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1.山 口県中山間地域における農地の保有 ・

流動化と旭村の特徴

近年、農産物価格保証水準の抑制 ・引き下

げ、牛肉 ・果樹をは じめとする農産物輸入 自

由化、そ して高齢化社会の到来などを背景 と

して、中山間地域の農業 ・農村振興が農政の

緊急課題と して注 目を集めるようになつた。

特に、中国地方の西端に位置す る山口県にお

いては、県内56市 町村のうち40が 農業地域類

型上の中山間地域で占められており、人口の

流出、高齢化が全国平均にはるかに先ん じて

進行 している。 こうした状況下で、中山間地

域における農地をいかに有効に活用 し保全 し

ていくかが、重要な課題となっている。

山口県の中山間地域の農地問題 といえば、

多 くの人は、「担い手不足」による農地流動

化の停滞と耕作放棄地の増大が、いずれの市

町村において もほぼ一様に進行 しているとイ

メ―ジするであろうが、そうではない。中国

山地の瀬戸内側谷筋に位置する 「周防山間」

及び岩国=徳 山間の台地部分(山 口県農業地

帯区分としては 「瀬戸内東部」の一部に含ま

れる)か らなる県東部の周防地域においては、

総 じて借地率が低 く、耕作放棄地の発生率 も

高い(図1及 び表1参 照)。 しか し、中国山

地が しだいに傾斜を弱め玄海灘に没 っていく

途上にあり盆地地形が多い 「長門山間」地域

においては、様相が異なる。山口県の利用権

設定率は全国で も高位に位置 してきたが、そ

の中心がこの長門山間地域であり、 これまで

の ところ耕作放棄もあまり問題 とならなかっ

た。

この点は、農地移動というフローの面から

みて も同様である(表2参 照)。 県内農業地

帯区分別にみた農地法3条 自作地有償所有権

移転の進行、農用地利用増進法の利用権の実

質新規設定面積(=利 用権設定面積一再設定

面積)の 推移のいずれにおいて も、周防地域

が停滞状況にあるのと対照的に、長門山間地

域はもっとも順調な展開を示 している。特に、

利用権新規設定については、県内のほとんど

の地域が近年頭打ちない し減少傾向に入 った

のに対 して、長門山間地域のみが増大傾向に

あり、引き続 き農地流動化がさかんである。
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図1山 口県の農業地帯区分と旭村大下集落の位置



表1山 口県農業地帯区分別にみた借地率と耕作放棄率

表2山 口県農業地帯区分別にみた農地移動の概況

また、利用権の終了にさい しての再設定率に

おいてもこの地域が もつとも安定 した数値を

示 している。

こうした農地の利用、流動化の地域差の背

後 には、周防の中山間地域と長門山間地域 と

の農業構造及び生産力の在り方の差異がある。

一般 に、周防地域においては、平均経営規模

が零細であ り、また稲作反収 も400～450kg

程度にとどまる。 これに対 して長門山間農業

地域 は、経営規模が比較的大きく、450～500

kg程 度の反収で県内にあって は生産基盤 に

恵まれており、その結果、一定の規模拡大志

向農家群が形成 されている(表3参 照)。 農

家の人口流出や高齢化、あるいは兼業化にと

もなって耕 し手のない農地が生 じて も、これ

らの農家群の農地需要によって吸収され農地

の利用 ・保全がはかられるという構図が、成

立 して きたわけである。

本稿において検討する山口県旭村は、長門

山間地域に位置 し、農地の利用や流動化の指
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表3山 口県農業地帯区分別にみた経営耕地面積規模別農家数

標をみるかぎりにおいては、-見 この地域の

特徴がほぼそのままあてはまるようにみえる。

前出の表1に みられるように、借地率が比較

的高 く(12%)、 耕作放棄地の発生率 もきわ

めて低い。農地移動において も高い利用権再

設定率などにみられるように、安定 した姿を

示 している(前 出表2参 照)。

しか し、農業構造面については、4ha以

上層の形成がみ られず、農地流動化による上

層農への農地集積が順調に進んでいるとはい

いがたい。にもかかわ らず、旭村における農

地の利用 ・保全が長門山間の他の市町村と同

様に順調な経過をたどってきたのはなぜであ

ろうか。

以下では、 こうした事実を念頭におきっっ、

旭村旧佐々並村大下(オ オジモ)地 区における

農地の利用 ・保全メカニズムについて、1993

年秋におこなった実態調査を もとに検討する。

2.調 査地の概要

旭村は、中国山地の西端、山口県のほぼ中

央に位置する山あいの里である。山林が村の

91%を 占め、耕地が川沿いの谷筋に展開する

山間農業地域である(前 出図1参 照)。

a)人 口と農家労働力の動向

1955年 か ら1990年 の35年 間に人口が5,018

人か ら2,478人 へ と半減 してお り、いかにし

て過疎化を食い止めるかが大きな課題 となつ

てい る。農家の65歳 以上の高齢者の比率は

23.6%で ほぼ県平均(24.3%)の 水準である。

県東部の周防山間農業地域や瀬戸内の島 しょ

部に高齢人口比が30%を こえる町村がい くつ

かあることを考えれば、農家人口の年齢構成

としては著 しく高齢化 しているわけではない。
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ただ、村民に占める農家人口の比率が78%と

