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1南 郷町の農業と農地

1町 の概要

南郷町は古川市か ら20㎞、仙台市から鹿島

台町を経由して40㎞に位置する鳴瀬川左岸の

農村で、水田が3/4を 占め、山はほとんどな

い。鳴瀬川、江合川の氾濫原であり、近世初

期より排水事業や野谷地の開墾による新田開

発が行なわれてきた。水害常襲地帯としての

不安定性を背景に戦前には地主制の展開をみ

た 「地主王国」だった。

明治22年 の町村制施行により上から和多田

沼村、福ヶ袋村、練牛村、大柳村、木間塚村、

二郷村の6力 村が合併 して南郷村になった。

これらの明治村に赤谷を加え、二郷を上中下

にわけた現在の9大 字が 「農業集落」に当た

る。集落の下には56の農家組合があるが、こ

れは 「集落」とは観念されていない。近世郷

村がそのまま現在の農業集落となっているめ

ず らしいケースである。1954年 には町制を し

く。

このような旧地主王国、そして近世郷村=

む らという歴史的特質が現在の農業展開にど

のような影を落としているのか注目されると

ころである。

最近に至り人口は減少にむかっている。91

年には出生数 と死亡数がイコールになったの

で、自然減の域に入 った可能性もある。産業

別人口ではなお第一次産業がかろうじて-位

を占めている農業村である。農家数は70年代

後半以降、専業農家が増え、兼業農家が減る

傾向にある。 もっともⅡ兼農家はじわ じわ と

増えており、90年で64%を 占めるに至ってい

る。

2圃 場

町の水田は現在、圃場整備事業に取り組ん

でいるところである。それ以前は戦前の10a

への区画整理が行なわれただけである。82年

頃から圃場整備に取 り組みだし、現在の面的

工事の完了は56.2%で 、2000年を目途に完了

予定である。50a区 画が6割 、100a区画が4

割になる。事業費は100万 円程度である。当

初の事業の農家負担は25%だ ったが、最近は

5%と 差があり、地区ごとのプール計算にな

るため農家負担の差になって くる。
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町の農地の際立った特徴は水田3,000haの

うち町民の所有は2,000haで 、残 り1,000ha

は入 り作である点である。最近の大口の代替

地取得は仙台市か ら一軒で5ha、 三本木町か

ら4haの 取得ということで、そう多 くはない

ので歴史的な入 り作である。町外からの小作

が農地改革により所有に転 じたものと思われ

る。入り作問題について今回の調査では深く

つっこめなかったが、いろいろな問題に波及

しそうである。第一に、入り作者は圃場整備

に反対 し、一時は反対期成同盟まで作 られ中

止寸前まで追い込まれている。負担問題が主

で、町は属地主義により等 しく町単事業の扱

いをすることで切り抜けている。第二に、旧

認定農業者(み な し認定農業者)が 町内94、

町外71名 となっている。町外については居住

町でも認定 して もらっている。町外農家の借

地はほとんどないということであるが、これ

では所有権も含め町外に農地が流出する可能

性があることを担い手農家は心配する。

3農 業と農政

町は伝統的に養豚一貫経営と和牛繁殖経営

地帯であるが、養豚は9戸 を残すのみ、和牛

繁殖も179戸550頭 程度に減少、肥育農家も

35戸程度に減っている。 とはいえ、調査農家

の多 くは水稲畜産複合経営である。

最近の町農政は、圃場整備による省力化を

背景に施設園芸の導入に熱心である。それま

でも転作の一環として農協そさい園芸部会 ミ

ツバ専門部による 「土耕栽培」のミツバ産地

づくりをしてきたり、 ミニ トマ トに取 り組ん

だりしているが、最近では89年に三つのバラ

団地(4戸 、3戸 、3戸)、94年 に三つのイ

チゴ団地(3戸 つつ)を 作っている。いずれ

もロックウール方式である。若い者は花卉以

外は残らないということで一種の後継者確保

対策でもある。調査農家にもバラ、 ミツバ、

トマ トに取り組む農家がいる。

水稲は94年でササニシキ6割 、ヒトメボレ

4割 だったのが、95年には逆転すると見込ま

れている。市場評価はササニシキが高いが、

冷害がでやすいこと、倒伏 ・発芽しやすいこ

とが難点である。収量はいずれも9怯 弱でか

わらない。ササニシキの耐病性品種 ・ササニ

シキBLの 試作 もしている。同町の特別栽培

米は後述する調査農家①がとりくむ程度であ

るが、農協としては今後は単協で高 く売 る努

力が必要ということで、これまでの集落代表

的な稲作部会を集団、中核的担い手中心の構

成に改め、販売戦略を加味 した組織づ くりを

したいとしている。

転作率は11.5%と 低いが、通年施行では全

てをこなせず、転作等を215ha行 なっている。

94年度の内容は転作136ha(麦 類52ha、 飼料

作物37ha、 野菜34ha)、 水田預託4ha、 他用

途利用米61ha、 実績参入15haで 、転作達成率

は100.6%と すれすれである。麦の播種でき

ない時期があり、年内播種という制約から牧

草が入る。全町を対象としたとも補償制度を
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行なっており、全水田から6,800円 を徴収 し

