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1は じめに

本報告の課題は、滋賀県彦根市稲枝地区に

おける農地の流動化と稲作大規模農家の規模

拡大過程の実態を明 らかにし、そこでの農地

賃貸借と農作業受委託の位置づけを検討する

ことである。

稲枝地区は滋賀県湖東地域平坦部に位置す

る水稲単作地帯であり、大部分の農家が第2

種兼業農家として恒常的な勤務に従事 し、か

つ京阪神地域に比べて地価が大幅に安 く、実

勢小作料も低いという条件の中で、大規模な

稲作農家が借地による規模拡大を急速に進め

てきた。地区内の農地の流動化率は50%に 達

し、 しかもその多くが中核農家またはそれに

準ずる農家に集積されている。そこにはさき

の諸条件に加えて、稲枝農協の 「農業経営受

委託事業」による農地の利用権設定と、農業

委員会などの系統的な取り組みが大きく作用

してきた。一方、農作業の受委託は賃貸借の

進展に比べてきわめて低調であり、借り手農

家は作業受委託を経過することなく一挙に利

用権設定へと進むことが少なくなかった。 し

たがって、稲枝地区においては農作業受委託

から賃貸借への移行がすでに大きく進んでい

る中で、それを可能にした条件と当面する課

題を鮮明にすることに本報告の焦点がある。

この点で、他の調査対象地域と実態面での違

いがあることをあらか じめお断りしておきた

い。

当地域の農業 と農地流動化の実態を明らか

にするために、2月 の予備調査に続いて、3

月2～4日 および3月8日 に本調査を行い、

20戸の大規模稲作農家と3戸 の貸 し手農家か

ら聞き取りをした。稲枝地区の本庄集落につ

いては、農林水産省近畿農政局の構造改善基

礎調査が1979年 と89年の過去2回 実施されて

おり、筆者も参加 した89年の構造改善基礎調

査の結果をふまえつつ、本報告では稲枝地区

全体を対象にして最近の状況を明らかにする

よう努めた。

2地 域農業の概要

(1)地 理と労働市場

彦根市は滋賀県の東北部に位置し、犬上川、

矢倉川、愛知川などの-級 河川が市域を東西

に縦断 している。これ らの河川によって形成
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された平坦地が市域の多くを占め、南部地域

は水田が広がっており、北部に山間森林地帯

を有 して いる(附 図を参照)。 人 口はお

よそ10万2,000人(1993年12月 末現在)で 、

最近は横ばいである。

同市は、京阪神、中京、北陸を結ぶ交通の

要衝であり、名神高速道路(彦 根インター)、

国道8号 線、JR琵 琶湖線、東海道新幹線が

市域を縦断 しており、京阪神と中京の両方に

便利な位置にある。JR琵 琶湖線を利用すれ

は稲枝駅から大津まで45分、京都まで55分 と

通勤の便も良い。

稲枝地区は、もともと稲枝村、稲村、葉披

見村の3村 が合併 してできた稲枝町が1968年

彦根市に編入されたものである。現在の小学

校区のうち東校区はJR稲 枝駅周辺の商業地

区を含んでおり、西校区と北校区に農地が広

がっている。

彦根市には戦前から繊維産業を中心に多く

の企業が立地 しており、オ―ミケンシ、鐘紡、

タカタ(シ ー トベル トで全国1位 のシェア)

などの大規模な工場があり、早 くか ら就労の

場が開けていた。戦後は高度成長期の企業誘

致で、ブリヂス トンタイヤ、松下電工、大日

本スクリーンなどが工場進出している。80年

代以降は新たな工場誘致はな く、彦根市の工

業 ・商業の従事者数は横ばい状態であり、近

年は大津市、近江八幡市、守山市、草津市、

野洲町などへJR東 海道線を利用 した通勤者

が増える傾向にある(近 畿農政局『平成元年

度 農業構造改善基礎調査報告書-滋 賀県彦

根市稲枝 ・本庄町一』p.13～15)。

(2)農 業生産

彦根市の市域面積9,815haの うち市街化区

域が2,493ha、 市街化調整区域が7,322haで

ある(1993年)。 市街化区域の大半は犬上川

より北に集中しており、市南部は農振農用地

区域が多い。稲枝地区のほとんどが農振農用

地区域で平坦な水田が広がっている。

農林業センサスによると、彦根市の耕地面

積は3,378ha(1980年)か ら3,044ha(1990

年)へ とこの10年間で334ha減 少した。耕地

面積のうち田が2,918ha、 普通畑117ha、 樹

園地9ha、 水田が耕地面積の96%を 占めてい

る。稲枝地区において も同様 に、耕地面積

1,473haの うち97%が 水田である(表1)。

彦根市の農業粗生産額の推移を示 したのが

表2で あ る。1993年 の農業粗生産額合計

は51億円で、そのうち米が39.6億 円と78%を

占めている。米に次 ぐのは野菜で約7億 円

(13.7%)、 麦類が1.6億 円(3.0%)、 乳

用牛が1億 円足 らず(1.8%)と いう構成で

ある。滋賀県全体の農業粗生産額957億 円

(93年)の うち米が637億 円と67%を 占めて

いるが、彦根市の農業はそれ以上に米への依

存度が高 く、典型的な米単作地域である(近

畿農政局滋賀統計情報事務所編集 『滋賀農林

水産統計年報 平成5年 次』)。

米の10a当 り収量は94年産米の彦根市平均

で534㎏(約9俵)に 達 している(『 滋賀の
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附 図 位 置 図



表1耕 地面積(稲 枝地区)
・

表2農 業粗生産額(彦 根市)

水稲』平成6年 版)。 稲枝地区の米反収は彦

根市平均よりもう少 し多 く、9.5俵 とれる集

落がいくつかある。稲枝地区の品種別米作付

け割合(94年 産)は 、日本晴39.6%、 キヌヒ

カリ28.1%、 びわみのり1&1%、 コシヒカリ

13.6%で 、日本晴とキヌヒカ リの比率が高い

(稲枝農協資料による)。

琵琶湖に近い多 くの集落は1960年代までは

かつての水郷地帯の名残 りをとどめ、クリー

クを利用 した船便が利用されていた。 しかし、

1966年から70年まで総事業費1億4千 万円を

投 じて実施された土地改良事業によつて、地

区内の稲作の様相は一変した。10a区 画の圃

場を30a区 画に広げて中型機械化体系の導入

を容易にするとともに、クリ―クを埋め立て

て農道を整備 して農地面積を増やしてきた。

要圃場整備地区における圃場整備率は1993

年度までに85%が 整備完了 し、稲枝地区では

90%以 上が完了している。30a区 画がほとん

どであるが、一部に1ha区 画の事業が入って

いる。現在ではパイプライン事業、大区画整

備、暗きょ排水などが行われている。地主に

とっての土地改良償還金の負担は10aあ たり

8,500円 である。
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(3)兼 業の深化と地域農業の担い手

彦根市の総農家数3,948戸 の うち専業が

271戸 、第1種 兼業142戸 で、第2種 兼業農

家が3,535戸 と90%を 占めている(1990年 農

業センサス)。 稲枝地区も同様で、総農家数

1,241戸 のうち専業農家は63戸(5%)、 第

2種 兼業農家が1,129戸 と91%を 占める。こ

こで注意すべきは農家総数が1975年 の1,929

戸から90年の1,241戸 へ と700戸近 く減少 し

ていること、とくに第1種 兼業農家が262戸 、

第2種 兼業農家が424戸 減っているのに対 し

て、専業農家の数はほとんど変わっていない

ことである(表3)。

兼業農家が激 しい勢いで脱農化し、たんな

る農地の貸 し手になる一方で、専業農家は担

い手の高齢化をともないながらも、30代、40

代に一定の農業Uタ ーン従事者が再生産され

ている。稲枝地区でここ5、6年 間に勤め先

を退職 して新たに農業専従者になった人が5

～6人 おり、年齢は35才から42～3才 、前職

は県事務所、土地改良区、 トラック運転手な

どである(稲 枝農協営農指導課による)。

稲枝地区の農業専従者の年齢構成は151人

中59才未満が83人、60～64才が41人、65才以

上が27人で、近畿圏の他の地域に比べると59

才未満の農業専従者の比率が高い。とはいえ、

当地区においても農業担い手の高齢化は進行

しており、60才以上の専従者の比率は1975年

表3専 兼別農家数(稲 枝地区)