きわめて高いため、村の人口構成においてほ

ぼこのままの数値(24.9%)が 現れ、地域の

高齢化が懸念されている。

次に、農家数の動きをみると、1960年 代以

降の30年 間で25%程 度の減少にとどまり、県

下でもつとも減少率の低い自治体 となってい

る。つまり、農家人口の流出形態 としては若

年世帯員の他出が多 く、挙家離村は比較的少

ないようである。それには、次のようなやや

特殊な立地条件が関っている。

村域の南北が山口市と萩市に隣接 してお り、

村内を貫通す る国道262号 によつて両市に結

ばれ、一面で都市近郊の様相がみられ、 しか

も両市の人口吸引力がさほど強くないことで

ある。旭村 は1955年 に旧明木村と旧佐 々並村

の2ケ 村が合併 して発足 した村で、今 も2年

毎に村役場が両旧村の間で移動することが象

徴するように村の中心地が2ヶ 所に別れてい

るが、自動車を利用すれば、明木地区から萩

市へ15分 、大下集落のある佐々並地区から山

口市に25分 と、ともに至近距離である。 しか

も、山口市、萩市とも、民間の大企業立地が

ほとんどみ られず、公務員とサービス業が主

体の産業構成のため、労働力吸引力が比較的

緩やかであ る。その結果、両市への通勤者は

多いが、離農まではゆかず、在宅通勤兼業 と

なるケースが多い。その結果、農家のほぼ半

数(49.4%)が 世帯主が恒常的勤務に従事す

る第2種 兼業となっている(県 平均42.7%)。

b)旭 村の農業生産

旭村では、かつては山林を利用 した炭焼き

と山口県特産の無角牛生産がおこなわれてい

たが、現在は農業粗生産額の3分 の2(67.9

%)を 米が占める稲作中心の生産となってい

る。反収は10ア ール当たり7～8俵 程度であ

る。一部 に、なす、さやインゲン、椎茸等の

特産品があるが、まとまった産地を形成する

ほどの規模ではない。その結果、10ア ール当

たりの生産農業所得は全国平均の3分 の1程

度となっている。

他方、同村の経営耕地面積は前述のように、

平均98ア ールで県平均よりやや大きい。1970

年代後半か ら、それまでの全般的な規模縮小

傾向のなかか ら、新たな規模拡大の動きが芽

生えてきたが、最大規模で も3.5ha程 度が3

戸 と勢いはあまり強 くない。

3.大 下集落の農地流動化 ・保全メカニズム

-地 域営農支援 システムの形成-

旭村における農地流動化 ・保全メカニズム

を支える地域営農体制の特徴を、大下集落の

実態にそくしてみておこう。

a)県 営ほ場整備事業の実施

大下集落農業の第1の 特徴は、土地基盤整

備事業がつい最近おこなわれたことである。

旭村では、1970年 代なかばから山村振興事

業の補助を受けていくつかの集落でほ場整備

事業を実施 してきたが、現在、1995年 度まで

にほ場整備率を78%に 引き上げる計画に取 り
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組んでいる。個人負担を事業費の20%に とど

め、残額を各種の補助事業と村の負担でまか

なう計画である。その一環として、1985年 か

ら佐々並地区で県営ほ場整備事業が実施に移

され、大下集落ではその トップをきって事業

が進め られた。集落内の耕地31.5haの うち

22.4haを 対象 に1985～88年 度に施工され、

1993年11月 を もつて換地及び清算を完了 した。

これにより分散 していた零細ほ場が2反 前

後の区画に整備 され、中型機械化体系導入の

環境が整い、畦塗 り作業の省力化等により、

比較的少ない労力で農地の利用 ・管理ができ

るようになつた。このことは、一方では、機

械の共同利用や他出者の通農支援によつて個

別農家が自力で営農を継続する条件となり、

他方では、耕作継続が困難となった場合に農

地の貸借や作業受委託を進める条件の形成を

意味 した。

b)重 層的な稲作作業受託 システムの形成

当集落の営農体制の第2の 特徴は、稲作作

業及び転作作業において重層的な営農 システ

ムが形成されており、それによつて個別農家

の農業経営と農地利用が支え られていること

である。稲作部門を中心にみていくと、次の

ような2な い し3の 組織が関っている。

1)佐 々並農協

佐々並農協では、1960年 代初頭に県下第1

号のライスセ ンターを設置 し、米の乾燥 ・調

製 ・出荷作業を受託 してきた。このように早

期にライスセ ンタ―が建設された背景には、

村内の農家の大半が炭焼きを主体とする林業

兼業農家で、当時すでに専業農家がわずか7

%で あったという地域事情がある。炭焼 き林

業は、1960年 代のエネルギー革命の もとで急

激な後退を余儀なくされ通勤兼業にとってか

わられるが、多くの農家が農業だけで生計を

立てるのでな く、農業 と林業、あるいは通勤

兼業を合わせた複合的な就業により所得の極

大化を追求するなかで、農協がライスセ ン

タ―を設置することになった のである。また、

近年の建替えで大下集落内にセンターが設け

られ、きわめて便利に利用できるようになっ

た。このため、ほとんどの農家は乾燥機や籾

摺 り機を持たず、 これ らの作業を農協に委託

している。

また、1970年 代前半からはコンバイン作業

受託を開始 している。大下集落において中型

機械導入の条件が整うほ場整備事業 に先駆け

て、農協の収穫作業受託システムが整備 され

た結果、多 く農家はコンバインを所有せず作

業委託 してい くことになった。

さらに、農協は育苗センターを持ち、育苗

作業 もほぼ全面的に請け負っている。

このほか、 トラクターの貸出 しや耕うん作

業受託、転作大豆用各種機械の貸出 し等もみ

られるが、これ らについては、大下集落では

ほとんど利用 していない。

2)大 下営農改善組合

当集落では、地域における農業の担い手の

高齢化、後継者の確保難が増すなかでなんと
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か して、集落と農地を守ろうと、1984年 に地

