
調査研究

1995年センサスにみる農業構造変動と

大規模経営農家の動向

茨城大学農学部助教授  安藤光義

はじめに

1995年センサスは兼業滞留構造に終止符を

打ち、農業構造変動が今後急速に進むことを

宣言したセンサスであった。本稿では、1995

年センサスの分析を通じて日本農業の構造変

動の実態を地域差・地帯差に留意しながら明

らかにするとともに、筆者が最近数年間に行

ってきた現地実態調査結果に基づき、特に構

造変動が著しく進んでいる平地農業地域の大

規模経営農家の動向を把握したいと考えてい

る。そのアウトラインを記せば、農地に代表

される農業資源総量が減少するなかで大規模

経営農家の形成が進んでいるものの、平地農

業地域を除けば新政策が想定したような農業

構造が実現する可能性はなかなか展望できな

いという状況にあること、大規模経営農家も

15ha未満層では稲作以外の複合部門の導入・

拡充が大きな流れとなっていることなどがセ

ンサス分析によって明らかにされ、そうした

大規模経営農家の現在までの到達点と今後の

具体的な経営展開の方向性が現地実態調査結

果の分析を通じて明らかにされるということ

になるであろう。なお、1995年センサスの分

析については、宇佐美繁編著『日本農業－そ

の構造変動－』農林統計協会(1997年)など

既にかなりの蓄積があるため、センサスにみ

る日本農業全体の構造を描写した本稿第1章

は既存の分析結果のとりまとめに終始してお

り、独自な分析が欠けている点を予めお断り

しておきたい。本稿のオリジナルなセンサス

分析は第2章および第3章にある。

1.農業構造の変貌－農業資源総量減少下で

の大規模経営の形成・展開－

(1)農業資源総量の減少

1995年センサスは日本農業の空洞化が一層

進展していることを明らかにした。その端的

な指標が農業生産を支える人の減少である。

表1-1をみると分かるように、1990年から

1995年にかけて、農家戸数、農家人口、農業

従事者、農業就業人口、基幹的農業従事者の
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表1-1 資源量の期間別増減率(全国-農家1950～1995年)

5つの指標がいずれも10%以上の減少となっ

ている(順に-10.2%、-12.8%、-12.5%、

-13.3%、-11.2%)。専業的な担い手であ

る基幹的農業従事者は母数自体が小さくなっ

ているため減少率は過去のセンサスと比べて

それほど大きな数字ではないが、かたちはど

うであれ僅かでも農業生産に携わっている農

業従事者の減少率が過去最大(高度経済成長

真只中の1960年から1965年にかけての減少率

と同じ)を記録したことの意味は大きい。

「頭数を確保しながら農業を継続(1)」して

きた日本農業が大きな曲がり角に差し掛かっ

ていることを意味するからである。そして、

その農業従事者枯渇の結果が過去最大の農家

戸数の減少(-10.2%)となってあらわれて

いるのである。

農業生産の場である経営耕地面積も中山間

地域を中心に減少が進んでいる。経営耕地面

積の減少率(-5.5%)も、「日本列島改造

論」ブームで全国的な農地転用の進んだ1970

年～1975年に次ぐ高さとなっている。1990～

1995年はバブル経済崩壊後の不況期にあたる

ことを考えれば、農地面積の減少は、農外資

本の作用によるものではなく、農業従事者数

・農家戸数の減少に代表される「農地を耕す

べき人」の消滅によってもたらされていると

言わざるを得ないのである。なお、農家以外

の事業体を加えた数字でも経営耕地面積の減

少率はほとんど変わりない(計-5.5%、田

-5.8%、畑-3.5%、樹園地-12.4%)。

また、家畜飼養頭数の減少率も、肉用牛の

+5.7%を除けば軒並み大幅なマイナスとな
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っている。特に、土地の制約を受けることな

く増頭が可能であった中小家畜の減少率が高

くなった点(豚-29.5%、採卵鶏-13.9%、

ブロイラー-15.1%)が注目される。この家

畜飼養頭数の減少傾向は、農家以外の事業体

を加えた数字をみても、乳用牛-4.7%、肉

用牛+6.5%、豚-19.2%、採卵鶏+3.8%、

ブロイラー-11.1%となっており、採卵鶏

(ただし、1985年～1990年の増加率19.6%に

比べると大幅なダウンとなっている)を除け

ば、ほぼ同様の結果となっている。企業的展

開が進んでいる中小家畜(特にブロイラー)

