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1地 域農業の概要

1地 域の位置と概要

秋田県平鹿町は県南部、平鹿郡の中央部、

JR奥 羽本線横手駅か ら車で約15分の位置に

ある。人口は昭和40年代にやや減少するが、

50年以降はほぼ横ばいで推移しており、平成

5年 で約16,200人 となっている。総面積は

6,337㌶ で、 このうち67%に 当たる4,220㌶

が農地であり、 しかもその90%を 水田が占め

ており、水稲を中心とした農業のウエイ トの

高さが示されている。

これについて産業別の就業人口をみると、

第一次産業(そ のほとんどは農業)就 業人口

比率は昭和45年の68%か ら低下 しているもの

の、平成2年 で も37%を 占めており、次いで

第三次産業の34%、 第二次産業の29%と なっ

ており、この点からも産業としての農業の位

置の大きいことがわかる。

ところで戦後の平鹿町農業は、稲作生産力

の増大と複合部門の一定の展開によって特徴

づけることができる。まず前者については、

昭和20年 代初めの単収400kg水 準か ら30年代

半ばの550㎏ 段階への急速な単収増大に集約

的に見ることができる。例えば馬耕を行って

いた昭和30年代前半までは、浅舞地区を中心

に 「競摯会」と呼ばれる水田の耕転技術を競

う大会が開催されていた。そこでは深耕 ・耕

盤の均平 ・所要時間が審査の基準 とされてお

り、増収をもたらす生産手段としての農地へ

の労働力投下が惜 しみな くなされた時代であ

った。また一部の農家を中心に昭和24年 には

水田酪農が導入され、家畜糞尿の水田への還

元による地力増大も取 り組まれている。当時

は町平均面積の1.4㌶ でも水稲販売だけで生

活できた時期だったという。こうした増収へ

の努力は、浅舞地区の昭和30年 と32年の二度

の米作 り日本一農家の輩出として も結果 して

いる。

また昭和30年代前半までには積寒法による

土地改良事業も積極的に実施され、20㌃区画

のものが1,149㌶ 、10㌃ 区画のものが974㌶ 、

合計2,123㌶ が整備されている。そ して40年

代に入ると、県営圃場整備事業を中心に20㌃

区画のものが69㌶、30㌃ 以上のものが947㌶ 、

合計1,016㌶ の水田が整備される。 こうして
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町内の水田の約9割 が圃場整備されるが、そ

の時期には20年以上の幅があり、そのため整

備水準にも幅があり、一部地域では償還金が

10㌃当たり2万 円を超えている。

しかしこうした水田基盤整備を契機に30年

代に入ると耕転機をはじめ農業機械が急速に

普及 し、家畜が減少する。また高度成長を背

景にして冬期出稼ぎが増大し、ピークの昭和

47年 には1,729人(当 時の農家数が2,722戸)

が出稼ぎにでており、40年代には稲作プラス

出稼ぎの兼業形態が一般化する。後にふれる

ように45年の水田転作を契機に養豚や養鶏の

導入による出稼 ぎ対策がとられるが、それ も

結局は兼業稲作を変革するにはいたらなかっ

た。また品種構成の変化を見ると、ほぼ秋田

県全体の動きと同様の変化を示 しており、そ

の意味では平均的な推移をたどっているとい

える。 しかし逆にいえば昭和20年代のような

先進的稲作産地 という性格は薄 くなり、農協

関係者にいわせると 「稲作後進地域になって

しまった」 という。

一方、稲作以外の部門では吉田地区への戦

後開拓地へのリンゴ導入がその最初の契機と

なっている。昭和23年 には平鹿果樹農協が設

立され、昭和26年 には約93㌶へと作付け面積

が増大 している。その後昭和38年の第一次構

造改善事業による醍醐地区を中心とした開畑

と、昭和45年の水田転作を契機にリンゴの植

栽面積は急増 し、昭和40年代後半には350㌶

近 くへと拡大される。この過程で リンゴを主

体とする専業的農家が形成される。

さらに第一次構造改善事業を契機に養鶏が

導入され、また45年の水田転作を契機に出稼

ぎ解消の手段として養豚が導入される。たと

えば38年には農協出資による養鶏センターが

設立され採卵鶏農家の育成を支援 している。

しかしこれ ら畜産部門では一部の大規模経営

を残 してその多 くの農家はすでに廃止 してお

り、結局は産地 としての地域農業の成立はみ

られることはなかった。

こうして平鹿町の農業の展開は①戦後の稲

作の単収増大への努力とその後の兼業稲作へ

の転換と固定、②水稲以外の部門としてのリ

ンゴ産地の確立と、 リンゴを中心とした専業

的農家層の成立、という二つのルー トに整理

することができよう。今回の調査の対象とな

った農家の多 くはこの兼業稲作の延長上に成

立 した農家群である。

2地 域農業の現状

以上のような経緯をふまえて、現在の農業

生産の特徴を統計によって整理 しておこう。

(1)農 業生産の全体動向

まず表1で 農業粗生産額の推移 をみ る

と、水稲中心だが転作によってそのウエイ ト

は低下、果樹(リ ンゴ)と 野菜のウエイ トが

増大 している。 リンゴは開畑や転作で現実に

は600㌶ もあるのが実態ではないかといわれ

ている。野菜は転作によって増加 しており、
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表1農 業粗生産額および構成比の推移