区内農家27戸 により「大下農業生産組合」(現

在の 「大下営農改善組合」)が 結成 され、 中

型機械化体系の確立、機械の共同利用等によ

る集落営農への取り組みが始まった。前述の

県営ほ場整備事業の導入 もその一環であった

が、さらに1985～86年 度には営農組合が主体

となって水田利用再編対策推進事業や県単事

業の補助を受け、さらにその後新農構事業を

導入 して、 トラクター2台 と大豆転作用機械

一式を整備 した。そ して、整備済田の稲作の

耕うん作業については、基本的に営農組合に

委託するよう申し合わせている。作業は集落

内4地 区から指定されたそれぞれ2名 、合計

8名 のオペ レーターが担当することになって

いる。

他地域の集落営農の事例をみると、営農組

織が田植え機か らトラクター、コンバインに

いたる中型機械化体系一式を自前で揃えるこ

とが多いのに対 して、当地区では、トラクター

に限定 していることが特徴である。既存の農

協の受託システムで間に合 う部分は無理を し

ないという合理的選択 といえよう。

3)田 植え作業受託グループ

田植え作業にっいては、田植え機を個人所

有するものがかなりの数にのぼるが、なかに

は機械はあ っても高齢化等で自分では作業せ

ず、他のものに委託するケースがみ られる。

-部 は農協 に委託 しているが
、大半は集落内

の6戸 で田植え機を共同購入 し作業受託 して

いるグル―プが引き受けている。グループに

は借地農家が多いが、必ず しも作業受託によ

る所得拡大を目指 したものではな く、なかに

は所有地の一部を貸 し出している農家 も含ま

れる(後 出の表4を 参照)。 む しろ共同利用

による機械化 コス ト削減、田植え作業の肩代

わりによる委託農家の農外兼業条件整備、高

齢農家の営農支援といったボランテ ィア的色

彩が強いもののようである。

1992年度の利用実績をみると、運転担当者

のいないグループ内農家2戸 を含め7戸 か ら

合計5haとなって いる。

こうした重層的な稲作作業受託システムの

存在は、農家世帯規模の縮小と高齢化のもと

で生 じる農家の労働力配置の柔軟性の喪失と

いう事態を、集落ないし地域 レベルにおいて

補完するうえできわめて有効であると考えら

れる。特に、同 じ農作業について複数の作業

受託 システムが並存す るということの意味は

大 きい。例えば、田植えについていえば、仮

に上述の受託グループが機能 しない事態が生

じて も、農協の機械貸出しや作業受託に委託

す ることも考え られ る。個別農家、ボラ ン

ティア受託グループ、営農組合、農協とそれ

ぞれ可能なところが、応分の責任を持ちつっ

相互に支えあう関係の形成であ り、どこかが

崩れて も他の力で補おうという体制である。

c)集 合的利用権等調整事業による農地の流

動化

第3は 、集合的利用権等調整事業によって
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集落農地の集団的統一的利用権調整がはから