て転作田には60,000円を補償 している(助 成

金は集団転作団地で50,000円 、他用途米

45,000円 、保全管理 ・バラ転30,000円 であ

る)。93年 から94年にかけて70ha弱 の復田が

なされているが、同時に団地形成型の加算対

象田が55ha減 っている。

町の 「基本構想」は94年3月 に策定された。

主たる農業従事者一人当たり2,000時 間、1

個別経営体当たり農業所得800万 円が 目標で

ある。そのための営農類型の設定は17にのぼ

る(個 別経営体の水稲単作3、 水稲 ・畜産4、

水稲 ・園芸4、 水稲 ・畜産 ・野菜2、 組織経

営体の水稲 ・麦作 ・大豆作1、 水稲 ・園芸

3)。 本調査のテーマとの関連で注目される

のは、水稲には自作、借地 とな らんで、全作

業受託、部分作業受託を取 り入れた類型設定

もなされている点である。町のみなし認定農

業者について前述の通 りだが、新規のそれは

今のところ多 くなく、主流は資金需要による

ものである。目標は130戸 ということである。

なお、農協は1996年に遠田郡、志田郡8農

協が合併 して 「みどりの農協」をつ くる予定

である。合併後も支店単位に営農センターを

残し、支店長と営農センター長、金融共済部

門と経済部門の二本立ての運営をする計画で

ある。町には農業振興対策協議会(町 産業課、

農協、普及センター、共済組合、土地改良区

で構成)が あり、月一回の事務局会議を開い

ているが、これを営農支援センターにする予

定であ る。

4利 用権と作業受委託

地価相場は80年 代末に反当200万 円か ら

170万 円程度に落ち、現在は150万 円台であ

るが、圃場整備の有無による差はない。農地

は今のところ圃場整備と冷害で動かないが、

圃場整備が終われば動 きだすと農業委員会は

みている。合理化事業の活用は92年まで年5

～6件 あった。「カネのいそがしい人」は即

金性ということで公社事業利用になるという。

多額の負債をかかえている場合は農協が相手

をみつけるケースが多 く、その他の労力不足

等に基づく売買は農業委員会があっ旋する。

町の利用権設定率は5.1%と 高 くないが、

県平均の3.3%に 比べれば県内では高い方で

ある。農協 も91年から農地保有合理化事業を

開始 しているが、94年でも5件2.2ha程 度で

多 くはない。標準小作料は4万 円台が長 く続

いたが、92年に38,000円 と36,000円に引き下

げた。今回の改訂でも若干下がる見通 しであ

る。農業委員会としては 「あまり下げると作

業受委託の方にいって しまう」というジレン

マがある。相対の小作料は折半が歴史的伝統

だったが、最近では4俵 の例は少なく、3俵

平均ではないかと農業委員会はみている。

90年代に入り農政として作業受委託が推進

されるようになってからは、町ではほぼ作業

受委託は農協、利用権は農業委員会という一

種の分業関係になっている。農家としては
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「自分の組合」ということで農協の方が行き

やすいし、小さな農家は 「農協にサイフを預

けている」という関係もある。

農協は機械銀行を通 じて受委託のあっ旋を

行なっている。農協が農家組合長に文書をだ

して農家組合ごとに作業委託の申し込みを受

け、農協は2月 と9月 に農用地利用調整会議

を開き、受託者集団を決める。調整会議のメ

ンバ―は地域協議会長9名(9集 落代表)、

受託者代表9名 、委託者代表1名 のほか、農

業委員会、県公社、町産業課、農協が入る。

会議の目的は利用料金の決定と受託水田の配

分である。後者に関する案は受託者会議で作

られ、こうして実態としては集落ごとの委託

が農協を通 じて同 じ集落の受託集団にもどっ

ていくことになる。

表1農 協受委託の受託者一1994年-
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受託者集団 とい うのは表1に み る22の