表4年 齢別農業専従者の推移(稲 枝地区)
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表5経 営耕地規模別農家数(稲 枝地区)

の17%か ら90年 の45%へ と上昇 している(表

4)。

稲枝地区の経営耕地規模別農家数の変化を

示 したの が 表5で あ る。1975年 の1ha未

満層1,346戸 が90年 の708戸 へ とほぼ半減 し、

1～2ha規 模層 も509戸 か ら365戸 へ と約30

%の 減少をみた。一方、2ha以 上層はいずれ

も増加 してお り、 とくに3～5ha規 模層 は75

年の6戸 か ら90年 の41戸 へ、5ha以 上層は75

年ゼロ、80年5戸 か ら90年 には23戸 まで増え

ている。セ ンサ スは1990年 まで しか数字がな

いが、1994年4月 の農業委員会調べでは、彦

根市の10ha以 上農家18戸 の うち16戸 が稲枝地

区に集中 している。

3農 地の流動化と基本構想

(1)自 作地売買と地価水準

彦根市の農地法3条 による自作地有償所有

権移転 の動 きを示 したのが表6で ある。

過去10年間(1985～94年)の 自作地有償所有

権移転面積の累計は120.8haで 、市の耕地面

積全体の4%で ある。94年は132件 、15.5ha

と例年に比べてやや多 くなっているが、その

うち80件は県立大学の用地買収にともなう代

替地取得である。

この地域は京阪神の大都市圏からの通勤限

界地にあたり、地価水準は近畿圏では低い方

である。農業委員会によれば、公共事業の用

地買収で10aあ た り1,200万 円(坪 当たり4

万円)、 農地としての売買なら10aあ たり

300万 円(坪 あたり1万 円)で ある。

(2)借 地面積の急速な拡大

稲枝地区における借地の急速な拡大には眼

を見張 るものがある。表7は 農業 セ ンサ

スから借り入れ耕地のある農家数と借 り入れ

面積を示 したものである。1975年から90年に

かけて借り入れ耕地のある農家数は減ってい

るが、稲枝地区の借 り入れ面積は222haか ら

485haへ と2倍 以上に拡大 し、耕地全体に占

める借り入れ地面積の比率は14.6%か ら32.9

%ま で上昇 した。

農地法第3条 による賃借権の設定は毎年数

ヘクタールにとどまっており、当然のことな

がら借地拡大の主流ではありえない(表8)。
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表6自 作地有償所有権移転(彦 根市)

表7借 入耕地のある農家数と借入面積(彦 根市)

借入耕地のある農家数と借入面積(稲 枝地区)
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表8農 地法第3条 による賃借権の設定(彦 根市)

表9利 用権設定状況(彦 根市)
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図1利 用権設定面積(彦 根市)

、

利用権設定面積がこの間大きく伸びており、

1980年 に134.7ha(設 定率4.5%)で あった

彦根市の利用権設定面積は88年 に428.3ha、

91年 には500haを 超えて、利用権設定率 も

16.6%に 達した(表9及 び図1)。

稲枝地区だけを取 り出すと、利用権設定率は

3割 を超えている。

全国でも高いといわれる滋賀県の利用権設

定率が8.6%(1992年)で ある。県下の市町

村別利用権設定率では、五個荘町20.4%、 湖

北町19.2%、 浅井町17.5%、 マキノ町17.4%

についで彦根市は5位 であり、湖東から湖北

地域にかけての利用権設定率が高 くなってい

る(県 農政課調べ)。 ただ し、1991年 以降は

彦根市の利用権設定面積の伸びは頭打ちにな

り、93年12月 か ら94年5月 にかけてはわずか

なが ら減少 している。

(3)稲 枝農協の 「農業経営受委託事業」 と

利用権設定

利用権設定面積が急速に伸びたのは、1973

年か ら稲枝農協が開始 した 「農業経営受委託

事業」によるところが大きい。稲枝農協は農

業構造改善に取 り組み、圃場整備、ライスセ

ンター、カントリーエレベーター、米管理セ

ンター等を漸次導入 してきたが、1970年 から

農業経営受委託事業組織を設けて、農機具の

広域的な有効利用と農作業の共同化へ取 り組

んだ。 しか し、オペ レーターへの作業集中、

労働過重か ら経営規模拡大意欲を阻害するこ

とになった。そこで73年か ら農業経営受託促

進事業(県 単)に 取り組み、農協が組合員か
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ら農作業を受託 し、中核農家へ再委託 して実

質的な規模拡大を図る方式へ移行させていっ

た(近 畿農政局 『平成3年 度 利用権設定等

実態は握調査報告書一滋賀県彦根市 一』

P.12)。

当初はオペレーターから農協に出荷された

米を組合長名で一括販売 して、プールした販

売代金から受託者に配分金を支払っていたが、

計算が煩雑でいろいろ問題が出てきたため、

1976年か ら各オペレータ―に耕作権を分配 し

た。同じ年から農用地利用増進事業に移行 し、

現在は耕作者が標準小作料に若干加味 した金

額を地主に支払っており、普通の利用権設定

による借地となんら変わらない。違うのは農

協が仲介 していることだけである。

この事業は組合員にとっては、①農業経営

の規模拡大と受託による所得安定、②縮小 し

ようとする農家にとって兼業の安定化と農地

の保全、③基幹作 目の充実と野菜 ・畜産 ・水

稲の専門化を進める、という位置づけがある。

また、農協にとっては、①農地の荒廃防止と

生産力の増大を図る、②営農指導上の効果と

向上、③生産組織か ら脱落する農地の活用、

④組合と組合員のきずなの強化、というメリ

ットがあるとされる。

稲枝農協では、本事業を円滑に推進するた

めに、市、普及所、農業委員、土地改良区、

(農事改良組合)、 自治会などの代表者で構

成される運営委員会を設置し、その決定に従

って農協営農課が計画 し専業農家に委託する

形をとる。受託農家は地区農事改良組合長の

推薦により運営委員会に諮 り、農協より指定

する。受託農家の選定基準は次のとおりであ

る。① 自立経営農家として規模拡大に強い意

志のある人、②地域で信頼の厚いリ―ダ―格

の人、③既耕作面積がおおむね5haで 、近年

10ha以上の耕作が見込める農家で高い技術 レ

ベルに達 している人で管理が十分できる人、

④農協運動の良き理解者であり全て農協の利

用者であること、⑤その他規約や約束の守れ

る人で運営委員会で承認された人(稲 枝農協

資料による)。

この事業の受託農家数は発足当初の17戸か

らしだいに増えて現在は33戸、受託面積は73

年の19.5haか ら94年の147.9haま で拡大 し、

稲枝地区内耕地面積の10%以 上がこの事業で

受託されている(表10)。 受託農地は740筆 、

450人 の所有者がおり、地主1人 あたりの面

積は30aで ある。

本事業は従来か らあったヤ ミ小作を利用増

進事業にのせて利用権設定面積を拡大するう

えで重要な役割を演 じてきた。そのさい、農

協による農業機械の共同利用事業や国の農地

流動化助成金(92年 度まで貸し手に支給)と

いうメリットがあったために、農協や農業委

員会による系統的な取り組みとあいまって、

本事業による利用権設定は年々増え続けてき

た。

一方
、彦根市農業委員会は1988年度の新農

業構造改善事業で集落ごとに農業振興計画を
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表10稲 枝農協経営受委託事業の実績

