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1.地 価下落と北海道の農地の流動状況

北海道の水田の地価 と水田の売買量との関

係を、図1に より最近の状況までみてみよう。

水田の地価が低下 してきた北海道において、

水田の売買量がどのような動きを示 したかが

ここでの関心である。地価は中田の価格で表

示され、売買量は水田の有償 ・自作地 ・所有

権移転面積であらわされており、1972年(昭

和47年-以 下略)以 降94年 までの動きが図1

の上段の図の黒丸で示されている。

82年以降94年までの水田の賃借権の設定面

積は、図1の 下段の図の黒丸で図示 してある。

設定面積のみを統計から区分 してとることが

可能なのは77年以降であるが、賃借権設定面

積は81年以前は年間1,000ha以 下の低い水準

であったため、1,000haを 超えるようになっ

た82年以降のみを図示 した。

地価は82、83年を ピークにして低下し、現

在でもまだ下げ止まっていない(図 の94年価

格は372,000円 、その後は95年367,000円 、

96年365,000円 と低下 し続けている)。 水田

の売買量は94年まで図示 してあるが、地価の

みが下落 して売買量はそれほど増加せず、む

しろ横ばいないし縮小気味のようにみえる。

一方、賃借権の設定面積は地価下落の80年

代後半以降に急激に増えて、2,000ha強 か ら

6,000ha弱 へと約3倍 に増加 し、かつその面

積は売買量を大きく追い抜いた。北海道で賃

貸借が売買を上回るのは今や畑において もみ

られようになった。

地価が下落傾向にありながら、売買が主流

にな らないのは、支払可能な買い手がいるに

してもまだ地価が下がると予想 している場合

は、地代に比 して現在の価格がたとえ有利で

あったとしても、貸貸借に当面は重点を置く

ためである。買うことが可能な農家 ・農場が

あるとしても購入者として市場にあ らわれな

いので、さらに価格が下がることが予想 され

るか らである。また土地購入その ものが不生

産的投資だと考える経営者 もあるか もしれな

い。

なお農地を手放す側からいえば、む しろこ

の条件のもとで有利な貸付を選択するために、

貸付が増え地代が下落 していずれは地価と均

衡するのではないかという反論があるかもし

れない。 しかし北海道の場合、借金の清算の
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図1北 海道の水田の流動化と地価動向の推移

ための売却や、離農するにしても通勤兼業の

形態が一般的ではないので売却 して資金を作

りたいという希望が多い。そのため、農地の

出し手としては売却を選択するものが潜在的

に多いと今で も考えられる。価格に比 して小

作料収入のほうが有利だと判断し、出 し手が

貸付を選択することは考え られるが、 しかし

それは離農後に安定的な収入があったり、ま

た清算すべき借入金が少ないという、限られ

た条件の出し手であって、多 くは一刻 も早く

売却 しなければな らない圧力を受けているも

のと思われる。地価をさらに押 し下げる力は

強いのである。売り手積極的 ・買い手消極的

であ り、地価先高期待のバブル時とは逆の現
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象である。

売買による農地流動化が上層への移動とい

う形で階層性を持っていることは、図2で み

ることができる(な お賃借権設定の階層性に

ついては図を略すが5haを 境にしての上層の

借入超過、下層の貸付超過となっていて、売

買 と比べて分解層が一段低 くなっている)。

過(す なわち1年 以上保有の土地ス トックを

かかえている)に なっているが、購入の際は

合理化法人が一括 して大面積を受け取ること

ができることを意味 している。規模の大きい

農家の離農による農地の一括売却を、合理化

法人は受けとめることが可能なことを示して

いるのである。分割売 りを避けることができ、

図2経 営規模別にみた農地の譲受または譲渡超過面積

ただしこれは田畑合計の数字であり、 しか も

農業生産法人を除 く法人(こ れは農地保有合

理化法人を意味する)の 項目が図にあるよう

に別に計上されているので、合理化事業の介

入による農地移動の階層性の影響がよく判 ら

ない。そのため表1を 用意 した。これによる

と、合理化法人が譲渡人の場合も譲受人の場

合 も、いずれ もその他の場合よりも1件 当た

りの面積が大きいことがわかる。現在の時点

では合理化法人は前掲の図2に よると譲受超

また売却 も、購入より1件 当たりの面積がや

や小さいことが示されてはいるものの、個人

が売却するよりも大きい面積で譲渡 している

ことが判る。このことは、農地保有合理化法

人 として従来から活動 してきた、北海道農業

開発公社の売買が持つ階層性の性格を示すこ

とになろう。1件 当たりの大面積の移動に積

極的に介入することで、農地の零細 ・分散化

を避け、規模拡大に貢献 していることの証明

になるだろう。
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表1平 成3、4、6年 度北海道における自作地有償所有権移転の譲渡事由