れていることである。

当集落では、ほ場整備の面工事が終わり一

時利用地が指定された段階から、農業委員会

が個別相対の農地貸借の斡旋に取 り組み、そ

の一部に山口県農林開発公社による賃貸借事

業が取 り入れ られていた。そうした中で、個

別完結型の経営では限界があるとして集落営

農によつて集落全体の農業所得を高めようと

の気運が強まり、村、農業委員会、佐々並農

業協同組合及び萩農業改良普及所か らなる村

連絡協議会 と県公社 との間で協議が重ね られ、

1986年7月 、集合的利用権等調整事業実施区

域の指定を受けた。その後、1988年3月 には、

「大下農業生産組合」で集合事業への取 り組

みが了承され、農用地利用改善団体の指定を

受けて 「大下営農改善組合」に改組 された。

集合事業について簡単に説明 してお くと、

「地域農業集団及び農用地利用改善団体の農

用地の利用調整等の活動と密接に連係 しつつ、

地域の農用地利用に係る権利の再配分調整を

行う」(農 林水産省構造改善局長通達 『集合

的利用権等調整事業実施要領』)と されて い

る。具体的には 「中核的農家への農用地利用

の集積、面的集積の促進、作付地の集団化、

ブロックローテーション等」(同 上)を 進め

るために 「集合的利用権等調整計画」を策定

し、農地保有合理化法人が農用地の売り手 ・

貸し手 と買い手 ・借 り手の間に入って農用地

の所有権や利用権の効果的な再配分調整をは

かるものである。

当初の計画では、県公社がほ場整備完了地

区の規模縮小志向農家か ら10年契約で農地を

借り入れ、調整計画にそって集落内の5戸 の

中核農家 に再配分貸 し付 け してい くことに

なつていた。 しかし、規模拡大にもっとも意

欲的姿勢を示 していた農家の世帯主が1992年

に事故で急死するというアクシデ ントがあり、

その後は、規模拡大の支援よりもむ しろ農地

の荒廃防止や効率的利用に力点を置いて、農

地の面的集積を促す方向で調整が進められて

いる。個別相対の農地流動化において こうし

た不測の事態が発生 した場合の困難を考えれ

ば、この対応は農用地利用改善団体による農

地流動化、集団的利用調整のなかであったれ

ばこそのものであり、集落の調整機能の意義

は大きい。こうして、大下集落では農地利用

レベルで も、家族員の病気や高齢化にさいし

て脆弱化 した家族に代わって集落が補完 して

いく仕組みが作 られている。

この集合事業が当集落に導入で きたのは、

ひとつには集落のまとまりのよさもあろうが、

集落メンバーに村経済課課長補佐で農業委員

会事務局長を兼務 していたK氏 がおり、村と

行政 との連係をとりなが らリー ドしていった

ことが大きい。旭村では個別相対による貸借

について も県公社を経由するよう農業委員会

が指導 しており、これらによって県公社を活

用すると安心 して貸借できるという信頼が生

まれていることも重要であろう。
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d)そ の他の特徴

このほかに、当集落では、集合事業による

農地の再配分年次にあたる1990年 度か ら、集

落内農地を4ブ ロックに分け水稲のほかに大

豆、野菜などを加えたブロックローテ―ショ

ンに取 り組んでいた。 この取 り組みは1992年

度からの転作緩和措置のもとで同年か ら中止

されている。

また、営農改善組合内に特産品の開発を目

的 とする 「栽培部」が設けられ、女性や高齢

者を中心に、ハウスを利用 したインゲン、パ

セ リ、ウリ等の栽培やウリのかす漬け、ハブ

茶等の農産加工の動 きもみられる。これらは、

農協を通 じた市場出荷のほか、村が開設 した

大阪府堺市のアンテナショップ=「 旭村の出

張所」や村内国道沿いの 「旭の市」、あるい

は宅配便を利用 した会員制の通信販売=「 田

舎 っぺ くらぶ」等を通 じて売 られる。

こうして、大下集落には産地 といえるほど

のまとまった 生産品目はないが、集落のあ ら

ゆる条件を活用 して集落農業全体のコス ト削

減と販売額増大を通 じた農業所得拡大の努力

を積み重ねている状況である。

4.大 下集落の農地流動化 ・保全メカニズム

-農 家の農地保有と作業受委託

大下集落は総戸数37戸 からなるが、この う

ちセンサス上の農家は25戸である。今回の調

査では、これ ら25戸の農家に限定せず、農業

委員会の農地基本台帳に登載 された農地保有

者30戸 を対象に農地の受け手 ・出 し手の状況

を調査 した。また、調査日直前にほ場整備の

清算に関する寄り合いがもたれ、その席上に

参加 した他出農地所有者1戸 からも聞き取 り

することができ、合計31戸 の農家(な い し農

地所有者)の 実情を調査できた。(な お、厳密

にいえば、これらのうち1戸 については、農

地を借 りて耕作 している隣家からの説明によ

るもので、農家か らの直接の聞き取 りでない

が、結果に大きく影響 しないと思われるので

集計表に含めている。A09農 家がそれである。)

以下では、まず調査農家を農地貸借上の位

置を基準として貸付け農家、貸付地 も借入地

もある農家、借入れ農家、 自作農家に4区 分

し、それぞれの特徴を明らかにしたうえで、

農地の貸出しや作業委託の利用に対する農家

の姿勢を検討 していく。

a)調 査農家のグループ別特徴

それぞれのグループの戸数は、以下のとお

りである(表4・ 表5参 照)。

Aグ ループ:農 地貸付け農家9戸

ABグ ループ:貸 付地も借入地もある農家2戸

Bグ ループ:農 地借入れ農家11戸

Cグ ループ:自 作農家9戸
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表4 旭村佐々並地区大下集落農家調査総括表(1)
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表5旭 村佐々並地区大下集落農家調査総括表(2)



1)農 地貸付け農家(Aグ ループ)

農地を貸 し出 している農家は、高齢貸出 し

農家と安定兼業貸出 し農家の2類 型からなる。

高齢貸出 し農家は、70歳 前後以上の夫婦世

帯 もしくは単身者世帯(AO2、AO4、AO8、

AO9の 各農家)が 典型であるが、40歳 の世帯

主と78歳の母親だけのAO3農 家もこれに準 じ

るものとみてよい。

このタイプの今ひとつの特徴は、70ア ール

未満の零細所有で、 しか も所有農地の全部 ま

たは大半を貸 し出してお り自作地がほとんど

がないことである。規模が零細なために早 く

か ら後継者が他 出 して しまい、労力不足 に

陥って貸 し出しているのである。

このほか、AO7は 現在の世帯主が下関市 に

他出しその後を追 って高齢化 した親が農地を

村の人に預 けて離村 したケースであるが、高

齢化の延長線上のにあるもの とみてよかろう。

離村農家で調査対象とな ったのはA07だ け

であったが、地元での聞き取 りによると、こ

れに類似する事例が他にも数件み られた(表

6参 照)。1960年 代の挙家離村においては、

農業に見切りをつけ全所有農地を売り払って

出ていくものが多かったが、近年の離村者は、

所有権を もったまま耕作を委託 していくケー

スが多い。売ろうにも買い手がつかないとい

うのが実情のようである。また、家の後継 ぎ

が他出 したまま世帯主が死亡 して世帯がとだ

えるケースもみられる。

こうして、当集落における農地の貸出しは、

しば しば高齢化、過疎化というゆゆ しき問題

の激化を随伴 しているものが多い。

他方、安定兼業貸出し農家は、後継者が県

信連に勤めているAO1農 家、娘婿が自衛隊勤

務のAO6農 家、及び山口市で公務員を してい

る長男が農作業手伝いに帰 って くるAO5農 家

表6旭 村佐々並地区大下集落の離農事例
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の3戸 で、貸出 し農家のなかでは少数派であ

る。民間企業勤務の安定兼業農家が全 くみ ら

れないことが特徴である。

このタイプの農家は、3戸 中2戸 が1ha

以上農地を所 有 してお り、残 りの1戸 も67

アールと、総 じて先の高齢農家タイプよりも

所有規模が大 きいのが特色である。世帯全体

ではある程度の労働力を確保 しているが、農

外就業か ら得 られる収入で家計費の充足が可

能であり、また勤務先が村外にあって 自家農

業に従事する時間が不足するので、手に余る

部分が貸 し出されることになる。すなわち、

「人手不足」事由で貸出すケースが多い(A01

の貸出しの一部、AO5。 後出の表9参 照)。

また、当地区では、戦前か らの残存小作地

がほ場整備後 も数件継続 しており、 これに該

当する貸出 しもみられる(AO1の 一部、AO6。

同上)。

こうしたタイプの農家は3世 代家族が多 く

(AO1、AO6)、 地域社会の維持 とい う点で

は望ましい形態 ともいえるが、当集落の農地

の出し手の中では例外的存在である。特にほ

場整備後の新たな貸出 しとしては2件 にとど

まる。

2)貸 付地 も借入地 もある農家(ABグ

ループ)