集団で、1970年代の転作時代に大型 トラクタ

ーの導入を目的として作 られた機械利用組合

が前身である。その実態は後の調査結果にみ

る通 りだが、コンバイン、乾燥機の共有によ

る秋作業の共同作業が中心で、さらにプラス

して作業受託といったところであるが、なか

には本格的な受託集団もある。

この地域の規模拡大のネックは秋作業なか

んずく乾燥能力の不足だった。そこで規模拡

大農家が集団で ミニライスセンターをつくる

とともに、農協 もカントリーエレベーターを

94年 に設置 した。カン トリーの処理能力は

3,000t、450haで 、今のところ利用率は55%

と高くない。

カントリーの設置は受託能力を大きく拡大

した。これによって収穫作業は集落にこだわ

る必要はなくなったが、水系は9集 落ごとに

なっているので、しろかき ・田植の水のかけ

引きをともなう作業を含む受託等は集落ごと

のまとまりを要する。

行政としては、いまのところ22集団でカバ

ーできているが、将来的には22集団を2～3

集団ごとにまとめて集落一本化 して法人化 し

たい意向である。

作業料金については農協が試算 した案を調

整会議で決定 し、農業委員会の総会にもかけ

て町の標準賃金 とする。原案である農協試算

は作業ごとに細か くなされているが、それを

総括 したのが表2で ある。オペ レータ―

の労賃単価は8,000円 である。ここで管理作

業を含む全作業を個別に委託した場合の積み

上げ料金は93,200円 になるが、このような全

作業委託については4,600円 の技術管理料を

上乗せすることにしており、料金は97,800円

になる。小額 といえども 「技術管理料」を受

託コス トに算入 した点は注目される。

これ らの小作料なり標準料金の意味につい

ては最後に検討することにする。

5調 査の仕組み

われわれは二つの資料から、まず受託農家

を特定 した。一つは集落別のみなし認定農業

者の名簿である。 もう一つは表1で ある。

表1で 受託集 団を活発度の点か ら三 ラン

クに分け、活発度の高い集落に属するみな し

認定農業者のうち受託を行なっている農家を

選定 した。計17戸になったが、さらに非受託

農家1戸 を追加 して計18戸を調査 した。

次にこの受託農家に、彼 らに委託 している

農家5戸 以内を委託量の多い順に選定しても

らい、委託者に対するアンケー トを受託農家

を通じて配布 ・回収 してもらった。このよう

な方法によるので、受託者 ・委託者間で個人

的利害が対立するような質問項目は始めから

断念した。こうして回収できた委託者アンケ

ー トは60通である。受託者のうち有限会社化

している一人はアンケ-ト に回答 していない

ので、結果的には16戸か らの平均3.8通 の回

収となる。
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表2農 協の作業料金算定案 -1994年4月-

t以下では受託者等18戸、委託者60戸 の調査

に基づいて報告する。個別の受託者に言及す

る時は、農家番号を表3に 即 して、①②

…と記する。

Ⅱ 受託者と委託者のプロフィール

1受 託者

① 性格

受託者の歴史的性格 と農地保有は表3

にまとめた。

受託者18戸 のうち①は有限会社イース トフ

ァームをつ くっているが、その他は農家であ

る。 しかし農家といっても4戸 を除いては前

述の共同利用 ・受託集団に属 している。表

4で 機械で機械共有がみられるのがそうで

あるが、機械を共有 していない⑩も集団に属

している。集団との関わ りについては表5

にまとめておいた。前述のように、基本的

に トラクタ―、 ミニライスセンターを共有し、
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表3調 査農家の概要
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表4調 査農家の農業



表5受 託農家と生産組織等
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秋作業の共同作業を行ないつつ余力があれば

受託 もす るのが一般的である。表3の 所

属集落でわかるように、調査農家に限っても、

小島、赤井、木間塚には集団での受託と個人

での受託が併存 している。

受託農家(以 下では①については個別農家

としての面をみる)の 歴史的性格は本家が13、

分家が4、 不明が1で 、本家筋が多い。表

5の ①が述べ る小島集落の事例、あるいは

⑰の集団のように、本家筋を核に受託集団が

形成されているといえる。旧自小作別では地

自作、自作、自小作といった所有階層が多い。

改革前の耕作反別も70aの 一戸を除けば2ha

層 と3ha以 上層が半 々で、上層に属する。

表3に は現在の経営耕地規模を示 しておい

たが、このほかに全作業受託という名前の相

対小作に近いものをやっている農家 も8戸 と

多 く、さらに集団での作業受託が加わるわけ

である。

表6に 世代構成 と就業形態を示 したが、

まず世代構成は2戸 を除き三世代以上であり、

四世代も2戸 みられる。基本的に世帯主夫婦

が稲作等の基幹作業を担い、高齢の父母が畑

仕事を手伝う構成であり、あとつぎ層は半分

が農業、半分が他産業に分かれる。世帯主の

年齢が相対的に若いこともあって、そもそも

就業あとつぎがまだいない農家が多い。
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表6調 査農家の世帯員の就業等



② 農業

表4に 農業の概要をま とめておいた。

まずその他の部門が注目される。7戸 が養豚

経営を経験しているが、早い農家で82年、そ

の他の農家は90年前後にいずれも廃業してい

る。養豚→野菜が3戸 、養豚→野菜 ・和牛繁

殖と養豚→和牛繁殖が各1戸 、養豚→稲単作

が2戸 と変化している。今 日の農業綿織形態

は、稲作 ・野菜が8戸(バ ラ栽培1戸 を含

む)、 稲作 ・畜産が6戸 、稲作 ・畜産 ・野菜

が1戸 、稲単作が3戸 であり、水稲と野菜な

り畜産との複合経営が主流をな している。畜

産では、和牛繁殖4戸 、和牛肥育2戸 、酪農

1戸 である。野菜複合は前述のように転作を

契機 とするものが多 く、それにバラなどの政

策的育成が加わる。.