別か らみた合理化法人の1件 あたり面積の大 きさ

(面積を件数で除 して求めた数値)

なお畑地の利用権設定面積は、売買量を90

年までは下回 っていたが、91年 は設定量が

11,906haと 売買量の11,686haを 初めて上回っ

た。しかもこの傾向は92年以降も続いていて、

これは注目すべき事実だと考え られる。

というのは地価の低い北海道(地 代に比べ

て相対的に売買が依然 として有利なことを指

すが、『平成5年 度農業白書』でも 「実勢価

格に対する収益還元価格の倍率が全国平均と

比べて高い水準にあり、買い入れ条件が有利

である」-3章1節-と 述べている)で 、賃

貸借の面積が水田でも畑でも売買量を上回る

のは、府県の傾向 と同 じ性格のものとしてと

らえるべ きではなく、むしろ別の論理として

把握すべ きだと考えられる。府県の場合は、

農地価格が他の用途の土地価格上昇の影響を

受け、農地の地代に比 して相対的に高いため

に、賃貸借が農地流動化の主流になっている

という論理だが、北海道では結果は同 じだと

して も、異なる論理が働いていると考えられ

る。階層性を伴 う農地流動化では同 じだが、

違 った背景を考えてみる必要があるのである。

2.地 価下落と北海道農業開発公社の事業の

大きさ

地価の先安を予想する買い手が多ければ、

極端にいえば、底無 しの地価下落になりかね

ない。 もちろん、地価の安いほうが一般的に

いえば農業の発展には望ましいといってよい

だろう。地価が高いことを望ましいと主張 し
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ているのではない。だがそれは農業収益なり、

農業地代と地価 とのバランスが成立 している

という前提があっての話であり、北海道の地

価がそうした前提を もとに成立 したものであ

るかどうか、検討する必要があると思われる。

地価の下が り過 ぎということが もしあるとす

れば、まさに公社の役割が農地の流動化の面

だけではなく、地価水準の誘導という面でも

大いに期待されることになる。その公社の活

動内容を検討することで上記の問題を考える

ことにしたい。

現在の北海道の水田の農地市場をみてみる

と、売 り手は、借入金のない、後継者のいな

い 「売 りやすい」農家が主体となっていて、

成立価格はきわめて安い。融資 している農協

などの金融機関は、離農を勧告 している過大

負債経営に対して、売却をすすめる。

そのため農地の売 り希望は強い。 しか し実

際に売買はなかなか成立 しないので、数少な

い取引で成立する地価はさらに一段 と安 くな

る。その動きをみて、自作地の隣接地といっ

た特別に確保しなければならない位置にある

土地は別として、大部分の農地に対 して、規

模拡大農家 ・農場は手を出さない。下げ止ま

るまで待っている。そして今はむしろ借地で

対応 しているのである。地価がどこまで下が

るか判 らないときには、借地料 と比べて地価

が相対的に有利だといっても、あえて購入に

手を出さないのである。この点が、府県の借

地主体の農地流動化の論理とは大きく異なる

ところである。

こうした状況下で、農地の所有権移転にか

かわる農地流動化に大きな役割が期待される

農地保有合理化法人の動きはどうであろうか。

北海道農業開発公社は全国の県レベルの合理

化法人のなかで最 も活発にその事業に取 り組

み、実績を上げている公社である。その公社

が、地価下落のもとで、農地の流動化に果た

している役割をみておこう。

表2は 公社の農地保有合理化促進事業によ

る農地購入量 ・売 り渡し量と北海道全体の農

地の売買量とを対比させたものである。田畑

別に合理化事業による購入量 ・売 り渡 し量の

割合も示 した。自作地有償所有権移転面積に

は当然合理化事業分を含むが、この合理化事

業分には購入量だけではなく売り渡 し量 も含

む。だからこの表で示されている%を 合計す

ると、売買土地市場に占める公社の シェアが

つかめるようにみえる。 しか し個人間の売買

は1回 とカウントされるので、公社が時間を

おいての購入と売渡をそれぞれ1回 とみなす

のは、過大なシェアになりかねない。む しろ

長期にみて、合計 した%の 半分こそがより実

態に近いシェアであろうが、 ここでは合計の

%を まずはみておこう。

表に示されているように、当初か ら畑の購

入での合理化事業の割合が高 く、水田は面積

の絶対量でも売買全体に占める%か らいって

も、ウェイ トが低かった。 しかし水田は昭和

63年から急速に増え始め、割合も水田の売買
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表2北 海道の農地の売買量に占める北海道農業開発公社の購入量と売渡量の割合
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量の3分 の1を 上回る大きさになっている。