立てるとともに、全集落をまわって農用地利

用増進事業の普及啓蒙と貸し手 ・借り手の掘

り起こし活動を展開 し、その結果87年 から88

年にかけて利用権設定面積は飛躍的に拡大 し

た(近 畿農政局『平成3年 度 利用権設定等

実態 は握調査報告書-滋 賀県彦根 市一』

p.12)。 とはいえ、90年代に入ってからは貸

しに出る農地がほぼ出尽 くしたこと、93年度

以降は国の流動化奨励金がなくなった ことな

どから、利用権設定面積の伸びは頭打ち状態

になっている。

なお、1993年度か ら95年度まで滋賀県の県

単費事業として 「大規模個別経営体育成モデ

ル事業」が実施されている。この事業は、50

a以 上の農地に10年間の賃借権を設定すると、

45才以下は向こう5年 間、30才以下は8年 間、

田10a当 たり年1万 円の個別経営体育成助成

金を借り手に支払 うというものである。たと

えば、2haの 利用権を設定すれば毎年20万 円

の助成金を5年 ないし8年 受けることができ

る。

(4)低 調な農作業受委託

利用権設定面積の拡大の一方で、農作業受

委託の低調なことが当地域の特徴である。セ

ンサスによれば、彦根市で水稲作を請け負っ

た農家数は年々減少し、請負面積も耕起166

ha→39ha、 田植51ha→35ha、 稲刈り101ha→

44haと、この15年間に大きく減っている。水

田面積全体に対する請負面積の比率 もこの間

に低下 し各作業とも1%台 にとどまっている
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表11水 稲作を請け負った農家数と請負面積(彦 根市)

表12年 次別農地流動化の実績(稲 枝地区)

(表11)。

近畿圏では作業受委託は大都市周辺で地価

が高く耕作権発生を嫌 う地域に多いが、彦根

市は地価が安いので利用権設定が多 くなって

いる。農業委員会での聞き取りでは、稲枝地

区では2haぐ らいの農家が代替わりや機械の

更新時をきっかけとしていきなり農業をやめ

て、農地を農協に委託 して新たに利用権が設

定されるというケースが生まれている。また、

稲枝農協は 「農業経営受委託事業」による利

用権設定を推進 してきた関係で、個別農作業

の受委託斡旋は行ってこなかった。 こうした

要因から当地域では農作業受委託がきわめて

少ないと思われる。

(5)稲 枝地区の農地流動化と集落類型

以上のことか ら、稲枝地区の農地流動化は

主 として次の四つの経路に分かれる。(1)農地

法3条 の賃貸借、(2)稲枝農協の 「農業経営受

委託事業」による利用権設定、(3)湘対による

利用権設定、(4)期間の定めのない借地(従 来

のヤミ小作で1年 ごとの更新)。

この四つの経路による借地面積の合計 は

1988年 で491haあ ったのが92年 には618haま

で拡大 し、稲枝地区の耕地面積計に占める借

地の比率は40.2%か ら50.8%に 上昇 している

(表12)。92年 の内わけは、農協及び相対の
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利用権設定が366ha(借 地面積計の59%)、

その他(期 間の定 めの ない借地)が156ha

(同25%)、 農地法第3条 によ る賃貸借が96

ha(16%)で あ る。 表12の 利 用権 設 定面

積には、農協経営受委託事業による利用権設

定と相対の利用権設定を含んでいる。前掲の

表10に よれば92年 の農協経営受委託事業

表13集 落別にみた担い手と農地流動化実績(田 のみ、属地)
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による利用権設定面積は136haで あるから、

利用権設定面積336haの うちおよそ4割 が農

協経営受委託事業によるもので、あとの6割

が相対の利用権設定によるものと推定できる。

これまでは(2)の農協経営受委託事業を中心

に農地の流動化が進んできたが、最近はその

伸びが頭打ちして、(3)の相対による利用権設

定や(4)の期間の定めのない借地が増えている。

稲枝地区の農業構造改善推進協議会は、中

核(的)農 家の数とカバ―率を指標として集

落を四つの類型に分けている。a)中 核農家

主導型、b)生 産組織主導型、c)集 落 営

農型、d)外 部依存型(表13)。 今回の

調査で聞き取 りを した大規模稲作農家は、

a)中 核農家主導型とb)生 産組織主導型の

集落にほとんどが集中している。 「中核農家

主導型」集落では、本庄4戸 、新海3戸 、田

附 ・下西川 ・普光寺各2戸 、 「生産組織主導

型」集落では薩摩2戸 が多いところである。

一方、下平流 ・出路を除く 「集落営農型」

と 「外部依存型」の集落は中核農家が皆無で

あり、農業の担い手が少ない集落である。と

くに、中核的農家もいない下岡部 ・上稲葉 ・

下稲葉は農業の担い手がまったく空洞化 して、

他集落か らの大規模稲作農家の入 り作が集落

の農地のかなりの割合を占めている。)

(6)彦 根市の基本構想と認定農業者

彦根市は1994年4月 から農業経営基盤強化

基本構想を施行 した。基本構想のなかで、当

地域は 「恒常的勤務による安定兼業農家が増

加 している」として、 「こうしたなかで農地

の資産的保有傾向は依然として強いが、土地

利用型農業を中心として農業の担い手不足が

深刻化 しており、今後兼業農家の高齢化が一

層進み機械更新時や世代交代等を機に急速に

農地の流動化が進む可能性が高 まっている」

と述べている。将来の農業経営の目標 として

は、 「農業経営の発展をめざし農業を主業と

する農業者が、地域における他産業従事者並

の生涯所得に相当する年間農業所得(主 たる

農業従事者1人 あたり概ね800万 円程度)、

年間労働時間(主 たる農業従事者1人 あたり

2,100時 間程度)の 水準を実現で きるものと

し、また、これらの経営が本市農業生産の相

当部分を担 う農業構造を確 立していくことを

めざす」としている。

主要な営農類型として、集落を基本とする

組織経営体で水稲30ha、 個別経営体で水稲20

ha、水稲5ha+施 設野菜1,500㎡ 、水稲15ha

+露 地野菜0.5haと いった経営指標を示 して

いる(表14)。

土地利用型農業について、基本構想は次の

ように述べている。 「集落段階での利用調整

を基本に、現在実施 している農地銀行活動を

一層活発化 し、農地流動化推進員による掘り

起こし活動を強化 して、農地の出し手と受け

手に係る情報の一元的把握の下に、両者を適

切に結びつけて利用権設定等を進める。/ま

た、これ らの農地の流動化に関しては、既に

彦根市南部にある稲枝農業協同組合受託者組
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表14安 定的な農業経営の指標

1.集 落を基本とする組織経営体

2.集 落を越えた組織経営体

3.個 別経営体
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表15彦 根市の認定農業者の改善計画

合で行われている集団的土地利用を範としつ

つ、このような土地利用調整を全市的に展開

して集団化 ・連担化した条件で担い手農業者

に農用地が利用集積されるよう一層努める。

/更 に、このような農地貸借による経営規模

拡大と併せて、農作業受託による実質的な作

業単位の拡大を促進することとし、各農協農

作業受託部会と連携を密にして、農地貸借の
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促進と農作業受委託の促進が一体となって、

意欲的な農業経営の規模拡大に資するよう努

める。また、併せて複合経営農家育成のため、

湖東地区農業改良普及所 と農業協同組合の連

携の下に、作型、品目の改善による高収益化

や地域の特性を生かした新規作物の導入を図

る。」(『 彦根市基本構想』p.2～3)

