間にあるか らである。

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のである。

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。こ
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の点の実証はやはり昨年の報告を見ていただ

くことにしよう。

しか し注意 しておきたいのは、80年 代後半

では、地価の高止まり(な いしごく若干の下

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。実線は地価下落を意味す

るところの横に寝ている形であり、90年 の利

回 りは2.7%と 、統制小作料の時代のみにし

か見 られなかった状況であるところの、3%

という水準を大きくしかも傾向的に割 り込む

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(大 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 り

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ることができな

い。

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

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0.9%(90年)の 水準

で しかない。

ともあれこの図を通 じて、全国の米販売農

家の平均の数字で ものごとを見ているのだが、

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

地価、地代 ともに高い、ということがいえよ

う。

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。 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、な

ぜ北海道においても借入れに力が向き、購入

に力が向かないのかを、昨年 と同様、今年 も

問題にしたい。北海道は周知のように購入が

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1-2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。その精
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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 対数グラフを利用一



果90年 では17.5%ま で上昇 してきている。

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%の 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7%の 水準に近づいていることであ

る(89年 は7.1%だ ったが、90年 は地代が少

し低下 して6.7%に なっている)。

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

れを 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。ただ し、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。90年 は若干純収益が地代を上

回り、地価の純収益利回 りは7.4%と 地価の

地代利回 り6.7%を 少 し上回ることになった。

しか しその差はわずかで、全階層の平均の数

字なのであるが、依然として地代が純収益の

ほとんどを横取りしていることには変わ りは

ない。

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。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

ではみられたのである。 しか し90年はやや状

況が少し変化 してきていて、地代の下がり方

も大きい。既に見たように、下落した地代が

純収益を下回った事実をここでは再確認 して

おきたい。標準小作料の引き下げなどを契機

として、実勢小作料が下がり始め、米生産費

調査のそれにも反映 し始めたのかもしれない。

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て、北海道です ら

そうだったのだが、90年 は北海道の場合、38

%と4割 を下回った。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、
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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

筆者としては注意を払ってきたのだが、90年

の北海道はやや状況が変化 しているように見

える。 この点は今後さらに注意深 く見守りた

い。

3.地 価下落下の北海道の農地の流動状況

図1-4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。

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、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。

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

1972年以降の年次を追って示してある。

なお参考に1982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
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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

してある。 これは賃借権設定面積と地価 との

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

1981年以前は年間1,000ha以 下の低い水準で

あり、また賃借権設定面積のみを統計か ら区

分 して とることが可能 なのは1977年 以 降で あ

る。 なお ここでの地価 は、図1-2,3の そ

れ とは資料出所が 異な ることが図の注 を見 る

ことで判 るが、 この点 は注意 して欲 しい。

まず地価 の動 向 をみ る と、1982,83年 を

ピー クに して低下 し始 め、現在で もまだ下げ
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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1991年 まで図示 して

あるが、90年 までは地価のみが下落 して売買

量 はそれほど増加 していなかったが、91年 は

かなり増加 した。この事情はよ く判らない。

ただ し後にみるように、農地保有合理化事業

による水田購入量が昭和63年(1988年)以 降

急激にその量を増や し、売買量に占める合理

化事業の割合を高めているので、その効果が

現れて一般的に売買量を増や し始めたように

推察できる。

賃借権設定面積は、地価下落の1980年 代後

半以降 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、

かっその面積量は停滞気味の売買量を大きく

追い抜いている。 しか し91年は、売買量が増

えたのに対 して、賃借権設定量はやや減少 し

た。 もっとも未だ賃借権設定量のほうが

売買量よりもはるかに大 きいことには変

わりはないのだが。

売買による農地流動化が上層への移動

という形で階層性を持 っていることは、

図1-5で みることができる(な お賃借

権設定の階層性 について は図を略すが

5haを 境に しての上層の借入超過、下

層の貸付超過になっていて売買と比べて

分解層が一段低 くなっている-こ の意味

についてはここでは検討 していない)。

ただ しこれは田畑合計の数字であり、 し

か も農業生産法人を除 く法人の項目が別

に計上 されているので(こ れは合理化法人を

意味する)合 理化事業の介入による農地移動

の階層性の影響がよ く判 らない。そのため表

1-3を 用意 した。これによると、合理化法

人が譲渡人の場合も譲受人の場合も、いずれ

もその他の場合よりも1件 当たりの面積が大

きいことがわかる。現在の時点では合理化法

人は図1-5に よると譲受超過になっている

が、購入の際は合理化法人が一括 して大面積

を受け取ることができることを意味 している。

規模の大きい農家の離農による農地の一括売

却を合理化法人は受けとめることが可能なこ

とを示 しているのである。分割売 りを避ける

ことができ、また売却 も、購入より1件 当た

りの面積がやや小さいことが示されているが、

個人が売却するよりも大きい面積で譲渡 して

いることが判る。

表1-3

平成3年 度北海道における自作地

有償所有権移転の譲渡事由別か ら
みた、合理化法人の1件 当た り面

積の大 きさ(面 積を件数で除 して

求めた数値)
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図1-5平 成2,3年 度の北海道の農地の売買の階層性

このことは合理化法人たる北海道農業開発

公社の売買の階層性を直接示すことにはなら

ないが、1件 当たりの大面積の移動に積極的

に介入することで、農地の零細 ・分散化を避

け、階層性に貢献 していることの間接的な証

明になるだろう。

なお畑地の価格と売買量の推移を参考にみ

ておけば(図1-6)、1970年 代後半の価格

上昇時、1980年 代後半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。91年 はや

や売買量が増えているものの、大きなもので

はな い。 なお借入れが大 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90年 ま

で はみ られず、賃借権の設定面積は売買量を

90年 まで は下回 っていたが、91年 は畑で も賃

借権 の設定量が11,906haと 売 買量の11,686

haを 初めて上 回 った。 これ は注 目すべ き事

実だ と考え られ る。
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図1-6北 海道の畑地の売買量 と地価動向の推移

4.地 価下落下の農地保有合理化法人の北海

道農業開発公社の影響力の大きさ

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、自作地の隣接地 といった特別に

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、今は、対応 してい

るのである。

売 り手 も、まったく借入金のない、 しかも

後継者のいない 「売りやすい」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付けに出

させ、他産業で働 くことを勧めている。すな

わち労賃と受取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
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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

かわる農地流動化に大きな役割が期待される

合理化法人の動きはどうであろうか。道農業

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、農地の流動化に果た している役割を

みておこう。

表1-4は 道農業公社の合理化事業による

農地購入量と全体の農地の売買量 とを対比さ

せた ものである。田畑別に合理化事業による

購入量の割合を示 した。 しか し以下のことに

注意を払 っておく必要がある。合理化事業の

分は購入量だけである。一方、自作地有償所

有権移転面積には合理化事業分を含むが、こ

の合理化事業分には購入量だけではなく売却

量 も含む。だからこの表で示されている%は

合理化事業の実際の割合よりも低 く表されて

いることになる。平成3年 度でいえば、自作

地有償所有権移転の面積(交 換を除 く譲渡の

計 だが これ は当然 に譲受 と一致 す る)は

15,897haあ り、譲渡人である合理化法人 は

1,157haを 売却 し、譲受人である合理化法人

は3,728haを 購入 していて、この合計数の

4,885haは15,897haの30%を 占めているの

で、表1-4の 平成3年 の数値 よりも高 く

なっていることが理解されるであろう。 しか

し合理化事業の占める割合の変化を見る上で

は、表1-4で 十分であろう。表に示されて

いるように、当初から畑の購入での合理化事

業の割合が高 く、水田は面積の絶対量で も売

買全体に占める%か らいっても、ウェイ トが

低かった。 しか し水田は昭和63年 か ら急速に

増え始め、割合 も2割 か ら3割 もの大きさに

なっている。畑が昭和61年 以降2割 以下にと

どまっているのとは大きな違いである(た だ

し平成3年 は22%に 上昇)。

この説明としては、昭和63年(1988年)か

ら始まった担い手確保農地保有合理化促進特

別事業(以 下、「担い手事業」と略記する。)

の効果が、とりわけ水田には大きいであろう。

この点にっいては後に説明する。 もうひとっ

の説明としては、米作農家の離農率の高さで

ある。図1-7に 見るように、昭和62年 位か

ら離農率(農 家戸数に対す る離農戸数の割

合)が 再び上昇 してきたことである。 しか し

経営形態別の戸数が不明なために経営形態別

離農率がとれないので正確にはいえないが、

表1-5に よると田作の離農戸数が急速に増

えて、昭和45年 、50年 の離農戸数に並ぶ状況

になつていることが示されて る。他の経営

形態別離農戸数が、近年になってややその数

を増や しているといって も、昭和45,50年 の

それには遠 く及ばない状況とは全 く異なる。

こうした事情が水田の売買量を高め(た だし

表1-5の もとになった資料か らみると、経

営形態別の離農跡地の処分形態別処分面積の

構成比が判るが、全体で売買が53%、 賃貸借
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表1-4北 海道農業開発公社の農地の売買量に占める購入量の割合



図1-7離 農 率 の 推 移

表1-5北 海道における経営形態別離農戸数の推移
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が47%で あるのに対 し、田作はそれぞれ52%、

48%で あり、約半分を賃貸借が占めており、

その比率を経年変化で見ると、全体で しか判

らないが、昭和62年 以降賃貸借が4割 を越え

始め、その比率を漸次高めていることが判

る)、そのかな りの部分を道農業公社が買い

取っていることになる。

これだけの売り圧力のもとで、公社が積極

的に買いに出なければ、さらに地価が下がる

か、賃貸借に一層重点が移るか、農地の分散

売 りが多 くなるか、いずれにしろ水田の売買

量はそう大きくなることは期待できなか った

であろうし、また一層の地価下落があったと

予想せざるを得 ない。「農業公社がなかりせ

ば」ということを考えれば、農業公社の果た

した役割は大きいのである。 しか しそうした

公社の活動の中で、どのような問題が発生 し

ているのか、また発生 しそうなのか、次の節

で検討を加えてみよう。

5.農 地保有合理化法人の今後の考えられ る

問題点と課題

利子率を上回る上昇率を持った地価上昇時

には、農業公社は売買市場に介入 しやすい。

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

とが可能である。基本的に売渡地価を、購入

原価プラス低めに設定された利子や所定の事

務費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

で一定規模以上の最 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

い権を持 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、その時の売渡価格は時

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 し農

業公社の保有合理化機能には、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1-6に よると、特別事業

のうちの所有権にかかわるものは、農業公社

が保有する期間は借り手に対 して使用貸借の

条件(す なわち小作料は取 らない)で 貸 し付

けているのだが、北海道では、昭和47年 の発

足か ら63年までは売り渡す相手のみから経費

として買入価格の5%(3年 で5%、5年 の

集合型では6%)を 取 っていた。 しか し平成

元年からは売 り手にも負担させようと、売り

手は買入価格の2%、 公社が売 り渡す相手か
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表1-6農 地保有合理化促進事
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業(北 海道の事例)の 一覧
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らは売り渡 し時に1.5%、 予定の売渡相手か

ら保有管理 として毎年買入価格の0.5%、3

年間な ら1.5%、 総計5%を 諸経費 として受

け取っている。

だが問題は特別事業の予定保有期間として

の3年 間の間に、地価が下落 したときにどう

するかである。周辺の地価が下落 しているの

に、3年 前の公社の買入価格を基礎とした売

却価格で買い入れねばならないから、一時貸

付者(使 用貸借)が 予定の売渡相手であるに

せよ、逃げ られて しまう恐れがある。 もっと

も売渡相手が買い入れ時の時点で明確 に決

まっていれば、なぜす ぐ売り渡さないのかと

問われるか もしれないが、3年 間の売渡相手

の経営の充実 ・買入能力の拡大を、その間、

農業公社は期待 しているのである。

その引き留め対策として公社が考え出 した

のが、予定買入価格の20%を 予定売渡相手が

申 し出て、農協に農用地流動化積立金として

積み立てることである。20%の 根拠は、農地

取得資金が農地価格の8割 まで しか貸さない

ために、残 りの2割 を今から積み立てておこ

うというものである。この20%分 を、買い手

の確保手段に利用するのである。もっとも使

用貸借期間の3年 間は小作料を払う必要がな

いから、これを貯蓄 したとして、その分だけ

は地価が下落 しても耐えきれる。農業公社の

売渡価格から3年 分の小作料をマイナスした

価格が、そのときの実勢価格を下回 っていれ

ば、買取りを拒否する必要はないのである。

道庁の農地調整課の情報では、92年 の実勢小

作料は10a当 たり22,061円(平 成元年の標準

小作料は22,950円 、今年は改訂の年に当たる

が、引 き下げ られ るだろうとのこと)、農業

会議所の92年 の水田価格は394,000円(前 掲

の表1-1を 参照)、89年 の価格が415,000円

(なお3年 間使用貸借 して3年 目の秋以降の

価格を適用することになると思われるので92

年のそれを使用 した)、 その差は21,000円 、

3年 分の実勢小作料は金利をみないで66,183

円、これな ら十分に採算が合 う。 もっとも地

価の下落率が高かった86年 と89年との差をみ

ると87,000円 となるから、今の小作料でみる

と合わない。ただ し当時の小作料は今よりも

高いか ら、そのときの小作料で検討すること

が必要だが。

そ して、地価下落に対抗 して、貸付期間中

に一定の金額を積み立て、それをなん らかの

形で戻す方式を考えとして組み込んだ ものが、

担い手事業であり、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

も適用 しやすいように直 したのが中山間地域

農地保有合理化促進特別事業(以 下 「中山間

事業」と略記する。)で ある。表にみるよう

に、特別事業は売渡 し先の相手の要件として

権利取得後の経営面積が目標経営面積を越え

ることになっているが、担い手事業は農業公

社が購入する時点で、基準面積を越える農用

地でなければならないとしている。購入の入

り口で既に厳 しい要件をつけているのであり、
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町村の基準面積はほぼ市町村の平均経営面

積であるため、かなりハー ドルが高い。それ

に対 して中山間事業は、購入が基準面積の30

%、 売 り渡 し要件も、担い手事業が目標経営

面積であるのに対 して、基準面積でよいとし

ている。

この担い手と中山間の両事業では、道農業

公社では、その当初か ら保有期間中は予定売

り渡 し相手と農地を賃貸借関係におき、購入

価格の3%を 毎年の小作料として取る(な お

92年 の価格394,000円 の3%は11,820円 だか

ら、実勢小作料の約半分という低い水準であ

る)。3%に した根拠は明確ではないが、農

地取得資金の3.5%の 金利水準よりは低 くし

たいということであったらしい。前掲の図1

-3に よれば、水田価格の地代利回りは6%

から8%の 間に北海道は伝統的にあったか ら、

この3%と いう水準はかなり低いものである。

なお諸経費として買い入れ時に売渡人か ら

買入価格の2%を 取っている。通常5年 間を

保有期間としているが、5年 間で15%が 貯ま

るが(こ こでは金利を含めると面倒な計算に

なるので金利分はみないで考えておこう)、

このうち4%は 管理費として、残 りの11%は

予定どおり売渡 しができれば、これを何 らか

の形で、 この金額を払ってきた予定売渡相手

に戻すことができる。なぜなら、買入資金は

表にみるように、国、道、地元市町村、農協

連が利子負担 し、管理経費や所有権移転にか

かわる費用は2%と4%で 負担で きるか ら、

5年 間の小作料の うち11%は 戻すことができ

るのである。

しかし問題はこの11%が5年 間の地価下落

分を上回るかどうかである。既に3割 に近い

農地市場への公社の介入率が効果を発揮 して、

11%以 内に抑え込んでいるかどうかである。

昭和63年 に購入 した担い手事業の農地がこの

平成5年 の秋か ら売り渡 されることになって

いる。だが既に1節 で検討したように、表1

-1と 図1-1で は11%を 上回る地価下落率

になっている。公社の市場介入率が高いと

いっても、この11%の 水準を維持することは

できなか ったのである。そのため現在では、

借り手たる予定売渡相手のなかではさらに も

う5年 間の賃貸借を望む声が多いとのことで

ある。

なお土地価格をわれわれは資料か らそのま

ま引いて利用 しているが、最近の農地価格に

は特別事業による売り渡 しのケースが既に含

まれているはずであり(担 い手事業や中山間

事業による売 り渡 しはまだない)、3年 前の

公社の買入価格をベースとした売渡価格(周

りの実勢価格よりも高い)も92年 なら92年の

平均価格の決定を構成 しているはずである。

すなわち農業公社の売渡 しがあるおかげで、

公表される農地価格は実勢価格よりも高めに

なっていることが考えられるのである。 とい

うことは、地価下落率は表や図が示すよりも

もっと大きいということがいえるのである。

担い手事業や中山間事業による売り渡 しが始
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まり、 これか らどん どん増える状況 になる と、

公表 され る地 価統 計 は、農業 公社 の市場介入

の割合が強 い北海道で は、ますますバ イアス

がかか ることにな る。公表地価 を利用 する と

きに、今後、注意 しなければな らない点であ

る。

なお11%の 戻 し方 につ いては、農業公社 と

しては地価の差損措置 を約束 した ものではな

く、簡易 な土地改良 を して土地の価値を高め

る形で現物 と して戻す ことを望んでい る。あ

るいは環境整備 の形 で も土地 に投資す る形で

戻 す ことを公社 は希望 して いる。 ど うして も

現物 と して戻 す方法がない ときに、売渡価格

(5年 前の 買 い入 れ価格が ベース にな って い

る)プ ラス11%分 の現金 とい う形 になる とい

われて いる。

貸付期間 中の借入者か 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、

県によ って異 なり、一概 には言えないのだが、

ここでは例え ば標準小作料で まず考えてみよ

う。北海道 の1989年 の面積加重 によ る平均 標

準小作料 は22,777円 、 これの5年 分 は(利 子

をみてい ないが)113,885円 にな る。 これだ

と、経費 と して と られ る買入価格の4%(例

え ば10a当 た り1987年 の479,000円 な らば

19,160円)を 差 し引 いて94,725円 、1987年 の

価格479,000円 か らそれを差 し引 くと384,275

円、5年 後 の1992年 の価格 は394,000円 だ か

ら、標準 小作料5年 分で実勢価格 より1万 円

低 いことにな り、実勢地価 に対抗で きること

になる。

しか し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、それは純収益分をす

べてのみ尽 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地価の地代利

回り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。

この担い手事業、中山間事業は始まったば

か りだ し、小作料等をあずか るや り方 も始

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、 しょせんは、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。

しか し言えることは、合理化法人のこうし

た事業が、地価下落時に影響力を持ち始めて

いるといって もしかし未だ十分なものではな

いこと、である。農業経営の規模拡大や団地

的農場の形成も含めて、農地の流動化に合理

化法人の役割は益々期待 されているが、地価

下落時の農業公社の差額負担への公的負担の
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資金枠をさらに拡大 して、買い手 ・借 り手市