稲作では、ササニシキが ヒトメボレより多

い農家が10戸、反対が3戸 、ほぼ半々が5戸

である。今後の傾向としては、 ヒトメボレの

増大やササロマンの導入をあげる農家が多い

が、①②のような大規模層ではササニシキ中

心がゆるがない。

転作については、規模の割に実施面積が少

なく、稲作への傾斜が強い。他用途米対応が

2戸 、牧草 ・飼料作が3戸 のほかは野菜やバ

ラが主である。

③ 規模拡大

表7に 彼 らの規模拡大過程 をまとめて

おいた。特徴的なのは、合計でみて、80年代

前半までは借入よりも購入の方が上回ってい

た点である。80年代後半に両者は拮抗 し、90

年代に入ると借入が飛躍的に拡大する。しか

しそれ以上に注目されるのは賃貸借の総計25

haに対して全作業受託が21ha弱 あり、90年代

の借入18ha弱を上回る点である。また全機械

作業受託が9haあ るが、全作業受託の半分で

しかない。このような 「全作業受託」の突出

が きわだった地域的特徴である。なお表7

で全作業受託、全機械作業受託は個別農家

によるものがほとんどだが、部分作業受託は

集団に属する農家は集団で受託する関係にあ

る。

④ 今後

規模拡大については、 「拡大」14戸、 「現

状維持」4戸 、 「縮小」はいない。多 くの受

託者がまだ相対的に若 く、かつ集団の支えが

あるか らだろう。規模拡大のルー トとしては、

借入12件、作業受託7件 、購入2件 、共同化

2件 である。借入依存が強いといえるが、作

業受託もある程度位置付けられている。

現世帯主は 「何歳ぐらいまで農業できると

思うか」という質問に対 しては、60歳 までが

5名 、65歳までが6名 、70歳以上が3名 、そ

の他はNAで 、60～65歳 での比較的早いリタ

イアが希望されている。

「いえのあとつぎ」については、 「決まっ

ている」が15戸、 「決まっていない」が1戸 、

NAが1戸 である。 「いえのあとつぎは将来

農業するか」については、 「親が元気なうち

にする」6戸 、 「本人の定年後」1戸 で、
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表7 調査農家の規模拡大過程



「やらない」4戸 、不明6戸 、NA1戸 に分

かれる。この回答では、担い手農家として承

継されていくのは6戸 、1/3に 限られている。

「不明」からも後継者はでるかも知れないが、

世帯主が若 くかつ先行き不透明なもとではま

さに 「不明」だろう。

「いえのあとつぎが農業しない場合、お宅

の農地はどうなるか」については、5戸 が

「貸し付ける」と答えている。

農地相続については、まだ世帯主に名義を

変更していない農家も多いが、 「生前贈与に

したい」が9戸 、 「死後相続になる」が8戸

と伯仲 しているのが注目される。

農業法人化については、 「法人化 したい」

は3戸 にとどまり、 「考えない」が13戸、未

定が2戸 である。多 くが集団のなかの担い手

農家なので、集団としての意向が大切なわけ

である。

2委 託者

① 作業委託の分類

まず作業委託の分類を行なうと次の五つに

分けられる。

A全 作業委託-管 理作業まで含む全作

業を委託するもので、作業実態的には賃

貸借とかわりないが、定額小作料を授受

する賃貸借と異なり、委託料を支払 う。

これが典型であるが、農家の意識におい

ても相対小作(や み小作)と 区別つかな

いものもある。

B全 機械作業委託 一 基幹的機械作業の

委託。

C春 秋作業委託 一 しろかき・田植と収

穫 ・乾燥にまたがって委託する。

D秋 作業委託 一 収穫 ・乾燥作業を委託

する。

E春 作業委託

AとBが 全(機 械)作 業委託であるのに対

して、CDEは 部分作業委託である。以下で

はABC… の略号を使って述べることにする。

アンケー ト回答農家60戸についてみると、

表8に み るよ うに、D秋 作 業委 託が1/3

を占めて最も多い。次いでA全 作業委託、B

全機械作業委託であり、両者を足すと48%に

達する。E春 作業のみは少ない。春作業を委

託する農家は全委託になってしまうのだろう。

② 性格

委託者の性格を表8で みると、まず所

有規模別にはかなり分散がみられ、小規模層

に限定されない。Aは50～100aと150～200a

の二つの階層にある程度集中している。さま

ざまな発生理由を背景にしているからであろ

う。Bは100a未 満にかなり集中しているが、

小規模のためたとえ労働力はあっても大型機

械をそろえるのは経済的とは言えないためだ

ろう。それに対 してDで は150a以上の比較的

規模の大きい層が多い。この層といえども、

コンバイン、乾燥機を自前でもつのは経済的

といえず、秋作業委託か ら徐々に上層にも作

業委託が浸透 しつつあるといえる。
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表8委 託者-回 答者 一 の性格

(1)農 地所有面積別

(2)年 齢

(3)職 業

一30-



委託者の職業にも一定の差がみ られる。A

では自営業と寡婦が多い。Bで は会社員、公

務 ・団体職員、自営業に分散 している。それ

に対 してDに なると、会社員がかなり多い。

年齢的にはAで は70歳以上の高齢者が相対的

に多いが、Dで は40代以下の若い層に集中 し

ている。

このように見てくると、A全 作業委託層と

D秋 作業委託層とが両極を構成 し、その他の

層はその中間にくるという分布になる。A層

は、規模は各層にまたがり、自営業者や高齢

農家、高齢とかさなりつつ寡婦農家など、管

理作業も困難になった農家が多 く、それに対

してD層 は規模も大きく、世帯主 もまだ若い

サラリーマン層を中心にしている。

このような性格付けができるとすれば、彼 ら

の一部は加齢とともにA層 に移行 していき、

A層 の階層があがっていくと見通 される。

皿 作業受委託と賃貸借の比較

1作 業受委託への取り組み

① 開始時期(表9)