特に昭和50年代後半以降の増加が注目される。

農協の青果物取扱高をみると、昭和62年 の3

億3千 万円から平成4年 には8億9千 万円に

増大 している。また養豚を中心に畜産のウエ

イ トが高いが、昭和55年前後をピークに低下

し、現在は大規模養豚のみが生き残 っている。

水稲の品種構成は平成6年 でアキタコマチ

が86.8%を 占めており、あとはササニシキが

4.4%、 キヨニシキが1.9%と なっている。

このアキタコマチへの急激な品種転換がおこ

るのが昭和63年である。それ以前はキョニ シ

キ50%・ アキ ヒカリ30%・ ササニシキ10%と

いう構成であったが、アキタコマチが導入さ

れた3年 後の昭和63年にはアキタコマチはす

でに41%を 占め、平成2年 には64%、 平成3

年には80%を 占めるというように、急速にア

キタコマチ中心の品種転換がなされた。

他方、水 田転作は昭和63年 ～平成3年 の

799㌶ ・転作率23%を ピークに緩和され、平

成6年 では522㌶ ・15%と なっている。具体

的には他用途米、スイカ等の野菜が中心で、

近年では新たに椎茸、ハウスサクランボが導

入されている。

(2)農 家構成

表2は 農家の動向をみた ものである。

この20年間の農家数の推移をみると6%程 度

の減少にとどまっており、全国的動向と比較

して農家の安定性が非常に高いことが指摘で

きる。

専兼別に見ると第二種兼業農家率が昭和45

～55年の間に急速に高まり、平成2年 で55%

を占めているが、他方で第一種兼業農家も37

%と 比較的多 く、特に 「世帯主専従」の第一

種兼業農家が比較的厚く存在している。

これを農業労働力保有状態別に見ると、

「専従者な し」農家が58%あ るが、 しか し

「男子専従者」のいる農家が40%存 在 してい

る。その年齢層は別にして、一定の男子労働

力を確保した農家がまだ層 として存在 してお

り、このことが兼業農業として安定的に農家

として存続できたり、また作業委託等で稲作

が継続できる経営内的要因となっているとい

えよう。

(3)農 地流動化

まず表3で センサスの借地率をみると、平

成2年 で借入地は111㌶ 、 これは経営耕地の
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表2農 家構成 の推 移

表3借 入 農地の推移

2.8%に 当たる。水 田に限れば106㌶ で3.0

%と なる。この段階ではみる限 りでは農地の

流動化はあまり進んでいないといえよう。

しかし利用権の設定面積をみると平成6年

12月の段階のス トック面積は222㌶ となって

い る。具体的 には表4の よ うに 「10年契

約」を中心に、この10年間で も180㌶、特に

平成2年 以降114㌶ の設定が行われている。

要するに近年における賃貸借による流動化の

増大が一つの特徴 として指摘できるのである。
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表4水 田利用権設定の動向

表5規 模 別農 家 の推 移

他方、表出は省略するが農地売買の動向を

みると、①昭和57～59の 年間200件 、約40㌶

をピークにその後は減少に転 じ、近年は年間

100件、20㌶程度の売買となっている。②ま

たその制度的にも昭和62年を境に3条 有償所

有権移転から利用増進法の所有権移転へ とそ

のウエイ トを変化させている。③さらにその

間、農地価格 も10㌃当たり300万円をピーク

に現在は150万円へと下落 しており、関係者

は米価の引き下げ、低迷の中で拡大農家の農

地購入意欲が減退しているのが基本的な原因

だという。④その結果、平成4年 と5年 には

農地流動化のうち売買の占めるウエイ トは41

%に 、利用権設定が59%と なっており、今や

利用権中心の流動化 となっている。

要するに平鹿町における農地の流動化は、

50年代末～60年代前半を境に農地売買が減少

し、代わって特に平成元年以降には賃貸借が
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増大 してきている、というように整理するこ

とができよう。

(4)経 営規模別農家

以上の農地流動化 を表5に よって経営

規模別農家の推移でみると、まず昭和45～55

年では2㌶ 階層を軸に分解、3㌶ 以上層の増

加という特徴が指摘できる。しかし相対的に

農家戸数の少ない3㌶ 以上層の変動率は大き

いものの、3㌶ 未満層についてはそれほど大

きな変動率は示 していない。これに対 して昭

和55年～平成2年 の変化をみると、3㌶ 階層

を軸に分解が進んでおり、特に5㌶ 以上の大

規模農家の増大が特徴的である。また各階層

の変動率も高くなっており、前述のように農

家数自体は非常に安定 しているが、規模階層

の変化が大きくなっていることが指摘できる。

(5)農 作業委託

つ ぎに表6で 今回の調査 の中心課題で

ある稲作の作業受委託の動向をみよう。これ

によると平成2年 で稲作作業の実委託農家は

1,042戸 で稲作農家の43.7%に 及んでいる。

特に刈 り取 り・脱穀の委託農家が最 も多 く

953戸 、39.9%と なっており、ついで乾燥 ・

調製の929戸 、38.9%、 耕起 ・代かきの752

戸、29.5%、 田植えの704戸 、29.5%と なっ

ている。また育苗と防除を除くほとんどの機

械作業を委託 している農家は497戸 、20.8%

に及んでいる。

ただし昭和45年当時から実委託農家率は高

く、その意味では地域の構造変動における作

業委託の位置は極めて大きいものとして位置

付けられてきたということができよう。また

統計的には各年次で作業の取り方が違 うので

単純には比較できないが、機械化の進展に沿

って、耕起 ・代かき中心の委託から委託作業

種も多様化 していることが指摘できよう。

以上を整理すると平鹿町の構造変動には、

農作業受委託による作業レベルの規模拡大が

表6農 作業受委託の動向
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一貫 してベースにあり、そのことが農家数の

