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1地 域の榔兄と調査農家等の位置づけ

(1)白 石町の概況

本調査の対象地、杵島郡白石町は佐賀県の

西南部、有明海に注 ぐ六角川の下流部右岸に

接 し、東は有明海に面する白石平野に位置す

る(図1)。 同平野は有明海の海底沖積

部が自然陸化 したものを基礎に干拓を通じて

平坦耕地化されてきたものであり、中世以後

の耕地はクリーク地帯をなしている。典型的

な用水不足地域であり、限られた溜池灌瀧の

水利権 も揚までしか及ばず、大量の地下水灌

瀧による地盤沈下はっとに有名である。(注)

1889年(明 治22年)の 町村制によ り成立 し

た福治村(の ち白石 町)、 六角村、須古村、

北有明村 と、橋下村、南有明村の一部が1955

～56年 に合併 ・編入 して現在の白石 町となっ

た。戦後の有明干拓 による編入は最終的には

1987年 までおよんだ。

1993年 度末の住民基本台帳人 口は14,401人

であるが、1980、85、90年 の国勢調査人口は

15,467、15,256、14,682人 と減少が続いてい

る。90年 国調 による産業別就業人口比は、農

業および海苔を主体 とす る漁業を含む第一次

産業が35.9%、 第二次産業20.2%、 第三次産

119



図1調 査地の位置

業43.9%で ある。四方いずれも10～15㎞以内

に武雄市、鹿島市、多久市、佐賀市があり、

とくに武雄、鹿島、佐賀へは自動車による通

勤地帯であるが、町内雇用機会には必ずしも

恵まれていない。

佐賀県内主要水田地帯との農業構造比較指

標を表1に ま とめたが、白石 町の1990年

農家戸数1,835戸 の うち男子生産年齢人口を

有す専業農家率は15.6%と 相対的に高い。1

戸当たり平均経営面積146aは 必ず しも大き

くはなく5ha以 上などの大規模層の割合も高

くはないが、1ha未 満の零細層が少なく、中

堅規模が相対的に厚 く存在 している。

こうした中での比較的高い専業農家率を支

えているのが玉ねぎ、 レンコンを柱とする露

地野菜作による広範な水田野菜複合経営の展

開である。主要作物作付面積の推移は図2

に示 したが、農業粗生産額では米44.7%に
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表1佐 賀平坦 ・白石平坦市町村の農業構造主要指標

対 して野菜30.5%、 生産農業所得 は1戸 当た

り258万 円、10a当 た り15.8万 円とな ってい

る(1992年)。 認定農業者が実数で183、 農

家率で10%と 多いが(94年11月 時点、 ほとん

どが 旧法ベース)、 その大半が そうした水 田

野菜複合経営である(な お、専業的水 田野菜

複合経営の分厚い存在は、同じ白石平坦の福

富町においてより顕著である)。

農地の流動化状況を見ると、農業的農家の

構成の高さを反映 して水田借地率8.8%(90

年セ ンサス)、 同利用権設定面積率11.2%

(93年末)と 佐賀県平均よりも低い(表1)。
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図2白 石町主要作物面積

流動化形態では80年代までは自作地売買が相

対的に多く、とくに80年代半ば頃まで年平均

20ha近 くあり、賃貸借との合計流動化面積の

うちの4割 近 くを占めており、自作農的構造

が根強 く続いていた(表2)。 賃貸借が

売買を大幅に上回って増加するのはほとんど

90年代に入ってからである。水稲作業受委託

も90年センサスで見る限りはあまり進展 して

いなかった。

なお町内の圃場整備は1976年からスター ト

し、国営筑後川下流域 土地改良事業(導 水管、

幹線排水路。ただし前者は、嘉瀬川ダムから

の給水を六角川河口堰で貯水してから導水す

るという大計画であるが利用の見通 しは立っ

ていない)、 地盤沈下対策事業(幹 線用排水

路)、 県営圃場整備事業(区 画整理、支線用

排水路、パイプライン、農道)、 土地改良総

合整備事業(干 拓地の≡導水路)の 四種類の事
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表2白 石町の農地面積 ・農地権利移動状況

業によって進められて91年に全町で計画が完

了 している。

(注記)有 明海沿いの平坦水田は、基 本的に

は干拓によるところの耕地化の歴史序列 に

よって 、近 世 まで に耕地化 されて いた揚

【あげ】、明治以降戦前期までに耕地化 さ

れた搦 【か らみ】、そ して第二次大戦後造

成 された干拓、に分類 され る。

(2)調 査農家の選定と位置づけ

調査農家の選定は、受け手側として①認定

農業者(と りあえず旧法)な いしそれと同様

の実質を備え、②借地をしており、③現在ま

たは少なくとも過去に作業受託も行なってい

る、農家の抽出を図った。その結果、①、②

のような農家が比較的厚 く存在し、かつ90年

センサスで作業受委託が多少とも存在してい

た、町内旧北有明村の太原中と新観音の二集

落から①、②に該当する受け手農家14戸を選

定 し、 うち13戸を調査することができた。ま

たこの受け手農家に農地を貸し付けているこ

とが確認された周辺地域の4戸 を出し手サイ

ドとして調査 した(調 査農家の一覧は後掲付

表を参照)。

両集落の性格を若干の指標で確認 しておく

と(表3)、 揚の太原 中が経営耕地規模

別で3ha以 上農家が29%、1戸 平均水田経営

面積182a、 搦の新観音がそれぞれ25%、

218aと なっており、いずれも町、旧村の平

均を大きく上回っているが、揚の太原中より

も、搦でありかつ一部干拓部分にも農地を有
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表3白 石町旧北有明村、太原 ・新観音地区農業構

す新観音の方がやや大きい。

借地率も両集落とも14%(利 用権設定地ベ

ースで12%)と 町平均より流動化が進んでお

り、いずれも集落外農家所有地の借入に展開

している(借 入地〉貸付地)。 作業受託につ

いては90年センサスの限りにおいては、太原

中の方が受託(耕 起 ・代掻 き、田植え、稲

刈)、 委託(稲 刈)と もに新観音より進展 し

ている。

このように調査対象地域は白石町農業構造

の平均的な数値 と比べれば、規模拡大、賃貸

借、作業受託いずれも進展 しており、また担

い手農家が集中して存在する集落であるが、

ここでの調査農家は当町における水田野菜複

合型経営の専業的 ・担い手農家の姿を典型的

に示していると言える。

なお太原中および周辺の圃場整備は1985～

88年、新観音関係は1977～84年 に実施されて

いる。

2受 け手農家の規模拡大プロセスと経営

展開パターン

(1)受 け手農家群による規模拡大の経過

対象地域は水田露地野菜作を中心とする複

合経営地域であると同時に、養殖海苔漁業と

の兼営 も多い。このため個別農家家族のライ

フステージに加えて、これらの部門展開(盛

衰)の あり方が重要な要因となって、担い手
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農家群の経営展開=蓄 積過程は多様である。

土地利用型部門での規模拡大自体の位置づけ

もそれとの関連で検討する必要がある。

そこで以下、まず受け手農家群全体として

の規模拡大過程とその態様を時期別に概観 し、

その上で経営展開パターン別に農家を分類 し

なが ら拡大態様の位置づけを行なう。

調査受け手農家13戸のうち、現在の経営主

表4白 石 町太原 中 ・新観音受 け手 農家耕作規模変化
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が1960年代終わりから70年代初めに就農 した