についても飼養頭数の減少が進んでいるとい

う事態は、総輸入自由化体制の下で困難に直

面する日本農業の姿を象徴的に示していると

言えるであろう。

こうした数字は、日本農業の内部崩壊が本

格的に始まり、農業資源総量の加速度的な減

少局面に突入しつつあることを示しているの

である。

(2)兼業滞留構造の変動

前節で確認された農業従事者数の減少は必

然的に兼業滞留構造の変動を招来することに

なる。表1-2をみると分かるように、第2

種兼業農家の減少速度はますます大きくなっ

ており(1985年-2.0%、1990年-8.8%、

1995年-12.3%)、特に、1990年から1995年

にかけては、専業農家や第1種兼業農家の減

少率(専業農家-6.9%、第1種兼業農家-

3.2%)よりも第2種兼業農家の減少率の方

がはるかに大きくなり(-12.3%)、総農家

数の減少率(-10.2%)を上回るという状況

を迎えるに至った。また、恒常的勤務兼業農

家数も1985年以降減少に転じており(1990年

-8.4%、1995年-8.4%)、1990年から19

95年までの5年間だけでも20万戸の恒常的勤

務兼業農家が消滅している。こうした統計的

実態は、第2種兼業農家の滞留構造に完全に

終止符が打たれ、完全な農地貸付層である土

地持ち非農家への移行が急速に進んでいるこ

とをあらわしているのである。

ただし、こうした変動にも地域差が存在し

ている。総農家数に占める第2種兼業農家の

構成比が1985年より増加しているのは東北、

北陸、北関東、南関東、北九州の5地区だが、

そのなかでも東北と北関東の伸びが大きく

(東北+6.0ポイント、北関東+7.2ポイン

ト)、この2つの日本を代表する農業地帯で

は他の地域に比べると構造変動の動きはやや

鈍いことが推測される。また、恒常的勤務兼

業農家の減少率(全国平均-8.4%)をみて

も、農業地域類型別では都市的地域の減少幅

が最大(-13.4%)で、地域別では沖縄が突

出的に高い(-22.0%)ものの、南関東、東

海、近畿、山陽といった太平洋ベルト地帯で

10%以上の減少(順に一10.9%、-10.7%、

-10.7%、-11.7%)となっており、これが

農地流動化進展地域とほぼ一致しているので

ある。
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このような地域差を有しながらも、第2種

兼業農家あるいは恒常的勤務兼業農家の土地

持ち非農家への転化が農家戸数減少の最大の

要因となっているのであり、それが進んでい

る地域ほど農地供給層の形成が進んでいるこ

とが推察されるのである。

表1-2 専兼業別農家数の推移
(全国-総農家)
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(3)都府県における大規模経営の形成・展

開

農家戸数の減少は農地供給層の形成を意味

しており、その農家戸数の減少がスピードア

ップした1985年以降、経営耕地面積5ha、以上

農家数が都府県でも急増している。表1-3

にみるように1985年から1995年まで10年間の

増加戸数16,541戸は、1965年から1985年まで

の20年間の増加戸数16,697戸に匹敵する。ま

た、かつては自作地面積が比較的大きい東北、

北陸、北関東、北九州、特に東北にその数が

集中していたが、土地持ち非農家・農地供給

層の形成を背景に南関東、東海、近畿といっ

た3大都市圏でも大規模借地経営が形成され

た(1985年から1990年にかけての5ha以上農

家増加率は順に226.3%、131.8%、188.2

%)ことによってその地域的集中の度合いは

大きく変化しっっあるようだ。自作地面積の

大小という初期条件の違いを乗り越えて、借

地による大規模経営が全国各地に形成される

ようになったのである。

また、5ha以上農家への経営耕地面積の集

積も進展している。表1-4をみると分かる

ように、1985年から1995年の10年間に都府県

の5ha以上農家が経営する耕地面積は96%も

増加しており、約2倍にまで増えている。地

域別にみると、もともと自作地面積が比較的

大きく大規模経営の層が厚かった東北、北陸、

北関東、北九州で増加面積が大きく(順に

52,123ha、16,651ha、18,730ha、11,555ha)、

急速な勢いで大規模借地経営が形成されてい

る南関東、東海、近畿では増加率が大きい

(順に245.1%、184.9%、252.8%で、5

ha以上農家が経営する耕地面積は3倍以上に

なっている)という特徴を指摘することがで

きる。

ただし、5年刻みでみると1980年以降、都

府県全体の5ha以上農家の増加率は縮小する

傾向にあり(1980年～1985年42.7%、1985年

～1990年38.1%、1990年～1995年35.0%)、

5ha以上農家への経営耕地面積集積シェアも

徐々に高まりつつはあるものの、1995年現在

8.9%と1割に満たないのが現状である。も

ちろん、これは都市的地域や中山間農業地域

を含めた全体の数字であるため、現実の農業

構造変動に比べると過小評価になっているの

ではないかというのが実感であるが、統計に

あらわれている実態は以上の通りであり、農

地流動化によって大規模経営が至るところに

形成されているものの、それらが農地の大半

を担うという状況を中山間地域を含めて全国

的に展望することは非常に困難だと言わざる

を得ないのである。

(4)構造変動が進む北海道と中小家畜経営

北海道と中小家畜経営は構造政策の優等生

であるが、その構造変動の到達点を簡単に把

握しておくことにしたい。

都府県では構造変動の速度は早まっている

がその到達点はまだまだであるのに対し、北
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表1-3  5ha以上農家数の増加(都府県)

表1―4  5ha以上農家の経営耕地面積
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海道における構造変動は最終局面を迎えてい

る。経営耕地面積20ha以上農家への経営耕地

面積集積シェアは、1975年32.8%、1980年

42.8%、1985年49.5%、1990年55.8%、1995

年62.4%と一貫して増加を続けており、1995

年現在6割以上の農地が20ha以上農家に、ま

た、5割弱(45.4%)の農地が30ha以上農家

に集積されるにまでなっているのである。こ

れを表1-5のような主要農業地帯について

みると(酪農地帯:釧路・根室、畑作地帯:

網走・十勝、水田地帯:空知・上川)、釧路

では50ha以上農家に53.6%、根室では50ha以

上農家に70.6%、網走では20ha以上農家に

69.7%(30ha以上農家には37.9%)、十勝で

は30ha以上農家に56.0%、空知では10ha以上

農家に55.8%、上川では10ha以上農家に61.3

%(30ha以上農家には29.9%)の農地がそれ

ぞれ集積されていることが分かる。北海道で

は漁村地帯など一部地域を除けば農政が意図

していたような農業構造が実現しているので

ある。北海道における農業問題は構造問題で

はなく、負債問題に象徴される経営問題にそ

の比重を移しつっあると言えるだろう。

また、中小家畜経営にっいても家畜飼養頭

数の上層経営への集中が進んでいる。表1-

6にみるように、採卵鶏は全経営体数の3.1

%を占めるにすぎない農家以外の事業体だけ

で全飼養羽数の58.5%を飼養しており、ブロ

イラーも全経営体数の7.2%を占めるにすぎ

ない農家以外の事業体だけで全出荷羽数の

表1-5 北海道の耕地規模別農家数割合と耕地面積シェア(1995年)
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47.8%を占めるなど、鶏については農家以外

の事業体が生産の大半を担うという状況にな

っている。豚も鶏のあとをを追うように農家

以外の事業体の飼養頭数シェアが高まってい

る(子取り用めす豚:1990年26.0%→1995年

34.9%、肥育中の豚:1990年30.2%→1995年

38.8%)。中小家畜経営については地鶏生産

等の極少数を除けば農家経営は駆逐され、企

業経営が圧倒的シェアを誇る構造が定着しつ

つあると言えるだろう。なお、大家畜である

牛については乳用牛をはじめとして農家以外

の事業体の飼養頭数シェアはまだまだ低いも

のの大規模経営への集中度合いは高まってお

り、特に肥育牛は100頭以上飼養農家に51.6

%が集中している。

表1-6 家畜飼養頭数の集中(全国－農家および農家以外の農業事業体)
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2.都府県の農業構造変動の方向－地域間格

差の拡大－

農業構造問題を論じる場合、地域差・地帯

差を踏まえた分析がますます重要になってき

ており、センサスにおいても農業地域類型別

の集計が1990年から行われるようになった。

そこで本稿では、北海道を除く13ブロックを、

都市的地域、平地農業地域、中間農業地域、

山間農業地域の4つに分けて農業構造変動の

方向を検討したいと思う。ここで用いた1990

年センサスの数字は、1995年センサスと同じ

く旧村単位で農業地域類型区分されているた

め連続性がある点がオリジナルである(2)。

なお、ここの分析で用いたデータの多くは橋

詰登氏(農業総合研究所)から提供を受けた。

ここに記して謝意をあらわしたい。

(1)構造変動の到達点

経営耕地面積5ha以上農家の増加率[表2

-1]をみると、都府県平均の増加率35.0%

を上回っているのは、平地農業地域が13ブロ

ック中、東北、東山と沖縄を除いた10ブロッ

クで4つの農業地域類型のなかでは最も多く、

次いで都市的地域が7ブロック(北関東、南

関東、東海、近畿、山陰、山陽、北九州で、

土地持ち非農家・農地供給層が大量に形成さ

れている太平洋ベルト地帯とほぼ一致してい

る)で、中間農業地域と山間農業地域はとも

に5ブロックにすぎず、5ha以上農家形成の

スピードにかなりの格差が生じていることが

分かる。特に、四国・山間農業地域は増加ど

ころか13.2%のマイナスとなっており、5ha

以上層の崩壊が始まっている(3)。なお、南

関東・山間農業地域や山陰・都市的地域のよ

うに増加率が極端に高いところは、5ha以上

農家の戸数そのものが少ない(南関東・山間

農業地域は3戸、山陰・都市的地域は27戸に

しかすぎない)ためである。

同様に、経営耕地面積5ha以上農家が経営

する経営耕地面積の増加率[表2-2]も、

都府県平均40.5%を上回るブロック数の多さ

は、平地農業地域(東北、東山と沖縄を除い

た10ブロック)、都市的地域(9ブロック)、

中間農業地域(5ブロック)、山間農業地域

(4ブロック)という順となっており、平地

農業地域での構造変動の進展と中山間農業地

域の立ち遅れが目立っている。特に、沖縄・

中間農業地域、四国・山間農業地域ではマイ

ナスとなつており、まさに農業解体的状況を

呈している。

以上が構造変動のテンポであるが、構造変

動の到達点を示す上層農家への経営耕地面積

の集積シェアをみると様相は一変する。経営

耕地面積5ha以上農家への経営耕地面積集積

シェア[表2-3]が都府県平均の8.9%を

上回っているのは、東北の全農業地域、北陸

の都市的地域・平地農業地域、北関東の都市

的地域を除く農業地域、南九州の都市的地域

・平地農業地域、沖縄の全農業地域の計15ブ
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ロックだけにすぎない。こうした地域は、近