畑 とほぼ同じ水準か、あるいはそれを超える

シェアを上げるようになっていて、平成4年

では64%の 水準にまできている。

しか し平成5、6年 になると、購入量は減

り、む しろ売却量が増えて購入量を上回るよ

うになっている。中間保有の面積の中か ら公

社 として売却する年限に達 している面積が増

加 しているのである。

この説明としては、昭和63年(1988年)か

ら始まった担い手確保農地保有合理化促進特

別事業の役割が、とりわけ水田には大きいこ

とをあげてよいであろう。そして5年 間の貸

付期間が終了 した面積が増え始め、これ らの

水田を順次公社が売却する過程に入っている

のである。そ してこうした売却面積以上には、

公社の買い入れが増えていないことに注目し

ておく必要がある。 しかも水田の公社による

買い入れ面積の絶対減だけではなく、水田の

売買市場に占める購入のシェアの低下がみら

れるのである。平成5、6年 のシェアはいず

れ も22%の 程度である。

ということは道全体の水田の売買面積が平

成3年 の4,300haの 最高水準に達 した以降は、

全般的に売買面積が縮小する中で、公社は購

入の量を絞っているとみられるのである。 こ

のことの意味は、公社が購入 しても借り手 ・

買い手があらわれる可能性が少なく、購入 し

ても規模拡大経営のより一層の拡大に貢献す

ることが難 しい、と公社が判断せざるを得な

いような水田が増えてきているとみ られるの

である。もちろん資金が必ず しも潤沢ではな

いなか、公社が購入する水田を限定 している

ことも考えられるが、限界地にある水田や、

過疎化が進行していて集落か らかなり遠距離

にあるような位置上の不利性が大きい水田、

あるいはほ場整備等が行われていない水田、

さらには分割売 りのような公社としては購入

しにくい水田の売りが増加 している状況もみ

られるようである。もちろん22%と いう数字

はかなり大きな意味を持つ数字であるので、

今後 も公社の活動に期待するところ大である

が、しか し購入できる水田が限定され始めて

いることも強調 しておこう。 しか し表2の

平成7年 をみ ると、公社の水田、畑の購入

量は一気に増えている。表にはのせなかっ

たが、平成8年 は公社の水田の購入、売渡は

1,976ha、740ha、 畑は3,869ha、1,994haで あ

り、大いに増えている。さらに分析が必要で

あろう。

もうひとつの説明としては、米作農家の離

農率の高さである。図3に みるように、田作

の離農戸数は依然として高い水準にある。こ

うした事情が水田の売買量を高め、そのかな

りの部分を合理化法人が買い取っていること

になる。

これだけの売り圧力のもとで、公社が積極

的に買いに出なければ、さらに地価が下がる

か、賃貸借に一層重点が移るか、あるいは農

地の分散売りが多 くなるか、いずれにしろ水
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図3経 営形態別離農戸数の推移

田の売買量はそう大 きくなることは期待でき

なかったであろうし、また一層の地価下落が

あったと予想せざるを得ない。 「公社がなか

りせば」ということを考えれば、所有権移転

で公社の果た した役割は大きかったのである。

しか しそうした公社の活動の中で、どのよう

な特徴があるのか、さらに検討を加えてみよ

う。

3.農 地保有合理化法人とその事業にみられ

る特徴

利子率を上回る上昇率を持った地価上昇時

には、公社は売買市場に介入 しやすい。確実

な上昇が期待できるとすれば、今すぐに買い

手がみつからなくても、後にみつけることが

可能である。基本的に売り渡 し地価を、購入

原価プラス低めに設定された利子や所定の事

務費で算定する公社方式で計算すれば、いく

らでも買い手はありうるのであり、その中で

一定規模以上の最 も望ましい買い手を公社は

選択することができる。しか も時間をかけて

団地化し、あるいは団地化のための交換材料

としても使い、地域の担い手に優先的に売り

渡す方式をとることができた。合理化法人は

先買い権を持 ってはいないものの、地域の農

地市場で一定の意味を持つことができたので

ある。

しかし、地価下落時は難 しい。売 り手とし
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ては大いに合理化法人に期待するものの、合