ものが8戸 あり、このうち7戸 が80年前後に

結婚 し、この時期から旺盛な規模拡大に乗 り

出している。70年代の終わりに就農したもの

が2戸 あるが、これらは80年代半ばに結婚 し、

この前後か ら旺盛な拡大に乗り出している。

この1980年以降の規模拡大を時期別に概観

す ると(表4の とくに最下欄 「増減」参

照)、 全体として80年代前半は自作地購入が

旺盛であり、いっぽう作業受託も多い。

この作業受託には一部期間借地を伴ったもの

も発生している。

自作地購入は80年代後半にも活発に続くが、

作業受託に代わって借地の増加が始まる。

90年代になると自作地購入はグロスでも非

常に減少 し、ネットでは全 くなくなる。他方

で借地が顕著に増加 し、また93・94年 には作

業受託が一時的に激増する。

①1980年 代前半の耕作規模拡大

このうちまず1980年 代前半期の耕作規模拡

大は、態様別には自作地購入が304a(ネ ッ

ト、以下断 らない限り同 じ)、 作業受託593

a、 そして期間借地196aが 主体であった。

自作地購入は両地区で見 られ、購入対象は

搦 と干拓の水 田で ある。表5に 見 るよ う

にこの時期は地価がピークに向かって上昇 し

ており、調査農家の場合 もほぼ10a当 た り

200～300万 円、単純平均278万 円と高い。

しか し特に新観音農家では、後述するように

レンコン栽培による蓄積を源泉 として購入 し

ている。

作業受託は太原中農家で行なわれた。委託

者の性格は常勤兼業または高齢者で、あとつ

ぎがないかまたはいても農外常勤就業の農家

であるが、開始当時で高齢の世帯主(ま たは

寡婦)が なお肥培管理可能なため貸借には至

らないというものである。それだけにこれ ら

はその後の貸付予備軍的性格を持っており、

実際これ らのうち210a分 は肥培管理担当者

である高齢の母の死去後1991年 に貸借に移行

している。

表5白 石町北有明地区水田地価の推移

(単位:万 円/10a)
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また期間借地は1980年代前半まで佐賀県の

平野部水田地帯で広範に見られた農地流動化

の端緒形態であるが、4件 のうち2件 は作業

受託とのセット、のこり2件 もあとつぎが常

勤就業であるが父が存命のため裏作のみの貸

借となったものだが、後者はいずれ も父の死

去後通年貸借または稲作受委託へ移行または

拡大 している。

以上からすると1980年代前半は、(ア)農 地

の供給がなお作業委託という形が中心であり、

(イ)また基本的に地価が農業採算ベースに規

定される下で米価が少な くとも名 目的には上

昇する環境をふまえて農業的蓄積 にもとつい

た自作地購入が進められた段階と言える。

②1980年 代後半の耕作規模拡大

この期の態様別拡大は、 自作地購入が313

a、 借地が277aと 増加を開始 し、作業受託

は291aへ と鈍化 している。

なお旺盛な自作地購入はこの時期には新観

音地区、しかもA群 つまり作業受託をしない

農家に集中 した。新観音地区は従前は排水不

良の強湿田に覆われていたため水稲生産力が

低位または不安定であり、同時に裏作がきわ

めて困難な条件におかれていた。このため、

またそれを逆手に取る形で、この地区の多 く

の農家が集約的なレンコン栽培によって蓄積

を進めた。84年までに完了した圃場整備によ

ってこの条件が基本的に解消されたことで米

・裏作型展開が可能となったこれ ら農家が、

それまでのレンコン蓄積を源泉 としつっ購入

したのである。購入地価は100万 円台～最高

260万 円(単 純平均205万 円)に 低下 してい

る。

いっぽう借地の増加は両地区で見られた。

この時期に借地が増加 し始める理由を貸 し手

の事情からみると、6件 中4件 があとつぎは

農外常勤従事で主たる耕作担当者であった高

齢者、定年後就農者が病気または死去し、あ

とつぎまたはその妻が自作を続けるもののそ

れは自宅周辺の圃場に縮小され、離れた圃場

を貸付に出したというものである。前期に多

かった委託と契機が類似 しており、自作から

農業離脱に向か ういまひとつの過渡的形態と

言える(後 にまた整理する)。 また一般的な

背景としては、1980年代初頭から半ばに向か

って米作付規模別の土地純収益格差が明確化

してくることがあげられる(後 述)。

③1990年 代の耕作規模拡大

態様別では借地が1,075aと 一気に著増 し、

対照的に自作地拡大は急減してネットではわ

ずかなが ら減少す る。なお作業受託も1,188

aと 大幅に増加するが、 グロスで11件 ・

1,450aの うち6件 ・1,040aは1年 限りの

スポットである。

借地の急増はA・B両 群、また両地区で見

られる。従前は作業受委託だったものが、肥

培管理担当の父または母が死去 したことによ

って賃貸借に移行 したものが、全体のグロス

15件 ・1,122aの うち4件 ・554aと 目立つ。

また80年代後半期に部分貸借を開始 したもの
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がそれを拡大したケ―スも2件 ・87aあ る。

つまり80年代に質的(作 業受委託)ま たは空

間的(一 部貸借)に 開始された農業離脱⇔耕

作規模拡大のプロセスが、今期になってより

全面的な賃貸借関係に段階的深化を遂げたの

である。いっぽ う自作していた父の死去で一

気に貸 し付けたものは3件 ・200aで ある。

また今期は一気に200a以 上借地拡大 した

農家が3戸 あるのだが、うち2戸 は上述の作

業受託からの移行である。

なお 「米生産費調査」をベースに見ると、

1990年前後から米作付1.5ha以 上層が投下労

働を均衡賃金(後 述)で 評価 した上で標準小

作料以上の土地純収益を析出するようになる

ことも背景にあげられよう。

(2)受 け手農家の経営展開パターンと規模

拡大

調査農家は、基幹的部門の経営内での歴史

的位置づけを基準にすると五つに分類するこ

とができる(表6)。

① 海苔中止⇒借地拡大、米 ・(麦)・ 玉ネ

ギ拡大型

これらの農家はいずれも1985～92年に現経

営主の父の死去を契機に海苔を中止 ・撤退し

ている。これは品質問価格差の拡大、価格低

迷などこの地域の海苔漁業をめぐる一般的状

況に加えて、二世代夫婦専従でないと農業と

の両立が困難であるという事情が規定してい

る。

この労働集約的な海苔部門の廃止にともな

って、それにかわる稼得源を求めて借地によ

る旺盛な規模拡大へ転換 していくことになる。

すなわちA-1は89年 に父死去、91年に母が

病気をするや海苔は廃止し、同時に水稲機械

作業全般の受託200aを 開始 し、それが94年

には借地に移行する。作物は米麦を拡大する。

A-3は 父の死去年次不明だが、圃場整備

を受けて85年に機械装備を一新することで一

応水田での展開準備を整え、89年 に田65a購

入、90年代に入ってから95aを 借地拡大する

いっぽう92年に海苔を止める。作物は レンコ

ンを続けなが ら米と玉ネギを拡大。

A-5は85年 の父死去にともなって海苔を

廃止 し、本人は翌年就農すると同時に田40a

借地、さらに90年代に干拓畑借地70a、 期間

借地36aを 行なって米と玉ネギを拡大 しつつ、

新たにレンコンも導入 した。

B--5も85年 に父死去にともなって海苔を

廃止、89年以降水田借地(139a)と 作業受

託(552a)を 行ない、米と玉ネギを拡大 し

た。

か くてこれ ら農家の1980年以降の借入は合

計601a、 同時期の全体(グ ロス1,496a)

の4割 を占めて借地拡大の中心をなしたので

ある。これ らは主 として米と玉ネギの二毛作

体系の拡大にあてられており、今後の展開方

向も、A-1が7～8haま での拡大意向を持

つが、総じて4～6ha程 度の 「露地野菜+米

(麦)」 複合経営での自立を志向している。

② レンコン蓄積(=水 田購入)→ レンコン
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縮小⇒借地拡大、米(麦)・ 玉ネギ拡大型前