年農業構造変動が急速に進んでいる地域とも

必ずしも一致していないのであり、むしろ、

比較的大きい自作地を基礎に持つ大規模農家

が分厚く存在する東北の優位性が目立つ結果

となっている。ただし、経営耕地面積10ha以

上農家への経営耕地面積集積シェア[表2-

4]をみると、東海の都市的地域・平地農業

地域、近畿・平地農業地域は都府県平均2.6

%を上回っており、大規模借地経営の展開を

それなりに反映した結果となっているが、そ

れでもその値は5%にも及ばないというのが

実態である。

これが農地流動化による構造変動の到達点

なのであり、新政策で展望するような農業構

造の実現は甚だ困難と言わざるを得ないとい

うのが統計的実態なのである。もちろん、筆

者のいくつかの平地農業地域での現地実態調

査の経験からすると、農作業受委託や転作受

委託を含めると構造変動はもっと進んでおり、

担い手への経営耕地面積集積シェアは20%以

上にはなっているのではないかというのが実

感であるが、センサス分析の限りでは上記の

ような結論にならざるを得ない。

(2)中山間地域における農家の脆弱化と耕

作放棄地の増大

前節は構造変動というプラスの面からの分

析であったが、ここでは耕作放棄というマイ

ナスの側面から農業の内部崩壊状況の進展度

をみることにしたい。

耕作放棄地のある農家割合をみると[表2

-5]、中間農業地域、山間農業地域ともに

13ブロック中12ブロックが都府県平均18.7%

を上回っており、その値も最低でも20%以上、

高いところでは40%以上(南関東・山間農業

地域)に達している。中山間農業地域では少

なくとも2割の農家は少なからず耕作放棄地

を有しており、農家の耕作能力は急速に失わ

れつつあることが分かるだろう。また、耕作

放棄地面積割合をみると[表2-6]、農外

転用の影響で都市的地域の8ブロック(南関

東、東山、東海、山陰、山陽、北九州、南九

州、沖縄)が都府県の平均値4.7%を超える

ものの、やはり中山間農業地域は13ブロック

中12ブロックが都府県平均の値を上回ってお

り、その値も都市的地域のそれに比べてかな

り大きい。以上の数字は、中山間農業地域で

は農業解体・農業崩壊が進んでいるというこ

とを物語っている。

そして、そうした耕作放棄は農家の脆弱化

によってもたらされている。高齢専業農家割

合をみると[表2-7]、山間農業地域では

東北、北陸、北関東を除いた10ブロックが都

府県平均値8.5%を上回っているが、これは

耕作放棄地のある農家割合や耕作放棄地割合

の高いところと重なっており、山陽、四国、

九州、沖縄など別居隠居慣行や末子相続慣行

のある西南日本地域がこれに該当する(4)。

この裏返しの関係にあるのが同居あとつぎ確
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表2-1 経営耕地面積5ha以上農家増加率(1990～1995)

表2-2 経営耕地面積5ha以上農家が経営する経営耕地面積の増加率(1990～1995)

表2-3 経営耕地面積5ha以上農家への経営耕地面積集積シェア(1995)

表2-4 経営耕地面積10ha以上農家への経営耕地面積集積シェア(1995)



表2-5 耕作放棄地のある農家割合(1995)

表2-6 耕作放棄地面積割合(1995)

表2-7 高齢専業農家割合(1995)

表2-8 同居あとつぎ確保農家割合(1995)



保農家割合である[表2-8]。表2-7と

表2-7を見比べると分かるように、高齢専

業農家割合の低いブロックは同居あとつぎ確

保農家割合の高いブロックと一致しており、

直系家族規範の強い東北、北陸、北関東など

がこれに該当する(5)。しかし、そうした地

域であっても山間農業地域になると同居あと

つぎ確保農家割合は都府県平均値以下となっ

てしまい、強固な家族規範ですら都市部への

人口流出に歯止めをかけることはできなくな

りつつあることが分かる。このことは西日本

・中山間地域の状況が一定程度時間がかかる

かもしれないが、やがては東日本・中山間地

域でも発現する可能性があることを示唆して

おり、注目したい(6)。

(3)構造変動の地域間格差

本節では再度構造変動の地域間格差の実態

についてみることにしたいと思う。

農家戸数減少率と経営耕地面積の減少率と

の関係[図2-1]をみると、中間農業地域、

山間農業地域は回帰直線の傾きも急で、決定

係数も順に0.6220、0.6854と比較的大きいの

に対し、平地農業地域は回帰直線の傾きが緩

く、決定係数も0.3373と小さくなっている。

すなわち、中山間農業地域では農家戸数の減

少がそのまま経営耕地面積の減少に直結して

いるのに対し、平地農業地域では農家戸数の

減少が必ずしも経営耕地面積の減少に結びつ

いてはおらず、土地持ち非農家が供給する農

地の上層農家への集積が進んでいる可能性が

高いのである。同様に、農家戸数減少率と経

営耕地面積5ha以上農家の経営耕地面積の増

減率との関係[図2-2]をみると、平地農

業地域の回帰直線は傾きが急で、決定係数も

0.6085と比較的大きく、農家戸数の減少が5

ha以上層の経営耕地面積の増加に結びついて

いるのに対し、その他の農業地域では両者の

間に全く相関関係がなく、農家戸数の減少に

よる上層農家への農地集積の進行という図式

を描くことができないということが図2-1

でみるよりも明瞭にあらわれている。上層農

家への農地集積の進展というかたちでの農業

構造変動を展望できるのは平地農業地域だけ

なのである。

それでは農地流動化によって農地潰廃はど

こまで抑えられているのであろうか。借入耕

地面積の増加率と経営耕地面積の減少率との

関係[図2-3]をみると、いずれの農業地

域の回帰直線も傾きはマイナスとなっており、

農地流動化(ここでは借入耕地面積の増加率

をその指標として用いた)は農地潰廃を抑制

する傾向にある点では共通しているが、決定

係数をみると山間農業地域は0.1642と極端に

小さく、その効果はあまり上がっていないと

言わざるを得ない。これに対し、平地農業地

域と中間農業地域は傾きが急で、決定係数も

順に0.6498、0.7256と比較的大きく、農地流

動化の推進によって経営耕地面積の減少に一

定程度の歯止めをかけることができているこ
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図2-1 農家戸数減少率と経営耕地面積減少率との関係(1990～1995)