基本構想にもとづく認定農業者は現在6人

で、全員が稲枝地区である。その現況と改善

計画は表15に 示 しているが、年齢20才 台

から40才台で経営面積は最大22haで ある。改

善計画の目標は、低コス ト技術の導入、集積

による団地化、パソコンの利用、雇用労働の

確保などで、そのうち2人 は 「法人化の研究

(検討)」 を、また1人 は 「特別栽培米の検

討」をあげているのが目立つ。その規模拡大

過程と経営の状況については次の節で述べ る。

表16調 査農家の総括表

4調 査農家の概況と大規模稲作農家の規模

拡大過程

(1)調 査農家の概要

1995年3月 上旬に、稲枝地区の大規模な稲

作農家20戸 と農地の貸 し手農家3戸 に対 して

聞き取り調査を実施した。大規模稲作農家は

当地区における経営面積10ha以上の農家を中

心に選定したが、10ha未満の農家 も数戸含ま

れている。彦根市基本構想による認定農家6

戸(前 出表15参 照)、 および旧利用増進

法下のみなし認定農家9戸 はすべて網羅され

ている。なお、20戸のすべてが稲枝農協の農
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表17家 族構成と就業状態

表18農 産物販売額
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業経営受委託事業の受託農家であ る。

大規模稲作農家20戸 の聞 き取 りか ら明 らか

になった特徴は次のとお りである(表16)。

第1に 、選定の経過か ら当然のことで あるが、

どの農家 も水田経営面積が大 きく、最大規模

農家が48ha、20～25haが2戸 、15～20ha5尺

10～15ha6戸 という構成 にな ってい る。

第2に 、自作地面積はどの農家 も大 き くな

い。最大で3.7ha(No.2及 びNo.13)、 最小 で

0.5ha(No.3)に す ぎない。借地 によ る規模拡

大が特徴であり、借地面積 は最大規模 のNo.1

農家で46.5haに のぼ り、借地面積10ha以 上の

農家が12戸 ある。

第3に 、農業専従者が複数いる農家が ほと

ん どで あ る(表17)。65才 まで の農 業 専

従者が2人 以上 いる農家が15戸 あ り、 同1人

が4戸(No.8、No.11、No.16、No.20)、65才 ま

での農業専従者な しが1戸(No.19)で ある。

農業専従者49人 の年齢構成は、29才 未満8人 、

30～39才5人 、40～49才6人 、50～59才14人 、

60～64才9人 、65才 以上7人 であ った。 ここ

で注 目され るのは、20代 ・30代の若 い農業専

従者が比較的多 く、とくに経営面 積の大 きい

農家ほど世帯主 と後継者の双方が農業専従 し

ている事例が 目立つことである。他方で、50

～64才 が23人 と全体の半数近 くを 占めてお り、

大規模稲作経営 といえ ども担い手の高齢化が

忍び寄 ってい ることは見逃せない。

第4に 、農産物販売額では2,000万 円以上

が4戸(No.1、No.2、No.3、No.5)、1,500

～1 ,999万 円が5戸 、1,000～1,499万 円が

8戸 とな って い る(表18)。 いず れ の農

表19水 田借入地の内訳
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表20作 業受託

家 も米が農産物販売額の大部分を占めて いる

が、ハ ウスを導入 して野菜生産に力を入れて

い る農家 もあ り、野菜販売額が200万 円を超

えて いる農家が3戸(No.7、No.13、No.15)あ

ることも指摘 しておこう。

第5に 、借地 の権利関係であ るが、農協の

経営受委託事業 による利用権設定を中心 とす

る農家が8戸(No.3、4、5、10、12、16、

17、20)、 相対 の利用権設定中心の農家が6

戸、(Na1、7、11、13、15、18)、 期 間の

定めのない借地 を中心 とす る農家が1戸(No.

2)、 農協利用権設定 と期間の定めのない借

地があい半ばす る農家が1戸(No.8)と なっ

て いる(表19)。

第6に 、農作 業の受委託 はあまり多 くない。

何 らかの農作業受託を している農家が9戸 あ

るが、いずれも受託面積はせいぜい1ha程 度

までの規模である。No.1農家だけが全作業で

4ha、 耕起 ・代かき ・田植 ・乾燥でそれぞれ

3haの 受託を しているが、この農家の借地面

積46.5haに 比べると作業受託の位置づけは小

さい(表20)。

(2)大 規模稲作農家の規模拡大過程と現状

次に、とくに経営規模の大きい農家の経営

規模拡大過程と借地及び作業受委託の位置づ

けについて、聞き取 り調査からまとめておこ

う。以下で紹介する事例は認定農業者の6戸

と、認定農業者ではないが とくに規模の大き

い2戸(No.1とNo.3)の 計8戸 である。

ア)No.1農 家(法 人、薩摩集落)の 場合

滋賀県で最大規模の稲作農家であり、水田

経営面積が48ha(う ち借地46.5ha)、 さらに
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全作業受託で4haを 耕作 している。94年3月

から有限会社Fフ ァームとして法人化 した。

現在の農業専従者は世帯主(40才)、 妻(36

才)、 母(65才)の3人 で、昨年から正規の

常雇を1人 雇った。あと見習いの雇用者が1

人いる。

もともとの自作地は1.5haで 父親の代には

2.2ha耕 作 していた。大学卒業後、愛西土地

改良区の職員として12年勤務したが、農業を

始めたのは勤めて3年 目からである。1985年

頃から少 しつつ農地を借りて集積するように

なり、当時は3～4haを 耕作していた。土地

改良区職員として全国各地を視察して思った

のは、当時のバブル経済の中で、どこも後継

者不足であり農地を集積できる、米価 もまだ

良かった し稲作を20haやれば楽に食べていけ

るということである。機械が好きだし、農業

をやりだ してみると面白い、やるからには滋

賀県で トップクラスの稲作をやりたいと思っ

た、と世帯主は述懐している。

1989年7月 に 「強引に」退職 したときは

3.5haの 経営規模であった。後継者のいない

集落の主だった人たちに話 しを持ちかけて、

1年 目に11haの借地が集まった。それ以降毎

年5～10haつ つ農地を集積 してきた。30haま

では妻と二人でやってきたが、昨年か ら下稲

葉集落の人を常雇で雇った。

年間米販売量はおよそ4,000俵 、販売額は

7～8千 万円にのぼる。また昨年から特別栽

培米を始め、全国に宅配便で販売 している。

昨年10月か ら販売を始めた特別栽培米(除 草

剤1回 のみ)の 作付けは18haで、利用契約は

1人100キ ロまでで1,200人 が契約 している。

その他に、転作田にハウス5棟 を建ててイチ

ジクとアスパラを作っている。生産者米価の

低下が予想されるなかで、反当たり10俵取る

技術をマスターすることと、特別栽培米を3

分の2ま で拡大することが課題であるとして

いる。

借地のうち農協受委託による利用権設定は

7haで 、あとはほとんどが相対の利用権設定

で期間は10年間が多い。 「頭か ら増えそうな

集落で増やしている」と言うように、No.1農

家は稲葉、金田、稲里、金沢など十数集落に

入り 「全国区」型の借地拡大を進めてきた。

現在の借り入れ地は稲枝地区のほぼ全域にわ

たり(図2)、 この他に も他の農協管内

にも出作している。

小作料の平均は10a当 たり15,000円で、去

年は38ha借 りて500万 円近 くの小作料を支払

っている。30a区 画に整備 された水田な ら

18,000円か ら19,000円が普通で、条件に応 じ

て地主と折衝 して決めている。未整備田で地

主から 「年貢いらないから管理して くれ」と

言われているケースもある。

農作業受託は全作業受託が4haあ るが、こ

れは常雇のT氏 が去年まで受託 していたのを

法人で受託することに したものである。耕起

・代かき・田植え ・乾燥調製の作業受託が3

haで、その中には愛知川町で看板を見て電話
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図2No1農 家の経営耕地の分布