述の80年代までの自作地購入拡大の中心とな

った農家群である。すなわち搦の強湿田を主

たる圃場とし、また戦前小自作/自 小作ある

いは戦後分家で相対的に小規模であった、と

いう土地基盤制約の下で集約的なレンコン栽

培によって所得を追求し、その蓄積を源泉 と

した旺盛な自作地購入で規模拡大の第一段階

を進めた。1981年 から90年に限定 しても土地

購入拡大の全体 グロス687aの うち44%・

300aを 占めている。

この水田購入(に よる乾田取得)お よび圃

場整備完了をふまえてかつての水田レンコン

専門経営とも言えたほどのレンコン部門は一

定程度縮小させ、また水田購入も80年代末ま

でに一応終えて、80年代後半からは借地によ

る拡大第二段階に移行 しなが ら米(麦)・ 玉

ネギの拡大に向かっている。ただしレンコン

を止めるわけではな く縮小 した規模で継続 し、

所得部門としてはなお重要な位置を占めてい

る。その意味ではレンコン専門経営か らの複

合化と見ることもできる。

個別農家の動きを若干確認 してお くと、A

-1は80年 代前半までは水田280a中 水稲約

100aを 除 く170～180aを レンコン栽培 に

当てていた。70年代に20a、85年 か ら88年に

かけて120aの 水田を購入。圃場整備の入っ

た85年からレンコンを100aに 縮小する一方、

借地拡大を開始(現 在110a)、 同時に玉ネ

ギを導入 ・拡大 している。現在経営面積550

aに なっているが今後は自ら積極的に拡大し

たいということはない(た だし近接 ・好条件

圃場なら借り受ける)。

A-4は 、展開がやや後ろにずれ込んでい

る。つまりレンコンを90年代初めまでは130

aの 規模で維持 しこの間80年代に90aを 購入。

92年からレンコンを縮小 して借地(92a)を

開始。また拡大 した水田を基礎に玉ネギの拡

大を進めてきている。現在経営規模384aで

あるが、さらに借地によって5ha程 度までは

拡大したい意向である。

A-6は1954年 に90aを 分与された戦後分

家としてスター トしただけに海苔、レンコン

という土地節約型集約部門での蓄積による土

地購入に最 も精力を傾けてきた。1975年 まで

に合計205aを 購入 したが、その過程では経

営の大半 ・200a程 度をレンコンに当ててい

た。レンコンは70年代から漸次縮小 してきて

いるが80年代末にも購入を続けている。今後

借地に着手する意向で、現在の350aを 借地

2～3ha、 購入1haな どによって7～8haま

で拡大 したいとしている。

B-5は70年 代には経営面積168aの うち

レンコン140a、80年 と87年に計52aを 購入。

85年の圃場整備を機にレンコンは1ha程 度に

縮小するいっぽう玉ネギを導入 し、120aま

で拡大した。85年の稲刈50a受 託を皮切 りに

稲作部門の拡大を進め、90年代に80aの 借地

を始めている。現在経営面積300a(作 業受

託除く)だ が、今後あと1ha程 度を借地拡大
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表6白 石町太原中(T)・ 新観音(S)受 け手農家の経営展開類型
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する意向である。

これら農家の展開は、豊富な労働力(二 世

代専従が4戸 中3戸)を ベースに、米 ・玉ネ

ギ拡大に加えて レンコンの若干の再拡大も含

めて、5～8ha程 度の集約的な 「レンコン・

玉ネギ+米 」複合経営としての自立を指向し

ている(レ ンコンが基幹的に位置つ くのが、

労働力構成の差を背景とする①のタイプとの

違いと言える)。 したがってまた借地意志は

あるが作業受託には消極的である。

③ イチゴ+受 託 ・借地拡大、米麦拡大型

2戸 ともに揚の太原中集落農家で レンコン

経験はなく、(そ れにかわるものとして)現

経営主の就農期にイチゴを開始 し(1974年)、

ハウス面積500坪 まで拡大 してきた。規模拡

大は若干の土地購入も行ないつつ、70年代後

半～80年頃から(農 地流動化端緒形態として

の)作 業受託に旺盛に取り組んでいる。受託

量は開始以来グロスで787a、81年 以降に限

定 しても657aに 達 している。これは全体の

グロス(た だし1994年度発生のスポット受託

1,040aを 除 く)1,494aの44%を 占めてい

る。

そして90年前後か らは受託がそのまま借地

に移行(B-3の210a)あ るいは同じ出し

手からの受託に借地が追加される(B-7の

69a)と いう形で、借地拡大に展開してきて

いる。

今後の展開としても、両者ともハウスイチ

ゴという超集約部門を要しているので水田部

門は米麦とし、5～6ha程 度まで借地で拡大

するとしている(94年 にあとつぎが就農した

B-6は イチゴも300坪程度拡大する)。 こ

れまでは作業受託をリー ドし、それが自らの

規模拡大の第一ステップとしての機能を果た

してきたが、今後は施設園芸を擁するだけに

家族労働力の配分をはじめとする経営コント

ロールを確保するためにも受託による拡大は

想定 していない。

④ 海苔/レ ンコン維持+受 託 ・借地拡大、

米 ・玉ネギ拡大型

2戸 いずれも新観音集落で、労働集約型の

海苔(B-1)ま たはレンコン(B-2)を

二世代専従(プ ラス)の 労働力で維持 しつつ、

耕作規模は80年代か ら借地先行で拡大 し米 ・

玉ネギを増や してきている。また80年代後半

か らは作業受託も行なっている。

現在経営規模が5ha前 後だが、家族労働力

が豊富なだけにさらに借地による米作の拡大

意欲を持っている。ただし父世代は60歳代半

ばにさしかかつているので、①や②型の農家

のこれまでの展開に照 らしてみても中期的

(父世代 リタイや後)に は海苔/レ ンコン部

門の一定の縮小等も考えられる。今後の作業

受託については必ず しも積極的ではない。

⑤ 米麦 ・受託先行拡大型

これはB-6の1戸 だけだが、近年まで米

麦+み かん経営であったが、圃場整備後の最

近5年 のうちに トラクター、田植機、コンバ

イン(県 単事業で導入 したものを2戸 で利
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用)、 玉ネギ収穫機(5戸 共有)と 主要機械

を更新した上で、92年か ら米麦 ・玉ネギつま

り機械化 ・土地利用型での規模拡大に乗 り出

した。これまでは作業受託が先行しているが、

今後は借地 ・受託を問わず積極的に受けてい

く意向である(受 託中心なら10ha以上)。

このような意味で調査農家中唯一の土地利

用型専門の拡大 ・集積指向経営なのであるが、

他面それは、高齢の父母(71歳 、67歳)と 本

人という労働力構成ゆえに集約的野菜部門の

展開ができないか らでもある。

以上の検討からわかることは、第一に圃場

整備を契機にいずれの型の経営も土地利用型

部門=水 田耕作規模の拡大に着手 し、とくに

90年代になって借地拡大が増加 している。そ

れは経営組織の面から見ると、面積規模がさ

ほど大きくない、 したがって集約野菜部門の

比重の高い(一 部には集約野菜専門経営とも

言えるほどの)園 芸基幹的経営から、土地利

用型=米(麦)部 門の比重をより高めた複合

経営への展開と見ることも可能である。

第二に、その場合依然として園芸部門が重

要部門であり、今後もその形での、面積規模

では5～8ha程 度での自立を指向する農家が

圧倒的なのは、経営の歴史的経緯、相対的に

充実した家族労働力構成といった条件ととも

に、土地利用型に特化 した経営組織で規模=

投資拡大するには今後の米作経済環境の見通

しが不透明に過ぎるという状況が強 く左右 し

ていよう。また他面では、圃場整備は一筆単

位でのスケールメ リットの条件を整えばした

が、10ha以上へと向かうほどの圃場団地化の

条件が与えられていないのでもある。

したがって第三に、現在1ド ル=80円 をめ

ぐって進行中のさらなる円高が契機となって

米以上に露地野菜等の市場条件が悪化すると

いうシナ リオを別 とすれば、そうした野菜+

米(麦)複 合経営 としてより多 くの地域農業

の担い手の自立を支援していくことが適当で

あり現実的である。集約的野菜部門の存在が

この地域での現経営主世代の就農を分厚 く確

保 し、またそれに基づいた相対的に充実 した

労働力構成ゆえに複合経営として発展 してき

ているか らである。

しかし第四に、両集落にとどまらない範囲

の地域の水田農業を面的にどう維持 ・展開さ

せていくかについては、これらの複合経営 タ

イプの担い手だけでまかないきれるわけでは

ない。換言すると、このように認定農業者的

担い手が分厚 く存在する地域(調 査農家群)