貸付地 も借入地 もある農家は2戸 あるが、

ともに借入地面積が貸付地を上回っており、

また、所有規模が1ha余 りと比較的大きく、

農地借入れ農家群に近い性格を持 っているの

で、基本的事項は次の項であわせて説明する。

ただ、貸借の両方を持つことになったのが、

AB02農 家が遠 くで借 りていた農地を返却 し

て代わりに自分の保有地に近接 していたAB

O1農家の農地を借り入れ、その代償 として別

の農地をABO1農 家に貸 し出したためである

ことは、注目に値 しよう。県公社事業を経由

しているとはいえ、事実上の個別相対の貸借

において も農地の面的集積がみ られるからで

ある。必ず しも規模拡大につなが らない形の

貸借を含む前述の集合事業が導入される素地

は既 に形成されていたのである。

3)農 地借入れ農家(Bグ ル―プ)

大下集落で農地の借り手 となって いる農家

は、所有農地面積65ア ール以上で借入地を含

めた経営面積が80ア ールをこえること(例 外、

BO8)、 世帯内に男子生産年齢人口か これに

近い60代後半男子農業従事者がいること(例

外、B10)の2点 が最大の特徴である。すな

わち、比較的恵まれた経営基盤を有 していた

ために最近まで農家後継者の他出流出を食い

止めることができた農家である。 しか し、夫

婦2世 代が同居する3世 代世帯は3戸 にすぎ

ず、30代 までの若年層はみな他出している状

況である。(以 上の点はABグ ループ も共通

する。以下 も基本的に同 じ。)

所得構成をみると、高齢専業のBO2農 家と

B10農 家の2戸 を除いてはすべて農外兼業収

入が主力の第2種 兼業農家 となって おり、農

業の規模拡大によって生計を立てようという
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専業農家は全 くみ られない。

兼業状況をみると、世帯主夫婦 もしくは後

継者夫婦が二人 とも働きに出ているケースが

ほとんどである。また、兼業内容は、土木建

設会社(BO8)や 美容院(B09)と いった小

経営を持つものが2件 、世帯主が月給制で恒

常勤務 しているもの5戸(村 役場=BO7、 郵

便局=BO9の 娘婿、その他会社員=BOI・B

O6・B11)で 、これら比較的安定 した兼業 と

み られるものが過半を占めている。 しかし、

世帯主が常勤であ って も日給月給制の場合

(BO3)や 臨時雇 ・季節雇の場合(BO4、B

O5)も み られる。妻の農外就業はほとんどが

村内でのパー トない し日雇いで不安定である。

ここにみ られるのは、家族総働きで家計を支

えている姿であり、そうした状況下では農業

も依然として重要な所得源のひとつである。

若年層の他出と勤務可能な世帯員総出の農

外兼業の結果、農地の貸出 し農家だけでなく、

借入れ農家においてさえ農業労働力の不足が

生 じる。 このため、農作業の多 くは、作業委

託 と他出者の通農支援という外部労力に依存

す ることになる。 この点は、農地借入れ農家

グループに もあてはまる。

既 に述べたように当集落では、農協、営農

改善組合、田植え機作業受託 グループからな

る重層的な作業受託 システムが形成されてお

り、これ らを利用すれば主要な稲作作業はす

べて委託に出すことができる。ほ場整備に先

行 して農協の作業受託制度ができていたため

に、過剰機械投資を避けて効率的な経営を追

求 してきたという面 もあるが、工事完了後に、

それ も補助事業でなく農家の共同出資で、田

植え機が購入され受託 システムが形成された

ことは、農家の労働力不足を補 ってい く仕組

みがいかに緊要になっているかを示唆 してい

る。

また、一部ではあるが、在宅の労働力だけ

で農作業をこなすことのできない場合は、近

隣地域に他出している子供たちが農繁期など

に手伝いに駆けつけている(BO1、BO4、B

11)。 他出者の通農支援活動の対象が個別農

家の農作業にとどまらない点にも留意すべき

である。借入農家の事例でないが、C02農 家

の長男のように、他出者が営農改善組合の ト

ラクター ・オペ レーターとなることもあるか

らである。

外部労力依存という点では、B11農 家のよ

うに世帯主の生活の本拠が村内にな く、ふだ

んは山口市にいて農作業や集落の会合などに

通っているケースもある(こ うしたパターン

は自作農家のなかにもみ られる。CO5)。

以上のように、当集落においては、農地借

入れ農家といつて も、企業的借地経営を目指

す旺盛な規模拡大意欲を持つものではない。

むしろ、一方では家族労働力の弱体化に悩み、

農作業委託や他出者の通農支援に依存 しなが

ら、他方では可能な範囲内において他の農家

の農地の耕作を引き受けている状況である。
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4)自 作農家(Cグ ループ)