安定に作用していたが、さらにその広がりの

上に50年代には売買による規模拡大が、そし

て近年には賃貸借による規模拡大が進んでき

た、というように理解できよう。

(6)認 定農業者

平成5年 に策定された平鹿町 「基本構想」

では、主たる農業従事者の年間就業時間を

1,800～2,000時 間とし、その1人 当たり農

業所得を530万 円と想定 している。旧認定農

業者(み なし認定)は361人 であったが、新

認定農業者はまだ22人にとどまっている。現

状では特に青色申告農家を当面の認定対象と

して指定しているが、それ らの多 くは今後の

低利融資の確保を理由にあげているという。

Ⅱ 農作業受委託および農地流動化の取 り

組み

1体 制

平鹿町の場合、農作業受委託は農協、利用

権設定は農業委員会という分担関係にあるが、

後にみるように実は農作業受委託は春作業、

秋作業という機械作業受託と、事実上の賃貸

借関係で、管理作業も料金で清算する全作業

受委託の三つの形態からなっており、農協と

農業委員会の双方が実態的に賃貸借の推進を

担うという関係にある(た だ し農協のあっせ

ん面積は町内のすべての作業受委託や相対の

貸借からみると一部にすぎないのが実態であ

る)。

ところでそもそも農協が農作業受委託のあ

っせんを開始 したのは昭和47年 のことで、当

時の料金問題(地 域差等)の 解決を目的とし

たものであった。すでに当時から相対の貸借

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。

その後農協は平成3年 に農作業受託者協議

会を結成 し、平成7年 には52人の担い手農家

を組織化 している。この52人 という数字は町

内の受託農家約250戸 か らみると限られた農

家である。 しかし農協としては 「本当に規模

拡大したいやる気のある農家を組織 したい」

ということで、年会費1万 円を徴収すること

でフルイにかけている(他 の部会組織では年

会費3千 円)。

作業の農家へのあっせんは、平成6年 まで

は事務局である農協営農課が①出てきた農地

に近い農家、②その農家が断ればさらにその

周辺の農家、という方法であっせん ・配分 し

てきた。 しかし平成6年 秋作業か ら上記協議

会の役員会で配分する方法に切 り替えている。

役員会は会長、副会長、会計等9人 か ら構成

されている。この役員会による配分方式の採

用について農協担当者は将来の受託地の再配

分機能 も期待 している。つまり現在の各農家

の実態は相当の飛び地を受託しており、今後

の拡大を考えた場合に農地の集団化が不可欠
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であり、それ ら農地を持ち寄り、再配分する

自主的組織へと育成 したいというのである。

「とにか く現状では遠くても引き受けて下さ

い」というのが農協の指導である。なお平成

7年2月 には第一回の受託地調整として新規

分180㌃(2件)、 既存分100㌃(2件)を

調整 ・再配分 している。

表7は 平成5年 と6年 の農協の受委託

あっせん事業量をみたものである。たとえば

平成6年 をみると、春作業(育 苗～田植え)

が約14㌶、秋作業(刈 り取り～調製)が 約6

㌶に対 して、事実上の賃貸借である全作業受

委託が約73㌶ となっており、農協の受委託事

業の多 くが事実上の賃貸借のあっせんとなっ

表7農 協の受委託あっせん実績

平成6年 度 農作業受委託実績
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ていることがわかる。これについて農協担当

者は、一つの流れが部分作業受委託から全作

業受委託への転換であるが、近年は最初か ら

全作業委託で貸 しに出す農家が増加 している

という。また集落をベースに集落内に受け手

を捜 してほしいという委託農家は少な く、多

くの場合集落外の受け手のあっせんを望むと

いう。実態調査の結果 もそうだが、単純に集

落が分解の受け皿にはなっていない。

また図1が 農協の独 自の契約書である

が、①基本的に3年 契約であること、②経営

主催権が委託者に所属 していることを明確に

している。②については、部分作業受委託で

あれば当然であるが、全作業受委託であって

も経営主催権は貸 し手にあることを示 してい

る。

2受 委託料金の設定

(1)受 委託料金

図2は 横手 ・平鹿地域の平成6年 の標

準料金表である。ここでのポイントは全作業

受委託の場合、①水稲作付け田の小作料と転

作田の小作料が明確に区別されること、②水

稲作付けの場合は単収としてアキタコマチ9.

5俵を基準に、その65%を 受託料とするとし

ていること、逆にいえば9.5俵 を基準に35%

が小作料であること、③水稲共済費を耕作者

が負担することとなっている点である。

まずはなぜ65%か 、ということである。

表8は 全作業受委託の料金表であるが、 こ

の各作業料金の積み上げと諸費用の合計額が

122,914円 で、 これがアキタコマチ9.5俵 の

粗収入190,000円 の65%に 当たることから、

65%と しているのである。

ではなぜ金額ではなくパ―セント表示なの

か。それは経営者報酬の確保の方法である。

つまり、料金表示だと受け手はその料金キ ッ

カ リしか もらえないが、10㌃ 当たり9.5俵以

上取れれば(多 くの場合10俵は取る)そ の分

は経営者報酬として受け手に帰属するのであ

る。簡単にいえば、委託農家には10㌃当たり

アキタコマチ9.5俵 の35%だ けが収入 となる、

ということであり、刈り分け小作の形態をま

とった定額小作料ということができよう。

さらになぜ耕作者(受 託者)が 共済金を負

担するのか。契約書では異常気象の場合、耕

作者や農協は減収への責務は負わないことに

なっているが、農協によると全作業受託の場

合、受託者の所得確保が事実上困難になるこ

とが考え られ、その危険回避のために受託者

に加入させているという。事実、平成5年 の

冷害ではその効果が大きかったという。

ところでこうした刈り分け的形態が地域に

受け入れられるには一定の歴史的背景がある。

農業委員会によると昭和30年代の小作地解消

の離作料が地主4対 耕作者6で あり、それ以

来相対の小作関係は4対6の 刈り分けが一般

的だったという。その後、前述のように昭和

47年に農協があっせん 事業を開始するが、そ

の時か ら基準収量をキヨニシキ10俵とし、そ
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図1農 作業受委託契約書
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図2
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表8平 成6年 度農業経営受委託(全 農作業)試 算明細表(案)
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の4割 を委託農家に、6割 を受託農家に、10

