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1調 査の課題

構造政策の展開あるいは担い手農家の規模

拡大過程において、作業受委託を比重正 しく

位置付けることが求められている。作業受委

託は経営規模の拡大には至らないまでも、作

業規模の拡大を通 じて労働力や機械の有効利

用や農業所得の拡大に資することにより、社

会的なコストダウン、あるいは農業経営体が

掲げる一定労働時間での生涯所得均衡という

経営目標の達成に、経営規模の拡大 と同様の

役割を果たす。とくに転作の強化、収量変動、

米価引き下げ等の状況下では、転作、経営 リ

スク、地代固定を伴わず作業量に応 じたコン

スタントな収入が保障される作業受委託は、

規模拡大をめざす若い農業者等にとって魅力

ある経路といえる。

しか しながら作業受委託は、構造政策上の

一項目をなしてはいるものの、実態的には所

有権移転や利用権設定ほどの配慮は必ず しも

払われてこなかった。作業受委託は、権利調

整を伴わず、権利管理になじまないため、そ

こでの契約は相対が多 く、せいぜい農協の関

与を受ける程度だったことも一因だろう。そ

のため耕作者の経済的地位の向上と経営の安

定をはかるうえでの問題となるような地域慣

行等が残されている場合 もありうる。そのよ

うな点を是正 し、構造政策、農地管理の一角

に作業受委託をより的確に位置付ける必要が

ある。

作業受委託は、このように実際的に大きな

効果をもつが、あくまで作業規模の拡大にと

どまり、経営規模の拡大そのものとはならな

い。先の作業受委託の 「メリット」も、言っ

てみれば経営責任の回避という消極的なメリ

ットともいえる。とすれば作業受委託は、そ

れ自体というよりは、本来的には権利移動、

経営規模の拡大に至る過渡的なステ ップと位

置付けられるものであろう。

そのように位置付けた場合、ではなぜそも

そも賃貸借ではなく作業受委託が選好される

のか、その賃貸借への移行を促進 したり阻害

したりする要因は何かを明らかにし、とくに

移行をさまたげる要因の除去を図る必要があ

る。作業受委託が地域慣行にゆだね られてい
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るもとでは、政策が果たすべき規範形成機能