この集落の 自作農家は、さらにふたつのタ

イプに類型化で きる。ひとつは80ア ール以上

の自作地を耕作 している比較的農家らしい農

家である。いまひとつは、耕作面積が20ア ー

ル以下の零細地片耕作者である。後者につい

ては、CO8、CO9の2戸 にすぎず、安定兼業

農家 と高齢農家であることの指摘にとどめ、

ここでは、前者、すなわち比較的まとまった

農地を持 って いる自作農家の実態にいま少 し

たちいってみておきたい。

その最大の特徴は、 このグループがAグ

ループの安定兼業貸出し型とBグ ループ(借

入れ農家)と の中間に位置 し、 しか も安定兼

業貸出し農家から借入れ農家までの差異がほ

とんどないことである。

例えば、CO3農 家は70歳代の世帯主夫婦だ

けの高齢世帯であるが、他出 した長男の通農

支援によつて自作を続けている状態であり、

今後後継 ぎの帰村が実現 しなければ、農地の

一部を貸 し出すことになりそうである
。つま

り前述のAO5農 家によく似た状況に置かれて

いるのである。

また、CO5農 家は、数年前に世帯主が東京

から帰 り、それまで貸 し出 していた農地を耕

作 し始めたが、生活の中心は山口市での焼き

鳥屋にある。農機具をほとんど持たず、主な

農作業 は作業委託に頼っている状況である。

他方、C04農 家 とCO7農 家は、BO3、B07、

B11、AB02な どBグ ループ(及 びABグ

ループ)の 各農家とともに、営農改善組合の

トラクター ・オペ レーターを引き受けており、

集落営農の推進において重要な役割を担 って

いる(表7参 照)。 これ には、山口市在住の

長男がオペレーターに参加 しているC02農 家

も加えてよいであろう。さらに、オペレーター

には貸出 し農家のAO6も 加わってお り、これ

らの農家はあまり性格差がないとみ られる。

こうした事態は何を意味するであろうか。

一方では、農地集積を進めて大規模経営を目

指す中核的担い手農家が存在せず、他方では

高齢化 と過疎化の進行するもとで、村の農地

を守るために、作業委託や他出者の通農支援

を通 じて外部労力まで も動員 しなが ら、相対

的に保有労働力に恵まれた農家が総出で耕作

にあたっているのである。つまり、安定的な

農地の受け手の不足ない し不在状況である。

逆にいえば、現在の農地貸出 し農家だけでな

く、自作農家、さらには借入れ農家でさえも、

すでにほとんどの場合、一方では農外兼業に

表7大 下営農改善組合機械オペ レーターの概要

単位:ア ール、歳
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斜 してお り、他方では作業委託等の外部労

力に依存 しているのであり、いつ農地の出 し

手 となって も不思議でない状態といってよい。

b)作 業委託 ・農地貸出しに対する農家の姿

勢

前節で指摘 したような農地の受け手の枯渇

状況であれば、耕作者がみつか らず耕作放棄

や荒 らし作 りに向か う農地が増えるのではな

いか と推測 されるが、旭村や大下集落におい

てはそうはなっていない。受け手の状況だけ

で説明がつかないとすれば、農地の出し手 と

見込まれる農家の行動様式に関連 している可

能性があるので、出 し手農家が作業受託や農

地貸出しに至 る事情にっいてみておこう。

1)作 業委託の契機

表8は 、大下集落農家の農作業委託状況を

示 している。

委託開始時期をみると、耕うん、収穫 ・脱

穀について は、当集落でほ場整備事業が実施

された1985～89年 か ら開始 したものがほとん

どである。営農組合(当 時)に よる トラクター

の導入と共同利用が始まったのが この時期で

あったから、 これを契機に耕 うん作業の委託

が始まった ことはまちがいない。 もつとも農

協の トラクター作業やコンバイン作業の受託

はそれ以前か らおこなわれていたのであるか

ら、営農組合の結成だけでな く、ほ場整備に

よる中型稲作機械が活用できる大区画ほ場が

形成されたという事情も大きな要因となつて

いるとみてよい。借入れ農家と自作農家の大

半は、耕 うん機か トラクターを個人所有 して

おり、収穫についてもバインダーを持 ってお

り、整備前はこれらを用いて個別に作業 して

いた。

また、田植えについては整備後、1991年 か

ら委託 しているものが多いが、田植え作業受

託グル―プの活動がほ場整備を受けて この時

期か ら始まったのであるか ら、 これ もほ場整

備が契機 とな っているとみてよい。 グループ

構成農家以外の耕作農家もたいていは田植え

機を個人所有 しており、以前は個別 に作業 し

ていたことがわかる。

これに対 して、育苗と調製 ・出荷の委託 は

それぞれ1980年 前後と1960年代前半 に開始時

期が集中している。育苗センターについては

設置時期を確認 していないが、調製 ・出荷作

業の委託開始についてはちょうど農協のライ

スセンター設置時期にあたる。耕 うん、田植

え、収穫 ・脱穀 というほ場作業の委託がほ場

条件整備を前提 としたのに対 して、育苗、調

製 ・出荷作業はそうした条件に制約されない

ために、 システムが準備されれば、必要に応

じて容易 に利用 されることになった。逆にい

えば、ほとんどの農家が一方では高齢化が進

み、他方で通勤兼業に傾斜するなかで、慢性

的な労働力不足状態に陥っており、条件さえ

整えば委託に出したいという状況が早 くか ら

出現 していたのである。

この点は、いずれの作業委託において も、

委託事由の大半が 「兼業で多忙」「労力不足」
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表8旭 村佐々並地区大下集落農家の農作業委託状況
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表9大 下集落における農地貸借の事例
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「省力のため」などによ って 占め られている