してきたものもある。いずれ も農業委員会の

協定料金通りの額を受け取っている。

No.1農家の目標は、労働力4～5人 で100

haは こなしたいということである。そのうち

70haは利用権設定でや り、あとの30haは部分

作業受託でと考えている。畦畔と水の管理は

地主にやってもらう方がよいことがその理由

である。No.1農家が急速に規模拡大できた原

因は、まずタイミングが良か ったことであり、

機械の更新や親の高齢化で誰か作ってくれる

人がいないかと待っていたのではないか、と

言う。 「今年はあまり増えていない。動 くべ

き農地はすでに動いた。今は皆タイ ミングを

見ており、3haか ら5haは 毎年コンスタン ト

に出て くると思 う。」 と世帯主 は語 っている。

イ)No.2農 家(認 定農業者、 田附集落)の場合

世帯主60才、妻55才、後継者26才の3人 が

農業専従で、水田22haを耕作しそのうち18.5

haが借地である。世帯主は1968年から5年 間

叔父が経営 している京都の会社に勤め、農繁

期だけ休暇をとるという生活を していた。

1973年に会社を退職して農業専従になったが、

当時の経営面積は4.2haで そのうち3.9haが

自作地だった。1986年 に後継者が就農 した頃

から借地を急速 に拡大 し、1992年 には経営面

積20ha、農産物販売額3,000万 円を突破 した

(表21及 び図3)。

表21No.2農 家の規模拡大過程
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借地は全部で170筆 あるが、ほとんどが田

附集落に集中しており、1.1haだ けが上稲葉

の親戚の土地である。そういう点ではNo.1と

異なって 「地元集中型」で借地拡大を進めて

きた農家である。期間の定めのない借地は1

年ごとの更新で、以前は返 してくれという人

が多かったが、今は逆で地主の方が返された

ら困る状況になっている。農協の利用権設定

はマ―ジン取るだけで借り手にメリットがな

いので、預ける人が減っており今は直接頼み

に来る人が多いという。

田附集落の小作料は10a当 たり22,916円で、

地主と小作人の総会を開いて2年 に1回 協議

している。他集落は日本晴などで1俵 半のと

ころもあるが、田附は1俵1斗(1斗 は地主

の土地改良費負担)の 計算でまだ安い方であ

るという。小作料水準は現在の米価なら大丈

夫だが、米価が下がればそれに応じて下げな

いと経営が苦 しいと語っている。

最近の自作地購入は1985年に60a、1990年

に40a、1994年 に40aで 、いずれも田附集落

の土地である。それまで借りていた土地で、

地主から 「売 りたい」とNo.2農家に最初に話

しを持ってきたので購入した。集落では離作

料を取らず無条件で返すことになっているが、

若い人たちか ら 「それはおかしい、雑作の時

は若干でも支払 うべきだ」という意見が出て

いる。

昨年11月か ら後継者の友達1人 を常雇いで

入れている。能登川町の非農家出身でコンビ

ニス トアの店長をやめてきた人である。常雇

を入れたのは、税金を支払うよりも人を入れ

た方がよいと考えたからだし、世帯主が年を

取ってきたためでもある。

世帯主の見通 しでは、ここ5年 ぐらいに農

地はもっと貸 しに出て くると言い、40haを 目

標にして機械装備を揃えている。いま17,000

円の米価が15,000円 を割ったら、稲作をやる
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気のない人がどんどん出てくると見ている。

常雇いを入れたので育苗用のハウスのあとに

野菜を栽培することを研究している。なお、

今年中に有限会社として法人化する予定であ

る。

ウ)No.3農 家の場合(新 海集落)

世帯主58才、妻58才の2人 の農業専従、後

継者(25才)は 能登川町の県農業試験場で育

種の仕事をしなが ら農業を手伝っている。 も

ともとの自作地は20aで 、1965年 に30aを 購

入 して50a。 稲作のかたわらで乳牛20頭 を飼

っていた。1980年から肉牛を始め50頭まで拡

大 したが、90年の牛肉自由化をきつかけに肉

牛をやめて、現在家畜はいない。

経営面積22haの うち、自作地は0.5haで 借

地が21.5ha(106筆)で ある。借地の内わけ

は、農協の経営受委託事業による利用権設定

が12.8ha、 期間の定めのない借地が8.8haで

ある。期間の定めのない借地は1年 更新で契

約書無 し、地主か ら返 してくれと言われた ら

無条件で返すことになっている。地主はすべ

て地元新海集落の人で、集落外の土地は田附

の1筆(10a)の みである。

農地流動化の奨励金があるときは農協の経

営受委託事業による利用権設定が伸びていた

が、流動化奨励金がなくなってからは重点が

期間の定めのない借地に移っている。もとも

とNo.3農家が相対で借りていた農地を農協の

事業に乗せて くれということで利用権設定を

してきたという経過がある。

作業受委託は1973年以前は3haぐ らいやっ

ていたが、今は借地になっており現在は全作

業受託が10aの みである。稲枝地区で農地の

貸 し借 りが盛んになったのは土地改良がすん

だ1971年頃からで、今は地主の方か ら作って

くれと言ってくる状況である。

今後については、増えたら増やそうかと思

うが年なので25haぐ らいまでかと考えている、

期間を決めない借地の方が気楽であると、世

帯主は語っている。

エ)No.5農 家(認 定農業者、薩摩集落)の

場合

農地改革前は小作農で、改革後は自作地

1.5haに 増えた。1970年 にUタ ーンして農業

に従事、当時は1.5haほ どの経営だった。

1973年頃から規模拡大を始め、農協の経営受

委託事業開始とともに参加 した(当 時の経営

規模は3ha)。 現在の借地のうち大部分が農

協の事業を通 したものになっている。息子が

2人 ともあとをついで農業に従事することに

なっているので、今後 も規模拡大する意欲が

強い。

現在の経営面積17.Ohaで 、 うち自作地は

1.9ha、 借 り入れ地が15.2ha、借り入れ地の

うち13.7haが農協経営受委託事業による利用

権設定。借 り入れ地の集落別分布は、薩摩

432a、 下稲葉658a、 本庄319a、 甲崎74

a、 田原36aで あり、集落内が28%、 集落外

が72%を 占めており、No.1農家と同様に 「全

国区」型の借地展開をしている。

107



借 り入れ地の うち農協の経営受委託事業が

かなり多いが、現時点では個人で話 しをつけ

て借 りたものを農協に上げる形がほとんどで、

農協自身の積極的な働きかけは少ない。 もっ

と農協が委託分を開拓して くれたらよいのだ

が、という。後継者が2人 いるので今後 も借

地を増やしていきたいが、現状は借り手がい

ても農地が少ないので、稲枝地区外へ出てい

っている。

土地改良の償還については、負担の軽減措

置が必要と考えている。面積を整理するよう

な改良の場合、そのメリットよりも負担の方

が上回っており、いずれ小作料に跳ね返って

くると述べている。

オ)No.7農 家(認 定農業者、田原集落)の

齢

世帯主は高校卒業後1948年か ら農業に携わ

る。当時はコメを主体 とし、裏作で大麦を10

a前 後栽培するという営農形態であった。現

在のように大規模化した画期としては三つの

ポイントをあげることができる。

第一は、1969年 から72年にかけての土地改

良の時期である。この時期はちょうど日本経

済は高度経済成長を経験 しつつあり、出稼 ぎ

の増加と他方での老齢化に伴う人手不足から、

農地の流動化が進行し、借 り入れ地や個別作

業の請負(整 地作業)が 増加 した。第二は、

1973年か らの農協受委託事業の開始に伴う借

り入れ地の増加であり、世帯主は当時この事

業の会長として取り組みの先頭に立った。第

三は、1979年から81年頃の転作の増加で、こ

の時期に転作負担に耐えられない農家が農地

を貸し付けるようになった。乾田化しないと

麦などができないので、水田だけならや りた

いが転作は無理という農家が貸 しに出してき

た。多いときには年50a程 度借 り入れ地を増

やしてきた。世帯主はこの間いっさい兼業経

験はなく農業一筋であり、また1962年か ら農

業簿記の記帳を続けてきた。1993年10月 に後

継者に経営を移譲 している。

現在の経営面積 は16.7ha、 うち自作地が

1.3haで 、借り入れ地が15.3haで ある。借り

入れ地の内わけは相対の利用権設定8.7ha、

農協経営受委託事業の利用権設定6.7haで あ

る。借 り入れ地の集落別分布は田原10.7ha、

金田1.7ha、 本庄2.1ha、 下岡部0.5haで 、

集落内の農地が71%に のぼっている。隣接集

落である金田を加えると借 り入れ地全体の82

%が 集落内および隣接集落であり、 「地元集

中型」といえよう。

作業受託は、収穫及び乾燥 ・調製が80a、

50～60人 の委託者に対 して乾燥 ・調製が20ha

である。この他に、作業料金を受け取 らず自

分の経営地で作業をしてもらう一種の 「手間

替え」が60aあ る。

標準小作料については、地主の土地改良費

償還や税金を聞くと小作の立場ばかりを主張

できない。 しかし、米価引き下げという現状

もあり、今後どうすべきかは難 しいという。

新政策は大型経営一本やりではないかと疑問
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を呈 し、兼業切り捨ては良 くないし、自分だ