俵を超える部分は経営者報酬として受託農家

に帰属するというルールに仕組んだのである。

その後昭和62年か ら平成3年 にかけての水稲

品種の変化(キ ヨニシキか らアキタコマチ

へ)に 対応 して、順次現在の 「アキタコマチ

9.5俵の35%対65%」 に変更 してきたのであ

る。

なお受委託料金の支払いは農協の口座を利

用して営農課が事務処理しており、基本的に

は現金で清算される。

(2)料 金設定の方法

料金設定は平成2年 までは 「農協農業経営

受委託事業協議会」で決定されていたが、平

成3年 からは新たに 「平鹿町農作業受委託事

業促進協議会」を設立 し、決定している。両

者とも構成メンバーは同 じだが(普 及所、農

政課、農業委員会、農協、受託者代表3人 、

委託者代表3人)、 町の公式の機関が料金を

設定するように変更したわけである。ただ し

図2に 示 している機械作業料金部分 と一

般作業料金や果樹作業料金については横手平

鹿郡内の市町村が利用料金案を持ち寄って広

域の協定料金が設定されることとなっている。

したがって平鹿町の 「協議会」で決定された

料金案とは100～200円 程度ズ レることがあ

るが、いずれにせよ広域協定料金が最終決定

とされる。

町の料金設定の考え方については、まず料

金設定の基準となる経営規模であるが、基本

は県農業会議の指針に従 うこととし、農機具

は(現 実には農家によって差があるが)受 託

農家が使用する標準的な装備を基準とし、ま

た労働時間は農協が実施している担い手農家

の10戸の経営調査結果にもとついて設定 して

いる。その際、問題は規模拡大によって生 じ

る圃場の分散にともなう移動コストの評価で

あるが、農協関係者は 「本来は考慮すべきで

あるが、規模拡大層は3～5㌶ 層であり、分

散問題がまだ大きくはないので現在では考慮

していない。ただし5㌶ 以上層についてはた

しかに問題となりつつある」という。

問題は労賃評価である。農協としては 「せ

めて左官等の技術を持つ日雇い労賃水準にす

べきだ」として11,500円を基準としているが、

周辺市町村は10,000円の水準で、機械作業の

協定料金は農協の希望よりもやや低 く設定さ

れているのが実態である。

3利 用権設定

利用権 の設 定面積 にっいて は前出の表4

の とお りで あ り、基本的には10年 契約 の も

のを中心に、近年では年間30㌶ 前後 の利用権

設定がなされている。

標準小作料は昭和53年 と56年 の上 田43,000

円、 中田39,000円 、下田35,000円 を ピー クに

引 き下げ られてお り、平成5年 には同37,500

円、32,500円 、27,500円 となっている。

しか し問題 は利用権設定 と全作業受委託 と

の関係であ る。その第一 は全作業受委託(農
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協のあっせんと相対を含む)の 方が量的には

多いということである。町でも数量的には把

握できていないが、例えば前述の 「受託者協

議会」メンバーに関する農協の調査によると、

メンバー全体で経営耕地が151㌶ 、このうち

利用権設定面積が28㌶、全作業受委託面積が

50㌶となってお り、全作業受委託が利用権設

定を大きく上回 っていることがわかる。

第二は、利用権設定の場合であっても、多

くの場合には全作業受委託料金の委託者取 り

分と同 じ小作料であり、多 くの場合標準小作

料は適用されていない。標準小作料が適用さ

れている場合には、土地改良費と水利費を耕

作者が負担するという関係になっている。つ

まり平鹿町では標準小作料とは純粋な貸 し手

の所得であると考えられており、そこか ら土

地改良費が負担されるという考え方はない。

とすれば当然、有益費問題の発生が懸念され

る。 しかし農業委員会によると、そうした問

題は現実的にはなかったという。が、今後の

土地改良事業では償還金が高 くなっていくの

で、考慮すべき点だという。

第三は委託農家の考え方や事情である。農

協によると農協の組合員資格を有するのは定

款で 「耕作者」とされており、利用権を設定

して耕作者でな くなると組合員でなくなるた

め、世帯主層は利用権設定を避けることが大

きな理由だという。これに対 して利用権を設

定するのは-後 の実態調査でも指摘するよう

に-農 業者年金や適正化あっせん事業に関係

する場合等に限られている。

4流 動化のタイプと地主の取 り分

こうして地域の流動化のタイプは①利用権、

②農協あせっんの全作業受委託、③相対の貸

借もしくは全作業受委託、④部分作業受委託

と全機械作業受委託の四つの形態が併存 して

いる。以下、地主の取 り分について比較して

みよう。

まず①利用権で標準小作料の場合には10㌃

当たり37,500円で、前述のようにこれは純粋

な地主の手取 りである。②農協あつせんの全

作業受委託、③相対の貸借および全作業受委

託、そして①利用権設定だが小作料を全作業

受委託と同じ小作料のものでは、水稲作付け

面積に対 してはアキタコマチ9.5俵×0.35-66,500

円で、転作田に対 しては7,000円 である。転

作率を15%と すると10㌃当たり57,575円 とな

る。地主はここから土地改良償還金 ・水利費

を支払うが、多 くの場合標準小作料を上回る

(ただ し償還金には地域差が大きく、経常賦

課金を含めて最大23,000円 の地域 もあるとい

う。この場合には標準小作料を若干下回るこ

とになる)。 ④全機械作業委託では10㌃あた

り60,200円の作業料金となる。アキタコマチ9.5俵

-60 ,200=129,800円 となり、そこか らさら

に農薬、肥料代、水利費、土地改良費等が引

かれるが、少な くとも8万 円前後の所得にな

る。

こうして流動化のタイプを地主取り分で比
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較すると、全機械作業委託、全作業受委託、