ことからも裏書 きされる。

2)農 地貸 出しの契機

農地の貸出 しはやや事情が異なる(以 下、

表9参 照)。

貸付け開始時期をみると、一部に戦前か ら

の残存小作地(継 続中のもの5件)や1960年

代からの古い貸借関係(同2件)が みられる

が、大半はほ場整備後に貸出 しを開始 した県

公社経由のものとなっている(同23件)。 「当

該地区の所在する都道府県の一集落当たりの

平均流動化面積又は流動化率以上である」

(『実施要領』)こ とが事業実施地区の指定要

件のひとつとされる集合事業が実施 されてい

ることか らみて、調査結果では整備後に貸出

し始めたとされているもののなかにもそれ以

前からのものが一定数含まれることが考え ら

れるが、この点を割 り引いて も、センサスに

おける集落全体の借地面積の推移(1985年:

149ア ール→1990年:568ア ―ル)か らみて、

ほ場整備が農地流動化の大 きな契機 となつた

ことはまちがいない。

次に、残存小作地を除いて貸出し事由をみ

ると、 「他 出」(8件)と 並んで 「高齢のた

め」(5件)、 「体が続かない」(2件)な ど高

齢化 に関わるものが目につ く一方で、「人手

不足」を事由に掲げるものは2件 にとどまる。

表10は 、貸借事例毎でなく、貸出し農家毎

の貸出 し理由を示 しているが、 ここで も 「高

齢化」が 「家族の病気等」と並んで もっとも

多 く、「農外仕事が多忙」としたものは皆無

であった 。「高齢化」と 「家族の病気等」の

双方に該当するケースが多いことか らわかる

ように、高齢化 しても家族総出で作業委託や

通農支援の力を借 りながらぎりぎりまで耕作

を続けていくなかで、病気や事故で家族に働

けないものがでてきては じめて賃貸借に出さ

れているのである。

作業委託において農外兼業への傾斜を含む

一般的な労力不足だけで比較的気軽に委託に

出 しているのとは対照的に、賃貸借において

は独自の抑制要因が作用 している。自作地の

ある農家に今後の可能性として農地貸出しや

作業委託の意志の有無を問 うたところ、作業

委託については20戸が可能性ありとしたのに

対 して、貸出し可能性を示 したものはその半

分の10戸 にとどまった(表11参 照)。

3)農 地貸出しの抑制要因

そこで、農家が掲げた貸 出しの障害要因を

みると(表12)、 第1位 は 「相手がいない」

(5戸)と なって いるが、第2位 には 「作業

委託が有利」(4戸)が 現れ、以下 「農家で

なくなるのが さびしい」(3戸)、 「地代が安

い」(1戸)等 となっている。 「相手がいな

い」というのは、ひとつには受け手の枯渇状

況の反映であるが、見方をかえれば、相手さ

えいれば貸 して もよいという意識の現れであ

り、集合事業が軌道に乗っているなかで耕作

権ア レルギーがほとんどな くなっていること

を意味する。
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表10旭 村佐々並地区大下集落農家の農地貸出しの事由

表11農 家の農地貸出し、作業委託意向 表12農 家の農地貸出しの障害物

む しろここで注 目され るのは、「作業委託

が有利」「地代が安い」といつた経済的採算

へのこだわりである。

当地の小作料は整備済み田が10ア ―ル当た

り20,000円 、未整備田19,000円 が相場となっ

ており、平均反収7～8俵 といわれる生産水

準か らみて取 り立てて低いわけではない。現

在の貸 し手農家の大半が 「まあまあ」の水準

ととらえているのはうなずけるところである。

それどころか、借り手農家からはむしろ 「現

行の小作料 は高い、10,000円 程度が適当だ」

とする声が強い。その結果、小作料は徐々に

低下傾向にあり、集合事業においても県公社

の小作料一括前払方式が採用で きず、当集落

の貸借はすべて年払い方式で運営されている。

他方、作業受託料金は表13に 示すとおりで

ある。貸 し出すよりは作業委託 しながら自分

で耕作 したほうが手取 りが多いようだが、営

農組合の機械を利用 して も農協委託 よりやや

有利になる程度で、他の地域 と比べて特に安

上がりというわけではない。

こうしたなかで採算への執着が生 じる背景

としては次の2点 が考えられる。

ひとつは、ほ場整備が実施されたばか りで

今後償還問題が現実化 していくことへの不安

である。高齢化、過疎化が一層進展 し、貸借
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表13旭 村佐々並地区大下集落における主な農作業の委託料金

市場の借り手市場化が進めば、小作料がだん

だん低下 し、地代収入だけで償還金をまかな

いきれなくなるのではないかとの見方もある。

そうなれば、貸 し手は、基盤整備をしても所

得を獲得できず、むしろ所有農地の維持管理

のために自己負担を強いられるだけというこ

とになる。

いまひとつは、農外兼業所得だけで安定 し

た家計の維持ができるかどうかである。これ

までの論述において、私は、ほぼ 「恒常的勤

務=安 定兼業」という図式にしたがって問題

を整理 して きた。 しか し、はたしてそれでよ

かったのであろうか。

大下集落の農家世帯員の勤務先をみると、

男子で も旭村内と山口市がほぼ半 々であり、

女子の場合は村内でのパー トタイマーや 日雇

いが圧倒的である。旭村は、1988年 の村内総

生産(政 府サービス生産者を除 く)中 の建設

業の比率が30.0%に 及ぶ ことか ら推測される

ように、公務員や農協を除くと安定 した働き

場が非常に少ない。また山口市への通勤者は

現業的職務についているものが多い。その結

果、人口1人 当たり村民所得は山口県平均に

80%強 水準にとどまる。 こうした状況下では、

たとえ世帯主が恒常的勤務についていて もそ

れだけで安定 した生計基盤があるとはいいが

たく、作業委託に出すか、貸出 しにするか、

結果はたとえわずかの額の差にすぎな くても、

農家の立場からは無視できない意味を持って

くるのではなかろうか。そ して、このことが

家族 ぐるみ、集落 ぐるみの農業生産、農地利

用を支える力のひとつとなって いるように思

われる。

以上の分析を踏まえて、農地の出 し手 と目

され る農家の行動様式を推測すると、次のよ

うになる。理由のいかんはともか くとして農

地の貸出 しよりも作業委託による営農継続を

志向する以上、これらの農家は、高齢化や農

外兼業従事によって労力不足状態に陥って も、

可能な限 り作業委託や他出者の営農支援に頼

りなが ら自作を継続 しようとするだろう。そ

して、世帯員の病気や怪我、あるいは死去に
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よっていよいよ働 き手がなくなった時によう