けのことを考えれば流動化 したいのだが、集

落全体の生活を考えねばならないと語ってい

る。

カ)No.8農 家(認 定農業者、本庄集落)の

場合

1968年から県職員として兼業を続けてきた

が、1993年 に退職 して農業専従になった。現

在世帯主(46才)が 農業専従で、妻(42才)

が県職員として勤務している。

経営面積16.6haの うち自作地は0.6haで 、

あとの16.Ohaは すべて借 り入れ地である。

1985年か ら地元の本庄集落で5ha借 りていた

が(期 間の定めのない借地)、 急速に拡大 し

たのは1992年か ら93年にかけてである。まず

92年に568aを 借 り入れている。集落別には

彦富300a、 上岡部170a、 出路45a、 稲里

20a、 本庄33aと ほとんどが他の集落で、 し

かも担い手の少ない 「外部依存型」の集落に

借地を拡大している。権利関係では、彦富の

196aが 期間の定めのない借地で、あとはす

べて農協の農業経営受委託事業による利用権

設定である。次に世帯主が農業専従になった

93年には414aを 借り入れており、そのすべ

てが集落外である。内わけは、下岡部234a、

金田160a、 稲部20aで 、そのうち金田の80

aと 稲部20aが 期間の定めのない借地で、そ

の他は農協の農業経営受委託事業による利用

権設定である。94年にはさらに稲葉集落で

116aを 借りている(す べて農協の利用権設

定)。

今後も借地面積を増やしていきたいと述べ

ているが、そのさいに問題になるのが小作料

の水準と団地化の問題である。No.8農家の意

見では、営農を継続することによって地主に

とって土地資産の担保能力の維持につながっ

ており、そのことを考えれば農協受委託の小

作料はもう少 し安 くてもいいのではないか、

という。そして、実勢小作料がこのままで推

移 していくと経営的には苦しくなり、採算ベ

ースで10,000円か ら15,000円 というところが

望ましいと語っている。借り手側の意見とし

て特徴的である。

現在のところ農地の借り手が不足する心配

はないが、未整備地の借り手が少なく若手に

未整備地が集中する(未 整借地しか残ってい

ない)傾 向がある。今後10年間で地域農業の

担い手は不足になるので、後継者づ くりと現

在の農業者の規模拡大が必要であるとしてい

る。

県、国に対する意見としては、今後農業を

どうするかというビジョンが見えてこないと

して、例えば20ha・所得1,000万 円というモ

デルがあるが、その基本となっている米価が

下がったらどうなるのか、数字に説得力がな

く営農ビジョンが見えてこない、と述べてい

る。

キ)No.9農 家(認 定農業者、田附集落)の

場合

父親のあとを継いだのは1975年頃で、その
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ころ始まった農協の受託組合に入った。当時

の経営規模は2haほ どで、その後徐々に規模

拡大 した。現在 は世帯主(37才)と 妻(38

才)の2人 が農業専従で水田14.5haを耕作 し

ており(う ち自作地1.3ha、 借地13.2ha)、

農業以外の仕事には従事していない。

借地の借り入れ開始年次と面積は、1988年

590a、90年128a、92年35a、93年38a、

94年350aで ある(農 協の利用権設定175a

を除く)。88年 に借り入れ開始 した土地は、

すべて相対の利用権設定で、この時期に集落

内で大幅な権利移動があった。一方、94年 に

借りた土地はすべて期間の定めのない借地で

あり、最近は利用権を設定 しない1年 限 りの

借地が増えている。なお、借地はすべて地元

の田附集落で、この農家も 「地元集中型」の

借地で規模拡大をしている。

農作業受託は、全作業を80a受 託 しており、

3人 の委託者はすべて田附の人である。当初

は農協の経営受委託事業で利用権設定してい

たが、農協を通す と手数料がかかるため最近

は個人どうしでの借 り入れにしている。今後

は20haぐ らいまでは増や していきたいと考え

ている。

ク)No.11農家(認 定農業者、新海集落)の

場合

農地改革以前は不在地主で栗東、能登川な

どあちこちに土地をもっていた。改革後は

1.8haの 自作地 になり、1975年世帯主が25才

の時に父が大けがをしたため経営を引き継い

だ。当時は高月町の日本電気硝子に勤めてい

たが、1989年10月 に20年余り勤務 した会社を

38才で退職 して、90年度か ら農業専従になっ

た。以前から農業をやりたいと思っていたが、

その少し前頃か らみんなが稲作をやめる時期

にきたことと重なった。また、父が亡 くなっ

たこともある。

現在は世帯主(44才)が 農業専従で、妻

(42才)は 能登川町の紡績会社に勤めている。

水田経営面積は12haで 、自作地1.8haと 借り

入れ地10.2haで ある。借地のうち1990年 に借

りたものが330aで 、地元の新海集落が208

a、 隣の田附集落が122aで ある。翌91年 に

も新海で183a、 田附で63aの 計246aを 借

りている。なお、田附の借地も38aを 除いて

すべて地主は新海の人である。この農家は意

識的に自分の集落及び隣接集落に借地を集中

しており、No.2、No.3、No.7、No.9農 家と同

じく 「地元集中型」の借地で規模拡大をして

きた。権利関係は一部に農協の利用権設定が

あるが、大半が相対の利用権設定である。

農作業受託は田植が150a(親 戚2人 か ら

の委託)と 乾燥 ・調製が100a、 それに農協

からの育苗(硬 化苗)の 委託が1,400枚 ある

(ハウス3棟)。 今後、経営規模を拡大 した

いが、借り入れと作業受託の両方で考えてい

る。ただ し、作業受託はこの地域ではなかな

かない。というのは、田作るのが親で終わり

という人が多 く、やめるときは一度にやめる

場合が多いこと、作業受託にすると水管理な
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どを しないといけないか ら少ないのだろうと

述べている。借 り手にとっては借地が安定 し

ているが、作業受託は不安定である、という

のが世帯主の意見である。

去年か らパソコンで簿記をはじめて、農業

委員会と農業会議とが経営分析のソフトで指

導しているので、利用している。

(3)貸 し手農家の事例

農地の貸 し手側の状況を知 るために、3戸

の貸 し手農家から聞き取 りを行った。時間的

な制約か ら、世帯員が彦根市役所に勤めてい

る農家に依頼 したため、貸し手農家の全体像

を正確に反映 しているわけではないが、貸 し

手側の事情の一斑を知ることはできる。

貸 し手農家の概況 は表22の とお りであ

る。No.21農家(下 西川)は 水田経営面積40a

(うち自作地22a、 借 り入れ地18a)と 畑経

営面積4aで 、米と野菜の自給分程度の面積

は耕作 しているが、水田75aを 貸 し付けてい

る。両親の老齢化にともなつて、1988年 か ら

隣の大規模農家(No.10)に 耕作を依頼した。

小作料は10a当 たり19,000円で、 「別にいら

表22貸 し手農家の事例
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ないがもらっている」とのことである。また、

借り手の方に人手がないときは手伝いにいき、

機械を使 うこともあると述べている。世帯主

(43才)は23年 間彦根市役所に勤めており、

妻も働いているので、家計収入のほとんどが

賃労働収入であり農業従事日数は年間30日未

満である。

No.22農家(下 稲葉)は 水田貸付地が40a、

畑自作地が4aで 自家用野菜用の畑以外はす

べて貸し付けている。1985年 頃か ら薩摩集落

のNo.5農家に貸しており、下稲葉集落では農

地のかなりの部分を薩摩集落のNo.1農家とNo.