理化法人は原価および若干の事務費等を上乗

せして売り渡すとなると、その時の売 り渡 し

価格は時期がたつほど売 り渡 し時期の実勢価

格を上回ることになりかねない。事業を行 う

としても、公社の農地購入時に買い手が既に

決まっている物件に しか手が出せず、瞬間タ

ッチのように 「介入」するしかないのである。

しか し公社の合理化機能には、農地の集団化、

そして望ましい担い手育成の機能があるか ら、

農地を一定期間保有しておくことが期待され

ている。

事業の仕組み方が、93年に変わっており、

これから説明するのはそれ以前の状態を基本

としている。93年以降は基本的に2つ のタイ

プに整理され、特別事業を主体 として事業関

連夕イブを含んだものと、担い手育成タイプ

を主体として中山間事業を取 り込んだものと

に分けることができる。そ して国からの100

%無 利子借 り入れの旧特別事業はなくなり、

その他の事業もすべて国が10分の7、 府県が

10分の3(北 海道においては、道が1.5)に 統

一され、助成の仕組みは変わった。 しか し実

質的に変わったのは助成のみであり、対象物

件の条件や売り渡 しの相手の要件等々は大 き

くは変化 していないので、従来の表を使用 し

て説明しても、問題はないであろう。

しかしその後も制度は時代に対応させて変

化 してきており、1997年 時点での農地保有合

理化事業の事業種類としては、以下のように

なっている。
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本稿に関係するものとしては、農地保有合

理化事業の農地売買等事業で特別事業に属す

る担い手育成タイプ(担 い手育成型)-後 掲

表3の 担い手確保農地保有合理化促進特別事

業に対応する-と 担い手育成タイプ(中 山間

地域型)一 後掲表3の 中山間地域農地保有合

理化促進特別事業に対応する-が あり、その

後、95年からの経営転換タイプと97年から5

年間の時限で導入された長期貸付農地保有合

理化事業が加わっている。

経営転換タイプは、地価下落の際の価格差

損について全国農地保有合理化協会の農地保

有合理化法人機能強化事業で補てん しようと

するものである。公社の農地買入価額から売

渡価格を控除した額の10分の9(10%を 超え

る場合は、10%を 上限)と して差損を補てん

する。従って、機能強化事業による差損補て

んは公社の買入価額と売 り渡 しを受けるとき

の売渡価額との差損分の10分 の9の みであり、

予定買入農家が借入期間中に公社に払 う賃貸

料等を財源に積み立てる価格変動準備金が用

意されていることが助成の要件であるが、こ

れ らをもって対応する。そのため、借入期間

中の賃貸料収入をためこんだものを売 り渡 し

時に戻す担い手育成タイプ-こ の内容につい

てはこの後の叙述を参照 してほしい一と、機

能強化事業による差損補てんがあるために公

社に一定額を積立てた分は戻ってこない経営

転換タイプのどちらが有利か、購入を希望

する農家、経営体は一定の予測(主 に予想

地価下落の幅 とためこむ賃貸料収入の大 き

さとの関係-細 かくいえば金利動向も関係す

る一)を もとに、特別事業に参加す る入口で

選択を迫 られることになる。

さらに平成9年 に新設 された長期貸付農地

保有合理化事業は、従来の貸付期間が原則と

して5年 以内となっており、資本蓄積および

借入金返済の期間としては短いとの批判を う

けて、経営が軌道にのるまでの長期間(10年

間)貸 し付ける方式を、新設 したものである。

ただしやむを得ない事情があるときは、知事

の承認のもと1回 に限り最大5年 以内の貸付

期間の延長が可能である。この事業では貸付

期間中の貸付料収入は農地買入農家の借入金

の元本償還に充当されるが、20年か ら25年程

度の長期貸付を考え、その充当部分で農地価

格のカバーを期待 していた筆者にとっては未

だ十分な長期とはいえないものの、それで も

大きな改善である。重要な改善の第一ステ ッ

プだと考え られる。

表3に よると、特別事業のうちの所有権に

かかわるものは、公社が保有する期間は借 り

手に対 して使用貸借の条件(す なわち小作料

は取 らない)で 貸 し付けているのだが、北海

道では、昭和47年の発足から63年までは売 り

渡す相手のみから経費として買い入れ価格の

5%(3年 で5%、5年 の集合型では6%)

を取 っていた。 しかし平成元年からは売 り手

にも負担させようと、売り手は買い入れ価格

の2%、 公社が売り渡す相手か らは売 り渡 し
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表3農 地保有合理化促進事業(北 海道の事例)の 一覧
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時に1.5%、 保有管理として毎年予定の売 り