は大 きい。

要するに作業受委託を通 じる作業流動化 ・

作業集積はそれを促進するとともに、そこに

とどめることなくより安定的な利用権等に移

行させる必要があるという二重の課題を有 し

ている。

2調 査地域の選定

作業受委託の展開には地域的な濃淡がある。

それは農家の世帯世代構成と深 くかかわって

いる。すなわち基幹的労働力が常勤兼業化あ

るいは他出して自家での機械的作業が困難に

なった時、二世代 ・一世代世帯だと自家農業

の維持が困難になって他に経営を委ねるしか

なくなるが、三世代そろっていてなお自家に

水管理 ・畦草刈 り等の管理労働ができる場合

は作業委託にとどめることができるか らであ

る。そのような背景が一因となって賃貸借が

西日本に多いのに対 して、東 日本では作業受

委託が比較的多い。 しかしこのような農家世

帯の世代構成の差はあ くまで相対的なもので

あって、南九州や沖縄を除けば日本的な三世

代 ・「いえ」が過半を占めていることに変わ

りない。とくに西日本にあっても滋賀 ・奈良

・佐賀は三世代世帯が6割 以上を占める点で

は東日本的といえる。

このような点を考慮 して、東北か ら秋田県

平鹿町 ・宮城県南郷町、そして西日本か ら佐

賀県白石町を調査地に選んだ。東北を二県と

したのは、作業受委託がとくに東北で大きな

比重を占めるからである。

なお西 日本から上述の世代構成から注目さ

れる滋賀県彦根市も調査対象にした。近畿で

は地価の高騰と資産所有意識の高まりのなか

で、地権者が極端に耕作権の発生を危惧する

ところから、結果的に作業受委託を選好する

地域が多いとされるが、実際に調査地に選ん

だ彦根市の集落は、地価が反当300万 円と相

対的に安いこともあって、農地流動化の主流

が作業受委託から賃貸借に移行 していた。

以上の調査地を、後述する作業受委託と賃

貸借の区別の明確度という点からみると、宮

城が最も遅れており、次いで秋田、佐賀、滋

賀の順になるといえる。逆に滋賀から宮城へ

と、作業受委託的な経営権を伴わない形態か

ら賃貸借 という経営権を伴 う形態への移行が

進んでいるといえる。

3規 模拡大過程における作業受委託

三つの地域には、ある程度同じような農地

流動化の歴史的推移がみられる。

宮城県南郷町では、集団による、あるいは

集団を通 じての作業受託が多いが、この集団

は1970年代の生産調整時に大型 トラクターの

導入のために作 られた機械利用組合を前身と

している。すでにそのころから組織的な作業

受託の展開がみ られたわけである。秋田県平

鹿町でも、今日の農作業受託者協議会は1972

年に農協の受委託斡旋事業の開始に伴 う料金
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問題への対応のために組織化された。1970年