5農 家に作ってもらっている、という。

下稲葉集落で農地を貸す人が増えたのは12～

3年 前からである。それまでは各農家で耕作

していたが、機械の大型化で小規模面積では

引き合わなくなつたこと、さらに転作が強化

されて麦や大豆のように手間がかかる作物を

多 く作 らなければならないことが原因で、農

地を貸すようになつた。小作料は米でもらっ

ている。いまの社会事情からみて、小作料を

上げても良いと思うが、貸している方 も自分

が しないといけないので、借 り手にあまり強

いことは言えない、 と述べている。世帯主

(60才)は 五個荘町にある機械 メーカーの工

場長、世帯主の妻(54才)は 地元のタカタ

(シー トベル ト製造)に 勤め、長男(28才)

は彦根市役所と3人 が勤めており、稲作から

完全に離脱 している。

No.23農家(田 附)は 水田貸付地が34aに 畑

の自作地が5aで 、Na22と同 じくはぼ完全に

脱農化している。1982年 から同 じ集落の2戸

の農家に貸し付けており、うち1戸 はNo.9農

家である。両親の老齢化にともない、大型機

械の導入をする力もないので貸付に踏み切っ

た。この間小作料は2俵 から1.5俵 に下がっ

た。期間の定めのない借地であり、借り手が

返すといえばそれで終わりであるが、返され

た ら困ると心配 している。家計収入のほとん

どを賃労働収入によってお り、世帯主(52

才)は 地元のパネル製造会社 トーアに、世帯

主の妻(48才)は 彦根市役所に、長男(21

才)は タカタに勤めている。

以上の3戸 の貸付農家はいずれも家計収入

のほとんどを賃労働収入に依存 しており、と

くにNo.22とNo.23は稲作か ら完全に足を洗って

いる。農地の貸 し付けが増えたのは80年代前

半か らであるが、そのさい貸 し付けに踏み切

った要因として世代交代、機械の更新、転作

の強化の三つを挙げることができる。稲作か

ら離脱 して10年以上たち機械も持たない貸 し

手にとって、小作料の引き下げは良 くないが、

今さら土地を返されるのはもっと困るという

のが正直なところであろう。こうして、稲枝

地区では 「借 り手市場」へと傾斜 してきたの

である。そこで、節を改めて小作料 と作業受

託料金の動きを見ることにしよう。

5小 作料と作業受託料金

(1)標 準 』、作料と実勢小作料
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彦根市の標準小作料 は1970年 代後半 か ら第

1地 域(上 田)で10a当 た り22,000円 であ っ

たが、1989年 の改訂 で21,000円 に、 さ らに

1992年 に19,000円 に引き下げ られた(表23)。

92年 の標準小作料の算定 は、第1地 域(反 収

510㎏ 以上)で10a当 た りの粗収益163,923

円か ら生産費合計143,272円(物 財費96,540

円、雇用 ・家族労働費34,538円 など)を 差 し

引いた純収益が20,651円 、 ここか ら経営者収

益1,423円 を控除 した小作料を19,219円 と し

表23彦 根市の標準小作料

表24稲 枝地区の実勢小作料

113



ている。なお、生産費算出の標準経営規模は

1haで 、彦根市の平均経営面積にほぼ対応 し

ている。

稲枝地区の実勢小作料は集落によって異な

っている。今回の聞き取りからいくつかの集

落での実勢小作料を表24に掲げておいた。

ここからわかることは、第一に大規模な稲作

農家が比較的多い集落では実勢小作料が標準

小作料よりも高 く、担い手の少ない集落では

標準小作料どおり、あるいはそれ以下になっ

ていることである。3節(前 掲表13)で

述べた 「中核農家主導型」に属する本庄 ・田

附および 「生産組織主導型」とされる薩摩で

は、10aあ たり25,000円または22,916円 と標

準小作料をかなり上回る小作料になっている。

これらの集落では貸 しに出される農地に比し

て借 り手が多いために、他の集落よりも小作

料が高 くなっている。

他方で担い手がほとんどいない集落では標

準小作料どおりか、あるいは標準小作料を下

回ることも珍 しくない。農協の経営受委託事

業による利用権設定の農地でも、上稲葉 ・下

稲葉 ・金田 ・出路 ・彦富などの 「外部依存

型」とされる集落では、13,000円 か ら18,000

円の小作料が支払われている事例が少なくな

い。さきの大規模稲作農家の事例紹介でも明

らかなように、数年前か ら農業専従になって

急速に規模拡大を遂げてきた農家では、地元

の集落での規模拡大に限界があるために、担

い手が少なく小作料の低い集落に入り作をし

て 「全国区型」の展開で借地を拡大 している

ケースがいくつか見られる。

第二に、集落間の差をともないつつも、実

勢小作料 は全体 として下が ってきている。

もつとも高い本庄や薩摩集落でも以前は2俵

水準だ ったのが2～3年 前か ら1俵2斗

(25,000円)に 下がり、新海集落では1俵2

斗が1俵+1,000円 に引き下げられている。

借り手の側か ら小作料引き下げを求める要因

は、転作の拡大による負担増大と生産者米価

の引き下げである。

本庄集落では1980年までおおむね2俵 だっ

たが、81年 に転作割当率上昇によって水稲を

作れなくなった痛みの70%を 地主がかぶるこ

とで、1俵3斗1升(32,028円)に 引き下げ

られた。さらに転作率がアップした87年には

1俵2斗7升(29,888円)に 減額された(近

畿農政局『平成元年度 農業構造改善調査報

告書-滋 賀県彦根市稲枝 ・本庄町-』p.29)。

93年には借 り手が小作料を22,000円 に引き下

げることを要求 し、地主と話し合った結果、

地主の水門 ・土地改良償還費の負担を考慮 し

て25,000円 にすることで決着した。ただし、

3年 後に見直すことになっている。

新海集落では93年まで24,000円 が多かった

が、人によってまちまちだったので大規模な

借 り手農家が集まって相談 し、94年 度か ら

19,000円(1俵+1,000円)に 統一すること

で合意 した。当初は20,000円 にする案であっ

たが、すでに20,000円 の小作料を支払ってい
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る借り手がいたので、さらに1,000円 下げて

19,000円 とした。地主側か らは不満の意見 も

あつたが、今のところは表面化していないと

のことである。新海集落は砂地の農地が多 く、

単収が本庄や田附よりも約1俵 少ないので小

作料 も低いといわれている。

実勢小作料は近年引き下げの傾向にあるが、

大規模な稲作農家が比較的多い集落では、借

り手側と地主とが集まって話 し合い小作料を

「協定」して決めるという例がいくつか見ら

れる。本庄集落は80年代から話 し合いによっ

て小作料を決めているし、田附集落でも地主

と小作人の集会を2年 に1回 開いて小作料を

決めている。田附集落では6年 前に自治会の

総会で家によって小作料がまちまちなのを統

一 してほしいという意見が出たので、標準小

作料(1使 分)に 若干上乗せして決めて、4

年前から現在の22,916円 になっている。

これらの集落では、借 り手側か らは転作率

の上昇や生産者米価の引き下げによる小作料

引き下げの要求が出され、一方、地主側から

は土地改良費の償還や税負担から引き下げに

表25彦 根市の請負賃金標準額表
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歯止めをかけようとす る。い くつかの集落で