や く貸出しに移 っていく。そうであれば、作

業委託から農地貸出 しへの移行は、農家世帯

維持の危機の深化であり、農地の流動化は地

域農業の活性化よりもむしろ村の過疎化 ・高

齢化の指標 となる恐れが強い。

しか し、農地を荒 らしたり他人に譲 って し

まうのでな く、貸出 してでも農地の状態を維

持 しようとしていることのなかに、農地所有

者の思いが込め られていることを見逃 しては

なるまい。それは、世帯主年齢60歳以上の借

入れ農家 ・自作農家の過半数が、後継 ぎが農

業を 「親の老後や る」 もしくは 「定年後や

る」と期待をかけており、その時のことを想

定 して、仮にやむをえず貸出すことがあって

も、「後継ぎの定年後は返 して もらう」「後継

ぎが帰村 したら返 して もらう」という回答が

相当数み られるか らである(表14参 照)。 ま

た、現にCO5農 家のようにUタ ーン(Jタ ー

ン)し たもの もいるし、農繁期に通農支援 し

ている他出者 も相当数みられる。彼 らにとっ

て農地の貸出 しは農地を守るための最後の砦

で もある。

ただ、他方で、現在の貸出し農家の大半は、

後継ぎの就農予想を立てられず、貸出し農地

は今後とも 「ず っと作ってもらいたい」との

意向である。借入れ農家 ・自作農家が農地を

貸 し出すことになった 場合、自己の希望 どお

り、一時的なものにとどまりやがては後継者

が帰農 して耕作するのか、それとも現在の貸

出 し農家のような方向に移行するのかについ

ては、現時点で即断できない。

5.む すび

上にみてきた旭村大下集落における農地の

流動化 ・保全メカニズムの特徴は、以下のよ

うに要約できよう。

第1は 、人口流出と高齢化で生 じる慢性的

な農業労働力不足、農地荒廃の危機に対 して、

個別農家が懸命に立ち向か っていることであ

表14旭 村佐々並地区大下集落における貸付け農家の貸付け農地の将来意向
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る。在宅家族労働力だけで対応できない場合

は他出家族の通農支援や一部作業委託に依存

しつつ、個別農家は自作を継続 しようとして

いる。そして、世帯員の高齢化や病気等によ

りどうして も耕作が続け られな くなったとき

に、農地が貸 出されることになる。

第2に 、こうした個別農家の自助努力だけ

で対処できない事態に対 して、これを地域 レ

ベルで支え補完 していく柔軟な営農支援シス

テムが形成されていることである。重層的な

作業受託システムの存在は、自己完結に近い

経営か ら農作業の大半を委託 に依存 した耕作

まで、個別農家の事情に応 じた多様な営農パ

ターンに対応 している。

第3に 、外部労働力や作業委託を活用 して

も耕作の継続が困難な場合に集落内において

利用権を調整する仕組みが、営農改善組合の

活動と集合事業の活用により形成されている

ことである。個別農家が自分で農地貸借の相

手をみつけなければならないとすれば、高齢

化 ・過疎化進行地域においては、一方では情

報不足により相手方をみっけられないケース

が生 じ、他方では著 しい借り手市場化により

借入れ農地の選別が生 じる恐れが強い。また、

集落の利用権調整機能が弱い場合には、農地

利用権が集落外のもの、特に他出後継ぎに移

り、通農支援が通作に変化 し、地域営農シス

テムの機能麻痺を誘発す る恐れ もある。これ

らの点で、集落 レベルの農地利用の調整がは

かられていることの意義は大きい。

こうしてみていくとき、高齢化に悩み借地

規模拡大農家層の形成が微弱な旭村において、

なぜ農地がの流動化が比較的順調で耕作放棄

地があまり発生 しないのか、という当初の疑

問に対す るひとつの回答がみえてくるように

思われる。すなわち、農家 レベルでの営農継

続能力の弱体化に対応 して、それを補完する

地域 ・集落 レベルにおける柔軟な営農継続支

援システム、農地利用調整 システムが形成さ

れていることである。 もとよりこうした地域

表15山 口県農業地帯区分別にみた集落の活動状況
●
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・集落の補完システムの担い手もその地域 ・

集落の農家世帯員が中心であり、高齢化や過

疎化の影響を受けて流動的要素をはらんでい

る。 しか し、脆弱化 した個別農家の農地利用

・保全能力を外側か ら補完 していることだけ

は事実である。

ちなみに、山口県下農業地帯区分別に 「共

用の農業機械のある集落」や 「集団転作に取

り組んでいる集落」の比率をみると、明 らか

な西高東低傾向を示 している(表15参 照)。

同 じく中山間地域 といつても、周防地域の場

合は、集落機能までが大 きく後退 しているの

に対 して、長門山間地域においては比較的多

くの集落において集落営農の営みが展開され

ている。 この事実が、地域における農地の保

有 ・流動化 ・保全において大きな地域差が生

じるひとつの要因となって いると考えるのは、

早計であろうか。
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