渡 し相手から買い入れ価格の0.5%、3年 間

なら1.5%、 総計5%を 諸経費 として受け取

っている。

だが問題は特別事業の予定保有期間として

の3年 間の間に、地価が下落 したときにどう

するかである。周辺の地価が下落 しているの

に、3年 前の公社の買い入れ価格を基礎 とし

た売却価格で購入者は買い入れなければなら

ないから、一時貸付者(使 用貸借)が 予定の

売 り渡 し相手であるにせよ、逃げられてしま

う恐れがある。もっとも売り渡 し相手が買い

入れ時の時点で明確に決まっていれば、なぜ

すぐ売り渡さないのかと問われるかもしれな

いが、3年 間の売 り渡 し相手の経営の充実 ・

買い入れ能力の拡大を、その間、公社は期待

しているのである。

その引き留め対策として公社が考え出した

のが、予定買い入れ価格の20%を 予定売 り渡

し相手が申し出て、農協に農用地流動化積立

金として積み立てることである。一括払いで

もあるいは毎年に分割 してもよいが、考えと

しては小作料としてとらえ、公社名義で積み

立てるのである。20%の 根拠は、農地取得資

金が農地価格の8割 まで しか貸さないために、

残りの2割 を今か ら積み立てておこうという

ものである。この20%分 を、買い手の確保手

段に利用するのである。農地の借り手 として

も使用貸借期間の3年 間は公式には小作料を

払う必要がないか ら、この分を別途ためこむ

というように考え、その分が返って くるので、

その分以内なら地価が下落 しても耐えきれる。

公社の売り渡し価格から3年 分の小作料をマ

イナスした価格が、そのときの実勢価格を下

回っていれば、買い取 りを拒否する必要はな

いのである。

道庁の農地調整課の情報では、92年 の水田

の実勢小作料は10a当 たり22,061円(89年 の

標準小作料は22,950円 、92年 のそれは面積加

重平均で22,202円)、 農業会議所の92年の水

田価格は394,000円 、89年の価格が415,000

円(な お3年 間使用貸借 して3年 目の秋以降

の価格を適用することになると思われるので

92年のそれを使用 した)、 その差は21,000円 、

3年 分の実勢小作料は金利をみないで66,183

円、これなら十分に採算が合 う。もっとも地

価の下落率が高かった86年 と89年との差をみ

ると87,000円 となるか ら、今の小作料でみる

と合わない。ただ し当時の小作料は今よりも

高いか ら、そのときの小作料で検討すること

が必要だが。

そして、地価下落に対抗 して、貸付期間中

に一定の金額を積み立て、それを戻す方式を

正式に制度 として取 り入れたのが、担い手確

保農地保有合理化促進特別事業であり、また

それは評判が高いのだが要件が大規模な北海

道のみに向いているので、府県にも適用 しや

すいように直したのが中山間地域農地保有合

理化促進特別事業である。表にみるように、

特別事業は売 り渡 し先の相手の要件として権
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利取得後の経営面積が目標経営面積を超える