表9委 託開始時期別にみた委託者数

受託者側か らみると、各時期に分散 してい

るが、80年代前半までの内訳は70年代前半ま

で3戸 、70年代後半2戸 、80年代前半3戸 で

あり、かなり早くからの取 り組みが多いとい

えるが、同時に最近になっての取 り組みもみ

られる。
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委託者の方は、AやBは80年 代からの取 り

組みになるが、Dは90年 代が多い。圃場整備

・大型機械化をふまえたものだろう。いずれ

にせよこの地域の作業受委託は80年代に本格

化したとみられる。

② 理由

まず受託者側の理由や位置付けを表10

に整理 した。それぞれの回答に対するニュア

ンスは少しつつ異なるが、まず作業受託を始

めた理由としては、 「償却費を引き下げるた

め」が最も多く、っいで 「規模拡大のため」

となる。

表10作 業受託の位置付け(受 託者)
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次に規模拡大過程における位置付けとして

は、 「積極的に位置付けてきた」と 「相手に

頼まれて受け身的に」の積極 ・消極両面が出

る。さらに 「賃貸借へのステ ップとして」も

かなりみられる。

最期に今後の規模拡大における位置付けと

しては、 「それ自体としてより賃貸借へのス

テップとして」が トップになり、次いで 「規

模拡大の本命として」になる。両者の関係は

また後でもみることにする。

やや図式的にまとめれば、作業受託はまず

共同で購入 した大型機械の償却費負担を軽減

するため、それに 「相手に頼まれて」という

事情が加わって始められた。当初は規模拡大

の主なル― トだったが、徐々に賃貸借へのス

テップとして意識されるようになってきたと

いえる。

次に委託者側 か らみ ると表11の 通 りで

ある。全体 としては 「機械がない(使 えなく

なった)」 が断然 トップで、次いで 「兼業が

忙 しくなって人手がない」と 「自分で機械を

買って耕作するより得」が並ぶ。後者は 「機

械がない」の一つの理由でもある。さらに

「高齢化で作業できなくなった」が続 く。要

するに、機械投資の不採算性と兼業 ・高齢化

による労力不足の二大要因に集約できよう。

委託形態別には、A・B層 では高齢化要因の

ウエイ トがやや高く、C・D層 では機械要因

が相対的に高い。

表11作 業委託化の理由(委 託者、複数回答)
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表12作 業受託のメ リッ ト、ディメ リッ ト(受 託者)

2作 業受委託の経済性

① 受託者側から

表12に よる と、作業受託のメ リッ トと

しては、 「料金 ・収入が確定 している」、次

いで 「機械代のコス トダウンになる」である。

ディメリットとしては圃場分散による効率性

の低下があげられている。

作業料金につ いては、 「妥当」が10件 、

「安い」が5件 、 「両方」 と 「高い」が各1

件である。あまり断定的な回答がないのが特

徴ともいえる。

注 目すべ きは表13の 賃貸借 との経済性

比較である。一概に割り切れるものではない

ことが各回答か らうかがえるが、 「作業受託

の方力鴻 」とするのが9戸 、 「賃貸借の方が

得」が7戸 、 「どちらともいえない」が2戸

で、思ったより作業受委託有利が多い。

階層的には上位5戸 、規模にして6ha以 上

で、借地面積 も2haを こす トップ層は賃貸借

派であるが、それ以下の層は作業受託にほぼ

集中している。

次にそれぞれの理由をみると、賃貸借派の

最大の理由は、自分の思うように作付けでき

る、計画的に作業ができるという経営権をも

つことによる裁量性 ・計画性である。

それに対して作業受託派の理由は、第一に、

賃貸借だと冷害等による収量変動により所得

が不安定だが、作業受託だと規定の料金収入

が確実に入るという収入の安定 ・確実性であ

る。冷害時にも授受の トラブルがない、長期

賃貸借はその間に米価が下がると困るといっ

た理由も付随的に指摘される。第二は、賃貸

借だと管理責任があるし、圃場分散化や人手

不足のもとで管理作業が大変だが、作業受託
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表13受 託者としては作業受託と賃貸借とどちらが有利か
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表14委 託者からみた作業料金の水準

ではそれを免れ られる、第三に転作がついて

こない、である。

作業受託派の第一の理由は、そちらの方が

収入が高いということではな く、あくまで収

入の安定性への着目である。その背景はこの

地域にとくにつきまとう冷害 ・水害等に伴う

豊凶変動である。また第二の理由は、賃貸借

の理由の裏面を言ったもので、逆に経営権を

もたない作業受託では、長雨の時に 「早 く刈

って くれ」と文句を言われたりという問題も

指摘されている。また管理作業の負担につい

ては、圃場整備で大幅に軽減されたという指

摘もある。

② 委託者側から

次に委託者側であるが、まず表14に 「作業

料金についてどう思うか」をまとめた。概ね
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表15賃 貸借とどちらが得か(委 託者)