場のメリットを具体化させることが求められ

ている。 こうしたなかで、大規模ほ場の導入

といった土地基盤整備 も、農地流動化 と連動

させることが可能になると思われる。

92年度の道農業公社の予算枠は、特別事業

55億 円、担い手事業30億 円、中山間事業10億

円、一般事業1.5億 円、計96.5億 円、93年 度

の新農政を受けての予算で は、今までのメ

ニューは残るものの、この総計の予算枠内な

ら担い手事業を増やそうと中山間事業を増や

そうと、それは自由になるのである。ただ し

北海道で多い特別事業の国の負担が100%か

ら70%に なるので北海道が30%を 負担 しなけ

ればならない。 もっとも担い手事業と中山間

事業の国の負担が6割 か ら7割 にあが るので、

これは地元にとってありがたい。 こうした新

しい農政のもとで、日本で最も農地の流動化

が進み、規模拡大の優等生である北海道で、

地価下落の動向 と公社の介入による管理され

た農地流動化が今後どのように展開し、どの

ような問題点を持つか、さらに研究を深める

必要があろう。

第2章 九州畑作地帯に於ける土地改良事業

と農地流動化

-佐 賀県東松浦郡鎮西町の事例-

1.は じめに

本章の課題は、『土地 と農業』前号(第22

号)の 堀口健治 ・寺本千名夫 「土地改良事業

と農地流動化に関する諸問題」における北海

道美唄市、青森県金木町、さらには本稿の次

章の新潟県頸城村等の稲作地帯における土地

改良事業と農地流動化に関する諸問題と対比

しつつ、畑作地帯における土地改良事業と農

地流動化に関する諸問題を検討することであ

る。周知のように、日本の畑作農業は、第二

次世界大戦直後のアメリカか らの小麦輸入以

来現在まで、後退に後退を重ねてきている。

最近では、これまで鮮度の問題で自給率が高

かった野菜ですら、 コ―ル ド・チェーンの普

及によって冷凍野菜が、保冷 システムの普及

によって新鮮野菜が輸入され始め、さらには

漬物原料も海外調達されるようになり、その

自給率を低下させてきている。そういう状況

を反映して、全国的な傾向としては畑作地帯

における土地改良事業は期待するほどには進

捗度は大きくはなく、かなりの事業が難 しい

問題をかかえている。 とはいえ事業が前進す

るためには、現実を現実として率直に見つめ、

問題点を明 らかにし、具体的な対応策を検討

し、提起 していく以外に道がないこともまた

事実である。
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本章では、厳 しい状況下にある畑作地帯に

おける土地改良事業の展開と農地流動化の問

題についての実例として、九州佐賀県北部の

上場土地改良事業を取 り上げ、その一環であ

る東松浦郡鎮西町の横竹、丸田両地区の実例

を調査分析 している。

まず上場土地改良事業について素描 してお

こう。上場地区(図2-1、 参照)は 、佐賀

県北部の玄海灘に面 した100mか ら200m(最

高点269m)前 後の台地である。土壌は玄武

岩の風化物を母材とする暗赤色土壌、赤色土

壌、黄色土壌であり、その土性は鉱質酸性で、

強粘質土壌である(オ ンジャク土壌)。 表土

の腐植含量 も3%前 後で、 したがって、その

保水能力は非常に小さい。改良が必要不可欠

な土壌である。気象の方では、年平均気温が

摂氏16度 前後、年間降水量が1,900mm前 後

となっている。風の方では、夏場の台風、冬

場の玄海灘からの冷たい季節風が、農業にか

なりの被害を もたらしている。一番の重要な

問題点は、夏場の降水量が少なく、土壌に保

水能力もなく、大きな河川 もないため、干ば

つ常襲地帯であるであるということである。

また土地改良事業以前には農地は、台地上や

谷間に水田、畑、樹園地として、文字どおり

零細地片として混在 していたのである。そう

いう自然的、社会的条件の下では、非常に低

い土地生産力 しか持ち得なかったことは当然

である。 したがって、上場地区の1975年 以降

の10年 間の農家減少率、基幹農業従事者数の

減少率は、佐賀県全体の動向を大きく上回り、

特に前者では県全体の20%に 対 して49%に も

なっていたのである。

1)上 場土地改良事業

そういう厳 しい農業環境か らの脱却策が上

場土地改良事業(正 確には国営総合灌概排水

事業、国営基幹排水事業、県営畑地帯総合土

地改良事業)構 想であった。該当行政区域は、

唐津市、北波多村、肥前町、玄海町、鎮西町、

呼子町である。県への陳情は、1960年 前後に

始まり、1965年 には上場地域開発計画書が策

定(県)さ れ、同73年 には九州農政局上場農業

水利事務所が開設され、同74年 には国営農地

造成事業が着工され、同77年 には県営畑総事

業が着工 されている。 同82年 には打上 ダム

(有効貯水量145万 トン)が 完成 している。基

本的な課題は、上記の6市 町村にまたがる約

5,600haの 受益農地に農業用水を安定供給す

ること(打 上、後川内等の5ダ ムの建設、松

浦川揚水場の建設による水源の確保、灌概施

設の建設)と 混在 している零細な農地を換地

し、区画整理 し、新たな農地を造成すること

であった。

当初の計画では、昭和48年度～60年度の予

定で、費用 は411億 円(国 営173億 円、県営

238億 円)で あったが、農業をめぐる様 々の

社会経済的条件の変化か ら、事業の展開は大

きく遅れて しまっている。改定された現在の

事業計画は昭和48年 度～平成10年 度(国 営 ・
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図2-1上 場 地 区 概 略 図

資料:九 州農政局上場農業水利事務所等『上場に水を活かす』。

昭和48年 度 ～平成4年 度 ない し7年 度、県営

・昭和51年 度～平成10年 度)で 、全体 の事業

費 は1,384億 円(国 営2期722億 円、県営518

億 円)と な り、当初計画 の3.4倍 とな って い

る。事業の進捗率(平 成3年 度末)は 、国営

1期 が93.5%、 国 営2期 が15.2%、 県営 が

55.0%と な って い る。(鎮 西 町役場 資料 「上

場土地改良事業関係 資料 」)

この様な事業計画の大幅な遅れ、事業費の

膨張は、関係市町村の財政負担、農家の償還

金の総額を大きく増大させている。その こと

と農産物価格の低迷が原因で、上場土地改良

区への賦課金の収納状況が悪化 している。平

成3年 度までの改良区全体の賦課金未納額は

総額39,093,991円 となっている。この内、平

成2年 度までの未納額は、調停額39,936,770
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円の 内24,362,491円 で61.0%を 占める。かな

り固定的な滞納 額 にな ってい るよ うで ある。

平成3年 度までの全未納額 の内訳は、特別賦

課 金が26,308,159円(67.3%)、 農水賦 課金

が4,552,902円(11.6%)(以 上県営 事業)、

農 地 造成 が6,244,950円(16.0%)(国 営事

業)、 経 常賦課 金 が1,987,980円(5.1%)で

あ る。特別賦課金 と農水賦課金 との合計、す

なわち県営事業の賦課金の合計が全体の78.9

%と な って いる ことに注 目す る必要があ る。

自治体別で は、唐津市が13,771,240円(35.2

%)、 鎮西町が10,871,262円(27.8%)、 玄海

町 が8,187,470円(20.9%)、 肥 前 町 が

5,435,427円(13.9%)、 呼子 町が815,432円

(2.1%)、 最 後 に北 波 多 村 が13,160円(0.0

%)で ある。 特 に唐津市 、鎮 西町、玄海町の

1市2町 で全体の83.9%を 占めて いる。(「平

成3年 度 上場 土地 改 良区 賦課 金収納 状況 調

書 」)

上場土地改良事業の当面の課題 と しては、

県営 の区画整備事業の完了 した農 地に対す る

灌 概用水の施工問題であ る。すでに国営ダム

の建設、区画整備事業が完了 し、残 るは用水

だけなので あるが、農家側で は、 これ以上 の

賦課金の増大 を忌避 して いる こと、 また、現

在の労働力状況 では新 たな、水を利用 した集

約的 な農業経営 は困難で ある こと、有望な作

目が見あた らない こと、県営事業の場合、国

営事業 とは異 なって補助率が低 いので水代が

割高 になる等の理 由か ら、事業の実施 に対 し

て必ず しも積極的とはいえない。このことは

上場土地改良事業の根幹に関わることであり、

事業全体が非常に厳 しい局面を迎えているこ

とを意味する。

2)鎮 西町農業の概要

調査対象地である東松浦郡鎮西町全体につ

いて若干言及 してお く必要があろう。鎮西町

は佐賀県の最北部に位置しており(図2-2、

参照)、 北部は玄海灘に面 している。町の産

業構造を就業人口でみると、1970年 段階で第

1次 産業が、農業50.3%、 林業0.2%、 漁業

13.7%、 計66.2%と 圧倒的な比重を占めてお

り、85年段階で も、農業就業者人口が半減 し

たとはいえ、まだ第1次 産業が優位な地域で

あることが分かる。他産業では、建設業、製

造業、サービス業共に順調に伸びているとは

いえ、他地域に比較 して製造業の伸びが弱い

図2-2鎮 西 町 の 位 置 図

資料:『鎮西町の農業と水産』。
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表2-1鎮 西 町 産 業 別 就 業 人 口 の 構 成

とい う特徴 を もって いる(以 上、表2-1、

参 照)。 この ことは、町 内には安定 した兼業

先が少 ない とい うことを意味 し、農業の側 の

様 々な問題(農 業収入 と農外収入のバ ランス

の問題 、農地の流動化の問題等)に 大 きな影

響 を与 える ことになる。

次に、土地改良事業以 前の鎮西町の農業構

造 につ いてみてお くと、経営規模 の問題で は、

1970年(昭 和45年)に は1.0ha以 下の比重が

60.5%、2.Oha以 上 の比重 がわず か12.3%で

あ り、非常 に零細 な経営 規模 であ った ことが

分 か る(表2-2、 参照)。 同様 に70年 の農

業粗生産額をみる と耕種約60%、 畜産約40%

の比重であ り、耕種の 内部で は米が15%と そ

の比 重が非常 に低 い ことが理解で きる。その

分野菜、果実 、工芸作物 の比重が高 いとい う

ことであ る。果実、す なわちみかん は13.3%

と米に匹敵す る比重を 占めてい る。 畜産で は

鶏が19.8%と 一番大 き く、牛で も乳 用牛の方

の比重が大 きい。

稲作 などの生産力水準を見 ると、1960年 の

10a当 た りの収量 は290kg、65年 が328kg、

70年 が344kgと きわめて低い水準 にあ る。 か

ん しょ、春植 ばれ い しょで も同様 の傾向にあ
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表2-2鎮 西町経営耕地規模別農家数の動向

る。1960年 の段階で も、春植 ばれ い しょは10

a当 た りの収量が1,600kgに す ぎなか った。

農 業機械の普及 も非常 に遅れていたよ うで あ

る。1970年 の段階で は、歩行型の トラクター

の普及 こそ全 町で857台(普 及率72.4%)と

なって い るが、 乗用 型 は全 町で わず か11台

(普及率0.9%)で あ り、動力 田植機が4台 、

バ イ ンダーが23台 、 自脱型 コンバイ ン3台 で

あ る。本格的な農業機械が導入 されない、 し

か も耕地の入 り組んだ、 きわ めて零細 な農業

経営だ った ことが理解 され る。

そのよ うな鎮 西町農業 は、上場土地改良事

業 によって大 き く変化 して行 くことにな る。

この事業の鎮西町該 当分は以下 の通 りであ る。

受益面積 は田が400ha、 畑が260ha、 樹園地

が340haで 小計1,000ha、 さ らに、新 たな造

成地が210haで 合計1,210ha、 関係権利者数

950人 である。鎮西町の平成2年 の耕地面積

は1,183ha(田394ha、 畑789ha)で あり、

総農家戸数は635戸 である。 このことか らし

て、 この土地改良事業が鎮西町にとって如何

に大きい意味を持つ事業であったか というこ

とが理解できよう。国営事業の方が畑の灌瀧

排水 もセッ トの農地造成で、その面積は210

haで あり、すでに施工済である。県営事業

の方が主として水田の区画整理(田 畑輪換)、

樹園地整備であり、平成3年 度末で施工済み

面積は252ha(38.0%)で ある(後 出、表2

-4 、参照)。 県営事業の方は灌概排水、樹

園地の整備がほとんどこれからであり、まだ

事業計画の半分 も進捗 していないのである。

とはいえ、県営事業の方 も水田の整備事業の

主要な部分は完成 してきているので、現時点

で も鎮西町農業が大きく変化 してきているこ
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とを明確 に読み取 る ことが 出来 る。

経営規模の問題 では2.5ha以 上層 が実数 の

上 で も、構成比の上で も増加 して いることが

は っき りと理解 され る(表2-2、 参照)。

農業粗生産額の点で は、1990年 には耕種の比

重が10年 前 に比 較 して7.3%も 伸 びて いる こ

とが注 目され る。 その 中で も、果実の比重が

5.2%も 伸 びて いる ことが注 目され る。ハ ウ

スみかん の成長 の結果で ある。 また、工芸農

作物、たば こは実数で は増加 して いるが、そ

の構成比 ではわずか なが ら後退 してい る。畜

産では、乳用牛、鶏 ともに この10年 間で半減

し、 それ とは反対 に、 肉用牛が2.5倍 の伸 び

を示 している。

10a当 た りの収量をみ ると、水稲は1975年

以降、80年 の304kgを 例外 と して、平 均440

kgの 水準 にあ り、たば こで は、1985年 の198

kgを 例外 と して、安 定 して200kgの 水 準 を

越えてい る。 また春植ばれ い しょは、1970年

には1,740kgに す ぎなか ったの に対 して80年

以降には コンス タン トに2,000kg台 を確保 し

て いる。以上の農業生産力の上昇を支えた重

要な要因は、乗用型 トラ クター、動力 田植機、

バ インダ―、 自脱型 コンバ イ ン等の農業機械

の急速な普及であ る。 その ことを可能 に した

ものは、区画整理、農道の整備、農地造成事

業であ った ことは言 うまで もない ことで ある。

以上の ことか ら町全体の生産農業所得額 は、

農家1戸 当 た りで も、 耕地10a当 た りで も

はっきりした増加を示 してい る。特 に、1980

年か ら90年の伸びは、停滞状況にある地域が

多い中で特に注目される(以 上、表2-3、

参照)。

畜産の変化は、土地改良事業の結果である

と言うより、むしろ畜産物市場の変化の結果

であると言うべきであろうが、耕種の面での

様々な前進は明らかに土地改良事業の結果で

あると言えよう。

次に、農業構造の以上のような変化と共に、

鎮西町の農地の流動化状況はどのように展開

してきているだろうか、 という点を若干見て

お く必要がある。行政当局の農地流動化施策

は結構そろっている。例えば、佐賀県農地保

有合理化事業公社(以 下 「農地公社」 とい

う)が 事業主体の ものでは、「担い手規模拡

大円滑化助成事業」、「特定農地保有合理化推

進事業」、「土地利用型大規模経営育成モデル

事業」等があり、市町村が事業主体のもので

は、「担い手育成対策事業」、 「若い農業者等

農地集積促進事業(担 い手)(若 い農業者)」、

「上場整備農地流動化円滑化事業」がある。

特に、一番最後の 「上場整備農地流動化円

滑化事業」が上場地区独特なものなので、少

し詳 しく述べてみよう。 目的は、「整備農地

を活用 して生産性の高い農業経営を展開 し得

る農業者(担 い手農業者)に 農地の流動化を

進める」ことである。その事業主体は、関係

市町村(唐 津市、北波多村、肥前町、玄海町、

鎮西町、呼子町)で 、採択基準は以下の通り

である。
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表2-3鎮 西町農業粗生産額の動向
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表2-4上 場土地改良事業鎮西町関係分
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交付対象者は 「農用地利用増進法第9条 の

農業経営規模拡大計画認定農業者」で、権利

を取得 した年齢がおおむね45歳以下の者。交

付対象農地は上場土地改良事業で整備 した農

地で、「平成3年 度から7年12月 の間に、対

象農地流動化方策で所有権を取得 し、または

利用権の設定を受けた農地」である。また対

象農地流動化方策は、利用権設定等促進事業、

農地保有合理化促進事業の二つである。所有

権の方は 「当該年に所有権を取得 した対象農

地面積の合計が10a以 上」で、利用権の方は

「当該年に利用権(10年 以上の賃借権 に限

る。)の 設定を受けた対象農地面積の合計が

20a以 上であること」である。

助成金は、その単価が所有権の場合10a当

たり年3万 円で、利用権の場合年1万 円であ

る。助成金の交付期間は、権利を取得 した年

から5年 間である。負担区分は県が1/2、 市

町村が1/2で ある。昨年度は、鎮西町におい

ては706aの 利用権設定、12名 の規模拡大計

画認定農業者があり、事業の利用が関係市町

村の中では一番であった。

以上のような様々な施策を通 じて、行政当

局は農地の流動化を推進するために努力 して

いる。実際の状況はどうであろうか。

鎮西町の最近の農用地利用増進事業の実施

状況は表2-5の 通 りである。流動化率は停

滞気味で、どちらかといえば後退気味という

ところである。特に田の方は固定 しているの

に畑の方が減少気味である。 しか し、期間別

内訳を見ると昭和62年 から63年にかけて利用

権設定期間が短 くなっているが、それ以後は

長期の ものに変化 してきていることが読みと

れる。平成3年 には10年以上の ものが全体の

三分の一を占めるようになってきているので

ある。全体 としては、鎮西町の利用増進事業

は、面積の面ではやや伸び悩んでいるものの、

利用権設定期間の面では着実に前進 してきて

表2-5鎮 西町農用地利用増進事業実施状況
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いると言えるのではないかと思われる。

次に利用増進事業の展開において、重要な

意味をもっている小作料の問題について言及

しておこう。鎮西町の標準小作料の推移は表

2-6の 通 りである。昭和49年 か ら52年にか

けて大きく増加 した後は横ばい状態、すなわ

ち、10a当 たり3万 円の水準で一定 している。

平成元年からは圃場整備田と未整備田が区別

され、後者が3千 円安 くなっている。また鎮

西町においては畑作物として重要な役割を も

ったばこの小作料の推移 も米の小作料の推移

と似たような型をもっており、現在では10a

当たり2万 円の水準となっている。

鎮西町の農業概要の締めくくりとして上場

土地改良区賦課金の未納問題について若干言

及 しておきたい。上述のように土地改良事業

は鎮西町農業を大きく変貌させてきている。

しか し、すべて順調に推移 してきているわけ

ではない。最大の問題が事業償還金問題であ

ることは言 うまで もない。土地改良区への賦

課 金未納 問題 もその ことの一つの現れであ る。

平 成3年 度 ま で の 鎮 西 町 の 未 納 額 は

10,871,262円 であ り、 その内訳 は、特別賦課

金が5,616,412円(51.7%)、 農 水 賦 課 金 が

2,001,300円(18.4%)(以 上 県営 事業)、 農

地 造成 が2,774,490円(25.5%)(国 営事 業)、

経常賦課金が479,060円(0.4%)で あ る。特

別賦課金 と農水賦課金、すなわち県営事業の

方が全体の70.1%を 占めてお り、未 納金総 額

で は鎮西 町は唐津市 に次 ぐ大 きさであ る。 ま

た未納額 を平成3年 度 とそれ以前 とを区別す

ると後者が7,093,452円 で65.2%を 占めて い

る。 それ はまた平成3年 度以 前の賦課金未納

額13,068,418円 の55.3%で もある。 この こと

は、 これ らの未納 金が累積債務 的な性格 を帯

びて きて いることを示 しているよ うに推論 さ

れ る。平成3年 度以前の未納額 では、鎮 西町

は唐津市 とほぼ同様の額 であ り、上場土地 改

表2-6鎮 西 町 標 準 小 作 料 推 移
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良区の賦課金未納問題ではきわめて重要な立

場にあるのである。(「平成3年 度上場土地改

良区賦課金収納状況調書」)。

3)横 竹、丸田地区の特徴

以上の鎮西町全体の農業構造の概略を念頭

におきなが ら、調査地区である横竹、丸田両

地区の特徴を若干見ておきたい。横竹、丸田

両地区の位置は図2-3の 通りである。鎮西

町は、1956年 旧名護屋村と旧打上村とが合併

して成立 しているが、横竹、丸田両地区とも

旧打上村に属 していた。旧名護屋村と旧打上

村では、その農業構造にかなりの相違が存在

していた。前者 の方が、加唐島、松島、馬渡

島な どの離 島を含む こと もあって、その経営

規模 は零細 であ る。1985年 農業 セ ンサ スでは、

0.5ha未 満 の農家の比重が53.8%を 占めてい

るのであ る。それに対 して、後者 の0.5ha未

満の農家の比重 は19.4%で ある。

しか し、同 じ旧打上村に属 しなが ら横竹 と

丸田で はまた地域的差異が存在 している。横

竹の平成2年 の総農家数が34戸 、専業農家数

が16戸 、1戸 当 た り耕地 面積が164aで ある

の に対 し、丸田は総農家数が25戸 、専業農家

数が4戸 、1戸 当た り耕地面積が93aで あ る。

横竹の方が経営規模が大 きく、丸 田の方が小

図2-3横 竹 ・丸 田 地 区 の 位 置 図
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さい。このことは農業後継者及び農家後継 ぎ

確保状況の相違にも明確に出てきている。横

竹の確保率は51.5%で 、丸田の方が25.0%で

ある。横竹の数字は町内で第1位 で、丸田の

方は非常に低い方である。(鎮 西町『若手農

業後継者定着の条件』、25頁参照)