ことになっているが、担い手事業は公社が購

入する時点で、基準面積を超える農用地でな

ければならないとしている。購入の入り口で

既に厳 しい要件をつけているのであり、市町

村の基準面積はほぼ市町村の平均経営面積で

あるため、かなりハー ドルが高い。担い手事

業は大規模な農地の売却でないと公社が買い

たくても買えないのである。それに対 して中

山間事業は、購入が基準面積の30%、 売り渡

し要件 も、担い手事業が目標経営面積である

のに対 して、基準面積でよいとしている。

この担い手と中山間の両事業では、北海道

農業開発公社では、その当初から保有期間

中は予定売 り渡 し相手 と農地を賃貸借関係

におき、購入価格の3%を 毎年の小作料とし

て取る(な お92年の価格394,000円 の3%は

11,820円 だか ら、実勢小作料の約半分という

低い水準である)。3%に した根拠は明確で

はないが、農地取得資金の3.5%の 金利水準

よりは低 くしたいということであったらしい。

なお諸経費 として買い入れ時に売 り渡 し人

から買い入れ価格の2%を 取っている。通常

5年 間を保有期間としているので、5年 間で

15%が たまるが(こ こでは金利を含めると面

倒な計算になるので金利分はみないで考えて

おこう)、 このうち4%は 管理費として、残

りの11%は 予定どおり売り渡 しができれば、

これを何 らかの形で、この金額を払ってきた

予定売り渡 し相手に戻すことができる。なぜ

なら、買い入れ資金は表にみるように、国、

道、地元市町村、農協連が利子負担 し、管理

経費や所有権移転にかかわる費用は2%と4

%で 負担できるか ら、5年 間の小作料のうち

11%は 戻す ことができるのである。

しか し問題はこの11%が5年 間の地価下落

分を上回るかどうかである。既に3割 に近い

農地市場への公社の介入率が効果を発揮 して、

11%以 内に抑え込んでいるかどうかである。

昭和63年 に購入 した担い手事業の農地が平

成5年 の秋から売 り渡され始めた。現在では、

借り手たる予定売 り渡 し相手のなかではさら

にもう5年 間の賃貸借を望む声が多いのでは

ないかといわれている。実際には93年予定の

特別事業の売 り渡 し結果は、予定売り渡 しの

9割 の面積が買い取られたのであり、残 り1

割の面積の売 り渡 しが6年 目以降に延ばされ

ることになった。5年 間では購入することが

難 しかったのか、あるいはちょうど5年 目の

93年産の米がたまたま凶作になったという特

別の事情によるものか、この点は定かではな

いが、 しか し1割 の買い入れ延期はそれなり

の意味を持っているように思われる。 このこ

とが前述 したような長期貸付農地保有合理化

事業になったと考えられる。

4.買 い入れ原価売渡方式と土地価格統計

土地価格をわれわれは資料からそのまま引

いて利用 しているが、最近の農地価格には特

別事業による売 り渡 しのケースが既に含まれ
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ているはずであり(特 別事業の売 り渡 しは既

になされているし、担い手事業は93年から始

まっている-な お中山間事業による売り渡 し

は96年以降になる)、3年 前の公社の買い入

れ価格をベースとした特別事業による売り渡

し価格(概 して周 りの実勢価格よりも高い)