でも、土地利用型で展開 ・自立しようとする

農家が当面1戸 しか見いだせないところに別

の課題を抱えているのである。

3耕 作規模拡大における賃貸借と作業受

委託

(1)賃 貸借成立の諸経路と作業受委託

① 賃貸借成立の諸経路

調査農家の現存借地の成立経路を、そのプ

ロセスと主として貸し手側からみた発生原因
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表7現 存借地の成立経路別構成
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に着目して分類すると、次のようになる(表

7)。

第一が、当初作業受委託からスター トし、

後に賃貸借に移行するプロセスを辿ったもの

で、4件(貸 し手単位にカウント)・507a

で全体の32.7%(面 積ベース)を 占める。

第二が、初めは出し手が経営地のうち自宅

か ら離れた圃場を貸 し付け、それが漸次他の

経営地に広がってきているもので、5件 ・

267a、17.2%を 占める。

以下は、少なくとも現在の借り手との間で

は最初か ら貸付として発生したもので、発生

の理由から三つに分類される。すなわち第三

の部類が、耕作世帯主が死去 し、あとつぎが

ないかまたは常勤従事のため、というもので、

3件 ・200aで12.9%を なす。第四は、自作

高齢者が リタイヤして貸付に出たタイプで、

2件 ・45a、2.9%。 第五が年齢構成などが

不明だが、耕作者の兼業化あるいはすでに兼

業化 していたものが離農 して貸付に出たタイ

プで、4件 ・143a、9.2%を なす。

このうち第一のタイプについては、本年度

調査の主題に直接関わるので②項でより具体

的に検討することとし、以下ではその他のタ

イプについて整理 しておく。

(ア)遠 方圃場からの漸次的貸 し付け

各ケースに共通するのは、貸付が始まる契

機は主力耕作者である父の死去または病気で

あり、あとつぎは常勤従事なので母またはあ

とっぎ妻がとりあえず耕作するが、まずは自

宅か ら離れた圃場を管理 しきれずに貸付に出

すという経過である。

そしてそれが、段階を追って他の圃場に拡

大 していくケース(A-2)、 部分貸付 と作

業委託が並行 し、かっその委託が貸付に移行

するケース(B-4)が あるように、これ ら

は全面的貸付への経過的性格を持っていると

言える。

次にこれ らが当該の受け手による借入に結

びつ いたルー トであ るが(表8)、3件

(B-1、B-3、B-7)が 集落外の親戚

関係、1件(A-2)が 同級生でかつ田隣、

1件(B-4)が 集落内農家で圃場 も同一集

落内という関係、となっている。つまり集落

内でも田隣でもない場合には、現在のところ

親戚関係だけがルー トになっているわけであ

る。

表8現 存借地の血縁 ・地縁関係

(単位:件)

(イ)耕 作世帯主死去 ・あとつぎ常勤/な し

で貸付

中間段階(世 帯主存命中)に 現在とは別の
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受け手への委託等が含まれいている可能性 も

あるが、ここでも貸付発生の契機はあとつぎ

が常勤従事かあるいはなく、耕作を担当して

いた父が死去 したことによって貸付にいたる

というものである。

当該の受け手に借 り入れられたルー トは、

1件(A-3)が 集落外の農家でかつ圃場も

集落外であるが友人であるもの、2件(B-

1、B-5)が 集落外農家、集落外圃場だが

親戚関係によるものである。

(ウ)自 作高齢者のリタイヤで貸付

ここにも自作時に現在とは別人への作業委

託等をしていたものが含まれている可能性は

あるが、いずれもあとつぎのない高齢自作者

が70歳前後になって貸 し付けたものである。

現在の借 り手に結びついたルー トは、1件

(Aー2)が 集落外農家であるが田隣なので

受け手か ら申し入れたもの、もう1件(A-

3)が 前の借り手である近所の知人の紹介に

よるものである。

(エ)耕 作担当者本人の兼業化または兼業深

化による離農貸付

これも上 と同様の可能性はあるが、こうし

たタイプ、すなわちかつて構造変動の展望と

して想定されていた耕作者本人の兼業化から

ス トレ― トに貸付に至るものは全体の中では

少数にとどまるということを示 している。

現在の借 り手に結びついたルー トは、集落

内の圃場、集落外農家であるが友人関係(B

-2)
、集落外圃場で集落外農家で友人関係

(B-2)、 集落内圃場でかつ親戚関係(B

-3)
、および集落外圃場、集落外農家で出

し手側からの申し入れ(A-5、 ただし詳細

は不明)が 、各1件づ つとなっている。つま

り4件 中3件 は血縁か地縁、ないしその両方

ということになる。

以上の検討から、第一に賃貸借が成立する

に際して、出し手の側の兼業化から一挙に貸

付に至るケースはむしろ少数であること、耕

作担当者の高齢化の末にあるいは死去等のた

めに農地が流動化する場合でも、ス トレー ト

あるいは一挙に離農貸付に至るよりは作業委

託あるいは部分貸付といった段階を踏んで漸

次的に進行する場合が多いこと、がわかる。

第二に、賃貸借関係が取り結ばれるルー ト、

換言すれば農地賃貸借市場の大半がなお親戚

関係かあるいは田隣または同一集落内圃場と

いうように血縁 ・地縁の域にとどまっている

ことがわかる。

② 作業受委託から賃貸借への移行

4件 をカウントしているが、作業受委託の

段階と賃貸借移行後とで受け手が異なるケー

スも1件 含んでいる。前述のように合計面積

507aは 全体の約三分の一を占め、調査農家

の現存借地の中では最も大きな成立経路とな

っている。各ケ―スにおける作業受委託の成

立事由、借地への移行経過、および移行につ

いての受け手側の評価を摘要 してお くと以下

のようである。

A-1農 家 ・200aの ケース
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出し手はA-1の 現経営主の兼業勤め先