また二つの地区の相違は、事業による土地

開発面積の問題にも明確に現れている。横竹

の開発面積が37.6ha(A)、 昭和60年 の畑地面

積が43.5ha(B)な の で、 その 開発 面積 率

(A/B)は86.4%で あ り、丸田は開発面積が

10.3ha、 昭和60年 の畑地面積が15.2haな の

で、その開発面積率は67.8%で ある。(前 掲

書、46頁参照)ど ちらも開発面積の比重が大

きいとはいえ、その比重の大きさはかなり異

なるものである。この相違は、図2-4の 横

竹地区土地改良地図、図2-5の 丸田地区土

地改良地図を比較することで理解できよう。

さて両地区における造成農地の利用状況は

どうであろうか。全体の動向は表2-7の 通

りである。春夏作では、たばこの比重が両地

区とも圧倒的に大 きく70%を 越えている。野

菜の比重は丸田の方が大きく、すいかの作付

面積が大 きいのが特徴である。横竹ではいち

ご親株である。見落 としてならないのは休耕

面積の多さであ る。横竹で814a、 作付率が

77.0%で あ り、丸田で は400a、 作付率が

59.9%の 水準である。秋冬作では、両地区と

もたまねぎの作付けが群を抜いているが、特

に横竹での比重はきわめて大 きく、秋冬作全

体の47.8%も 占めている。また秋冬作では飼

料作物の作付けが1/4を 越えているのも共通

している。違いは施設の存在にある。横竹で

はみかん、花、いちごが155aも あ り、丸田

にはこねぎ2aが あるだけである。秋冬作の

作付率は双方 とも20%台 で耕地利用率が非常

に低下 していることがわかる。

最後に土地改良事業の償還金をめぐる両地

域の差異について少し言及 しておきたい。先

に指摘 してきたような、一方での経営規模の

差の問題、 したがって専業、兼業の比重の問

題、他方での開発面積の差の問題、 したが っ

て償還金負担の差の問題、が償還金返済に際

して異なった二つの方法を取 らせることに

なったと考えられる。つ まり償還金負担の大

きい横竹は平準化適用を選択 し、比較的少な

い丸田は繰上償還をするために平準化適用を

選択 しないという結論に立ち至 ったのである。

以上のような両地区の特徴を念頭において

今回の戸別調査の分析に進みたい。

2横 竹地区についての調査結果

1)調 査対象農家の概要

調査対象農家の専兼別、耕地の所有 ・経営

面積、家族構成員の就業動向を示 した ものが

表2-8で ある。調査対象農家18戸 の内、専

業農家8戸 、第1種 兼業農家4戸 、第2種 兼

業農家6戸 とバランスのとれた比率となって

いる。専業農家の経営規模は500aか ら200a

前後 まで、第1種 兼業農家のそれは300aか
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表2-7平 成3年 度国営農地造成地土地利用状況(横 竹 ・丸田地区)



表2-8家 族構成員の就業動向(横 竹地区)



ら70a前 後まで、第2種 兼業農家のそれは大

体180a以 下とい う構造になっている。 とは

いえ実際には⑮番農家を除けば、専業農家の

下位グループと第1種 兼業農家 との経営規模

の差はほとんどない。また、所有面積 と経営

面積とを比較すると、完全に一致 しているの

が⑧番農家と⑫番農家だけであって、量的に

はそう多くないにして も何等かの形で農地の

流動化に関わっていることが推測される。後

継者の問題では、専業、第1種 兼業農家の内、

世帯主が55歳以上で農業後継者がいないのは

⑦番農家だけある。また第2種 兼業農家の場

合で も、いわゆる家の後継者は存在している。

農業後継者、及び後継ぎ候補者が多い地区で

あるという横竹の特徴はここで も確認できる。

2)調 査対象農家と土地改良事業

前節でみたように、上場土地改良事業は鎮

西町農業を大きく変化させて きている。ここ

ではそれが個々の調査対象農家経営において

どのように実行され、またどのような意味を

もったのかという点について、とりあえず技

術的な側面に限定 して見ていきたい。

まずそれぞれの農家の農地がどれだけ土地

改良事業(県 営土地区画整理事業と国営農地

造成事業の合計)の 対象面積になっていたか

である。後述の表2-14で 分かるように、⑤、

⑪、⑰番農家は100%で あり、少ない方の⑫、

⑱番農家でさえ50%を 越えている。調査対象

農家の平均で81.3%で ある。個々の農家に

とって如何に大きな意味をもつ土地改良事業

であったかが、このことからも理解できよう。

次に土地改良の内容である。基本的に国営

事業の方は農地造成、灌概排水事業であり、

県営事業の方は現在までのところ区画整理事

業である。前者では従来の畑地 と山林等を30

a～60a区 画、大きいものでは100a近 い区

画の畑地に造成、併せて灌概施設の設置が主

要な内容であり、後者では、これまでは田畑

輪換が可能な区画整理事業が中心であるが、

今後はさらに灌瀧排水施設工事を行ってい く

予定である。

農家側では土地改良事業のメリットについ

て以下のように指摘 している。第1に 多 くの

農家が指摘するのは圃場がまとまったという

ことである。具体的に言えば、②番農家の場

合14枚 の圃場が6枚 に減少、⑥番農家の場合

18枚の圃場が6枚 に減少、⑭番農家の場合9

枚の圃場が3枚 へ減少 という具合いである。

第2に 指摘されるのは区画が大きくなったと

いうことである。この点を指摘 しているのは、

④番、⑦番、⑧番、⑭番、⑮番の各農家であ

る。以上の結果として、第3に 機械が利用で

きるようになった、作業能率が良くなった、

という評価がなされている。この点を指摘 し

ているのは①番、③番、④番、⑤番、⑧番、

⑨番、⑩番、⑬番の各農家である。⑬番農家

は、この点について具体的に130aの 水稲の

収穫に際して2条 刈のコンバインを使えるよ

うになり、以前には半月かかっていたのが2
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日半で済むようになったと言 っている。これ

らの農家は第1、 第2の メ リットについては

指摘 していないが、それ らの ことが前提 に

なって作業能率が良 くなったという評価がな

され るようにな ったと推測される。第4は 生

産量が増加 したという指摘である(す なわち、

所得増を意味する)。 この点を指摘 している

のは①番、②番、⑤番の各農家である。最後

の第5点 は灌概用水を使用できるようになっ

たという点である。⑥番農家はたまねぎの植

え付けの際の給水として、あるいは水田の補

給水として、⑧番農家はハウスみかんの給水

として、⑪番農家はハウスいちごの給水とし

て利用 している。⑫番農家は、自己の経営で

は水の利用はハ ウス トマ トだけであるが、以

上の灌概用水のメリット全てを指摘 している。

したがって、このことを高 く評価 している農

家は、水を実際にほとんど使用 していな くて

も、水代は多少上がって も仕方がないと答え

ている。

反対に農家側では今回の土地改良事業のデ

メリッ ト(技 術的な問題のみ、償還問題は後

述)に ついてどのように考えているのだろ う

か。第1は 区画が広すぎるという指摘である。

この ことは③、⑤、⑪番農家の指摘である。

この点はメリットと相反することになるが、

ここで農家が言っているのは畑地で野菜作付

けを試みる場合に広すぎるという意味である

と推測される。筆者は同様のことを秋田県で

30a区 画の転作地で野菜栽培を している農家

か ら聞かされている。第2に 、区画の問題で

は形が正方形に近いので作業がやりにくい、

長方形の方が良い、 という指摘が③番農家か

らなされている。第3は 傾斜がきついという

指摘である。その結果、強い雨の際には上部

の土壌浸食と下部への土砂の流出がみられ、

したがってまた下部に水が貯 り、非常に排水

が悪 くなって しまうということである。この

点は③番、⑤番、⑨番、⑩番農家が指摘 して

いる。第4は 排水工事が手抜きであるという

指摘である。非常に漏水が多 く、また年2、

3回 も故障 している。 しかも、故障する箇所

は決まっていて特定の業者が工事 したところ

である。この点は⑨番農家から出されている。

第5に 、農道の整備がなされたにもかかわ ら

ず実際には荒れている、無駄な農道が多すぎ

るとの指摘が⑰番農家からなされている。第

6に 、現在堆肥置き場 として使用 している開

発農地16aに 牛舎を立てたいのだが、開発農

地では駄目だと言われている。農外転用では

ないのだか ら弾力的に対処 して欲しいという

強い要望が出されている。第7に 、水代の問

題では面積割が良いのではないかという意見

が出されている。⑨番農家、⑩番農家(2戸

とも水使用者)の 声である。理由は、前者の

場合にはその方が負担が軽 くなるからであり、

後者の場合には皆が記帳 しているわけではな

いのだからということである。
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3)農 業経営 ・農家経済構造

以上のような様々な評価のある土地改良事

業の展開によって、横竹地区の農業経営、農

家経済構造は現在どの様な内容になっている

のであろうか。最初に調査対象農家の作付面

積、個々の作目について若干言及 し、それか

ら専兼別の農業経営構造の分析に入っていき

たい。

水稲は、自分ではすでに農業生産を行って

いない⑱番農家を除いて、全ての農家に共通

している。文字どお り農業の根本 としての役

割を果たしていることが分かる。いも類は①

番農家の140aが 目立っ。野菜類では自家用

を別にすれば、たまねぎ、キャベツが目立っ

ている。たまねぎで も⑬番農家の160aが 大

きい。みかんでは、多 くが廃園されてきたと

はいえ、露地 ものがかなり残 っているのが興

味深 い。みかんではやはりハ ウス栽培が始

まってきたことが注 目される。いちご、花、

トマ ト等のハウス栽培 も始まっている。また、

たばこ、飼料作物の栽培は、経営規模の大き

い農家に集中 している。そして、兼業農家の

樹園地が耕作放棄地となっていることも見て

おく必要がある(以 上、表2-9、 参照)。

横竹地区の水稲に関するデータは表2-10

の通 りである。全体として1戸 当たりの水稲

の経営面積は、⑨番、⑬番農家を除けば、

100a未 満 と小さい。品種はほとんどが コシ

ヒカリで、10a当 たりの収量は高い方で8俵 、

低い方では5俵 のところもある。平均で7俵

ぐらいの水準である。販売量の方 は、経営面

積が少ないの と自家飯米を差 し引くので、そ

う多いものではない。経費率の方 は、機械を

ほとんど親戚か ら無料で借用するという②番

農家を別にすれば、平均で45%前 後というと

ころである。 したが って、稲作からの所得額

は大 きいものではない。100万 円を越えるの

は⑨番、⑬番農家の2戸 だけで、多 くは50万

円以下の水準にある。

次にたばこである。調査対象農家のうち経

営規模の上位の農家がそろって作付けしてい

る。1戸 当たりの作付面積 もそう大きな変化

はない。売上高の方は、平成4年 度は出来が

悪か ったため10a当 たり40万円前後であると

のことである。平年であれば50万 円前後まで

届 くようである。 しか し、本年度は悪かった

とは言いなが らも、②番農家であれば1,000

万円を販売 し、⑤番、⑥番、⑦番の各農家も

それぞれ700万 円を越え る額を販売 している。

依然 として有力な換金作物 となっている(以

上、表2-11、 参照)。 しか し、たばこは、

外国産の輸入、消費量の停滞等から生産調整

が実施されるようになり、鎮西町でも作付面

積は減少 してきている。調査対象のたばこ農

家はいずれも将来の展望について不安を持 っ

ている。

その他の主な作 目の状況については、以下

の経営構造の分類、分析において言及する。

上述の作付面積全体、主要な作物である水稲、

たばこの素描を踏まえて調査対象農家の農業
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表2-9作 付 面 積(横 竹 地 区)



表2-10水 稲(横 竹 地 区)

表2-11タ バ コ(横 竹 地 区)
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構造、農家経済構造の検討に移ろう。

まず地域農業の中核となる専業農家の動向

か ら見ていこう。横竹地区の専業農家のタイ

プは以下のように分類される。第1の タイプ

は、水田プラスたばこ栽培のいわゆるたばこ

農家であり、これには③番、④番農家が該当

する。第2の タイプは、水田プラス畜産(肉

用牛)の いわゆる畜産農家であり、②番農家、

⑬番農家が該当する。第3の タイプは、水田

プラスハウス栽培農家で⑪番農家が該当する。

第4の タイプは、水田プラス野菜(た まね

ぎ)農 家で、⑩番農家が該当する。最も経営

規模の大きい①番農家、⑧番農家はそれぞれ

のタイプの要素を巧みに組み合わせた総合的

なタイプであると言えるようである。

経営構造の検討の前に、作目と土地改良事

業との関連に若干言及 しておきたい。全農家

に共通する稲作は土地改良事業によっては じ

めて大規模に区画整理がなされ、機械化一貫

作業が可能となったものである。たばこ、飼

料作物は、確かに灌概用水は使用 しないとは

いえ(全 く使用 しないというわけではな く防

除 ・消毒用水として、干ばつ時の緊急補給用

水と しては使用 している)、新たな農地造成

と農作業の機械化がこれ らの作物を導入させ

たことはまちがいない。また、ハウス栽培、

たまねぎの栽培(定 植時の用水使用)に は灌

概用水の存在が不可欠である。 この様にして

みれば、現在の専業農家の作物栽培の構成は

土地改良事業の実施が前提になっていること

は明 らかであ る。

以上 の点を念頭 に置いて専業農家の経済構

造 の検討 に移ろ う。第1の タイプ(水 田プ ラ

スたば こ)で あ る③番農家の場合、年間総販

売 高 は米(65a)が80万 円、 た ば こ(220

a)が1,000万 円、 た まね ぎ(30a)が60万

円の合 計1,140万 円であ る。 その 内の半 分、

570万 円が所得 とな って いる。 その ほか に小

作料収 入が16万 円あ るの で合 計で586万 円が

農業収入=農 家収入 とな る。今年 はたまね ぎ

が非常な不作だ ったのでその分厳 しい との こ

とで あ る。 ④ 番農 家 の場合、 米(87a)が

114万 円、 たば こ(140a)が532万 円で 合計

646万 円で あ る。 所得率の方 は米60%、 たば

こ50%で 所得額 の合計が334万 円で あ る。 そ

の他 に年金収入が111万 円あるので農家 収入

が457万 円 とな る。2戸 と もにたば この比重

が非常 に大 きいことが理解 で きる。

第2の タイプ(水 田プ ラス肉用牛)に 属す

るの は②番農家、⑬ 番農家で ある。前者の耕

種の方で は、水稲(40a)の 反収 が7～8俵 、

販売量が10～20俵 、所 得が15万 円で、あま り

良 い 出来で はなか った。 畑地(350a)は す

べて飼料作物を作付け し、子取 り用 の牛 の飼

料 として いる。畜産の方で は、繁殖 と肥 育の

両方で ある。現在繁殖 牛 と して50頭 、肥育牛

と して260頭 を飼育 中で あ る。 牛の販 売高 は、

繁殖が40頭 で約2,000万 円、肥育が100頭 で約

1億1,000万 円、合計で1億3,000万 円で あ る。

経費 の方 を聞 き取 ることが 出来 なか ったため
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農業所得は不明である。ただ し、負債の方 も

巨額で、農地取得資金、近代化資金の合計で

ほぼ1億 円、さらに農協の預託事業資金(額

は不明、年間の金利だけで650万 円前後)も

ある。

⑬番農家の耕種は、水稲(130a)の 反収

が8俵 、販売量が89俵 である。販売代金は約

178万 円、その内所得額は約126万 円である。

みかんは露地で80a経 営 し、反収3ト ンで計

24ト ンを収穫する。販売額 はkg当 たり60～

70円 で約156万 円である。畜産の方 は肥育専

門で現在160頭 を飼育中である。昨年の販売

頭数は100頭、金額で6,000万 円である。ここ

で も経費の方が聞き取れなかったので所得額

は不明である。負債額の方は、営農資金約1

億円で年間の利息払いが約1,000万 円である。

鎮西町の畜産農家にとって、牛肉自由化の

影響は直接的ではな く間接的に現れている。

つまり、輸入肉の品質は中級以下で佐賀牛の

ような高級肉とは直接には競合 しないが、そ

の代わり国内の中級以下の ものに影響が出て

きている。そのために子牛価格が大きく値下

が りし、繁殖農家に打撃を与えている様子で

ある。む しろ佐賀牛のような高級肉の場合に

は、バブル経済の崩壊による大都市での消費

の後退の方が影響 しているようである。

第3の タイプ(水 田プラスハウス栽培農

家)は ⑪番農家である。水稲(68a)の 反収

が7俵 、自家消費が7俵 で、販売量は40俵 で

ある。販売額は88万 円で、その内経費が40万

円で ある。ハ ウスの方 は、いち ごのハ ウス面

積が30.88a、 花のハ ウス面積が7.8aで ある。

い ち ごの 販 売 量 は7,471kg、24,904パ ック

(1パ ック300g)で あ る。販 売額 は700万 円

で 、経費が300万 円で あ る。 なお、 昨年 はい

ち ごが非 常に出来の悪い年であ って、平年 な

らば1,000万 円前後の販売 額が あ るとの こと

であ る。花の販売額 は70万 円、経費が30万 円

で あ る。 したが って、 販売額合 計が858万 円、

経費が370万 円、農業所得が488万 円とな る。

この農家 は、経営主夫妻(共 に54歳)が 水稲 、

後継者夫妻(共 に31歳)が ハ ウスを担 当 して

い る。

第4の タイプ(水 田プ ラス野 菜)は ⑩番農

家で あ る。水稲(38a)の 販売量が10俵 、販

売額 は20万 円。 たまね ぎは春夏作 で140a、

秋冬作 で20a、 合計160aの 作付 けで あ る。

すべて 京浜 出荷で総販売 額が約600万 円で あ

る。た まね ぎの経費 は10a当 た りで は7万 円

か か り、年間で は機械 費用が100万 円、肥料

・農薬代が80万 円で あ る。 その他 にキ ャベ ツ

40a、 みかん10a、 さとい も10aを 作付 け し

て い る。販売額 の合計 は800万 円、 その内所

得額 が400万 円 ぐらいであ る。

総合的な タイプの①番農家、⑧番 農家 の例

を見 よう。①番農家の場合、水稲(75a)の

反収 は7俵 、経費率が20%ぐ らいであ る。み

か ん は、 露 地 ものが270a、 ハ ウ ス面積 が

12.24aで 、収量が合 計で16ト ンで あ った。

この 昨年の収量 は非常 に悪 い もので、例年な
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らば25ト ンぐらいは収穫できるはずである。

たばこは150aの 作付けで、反収が250kg、

合計では3,750kgで ある。 じゃがい もは140

aの 作付けで5ト ンの収量がある。以上の作

目全体の年間総販売額が1,300万 円、その経

費率が50%、 したがって所得額は650万 円と

なる。⑧番農家 の場合、耕種の方で は水稲

(60a)の 販売額が55万 円、経費率が60%で

ある。たまねぎは70aの 作付けで販売額130

万円、経費率20%、 みかんは60aの 経営で販

売額250万 円、経費率30%で ある。畜産の方

では、昨年繁殖牛を12頭 販売 している。販売

額が350万 円で、1頭 当た り29万 円前後 と

なっている。経費率は30%で ある。 したが っ

て、耕種 と畜産の販売額の合計は約785万 円

で、その内所得額が約550万 円となる。

以上のように、地域農業の中核的存在とな

る専業農家の農業経営構造を経営タイプ毎に

見てきた。引き続いて兼業農家の農業経営構

造 ・農家経済構造を見てみよう。

表2-12は 調査対象農家の兼業の一覧であ

る。全体の特徴は以下のように整理できるよ

うに思われる。第1の 特徴は、農業後継者、

もしくは家の後継者が農協、役場などに勤務

し、ほとんどが休 日には農作業を手伝 う体制

が出来ていることである。第2の 特徴は、横

竹地区に紡績工場があるため、そこへの勤務

者が多いことである。第3の 特徴 は、年収

400万 円を例外とすればほとんどが300万 円以

下の水準にあり、全体として給与水準が低め

であるということである。

次に第1種 兼業農家の方から見ていきたい。

⑤番、⑥番、⑦番、⑨番農家が第1種 兼業農

家である。これ らは二つのグループに分けら

れる。一つはたば こ農家で⑤番、⑥番、⑦番

農家がそうである。 もう一つは水稲プラスみ

かん農家で⑨番農家がそうである。

前者のグループか ら見ていこう。⑤番農家

の場合、水稲(45a)の 販売量が20俵 、販売

額が44万 円、経費率が60%で ある。たばこの

作付面積は185aで 、総販売額が760万 円、経

費率60%で ある。 このたばこの販売は例年に

比較 して非常に悪 く、普通であればこの額に

250～300万 円プラスされるようである。昨年

の年間販売高は804万 円で、その内所得額が

約322万 円である。この額に経営主の父の大

工収入と農業者年金額が加わることになる。

⑥番農家。水稲(80a)の 販売量が38俵 、

販売額が80万 円。たばこの作付面積が165a

で販売額が750万 円、たまねぎの作付面積が

40aで 販売額が80万 円である。合計の販売額

は1,000万 円で、その内所得額が500万 円であ

る。長女が農協職員である。

⑦番農家。水稲(60a)の 販売量が40俵 、

販売額が76万 円。たば こは作付面積が181a

(実際は機械を動きやすくするために160a)、

反当45万 円で販売額が720万 円である。飼料

作物は40aの 作付けである。畜産では、繁殖

用2頭 を販売 し、販売額は100万 円 とな って

いる。年間の総販売額は896万 円で、所得額
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が200万 円 ぐらいである。長男が農協職員で