も、92年度の売却なら92年の平均価格を構成

しているはずである。すなわち公社の売り渡

しがあるおかげで、その分、公表される農地

価格は実勢価格よりも高めになっていること

も可能性として考えられるのである。という

ことは、地価下落率は表や図が示すよりもも

っと大きいということがいえるかもしれない。

担い手事業や中山間事業による売り渡 しが始

まり、これから増える状況になると、公表さ

れる地価統計は、公社の市場介入の割合が強

い北海道では、ますますバイアスがかかるこ

とになる。公表地価を利用するときに、今後、

注意 しなければならない点である。こうした

バイアスが地価を評価する各市町村の農業委

員会の地価報告にどの くらい影響を与えてい

るかはよく判らない。むしろ逆に、担い手事

業が買い入れ対象にしないような、中山間や

零細な農地の売買価格のほうが重視され報告

されているかもしれない。 この点は今後の調

査テーマであろう。

なお11%の 戻し方については、公社として

は地価の差損措置を約束したものではなく、

簡易な土地改良をして土地の価値を高める形

で現物として戻す ことを望んでいる。あるい

は環境整備の形でも土地に投資する形で戻す

ことを公社は希望 している。どうしても現物

として戻す方法がないときに、売 り渡し価格

(5年 前の買い入れ価格がベースになってい

る)プ ラス11%分 の現金という形になるとい

われている。

貸付期間中の借入れ者か らの小作料の取 り

かた、その水準、そしてその戻 し方について

は、県によって異なり、一概には言えないの

だが、ここでは例えば標準小作料でまず考え

てみよう。北海道の1989年 の面積加重による

平均標準小作料は22,777円 、これの5年 分は

(利子をみていないが)113,885円 になる。

これだと、経費として取られる買い入れ価格

の4%(例 えば10a当 たり1987年の479,000

円ならば19,160円)を 差 し引いて94,725円 、

1987年の価格479,000円 からそれを差 し引く

と384,275円 、5年 後 の1992年 の価格 は

394,000円 だから、標準小作料5年 分で実勢

価格より1万 円低いことになり、実勢地価に

対抗できることになる。

しかし、実勢小作料に相当する分を取ると

地価下落に対抗できるが、それは純収益分を

すべてのみ尽くして しまうことになる。いず

れ買い手(今 の借 り手)に 戻るか らよいのだ

とすれば話は簡単だが、場合によつては合理

化法人の扱い量が市場動向を左右するほどの

大 きさだと、毎年の地価下落率を地価の地代

利回り水準に近づけさせる効果があるかもし

れないから、公社が取る率は慎重に決めなけ

39



ればならないだろう。

しか し、 しょせんは、借 り手(5年 後の買

い手)の 財布から出ることに変わりはなく、

今の借地期間中に安い小作料を払 って残余を

蓄積するか、あるいは高い小作料を払って後

で戻 してもらうか、の違いである。問題は、

実際の地価下落率がどのように推移するかで

あり、その間経営はどの程度の蓄積ができる

かである。

しか し言えることは、合理化法人のこうし

た事業が地価下落時に影響力を持ち始めてい

るといっても、しか し十分なものではないこ

とである。農業経営の規模拡大や団地的農場

の形成 も含めて、農地の流動化に農地保有合

理化法人の役割は益々期待されているが、地

価下落時の公社の差額負担への公的負担の資

金枠をさらに拡大 して、買い手 ・借 り手市場

のメリットを具体化させることが求められて

いる。こうしたなかで、大規模ほ場の導入と

いった土地基盤整備 も、農地流動化と連動さ

せることが可能になると思われる。

こうした新 しい農政のもとで、日本で最も

農地の流動化が進み、規模拡大の優等生であ

る北海道で、地価下落の動向と公社の介入に

よる管理された農地流動化が今後どのように

展開し、どのような問題点を持つか、さらに

研究を深める必要があろう。

5.合 理化事業による水田買い受け農家の状

況

公社の活動の実際の動きをみるため、平成

5年 度から7年 度にかけて公社から水田の売

り渡しを受けた農家108戸(郵 送で送付 した

のは調査対象件数164、 実農家数158戸 であ

り、回収率は66%)の 郵送によるアンケー ト

調査の結果をみておこう。北海道農業開発公

社の依頼で調査が行われたものであり、報告

書としては平成8年3月 『デフレ傾向下の農

地保有合理化事業の役割とその加速的推進方

策に関する調査報告書』に分析結果がのせ ら

れている。 この108戸 のアンケー トについて

は、同報告書とは別に、早稲田大学大学院経

済学研究科大学院生、東條勝洋 ・樋口葉月の

両君が独自の集計で分析を加えており、成果

として同大学院応用経済学専攻経済政策専修

(堀口研究室)研 究報告『農地保有合理化事

業により農地を購入 した経営の経営状況 とそ

の評価一北海道農業開発公社から水田の売 り

渡 しを受けた農家108戸 の郵送調査票の分析

一』が平成9年7月 に公刊される予定である。

ここでは両君の集計した図表をさらに加工 し

ながら、平成5年 度から7年 度にかけて農地

保有合理化促進特別事業の 「担い手確保 タイ

プ」により公社か ら水田を買い入れた農家の

特徴点をつかまえておこう。

回答を得た農家の支庁別 ・経営耕地(水 田

のみ)規 模別の分布は図4に あるように、空

知支庁、それも10～15ha層 が主である。原則

5年 間公社から借 り受けその後売却を受けて

いるので、借 り受け前(規 模拡大前)と 現在
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(借 りて後に買い受けた現在)と を戸別にプ

ロッ トした図5で みると、この間の拡大 した

面積の大半は公社か らの買い受け分 とみられ

るので、図中の実線か ら上にシフ トした分が、

それぞれの農家が拡大 した面積だとみられる。

ha前後の農家 もみられ、また5ha規 模ないし

それ以下であったものが10～15ha規 模に拡大

していて、拡大前の2倍 ないし3倍 の面積に

至 っているもの もある。図中で ×-×-× の

線で表示 したのは拡大前の面積の2倍 の面積

図4支 庁別経営耕地規模別分布

農家によってバラツキが大である。大 きな面

積を買い受けたところでは最上段の点線に沿

っている2戸 が15ha分 拡大 しており、小さな

面積の買い受けでは実線に近い数ha規模の拡

大農家も多 くみられる。大半の農家は実線と

その上の2本 目の点線との間、すなわち10ha

分までの購入規模、特に5haか ら10haの間の

面積を多 く買い受けていることがわかる。借

り受け前(規 模拡大前)の 規模が大 きい農家

は買い受け面積がやや大きい傾向があるよう

にみられるものの、 しか し例外 もあり、当初

20haの所有規模でその後に拡大 した面積が5

に拡大後なった農家を示すためであり、この

線を上回れば2倍 を超えることになる。こう

した2倍 ないし2倍 以上に拡大後なった農家

は当然に規模が もともと小さかったものに多

いが、特に5～10ha層 だった農家に多いこと

が判る。

表4は 年度別の農家の平均購入面積と平均

価格である。み られるように年次が最近にな

ると面積が増え価格が低下していることが判

る。これは地域差との関係は余り読みとれず、

む しろ北海道全体で地価が下落 していて、そ

れを反映しているようにみえる。
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図5水 田所有面積の借 り受け前 と現在