(建設自営)で あり同時に母の実家でもあ

る。そのあとつぎが建設自営を興 しそれに

専念 していた。父が耕作を担当 し、高齢化

したため1991年からはA-1に 稲作機械作

業全般を委託 しながら自作 していたが、そ

の父が亡 くなったため94年 か ら200aを 出

し手の申し入れで一挙に貸借に移行した。

作業受託と借地を所得面で比較すると借

地が必ずしも有利とは言えないが、作付や

作業計画が自分でできるのでプラスと評価

している。

B-3農 家 ・210aの ケース

出し手(D-1)は 隣集落の建設会社自

営の二代 目社長(62歳)で あとつ ぎ(32

歳)も 同専務である。B-3農 家と同一集

落内の圃場を含む水田210aは 社長の母や

妻が主たる担当者として、81年頃か らはB

-3に 稲作機械作業全般を委託しつつ耕作

していた。その母の死去後は、ほどなく妻

も耕作をやめて会社専務 となり、91年か ら

出し手の申し入れで貸借に移行 した。

なお95年にこのうち47aを 建設資材置場

として事実上転用するため返却 している。

それでも現社長は小作料の下げにも応 じ、

そうした低い小作料でも基本的には農地と

して利用 してもらおうという観念を持って

いるが、農業に全くタッチしたこともない

あとつぎの代になればより冷厳な経済ベー

スでの所有地利用を考える可能性が強そう

である。

B-3は 米価 も上がらないのでここ3～

4年 は借地よりも作業受託の方が良いので

はないか とも考えるようになってきてい

る。

B-4農 家 ・52aの ケース

出 し手はD-2で あり、現世帯主(47

歳)が1980年 から始めた水道工事自営が多

忙となったため、圃場整備終了後の87年に

自宅回りの52aをB-4に 田植 ・収穫作業

を委託 して高齢の父が耕作、残 りの87aは

B―4に 貸 し付けた。その父が93年に死去

したため52aの 方 も出し手の申し入れで貸

借に移行 した。つまり先の 「遠方圃場から

の漸次的貸付」の性格 も合わせ持っている。

A-4農 家 ・92aの ケース

出し手はD-3で あり、現世帯主(56

歳)は 寡婦、義母(90歳)と の二人暮らし、

息子(35歳)は 東京在住のサラリーマンで

妻と子供2人 である。1989年に夫が亡 くな

ってから町外(三 日月町)の 親戚に田植え

を委託 しなが ら耕作 していたが、本人が92

年から勤めに出ることになった。一部が レ

ンコン適地なのでというA-4か らの申し

入れを受けて全体を貸借に移行 した(委 託

先であった三日月町からでは通作は不可能

である)。

以上をまとめると、第一に農地流動化への

胎動は、本人兼業専念で父母世代または妻が

耕作 していたものが、まず耕作担当者の高齢
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化等で端緒段階である作業委託となり、次い

でその父母の死去が引き金となって貸借へ移

行 している。

第二に、移行 したことについて受け手の方

は完全に経営の一部としてコントロールでき

る点でメリットを評価 しているが、近年の米

価状況、作柄の大きな変動という状況下で直

接的な所得上のメリットは必ず しも感 じてい

ない。

第三に、中規模程度以上の階層が出し手と

なっていく場合は、こうした経路や先に触れ

た遠方圃場か らの漸次的貸付(あ るいは両者

の併用)が 多いと考え られる。調査事例も示

すように、こうした経路の場合は同一の受け

手に対して比較的まとまった面積での農地流

動となる可能性 ・展望が大きい点が注 目され

る。

しかし第四に、出し手と受け手との結びつ

きル―トそのものは基本的に血縁 ・地縁の枠

を出ておらず、 したがって受け手から見た場

合に面積はまとまっていたとしても圃場分散

の解決には直結 しない。

換言すると、こうした移行型経路が賃貸借

成立の主要経路であるならば、作業受委託発

生の段階で、あるいは貸借に移行するまでの

受委託期間中に圃場団地化へ向けた地域的調

整が必要になるということである。

(2)作 業受委託の発生、現状、今後

現存する作業受委託を発生事由別に分類し、

簡単な概要と借地への移行可能性についての

評価(受 け手の評価を含む)を 記すと以下の

ようである。

第一のタイプが出し手農家の中心的耕作担

当者であった父が死去または重病を患ったこ

とによって作業委託に出されたものが全体20

件のうち4件 ある。すなわちB-1が 親戚

(C-1)か ら受託 している田植え155aは 、

別の受け手に期間貸付もしているが、娘(夫

は会社員)の 耕作意欲が強いので当面全面借

地への移行可能性は小さい。

B-3が 親戚か ら受けている65aの 稲刈り

・施肥+期 間借地は、世帯主は寡婦、長男は

会社員、自宅から遠い圃場20aは 既に借 り入

れており、借地への移行可能性が大きい。

B-7が 親戚か ら受けている65aの 稲作機

械全般+期 間借地は、農協職員のあとつぎが

肥培管理を行なっているが、既に遠方圃場36

aは 借 り入れており、借地への移行可能性が

ある。

また同農家が別の親戚から受けている19a

の稲刈 りは、受け手としては借地するつもり

はあるが出し手が常勤でありながら自作する

意志があるので当面は借地には移行 しないだ

ろう。

第二のタイプは、世帯主本人兼業農家の零

細稲作の作業委託で3件 ある。B-2の 稲刈

り70a、B-6の 田植え30a、B-6の 稲刈

り(面 積不詳)で あるが、今後の展望として

は現在の耕作担当者のリタイヤ 等によってま

ずは第一または第三のタイプのように機械作
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表9太 原中・新観音受け手農家借地の小作料等

業全般の委託となり、その後に借地に移行す

るといったステップを踏むのではないだろう

か。

第三のタイプは第二のタイプの将来の姿 と

も言えるもので、定年退職者あるいは高齢者

による零細稲作の作業委託であり5件 ある。

B-5の50a稲 刈 り、B-6の 稲刈 り(面 積

不詳)、B-7の30a稲 作機械作業全般+期

間借地、38a稲 作機械作業全般+期 間借地、

100a稲 刈り、である。この うちB-5の ケ

ースは出し手自身が2～3年 後には貸 し付け

たい意向を示唆しており、B-7の 機械作業

全般+期 間借地2件 も高齢者単身世帯(70

歳)、 定年退職者(70歳)で あとつぎは身障

者ということで近い将来借地に移行する可能

性が大きい。

その他のタイプが合計8件 あり、 うち6件

は出し手側の一時的な病気や天候不順による
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94年度1年 限りのスポット受委託である。

以上の受委託事例か ら引き出せる特徴は、

まず借地ではなくて作業受委託なのが受け手

の意志によるものは1件 だけであり、基本的

に作業受委託は出し手の側か らの要請で発生

し、借地でないのも以下のような出 し手の当

面の都合にもとついているとい うことであ

る。

第二に、出 し手の主たる耕作担当者が父世

代である(あ った)場 合、そのあとつぎが最

初から農外常勤化 していても本人が動けるう

ちは作業委託にとどまる。それがリタイヤし

たり死去すると当面肥培管理だけで も行なう

あとつぎやその妻がいる場合にワンステップ

として機械作業全般の委託となり、それがな

い場合には直接に貸付に移行する。他方、そ

うした父世代が比較的早 くから常勤兼業に従

事している場合でも、存外に長 く(本 人が作

業できなくなるまでは)機 械作業委託 しなが

ら耕作 し続けていることがわかる。

第三点として、作業受託全20件 のうち11件

が親戚か らのものであり、借地と比べてもよ

り以上に血縁依存の市場であることがわかる。

(3)小 作料と受委託料金の経済分析

① 小作料の支払水準

(ア)小 作料の分布状況と要因

表9は 受 け手農家の水田支払小作料を

高い順か ら並べたものである。稲作用借地に

ついて整理すると、4.8万 円(現 行標準小作

料 ×減額勧告基準の1.3倍 相 当)が2件 ・

9.5%(件 数ベース)、4～4.2万 円(前 期

の標準小作料水準)が8件 ・38.1%、3.7万

円(現 行標準小作料)が10件 ・47.6%、3.5

万円が1件 ・4.8%と なって いる。つま り標

準小作料 はほぼ半分のケースについて遵守 さ

れているが、残 り半分 はそれ以上 とな ってい

る。

こうした分布 は、借 り手の米作付面 積規模

との相関は総 じて観察 されない。 また圃場位

置 との関係で も、揚7件 の単純平均が38,714

円、搦9件 ・39,778円 、干拓3件39,000円 で

あるか らこれにも有意差はない。

次 に標準 小 作料 改 訂(表10)と の 関係

を整理すると表11の ようになる。

まず1983～88年 に開始された6件 のうち、

2件 だけが現行標準小作料(つ まり89年10月

と92年12月の2回 の改訂、それも2回 連続の
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表日 借地の開始時期別に見た標準小作料との比較