ある。

たばこが主たる作目である上述の農家とは

異なって、⑨番農家はハウスみかん主体の農

家である。この農家は、水稲作付面積が今回

の調査対象農家の中では一番多 く、160aの

作付面積となっている。反収は8俵 、販売量

が120俵 、販売額が240万 円である。ハウスみ

かんの面積は60aで 、露地みかんの面積が40

aで ある。販売額は前者が1,000万 円、後者

が200万 円である。ハ ウスは粗収益の70%ぐ

らいが経費にとられるとのことである。総販

売額が1,440万 円、その内の30%、432万 円が

農業所得額であり、生活費となる。経営主の

父が警備員の仕事を している。以上が第1種

兼業農家の農家経済の概要である。次に第2

種兼業農家の農家経済の概要の検討に移ろう。

第2種 兼業農家は、⑫番、⑭番、⑮番、⑯

番、⑰番、⑱番の各農家である。このうち⑫

番農家の場合は、水稲40万 円、ハウス(ト マ

ト)200万 円、みかん50万 円等で合計300万 円

の販売高、その内150万 円が農業所得 となっ

ているが、他の農家は飯米確保を目的 とした

水稲といも類、みかん、自家用野菜、小規模

の畜産がセ ッ トになった経営で、農業所得

(小作料収入 も含む)そ れ自体は50万 円未満

がほとんどである。⑱番農家の場合、すでに

自分では作付けはしていない。

第1種 兼業農家の兼業先が農協等が多かっ

たのに、第2種 兼業農家の場合は比較的多方

面にわたっている。また、1人 当たりの収入

額は低い水準にあるものの家か ら複数の人間

が兼業に出ることによって、年間500万 円以

上を確保 している。⑫番、⑭番、⑰番、⑱番

の各農家がそうである。

農家経済構造を全体 としてみれば(表2-

13、参照)、 農家所得額 とい う点では、ある

程度のバランスがとれていることが分かる。

第2種 兼業農家は、農業収入が少ない分兼業

収入で補 っていることが判明する。それだけ

ではなくて、後者の方が所得額の点で優位に

立っているケースも出ているようである。

3)土 地改良事業償還金の問題

以上、農業経営構造、農家経済構造にっい

て詳細に検討 してきた。問題は、それらに対

して土地改良事業の償還金の負担がどの様な

影響を及ぼすだろうか、という点にある。表

2-14は 土地改良事業実施済面積 と賦課金の

聞き取 りの表である。先にも指摘 したように、

今回の改良事業は、所有面積に対する事業実

施面積の比重が非常に大きい事業である。そ

のことは表か らも明確に読み取れる。平均で

81.3%の 実施面積率である。それだけに、地

区の農業生産力構造を大きく進展させる可能

性だけでな く、それと同時に重い負担を負う

ことになる可能性 も持 っているのである。

償還は始まったばかりでまだ ピー ク時には

到達 していない。とはいえ聞き取りにおいて

出てきているように、すでに農家にとってか
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表2-14土 地改良事業実施済面積と賦課金(横 竹地区)



な りの重圧 にな って きて いるようであ る。聞

き取 り調査では、農 家側で経常賦課金、特別

賦課金を区別 して把 握 して いるケースが少な

か った こと、また残 債務 につ いて もほ とん ど

認識がなか った ことか ら、土地改良費農家負

担分の推計表を作成 した ものが表2-15で あ

る。

県営区画整備事業の方は、以下の よ うにな

る。賦 課面積 が93,912,66平 方 メ ー トル、反

当事業費が164万1,155円 で、地元負担額が そ

の20%、32万8,231円 で ある。 反当要 償還額

は、8年 間の据置期間(昭 和58年 施工、平成

3年 まで)が2万1,092円 、15年 間の 均等償

還 期間(平 成4年 ～15年 まで)が3万4,744

円で、全償還 金額が68万9,896円 とな る。 そ

の内の32.2%分 を基幹排水路 と して鎮西町が

負担す ることにな って いるので、農家の均等

償還額 の実 質負担額 が2万3,556円 とな り、

全償還 金額が46万7,749円 とな る。

国営農地造成事業の方 は、平準化適 用の結

果、36年 間の償還期 間となり、平成2年 度～

4年 度 までの反 当年 償還額 が1万5,310円 、

ピー ク時であ る平成5年 度～27年 度 までの反

当年償 還額が1万9,400円 で あ る。 農家 の反

当償還額の総額 は56万9,000円 であ る。(資 料、

上場土地改良区資料 、九州農政局上場農業水

利事 業所 ・佐 賀 県農林 部 ・上場 土地 改良 区

「上場 に水を活かす」)。

まず、県営土地区画整理事 業 と国営 農地造

成事業 との償還金の合計額 について注 目 しよ

う。全体 と してかな りの金額にな ることが判

明する。や はり、単年 度最高償還 金額、残債

務 ともに経営規模上位 農家、専 業農家層の負

担額が大 きいことが読み取れ る。 ただ しここ

でい う残債務 とは、事業終了 までに支払 うべ

き負担償還総額であ って、 これには利子を含

む。だか ら残債務 といえばあ る時点での借金

総額であ るが、 こ こで は上述の意味でい って

い る。表2-15に つ いて も同様であ る。だか

ら本来の意味で い う残債務 と比べ ると、大 き

め に現れ ることを断 ってお きたい。例 えば、

①番農家の場合、単年度最高償還金額が92万

3,000円 、残 債務が2,260万9,000円 であ る。

②番 農家の場合、 前者が54万3,000円 、後者

が1,343万4,000円 で ある。③番農家の場合、

前 者が78万1,000円 、後者 が1,909万6,000円

で あ る。④番農家 の場合、 前者が75万8,000

円、後者が1,854万4,000円 で ある。

専業農家層 において当面の単年度最高償還

額が農業所得に対 してどの ぐらいの比重を占

めるかが償還金負担 を考 える上で重要なポイ

ン トとなる。調査 された農業所得 に比較す る

と、①番農家14.2%、 ③ 番農家13,7%、 ④番

農家22.7%、 ⑤番農家16.5%で ある。 さらに

⑧ 番 農家6.9%、 ⑩番 農 家9.6%、 ⑪番 農 家

13.7%と なる。や はり相当の負担割合 にな る。

残 債務 の方 も大 きい。大体の ところ、専業農

家の内所有面積の多 いグループで、事業済み

面積が3ha以 上の層が、2,000万 円前後の残

債務を抱 え、専業農家の内所有面積 の少 ない
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グループで、事業済み面積が2ha前 後の層

が、1,000万 円前後の残債務を抱えているよ

うな状況である。

この償還金の重圧は、専業農家にとってだ

けではな く、兼業農家にとっても同様である。

まず第1種 兼業農家である農家群を見てみよ

う。単年度最高償還額の農業所得に対する比

重を見 ると、⑤番農家16.5%、 ⑥番農家9.8

%、 ⑦番農家9.8%、 ⑨番農家9.6%で ある。

専業農家層よりはやや負担が軽 くなっている

ようである。残債務は事業済み面積2.5ha前

後の⑤番、⑥番農家が1,200万 円前後、面積

が1ha未 満の⑦番農家で も約468万 円、1.75

haの ⑨番農家が約828万 円である。

第2種 兼業農家にとっては、この償還金問

題 は以上の専業農家、第1種 兼業農家の場合

とは別の意味あいを帯びて来る。単年度最高

償還額の農業所得に対する比重の方か ら見て

行 くと、⑫番農家が12.7%、 ⑭番農家が30.2

%(農 業所得の中に小作料収入 も含めてい

る)、⑮番農家が51.4%、 ⑯番農家が66,9%

である(こ こでも農業所得の中に小作料収入

も含めている)。⑰番農家、⑱番農家は本来

の農業所得がな く小作料収入だけであるが、

あえてその額で除すれば178.8%と25.0%で

ある。つまり第2種 兼業農家の場合には、農

業所得、小作料収入 とい う、いわゆる土地か

ら上がる収益のほとんどを償還金として支払

わざるを得なくなっているのである。

例えば、⑯番農家の場合、単年度最高償還

金額が約30万 円であるの対 して、土地からの

収入は農業所得10万 円、小作料収入35万 円で

合計45万 円であ る。 したが って、償還金を

払って しまうと手元には15万 円しか残 らない

ことになるのである。彼はれ っきとした155

aの 農地所有者なのである。また、⑰番農家

の場合 に は、単年度最高償 還金額が11万

8,000円 であるのに対 し、農業所得がな く、

小作料収入が6万6,000円 である。 したがっ

て、⑰番農家の場合、土地か らの収入では償

還金が払えず、農外収入、あるいは年金収入

から払 うことになるのである。

残債務の方 も、とるに足らないという額で

は決 してなく、300万 円前後から600万 円台と

かなりの額になっている。

以上、償還金に関 して、大体専兼別にその

負担の程度を概括 してきた。決 して軽い負担

ではない。そのことは、農家自身が一番良 く

知っていることである。 しかし、畜産農家、

ハウス農家のいくつかの農家は、決 して大 き

な負担ではないと答えていることもまた事実

である。以下農家自身の償還金に関する考え

方を概括 しておこう。

償還金が大きな負担ではないと発言 してい

るの は、②番農家(畜 産農家)、 ④ 番農家

(たばこ農家)、⑤番農家(た ばこ農家)で あ

る。繰上償還する意向を持 っているのが⑥番

農家(た ばこ ・たまねぎ農家)で ある。販売

高が1億 円を越す畜産農家 と安定 した収益を

もたらすたばこ作付農家群であることは大体
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想像がつくところである。とはいえ、④番農

家は、37年 間の支払いは長すぎる。特に年寄

りのいるところは非常に辛い。若い人たちは

「農地開発がなければ」とさえ言 っていると

いう全体の声 も付け加えている。⑤番農家 も

そうは言いなが らも、申告の際に賦課金を経

費にいれて くれないという点をあげ不満であ

ることを明確に している。⑥番農家 も30数年

の償還期間は長すぎると主張 している。

また⑪番農家のように、事業の成果に納得

し、それだけの恩恵があったのだから賦課金

は当然という見解もある。

以上のような、比較的改良事業に対 して肯

定的な農家は別にして、多 くの農家は賦課金、

償還金は高いという見解を持 っている。「自

分の畑を買ったような気がする」(⑨ 番農家)、

「自分の土地を2度 買 うような感 じ」(⑭番農

家)と いう発言が見 られる。また … だか

ら高いという発言 も存在する。つま り、「農

産物の下落の もとなので」(① 番農家)、 「工

事に不備な点が多いか ら」(⑩ 番農家)と い

う声である。さらに平準化適用で償還金が安

くなったことは充分承知 しながら、期間が長

すぎる点を心配 している農家が多い。「孫の

代になった ら払 うだろうか」、「離農する時ど

うなるだろ うか」(⑪ 番農家)と いう発言が

それである。今後の償還に対する不安を 「こ

れから(本 格的な … 筆者)償 還が始まる。

農家が一番苦 しくなるときだと思う。 自分は

小作料と給料か ら賦課金払っている」と⑯番

農家は語っている。

か くして、償還金は、今後 とも農家にとっ

て非常に大 きな負担になって行 くことはまち

がいない。 しか し、重要なことは農家にとつ

て、負債は償還金だけではないということで

ある。農家はこれまで も農地取得資金、近代

化資金などの相当な固定負債を抱えているの

であって、償還金がその上にの しかかる様な

かたちになるので、負担がより厳 しいものに

なるのである。表2-16が 従来の固定負債、

土地改良区の残債務を整理 したものである。

それを見ると、プロ―の面では非常に潤沢な

資金を持つかに見える畜産農家の場合で も非

常に大きな固定負債が存在すること、他の専

業農家、第1種 兼業農家でもかなりの資金の

借入れがあることが判明する。第2種 兼業農

家だけが他の負債がなく土地改良区の残債務

だけだということが分か る。そうしてみれば、

償還金は大きな負担にならないという農家側

の認識 とは異なって、客観的には今後かなり

厳 しい局面を迎えることになりそうである。

4)農 地の流動化の問題

さて、これまで見てきたような上場土地改

良事業は、農地の流動化にどのような影響を

もたらしているのだろうか。まず農地売買の

方から検討 していきたい。調査対象農家の農

地売買は表2-17の 通 りである。想像以上に

農地売買件数、面積が少ないのである。上場

の土地改良事業では所有権の移動という形で
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表2-16農 家 負 債 推 計 表(横 竹 地 区)



表2-17農 地 売 買(横 竹 地 区)



の農地の流動化はほとんど行われなかったと

いっても良いであろう。 しか し、この少ない

農地売買の実例から確認できるいくつかの点

について言及 してお く必要がある。

第1に 、売買の地目はすべて畑地であるこ

とである。第2に 、主な買い手は②番の畜産

農家であることである。そして、いずれも公

社、農協が間に入 って負債整理農家の農地を

購入 していることである。第3に 、昭和62年

に造成地を10a当 たり200万 円、未造成地を

同 じく117万 円で購入 していることであ る

(購入 した本人 は、今で もあれは高すぎたの

では、と思 っている)。 それが平成3年 には

10a当 たり約80万 円で購入 していることであ

る。 この事例で見れば、わずか5年 の間に非

常に大きな農地価格の下落があったことにな

る。 しか し、農家か らの聞き取りでは農地価

格の動向は横ばいであるとの返答が多かった

ので、最初の価格が高すぎたことの結果 とし

て受け止めた方が良いようである。農地価格

の水準としては、水田(改 良地)が10a当 た

り120万 円、畑(改 良地)が10a当 たり80万

円、山林が10a当 たり40万円前後 と認識 して

いる農家が多いようである。第4に 、横竹で

も負債整理のための農地売買が出ていること

である。⑮番農家がそれであり、営農資金等

500万 円、改良区の未納金50万 円の整理のた

めである。っまり、改良区の賦課金も負債の

重要な構成部分 となってきている例でもある。

次に農地流動化のもう一つの側面である賃

貸借について考察 しよう。表2-18が その一

覧表である。 こちらの方は農地売買 とは異

なって、非常に活発であることが分かる。そ

こでのいくつかの特徴を項 目別に整理 してみ

よう。貸借と階層の問題では、一般的には、

借地は経営規模の大きい農家に集中し、貸付

地は経営規模の小さい農家に集中するが、横

竹ではそれだけではなく、ハウスの導入等の

影響で、経営規模の大きい農家にも貸付地が

出ているということである。地目別の問題で

は、農地の売買の場合には畑地だけだったの

に対 し、賃貸借の場合には水田もその対象と

なっていることに気が付 く。貸借の相手の問

題では、親戚、集落内の他に他集落の農家の

場合 も出てきており、そしてそれ らの農家は

大体がたばこ農家であるという点である。面

積の問題では、100aを 越えるのは、一件 し

かなく、多 くは10aか ら60aぐ らいの範囲の

中におさまるぐらいの大 きさである。

賃貸借の開始の時期の問題では、その発生

が集中しているのは大体二つの時期である。

最初の時期は、農地開発が終了 した時期であ

る。表では昭和61年 のケースが多いが、これ

は今か ら10年程前との返答をそのように記 し

た結果である。横竹における国営農地造成事

業は昭和53年 に施工されてお り、農家側の気

持ちとしてはそれ以後ということであろう。

次の時期は、昭和61、2年 頃が多い。理 由は、

この時期にハウス、たまねぎなどの本格的な

導入が始まり、導入農家においては従来の畑
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作物にまで手が回らな くなってきたことによ

る。大局的な見地に立てば、それぞれの時期

の賃貸借の増加いずれもが土地改良事業の結

果であると理解することができる。つ まり、

最初は農地造成事業の直接の結果 として、次

の時期は畑地灌概の積極的な利用 としてのハ

ウス栽培の導入、その結果としての農地の流

動化である。

小作料の問題では前に見た表2-6鎮 西町

標準小作料推移表の基本線を念頭におくと次

の諸点に気が付 く。第1、 水 田では2.5俵 が

多い、つ まり1俵2万 円とすれば5万 円とい

うことである。また2俵=4万 円の額 もある。

とすれば、水田の小作料はいずれも標準小作

料よりも高い水準にあるとい うことが出来る。

第2、 たばこの小作料では2万 円が多 く、こ

の点では標準小作料通 りとな っている。なお、

3万 円の小作料 も出ているが、これは唐津市

の水準である。第3、 小作料無料が出ている

点 も注目しておく必要があろう。一つは作っ

て もらえるならお願いしたいということであ

り、いま一つは売るつ もりだか らということ

である。前者の例が今後増加 していくのでは

ないかと思われる。

上述のように土地改良事業の展開による農

地の流動化は、農地の売買では非常に少なく、

賃貸借では事業施工直後 に、またハウス導入

時にかなり進捗 している。水田の借地が合計

で35a、 貸付地が55aで あり、畑の借地が合

計で268a、 貸付地が318aで ある。田畑の借

地の合計が303a、 田畑の貸付地の合計が373

aで ある。貸付地を調査対象農家の所有面積

(水田1,218a、 畑3,154a、 合計4,372a)で

除すれば水田が4.5%、 畑地が10.1%、 合計

で8.5%と なる。表2-5鎮 西町農用地利用

増進事業実施状況の数字 と比較すると、この

横竹地区の数字は平成3年 の町全体の流動化

率7.4%よ りもやや高目であると言えるよう

である。

農地価格 と小作料地代 との関係については、

上述のように非常に売買事例が少ないので、

その相互の関係が見えて こないのが実情であ

る。先の事例で言えば、一方では昭和62年 か

ら農地価格が下落 し、他方では小作料の方は

現状維持のままなので、10a当 たりの小作料

の同 じく10a当 たりの農地価格に対する比率

は、昭和62年 の場合には1.0%、2.5%と なり、

その比率が高 くなっていることになる。 しか

し、横竹の農家は、双方の動向を検討 した上

で、売買にするか、賃貸借にするか選択 して

いるわけではない。②番農家の農地取得は、

いずれ も相手の負債整理が契機であり、農地

公社、農協が仲介 した物件である。

5)県 営区画整備農地への灌概排水施設の設

置工事について

最後に上場土地改良事業が現在当面 してい

る緊急の課題、県営区画整備農地への灌概施

設の設置工事の件について言及 してお こう。

県営の土地改良事業は、区画整理事業 として
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はす でに完了 して い るが、 ここに灌概排水施