「妥当な水準」と言える。B層 で 「高いと思

うがお願いするので致 し方ない」が多い。 こ

の地域が出し手市場か受け手市場かは判断が

難 しいが、この限りでは受け手市場的な側面

があるといえる。

次に表15で 、賃貸借 との経済比較を 聞

くと、全体としては 「作業委託の方が得」 と

「比較 したことがない」が拮抗 している。タ

イプ別には、A・Bの 全作業派では 「比較 し

たことがない」いいかえれば選択の余地がな

いという回答の比重が相対的に高 く、C・D

の部分作業派では 「作業委託の方が得」の比

重が相対的に高い。

3賃 貸借への移行可能性

① 受託者側か ら

表16に 意見をまとめたが、 それを整理

すると、 「移行可能」が8戸 、 「移行 しな

い」が7戸 、両方とみるのが3戸 で、ほぼ伯

仲である。

「移行可能」の根拠は、高齢化と 「あとつ

ぎなし」が多い。次いで 「米価が下がった」

ので自作のメリットが薄れたが2件 、その他

には 「土地改良負担を免れたい」 「世代交代

時に若い人は安定した仕事を望む」というも

のである。移行の時期としては5年 前後、あ

るいは10年たったらということである。

「移行 しない」の根拠は、心理的な面とし

て、利用権だと田をとられてしまう、集落内

での農業者としての地位を失いたくない、自

分の土地への愛着(執 着)、 主導権のとれる

部分を残 したい、生きがい、定年後には農業

したいということであり、労力的な面では、

圃場整備がすんで作業が楽になったのででき

る限りは自作する、管理作業はできる、とい

うことである。受託農家とは栽培マニュアル

が違い、毎日田をみにいって収量をとるとい

う見方もある。
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表16作 業受委託から賃貸借への移行可能性(可 能 ・A、 不可能 ・B)
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表17委 託者側からの賃貸借への移行可能性

表18賃 貸借に移行する理由(委 託者、重複回答)

移行可能の 「高齢化」と不可能の 「自作可

能」とは多分に時間差の問題でもある。

なお移行促進の条件として、田をとられて

しまうという懸念を払拭するような啓蒙 ・宣

伝、10年一括前払い地代に対する所得税の軽

減、があげられている。

② 委託者側から

表1了に委託者側の移行可能性を まとめ

た。全体としては 「できる限り作業委託にと

どまりたい」 「先のことは分か らない」 「3

年後あるいは4～5年 後には賃貸借に移す」

の三つに分かれる。 「移行する」の合計は4

割弱であり、 「移行 しない」あるいは移行す

るとしてもかなり遅れるという見方が主流と

いえる。

階層的には、すでに作業実態からは賃貸借

と同様の内容になっているA層 では 「先のこ

とはわからない」が主流になっている。 「先

のこと」より賃貸借の何たるのかが 「わから

ない」のかも知れない。B層 では 「3年後に
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は移行」がかなり見られる。これも全機械作

業委託か ら賃貸借への移行なのか、全作業委

託への移行なのか疑問も残る。Dの 秋作業委

託組 は 「で きる限り作業委託にとどまる」

「先のことは分からない」で、全体傾向に強

く影響 しているといえる。

表18に 賃 貸借に移行す る場合の理 由に

ついて聞いたが、相対的に、A層 では 「あと

っぎが農業 しないため」、B・C層 では 「高

齢化」(C層 では 「あとつぎが農業しない」

が多い)、D層 では 「兼業」 「高齢化」が多

い。A層 の 「あとつぎが農業 しない」とD層

の 「兼業化」が ここでも両極をなしている。

4作 業受委託安定化の条件

① 受託者側か ら

「農協等による第三者機関の仲介」14件、

「受託水田の連担化 ・団地化」10件 と多 く、

「賃貸借への誘導」は6件 、 「料金の適正

化」は5件 とそれほど多 くない。意見にわた

る分 については、表19に その他の ことも

含めてまとめておいた。相対ではなく、農協

等の機関の仲介、それによる契約文書化、料

金口座引落しなどが、受託の長期安定化、料

金のスムーズな授受のために強く求められて

いるといえる。また受け手集団が多いので、

料金引下げ競争を しないようにしたいという

意向もある。

表19そ の他のコメ ン ト(受 託者)
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表20委 託者の要望(重 複回答)
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② 委託者側から