の委託実農家率は51.2%と90年 の43.7%を 凌

駕 している。

南郷町では調査農家の規模拡大過程をみる

と、1980年代前半には自作地購入が賃借を上

回 り、1980年 代後半に両者が拮抗、そ して

1990年代に入って賃借が飛躍的に拡大すると

いう過程をたどっている。

佐賀県白石町では1980年代前半の規模拡大

は作業受託 ・自作地購入 ・期間借地の順であ

り、それが1980年代後半になると、自作地購

入が トップで、作業受託は鈍化、賃借増大と

なり、次いで1990年代に入り自作地購入は急

減、賃借と受託が激増というパターンをとっ

ている。また今日の調査農家の賃借の1/3は

作業受託か らの移行である。

平鹿町でも作業受託を一貫 したベースとし

て、1970年 代後半から自作地拡大が、そして

近年には賃借が進んできているという。

要するに 「作業受託から賃借へ」というコ

ースと 「自作地拡大から賃借へ」というコー

スが確認できるのである。前者は移行関係、

後者は移行関係というより規模拡大形態の変

化 といえよう。

南郷町での調査農家の聞き取りによれば、

作業受託を始めた理由は、 「償却費の引き下

げ」と 「規模拡大のため」であり、規模拡大

過程における位置付けとしては、 「積極的に

位置付け」 「賃貸借へのステップ」 「相手に

頼まれて」となっており、作業受託は、当初

は購入機械の償却費ダウンや 「相手に頼まれ

て」という、やや受け身的な対応だったが、

やがてそれが賃貸借や規模拡大へのステ ップ

として強く意識されるようになったといえる。

また委託者か らみた開始時期は、全作業委託

的なものが古 く、秋作業委託は90年代に入っ

てが多い。

以上から、作業受委託は歴史的にみて賃貸

借展開のひとつの基盤をなしていること、そ

して作業受委託は今日も秋作業の部分作業を

中心に発生 していることが確認できる。ここ

に規模拡大、農地流動化の土台作 りとしての

作業受委託の重要性が現われている。

4出 し手農家の性格と理由

平鹿町では作業委託農家の規模はさまざま

で特徴付けはできない。いいかえれば200a

以上の農家もいれば(町 平均は153a)、 全

面委託農家のような零細規模のものもいる。

部分作業委託農家は三世代そろっている農

家がほとんどだが、世帯主夫婦は全戸が共稼

ぎ、かつ世帯主は公務員か自営業が多い。全

機械作業委託農家は一 ・二世代、全面委託農

家は三世代 と二世代が混在 し、かっ公務員的

な職種と自営業が多い。

委託開始の理由は、 「世帯主の高齢化や病

気」 「機械更新しなかった」 「規模が小さく

機械購入が合わない」というものである。ま

た作業委託の選択理由としては 「管理作業の

できる世帯員がいる」ということになる。

9



南郷町で も、100a以 上が2/3、200a以

上が1/5を 占めている。とくに最近の秋作業

委託では2/3が150a以 上である。このよう

な規模が相対的に大きな層でも、コンバイン

等の装備はペイしないという採算意識が強ま

っているといえる。世代構成は未調査である

が、全作業委託的なものが各世帯主年齢階層

にまたがり、70代以上の高齢者の回答が多い

のに対 して、秋作業委託では40代を中心に、

30代、50代でほとんどを占め、相対的に若い

層の委託が多い。職種的には全作業委託的な

ものは平鹿町と同じく、公務員 ・団体職員と

自営業が多いが、秋作業委託には普通の会社

員が多い。

委託の理由としては、 「機械がない」が最

も多く、次いで 「兼業が忙 しい」 「機械購入

するより得」が並び、さらに 「高齢化」が続

く。機械要因は部分作業委託で多く、兼業 ・

高齢化要因は全作業委託に多い。

白石町では、子世代が自営業、親世代が高

齢で作業委託のケースが多い。そして親世代

が リタイアあるいは死亡すると賃貸借へ移行

するわけである。

以上要するに、①部分作業委託を中心に規

模の相対的に大 きな層への作業委託の広がり、

②委託者は自営業 ・公務員 ・団体職員が大宗

をなしているが、部分作業委託では一般会社

員も増えている、③理由としては全作業委託

を中心に兼業多忙化や高齢化、部分作業委託

を中心に機械購入の不採算性があげられる。

以上から、第一に、同じ作業受委託の名前

でくくられていても、本来の部分作業受委託

的なものと、作業実態からして賃貸借に限り

なく近づく全(機 械)作 業受委託的なもので

は、かなり性格と背景が異なること、第二に、

いずれにせよ時の経過あるいは加齢とともに

作業受委託が拡大する可能性を秘めているこ

との、二点がいえる。

5「 全作業受委託」という関係

作業受委託から賃貸借への移行を考えるに

あたっては、滋賀や佐賀にはあまりみられず、

宮城 ・秋田の東北で一般的な 「全作業受委

託」という形態に注意する必要がある。それ

は機械作業のみならず管理作業を含む全作業

の委託であり、その作業実態は貸借と同じで

ある。すると賃貸借 との相違は、経営権や経

営 リスクの帰属、料金なり地代の支払い形態

と水準になる。

平鹿町の場合には、以前から 「相対の貸借

関係を全面受委託とか全作業受委託と呼んで

おり、このことが(1972年 に開始された)農

協の農作業受委託あっせん事業に事実上の貸

借関係が作業受委託 として取り込まれる理由

となった」 とされている。つまり相対小作

(実態)の たんなる呼び方(名 称)の 問題だ

ったものが、農協の公的な事業展開を通じて

実態化したわけである。農協の標準料金表に

おいても 「全農作業一括委託」の 「委託者

分」が 「あきたこまち9.5俵 ×35%」 と記さ
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れている。つまり本来は刈 り分け小作だが、