設 を設置す ることで、最終 的な完成をみ るこ

とになるのであ る。 その ことは、本来な らば、

長 い間慢性的な水不足 に対 す る最終的な決着

で あ り、用水を利用 した多様 な農業経営の基

盤が確立す ることを意味 していた。 しか し、

この計画 は、現在 の ところ農家側か ら同意 を

得 られて いない。 その第一 の理 由はや はり費

用負担の問題で ある。

まず その点を見て お こう。 県営の区画整備

農地 に水を引 くためには、10a当 たり40～50

万 円の工事費を必要 とす る。 県営事業の費用

負担割合 は、国が50%、 県が30%、 地元負担

が20%で あ る。 したが って、10a当 た りの工

事費 を50万 円 とすれば、 その20%の10万 円が

地元負担 となる ことになる。 これを償還期間

23年 間(据 置期間8年 間 プラス均等償還期間

15年 間)、 利 率4.75%と す る と、均 等償還金

額 は年 間約5～7,000円 とな る。横竹で は、

⑨番 農家が140aと 県営事 業の事 業済み面積

が一番多い。 この農家の場合、 この工事だ け

で年間8万4,000円(均 等償還金額を6,000円

とすれば)の 償還金を支払 うことになるので

ある。 とすれば、国営、県営二つ の事業の単

年度最 高償還 金額が40万4,000円 だ ったのが

48万8,000円 とな る。 また、 二つの事業 の単

年度最高償還金額が、調 査対象農家の中で一

番大 きい、①番 農家の 場合 には、92万3,000

円に今計画分3万4,800円 が プ ラスにな って

95万7,800の 単年度 最高償還 金額 になる。 調

査対象農家の1戸 当たりの平均で見ると、事

業済み面積が48.6aで 、今計画分の償還金額

が2万9,400円 となり、この金額が二つの事

業の単年度最高償還金額39万7,000円 に上乗

せされることになるのである。 しかも、水代

は、現在のところ トン当たり10円であるが、

まだ揚水機がフル稼動 した場合の費用、県の

補助額の大きさなどが不透明なため、どのく

らいの価格になるかはっきりしないという状

況にある。

負担の問題で特に注意 してお く必要がある

のは、行政の補助額の割合についてである。

国営農地造成事業の方は、灌概排水事業の負

担割合が国58%、 県31.5%、 地元10.5%で 、

しか もこの地元負担分は市町村の負担であり、

農家の負担分はなか ったのである。つまり、

国営事業の方では、農地開発の8.4%だ けが

農家負担だったのである。それに比較すると、

県営事業の工事費の20%と いう農家負担は、

農家側からすれば非常に割高であるという感

じを抱かせるものであると思われるのである。

さらにまた、この問題は、以上の費用負担

の大小の問題の他に、前述の農業経営構造、

農業労働力保有状況、さらには国営事業の先

行等にも大きく影響されている。国営の灌概

用水を利用 して施設を利用 した集約的な経営

を行っている農家群は、すでに労働力不足か

ら容易に経営規模の拡大は出来ない。 しかも、

横竹の場合、県営事業のほとんどが水田であ

り、個々の農家ではすでに国営の灌概用水を
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一旦溜池などに落 しておいて
、水不足時に利

用 している場合が相当見 られる。 したがって、

県営の区画整備済み農地に灌概用水が絶対に

必要であるという状況には現在の ところな

っていないのである。工事費の20%負 担 という

農家負担の軽減が可能か、また水代がどうな

るかで様 々な動きが出てきそうであるが、農

家側から同意を得るまでにはかなり紆余曲折

がありそうである。

3丸 田地区についての調査結果

1)調 査対象農家の概要

丸田地区の調査対象農家18戸 の概要 は表

2-19の 通 りである。専兼別の問題では、専

業農家が1戸 、第1種 兼業農家が3戸 、第2

種兼業農家が14戸 である。経営面積では、①

番農家が2haを 越えているだけであり、l

ha台 が第1種 兼業農家を中心に6戸 、残 り

が1ha以 下である。所有面積 と経営面積 と

の関係では①番、②番、⑤番の3戸 の農家だ

けが前者を後者が上回 り、前者と後者が一致

する⑥番、⑧番、⑫番、⑬番、⑭番の各農家

で、それ以外の農家では前者が後者を上回っ

ている。農業就業状況では、経営主が農業基

幹就業者で、他に勤め先がないのは①番、②

番、④番の3農 家だけである。また、経営規

模上位農家か ら50a規 模までの農家の場合、

経営主の妻が農業基幹就業者として奮闘 して

いる。 したがって後継者の件では、現在のと

ころ休日に農作業を手伝 う後継者候補が①番、

⑨番農家にいるだけである。

最初の節において、横竹の1戸 当たりの耕

地面積164a、 丸田の1戸 当た りの耕地面積

93aで あることを確認 し、丸田の農家は、横

竹に比較 して、小経営で兼業農家が多い可能

性を指摘 しておいたが、今回の調査対象農家

の概要からもそのことは充分窺える。

2)調 査対象農家と土地改良事業

今回の土地改良事業の鎮西町農業にとって

の意義、その内容等については、すでにこれ

までの節において言及 しているので、ここで

はさっそ く丸田の調査対象農家にとっての土

地改良事業の検討に入ろう。

調査対象農家の水田所有面積の合計が537

a、 内事業実施済み面積が368aで あり、事

業実施済み面積率は68.5%で ある。畑地の所

有面積の合計が1,330a、 内事業実施済み面

積が917aで あ り、事業実施済み面積率 は

68.9%で あ る。 田畑合計で は所 有 面積が

1,868a、 内事業実施済み面積が1,285aで あ

り、事業実施済み面積率は68.8%で ある。確

かにこの数字は、横竹の81.3%に 比較すれば

かなり低めではある。 しか し、全所有面積の

約70%近 くが対象となる土地改良事業は農家

にとって決 して小さな事業ではないことは言

うまでもない。

丸田の農家は、今回の土地改良事業をどの

様に受け止めているだろうか。まず、メリッ

トの方か ら見ていこう。まず第1点 は、圃場
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のまとまり、圃場数の減少、区画拡大である。

この点に関 してはほとんどの農家が指摘 して

いる。「土地の枚数が10分 の1に なった」(②

番農家)、 「23枚の圃場が5枚 にな った」(⑤

番農家)、 「30枚を越える圃場がわずか3枚 に

なつた」(⑦番農家)等 である。第2点 は農

道の整備である。この点は、特に⑩番、⑫番、

⑬番、⑯番の各農家が強 く指摘 している。そ

してこの2点 を踏まえて、第3点 である機械

使用による作業効率の向上を指摘する。 この

点は、水稲を作付け していない⑰番、⑱番農

家以外はほとん ど指摘している。第4点 は、

灌概用水を使用できるようになつたことであ

る。用水の使用には次のいくつかのタイプが

ある。1.た ばこの薬剤散布用としての使用

(①番、②番、⑤番農家)。2.ハ ウスの灌水

と して使 用(④ 番、⑥ 番、 ⑦ 番 農 家)。

3.た まね ぎの苗床作り ・定植時に使用(⑧

番、⑨番、⑩番、⑪番農家)。4.ほ うれん

草の定植時に使用(⑬ 番農家)。 以上の主要

な点以外 に、第5点 「境界争いがな くな っ

た」(①番農家)、 第6点 「土地改良を しない

他の土地は荒れている」(⑯番農家)が 土地

改良のメリットとしてあげられている。

土地改良事業の技術的なデメリットについ

ては次の諸点があげられている。第1点 は傾

斜を付けすぎていることである。 したがつて

土が下の方へ流れ、そこは排水 も悪 くなって

しまう。この点は①番、②番、⑪番、⑬番農

家が指摘 している。第2点 は排水が不備であ

るという点である。⑥番農家は特に水田(県

営事業の方)に 問題ありとし、⑧番農家は、

水田の方も区画が広 くなって排水が悪くなっ

たし、畑の方 ももともと水田であった所 はや

はり排水が悪いとし、両方の事業に問題があ

ると主張 している。⑨番農家 も排水に難があ

ることを指摘 している。第3点 は、水使用料

金の申告方式に問題がある。使用者全員がす

べて記帳 しているわけではないのだか ら、よ

り合理的な支払い方法を確立すべ きとの指摘

である。 この点を③番農家、⑨番農家が強 く

主張 している。そ して解決方法 としては、ハ

ウス農家の④番農家 も、⑨番農家もメーター

の設置を強 く望んでいる。調査対象の用水使

用農家は例外な く水使用量を記帳 し、申告 し

ていると答えている。 しか し、実際にはダム

での放流量に対する自主申告による記帳率は

18%で ある。途中の漏水がかなりあることは

はっきりしているとはいえ、その記帳率はか

なり低いものである。使用量の少ない農家、

ほとんど使用 しない農家の使用農家への不信

感は相当なものがある。第4点 は、石が多 く、

作土が少ない(特 に国営事業)と いう指摘で

ある。⑥番農家、⑧番農家の指摘である。そ

の他の点では次の ことがあげられている。

「道路に埋設 している管から水を利用 してい

るが、そのための費用は自己負担となってい

る。」「100a区 画は広すぎる。」(以 上、①番

農家)「 事業の水路変更で未造成地の水田に

水がこなくなった。」(③番農家)

174



3)農 業経営 ・農家経済構造

まず調査農家全体の作付面積の状況を示 し

たものが表2-20で ある。水稲は⑰番、⑱番

農家を除いて作付けされているが、大きい作

付面積をもった農家はなく最高で56aで ある。

経営面積上位の①番、②番、⑤番農家がたば

こ農家で、④番、⑥番、⑦番農家がハウスみ

かん農家である。⑧番、⑩番農家はたまねぎ

プラス畜産農家である。大体経営面積規模が

lha未 満の経営は飯米確保プラス自家用菜

園のタイプが多い。その中で、⑨番農家 と⑬

番農家は呼子町の朝市に出荷 している。特に

前者は30年 ぐらい継続 しており、最近では、

売 り手増、買い手減という状態で もうけは薄

くなっている。2戸 の農家の野菜作 りは 「五

目作 り」といわれる、朝市出荷のための小量

多品目作付けである。

この表2-20に おいて注意しなければなら

ないのは耕作放棄地の存在である。横竹の場

合に比較 して件数が多 く、さらに重要なこと

は横竹の耕作放棄地が ほとん どが樹園地で

あったのに対 し、丸田ではほとんどが畑地で

あるということである。その内訳は、国営の

農地造成地を耕作放棄地としているのは③番、

⑫番、⑱番農家(一 部未改良地を含む)で あ

る。③番農家の場合本年度か ら作付けを しな

かったということと、105aと いう面積のた

めやや相手を選んでいるという側面もある。

⑫番農家の場合には40aの 造成地を15aと25

aに 分け、交互に じゃがいもと野菜を作付け

しており、本年度が25aが 耕作放棄地になっ

たということである。 したが って、厳密な意

味では管理されているので耕作放棄地に入 ら

ないともいえるのであるが、作付けを してい

ないという意味ではやはり耕作放棄地であろ

う。⑧番農家、⑨番農家、⑩番農家、⑭番農

家の耕作放棄地は未改良地である。上述のよ

うに、国営の造成地であっても耕作放棄地が

出始めている段階なので、区画が小 さく、農

道の整備 もなく、水 もこない未改良地は借 り

手がなく、農家の手が回らな くなると自然に

耕作放棄地なって行 くのである。⑪番農家の

場合は元みかん園である。

以上のように耕作放棄地が増大 してきてい

ることと、さらに、耕作放棄地 となる可能性

は未改良地が一番であることに充分注意 して

おく必要があると思われる。⑯番農家の 「土

地改良を していない地区の畑は荒れている」

という指摘はこの様な事態を的確に把握 した

ものだといえよう。

水稲についての整理が表2-21で ある。品

種は横竹同様 コシヒカ リである。10a当 たり

の収量は平均で7俵 であり、また、おおよそ

の傾向ではあるが作付面積が小さくなるにつ

れて収量が少な くなっている。販売量 も最高

で45俵 、金額でも90万円である。 したが って、

今回の丸田地区の調査対象農家における水稲

からの所得額はほとんどが50万 円未満である。

次に、各農家のタイプ別にそれぞれの農業

経営構造、農家経済構造について見てみよう。
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表2-20作 付 面 積(丸 田 地 区)



表2-21水 稲(丸 田 地 区)



今 回の調査対象農家の中では、④ 番農 家だけ

が専業農家で ある。 この農家の経 営主 は33歳

と若 く、32歳 の妻の二人が就農 してい る。65

歳 と62歳 の両親 は病弱なため時 々 しか手伝 う

ことが 出来ず、80歳 前後の祖父母 もた まに し

か手伝 えず、労働力 は若い二人だ けであ る。

農業経営構造 は、水稲が56aの 作付 、10a当

た り収量が8俵 、飯米12俵 、販売量32俵 で、

販売額が約60万 円であ る。 水稲の経 費の方 は

10a当 た り3万 円であ るが トラクター、 コン

バ イ ン、田植機等の減価償却 を考慮 す ると所

得額が ゼ ロになって しま うよ うであ る。 この

農家 の主要 な収入源 はみかんであ る。 みかん

の経営面積 は、露地 もの70a、 ハ ウス33aで

あ る。露地 ものは早生、温州を作付 し、10a

当た り収量 は2ト ン、販売額40万 円、経 費率

30%、 したが って所得額が約57万 円で ある。

ハ ウスの方 は、極早生、早生を作付 し、10a

当 た り収量が3ト ン、販 売額600万 円、経 費

率60%、 したが って所得 額が240万 円で あ る。

ハ ウスの施設 は450万 円の費用 を要 し、約10

年間 は使用 可能で ある。年間の灯油代 は10a

当 た り100万 円で ある。 ハ ウスみかん は、 苗

木を植え付けてか ら3～5年 で収穫が可能 に

な るので この面で も露地 もの よ りも有利であ

る。 この農家はあ と10a程 増設 したいとい う

希望を持 ってい る。

第1種 兼業農家は①番、②番、⑥番農家の

わずか3戸 であ る。①番農家 の農業経営構造

は、水稲(54a)の10a当 た り収量が7俵 、

販売量25俵 、販売額 が50万 円で ある。 たば こ

の 作付 面積 が120a、10a当 た り収量 が183

kgで 販売量 が2,200kg、 販 売額が550万 円で

あ る。年 間の農産物 の総販 売額が600万 円、

その 内所得額 が約300万 円 となって いる。

①番農家の場合 、後継者候補の長男夫妻が

農協、経済連 に勤務 し、 さらに長女が教員 と

い うことで兼業収 入の合計 が870万 円 とな り、

農業収入 より多い。 一般 的にいえば、 この農

家 は第2種 兼業農家に分類 すべ きで あるが、

完全 にプール家計ではな く、子供達の収入 に

は相対的 に独立性 があ るよ うなので第1種 兼

業農家 に分類 して いる。

②番農家の農業経 営構造 は、水稲(36a)

の10a当 た り収量が8俵 、販売量18俵 、販売

額36万 円で あ る。 たば この作付面積が150a、

販 売量が2,700kg、 販売 額が750万 円で あ る。

農産物 の年 間の総販売額 が約800万 円で、 う

ち所 得率が65%ぐ らい、金 額で は520万 円で

ある。 この農家の農業就 業状況 は35歳 の経営

主 と31歳 の妻の2人 と62歳 の父 との3人 であ

る。 父は年 間100日 ほど萩 の酒屋 に杜氏 と し

て 出稼 ぎにい って い る。収 入 は150万 円であ

る。 したが って、農家経 済構造 としてみれば、

農業所得520万 円、農外収入150万 円、合計で

670万 円で ある。

⑥番農家 の農業経営構造は、水稲が45aの

経営面積の ほか は不明であ るが、ハ ウスいち

ごが経営面積28a、 うち施設面積21aで ある。

年 間販売量が2,100パ ック(1パ ック300円)
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で、販売額が約600万 円である。また、飼料

作物のソルゴー も作付けしているが現在はい

ちごの堆肥替わりである。果樹では、伊予か

んの作付面積が13a、 甘夏の作付面積が12a

で、前後者とも販売額が30万 円ずつである。

そのほかに自家用のみかんが若干ある。以上

のような⑥番農家の年間総販売額は700万 円

前後である。

農業就業状況は、44歳 と36歳の経営主夫妻

と共に68歳 になる両親の4人 である。 うち、

経営主は鉄工所へ臨時雇いで勤務 しており、

収入は80万 円ぐらいである。また、父は昭和

43年以来旅館で働いており、年間の収入が約

370万 円前後である。このように、男手が外

に出ているので経営主の妻にかかる負担はか

なりのものである。実際この農家は昨年まで

2頭 の肉用牛を飼育 していたが、いちごの方

が手が回らなくなったため本年か ら飼育をや

めている。

以上のように専業農家1戸 、第1種 兼業農

家3戸 をみてきた。後の14戸 の農家は第2種

兼業農家である。これらの農家もよく注意を

してみれば、年間100万 円を越える農業所得

をあげている農家群 とそれ以下の農家群、さ

らには農業関係の所得が小作料収入のみ、も

しくは全 くなしの農家群 と三つのタイプに分

類できる。

最初に、年間100万 円を越える農業所得を

あげている農家群であり、⑤番、⑦番、⑨番

農家がそうである。これらの農家は、30a～

50aの 水稲プラス⑤番農家がたばこ、⑦番農

家がみかん、⑨番農家が朝市用の野菜という

経営構造を持っている。たばこは現段階では

まだ一番安定 した畑作物であり、⑥番農家の

みかん も露地だけではな く、ハウスも導入 し

ている。また朝市用の野菜も、長い伝統のあ

る換金作物である。そういう特徴のある作物

を持 っている農家が、年間100万 円の農業所

得を確保できているようである。

兼業先は、⑤番農家の経営主が左官(農 繁

期に2ヶ 月の休暇)、 ⑦番農家の経営主が会

社員、経営主の父が大工であり、⑨番農家の

経営主の長男が役場職員である。

第2種 兼業農家の農業所得100万 円以下の

農家群は、③番、⑧番、⑩番、⑪番、⑫番、

⑬番、⑯番の各農家である。このうち⑧番、

⑩番農家の農業構造は似ていて、水稲プラス

たまねぎプラス飼料作物プラス肉用牛(3～

4頭)で ある。そのほかの農家は、ほとんど

が水稲プラス野菜(⑬ 番農家の朝市用を除け

ば自家用である)で ある。

これ らの農家の経営主の兼業先は、③番、

⑫番、⑬番農家が酒造会社(季 節雇い)、⑪

番、⑯番農家が建築業関係で、⑧番農家が紡

績会社である。

最後に農業関係の所得がない、もしくは小

作料収入のみの第2種 兼業農家のケースであ

る。⑭番、⑮番、⑰番、⑱番農家がそれであ

る。 このうち⑭番、⑮番農家はそれぞれ5a、

23aの 水稲を作付 し、飯米を自分で確保 して
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いる(前 者ではやや不足でその分購入)。 後

者の場合は、その他に13俵販売 しているが、

耕転機、田植機、ハーベスター、脱穀機の減

価償却を含めると収支 トン トンである。そ し

て両者 とも家庭用の菜園を持 っている。⑰番

農家は10aの 自家用野菜畑を作付けしている

が、⑱番農家は全 く作付け していない。小作

料収入があるのは⑮番、⑱番農家である。前

者は20aの 畑で6万 円円、後者は水田25a、

畑が38aで 合計18万5,000円 である。

これらの農家の経営主の兼業先は、⑭番農

家は自営の建築業、⑮番、⑰番農家は左官、

建築会社勤務で共に建設関係である。⑱番農

家は公務員である。高齢の⑰番農家を除けば

安定 した兼業先を確保 している。

以上のように丸田地区の農業経営構造 ・農

家経済構造を見てきた。第2種 兼業農家の多

い丸田地区にとって兼業は非常に重要である。

これまでもかなり言及 してきたが、調査対象

農家の兼業についての一覧は表2-22で ある。

全体の特徴について若干言及すると、兼業先

の問題では、酒造会社への出稼ぎが多いこと、

また建築業、大工、左官、建設会社勤務とい

うように建設関係 も多いことが特徴である。

また、農家1戸 から複数の人間が勤めに出て

いることも目につく。経営規模が小さ くなれ

ばなるほどそうである。さらに勤めに出た時

期 もかなり早 く、30年前、20年前、学校卒業

後以来というものが多く、それゆえにまた経

営主の兼業収入はより安定 したものになって

いる。

これまで見てきた農業経営 ・農家経済を小

括 したものが表2-23で ある。目につくのは、

専業農家の所得水準 と調査対象農家群におけ

るその位置の問題である。兼業農家の方が安

定 していることは一目瞭然であり、特に正社

員、正職員のいる農家は非常に安定 している

ことが分かる。

3)土 地改良事業債遺金の問題

本節の課題は、土地改良事業の償還金の負

担がこれまで見て きた、農業経営 ・農家経済

構造にどのような影響を与えており、かつま

た与えることになるだろうか、という点の検

討である。表2-24は 調査対象農家の事業実

施済み面積と賦課金の支払い状況に関する聞

き取 りに関するものである。事業実施済み面

積の割合は田畑合計で68.8%で あり、横竹の

81.3%に 比較すれば低い感 じがするが、実際

の ところは所有面積の約70%が 事業対象と

なっているわけで、農家にとって大変な事業

であ ったことは疑いない事実である。

聞 き取 り調査によるこの表の特別賦課金の

額は、ほぼ事業実施済み面積が同じでありな

がらその額が大きく異なったり、小さい面積

の方が大きい面積を上回っていたりして正確

に事態を反映 している数値とは思われない。

農家の側でも勘違いや誤解 もあった可能性 も

ある。そこで事態を透明なものするために、

県営区画整理事業、国営農地造成事業双方の
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表2-22兼 業(丸 田 地 区)