図2-2 農家戸数減少率と5ha以上経営耕地面積増減率との関係(1990～1995)
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図2-3 借入耕地面積増加率と経営耕地面積減少率との関係(1990～1995)

図2-4 借入耕地面積割合と経営耕地面積10ha以上農家への経営耕地面積

集積シェアとの関係(1995・沖縄・山間農業地域を除く)

 15



とが分かる。なお、都市的地域はこの中間に

位置している。

しかしながら、流動化面積割合を高めるこ

とが上層農家への農地集積シェアを高めるこ

とに結実しているかというとそうではない。

借入耕地面積割合と経営耕地面積10ha以上農

家への経営耕地面積集積シェアとの関係を示

した図2-4をみていただきたい。両者の回

帰直線の傾きはいずれの農業地域においても

プラスとなっているが、中間農業地域を除け

ば決定係数は問題とされないほど小さく、両

者の間にはほとんど相関はないと言わざるを

得ず、ペダルを踏んだ割に効果は上がってい

ないという結果となっている。

やはり、上層農家への農地集積シェアは自

作地面積の大小が決定的な影響を与えている

ようだ。所有耕地面積5ha以上農家への所有

耕地面積集積シェアと経営耕地面積10ha以上

農家への経営耕地面積集積シェアとの関係

[図2-5]をみると、両者の相関関係は非

常に強く、自作地基盤の大小が上層農家への

農地集積シェアの多寡に規定的な影響を及ぼ

していることが分かる。ただし、農地流動化

が近年急速に進んでいる都市的地域は決定係

数が0.5362と小さく、両者の相関関係が必ず

しも強くなくなっていることと、平地農業地

域のいくっかのブロックは回帰直線の上方に

位置しており(図中○で囲んだのがそれに相

当する)、自作地基盤の規定性を乗り越えた

構造変動が弱いながらも進みつつあることの

2点は指摘しておかなくてはならない。特に

後者には構造政策の帰趨がかかっているだけ

に注目したいと思う。

(4)中山間地域の農業構造

これまでの分析によると中山間地域では農

家戸数の減少が経営耕地面積の減少に直結す

るという関係が確認された。ここで必要とさ

れる政策課題は農家戸数の維持であるが、そ

れには安定的な兼業機会を創出することが一

定程度の効果を有していると考えられる。そ

こで恒常的勤務農家割合と農家戸数減少率と

の関係[図2-6]をみると、両者の間には

基本的には負の相関関係(恒常的勤務農家割

合が高くなるほど農家戸数減少率が小さくな

るという関係)があり、特に中間農業地域の

決定係数は0.7592と高く、兼業条件の創出は

農家戸数の維持に寄与する可能性が大きい。

ただし、山間農業地域ではそうした関係は全

くなく、就業条件の場の確保以外の問題(例

えば学校、病院といった生活関連社会資本の

問題)が大きく影響しているのではないだろ

うか。

また、一口に中山間地域といっても非常に

バラエティに富んでおり、地目構成によって

規定される部分が大きいというのが実態であ

る(7)。そこで、中山間農業地域に属する都

府県の市町村を(1)水田型、(2)田畑型、

(3)畑地型に区分し、異常値と思われるいく

つかの市町村を除いて、農家戸数減少率と経
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図2-5所有耕地面積5ha以上農家への所有耕地面積集積シェアと経営耕地

面積10ha以上農家への経営耕地面積集積シェアとの関係

(1995・沖縄・山間農業地域を除く)

図2-6 恒常的勤務農家割合と農家戸数減少率との関係

(南関東・山間農業地域を除く)
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営耕地面積減少率との関係をみてみたのが図

2-7である。作図の関係で決定係数が一部

隠れてしまっているが、これによると中間農

業地域・水田型(中間1:+)→山間農業地

域・水田型(山間1:口)→中間農業地域・

田畑型(中間2:○)→山間農業地域・田畑

型(山間2:△)→中間農業地域・畑地型

(中間3:×)→山間農業地域・畑地型(山

間3:◇)という順に回帰直線の傾きが急に

なるとともに決定係数も大きくなるという関

係を確認することができる。ここで注目され

るのは、畑地型よりも田畑型、田畑型よりも

水田型の市町村の方が農家戸数減少による農

地潰廃が抑止される傾向にあり、農地保全と

いう点では山間農業地域に対して中間農業地

域が必ずしも優位に立っているわけではなく、

地目構成の規定性の方が強いという点である。

中山間地域対策を論じる場合はこうした地目

構成の多様性、特に水田の問題を十分に考慮

に入れた議論を行う必要がある(8)。

なお、自給的農家割合と耕作放棄地割合と

の関係[図2-8]をみると、両者の間には

正の相関関係があり、特に山間農業地域は決

定係数が0.7332と比較的大きく、自給的農家

割合が高いほど耕作放棄地割合が高いという

関係があらわれている。これを逆手に取って

読み込めば、山間農業地域では高齢者あるい

は婦人を対象とした農業振興によって自給的

農家割合を減少させることが耕作放棄地の発

生を抑える方向に作用する可能性があると言

えるのではないだろうか。

(5)ファームサイズとビジネスサイズとの

乖離傾向(?)