表12佐 賀県平坦水田地帯の小作料

引き下げ改訂を経たもの)に まで引き下げら

れているのは2件 だけで、他の4件(4～

4.2万 円)は2回 の改訂のうち最初の1回 分

の引き下げにだけ対応 していて、前期の標準

小作料水準にとどまつている。

次に1989～91年 に開始された5件 について

は、うち3件 はその後の1回 の引き下げ改訂

に対応 して現行標準小作料に下げられている
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が、1件(4万 円)は 開始時標準小作料の水

準のままである。なお残り1件 ・4.8万円に

ついては不明である。

また1992年以降、つまり現行標準小作料が

適用されている時期に開始された9件 につい

ては、うち6件 が標準小作料どおりに設定さ

れているが、他の3件(4～4.1万 円)は 前

期のそれの水準で開始されている。

つまり、利用権、ヤミ小作を問わず、89年

以降の3年 毎 ・2回 の標準小作料引き下げ改

訂に対 して、支払小作料が一期一3年 の遅れ

を呈しているのが20件中8件 あることになる。

引き下げ改訂は確かに実勢小作料引き下げに

インパク トを与えているが、4割 程度につい

てはその下がるテンポがワンステップ遅れて

いるわけである。

ここで県内平坦水田地帯 との若干の比較を

してみよ う。表12は 標準小作料 と実勢小

作料についての市町村農業委員会の報告を県

がとりまとめた資料に、この間筆者が行なっ

た現地調査の事例を加えて表示 したものであ

る。なお農業委員会が報告する実勢小作料

は、実際の実勢小作料を反映して判断された

報告である場合と、標準 」・作料の減額勧告基

準(1.3倍)を 「報告」したと見られる場合

とがあって、注意が必要である。

三日月町の場合、佐賀平坦水田部の小作料

が最も高くなり、全国的にも宮城と並んで最

高水準にあった1985年 と、その後1991年 に実

態調査を行なっている(た だし調査集落は異

なる)。1985年 は当時の標準小作料4.4万 円

であったが、それを大 きく上回る7.2～7.4

万円が事例23件 中3件 でヤミ小作の中では主

流をなし、ヤ ミ小作の下限と利用件設定地の

主流がほぼ標準小作料の減額勧告基準に相当

する5.4万 円であり11件、標準小作料は半分

以下の9件 であった。以上の単純平均 は

55,485円である。

その後の91年調査では、事例11件のうち調

査時点の標準小作料4.2万 円より高い3俵 ・

48,900円 は4件 にとどまり、その他は全て標

準小作料を下回っていた。単純平均でも標準

小作料を下回る38,530円であった(な お、こ

の他に全面受託6件 がありその地代相当額の

単純平均は40,373円 。これもあわせた17件で

は39,181円 となる)。 この間の米価引き下げ、

および80年代半ばまでの高額小作料を支える

重要な要素であった裏作麦の収益性の急速な

低下(後 述)に よる地代支払能力の低下が実

勢小作料の低下に大きく作用したと考えられ

る。

しかし同時に両年の違いには91年の調査集

落が85年のそれと比べると両極分解がずっと

進んだ集落(し たがって貸借の需給関係は相

対的に借 り手側有利の状況)で あるという点

の影響が大きいと考えるべきである。という

のは、91年調査集落での平均小作料は三日月

町農業委員会が報告 した92年度の 「実勢小作

料」よりも低い。また同じく91年に調査した

神埼 町の事例では、調査時の標準小作料
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40,900円 より高い3俵 ・48,900円が13件中半

分以上の7件 あるのに対 して標準小作料が4

件、それ以下が2件 となっており、これらの

単純平均44,180円 の、86年農業委員会報告6

万円に対する下が り方は三日月町と比べて小

さい。この神埼町での調査集落は一方に施設

園芸を持った比較的分厚い専業農家層を擁す

るが中規模兼業稲作農家が多数滞留し、なお

「むら」ぐるみ的性格を生産組織を結成す る

など自作農集落としての色彩が強い、三日月

町で言えば91年調査集落より85年調査集落に

近い性格を持っているのである。

要するに米麦収益性の悪化がこの間の実勢

小作料低下の地域横断的 ・一般的条件をなし

つつ、農地市場を形成する具体的地域での分

解状況の差に規定された農地需給状況の差異

が小作料低下の程度に強い影響を持っている

ようだ、ということである。その点から白石

町の調査地域を見ると、三日月町91年調査集

落ほどには両極分解による少数の集積農家と

多数の貸 し手への純化という状況にはな く、

しかし神埼町91年調査集落と比べると多少 と

も貸 し手市場的状況が緩んできているという

状況を反映した小作料の変化を見せていると

言える。

(注記)1985年 の三 日月町調査 につ いては、

拙稿 「佐賀平坦地にお ける農地流動化 と

地代の存在構造」(花 田仁伍編 『現代農

業 と地代 の存 在構造』 九州大学 出版会

1990年 所収)、1991年 の三 日月町 ・神埼

町調査について は、拙稿 「佐 賀平坦地に

おける生産組織の展開 と構造変動」(全

国農地保有合理化協会 『平成3年 度農業

改良資金貸付状況等調査報告書 一農業生

産組織の構造政策効果 に関す る調査研究

-』1992年 所収) 、においてそれぞれの

分析結果を報告 している。

(イ)現 行標準小作料についての借 り手の評

価

現行の標準小作料について、借 り手農家の

評価を整理すると以下のようである。

標準小作料3.7万 円を 「高い」とするもの

はB--6、B-7の 比較的多 くの作業受託を

している2戸 であるが、いずれも作業受託と

の比較を念頭においている。つまり近年の作

柄不安定を反映して 「平年作8～8.5表 とす

れば3.7万 円は高 く、3万 円が妥当」(B-

6)、 「小作料支払い後の収益と全作業受託

収益とが均衡するためには小作料3万 円位が

適当」(B-7)と している。

標準小作料をほぼ妥当とす るものは3戸

(A-1、B-1、B-3、B-5)、 これ

に 「4.1～4.2万 円という前期のままの小作

料は高い」とする2戸(A-3、A-5)を

加えると5戸 となる。これ ら農家はいずれも

相対的に現在の借地面積が大 きく、また複合

経営として今後あと1～2ha程 度借地で拡大

したいとしている。
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なお標準小作料は安いくらいであるとする

ものも2戸 あった。ただ しBー2は 自身が借

地しているのはいずれもレンコン用で6万 円、

10万円の小作料を支払っており、また 「現在

支払っている4万 円でおおむね妥当」とする

A-2は 裏作の玉ネギ作付を前提としての話

しである。

全体として見ると、米作(な いし米麦作)