表2-23農 家 経 済 構 造(丸 田 地 区)



表2--24土 地改良事業実施済面積 と賦課金(丸 田地区)

・



償還金モデルを利用 してそれぞれの単年度最

高償還金額、残債務を推計 したのが表2-25

である。

丸田地区は繰上償還をするために今回の平

準化適用を受けていない。 したがって国営事

業の単年度最高償還額は平成5～7年 が3万

3,700円/10a、 平成8年 ～19年 が6万5,400

円/10aで あり、残債務の方は10a当 たり88

万6,000円 である。それで計算すると表の額

となる。もし繰上償還をすると10a当 たり36

万6,000円 の負担 となり、平準化適用 しない

場合の10a当 たり88万6,000円 の41.3%と な

る。 したがって繰上償還をする場合、表の国

営農造成事業の残債務額の41.3%が 国営の う

ち造成事業の残債務だということになる。参

考表が繰上償還 した場合の国営農地造成事業

の残債務と県営区画整理事業の残債務との合

計の数値である。確かに繰上償還をすれば残

債務がかなり軽減されることが理解される。

とはいえ、特に経営面積が上位の農家にとっ

ては、一括 して200万 円～500万 円を払い込む

ことは現在の情勢の下でなかなか大変なこと

であると思われる。ちなみに今回の調査で繰

上償還をするつもりだ と明言 しているのは⑬

番農家だけである。

もし繰上償還が困難な場合、国営農地造成

事業の事業済み面積の一番多い⑦番農家の両

事業合計の単年度最高償還額は113万5千 円、

残債務が1,633万 円となる。二番 目に多い②

番農家の場合、単年度最高償還額が78万1千

円、残債務が1,087万4千 円、三番目に多 い

③番農家の場合、単年度最高償還額が64万3

千円、残債務が916万6千 円となる。この場

合⑦番農家の単年度最高償還額の昨年の農業

所得に対する割合は39.1%に もなる。同様に

②番 農家の場合15.0%、 ③番 農家の場 合

112.8%に なる。つまり③番農家の場合、年

間の農業所得よりも土地改良区への償還金の

方が多いという結果になるのである。年間農

業所得が③番農家の70万 円を下回る農家にお

いては大体同様の事態になって しまうのであ

参考表 操上償還の場合の残債務
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表2-25土 地改良費農家負担推計表(丸 田地区)



る。③番、⑩番、⑪番、⑫番農家がそうであ

り、おそらく⑬番、⑯番農家も同様であろう。

そうなれば、農業収入か らでは償還金を支払

うことができず、不足分を兼業収入あるいは

各種の年金か ら支払わざるを得な くなること

になってしまうのである。また農業収入が全

くないが小作料収入はある⑮番、⑱番農家の

場合には次のようになる。前者の場合、単年

度最高償還金額が26万 円なのに対 し、小作料

収入が6万 円なので差引20万 円を兼業収入の

方から支払 うことになる。後者の場合、単年

度最高償還金額が14万3千 円なのに対 し、小

作料収入が18万5千 円なので逆に4万2千 円

手元に残ることになる。 しかし、経常賦課金

の方 も含めるとほとんど何 も残 らない状態で

あろう。最後の小作料収入 もない⑭番、⑰番

農家の場合には完全に兼業収入、年金収入の

方から支払 うことになる。飯米、 自家用野菜

の確保を金額に換算 しないとすれば、何 も

入 って こないものにお金を支払 っていること

になって しまうのである。

それでは農家側はこの償還金負担をどう受

け止めているのか見てみたい。償還金を 「さ

ほど高くない」と答えているのは⑥番農家だ

けである。 この農家の場合は、土地の有効利

用のためには土地改良事業が必要であるとい

う観点か ら見れば高くはないのだというニュ

アンスである。後の農家はほとんどが高い、

あるいは重い、支払い不安 と答えている。横

竹で もよ く出て きたように 「自分の土地 を

買 った感 じ」(① 番農家)、 「自分の畑を自分

で買うよう」(④番農家)、 「支払い大変」(⑤

番農家)、 「負担金の軽減措置必要、皆で頭を

痛めている」(⑫番農家)、 「農業収入以外の

ところか ら賦課金を払 っている」(⑩ 番農家、

⑰番農家)、 「国民年金の中から払っている」

(⑮番農家)等 の声が出ている。一番厳 しい

のが 「上場開発で400万 円の借金が残 っただ

け」(③ 番農家)と いう指摘である。実際こ

の農家の残債務は、県営区画整備事業の方が

114万8,000円 、国営農地造成事業の方が繰上

償還 した場合318万4千 円で合計464万2千 円

となる。 しか し、 この繰上償還が困難な場合

には残債務の合計が916万6千 円となって し

まうのである。

以上のように、1戸 当たりの事業済み面積

が横竹地区より小さい丸田地区でも償還金の

負担は大きいのである。丸田地区の農家にお

いても各種の固定負債が存在するのであり、

そういう状況下での償還金負担なのである。

表2-26は 農家負債の推計表(土 地改良区の

残債務は平準化適用な しのものである)で あ

る。経営規模が他地区に比較 して小さいはず

の丸田地区においても、上層の農家ではかな

りの負債額が累積 していることが読み取れよ

う。反対に、農業の比重が非常に低い⑧番以

下の農家群には⑪番農家の例を除けば償還金

以外の固定負債はない。これらは比較的安定

した兼業先を持 っている農家なので、これ ら

の繰上償還は早い時期に実現する可能性があ
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表2-26農 家 負 債 推 計 表(丸 田 地 区)



る 。

4)農 地の流動化の問題

これまで見てきた土地改良事業、その代償

たる償還金負担の問題が農地の流動化にどの

ような影響を与えているだろうかという点に

ついて検討を加える必要がある。

表2-27は 丸田地区の調査対象農家の農地

の売買についての表である。横竹と同様に売

買の件数、面積共に非常に少ない。時期では

昭和57、8年 と平成3年 である。丸田地区の

国営農地造成事業の施工年度が57年 なので、

最初の方の売買はその直後の ものであること

が分かる。 したがって数は少ないが、土地改

良事業が契機となった売買は実際に存在 した

ことになる。その当時の価格は未改良地の水

田が10a当 たり100万 円、改良済みの畑が ほ

ぼ同様に10a当 たり92万 円～108万 円の線で

動いている。平成3年 の売買価格 と比較する

とそれほど下落 していないことが分かる。 こ

の点は、かなりの下落が出ている横竹とは異

なっている。 この丸田地区の特徴については

かな りの農家が指摘 している。「元 々の農地

保有面積が少なく、農地に対する財産意識が

強いところ」(① 番農家)、 「丸田は土地への

資産意識強い」(⑥番農家)、 「売るのは寂 し

い、よほどのことがない と手放さない」(⑭

番農家)、 「1戸 当たりの保有面積が少ないの

で売る人は少ない」(⑯番農家)等 である。

最近の地価については、農業委員会が算定

した標準価格があり、それによれば、水田も

畑 も10a当 たり100万 円とのことである。そ

れについて農家の反応は、「この金額であれ

ば、田については買う(し か も国道沿い)が 、

畑は買わない」(⑨番農家)と いうものであ

る。 しか し、実際のところは、水田はそれよ

り10～20万 円高 く、畑は20万 円前後安 くなっ

ていると受け止めている農家が多いようであ

る。

また注意 してお く必要があるのは⑥番農家

の売 りの場合、60～70万 円の償還金を相手が

負担する条件となっていることである。この

地区での農地売買の際の償還金の取扱は、次

の二つのケースがある。「一つは農地価格プ

ラス償還金の価格にして売り主が償還金を支

払うケース、いま一つは農地価格のみの価格

で買い主が償還金を払うケースである。この

いずれかを選択するかは当事者同士の話合い

で決める」(⑨番農家)。 つまり、前者の場合

が繰上償還 となり、後者の場合が、通常の償

還形態を引き継 ぐことを意味 している。先の

⑥番農家の事例は後者のケースであったこと

になる。

次 に農地 の賃貸借 について見 よ う。表

2-28が その一覧表である。農地の売買に比

べるとやはり多いが、横竹に比較すると件数

で5件 ほど少ないことが分かる。 しか し、賃

貸借の面積では丸田は相対的に流動化の程度

が高いのである。丸田の水田の借地が44a、

貸付地が28aで あ り、畑地の借地が115a、

188



表2-27農 地 売 買(丸 田 地 区)



表2-28農 地 の 賃 貸 借(丸 田 地 区)



貸付地が206aで ある。水田、畑地の貸付地

を調査対象農家の水田、畑地の所有面積それ

ぞれ537aと1,330aで 除す ると水田の方が

5.2%、 畑地の方が15.4%で ある。水田、畑

地の合計を同様に計算すると12.5%で ある。

この数値は町全体の平均7.4%、 横竹の8,5%

よりも高い数値となっている。

以下、農地の賃貸借の実態を項 目別に概括

しておこう。貸借の別では、調査対象農家の

賃貸借の当事者が明確に区別されていること

が特徴である。つ まり④番、⑤番農家のそれ

ぞれ1件 ずつの貸借を除けば、①番、②番農

家が借り手、⑦番、⑯番、⑰番、⑱番農家が

貸 し手(⑯ 番農家には借地 も1件 ある。)で

ある。地目別ではやはり畑地が圧倒的に多い。

貸借の相手では集落内の農家が多 く、また親

戚が相手のケ―スもいくつか見られる。面積

規模では最高で50aで あり、全体としてその

規模は小さい。賃貸借の開始時期の問題では、

昭和57、8年 から60年頃の農地造成事業直後

と最近の平成2、3年 のものが多い。この二

つの時期の賃貸借はよく観察 してみると、や

や異なった性格を持 っているようである。最

初の、農地開発直後の方は普通の賃貸借の性

格を持 っていたよ うであるが、最近の方は

「荒 さないため」、「相手が耕作できな くなっ

たから」、「母がきつ くなったから」というよ

うな農業採算ベース以前の理由が全面に出る

ような賃貸借の状況になって きているようで

ある。

そのような変化は次に検討する小作料の問

題にも影響 しているようである。

まず水田の小作料は、⑰番農家の事例を除

いて標準小作料より高いことが分かる。①番

農家の場合の10a当 た り3.5表 は1俵2万 円

で計算 しても7万 円になるし、⑯番農家の場

合は3万8,000円 を越えている。なお、 この

農家は水田を借 りて反対に畑を貸 しているが、

そのことについて田の方が作りやすいか らと

答え、田の小作料は決 して高い ものではない

と答えている。②番、⑱番農家の場合も3万

円を越えている。畑の標準小作料は10a当 た

り2万 円で、それに準 じたものとその水準を

越え3万 円になっているものとがある。後者

は①番、⑦番農家の事例で、いずれ も農地開

発直後のものであったという条件がついてい

る。

また未改良地の小作料の水準について も若

干見てお く必要がある。町の標準小作料の体

系の中には未改良地の畑の小作料についての

金額が明示されていない。②番農家の事例で

は、それが1万5,000円 となっている。また

未改良地で、 しかも耕作放棄地だった場合さ

らに安 く8,300円 まで下が っていることがわ

かる。

さらに小作料の問題で見落 としてはならな

いのは、無料とか、米少々とかいうケースが

かな り出て きていることに注目したい。「荒

さないだけでよいので小作料は無料」(⑰ 番

農家)、 「代かきと田植をやって もらうため小
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作料は無料」(⑯ 番農家)等 のような事態で

ある。このことは先にみた耕作放棄地の続出

という事態 と不可分の関係にある。 「荒さな

いで済むな ら」、「借りてもらえるなら」とい

う、労働力を失いつつある農家の、増加 しつ

つある耕作放棄地を目の前に してのせっぱ詰

まった心境であると推測される。 こういう事

態を背景として次のようなことが起 きている。

⑦番農家は、10a当た り3万 円のうち10%の

3,000円 をお礼(借 りて もらって有難 う)と

して返却 している。また①番農家は、賃貸解

約の条件として次の小作人を探すことが義務

づけられている。

次に農地価格 と小作料地代との関連の問題

では、丸田の場合にも横竹同様に非常に売買

事例が少ないのために、それ らの関係が余り

明確になっていない。 しか し、丸田の場合で

は、昭和58年 の売買の際 も、最近の平成3年

の売買の際も、10a当 たりの農地価格はほと

んど横ばいである。他方、畑の標準小作料の

方では、昭和58年 から2万 円の水準を維持さ

れているので、10a当 たりの小作料地代の10

a当 たりの農地価格に対する比率は、昭和58

年が2.0%前 後、平成3年 が1.8%と 横ばいに

なっている状態である。丸田でも、横竹同様

に、農地価格、小作料地代の動向が、売買か、

賃貸借か という選択の基準とはなつていない

ようである。

以上、全体的に見ると、丸田地区の農地の

流動化は、農地売買では資産意識の面から進

展せず、賃貸借では町の平均の数値、また横

竹地区に比較 して進展 してはいるが、最近で

は貸 し手はあるが借 り手がないということか

ら停滞状況におちいっている。この状況 は単

なる停滞状況ではなく、耕作放棄地の増大 と

いう貴重な地域資源の喪失をも意味するので

ある。打開策を作 り上げていく努力が必要で

あると思われる。

5)県 営区画整備 農地への灌瀧排水施設の設

置工事について

この問題についての概要 について は、横竹

地 区の節 においてすでに展開 してい るのでそ

れ らの点 につ いて は割愛す る。 ここでは、上

述 の点を前提 に して、 この問題 につ いての丸

田地 区の特徴 につ いて言及 してみた い。工事

費は10a当 た り40～50万 円、負担割合が国50

%、 県30%、 地元負担20%、 年均等負担額が

約5～7,000円 とな ることは横 竹地区 と同様

であ る。年均 等負担額 を6,000円 と し、 とり

あえず繰上償還 な しで考察す ると、丸田地区

で49aと 一番県営 区画整備事業済み面積が多

い④番農家 の場 合、2万9,400円 とな る。 そ

れが国営、県営両事業の単年度最高償還 金額

38万6,000円 に上乗せ され ることにな る。国

営、県営両 事業の単年 度最高償還 金額 が113

万5,000円 一番多 い⑦ 番農家の場 合 には、 そ

の金額 に2万8,800円 が上乗せ され、合計で

116万3,800円 とな る。調査対象農家 の平均で

は、事業済み面積が21.laで 、今回の工 事計
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画の負担金の償還金が1万2,600円 となる。

これが国営、県営両事業合計の単年度償還金

額39万8,000円 に上乗せされ、41万600円 にな

るということである。

また、丸田地区においても償還金負担の問

題だけが障害になっているわけではない。前

述の農業経営構造の特殊性もまた重要な要因

となっていると推測される。つまり丸田地区

の場合圧倒的に兼業農家が多 く、今回の調査

対象農家でも、専業農家1戸 、第1種 兼業農

家が3戸 しかいないのである。 この4戸 の農

家の内、④番農家と⑥番農家とがすでに灌概

用水を利用 した施設園芸を導入 しているので

あり、①番、②番農家はいわゆるたばこ農家

であって、用水の使用が比較的少ない農家な

のである。後の農家は、安定 した勤務先を持

つ第2種 兼業農家が多いのである。 したが っ

て、新に用水を利用 して積極的な農業経営に

取り組 もうとする農家が少ないのが現状であ

る。この様な状況では、改めて県営事業で区

画整備された農地に用水を引 くメリットを農

家側は感じていないのではないかと思われる

のである。その意味で、丸田地区の場合、大

規模農家が存在 し、農業後継者が存在する他

地区に比較 して、 この問題で同意を得 るのは

かなり難 しいことになる可能性があるように

思われる。

4小 括

上場土地改良事業の進展は地区内の農家、

それゆえに鎮西町の農家、横竹、丸田の両地

区の農家を大きく変貌させた。このことは疑

問の余地のない確かな事実である。 しか し、

大局的な見地から見るならば、上場土地改良

事業そのものもまた日本資本主義の高度成長

=農 業解体の進行、さらにはME化 、国際化

の急速な進展の過程において変貌 させられて

きたということもまた一つの事実である。 こ

のことが実は上場土地改良事業の展開に大 き

な陰を落としているのであり、その事業の評

価を非常に難 しくしているのである。

まず、この変貌 させ られたという点につい

て若干言及 してみたい。上場土地改良事業の

出発点になる上場農業振興問題が積極的に主

張され始めたのは、実に1958年(昭 和33年)

のことであり、佐賀県が調査を開始 したのが

1962年のことである。 目標は上場地区に安定

した水を供給 し、道路を造ろうというもので

あった。特に、ポイントは例年夏場 に干ばつ

に悩まされる上場地区に水を安定供給すると

いうことであった。この段階では農家側では、

「いずれは水田化する」(横竹⑬番農家)つ も

りだったようである。 しか し、現実には減反

が開始され、農家側の本音は表面には出てこ

ないで終わることになる。逆にいえば本格的

な畑地灌概農業への取 り組みが不十分なまま

事業が振興 して しまったともいえよう。また

上場土地改良事業が出発 した段階では1戸1

戸の農家の規模拡大が目標であり、現代のよ

うな農地の流動化が目標ではなかったという
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こともまた事実である。それ故、農地造成事

業が水の確保の問題 と並んで重要な課題 と

なった理由である。その意味では、農地造成

事業の施工は、その後の様々な状況変化にも

かかわ らず、上場土地改良事業の当初の理念

が自己貫徹 して しまったということを意味 し

よう。 「国営の農地造成は、それをや ってま

で も農業をや る人が出て来るだろうか」(横

竹⑧番農家)と いう指摘は、そういう事業の

最初の理念と現段階の状況とのズレを的確に

反映 しているものと考え られる。

以上のように上場土地改良事業は30年 を越

える長い歴史を持ち、それ故に、急激に変動

する農業環境に対する適応に非常に苦労 して

きた事業である。そのことか ら派生 して くる

複雑な問題を数多 くかかえており、その評価

を非常に困難なものにしている。とはいえ、

本稿の課題は土地改良事業と農地流動化であ

り、その視角から、言い替えればそのほかの

視角は捨象 しながら、これまでの調査結果の

検討を小益 しなければならない。

まず横竹、丸田両地区ともに非常に今回の

土地改良事業の影響が大きかったことは事実

である。調査対象農家の所有面積のうち、前

者で約80%、 後者で約70%が その事業面積の

中に含まれているのである。その結果、①圃

場、農道が整備され、②畑地には灌概排水施

設が施工された。そのことは、農家に対 して

機械を導入することを可能にし、作業効率を

著 しく向上させ、さらに水を利用 した新 しい

農業形態の技術的な基盤を作り出 したのであ

る。そういう土地改良事業の進展が両地区の

農家群をどの様に変化させたかである。結果

から見れば、二つの地域においては1戸 当た

りの耕地面積の相違に照応 して、かなり異

なった農家経営タイプが生まれている。規模

の大きい横竹では、専業農家のタイプとして

米プラスたばこ、米プラス畜産、米プラス施

設園芸等の農家が出てきている。それに対 し

て丸田では専業農家はハウスみかんの1戸 だ

けであり、第1種 兼業農家 もたばこ農家2戸 、

施設園芸農家1戸 だけで、残りは全て第2種

兼業農家であった。こうして見ると、今回の

土地改良事業は、一方では、本来の理念通り

農地面積を拡大 し、灌概用水を利用 したとこ

ろの年間農業総販売額1,000万 円を越え る新

しい複合経営農家、例えば、ハウスみかん、

ハウスいちご、たまねぎ栽培等の農家を造り

だし、他方では、主として機械化に基づ く生

産性の向上によって、さらにまた機械代金の

確保のために、いっそう兼業化を深化させて

きたと言いうる。

しかし、そういう新 しい生産基盤を準備 し

た土地改良事業 は非常に重い償還金負担を

伴っているのである。 これまでの据置期間か

らいよいよ均等償還期間に入ってきており、

各農家がその重圧を訴え始めている。経営規

模の上位の農家、特に横竹地区の大規模農家

は、残債務が1,000万 円を越えており、その

返済は決 して楽な ものではない。 しか し、こ
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の償還金に対する態度 も、畜産、特に水を使