は、 こうした 「交渉」の中で実勢小作料が決

め られている。

(2)農 作業受託の作業料金

彦根市の稲作 請負賃金 は近年少 しつつ引 き

上 げられて きた(表25)。 以前は1ha程 度 の

経営規模の農家を想定 して決めていたが、90

年か ら5ha規 模 の機械装備の農家を想定 して

決めている。90年 と94年 を比較す ると、10a

当た り本田整地 等16,800円 →21,000円 、苗代

11,600円 →17,500円 、田植21,700円 →26,500

円、収穫21,300円 →24,500円 と主要作業の請

負賃金 はいずれ も数千 円づつ 上が っている。

市農業委員会 によれば、 もともとの請負賃金

水準が低か ったのを地域の労賃水準を考慮 し

て引 き上げて きた とい うことである。現在の

農業労賃 は普通作業で1日9,600円 、軽作業

で8,000円 であ り、 当地域 の土木作業賃金 は

普通作業で1日16,800円 、軽作業11,200円 で

あることか ら見 れば、現状で もなおかな り低

い。

農作 業をすべ て委託 した場合 の委託 料金

合計 は10a当 た り132,100円 、水利 費 が同

10,500円 であ る。一方、反収9俵 として米販

売額 は日本晴で18,000円 ×9=162,000円 に

なる。 したが って米販売額か ら委託料金 と水

利費を引 くと委託者の手元には19,400円 が残

る計算になり、 これは標準1、作料19,000円 と

ほぼ均衡 している額である。

実勢小作料 との比較で言えば、本庄 ・薩摩

・田附な どの実勢小作料が22,916円 か ら

25,000円の集落では、地主にとっては農作業

委託よりも貸付を選択した方が有利というこ

とになる。逆に耕作者にとっては作業受託の

方が有利になる。稲葉 ・金田 ・出路 ・彦富な

どの 「外部依存型」とされる集落で13,000円

から18,000円という小作料の事例では、農作

業委託が地主にとって有利で、耕作者にとっ

て不利である。ただし、 「外部依存型」の集

落では 「借 り手市場」になっているので、地

主が今後貸付をやめて農作業委託に切り替え

ることには借 り手が反対するであろう。した

がって、ありうる可能性としては、実勢小作

料が比較的高い集落で、借り手側の経済計算

によって借地か ら作業受委託への移行が出て

くるかどうかということになる。

6ま とめと課題

これまでの説明で明らかなように、稲枝地

区では借地の急速な拡大による稲作経営の規

模拡大が進んできた。その限りでは当地域は

新政策の 「優等生」に見えるかもしれない。

しかし、こうした農地の流動化を可能にした

のは、当地域に特有の条件がいくつかあった

ためで、それをぬきにして他の地域にもあて

はめることはできない。ここでは稲枝地区で

の農地流動化と利用権の拡大を可能にした条

件は何であったか、またそれが現在どのよう

な問題に直面 しているのかについて述べて一

応のまとめとしたい。
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借地の急速な拡大を可能にした条件は次の

5点 である。第一に、彦根市には早 くから繊

維産業をはじめとする工場が多数立地 してお

り地元に兼業機会が多いこと、また70年代か

ら滋賀県内の名神高速道路やJR東 海道線の

沿線に工場進出が相次ぎ、通勤兼業の機会に

恵まれていることである。

第二に、1960年代後半か らの一連の土地改

良事業によって圃場整備がほぼ完了 しており、

機械の作業効率がよいことである。

第三に、彦根市は京阪神の大都市圏か らの

通勤限界地に位置しており、京都市や大津市

よりも地価水準がはるかに低いことである。

このことから、京阪神の大都市近郊に見られ

るような借地を忌避 して作業受委託に流れる

傾向は、稲枝地区では見られない。

第四に、10a当 たりで1俵 から1.5俵 と実

勢小作料水準が相対的に低いことである。兼

業機会に恵まれる中で、世代交代、機械の更

新、転作の強化を契機に農地を貸 しに出して

稲作か ら離脱す る農家が多 く、全体 として

「借り手市場」になっていることである。

第五に、稲枝農協と彦根市農業委員会によ

る積極的な取り組みが早 くから続けられてき

たことである。稲枝農協の農業経営受委託事

業などによる意欲的な取り組みなしには、短

期間に利用権設定が急速に進むことはなかっ

たであろう。また、こうした経過から、利用

権設定が先行 して作業受委託への組織的な斡

旋は行われてこなかった。

こうして稲枝地区では、兼業深化と低地価

。低地代が並立するという特有の条件のもと

で、農地の 「借り手市場」が成立 して大規模

な稲作農家への農地の集積が進んできた。だ

が、同時にそこで現在直面している問題につ

いても指摘しておかねばならない。

第一に、借 り入れによる大規模農家への農

地の集積は、地元集落内や隣接集落の範囲に

とどまらず、稲枝地区全域や他の農協管内へ

の出作を伴っていた。とくに経営主の年齢が

比較的若 く最近農業にUタ ーンした場合には、

「全国区」型の借地拡大に依存することが顕

著であった。そのことは借地の集積と同時に

「分散の不利益」を増大させてきたのであり、

「分散の不利益」をいかにして回避しつつ農

地の集積を進めるかが大きな問題である。ま

た、借地を外延的に拡大する中で、水の管理

や草取りなどのきめ細かい管理作業が困難に

なることも指摘され、周辺とのあつれきの拡

大が懸念されている。

第二に、稲枝地区では農協の 「農業経営受

委託事業」による利用権設定が先行 して、作

業受委託は少ない。 しか し、ここ数年は借 り

手にとって農協の利用権設定のメリットが見

られなくなり、同事業による利用権設定の伸

びは頭打ちになり、その分だけ相対の利用権

設定や期間の定めのない借地に流れていると

考えられる。また、実勢小作料の比較的高い

集落では借り手にとっての有利さから作業受

委託にある程度向かうこともありうるが、貸
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し手にとっての採算性や一挙に利用権設定に

進むというこの間の経緯からみて、多くを占

めるとは考えられない。

第三に、転作率の上昇や生産者米価の引き

下げの中で、借 り手は実勢小作料の引き下げ

を要求し、集落での地主との話 し合いの中で

小作料の一定の減額を実現 してきた。しかし、

地主の土地改良費償還と税負担を考えると、

これ以上の引き下げに応じるのが困難な状況

も生まれている。その一方で、生産者米価の

さらなる低下や転作の再強化という事態にな

れば、借り手側から小作料引き下げの要求が

再燃することは必至である。小作料水準をめ

ぐる借り手と貸 し手の利害対立を集落でどの

ように調整 していくかが大きな問題になると

予想される。

第四に、滋賀県の事業である集落営農 ビジ

ョンが1991年か ら各集落で順次実施に移され

る中で、集落営農と中核農家との関係をどう

調整するかが課題となっている。補助事業で

機械を導入 して集落営農を推進すると、今度

は中核農家が借地を増やす余地が狭 くなり、

中核農家が伸びる芽を摘むことにもなりかね

ない。農業委員会では集落の中で棲み分けを

するように指導 しているが、今後どのような

形で両者の調整がされ、全体として地域の農

地を保全 し、生産力を高める方向に誘導 して

いくかが重要な課題である。

〔後記〕

当初は兵庫県上郡町での調査が予定されて

いたが、予備調査の直前に起こった阪神大震

災による交通の寸断と現地受け入れ体制 との

関係で、調査地域の変更を余儀なくされた。

急な依頼にもかかわらず、彦根市農業委員会

と稲枝農協には要請を快く受け入れていただ

いた。とくに、調査の実施と資料の提供につ

いて、稲枝農協営農指導課長の高崎勝氏 と彦

根市農業委員会農地係長(当 時)の 長崎隆義

氏に全面的なご協力をいただいた。また、滋

賀県農地協会の榎原八郎氏には資料の提供で

お世話になった。京都大学大学院経済学研究

科の杉本大三、豊福裕二の両氏には本調査の

聞き取 りを分担していただいた。ここに記 し

て感謝するしだいである。
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