を前提とすると現行の標準小作料は借 り手側

から基本的に支持されていると言える。

② 作業受委託料金の現状

現存作業受託の料金について、白石地区の

農業指導者連絡協議会 ・農協生産組合連絡協

議会が作成 している 「白石地区一般農作業賃

金基準表」と比較すると、田植、稲作主要機

械作業全般、および麦刈についてはほとんど

全て基準料金どおりであるのに対 し、稲刈の

場合は基準料金(12,000円/10a)よ り安い

10,000円 の者が3人 、基準料金どおりが2人

と状況が異なっている。

この基準料金は80年代半ば頃か ら引き下げ

られてい る(後 掲表13)。 とくにコンバ

イン稲刈料金は83年度まで10a当 たり19,800

円だったものが84年度に15,000円 に引き下げ

られたのを皮切 りに90年度10,000円 まで断続

的に下げられてきた。また機械田植料金も85

年度まで7,200円 だったのが86年度から下げ

に入 り90年度4,500円 まで引き下げられた。

毎年の基準料金表設定 ・改訂は、農作業労賃

について地域最低賃金をにらんでいるほかは、

コス ト計算等の客観的指標に基づいてはいな

い。その中での断続的な下げの背景は、第一

には米価引き下げ等による米作収益性の低下

に規定されたものであり、第二には地区内の

基盤整備の漸次的完了に伴う機械装備の進展

と現実的作業効率の一定の上昇であると考え

られる。

ただしこれらの要因は、必ず しも直ちに委

託料金低下に結び付 くとは限らないのであっ

て、第三に作業受委託をめぐる需給関係、あ

るいはその下での受託者間競争の程度 という

条件が介在 していよう。92年度か ら主要作業

について若干ではあるが基準料金の反転引き

上げが行なわれたのは、第一、第二の条件を

理由に下げられ続けてきた状態に対する受託

者サイ ドの不満 ・要求を反映 したものである

と同時に、受委託における出し手市場状態が

緩み始めた、あるいは緩まざるを得ないとい

う判断も作用しているように思われる。

料金水準自体の検討は小作料 と合わせて後

に行なうこととして、以下では受託者間関係

の-一局面をなす農協支所主導の収穫作業受託

事業との関連に触れておく。

白石地区農協北有明(北 明)支 所では、実

践協議会という組織が米 ・麦 ・大豆の収穫受

託作業を行なっている。

この実践協議会は水田農業確立後期対策が

開始される1989年に、直接には地域営農加算

を目的として設立された。その背景は、地域

内では野菜複合経営が多いこともあってそれ
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まで転作は大豆のバラ転で対応 してきたが、

個別バラ転作であると転作の超過達成がしば

しば生じること、排水対策不備のために収量

が低迷していたこと、減反強化によって捨て

作り的対応には限界が生 じること、といつた

事情があったため、長い生産調整史の中で当

地域 としては初めて集団転作に取 り組むこと

になったのである。

その際、支所単位の組織化としたのは出入

作の多い地域であるため集落単位ではブロッ

クローテーションが非常に困難なことからで

ある。

設立後、大豆機械作業の集積をはかるた

めに1990・91年 に国の 「水田農業確立推進事

業」による補助を受けて汎用コンバイン2台

を導入 しオペレーター制(農 家から7名)を

敷いた。そして大豆とは時期がずれる米麦の

収穫作業受託も合わせて開始 したのである。

さらに1994年には県単事業を利用して自脱型

コンバイン1台 を追加 した(米 については離

脱粒性品種が多いため、汎用コンバインは適

さない)。 米麦の収穫作業受託は、委託農家

の希望を集落の生産組合長が集約 して農協に

申し込み、農協が作業計画を立てて実践協議

会に指示を出す。1994年度実績は麦40ha、 米

30haであった(94年 度は事実上転作なし)。

この実践協議会の収穫作業受託が部分的に

個別受け手農家の受託と競合関係に立つこと

が、上述の稲刈作業の基準料金割れに関連 し

ているのである。この場合の競合とは、特定

の委託をめぐって直接に協議会と受け手農家

の争奪を意味するわけでは必ず しもないが

(そのような事例は調査では見 られなか っ

た)、 協議会が組織的に公然と基準料金以下

で受託している以上、個別受け手農家はそれ

に合わせざるを得ない、という関係であり、

調査農家のうちでも特に作業受託に積極的に

取り組んできたB-6、B-7な どから明確

な問題提起がなされている。

実践協議会の作業受託事業は、一方で確か

に自らの収支バランスを取るためには一定規

模以上の受託をこなさなければならない(自

脱型コンバイン1台 に関しては約30ha)。 基

本的にこの必要を超えてまで積極的に受託す

る方針ではなく、超過申し込み分は個別受け

手農家に配分(下 請け)す るつもりであり、

少数ながらそうした事例も出ている。 したが

って事業量として個別受け手農家のマーケ ッ

トに食い込む方針ではないのだが、この下請

け配分の際に料金が基準料金ではなく、協議

会の受託料金(稲 刈9,500円 、移動費を含め

て10,000円)で 出す、あるいは一旦委託希望

農家から申し込みを受け入れた以上出さざる

を得ない、という問題もある。

ちなみにこの稲刈料金10,000円 について農

協サイ ドでは、(1)実践協議会開始以前か ら

の、地域での実勢料金下限に合わせたもので

ある、(2)800万 円のコンバインの年間稼働面

積30ha× 耐用5年=150haと すると、償却費

は10a当 たり7,300円。作業時間45～60分/
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10aを2,000円 と評価 して燃料費を合わせて

も10,000円は特に安いとは言えない、という

見方もしている。

いずれにせよ しか し、以上のような農協 ・

実践協議会サイ ドの意向 ・方針も、農協が個

別の受託 ・借地農家の組織化を目的に作った

農地部会を通 じて受け手農家に十分周知 ・理

解されるには至っていない。

既に触れたようにこれまで作業受託に取 り

組んできた受け手調査農家も、作業受託より

は借地を望むものが多 く、また土地集積規模

としても野菜を柱とした複合経営を前提とす

るものが多いので5～8ha程 度をめどとして

いる。 したがつて担い手農家が分厚 く存在す

る調査2集 落はともか く、旧村=農 協支所管

内といった地域 レベルを個別受け手農家だけ

でカバーしきれるわけではないか ら、今後は

組織的な受託機構の必要性は高まらざるをえ

ないだろう。であれば、農地部会と実践協議

会は、あるいは両者をつなぐ第三の機構が、

個別と組織という二つのタイプの受け手の統

一的な調整機能を担 っていく必要がある。

③ ノ]、作料、受委託料金と稲作収益性 との関

係

(ア)標 準小作料と稲作収益性

80年代後半以降の佐賀県平坦部水田農業の

地代支払い能力を見る上で、裏作麦の収益性

が不安定度を増 しながら低下 していることに

留意する必要がある。「麦類生産費調査」佐

賀県平均に基づいてビール大麦の土地純収益

(粗収益 ー費用合計 一資本利子)の 推移 を見

よ う(数 字は労賃を 「農家経済調査」 の北

九州臨時的賃労働賃金-「 切 り売 り労

賃」 一で評価 した土地純収益 Ⅰ、か っこ内は

「毎月勤労統計」の佐賀県調査産業計賃金一

「均衡労賃」 ーで評価 した土地純収益 Ⅱ)。

す る と1986年 が2,462円(-6,019円)、87

年が3,978円(-2,178円)、88年 が13,523

円(7,573円)、89年 が4,511円(-2,225

円)、90年 が5,461円(-1,744円)、91年

が-24,303円(-32,212円)、92年 が2,192

円(-6,090円)、93年 が-2,812円(-

12,166円)、 というよ うに このデータの限り

では80年 代後半か らは水田農業の地代支払能

力に貢献できな くな っている。

そこで稲作収益性だけを見ると、1980年 頃

と比べて土地純収益の作付 規模階層間格差が

拡大 してきている(品 質が低下す ると飼料用

大麦 とい う多量の副産物が出 るビール大麦の

場合 と違 って、稲作では主産物価額ベース)。

すなわち1990年 代 に入 ると規模平均 および

1.5ha未 満層では 「均衡労賃」を確保 しよ う

とすると土地純収益がマイナスに落ち込むよ

うにな って しまい(図3)、 ま た 「切 り

売 り労賃」に甘ん じたとして も白石町標準小

作料を負担す ることがで きな くなっている。

これ に対 して1.5～2ha以 上層 だけが 「均衡

労賃」を確保 した上で標準小作料 を支払 うこ

とが 可 能 にな って い るので あ る(図4)

(ただ し 「米生産費調査」の佐賀県分の限 り
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図3作 付規模別米純収益Ⅱ(3ヵ 年移動平均)と 小作料(白 石町)

図4作 付規模別米純収益1(3ヵ 年移動平均)と 小作料(白 石町)
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では1985-86年 頃までは2ha以 上層がコス ト