最後に現時点での上層農家の性格をみてお

きたいと思う。ここで問題としたいのは経営

耕地面積の拡大が必ずしも農産物販売金額の

増大には結びついておらず、担い手への農地

集積による規模拡大が経営体としての発展を

意味しなくなってきているのではないかとい

う点にある。

図は省略するが、5ha以上農家の増加率と

農産物販売金額700万円以上農家の増加率と

の間には全く相関関係がみられず(農産物販

売金額を500万円以上、1,000万円以上にし

ても同様の結果が得られた)、上層農家の増

加は大規模販売金額農家の増加には必ずしも

つながっていないのであり、また、経営耕地

面積5ha以上農家割合と農産物販売金額700

万円以上農家割合との間には正の相関関係が

あるものの決定係数は0.1にも満たない状況

であった。こうした統計的事実は、ファーム

サイズとビジネスサイズとが必ずしも一致し

なくなってきている、言い換えると経営耕地

面積の拡大という方向での経営発展は頭打ち

傾向にあるということになるのではないだろ

うか。

むしろ、農産物販売金額と相関関係が強い

のは農業投下労働日数である。農業投下労働

日数700日以上農家割合と農産物販売金額
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図2-7 農家戸数減少率と経営耕地面積減少率との関係

図2ー8 自給的農家割合と耕地放棄地割合との関係(1995)
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図2-9 農業投下労働日数700日以上農家割合と農産物販売

金額700万円以上農家割合との関係(1995)

図2-10 農業投下労働日数1,000日以上農家割合と農産物販売

金額1,000万円以上農家割合との関係(1995)
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700万円以上農家割合との関係[図2-9]、

同1000日以上農家割合と同1000万円以上農家

割合との関係[図2-10]をみると、いずれ

も強い正の相関関係を示している。特に、農

業構造変動が進んでいる平地農業地域では、

回帰直線の傾きが急であると同時に決定係数

も0.8942、0.9307と高くなっており、ここに

現段階における経営体の発展方向があらわれ

ていると考えられるのである。この農業投下

労働日数を増大させる経営展開の1つの方向

が施設園芸の導入であるが、施設のある農家

割合と農業投下労働日数700日以上農家割合

との関係をみると[図は省略]、残念ながら

平地農業地域以外はそれほど強い相関関係は

みられなかった。しかしながら、借地拡大以

上に施設園芸の導入が農業投下労働日数の拡

大・ビジネスサイズの拡大にとつて大きな意

味を持つようになってきていることは間違い

ないだろう(9)。

3.大規模経営農家の特徴

本章では、経営耕地面積5ha以上の農家を

大規模経営農家として捉え、都府県全体の数

字と上層農家が展開する代表的地域(比較的

広い自作地規模を基盤に上層農家が展開して

いる東北、北関東と広範な農地供給層の形成

を背景に大規模借地経営が展開している北陸、

東海)の数字を眺めることで、現段階におけ

る大規模経営農家の特徴を明らかにしたいと

思う。

(1)5～15ha層での複合化傾向と15ha以上

層での水稲単作化傾向[表3-1]

前章で「経営耕地面積拡大という方向での

経営発展は頭打ち傾向にある」と記したが、

農産物販売金額規模別農家割合をみると、経

営規模が大きくなるほど農産物販売金額が大

きい農家の割合が高まる傾向にあることは否

定できない(10)。このことは、経営耕地面積

の拡大は経営発展のとっての必要条件ではあ

るが必要十分条件ではなくなっていると言っ

た方が適切かもしれない。また、水稲単作地

帯である北陸では農産物販売金額3,000万円

以上農家割合あるいは5,000万円以上農家割

合になると15.Oha以上層の優位性が顕著にあ

らわれるなど地域差も大きく、都府県を一括

して扱うのは難しい。この問題を論じるにあ

たっては大規模経営農家の複合化傾向の検討

が必要であろう。ただし、1995年センサスは

生産調整緩和の影響を受けた数字であり、全

般的に複合経営の割合が低下するという「複

合化の逆転(11)」と呼ばれる現象がみられ、

稲作単一経営の割合が上昇する傾向にあると

いう制約がある。

それでも5ha以上層を、5.Oha以上～10.O

ha未満、10.Oha以上～15.Oha未満、15.Oha以

上の3つの階層に区分すると、農産物販売金

額1位部門別農家割合では、①大規模層で酪
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表3-1 大規模経営農家の特徴①(都府県計・1995年)



農がかなりの比重を占めている影響があるも

のの(特に東北)、都府県全体の数字では

「稲作1位」の農家割合が一旦10.0～15.0層

で低くなったあと15.Oha以上層で再び上昇し

ていること、②地域別にみると、東北は都府

県とほぼ同じ動きを示しており、北陸は全般

的に「稲作1位」割合が高いのに対し、北関

東は全般的に「稲作1位」割合が低く、東海

も北関東に似ているものの15.Oha以上層では

「稲作1位」割合が極端に高くなるなど非常

に多様性に富んでいること、農業経営組織別

農家割合では農産物販売金額1位部門別農家

割合と同じく、③大規模層で酪農単一経営の

割合が高い影響があるとはいえ(特に東北)、

都府県全体の数字では10.0～15.0層までは一

貫して稲作単一経営の割合が低下しているも

のの、15.Oha以上層になると一転して稲作単

一経営の割合が増加していること、④地域別

にみると、東北は都府県とほぼ同じ動きを示

しながらも「稲作を主位部門とする準単一複

合経営」の割合が相対的に高いこと、北陸は

全般的に稲作単一経営割合が高いが、北関東

は全般的に稲作単一経営割合が低く、かわっ

て「稲作主位準単一複合経営」と「複合経

営」の割合が非常に高くなっていること(両

者を合計すると45%程度になる)、東海は

15.Oha以上層で稲作単一経営割合が高いもの

の「稲作主位準単一複合経営」と「複合経

営」の割合も高い(15.Oha以上層では両者を

合計すると40%を超える)こと、などを読み

取ることができる。こうした統計的実態は、

5.0～15.Oha層での複合化傾向と15ha以上層

での水稲単作化傾向を意味していると考えら

れるのである(12)。

(2)雇用労働力の導入の進展と法人化[表

3-2]