表20に よると、全体 と して は受託者側

と同じく 「安心 して委託できる体制づくり」

が最も多く、次いで 「転作割り当てしないで

ほしい」だが、かなり階層性もある。すなわ

ちA層 は 「料金を安 く」、B層 は 「体制づ く

り」 「転作割り当てしない」 「料金を安く」

にまたがり、D層 は 「転作割 り当てしない」

が相対的に多い。

IV地 域農業と作業受委託 ・賃貸借

1全 作業委託 相対小作、利用権

調査地域には、受け手が機械作業か ら管理

作業まで一切を行ない出し手は作業をしない

受け手 ・出し手関係が、 「全作業委託」 「相

対小作」 「利用権」の三つの形態をとってい

る。

「全作業委託」という言葉は農業委員会 も

関与 した標準料金表にはでてこないが、その

もととなった農協資料の表2に は 「全作

業受託」という言葉が使われている。農家間

でこのような言葉が使われているかは定かで

はないが、ともかく作業実態的には 「小作」

と同じものが、作業料金の授受で経済的に処

理されているのが、この形態である。米の出

荷等は委託者がやることになり、経営権は委

託者側に留保される。

この場合の受託者側の取 り分は1日 当たり

8,000円 の労賃および前述の技術管理料反当

4,600円 であ る。

それに対 して委託者側の取 り分はどうなる

か 。 反 収8.5～9.0俵 、 サ サ ニ シキ1俵

20,000円 とすれば、17～18万 円の粗収益にな

る。平 均 して175,000円 であ る。 こ こか ら

表2の 全作業受託料金97,800円 、標準小作料

に合わせて水利費11,000円 、公租公課1,400

円および空 中防除2回4,000円 の費用 を差 し

引 くと、60,800円 の所得 になる。

他方 「小作」 の方 はどうか。調査農家が関

与 して いる賃貸借40件 についてまとめたのが

表21で あ る。 ここに は農家 が作 業 委 託 と

あげて きた ものについて も、小作料あるいは

取 り分比率が定め られているものは一応賃貸

借に含めた。だか ら⑤農家のように 「8俵 の

半分分 けの考え方だが、経営努力をみて もら

うために4俵 に固定 した、不作の時は 「半分

わけに して もらう」 というよ うなケース、⑦

農家のよ うに3.5俵 で 「小作に した ら小作料

が下が る」 とい うケー ス、⑥農家の よ うに

「折半でないと飯米確保で きない」 とい うよ

うな、当事者 としては 「作業委託」 と観念 し

ているケースも、 「相対」に含めている。

さて表21に もど る と、利 用権 の場 合 の

地代 は標準小作料の38,000円 か らそれに毛の

はえた程度の40,000円 というのが多 く、最高

は50,000円 である。それに対 して 「相対」は、

利用権 と同水準 のもの も2件 あ るが、他の10

件は、現物表示であ り、その水準 はササニ シ

キ3.5俵 ～折半であ り、4俵 が最 も多い。
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表21受 託者からみた小作料水準

農業委員会等の4俵 か ら3俵 に下がっている

という見方は、4.0俵 のケースが90年 代にも

なされていることからしても、やや甘い見方

といえる。そこで 「相対」の平均小作料を

4.0俵 として、20,000円 で換算 して80,000円 、

そこから 「全作業委託」と同 じ水利費等を差

し引くと63,600円になる(水 利費は小作人負

担の場合は74,500円である)。 これは前述の

「全作業委託」の委託者手取額と基本的に等

しい。

このような経済的内実からしても、農家間

では 「全作業委託」 と 「相対」の 「やみ小

作」とは判然とした区別がつかないものにな

っているといえる。

以上か ら言えることは、作業実態か らして

利用権 と同じものが、農協の 「全作業受委

託」を通 じることによって、 「やみ小作」と

同じ高地代を受けとることを合法化されてい

るということである。

調査農家については、賃貸借は利用権28件 、

相対12件で利用権の方が多い。しか し全作業

受委託15件を加えれば、利用権と相対小作は

伯仲する。しかも利用権は90年代が多数を占

めるのに対して、相対は古いものもあるが、

前述のように90年代にも散見され、相対か ら

利用権への流れが確定的とは必ず しも言えな

い。

受託者にとっては、相対小作なり全作業受

委託は、平年作であれば、明らかに経済的に

利用権よりも約25,000円 、1俵 以上不利であ

る。不利であるにもかかわらず一定規模以下

の多数の受託者が 「作業受託の方が得だ」と

考えている一つの背景は、この地域の収量の

水害、冷害等に基づく収量の不安定性にある。

2農 地流動化と集落農業の担い手

① 農地流動化の見通し

表22によって、地域における農地流動
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表22受 託者からみた地域における農地流動化の可能性

表23受 託者からみた集落農業の10年後の担い手(重 複回答)

化の可能性を担い手農家がどうみているかを

みると、売買 は 「多少 は進む」と 「進まな

い」が半々、賃貸借は 「多少は進む」、次い

で 「かなり進む」に対 して、作業受委託は

「かなり進む」と見られている。耕作放棄は

「進まない」。問題の全作業受委託が賃貸借

と作業受委託のどちらに観念されているか、

明確に分けていないが、恐らく、全作業受委

託を含む作業受委託の増大が見込まれている

とみるべきだろう。かくして地域における作

業受委託の重要性は増 している。

② 地域農業の担い手

表23に よ ると、 「少数の担い手農家に

集中する」、次いで 「生産組織等のグループ

に集中する」であり、個別農家が存続する、

集落営農になるという見通 しは少ない。

認定農業者制度にっいては、 「担い手を特

定するのは適当だ」が13件、 「政策はよいが

あまり進まない」が2件 で、 「選別政策にな

り好ましくない」はゼロだった。そして自分

が認定農業者に手をあげるかどうかについて

は、あげるとするのが10戸、あげないが1戸 、
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保留3戸 、NA4戸 である。