基準収量が固定されることにより定額小作化

した。委託者手取額は金額換算で6万 円強

で、経営権は契約書で委託者に帰属し、土地

改良区関係の費用と公租公課は委託者が負担

する。それを差し引いても標準小作料の上田

37,500円 よりはかなり高い。 しかも利用権は、

主として公的なルー トにのせる必要が生じた

場合に設定され、多 くはこの相対地代が適用

されるという。つまり小作料の授受・水準か

らみれば次の通りである。

全作業委託一相対小作一利用権

その限 りでは、 「全作業委託から利用権

へ」という課題自体がなりたたない。まず第

一の課題は利用権と標準小作料の規範性の強

化である。

南郷町の場合はどうか。やはり農協機械銀

行の作業受委託斡旋事業に係 る 「全作業委

託」形態があり、その委託料は全作業料金の

積上額プラス技術管理料(反4,600円)で あ

り、水利費等を差 し引いた委託者手取額は6

万円強で、相対小作の小作料4俵 か ら水利費

等を差 し引いた手取り額にほぼ等 しい。南郷

町の場合、利用権は標準小作料38,000円 に近

い額の授受になっている。つまり小作料か ら

みれば次の通 りである。

全作業委託=相 対小作≠利用権

つまりここでは 「全作業委託か ら利用権

へ」の課題は一応なりたつが、利用権と相対

小作は必ずしも峻別されておらず、問題 も残

している。か くして一口に 「移行」と言って

も、その先が全作業 ・相対小作 ・利用権のい

ずれか注意する必要がある。

6作 業受委託から賃貸借への移行

南郷町では、受託者 ・委託者ともに移行可

能性はほぼ半々とみている。移行の理由は高

齢化 ・後継者欠如が主であり、移行しないと

みる理由は土地と農家資格へのこだわりとい

う心理的な面と管理作業が可能だという点で

ある。前者がいくらあっても後者が整わなけ

ればならず、後者は時間の経過とともに困難

化するとすれば、移行 しないといっても、そ

れは相対的な、時間の問題ともいえる。委託

者側からみると、全作業委託者は 「先のこと

はわからない」、全機械作業委託者は 「3年

後に移行する」、秋作業委託者は 「できるだ

け作業委託にとどまりたい」と当然なが ら意

向が分かれる。

問題は受託者の半数以上が賃貸借よりも作

業受委託の方が経済的に得だと考えている点

である。つまり経済的には必ず しも賃貸借志

向でない。その理由は、賃貸借は収量変動な

どで不安定であること、そのもとで経営責任

を伴 うことであり、さらには転作がつきまと

う点である。 この地域が水害常襲地帯であ り、

冷害を受けやすい地域であることがその背景

にある。だが同 じ受託者でも大規模層は賃貸

借の方が得だと考えている。

平鹿町については、 「委託農家によって可
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能性のある農家とない農家がはっきり分かれ

ている。が、貸借へ移行する農家が決 して少

な くなく、その可能性は高い」。事例をみて

も、世帯主が40歳台の公務員層などでは 「管

理可能」としているが、その他は高齢化と後

継者欠如でいずれ貸借に移行する模様である。

問題はその移行先で、 「部分作業委託か ら全

作業委託へ」ということであれば、作業委託

領域の量的拡大で しかない。

白石町の事例をある程度一般化 してみると、

子世代が常勤化(自 営を含む)し ている農家

で、父世代が中心的耕作者 という常勤兼業農

家が一般的形態であるが、①この父世代がい

よいよ高齢化 して作業委託化する、②父世代

が農業リタイアあるいは死亡等 した場合、子

世代が管理作業可能であれば、そこで作業委

託するか、③子世代が管理作業不可能であれ

ば賃貸借に移行することになる。このような

ライフ ・ヒス トリーのなかでは、①、②はや

はり 「プロセス」であり、最終的には③がゴ

ールになるといえる。そして白石町の場合に

は、賃貸借の偽装形態としての全作業委託と

いう形態は一般的には存在 しない。そして、

かつては標準小作料とやみ小作料は大きく乖

離 していたが、今 日では両者の差は、せいぜ

い現行標準小作料か前回小作料かというタイ

ムラグの範囲に収まりつつある。

白石町でも仮に全作業委託形態があった と

して、その委託者手取額と標準小作料を比較

すれば前者の方が高い。いいかえれば作業料

金が低 く設定されている可能性がある。

7地 域分化の要因

かつて東北と佐賀は高地代地帯として注目

された。宮城の 「育てっこ」、あるいは佐賀

の 「作 り上げ」と称される戦前来か らの 「請

負耕作」形態が根強く残存 し、それに伴って

5分5分 などの刈り分け小作地代が高額地代

として定額化 しがちだった。しかし最近では

東北と佐賀(佐 賀 ・白石平坦)で は状況分化

が起こり、後者では相対小作料は標準小作料

に接近 しつつある。 しか し東北ではなお、相

対小作料と標準小作料の間には質的格差が存

在 し、そのような高額小作料を伴う相対小作

の偽装形態として全作業受委託なる形態が存

在 し、かつ農協の経営受委託事業を通 じてそ

れがオーソライズされている。

秋田の場合は、そのような関係が利用権を

も巻き込んで賃貸借の主流形態をなしている

が、宮城の場合は、そのような相対小作一全

作業受委託形態と利用権形態の分化が小作料

水準の違いとしてかなり明確化 しつつあるが

完全分離ではない。

以上のような関係は利用権設定率が5割 に

も達するような彦根市の場合は存在 しない。

そもそも彦根市では、地価が高く耕作権の発

生が忌避される近畿地域での作業受委託選好

と異なり、自家農業の外部委託はあっさりと

利用権形態をとっている。

このような作業受委託 ・賃貸借をめぐる地
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域分化はなぜ起こるのか。その要因は何か。