う施設園芸などの農家は、比較的負担に感 じ

ていないか、負担が大きいことは充分認識 し

なが らもそれに見合 うものがあったという意

味でそれなりに納得 している(と はいえ、客

観的にみればその単年度最高償還金額の負担

は大きい)。 それに対 して水稲プラス自家野

菜プラス兼業農家の場合、償還金は、 もはや

農業収入プラス小作料収入で支払いできれば

よい方で、兼業収入、年金収入か ら支払 う

ケースが増大 しているのである。 しか し、 こ

の第2種 兼業農家の場合、兼業収入が安定 し

ているならば、支払いはそれほど負担ではな

いわけで、丸田地区の繰上償還の動 きはその

ことの反映であるといえるであろう。

次に以上の諸点を踏まえて、農地の流動化

について整理 してみよう。まず農地の売買の

方からみると、全体として非常に少ないこと

が分かる。その意味では今回の土地改良事業

はさしあたっては農地の売買には大 きな影響

を与えなか ったといえるか も知れない。 しか

し、横竹⑮番農家の農地売却の理由には、営

農資金等の返済とともに、土地改良区の未納

金の返済 も入 っているのである。 この場合、

土地改良事業は二重の意味で影響を与えてい

るといえよ う。一つは、この農家の ような

173aぐ らいの経営(水 稲65a、 畑-た まね

ぎ、飼料作物-108a、 繁殖牛6頭)に 各種

の農業機械を導入させることで、経営を困難

なものにさせる基盤を作ったという意味であ

る。いま一つは、改良区の償還金の未納が農

地売却の直接の理由になっているという意味

である。 この タイプの農地の売買はわずか1

件であるが、今後の動向を展望する時、非常

に重要な意味を持っていると考え られるので

ある。

他方、農地の賃貸借の方はどうであろうか。

こちらは、売買に比べればより活発であると

いって よい。時期の問題では、大別すると二

つの時期に分けられる。最初は農地造成事業

施工直後の時期である。この時期の賃貸借は

比較的面積 もまとまり、また、借主 も経営規

模上位層の農家が多い。 したが って、安定 し

ていて現在まで至っているものが多い。小作

料も町の標準よりも開発直後 ということで高

くなっている。次の時期はごく最近のことで

ある。最近の賃貸借は、面積 も細か くなり、

小作料 も非常に変則的なものになってきてい

る。つ まり、増大 しつっある耕作放棄地の存

在を背 景 に して、 「荒れ なければ良 い」、

「作 って もらって有難い」という状況に変化

して きているのである。一方では、農地造成

事業以来、農作業を担当してきた高齢者の引

退による貸付希望の増大、他方では借り手が

ないという状況である。

したがって、農地造成事業の展開が賃貸借

の進展を促進するという最初の賃貸借こそ、

現在の農用地利用増進法の見地からいえば望

ましいのであろうが、それは伸び悩んでいる

のが実態である。その理由は、土地改良事業
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の成果である水を使った新 しい集約的な農業

経営構造の確立だと言ってもよいと思われる。

稲作地帯におけるような大規模経営層が賃貸

借で規模拡大をはか っているのとは異なって、

施設園芸を手がけている経営面積の上位層が

自分の土地に手が回らなくなっているのであ

る。

鎮西町全体の小作料 と農地価格及び生産農

業所得 との関連を若干整理すると次の通りで

ある。まず農地価格と小作料地代との関係で

は、10a当 たりの小作料(畑 地の参考小作料

2万 円として考察)の10a当 たりの農地価格

に対する比率はおおむね1,8%～2.5%ぐ らい

でそう大きな変化はないと考え られる。生産

農業所得と小作料地代との関係では、10a当

たりの小作料の10a当 たりの生産農業所得に

対する比率は、1980年 が21.1%、85年 が23.3

%、86年 が24.4%、87年 が29.9%(最 近の

ピーク)、88年 が21.5%、89年 が15.3%、90

年が15.6%と 、87年 前後まで上昇 しながら、

最近急速に落ち込んでいることが分かる。一

方での小作料の据置、他方での生産農業所得

の上昇の結果である。非常に重要なことは後

者の上昇が農地の賃貸借 と関連の薄い施設園

芸、畜産においてなされているという点であ

る。

土地改良事業 と耕作放棄地の関連について

も若干言及してお く必要がある。横竹では耕

作放棄地は樹園地がほとんどであった。丸田

では未改良地の畑である。貸付希望が多 く、

逆に借 り手が少ない場合、借り手の側では区

画が小さく、農道 もな く、水もこない未改良

地は敬遠 して しまうのである。 この点は非常

に明確になっている。

か くして全体としては上場土地改良事業は

農地の流動化を大きく促進 したとはいえない

ようである。むしろ逆に償還金を含めて負債

の蓄積が、その整理 という形での負の農地流

動化をもたらすという可能性は皆無であると

は言い切れないのである。農家は土地改良事

業の必要性を非常に良 く理解 しながらも、そ

の償還金の負担に非常に頭を悩ましているの

である。「後継者があれば非常に良い(水 を

使 った新 しい農業がで きるので)、 そうでな

ければ払い込みが大変」(丸 田⑭番農家)だ

と考え、「米作 りの時や って良か ったと思い、

代金を払う時はしなければ良かったと思 う」

(丸田⑮番農家)の である。

したがって、今後の課題は大体検討がつい

て来 るように思われる。地域の課題としては

灌概用水を利用 した施設をはじめとする新 し

い農業経営をどう安定 したもの とし、またそ

ういう担い手をどう育成 して行くかである。

さらにそういう集約的な農業だけではなくて、

耕作者のいない貸付希望地を受託す る合理的

な組織作りも必要である。

土地改良事業そのものについては、農家側

から指摘されている種々の工事面での欠陥な

どの是正が重要であり、残された事業におい

ても可能な限り農家か らの要望を組み入れて
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行 くべきであろう。さらに大事なのは償還金

の問題である。この点では、かなりの改善が

行われてきている。その一つは平準化の適用

である。これによって、確かに期間が長 くな

るという問題点が残 るとはいえ、国営農地造

成事業の場合、単年度最高償還金額は10a当

たり1万9,400円 となる。 さらに、今まで認

めてこなか つた繰上償還(一 括)を 明確に認

めるようになったということである。 これに

よ って、通常償還の場 合10a当 た り56万

9,000円 であるのが36万6,000円 となる。そし

て、これまた農家側か ら要望の出ていた工種

別完了制度等の適用を認めた ことである。 こ

れによって、施工時期が古い工区は負担が軽

くなることになる。以上のように償還金の負

担が軽 くなるように改善されてきていること

が分かる。 しか し、問題はそれでも現在の農

家経営にとっては償還金は重いというのが現

実である。にもかかわ らず、横竹、丸田両地

区のみならず、 日本農業の再建のためには土

地改良事業は不可欠である。 とすれば、現在

の土地改良事業の システムを抜本的に検討 し

直す作業が必要だと思われる。

以上のような大局的な見地を踏まえて、最

後に当面の課題 となっている県営区画整備農

地への灌概排水施設の設置工事の問題につい

て若干言及 しておきたい。 この工事はある意

味では、上場土地改良事業の仕上げの性格を

持 っているにもかかわらず、肝心の農家側か

ら施工の同意を得 られないでいるものである。

農家側が同意をためらう理由は、現在の償還

金負担です ら過重なのに、それにさらに上乗

せすることになる工事代金の償還金負担に対

して非常に不安を持っていること、現在の農

業経営構造では、それを利用 して施設などの

利用を含む新たな集約的な農業を展開するこ

とは労働力の側面、作目の側面から見て実際

のところ無理 と考えていること、肝心の用水

代が幾らになるかまだはっきりしていないこ

と、現在の国営の用水の自主申告方式に非常

な不満を持っていること等であろう。前者の

点に関する最新の情報では、用水代を国営事

業並に トン当たり10円にするという目標が県

の財政上の理由で10a当 たりでは3,500円 ～

4,000円 、 トン当た りで13～15円 になりそう

な状況である。またまた同意を得るには難 し

い条件が出てきたということになろう。

この問題では、考慮 しなければならない難

しい事柄が山積 しているが、最終的には国営

事業、県営事業の区別で補助率の相違を固定

して しまうのではな く、む しろ県営事業の方

の国、県の補助率を高めて農家負担を国営事

業並にしていく努力が必要なように思われる。

その ことによって農家に対 してできるだけ安

い水を提供することが基本であろう。また、

各農家にとって納得のい く用水代の徴収方式

の確立 も重要な課題となろう。
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第3章 北陸水田地帯における土地改良事業

と農地流動化

一新潟県中頸城郡頸城村の事例一

1.頚 城村の概況

頸城村は新潟県の南西部、上越市に接 して

その北東に位置する(図3-1参 照)。

総面積は、38.7km2で 、東西は約13km、

南北は約4.3kmの 、東西に伸びる南側境界

線を底辺とするやや三角形に近い地形である。

東側に標高120mの 丘陵地があるとはいえ、

保倉川(1級 河川関川の支流)に より形成さ

れた沖積平野であるため、村全体の約80%が

平坦部となっている。また、日本海特有の気

象条件で、夏は晴天が多 く高温多湿であり、

冬は季節風が強 く寒冷積雪の地域である。 し

か し新潟県内としては積雪の少ない地域で、

豪雪地帯特別措置法 に基づ く指定区域 には

なっていない。特にここ6、7年 は暖冬が続

いて、冬季間の積雪は少なく根雪にあまりな

らないということであった。実際われわれが

本調査で頸城村に入ったのは2月 末であった

が、日陰や一部の水田を除いて、道路などに

はほとんど雪はなく、調査の期間中では最後

の4日 目の朝方にみぞれ混 じりの雪が降った

だけであった。

このように、県下では規模の小さい農村で

あるが、地形的にも気象的にも、水稲単作に

適 したところである。そのため農地面積は

18.1km2(う ち田が17.l平方キロメートル)村の総面積

の46.7%と 比率が高い。

人 口は8,420人 、世帯数1,985戸(1990年10

月現在)で 、 これ は、5年 前 の1985年 の調査

に比べ ると、人 口で180人 余 り、世帯 数で80

戸程で はあるが、微増 とな っている。 その う

ち農家人 口 ・農家世帯 数 はそれ ぞれ4,416人

(52.4%)893戸(45.0%)で あ る。全体 とし

て は、1960年 代か ら70年 代にかけての人 口減

少傾向が、80年 代に入 ってか らス トップがか

か ったかた ちにな って いるが、農家人口 ・世

帯数 の 漸減 傾向 は、相変 わ らず続 いて い る

(付表参照)。 これ は、70年 代後半 に農村工業

導入地区 に指定 され、村の西部 に建設 され展

開 して きた工業団地(特 に西福 島工業団地)

の各企業 に勤務す る家族、及 び隣接す る上越

市に通勤す る非農家家族の定着 による もので

あ ることは、 言 うまで もない。

この西福島工業団地 について 言 うと、上越

市に隣接 す るだけにとどまらず 、北 陸自動車

道(1988年 全線開通)の 上越 ・柿 崎イ ンター

チェ ンジに近 く、首都圏 さ らには関西圏 との

結 びつ きが一層増 した ことで、旅客 ・貨物輸

送関連の企業の進出(そ の駐車基地及び倉庫

として)が 目立 ってい る。

頸城村 の農業 については、すで に述べた地

形的条件 および気象条件か らも明 らかな よう

に、米 を基幹作物 と して展 開 して きて いる。

(農 地 の 内訳 は1990年 度 で言 う と、水 田が

1,710ha畑 が97haと 、実 に農 地の94.5%が

水田で あ る。)そ の結果、農 業経営 は耕作す
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図3-1
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頸 城 村 の 農 家 の 推 移

経 営 規 模 別 農 家 数(販 売 農 家)
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る水 田面積 に規定 されざ るを えず、農家戸数

の減少 による一戸当た りの経営規模拡大 とい

う方 向で展開す ることになる。事実1960年 か

ら1990年 の30年 間で、農家数 で400戸 強 の減

少(1,314戸 →893戸)、 農家人 口で は3,600名

強の激減(8,052人 →4,416人)と な り、最近

5年 に限 って も、101戸 、450名 の減少で あ る。

これ は1戸 当た りの経営面積について言 うと、

1960年 の1.29haか ら1990年 の1.86haと 約

1.5倍 の増加で ある。

これ を経営 規模 別 につ いて見 るな らば、

2.5ha以 上 の農家数 は、1960年 には33戸 にす

ぎなか った ものが、70年 には68戸 、以下75年

102戸 、80年153戸 、85年168戸 、 そ して90年

185戸 と、確 実 に増 加の一途 をた どる傾 向 と

な っている。 また、90年 の2.5ha以 上 の農家

数185戸 の うち、 さ らに5.Oha以 上 の農家 数

は、32戸(17.3%)に 達 し、 これ は専業農家

34戸 にほぼ重 なる もの と見な して よいであ ろ

う。 この一方で、第 Ⅰ種兼業農家、第 Ⅱ種兼

業農家の比率 は、それぞれ11.8%、84.4%で

あ るが、 これ を1960年 の59.1%、21.9%や 、

1970年 の61.8%、33.6%と 比較 するな らば、

この20年 ない し30年 の農家経営 の ドラスチ ッ

クな変貌、急激 な農地の流動化、を遂 げて い

ることが知 られる。換言すれば、 ここで も水

稲単作地帯におけ る典型的な農民層分 解の一

事例を見 ることがで きる。

頸城村での土地改良事業 は、山間部 を除 き

1952年 か ら57年 にかけて10aの 区画整理が行

われた。また61年 には、第1次 農業構造改善

事業の指定を受け、115haに ついて20a区 画

及び暗渠排水 も行われた。 しか しその後全村

にわたって排水不良田がたびたび生 じ、逐次

暗渠排水事業が実施された。70年代に入って、

農業の近代化 ・機械化の進展のなかで、部分

的な排水事業の限界、10a区 画の圃場の壁に

ぶつかり、全村的な土地改良事業への要求の

声が次第に高まってきた。こうして1979年 に

頸城村全村的な圃場整備を目指 して、村 ・農

業団体 ・農家の代表か らなる 「頸城村農業基

盤整備推進協議会」を結成して、その課題に

取り組むこととなった。こうして大潟第1期

圃場整備事業をはじめとして、9つ の事業が

計画され、あるものはすでに完了 し、あるも

のは現在建設中であり、又もっとも遅いもの

でも今年度着工予定になっている。すべて完

成 したおりには、1,660haが その恩恵を受け

る。それは頸城村全農地の約92%に 及ぶ。

このように、頸城村は北陸地方における水

稲単作地帯で、大型圃場整備事業が展開 して

いる地域 として、大変興味深いところである。

2.調 査農家の動向

今回調査で採 りあげたのは、頸城村の19戸

の農家である。より正確には、17戸 の農家と

2つ の農業生産法人である。「表3-1調

査農家の経営 ・所有面積」の1番 農家と2番

農家とが農業法人で、3番 農家以下が個別の

農家である。この3番 以下の17戸 の個別農家
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表3-1調 査 農 家 経 営 ・所 有 面 積
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は、2つ のグル―プに分けられる。すなわち

一つは3番 ～14番 農家の12戸 で
、借入地を有

する専業的農家グループであり、 もう一つは

15番～19番 農家の5戸 で、農地の貸手に回っ

ている、少 しばかり稲作を行 っているⅡ種兼

業農家か、またはまったく耕作か ら離脱 して

しまった、いわゆる土地持労働者のグループ

である。すなわち一方の、農業法人の2戸 に

この借 り手農家の12戸 を含めた14戸 は、すべ

て自作地に加えて、借地による規模拡大を果

たしている、ほとんど専業的な農家であるの

に対 し、他方は不耕作に近い兼業農家という

形で、両極端な組み合わせである(ち なみに

14番農家は経営面積は280aと 小規模である

が、水稲と酪農による専業農家である)。

先に見たように、頸城村の専業農家率はわ

ずか3.8%(1990年 度)で 、別の資料 によれ

ば5ha以 上層は32戸 にす ぎないとのことで

あるか ら、前者の14戸の調査対象農家は、そ

の大半の10戸(1番 ～10番 農家)が10haを

越えていることからも示されるように、明ら

かに頸城村の最上層グループに属する農家 と

いえよう。実際頸城村の農業生産法人は、現

在のところ調査対象の2法 人だけである。

まず農業法人を見よう。1番 農家の法人は、

もちろん村最大規模の経営体で、平成4年3

月に2号 法人として出発 したばかりである。

組合員6名(代 表理事A・ その妻 ・その息子

=後 継者 ・男B・ その妻 ・女C)に 雇用1

名 ・事務のパー ト1名 の合計8名 からなって

い る。法人 と して はまだ1年 に しかな らない

が、1983年 に組合 と して出発 した。当初 は、

専 業3戸 ・Ⅱ種 兼業 農家3戸 の計5戸10名

(5夫 婦)で あ ったが、途中 出入 りがあ って 、

法人化の時点では、3戸(A夫 婦 ・B夫 婦 ・

C氏)と な った。始 めは、国の補助事業 でラ

イスセ ンターを設立 し、共同で乾燥調整 を行

ない、そ こか ら転作受託の共同作業→育 苗 ・

田植の共同化→全作業の共同化へ と展 開 し、

1990年 に生産組織 の認定を県か ら受ける、 と

い う経緯をた どって現在 に至 る。

経営面積は、A・B・Cの3氏 で合計11.7

haを それぞれ法人 へ貸 し出す とい う形 で供

出 し合 い、それ に利用権 設定の17.1haと 相

対 小作 によ る約5.5haが 加 わ り、合 計34.2

haと なる。 この うち平成4年 度 につ いて は、

約5.5haが 通年施工 にかか って転作畑であ っ

た。

2番 農家の法人 も平成4年 に法人 とな った

点、その前身 は機械の共同利用 に始 まる生産

組織で ある点な ど、1番 農家 とほぼ同 じであ

る。 組合 員5名(代 表理 事D・ その 妻 ・男

E・ その妻 ・男F)に 雇員1名 ・事 務パー ト

1名 とい う構成 も、後継 者が いない ことを別

に して似 て い る。 この法 人の経 営面 積 は、

D・E・Fの3氏 の供 出分で ある6.4haに 加

えて、借入地 は利用権設定が7.2ha、 相対 小

作が9.6haの 合計23.2haで あ る。 なお相対

の うち6.8haは 転作麦の畑である。

さて 次に専業的農家 である、3番 ～14番 農
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家 を 「表3-1調 査農 家 の経 営 ・所 有面

積 」お よび 「表3-2家 族 就業 状 況」 に

よ って概観 しよ う。3番 農家 は、個別農家 と

して は、頸城 村で最 大の16.6haの 経 営規模

で あ る。4番 農家 以下 も10番 農家 まで は10

haを 超え、3番 ～14番 農 家の12戸 の平均経

営面積 は10.8haと な る。 これ は もちろん、

これ ら調査農家が いずれ も頸城村を代表す る

大規模農家 ・専業的農家であることを示 して

いる。

ただ し 「表3-2家 族就業状況 」での専

業兼業の農家分類 は、一応、世帯主夫婦 につ

いて どちらか一方 であ って も、恒常的 な兼業

に従事 してい る場 合には、第1種 兼業農家 と

規定 した。その結 果、 この12戸 の うちでは7

番 ・8番 ・10番 農家の3戸 が第 Ⅰ種 兼業農家

となった 。7番 及び8番 農家 は、いずれ も世

帯主が年 間100日 程度 の農外就 業(パ ー ト)