経営発展の方向性は農業投下労働日数の増

加にあるというのが前章での結論であった。

ここでは大規模経営農家の労働力投下状況・

雇用労働力導入状況をみることにしたい。

まず、経営耕地規模が大きい階層ほど農業

投下労働日数規模の大きい農家割合は高くな

る傾向にあり、経営耕地面積の拡大は農業投

下労働日数の増加にっながっていることがわ

かる。ただし、水稲単作地帯である北陸は全

般的に農業投下労働日数規模の大きい農家割

合は全般的に低く、経営耕地面積が15.Oha以

上にまで拡大が進まないと農業投下労働日数

はなかなか増加しない傾向にあるようだ。こ

れに対し「稲作主位準単一複合経営」や「複

合経営」の割合が高い北関東、東海は5.0～

10.Oha層、10.0～15.Oha層であっても農業投

下労働日数規模の大きい農家割合はかなり高

いという違いがみられる。

雇用労働力については、経営耕地規模の大

きい階層ほど導入割合、導入実人数ともに大

きくなっている。都府県計の数字をみても

15.Oha以上層で常雇を導入している農家は4

人近くの常雇を雇い入れており、家族経営の
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表3-2 大規模経営農家の特徴②(都府県計・1995年)



枠を越えた展開が生まれている。こうした動

きは地域的には北関東と東海で目立っている。

また、理由は分からないが、北関東の15.Oha

以上層で臨時雇を導入している農家1戸あた

りで雇い入れている臨時雇が4人を超えてい

る点が特徴的である。

法人化についても、やはり経営耕地規模が

大きい階層ほど自営農業を法人化する割合が

高く、その場合の経営組織は農事組合ではな

く会社組織を選択するものが圧倒的に多くな

っている。しかしながら、自営農業を法人化

している農家割合は都府県計・15.Oha以上層

でも5%に達しておらず、法人化へ向かう動

きが大勢を占めるような状況にはなっていな

い。そのなかで注目されるのが北陸・15.Oha

以上層の自営農業の法人化割合13.9%という

高さである。また、北関東・15.Oha以上層で

は水稲単一大規模経営の法人化割合が36.4%

と非常に高くなっている点も注目される。東

海は両地域の後を追っているが、東北は雇用

関係の形成や企業的展開を目指す動きも微弱

であり、上層農家への農地集積が進んでいる

割には動きが乏しいという状況にある。

(3)大規模経営農家の経営耕地面積・作業

耕地面積の内容[表3-3]

大規模経営農家は、農地借入はもちろんの

こと作業受託によっても規模拡大を達成して

いる。本節では借地拡大に伴う経営耕地分散

という問題と、作業受託も含めた実際の作業

耕地面積規模をみることにしたい(13)。

まず全体として、経営耕地面積の大きい農

家ほど借入耕地面積割合、借入耕地面積割合

の高い農家割合ともに高く、農地借入によっ

て規模拡大を達成している一方、それだけ経

営耕地の分散は激しくなり、田の団地数の多

い農家割合が大きくなってしまうという関係

を読み取ることができる。

ただし、地域別にみると次のような違いが

ある。

広大な自作地規模を基盤に上層農家が展開

している東北、北関東では、北関東・15.Oha

以上層を除けば、借入耕地面積割合は都府県

平均以下で、経営耕地面積のうち半分は自作

地面積が占めており、経営耕地面積の80%以

上が借入耕地面積という借地経営の比率は小

さく、農家1戸あたりの田団地数も東北は10

団地以下、北関東でも10数団地程度にとどま

っている。これに対し、広範な農地供給層の

形成を背景に大規模借地経営が展開している

東海、北陸では、借入耕地面積割合が非常に

高く(北陸・15.Oha以上層は76.2%、東海・

10.0～15.0層haで71.6%、15.Oha以上層にな

ると85.4%にもなる)、経営耕地面積の80%

以上が借入耕地面積という借地経営の比率も

北陸・15、Oha以上層、東海・10.0～15.Oha層、

同・15.Oha以上層では60%以上となっており、

農家1戸あたりの田団地数も最低でも20団地、

東海・15.Oha以上層になると45団地にも分散

してしまっている。なお、北関東も15.Oha以
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表3-3 大規模経営農家の経営耕地面積・作業耕地面積の内容(1995年)