③ 土地利用調整の主体

「農協に期待する」 「集落に期待する」が

各4戸 、 「農業委員会、行政に期待する」が

10戸である。単独では農業委員会等が最も多

いが、農協 ・集落あわせれば農業委員会に匹

敵する。

3政 策的課題

調査地域においては、作業受委託は量的に

も多 く、また今後の見通しとしても賃貸借よ

りも展開可能性が高いものと位置付けられて

いる。農地流動化 ・農地集積 ・団地化が政策

課題とされているが、その前に作業流動化 ・

作業集積 ・団地化が課題 として正当に位置付

けられるべきである。

このような作業受委託展開の背景は、宮城

県が、山形県に次いで全国第二位の三世代世

帯 ・直系家族 ・「いえ」の残存率が高い地域

であり、それだけ 「いえ」が しつかりしてい

て、 「いえ」的自作農の層が厚いことがあろ

う。 「いえ」の状況変化とともに作業受委託

の展開状況も変化するだろうが、当面は作業

受委託は流動化 ・集積のメインコースといえ

る。

作業受委託は、受託農家か らは当初は 「親

類縁者に頼まれて」とか 「償却費の引下げの

ため」といった受け身的な位置付けもなされ

たが、徐々に規模拡大のルー トとして、さら

には賃貸借へのステ ップとして積極的に位置

付けられるようになってきた。また既に調査

した委託事例の半数は全作業あるいは全機械

作業の委託という、作業実態的には賃貸借の

それに限りなく近い 「作業委託」形態が占め

るに至っている。

このような状況をふまえた場合、政策課題

としては、作業受委託を促進しつつ、同時に

その賃貸借への移行を促進する必要がある。

たんなる作業集積としての作業受託ではな く、

経営権を伴 う農地の集積としての賃貸借への

移行がより望ましいか らである。

しか し移行をめぐっては、委託者側は賃貸

借よりも作業委託の方が経済的に有利であり、

賃貸借への移行については 「作業委託にとど

めたい」 「先のことは分か らない」 というの

が主流を占めた。受託者側でも最上層を除い

て作業受委託の方が経済的に有利であり、か

つ移行可能性については半数が否定的だった。

移行可能の理由が 「高齢化」、不可能の理

由が 「作業できる限り」である限り、絶対的

な不可能というより、移行にかかる時間の差

の問題ともいえる。しかしなが ら移行にかか

る可能か不可能かはあ くまで相対的な差であ

り、時間の問題ともいえる。そうだとしても、

なぜ作業受委託が選好されるのか、賃貸借へ

の移行に時間がかかるのか。

第一に、地域の歴史性があろう。前述のよ

うに南郷町は戦前、地主王国だった。そこで

は所有権は強く、それに抵触 しない、賃貸借

に対置される、耕作者の経営権を否定 した請
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負耕作的な 「育てっ子」慣行などもあった。

第二には、前述のような三世代家族労働力

の相対的な豊富 さを背景に、第一に管理作業

ならできる労働力が農家に残されており、第

二に自作農制の強さを踏まえた所有権意識の

強さである。

第三に、委託者にとっては、全作業委託は

平年作であれば経済的に利用権よりも1俵 以

上有利である。それが零細 ・高齢の親戚農家

の飯米確保のためであれば、経済取引という

より相互扶助の一形態として許されるが、一

般的にはアンバランスを否めない。

第四に、それだけ受託者にとっては不利に

なるはずだが、にもかかわらずそれが選好さ

れるのは、水害と冷害に悩まされてきたこの

地域の豊凶変動の激 しさ、そこでの管理作業

の責任 と負担の重さを回避したい意向である。

この点については、根本的には河川改修の促

進、排水条件の改善が必要であり、冷害に強

い品種の導入、一定の品種分散による危険の

回避、周到な水管理等を遂行できる条件整備

等が必要である。集団化により作業粗放化が

予想されているのは気になる点である。

第五に農業委員会、農協などの交通整理の

問題である。そこでの地域の政策課題として

次の点をあげたい。

第一に、受託者、委託者双方が望んでいる

ように、作業受委託の仲介機関を設け、その

管理機能を強化することである。そのような

機関として現に農協があり、一定のシステム

が整備され、活用もされている。にもかかわ

らずこのような要望が強いのは、なお一層の

充実が求められているか らだろう。

そこで第二に、農協、農業委員会、行政、

普及所、土地改良区、共済組合など地域の農

業指導機関を糾合した組織による農地流動化、

ソフト農政事業の総合的調整組織の形成が必

要になる。そこで整合性のある構造政策の推

進を図る必要がある。そこで 「全作業委託」

の存在を整理する必要がある。これは実態的

には賃貸借なのである。 しかし規範を押しつ

けるだけでは実現 しない。問題は経済条件で

ある。

第三に、そのような経済条件として、作業

料金と標準小作料の整合性ある設定が必要で

ある。全作業委託の場合の委託者取 り分は経

済的には利用権小作料に均衡してしかるべき

であるのに、両者には1俵 以上の格差があり、

そのことも一因となって賃貸借への移行を阻

害 している。地域では 「技術管理料」を設け

るなどそれなりの努力はしているが、標準賃

金8,000円 で積算される作業料金 とその積み

上げの水準は小作料算定でのコス トに比 して

なお低い。地元では小作料をさげると作業受

委託に逃げると危惧されているが、それは作

業料金が安すぎるからである。
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〔あとがき〕

予備調査は、田代洋一(横 浜国立大学経済

学部)、 内山実(全 国農地保有合理化協会調

査広報部)が 行ない、本調査は田代のほか、

村山元展(日 本農業研究所)、 友田滋夫(東

京農工大学大学院)で 行なった。調査に際 し

ては、南郷町産業課、農業委員会、町農協、

調査農家各位、宮城県農業公社の方々に大変

お世話になった。
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