に従事 し、かつ その妻たち もまた年 間を通 し

たパー トに従事 してい る。 また、10番 農家 は、

世帯主が副業 として アパー ト経営を行な って

いるか らで あ る。

なお、順序不 同で はあ るが行論の都合か ら、

14番 農家 について見てお こう。 この経営規模

は2.8haと 、 この個別経営農家12戸 の うちで

は、極 めて小 さ く上記の平均経営面積 をひ と

りで引き下 げて いるので あるが(ち みに、3

番～13番 農家のll戸 の平均経営面 積は、11.5

haと0.7haも 上昇す る)、 これはすで に述べ

たよ うに、稲作+酪 農(+肥 育牛)と い う経

営形態 を とって いたか らである。 この世帯主

は、酪農 を高校生の ころよ り牛1頭 か ら始め

てい るが、本格的 な酪農経営は、牛舎を立て

た1978年 か ら始 めて いる。近年 は成牛20頭 前

後(ち なみ に1頭 当た り平均年間乳 量7,000

～7 ,200kgと して、 この生 産者乳 価 を1kg

=118～120円 とする と、1頭 当た り粗収益約

80万 円、牛乳 の販売 に よる粗収益 は約1,600

万 円とな る)を 飼 って いたが、最近の牛 肉の

自由化に伴 う肉牛 の暴落 と乳価の低迷 とい う

ダブルパ ンチによ って、つ いに経営の方 向転

換 を図 るに至 った。すなわ ち今年度 よ り牛 を

暫時減 らす一方、借地による稲作の拡大 を図

ることに したのであ った。 すで に今年春(93

年春)の 時点で、8.1haほ ど借地 を増 やす メ

ドが立 ってお り、 そうな るとこの14番 農家 も

また、稲作10ha規 模 の専 業農家 に大転身 を

遂げ ることになるとの ことであ った。

さて個別の大規模 ・専業的な農家(3番 ～

13番 農家)に 話 を戻 そ う。 これ らの11戸 の農

家 は、10番 及 び12番 農家を例外 として、 いず

れ も自作地よ り借入地の比率が圧倒 的に高 い。

(この10番 及び12番 農家 を含 めた)11戸 の平

均 を採 ると、 自作地対借入地の比率は、3:

7で ある。つ まり当然であ るが、 これ らの大

規模農家 は、長年 にわた る借地の拡大によ っ

て、経営規模を高めて きた。 それ は一農家 に

ついて言 うと平均、 自作地 は3haな の に対

し、借入地 は7haを 越 え る計 算に なる。 そ

れゆえ実 際、 それぞれの地主の数 は10人 を上
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回るものが大多数である(農 地賃貸借の実態

は後述)。

次に、世帯主の年齢層 ・後継者の有無につ

いて見てみよう。大規模農家14戸 の世帯主の

年齢層の内訳は、40代 が6人 、50代 が8人 、

と41才か ら59才に集中 している。 このうち後

継者がいてすでに農業に従事 しているもの4

人(う ち既婚者2人)、 さらに現在農業に従

事 していないでサラリーマンを しているが、

いずれは農業に復帰する後継者が確定 してい

るもの1人 、その後継者の父親はもちろんい

ずれ も50代である。世帯主が40代 の場合、そ

の子供はまだ学校に行っている年齢であるか

ら、現在のところ未定であるのは当然である

が、経営規模を拡大 して展望を示す ことが、

後継者確保の大きな要因であることは間違い

がない。その点か らは、後継者未定の農家 も

6戸 あるが、そのなかか ら後継者 となるもの

が出てくることは期待できる。もっとも11番

農家のように、後継者のいない農家もある。

15番～19番 農家について見よう。これらは、

いずれ も農地の一部または全てを貸 し出して

いる農家である。15番 ・16番農家は、本来的

には農家であ り、現にまだ1haほ ど自作 し

ていて、残 りを貸 し出 していること、また、

世帯主が60代 であり、後継者がいない(息 子

たちは、他所にいるか、同居 していて も他産

業に従事 していて農業に戻る可能性はない)

ということなど、多 くの共通点を有 している。

一方、農家番号17・18・19の3戸 は、世帯主

はそれぞれ30代 ・40代 ・50代と別れているが、

親の代はともか く彼 らは農業に従事 したこと

はなく、会社員等の安定的な職についている、

いわば純然たる地代取得者である、という共

通点がある。

3.農 家経営の展開と農地流動化

「表3-3水 稲品種作付状況」に示され

るように、頚城村では、水稲の10品種以上が

取り組まれているが、やはり中心は、 コシヒ

カ リで あ る。 全 体 約154haの うち71ha

(46.1%)を 占めている。 コシヒカ リについ

では、新潟ワセ ・ゆきの精が健闘している。

最近、ゆきの精の高収性が注 目され、ニイガ

タ ・トドロキ ・コシジという早稲種も捨て難

い。キタヒカ リが コシヒカリを越えたという

評価もある。品種の決定はもちろん、①危険

分散と②田植え ・稲刈 り等の作業の適期の分

散、さらに、③単収や④銘柄米の生産者価格

(頸城村の場合、他用途米以外 はほとんどを

自主流通米とみな して構わない)の 両者を見

据えて、個々の農家によって選択されている

のであるが、 しか し一般的傾向としては、経

営規模が大きいほど品種の数 も増え、 コシヒ

カリの比率 も低下 している。 これは上記の危

険分散以下の4つ の要因のなかで、作業の適

期の問題の比重が大きくなつてくることに関

わっていると考えられる。

「表3-7農 地賃貸借総括表」にあるよ

うに、10人以上の地主から農地を借りている
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大部分の大規模農家にとって、大げさに言え

ば、圃場が全村的に分散 している。例えば3

番農家の場合、耕作圃場は16か所に分れてい

る。4番 農家の場合は11か所である。どちら

もその他に、作業受託の圃場がい くつかある。

3番 農家の場合、家か ら一番遠い圃場は、約

4.5km、 次は約4.2kmと いう具合である。

この場合、圃場か ら圃場への人及び機械の移

動のための時間(距 離)は 、農作業の機械化

によっては解消されることではなく、結局全

体として作業効率の低下をもたらす可能性が

大きい。 とはいえ、 このことが規模拡大の阻

害要因、あるいは同 じことであるが農地流動

化を妨げる要因とはならず、規模拡大を志向

する農家にとって、より一層の機械化等によ

る作業の効率化、圃場への移動 ・運搬の合理

化、品種の選択の拡大、そ してより本質的に

は、圃場整備事業を通 じての換地処分 ・大型

区画への希求となっていった。

もとより圃場の分散に関係なく稲作経営の

規模拡大 と農作業の機械化は、共に手を携え

て進んで きた。それが、新潟県という日本の

代表的な米どころ、有数の水稲単作地帯であ

れば、なおさらである。「表3-4施 設の

整備状況」「表3-5機 械所有状況」に示

されるように、頚城村の設備 ・機械の所有状

況、つまりは資本装備の有機的構成は、かな

り高い。耕作農家はほとんどが トラクター ・

コンバイン・田植え機を装備 し、それ も個別

経営にしては比較的大型の ものを装備 してい

ると見 られ る。1番 ・2番 農家の法人は もち

ろん の こと、特 に3番 ・4番 ・5番 農家 と

い った13～16ha規 模 の農家 の資 本装備 が、

際立 ってい るといえ る。 しか も 「表3-5」

か ら明 らかな ごとく、現在使用の機械の購入

時期が、圧倒 的に1988年 以降の5年 間に集中

して いることであ る。 つま り、頸城村の大型

圃場整備事業の進展 と、農家 の資本装備の充

実=技 術的構成の高度化が表裏一体 とな って

進 んで いること、言い換 えれ ば、村 の土地改

良事業 が、大規模農家 にとって、過 熱 とまで

思 え るよ うな農業機械への投 資の 「呼び水 」

とな っていることは疑いがない。

また、大型圃場整備事業の展開は、機械化

の進展 ばか りで な く、農地流 動化(農 地 の売

買 と農地 の賃貸借)を も同時にお しすすめた。

「表3-6農 地の売 買」に示 され るよ うに、

調査農家の移動 は、10番 農家を例外 と してそ

れ ほど多い もので はないが、 この集計 による

か ぎ り、1987-88年 以降増加傾向 にあ るとい

え る。その点では、農業機械の購入 と踵を接

して いるように思われ る。 それ はまた、頸城

村 が ま とめた 「農用 地 利用増 進 事業 実施 状

況 」結果 と基本的には一致す る。 それ によれ

ば、1984年 以降91年 までの村全体の所有権移

転(=売 買)累 計面積 は、84年8.2ha、85年

15.lha、86年26.7ha、87年38.7ha、88年

46.8ha、89年55.2ha、90年76.9ha、91年

86、8haと な って いる。 明確 に一線 を引 くこ

とは出来な いが、最 近 は毎年 約10haの 売買
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表3-4施 設 の
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整 備 状 況
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表3-5機 械 所 有 状 況(そ の1)

212



表3-5機 械 所 有 状 況(そ の2)
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表3-6農 地 の 売 買
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が成立 しており、大型圃場整備事業の進展に

連動 していることは明らかである。

すなわち一方に、すでに農業の現場から離

れていて土地所有者としてのみ機能 していた

人、あるいは細々とであれ農業には従事 して

きた後継者のいない高齢世帯の農家が、土地

改良事業を契機に、新たな土地問題(換 地問

題や土地改良費の負担問題)に 入り込むこと

を煩わ しく思い、完全に農業か ら離れ、農地

を処分 しようとする動きがあ り、加えるにそ

れ を促進 させ る政策(譲 渡所 得 に対 す る

1,500万 円までの控除とそれを超える部分へ

の低率課税 という時限優遇措置)、 他方に、

専業的農家の側の一般的な規模拡大への志向

が存在 し、 しかもそれは大型圃場整備事業の

導入 ということで、より強い要求に転化 して

いるという現実がある。 この両者が存在する

前提の うえに、両者の圃場が隣接 していたり、

同じ集落であったり、血縁的な関係を有 して

いたり、すでに両者の間に地主-小 作関係が

生 じているという、条件があって、農地の売

買が成立するし、事実 してきたのである。

ところで頚城村での農地価格の水準は、大

型圃場整備事業の展開のなかでむ しろ下がっ

ているといえる。1980年 代の前半の ころは10

a当 たり(反 当一 以下同様)100万 ～130万

円で推移 していたものが、80年 代後半には

100万前後、さらに90年代に入 ってからは100

万円を割 り込み、70～80万 円の水準に留まっ

ている。「表3-6」 か らもその傾向は読み

とれ る。1980年 代の 前半 の高 価 格 は、 先 に

「頸城村 の概況 」で述べ た西福島地区の工業

団地 の造成 と関係 して いるといえ る。当該時

期は団地 造成のための用地買収の時期 に重 な

るか らであ る。当時の新潟県農業開発公社の

用地買収 は900万 円位であった。

ところで、 「表3-6農 地 の売買 」に は

10番 農家のよ うに、85年 か ら92年 までの8年

間で、20件 の所有権の移転(す べて買 い)を

行な って いる特殊な事例があ る。 これ は面積

で8.9ha、 金額 に して8,500万 円 に及ぶ 。 こ

れを土地改良事業を契機 に展開 した他の事例

と同列に扱 うことは出来 ないだ ろ う。 これ は、

上記の工業団地 に農地を売 った農民の その所

得 による代替地取得 と考 えれば、話のつ じつ

まはあ う。

さて農地の賃貸借はど うであ ろ うか、 これ

も80年 代後半大 きな動 きをみせて いるが、事

例が多 くて個 々の集計が難 しく、すで に見 た

よ うに 「表3-7農 地賃貸借総括表 」にお

いて ま とめて見 た。

また先 に見 た、頸城村の 「農用地利用増進

事業実施状況 」によれば、1984年 以 降91年 ま

での村 全体 の利 用権 設定 累計 面積 は、84年

182.3ha、85年200.4ha、86年209.6ha、87

年239.6ha、88年287.6ha、89年319.4ha、

90年355.4ha、91年381.4haと な って い る。

これ によ る と、88年 の48.Ohaを ピー クに し

て、 ここ数年、年平 均30～40haの 賃 貸借が

成 立 して い る こ と に な り、91年 時 点 で の
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表3-7農 地 賃 貸
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借 総 括 表
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381.4haは 、村 の総 農地 面積1,839haの 実 に

20-7%に 達す る。 これは新潟 県では もちろん

最高で北陸全体で も相当高い水準 である。

なお 、個別 事例 で は あ るがA氏(3番 農

家)の 経 営 面積 の年 次別 の 変化(借 地+購

入)を グ ラ フで 示 して 見 た(「 図3-2参

照」)。見 られ るよ うに、1975年 当時、3.Oha

ほ どの経営面積で あったA氏 が、年 々借地 を

中心 に面積 を拡大 して、 遂 には、16～17ha

の大規模経営 にいたった経過が読み とれよ う。

とくに84年 以 降の大幅な増加 には目を見張 る

ものが ある。 こうしたことが、頚城村の10a

当た り標準小作料24,500円 、農地利用増進法

の30%ア ップで も31,850円 とい う地代水準の

なかで、進行 したので ある。頸城村の全村 に

及ぶ大型圃場 整備事業の展 開のなか、頚城村

農業の未来像 をは っきりと見据 えて、 それ に

向 か って採 った決断 が、 その ま まグ ラフ に

はっきりと示 されている といえる。 なお、 グ

ラフには示 されていないが、A氏 の借地 は、

ほとん どが10年 間の利用権設 定で あ り、 その

こともまた上述の点を傍 証す ることで あろ う。

一 つの個別農家の ケースではあ るが、今回の

調 査対象 に な った頸 城村 の10ha以 上 の規模

拡 大を行 っている農家 は、多かれ少なかれ、

このよ うな経営展開を辿 ったのであ る。

もっともすべての農地の賃貸借が利用権設

定 にな ったわけではない。相対の例 も少数な

が らい くつかみ られ る。 この場合の小作料は、

ほ とん どが現物で2.5～3.0俵 の水準であ る。

そのかわり、土地改良費は全て地主の負担で

ある。これには、地主側に飯米確保の要求や

土地所有者としての諸権利(例 えば、農業委

員会等の選挙権など)確 保 といった理由があ

ることが多い。

ところで、こうした土地改良事業の展開に、

より性能の優れた農業機械の購入 ・新 しい農

業施設の建設、あるいは農地取得が対応する

が、そのことは、当然にも農家の負債の増加

となって現れる。全体の集計がうまく出来な

かったので 「表」で整理することは断念 した

が、10ha以 上層の機械 ・設備の負債は、調

査時点でわかっているかぎりでも、ほとんど

が300～700万 円の範囲内にある。農業機械の

返済は大体が5年 なので、そのための1年 間

の返済の元利合計は、少ない人で100万 円、

多い人で200万 円になる。農家収入に対する

負債額からすると明 らかに過剰投資といわざ

るを得ない農家 も少な くない。この他に農地

取得 による負債(こ ちらは、個人差が大き

い)、 さらには住宅ローンを背負込んでいる

もの もいる。

この傾向は、当然にも資本装備=施 設 ・機

械の装備に見合 う、更なる規模の拡大の志向

を強めることとなり、それはまた、大型圃場

整備事業の要求につなが る。

4.土 地改良事業の展開と問題点

すでに 「頸城村の概況」でも見たように、

70年代後半の全村的な土地改良事業への要求
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図3-2Aさ ん(3番 農家)の 経営面積の変化(購 入と借入による規模拡大)



の高まりを受けて、1978年 県営の圃場整備事

業 「大潟1期 」地区を皮切 りに、県営7つ 、

団体営2つ の計9つ の圃場整備事業が村内で

行われ、一部 は終了 し、一部は実施中であり、

最後の頸城南川地区 も今年か らスター トした

(「表3-8頸 城村の圃場整備事業の実施状

況」及び 「図3-3頸 城村の圃場整備事業

地区略図」参照)。

これは、積年の課題である水不足の解消、

米の安定的増収、稲作の機械化一貫体系の確

立 という、いわば農業生産の技術的な諸問題

の解決を図ることはもちろん、農地の集団化

をすすめて、農地の流動化を促進 し(農 地の

賃貸借ばか りでな く作業受委託 も含む)、 そ

れによって専業農家 と兼業農家の相互協力に

よる集落営農の確立、ひいては頸城村の農業

振興 ・地域振興を目指すものであった。

しか し、上記のような大型圃場整備事業を

導入するメリットは、一般論 としては了解さ

れて も、現実的には、村民の同意を得ること

が大変難 しい、というのがどの町村でも見 ら

れる実情である。それは第1に 、実質的に農

業か ら離脱 している兼業農家(=土 地持ち労

働者)や 農業後継者のいない高齢世帯農家に

とって、何のメリットもないばか りか、単に

大きな借金(土 地改良工事費の農家負担)を

背負込むだけと取られるからである。また第

2に 、農業に従事 し意欲あるものにとって も、

米価の低迷 ・自由化の脅威など農業にとって

厳 しい情勢下、冒険できるのか(償 還金の返

済は可能か)と いう不安がつきまとうからで

ある。

これらの疑問や不安を乗 り越え説得し、町

村内の農民の賛成を取りつけてい くことを可

能にするのは、一つは行政(町 村役場)の 担

当者の熱意 ・意欲であり、 もう一つは、町村

内の中核農家の主体形成、例えば、その中核

農家の跡継ぎ層 ・次期を担 う若い層 ・青成年

層が村内(集 落内)の 議論を リー ドしていけ

るかどうかであろう。頸城村ではそれに成功

し、大型圃場整備事業が導入 されることに

なったのである。また客観的条件として、兼

業 ・離農の受け皿としての上越市を中心に開

けていた労働市場の果たした役割 も無視でき

ないであろう。

こうしてスター トした圃場整備事業 ととも

に、農地の権利関係の移動 も動 き始めた。先

に見た農地の売買 ・借地関係の展開である。

後者 は農用地利用増進法にもとつ く利用権の

設定が中心であるが、その裏側 に農地法によ

る小作の解約が進行 した。すなわち20条6項

にいう 「圃場整備に伴う換地のため小作地を

返還する」 ものである。これは、1985～90年

で、433件76.6haに 達 した。前節で見た頸城

村の高い利用権設定率の背景である。

また、圃場整備事業の参加者およびその費

用の負担者については、具体的に次のように

決まった。圃場整備事業(=土 地改良区)の

参加者は、土地所有者=耕 作者である自作地

についてはその本人 ということで全 く問題が
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表3-8頚 城 村 の 圃 場 整 備 事 業 の 実 施 状 況



図3-3頸 城 村 圃 場 整 備 事 業 地 区 略 図



ないが、農用地利用増進事業における利用権

の設定されている土地 につ いて は、耕作者

(=小 作人)と する。またその費用負担につ

いては、土地改良区の維持 ・運営事務に要す

る経費である経常賦課金は、そのまま耕作者

が負担するが、圃場整備事業費の農家負担分

である特別賦課金は土地所有者 とした(こ の

特別賦課金について、頚城村の隣の大潟町で

は、地主40%:小 作人60%と いうユニークな

方式を採用 していたが、93年度に改定 して地

主の100%負 担に切り変えたようである)。

この負担金については、種々の問題点が指

摘 されている。

ひとつは、その支払い方法であるが、事業

の参加者が耕作者であるため、とりあえずそ

の請求書(賦 課金通知書)は その耕作者の と

ころへ行く。そのうち特別賦課金については

その耕作者から地主が請求されて支払 うこと

となる。それを小作料の支払い時に相殺 して

差額分だけ清算するという方法をとっている

人 もいるし、その納入期限が早いために、小

作料 とは別にやり取りしている人 も少な くな

い。その他幾つかの形態はあるものの、いず

れにして も、当人同士にとって第三者に納め

るための金銭のやり取りが、煩雑なことは明

らかである。

次に問題なのは、やはりその負担金の額の

大きさであろう。「表3-9頸 城村圃場整

備事業 年償還一覧」に、県営事業の6地 区

の年償還費の試算を示 した。地区によって工

事費に差があるが、明治地区の場合 ピーク時

には28,900円 に達する。 これが地主の負担と

なるわけである。これは、すでに見たように、

これまでの標準小作料24,500円 、利用増進に

乗せて30%の 増加があった としても31,850円

で、 これでは地主の小作料はほとんど土地改

良の償還金となり地主の手には残らない。

こうしたこともあって、今年頸城村の標準

小作料が改訂され、圃場整備完了地区につい

ては、7,500円 上げて32,000円 とした(未 整

理地区は従来どうり24,500円)。 米価低迷の

なかでは、珍 しい事例である。

全村的な大型圃場整備事業は、農地の流動

化を押 し進めて、10haを 超える大規模な農

業経営=新 しい稲作の担い手を層として形成

しつつあるが、その一方の農地の貸 し手の側

の問題、とりわけその土地改良の負担問題 は、

その比重を大きくしてい くであろう。
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表3-9 頸城村圃場整備事業 年償還一覧(試 算)
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