利用権設定の順に多 く、賃貸借の方法として

全作業受委託が一般化する経済的要因となっ

ている。

5今 後の流動化対策

ただし今後については農協は必ず しもこの

農作業受委託あっせん事業を積極的に推進 し

続けたいとは考えていない。というのは①農

家に対 して受委託あっせんの手数料は取って

おらず、 しかも事務量が非常に多 く、現在の

営農課の体制では対応できなくなっているこ

と、②全作業受委託は本来賃貸借であり、農

業委員会の利用権に乗せて標準小作料 とする

ことで貸借関係を明確にすることが、担い手

農家育成にも重要だと考えているか らである。

実際、農協は明らかに耕作困難な委託農家に

対 しては利用権設定を推進 しているという。

また農協自ら合理化法人の資格を取ることは

考えておらず、あくまで農業委員会との機能

分担を前提としている。が、農業委員会に対

しては一定の不満もある。というのは、農協

の営農課担当者が20年のキャリアをもつのに

対 して、農業委員会の事務局には専門的職員

がおらず(役 場人事で3年 で入れ替わる)、

経験や取 り組みが蓄積されないからである。

皿 農家調査結果

はじめに-調 査農家の選定方法一

今回の調査では特定の集落の悉皆調査では

なく、受託農家や借地農家を中心にそれに委

託農家や貸 し手農家を加えて調査した。具体

的には受託農家では農協の受託者協議会メン

バーの中か ら典型的な農家10戸を選定 した。

全面委託農家では比較的所有規模の大きい委

託農家を選定 している。部分 ・全機械作業委

託では調査の移動の都合か ら3集 落で2戸 つ

つ、対応可能な農家を選定 した。

1調 査農家の概要

まず表9を もとに調査農家の概要をみ

よう。

(1)受 託 ・借地農家

受託 ・借地農家の経営規模は5㌶ 以上で最

大14㌶である。自作地は2～4㌶ の規模であ

り、自作地規模の大きい8番 農家以外は利用

権もしくは全面受託による借地が経営面積の

多 くを占めている。

世帯構成をみると、後継ぎが他出している

6、7番 農家を除いて、基本的には三世代同

居の家族構成で安定的である。農業専従者は

40歳代の若い世帯主もしくは後継ぎ夫婦(1、

2、3、5、6、8、9番 農家)の 農家が最

も多 く、50歳代前半の世帯主夫婦(4、7番

農家)が2戸 、60歳代の世帯主と30歳代の後

継ぎか らなる農家が1戸(10番 農家)で ある。

要するに安定 した世帯員構成の上に若い夫婦

の農業労働力が確保された経営だということ

である。
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表9 調査農家の農地および労働力構成 A農 業のみB農 業が主C農 外が主D農 外のみE学 生F無 職



表10借 地農家の作物構成と販売状況

表11借 地農家の機械装備

表10で 作物構成をみ ると、10戸 中6戸

は水稲単作(1、2、3、6、7、9番 農

家)で 、4戸 が複合経営である(4、5、8、

10番農家)。 複合経営農家のうち4、5、8

番農家は水田転作を契機とした野菜生産で、

8番 農家は水稲販売額を超える野菜販売額を

あげている。他方10番農家はリンゴと洋ナシ

の果樹を導入 している。

水稲単収は1番 農家を除いて10～11俵 であ

り、地域平均的な収量水準である。 しかし1

番農家は14㌶の規模拡大は果たしたものの、

農地の分散が大きく充分な管理ができないこ

とか ら9俵 弱の水準にとどまっている。

その米販売については農協のみで特栽米等

の独自販売の取り組みはない。 しか し1、6、

7番 農家の3戸 は将来的には部分的に独自販

売で高価格を実現したいとしている。

機械装備につ いては表11に み るとお り

で、各農家とも30馬力前後の トラクタと6条

もしくは8条 の乗用田植機、3条 もしくは4

条のグレーンタンク付きコンバイン、40～50

石の乾燥機という大型機械化体系を所有 して

いる。

65



(2)作 業委託農家

11と12番農家が部分作業委託農家で、13～

17番農家が全機械作業委託農家である。経営

農地規模は32㌃か ら240㌃ と幅が大きく、特

に規模によって特徴づけることは困難である。

世帯員構成は部分作業委託農家では三世代

同居でいずれも後継ぎの40歳代の男子世帯員

がいることが特徴的である。その40歳代世帯

員の職種は役場職員と電気店勤務で、またそ

の妻も町内で勤務している。つまり安定 した

世帯員構成と若い男子労働力の確保、その妻

との共働きがその特徴である。

これに対 して全機械作業委託農家をみると、

事情は多様で、13、16、17番 農家は部分作業

委託農家同様に40歳代の世帯主 とその妻を核

とした安定 した世帯構成で、その勤務先も公

務員と自営大工である。これに対 して14番農

家は建設自営の60歳を超える夫婦のみの世帯

で、15番農家は公務員で57歳の世帯主と同じ

く公務員の29歳の後継ぎの二人だけか らなる

世帯で、世帯員構成が脆弱である。

(3)貸 し手農家

18～23番農家は全作業委託農家と相対の貸

付農家、24～27番 農家が利用権設定農家であ

る。このうち27番農家はホウレンソウに専念

するために水田を貸しに出した農家で、他の

農家とは性格が異なる。このことを前提に、

まず世帯員構成をみると重世代世帯は半数に

とどまっている。例えば19、20、24番 農家は

比較的高齢な世帯主でしかも後継ぎ非同居で

ある。また21、23番農家は世帯主夫婦は50歳

代だが後継ぎ非同居の世帯である。これに対

して50歳未満の男子世帯員を有 しているのは

18、22、25、26、27番 農家で、27番農家を除

いていずれも自営兼業である。またこれ ら農

家はすでに世代交代を完了しているか、世帯

主が高齢で実質的に世代交代が進みつつある

世帯で もある。

また貸付農地面積をみると81㌃か ら350㌃

までかなり規模格差がある。比較的規模の大

きい農家を選択したとはいえ、2㌶ 以上の貸

付農家が10戸 中7戸 もあり、地域の上層農家

であっても貸 し手になっていることが指摘で

きる。農業委員会の聞き取 りでも近年規模の

大きい階層での農地貸付の増大が指摘されて

おり、単なる選択上の偶然ではないといえる。

その理由が家族労働力的条件であろう。す

なわち、①若い世帯員はいるが自営兼業で労

働力的に稲作の管理ができなかったり、②後

継ぎが非同居のために世帯主の高齢化で稲作

の管理を担当できる世帯員がいないというこ

とが、世帯員構成か ら読みとることができる

のである。

2農 地売買

表12は 調査農家の農地売買 をみた もの

である。 これによると受託 ・借地農家では農

地を売却 した農家は2戸 、購入は5戸 で、購

入が多い。特に5番 農家は昭和57年以降4件 、

176㌃ の農地を購入 している。また6番 農家
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表12調 査農家 の農地売買状況(昭 和50年 以降)

も自作地の隣接田210㌃ の農地を購入 してい

る。こうして一部の農家には農地購入が規模

拡大として機能 している。しかしその理由を

みると、離農農地購入や相手側の負債整理を

理由としたものであり、一般的に農地購入に

よる拡大が可能というわけではない。また1

番農家のように大規模農家自身が負債整理で

90㌃ もの農地を売却する可能性もある。

他方、委託 ・貸付農家では3戸 が売却、1

戸が購入であり、売却は負債整理と生活資金

の確保、公共買収となっており、負債整理や

生活資金確保の場合には売却面積 も40㌃、65

㌃と比較的大きい面積に及んでいる。また購

入の理由もやはり相手の負債整理である。

こうして農地売買は負債整理等の経済的必

要と離農という売却農家の事情を契機に発生

している。一方購入農家にとって はたしかに

規模拡大の手段として機能 しているが、それ

は一部の農家にとどまり、一般的な規模拡大

手法とはなつていないようである。

3農 地貸借

そこでつぎに農地貸借について、借り手農

家と貸 し手農家に分けてその実態を検討 しよ

う。

(1)借 り手農家
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表13で まず貸借の開始年次をみると、