でも土地純収益でも1.5～2ha層 以上のスケ

-ル メリットを示していたが、1988年か ら一

貫 して物財費 ・労働時間ともに1.5～2ha層

よりも大きい数値となっており、サンプルが

少数のため地域的差異が反映されてしまって

いるものと推測される)。

この統計値が白石町での階層間収益性格差

の動向を正確に示すとは言い切れないが、既

に述べた、調査農家において80年代後半に増

加 し始めた借地がさらに90年代に入 って急増

するという事実や、借り手農家が全体として

おおむね現行の標準小作料を妥当と評価 して

いることの背景には、以上のような トレンド

が存在すると見なしてよいだろう。換言する

と中規模層までの稲作農家は80年代後半ない

し90年代に入って、地代支払能力の面か ら見

て借り手として積極的に農地市場に登場する

契機を失っていき、そのことが賃貸借市場の

需給緩和の一要因となって実勢小作料が引き

下げ改訂 される標準 』、作料に接近 してきたも

のと考えられる。

こうした過程を通じて、標準小作料は実勢

小作料との関連および借り手農家の受け止め

方の両面か ら規範性を強めてきている。

(イ)標 準小作料と作業料金(全 面受委託の

委託者取り分相当)

受委託作業料金とくに基準料金の位置づけ

を見るために、 「米生産費調査」佐賀県平均

の数値と白石町の平均収量を用いながら、基

準料金とそこでの一般作業労賃単価を前提に

して全作業受委託の場合の委託者取分(地 代

相当とみなしうるもの)を 試算 してみた(表

13)。 料金表には全面委託は掲載されてお

らず、また農家調査でもその事例は見られな

かったが、作業料金(表)体 系の全体的性格

を評価する目安 としてである。

すると1980年代に入ってから、断続的な凶

作に見舞われる前の1990年 まで、既に触れた

作業基準料金の引き下げ基調と一般作業労賃

単価の 「切り売 り」以下的低位(地 域最低賃

金をかろうじてクリアするもの)の ために、

委託者取分が標準小作料を上回る関係が拡大

してい る(図5)。90年 代に入 って断続

的に訪れた凶作 と若干の基準料金引き上げに

よってやや事態に変化が見られる。しかし基

本的に、調査で見たように地域の大半の担い

手農家が現状で経営面積4～5ha、 中期的に

も5～8ha程 度での複合経営としての自立を

志向していること、こうした農家が作業受託

か ら借地へという移行を含めて実際の中心的

受け手でもあることか らすれば、標準 』・作料

との関係で作業料金体系はやや低すぎると言

える。基調 としては引き上げ含みで、作業受

委託基準料金についての一定の客観的コス ト

と現実の受け手のあり方を踏まえた再検討が

必要となっている。

4ま とめと課題

白石町では、相対的に多数存在する認定農
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表13 白石町農作業委託料金、全面委託者取分(試 算)、 および標準小作料の推移



図5全 面作業料金 ・同委託者取分(試 算)と小 作料(白 石町)

業者的担い手農家の大半が水田野菜複合経営

として展開してきており、またそのような経

営として自立を志向している。1980年代後半

から米作付規模階層間の収益格差拡大を背景

としたこれら農家の耕作規模拡大 もこの線上

のものであるし、少なくとも中期的には今後

もそうであろう。

そうした受け手農家の規模拡大過程におい

ては、兼業農家等か らの農地集積は兼業従事

者の離農 に伴う直線的な貸付によるものはむ

しろ少数で、大 きくは二つのバラエティの段

階的経路を辿るものが半ばを占めていた。す

なわち一つはあとつぎ世代が農外就業に専念

した後も父母世代または妻が耕作 を続けるが、

その耕作担当者の高齢化等によってまず作業

受委託が発生 し、次の段階でその父母の死去

を契機に貸借に移行するという経路である。

もう一つが同様に主な耕作担当者である父の

死去等によって、自宅周辺の圃場は母または

妻が耕作を継続 しつつ離れた圃場からの部分

的貸借に移行していくというものであり、ま

たしばしば部分自作について作業受委託を伴

う。

つまり出し手側の耕作が内容的に(部 分作

業委託)、 あるいは空間的に(部 分貸付)、

複数のステップを経ながら賃貸借に移行 して
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いくということであり、いずれにしても一定

の時間をかけて進行することになる。 しか し

これは半面では面積としてはまとまった賃貸

借に結実することをも意味 しており、 したが

って農地の集積、担い手農家の規模拡大を図

る上で作業受委託は少なくとも中期的な見通

しの下に戦略的に位置づける必要があること

が明らかになった。

これは次のようなことを含意する。第一に、

部分作業受委託についても賃貸借それ自体並

みに担い手に集積 して行くような誘導策の対

象に据えられなければならない。第二に、耕

作単位、集積農地の団地化を図るための配慮

・調整は作業受委託発生の段階あるいは賃貸

借へ移行するまでの受委託期間中にも行なわ

れることが望ましい。第三に、これらを進め

て行 くためにも、賃貸借および賃貸借以上に

大半が血縁 ・地縁の枠内にとどまっている作

業受委託における出し手と受け手の結びつき

ルー トを広げることが必要となる。

既耕地経営か らの規模拡大や分解のはけ口

(分家、次 ・三男対策)の 土地基盤をより地

先への干拓に求めてきた歴史が集落を越えた

出入作を広範に生み出しているこの地域では、

こうした課題は旧村=農 協支所といった広が

りにおいて捉えられる必要がある。そうした

広がりを対象とした、作業受委託と賃貸借を

一体的あるいは総合的に推進 しかっ調整する

組織化、ない し機構づ くりが課題なのである。

こうした課題への当面の手がかりはやはり

受け手農家の組織化を進めつつある支所単位

の農地部会であろう。この農地部会を核にし

つつ、他方の受託組織である支所実践協議会

を加えた個別と組織の二種類の受け手を含む

包括的な調整機構を仕組む必要がある。こう

して受け手サイ ドの体制を整備す ることを通

じて次のような具体的課題に取り組むことが

考えられる。

すなわち、(1)委 託なり貸付の 「出し」を

出来るだけ集約 し、(2)そ れを圃場の所在等

を勘案 して個別と組織の受け手に配分ないし

結び付け誘導する。賃貸借について農地保有

合理化法人の中間保有 ・集散機能がここに組

み込まれるべきことは言 うまでもないが、作

業受委託についても類似の機能が求められて

いる。そして、(3)そ れらの調整を通 じなが

ら作業料金についても 「一物二価」的状況を

解消する(プ ール方式 もその一手段であろ

う)、 などである。

大半の担い手農家は水田園芸複合経営 とし

て存在 しているという構造の展望について最

後に若干付言 しておくと、こうした複合経営

も将来的には園芸部門と米(麦)部 門とに分

化せざるを得ないという研究者サイ ドの見方

もある。 しかし主として稲作の大規模化 ・コ

ス ト低減の必要性や園芸部門の労働集約性か

らそれを説くのと、実際の担い手農家がこれ

ほどの米作経済の現実的将来不安=リ スクを

犯 してそうした道を選択するかとは別問題で

あるように思われる。
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その点で調査地域に引きつければ、現在支

所農地部会に組織されている農家約25戸程度

が平均8haの 経営を行なったとして計200ha

(10haと して250ha)で あり、確かに支所管

内水田面積約700haを カバーしきれない。 し

かしそこから直ちに園芸部門と稲作部門との

分化、後者の担い手としては受託組織(実 践

協議会)か ら紗織経営体へ、という単線的展

望を描 くのではなく、受託組織を補完的に位

置づけつつも、担い手複合経営の層を厚 くす

ることが重要ではないだろうか。
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農家の皆さんに多大のご協力をいただいた。

また農家調査には、木村務氏(西 九州大学)、

ノ]、林恒夫氏(佐 賀大学)に 参加 していただい

た。記して深 く感謝 したい。
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付表1995年3月 佐賀 県 白石 町太原 中 ・新観音集 落調査 農家 総括 表