表4公 社か らの購入農地の年度別の傾向

購入 した水田をみると(図6)、 分散度は

低くしか も既存の自己所有地に連担 している

か1㎞ 以内の ものが過半である。公社の売 り

渡 しの趣旨が 「規模拡大を目指す経営にまと

まった農地を広 く」という点では、その効果

が出ているよ うにみ られる。

そうした農地購入の話のきっかけは、農協、

農業委員会か らが圧倒的である(図7)。

そしてその農地を公社に売却 したもとの農家

は、図8に よれば隣接地所有の農家が多い。

しかし一方で親戚、知人、 「自分が借入金の

保証人となっていた家」とするもの もいくつ

かあり、規模拡大のために公社か ら売り渡 し

を受けたものの、その売り渡 し相手の選定の

過程で、別の要因も働かざるをえなかったこ

とを示唆 している。
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図6購 入農地の分散等の状況

図7公 社か らの合理化事業による農地購入の話を持ってきたのは

図9は 原則5年 間の借地の後に、公社か ら

売 り渡 しを受けたときの売 り渡 し価格 と、そ

の時点での周辺の水田価格との比較を答えて

もらったものである。公社は買いつけた価格

で5年 後同一価格で売り渡すことになってい

るので、周辺地価が5年 間の間に値下がりし

ていれば、当然にギャップが生 じることにな

る。
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図8農 地を売 った農家 との関係

図9公 社の売 り渡 し価格を当時の周辺地価 と比べると

公社はこの 「担い手確保タイプ」の事業で

は購入価格の3%を 毎年の小作料として借 り

受け農家(5年 後の売り渡し予定農家)か ら

預かる。5年 間の単純計算でいくと購入地価
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の15%(金 利はみない)分 がたまる。この15

%の うちから4%を 管理費として取り、予定

どおり売 り渡 しができれば残 りの11%を 相手

に戻すことにしている。だから地価が5年 前

の11%の 下落の範囲内に納まれば、購入時で

は周 りの水田より高い価格で購入 したことに

はな らない。ということは 「ほぼ2割 高」、

「2割以上は高かった」と記憶する買い手農

家の場合、11%分 の現金が戻ってきたとして

も、 「高い買物」という受けとめ方になる。

最近は地価の下落率がダウンしてきたので、

5年 間といえども11%の 範囲に納まるケース

は増えてこようが、 しか し預かる小作料をも

とに戻す金額が決まるとなると、その預か る

率を高 くしたらどうかという意見もあり、議

論のあるところである。この小作料は支払 っ

た人に戻るのだから同じことだとはいえ、公

社が別途預かり5年 後に返却するシステムそ

のものは意味がある。意味があるというのは、

借 り手、そして確実な買い手を確保するとい

う公社の立場か らの話だけではなく、借り手

がその間の小作料相当分を他者に預け、後の

新規投資分として別途積み立てておくという、

規模拡大農家の利益にも関係する話だからで

ある。

小作料として取る3%を 、実勢小作料の水

準でとれば、地域によって異なるが、地価の

6～7%前 後になると筆者はみていた。この

水準まで預かってもそれだけの地代負担力は

もともとどの経営にもあるはずであり、その

分を預かって戻すべきだという考え方もあろ

う。今後の議論になるところである。

図10は そうして戻った還元金の実際の使い

方を聞いたものである。多くが経営運転資金、

機械 ・施設資金に使用 している。この 「預か

りシステム」は、筆者の考えでは、借 り受け

図10還 元金(賃 貸料 の一部)の 使途
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図11現 在の借入金 と公社か ら購入 した農地取得総額の戸別状況

の5年 間の間に、面積規模の拡大に対応 して

増やさざるをえない施設 ・機械の投資負担を

払い終わり、そして5年 後の農地借入の際に

少 しでも農地取得資金の負担を減らすために

こそある。一種の農地拡大のための 「準備

金」として位置づけ られているはずなのであ

る。農地取得資金の一部(頭 金としての現金

部分にすぎなかったか、借入金規模をも少な

くすることができたかまでは聞いていない)

に充てたり、 「借入金繰り上げ償還」にした

りしていて、当初の狙いどおりに使用 してい

る農家ももちろんみ られる。

しかし図11に よると、今回購入 した農地購

入総金額と借入金を対比させると、全体とし

て借入金が取得価格の2倍 以上になっている

ようにみえる。別の設問によると規模拡大前

と買い受け後では借入金が増加 していると答

えたものが大半なので、農地保有合理化事業

により農地を購入 したものの、負債の圧力は

大きくなったとみざるをえない。 しか しその

負債の圧力を、 「規模拡大→スケール ・メリ

ットでコス ト低下→利益幅の拡大」で、借入

金を返す ことで安定軌道にのれるかどうか、

さらに慎重な分析、追跡調査、変化の把握が

必要になろう。

しか し、 「今後、農地の貸 し借りや売買に

公社を利用するか」の問いには、大半が 「利

用したい」と答えているので、現時点では買

い手農家にとって意識のうえで合理化事業は

好感をもって受け入れられていることにまち

がいはない。
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本稿は、北海道農業開発公社が平成7年 度に実施 した 「デフレ傾向化の農地保有

合理化事業の役割 とその加速的推進方策に関する研究一農地保有合理化事業が個別

的経営の規模拡大に及ぼす実態とその効果実現に関する調査-」 をとりまとめた調

査報告書(平 成8年3月)の 第 Ⅱ章の部分を基礎に したものであり、回章を担当し

た堀口氏に最新の数字や新たな分析の追加、さらにもとの稿の修正 も行っていただ

いたもである。

同公社及び関係者の了解を得て転載する形になるが、関係 した方々に深 く感謝す

るものである。
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