昭和50年代半ば以降に開始 したものがほとん

どで、特に平成に入って開始 した貸借が件数

で70%を 占めている。たとえば最も借地面積

の多い1番 農家や、6㌶ の借地規模の3番 、

5番 農家ではその全てが平成元年以降に開始

したものである。 しかも2㌶ を超える比較的

大規模な農家の貸付がみられるのも平成以降

であり、前述のように近年の貸借の広がりが

示されている。

つぎに農作業受委託と貸借の関係をみると、

調査で把握できた貸借関係のうち、農作業受

託か ら貸借へ移行 したものは18件で、把握件

数の37%を 占めている。また7、8番 農家以

外の8戸 の農家すべてが、作業委託から貸借

へと移行 した農地を借 りており、作業受託か

ら貸借への移行 というルー トが重要な位置を

占めてることが分かる。

そこで貸借にいたる経緯をみると、 「世帯

主の高齢化、病気、死亡」といった世帯主に

関する理由が最 も多 く、ついで 「後継 ぎが農

外に専念」、 「後継ぎの他出」といった理由

が続いている。っまり作業委託を含めて、管

理等の自作継続するための家族内労働力の欠

落 が大きな理由であることがわかる。

ところで表にみる利用権設定と全作業受委

託による貸借は何によってその違いがもたら

されるのか。表に見るように利用権設定には

農業者年金の受給、10年一括小作料前払い、

離農給付金の受給、流動化奨励金の受給とい

った貸 し手の事情(負 債整理等による一時金

の必要等)が あり、その必然的結果として利

用権が設定されているのである。

では両者で小作料に差はあるのか。前述の

ように、全体としては農協の全作業受委託の

「アキタコマチ9.5俵の35%」 の水準となっ

ており、差はない。1番 農家のように利用権

設定で標準小作料の37,500円があるが、関係

者によると前述のように土地改良償還金と水

利費を1番 農家が負担 しており、実際には

「アキタコマチ9.5俵の35%」 に近い水準と

なっているという。

最後に借地の相手農家とその農地の位置に

ついてみると、7、8、9、10番 農家では集

落内の農家を相手とする場合が多いが、他の

農家ではそのほとんどが集落外の農家である。

また全農家を通 じて親戚関係は少なく、ほと

んどが他人である。さらに集落内という農地

は7、8、9番 農家にみられる程度で、多 く

は集落の周辺地域や町内だが遠い位置にある

農地がほとんどである。

(2)貸 し手

表14は 農地の貸 し手農家の事情をみた

ものである。まず貸付の経緯についてみると、

「世帯主の高齢化、病気、死亡」と 「自営兼

業に専念」 「農業者年金の受給」が上げられ

る。特に調査農家選択の方法のせいもあって

自営兼業への専念を理由とするものが多い。

また10件中4件 が農作業委託から貸借へ移

行 したものであり、やはり貸借への重要なル
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表13借 り手 農家 の 農 地借入 の 状況



表14農 地貸付の経緯および貸借の状況(Na18～23は 全作業委託s24～27は 利用権設定)

― トであることが確認できる
。また開始年次

をみると全部が平成に入ってからのものであ

り、 しかも25番農家以外は一気に全農地を貸

付 している。

さらに相手との関係をみると必ず しも親戚

関係ではな く、また集落内の農家でもな く、

この点も借り手農家の結果と一致する。

4農 作業受委託とその方向

(1)受 託農家か らみた農作業受委託

表15は 受託農家の作業受託の実態をみ

たものである。まず委託作業をみると、単一

の作業受託の多い農家は5番 農家だけで、他

の農家は3種 類以上のものが多 く、育苗か ら

乾燥 ・調製までの全機械作業受託も少なくな

い。前述のように農協のあっせんは春作業と

秋作業とに区分 しているが、調査結果でみる

限り実態としては前にも述べたように部分作
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表15農 作業受託と今後の展望

表16農 作業委託 と今後の方向
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業の農協のあっせんは少数であり、そのせい

もあってそうした春秋二区分の委託 というよ

りも、委託農家の状況に応 じて必要な作業を

受託している。

また開始時期をみると、昭和50年代後半が

ほとんどで、特に平成以降に開始 したものが

多い。この点は農地貸借と同様の結果である

が、センサスにみる動向とはやや異なった結

果となつている。あるいは比較的早期に開始

した作業受委託が全作業受委託や利用権等の

転貸借へと移行 したために、残っているもの

は比較的最近のものになっている、というこ

とかもしれない。

さらに耕作農地との連坦性については 「ほ

とんどない」というのが実態である。4番 農

家は 「今後は断りたいが、頼まれれば断れな

いこともある」という。また前述のように、

1番 農家のように単収減少という形で経営に

影響を及ぼしている事例もある。

最後に貸借への移行の可能性にっいてみる

と、委託農家によって可能性のある農家とな

い農家がはっきりと分かれている。が、貸借

へ移行する農家が決して少なくはなく、その

可能性の高い点が指摘できる。

(2)委 託農家か らみた農作業受委託

表16は 逆 に委託農家 の事情 と方向をみ

たものである。まず開始年次をみると昭和50

年代が中心で受託農家の結果とはズレており、

どちらかというとセンサスの動向と一致して

いる。また相手との関係をみると親戚関係は

少なく、専業的農家が受託農家となっている。

作業委託の開始理由では 「世帯主の高齢化

や病気」、 「機械更新」、 「規模が小さく機

械購入は合わない」ということである。 しか

し40歳代の若い世帯主や後継者、あるいは60

歳代のやや高齢な世帯主が管理作業を担って

おり、そのことが作業委託で自作を可能とし

ている理由であろう。

そ こで表17で 作業委託の理由と問題点

についてみると、 「管理できる世帯員がい

る」が5戸 、 「(貸借よりも)収 入が多いの

で」が1戸 である。また料金については 「高

い」が3戸 、 「農協で決めたので仕方ない」

が1戸 、 「考えたことがない」が1戸 となつ

ている。また委託作業の問題点としては 「な

い」が4戸 、 「以前ほどていねいでなくなっ

た」が1戸 となっている。さらに 「相手が兼

業で忙 しくなって断られた」経験を持つ農家

が2戸 ある。 こうしてみると料金に不満はあ

るが、上述のように管理できる世帯員がいる

ことが作業委託の理由であり、また相手の作

業についてはほとんど問題はないとしている。

ただ し兼業等の相手の事情によっては現在

の相手の変更が生 じる可能性はあるといえよ

う。

再度表16で 今後の方向についてみる と、

必ずしも管理の担い手の年齢とは関係なく、

「いずれは全作業委託(貸 借)」 が4戸 、

「作業委託のまま」が3戸 となっている。半

分以上は貸借への移行を考えているのである。
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表 行 作業受委託 の理 由と問題点