今回の調査ではそのような構造分析にまでた

ちいることはできなかった。 しか し以上のよ

うに地域を並べて比較してみると、ある程度

の推測は可能になる。賃貸借が作業受委託的

な世界か ら分離独立 しきらず、 「全作業委

託」のような形態を残 している背景、逆に賃

貸借が自立化 している背景には、やはり地域

労働市場の展開度合い、それを一要因とする

兼業深化の度合い、逆にいえば自作農が自作

農として残存する度合いが、その一規定要因

ではないか。作業受委託は、農家が兼業深化

をとげつつも、なおかろうじて自作形態を維

持する形態である。

全作業委託はその極限的な形態ともいえる。

そこでは委託農家は作業的には自家農業にタ

ッチ しない。にもかかわらず作業料金の支払

い、刈 り分け小作地代という形態を通じて経

営権と経営リスクのみを保留するわけである。

その刈 り分け地代 も基準反収が固定すれば実

態として定額小作化 し事実上の賃貸借に移行

する。そこではもはや賃貸借との区別は 「か

つて刈り分け小作だった」という出自にしか

ない。それを農協がオーソライズする背景に

は、その組織原理が組合員の階層分化や離農

を好まない点にあろう。

全作業委託が以上のような背景をもってい

るとすれば、農地管理上それを是認できるも

のではないが、単純に否定すれば済むもので

もない。

8若 干の政策課題

第一に、作業受委託を正面にすえた促進 ・

管理体制が必要である。これまでそれは農協

が分担するケースが多かったが、なお自作農

が健全な地域では、にもかかわ らず自作農が

崩れつつあるなかで、農協のみに任せるのは、

農協の組織原理 ・体質からしても適当でない。

それは現に農協が斡旋している地域でも、公

的な斡旋機関が欲しいという要望が聞かれる

点にも明らかである。やはり農業委員会 ・行

政 ・農協 ・普及所など地域の農業指導機関を

うって一丸 とする農業振興協議会的な組織が

一元的に窓口 ・管理 ・促進機能を果たすこと

が望ましい。

第二に、作業料金の適正な計算と規範化が

必要である。その賃金単価は白石町で時間

800円 、南郷町で一 日8,000円 、平鹿町で

11,800円 と、実際には7で の序列 と逆 に

なっている。問題は賃金だけでなく、作業時

間、作業規模、機械装備等の採 り方にもよる。

概 して全作業委託の委託者手取額よりも標準

小作料の方の安いということは、前者の積算

が委託者に有利になっている可能性を示 して

いる。このような作業料金の是正、 「むら仕

事」的位置付けからの脱却は、作業受委託か

ら賃貸借への移行を促進する基礎的な経済的

条件になる。

第三に、 「利用権」だとか 「標準小作料」

の考え方、狙い、意図、意義が、意外に浸透

してお らず規範化していない現実を直視する
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必要がある。その徹底を農家はもとより農業

委員会、行政、農協についても図る必要があ

る。構造政策は先へ先へと進んでいるが、足

元を固める守 りも必要である。

第四に、 「全作業受委託」形態について地

域自らが検討する必要がある。前述のような、

それが現実に存在する以上、それを 「けしか

らん」といって単純に否定すれば済むことで

はない。なぜかかる現実が存在するのか。そ

れは地域内で農作業困難になった身内に対す

る相互扶助の一形態かもしれない。あるいは

その必要 もない安定兼業農家の資産所有意識

な高地代要求のなせるものかも知れない。い

ずれにせよ、その存在根拠を明らかにしつつ、

同時にその歪みをみつめ、利用権への移行を

促進する必要がある。

第五に、利用権よりも作業受委託が選好さ

れる一つの理由は、農業経営が不安定なもと

では作業受託の方が安定的収入を得られると

いう点があった。しかしそれは事態への消極

的 ・防衛的対応でしかない。経営不安定化を

もた らす水害 ・冷害等の災害に強い農業体制

を築いていく必要がある。賃貸借とはそもそ

も経営が安定しているところで しか展開 しえ

ないものだともいえる。

第六に、作業の面的集積、そして作業受委

託の賃貸借の移行にあたっては、受託者サイ

ドの作業の高位品質化が欠かせない。作業受

委託の一種の 「交換分合」をするうえで、さ

らには利用権の交換分合をするうえで、 「誰

に頼んでも同 じように丁寧に耕作 してくれ

る」という信頼が欠かせない。さらに作業委

託者は受託の作業態度をよく観察したうえで

問題がないと判断すれば3～5年 後には利用

権に移行する可能性が高い。

このような作業の高位平準化を果たすうえ

では、受託者の組織化と自己規律の確立が欠

かせない。第一の組織化と並んで、その下部

組織として、このような受託者組織の確立が

望まれる。それは同時に認定農業者の稲作部

門における地域組織化とかなり重なることに

なろう。
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