5諸 形態の検討一受託 ・借地農家の評価-

そこで以上のような流動化の諸形態の違い

について、受託 ・借地農家はどのように考え

ているのか、表18を みてみよ う(2、3

番農家は調査できなかった)。

まずなぜ全作業受委託なのかという点であ

るが、 「貸 し手 としては自分の田という実感

がある」、 「貸 し手が自分の名前で米を販売

できるから」、 「もともと農協のあっせんで

拡大 したか ら」、 「はっきりとは分か らな

い」という意見があげられている。さらに利

用権への移行の可能性については 「ない」と

いう回答で、 「小作料の差が大きい」、 「制

度を知 らない」という理由があげ られてい

る。

さらに(機 械)作 業委託の場合の委託側の

理由については 「管理できる世帯員がいるか

ら」が多 く上げられており、さらに 「経済的

に得」という理由が指摘されている。

では受託 ・借地農家としてはどの形態によ

る拡大が望ま しいのか。1～6番 農家は利用

権 ・全面 ・作業受託の順で、8番 と9番 農家

は作業受託を一番に上げている。8番 農家は

作業受託の方が収入がはっきりしていること、

9番 農家は管理の手間を考えると作業受託の

方が得であり、また春秋の年二回の収入があ

ることを理由にあげている。

このように全作業受委託から利用権への移

行については、現状のままで何ら政策的取 り

組みがない場合にはありえないというのが借

り手農家の考えである。また借り手農家のう

ち特に借地規模の大 きい農家層では作業受託

や全作業受託よりも利用権の設定を希望 して

いる。調査の中では 「農業機械投資等の経営

計画を立てる場合に、10年のような長期の貸

借期間が望ましい」という声が多 く聞かれた。

6受 託 ・借地農家の方向と課題

(1)農 業経営の方向

受託 ・借地農家の農業経営の方向をみたも

のが表19で ある。調査農家10戸 中 「拡

大」が6戸 、 「現状維持」が4戸 となってい

る。 「拡大」の目標規模としては現在14㌶の

1番 農家は30㌶ と回答 しており、他は10～15
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表18規 模拡大農家の拡大タイプ別比較

㌶を目標としている。一方 「現状維持」の農

家の中には8番 農家のように圃場整備田であ

れば一定の拡大は可能としており、圃場条件

によっては拡大は可能であるといえよう。

特に規模拡大の条件として各農家があげて

いるのが 「農地の集団化」、 「受委託から借

地へ」そして 「借地期間の長期化」である。

(2)受 託作業料金

同 じく表19で 現在の受託料金の評価 を

みると、③の 「丁度よい」という回答がほと

んどで、① 「安い」というのは6番 農家だけ

である。これは作業料金設定に際 してできる

だけ地域の労働市場に対応 した賃金評価をし

ようとしている関係機関の努力の成果ともい
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表19借 り手農家の今後の農業経営の方向

表20昔 地拡大上の問題点と小 乍料の今後について
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えよう。しかし収益的に賃貸借と比較すると

一あまり有効な意見は聞けなかったが-3 、

5、6番 農家は賃貸借の方がよいと回答して

いる。しかし農家の評価は単なる収益問題だ

けではなく、たとえば1番 農家は 「作業受託

は委託農家から作業期間が限定されるので、

技術的に拡大は困難」といい、逆に8、9番

農家は 「借地は栽培や水管理が大変なので作

業受託の方が楽だ」という。経営規模や拡大

の方法によっては技術面か らの限界 もまた生

じるということである。

(3)借 地拡大の問題点

つ ぎに表20で 借地拡大の問題点をみる

と、 「圃場分散」 「水路掃除」 「零細水田」

「未整備田」 「畦草刈 り」が指摘されており、

また規模拡大困難の理由としては 「出し手が

少ない」 「圃場分散」が指摘されている。 こ

うしてみると問題は農地の出し手がバラバラ

に出てくるために、規模拡大すれば圃場が分

散せざるをえないという現実である。

そこで交換分合について聞くと、 「是非や

りたい ・必要」という意見であるが、その現

実性については、 「現状でも可能」というの

は6番 農家だけであり、 「事業と一緒ならば

可能(7番 農家)」 「今回の圃場整備で実施

したい(8番 農家)」 という回答はあるもの

の、 「可能性はない」という回答が多い。

その問題点については 「貸 し手の理解が得

られない」が5戸 、 「圃場条件の差が大 き

い」が4戸 、 「地代や契約期間がまちまち」

が1戸 となっている。

こうしてみると、受託料金 ・小作料よりも、

まずは圃場整備や農地の集団化といった作業

条件の整備が直接的な要求として出されてい

表21集 団化のための相手農家の変更について
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る。逆にいうと現在の作業料金や小作料でや

っていくには、条件整備が必要だということ

ともいえよう。

では委託農家と貸 し手農家は交換分合につ

いてどのよ うに考えているのか。表21に

よると、 「もともと隣接地等」で問題はない

のが4戸 、 「この人でないと困る」が2戸 、

「信頼できる人であればよい」 「きちんと耕

作 してくれる人であればよい」というのが6

戸 となっている。この回答の限りでは、委託

や貸 し手としての交換分合の可能性はなくは

ないといえよう。

7貸 し手からみた小作料の評価と今後

表22に よ ると、 「低い」 とい うの は26

番農家のみで、その他は 「相手のことを考え

ると現状でもよい」 「借りて もらえればよ

い」という回答である。そこで今後の小作料

の動向についてみると、回答 した農家ほとん

どが 「下がる」 としている。その理由として

は 「米価の低下」 「それによる借り手の収益

性の低下」、そして 「貸し手の増加」という

市場構造の変化が上げられている。 しかし小

作料が下がったとしても再度 自作する可能性

はなく、 「貸 し続ける」 「貸し続けざるをえ

ない」という回答となっている。

また回答数が少ないが、全作業委託農家を

対象に標準小作料にっいて聞くと、 「知らな

い」農家がある。利用権を設定している農家

の中にも 「知 らない」という農家があるなど、

地域の小作料対策に関する不十分さが感 じら

れる。

8今 後の地域の流動化と方向

最後に地域の流動化の方向について表23

をみよう。まず農地の売買については 「か

なり増加」が1戸 、 「やや増加」が5戸 、

「あまり増えない」が12戸 となっている。つ

ぎに農地の賃貸借については 「かなり増加」

が6戸 、 「やや増加」が12戸、 「あまり増え

ない」が3戸 である。さらに作業受委託につ

いては 「かなり増加」が7戸 、 「やや増加」

が11戸、 「あまり増えない」が2戸 となって

いる。このように全体 としては貸借と作業受

委託による流動化が進むというのが調査農家

の考えである。 しか し 「やや増加」という農

家の方が 「かなり増加」という農家よりも多

く、その動きはどちらかというとゆっくりと

したものと判断されているようである。

さらに耕作放棄については 「かなり増加」

という回答農家はなく、 「やや増加」が3戸 、

「あまり増えない」が16戸であり、耕作放棄

の心配はなく、何らかの形で農地は耕作され

ると考えている。

最後に地域の将来の担い手については一複

数回答-「 個別農家が自作 し続ける」が13戸、

「少数の中核農家に集中」が9戸 、 「生産組

織化」が2戸 となっており、全体としては個

別農家が兼業農業を継続 しつつ、中核農家へ

の農地集積も同時に進むというのが調査農家
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表22貸 し手農家の小作料の評価と今後の小作料
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表23今 後の農地流動化 と地域農業の方向

の考え方だといえよう。

Ⅳ若干の総括

1規 模拡大における作業受委託の位置

今回の調査の課題は、安定的な担い手経営

育成という観点からみた、農地流動化におけ

る農作業受委託の位置、その貸借への移行の

可能性ということであった。そこでこの点に

ついて調査地域の実態を整理すると、まず農

地貸借への一つのルー トとして農作業受委託

が重要な位置を占めていることが明らかとな

った。貸借のうち件数で4割 近 くが作業受委

託から移行 したものであった。その際、委託

農家世帯の管理労働力の欠落が最大の契機と

なっていた。

しかし、農地貸借 と農作業受委託はある意

味で相対的な関係にあるといえる。大規模な

経営の場合には農作業受委託による拡大は-

耕地分散のせいもあって-作 業期間が限られ
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つることから労働力的に大きな負担となり、農

地貸借による経営安定を望む傾向にある。 し

か し規模の大きくない経営では水稲の管理等

に手がかからず、春秋二度の清算が確実な作

業受委託が選択される傾向にある。こうして

農作業受委託や貸借の推進にあたっては、各

経営の希望する規模拡大方法を見極めつつ、

具体的に推進することが重要であろう。

2二 つの賃貸借形態の-本 化による地域

規範の形成

今回明 らかになった最大の問題は、農地貸

借には全農作業受委託という名の賃貸借 と、

利用権設定という二つの貸借関係が併存 して

いることである。前者は農協が農作業受委託

の中に相対小作を取り込んだものであり、そ

の小作料が地域の小作料として-般 化 してお

り、標準小作料はほとんど機能していないの

が実態である。

本来であれば、地域の規範としての標準小

作料が有効に機能することが望ましい。しか

し問題は複雑である。第一に農協の全農作業

受委託が全 く問題かというとそうではなく、

そこには当時の小作料関係の中で耕作者の利

益を確保すべく努力した結果が、こうした形

態になったという経緯があるが、たしかに貸

借関係がグレーに埋没する可能性があり、農

協自身 も全農作業受委託か ら利用権へという

一本化の必要を感 じている。

そこで第二はそれを受けとめる農業委員会

の取 り組みの課題である。その第一は標準小

作料が実勢小作料に埋没 しているという問題

である。つまり標準小作料が 「実勢小作料一

土地改良償還金一土地改良経常賦課金」とい

うように理解されており、両者が共存するも

のとして考え られている点である。第二はそ

の標準小作料自体が農家にあまり浸透してい

ないということである。これについては借地

農家の指摘もあったし、また貸 し手農家の中

にも知 らない農家が存在 していた。

いずれにせよ、今後予想される米価の低落

という状況の中で、担い手育成という観点か

らの貸借関係および小作料の整理が必要であ

り、特に農業委員会を中心とした取 り組みの

強化が課題であろう。

3体 制の整備

そのためにはまず農業委員会の体制整備が

大きな課題である。農地問題の専門家が農業

委員会には育っていないという問題点の克服

である。これについては行政の人事の中で検

討 していくことが必要である。

第二は農業委員会と農協の連携強化である。

現在は農作業受委託料金設定の協議会がある

が、今後は流動化を含めた構造政策に係る全

体的な組織づくりが必要であろう。

4受 託地や借地の集団化

担い手農家から出された最大の課題が農地

分散の問題である。農協は 「受託者協議会」
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に再配分 ・調整機能をもたせることを検討 し

ており、そのことは重要であるが、将来的に

は農業委員会とも一体化 して、利用権を含め

た調整が必要であろう。

ただしそこには圃場条件等の条件差という

問題がある。その条件差を埋めるには圃場の

再整備が必要であることはいうまでもない。

しか し圃場整備の実施は今以上に高い償還金

問題を発生させ、そのことがまた小作料問題

としてはねかえることとなる。米価が低下す

るとすれば問題はヨリ先鋭化する。この問題

は単に地域の努力だけで解決できるものでは

なく、それは農政上の重要な課題として投げ

かえされることとなるであろう。
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には発地喜久治氏(酪 農学園大学)と 友田滋

夫氏(東 京農工大学大学院)の 協力を得た。
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以 上
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