上層は借入耕地面積割合が高くなり、経営耕

地も分散するなど、数字的には北陸に近いも

のになっている。

また、都府県全体でみると15.Oha以上層を

除けば大規模経営ほど稲作作業受託農家割合

が高くなる傾向があり、地域・階層別にみる

と借地による規模拡大が進んでいる地域・階

層ほど稲作作業受託農家割合が高いという特

徴がみられる。これは借入耕地面積割合が高

いところほど稲作作業受託割合も高いという

ことを意味しており、既に1990年センサス分

析で田畑保氏によって指摘されていた「農地

借入と作業受託の併進構造(l4)」は、農業構

造変動の型として定着したということができ

るのである。

ここではその地域差・階層差に注目したい。

北陸・10.Oha以上層、北関東・15.Oha以上層、

東海・5.Oha以上層は稲作作業受託農家割合

が5割以上で、作業受託による規模拡大を実

現している農家の割合が高く、その作業面積

も全作業受託と稲刈脱穀を合わせると最低で

も2ha以上、北陸・15.Oha以上層で4.1ha、

北関東・15.Oha以上層で5.3ha、東海・10.0

～15.Oha層で6.Oha、同・15.Oha以上層にな

ると13.4haにも達している。その結果「実質

平均作業面積」は、①東北の作業面積規模は

都府県の平均規模よりも小さく、数字が捉え

たほどの大規模経営は生まれてはいないこと

(15.Oha以上層であってもその作業面積は

20.Ohaに達していない)、②都府県合計レベ

ルでみても15.Oha以上層の実質作業規模は

23.Ohaを超えており、それ以下の階層とは隔

絶した生産力段階を実現している(10.0～

15.Oha階層の倍近くの作業面積規模を実現し

ている)こと、③東海は5.Oha以上の全階層

で経営耕地面積による階層区分の上限面積を

作業面積規模が超えてしまい(例えば5.0～

10.Oha層の実質平均作業面積は10.2haと10.O

haを超えている)、15.Oha以上層の実質的な

作業面積規模35.5haにもなっており、経営耕

地面積ベースで捉えた以上に上層農家への農

地集積が進んでいること、が分かる。この数

字は都市的地域から山間農業地域まで含めた

ものであることを鑑みれば、平地農業地域で

は統計上の数字以上に上層農家への農地集積

が進んでいることが予想されるのである。

(4)大規模経営農家の安定性

最後に大規模経営農家の家族労働力保有状

態をみることでその安定性について考えるこ

とにしたいと思う。

大規模経営農家は充実した家族経営労働力

によって支えられている。表3-4の農業労

働力保有状態別農家割合をみると分かるよう

に、大規模経営ほど「男女の農業専従者がい

る」農家割合、「男子農業専従者が2人以上

いる」農家割合ともに高くなっており、豊富

な家族労働力を背景とした経営展開を図って

いるのである。これは地域別にみても、北関

東の10.0～15.Oha層の落ち込みを除けば同様
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表3-4 大規模経営農家の家族労働力編成(1995年)

である。

一方、家族構成だが、「15歳以上の男子同

居あとつぎがいる」農家割合については経営

規模階層による差はほとんどなく、直系家族

規範は農業経営規模とは関係なくはたらいて

いることが分かる。ここで注目したいのはあ

とっぎ予定者の就業状態である。①東北、北

陸の5.0～10.Oha層では「自営農業にだけ専

従」割合が15%と都府県平均よりも低いのに

対し、「自営農業とその他の仕事に従事して

いる場合のその他の仕事が主」の割合は都府

県平均よりも高く、農業の手伝いはしつつも

早いうちから農業専従にはならないという特

徴がみられること、②東海・10.Oha以上層で

は「自営農業だけに専従」割合が都府県平均

以下と低く(15.Oha以上層でも28.2%、10.0

～15.Oha層では19.8%にしかすぎない)、大

規模経営であっても農業後継者が残らなくな

っていること、の2点を指摘したい。①は経

営規模も中途半端なうえに経営複合化もあま

り進んでおらず、農業経営の労働力受容のキ

ャパシティが小さいためであると考えられる。

問題は②である。東海の大規模経営農家は、

作業面積規模では東北をはるかに凌駕してい
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るものの農業後継者の確保という点で大きな

不安を抱えており、現存の大規模経営が世代

交代とともに解体してしまうならばスクラッ

プ・アンド・ビルドの繰り返しで構造変動は

全く進まないことになってしまうからである。

この点を表3-5の農業構造動態統計で確

認すると、やはり15.Oha以上層については東

北は非常に安定性を示している(残存率84.8

%)一方、北関東、東海はその不安定性が際

立っている(残存率は北関東51.1%、東海

58.8%)。また、10.0～15.Oha層については

各地域とも「上の階層へ移動」する農家割合

が20～30%と高いのに対し、これよりも経営

規模が一段階小さい5.0～10.Oha層の方が

「上の階層に移動」する農家割合が小さいと

いう違いがみられるが、これは稲作機械化体

系の問題が絡んでいるように思われる。すな

わち、経営耕地面積10ha・水稲作付面積5～

8haを超えると中型機械体系では対応不可能

となり、新たな農業機械投資を行うため更な

るなる規模拡大へと向かう力がはたらいてい

るのではないだろうか。ただし、東海・5.0

～10.Oha層は上向展開を目指す動きが強いも

のの、同時に下層へ転落する割合も33.3%と

高く、東海地域の大規模経営農家全般的に不

安定である。

表3-5 上層農家の階層変動(1990～1995)
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4.代表的地域における大規模経営農家の実

態

本章では、日本を代表する平地農業地域に

おける大規模経営農家の実態を、東北庄内、

北関東那須、東海中遠・西三河、北陸・呉東

の各地域についてみることで、センサスの分

析結果の例証を行いたいと思う。このうち、

前2者が広大な自作地を有する上層農家の分

厚い堆積という農業構造を特徴とした地域で

あり、後3者が大量の農地供給層の形成を受

けて大規模借地経営が展開しているという農

業構造を特徴とした地域にあたる。なお、最

後の網走・美幌町の実態では北海道において

も経営複合化への動きが強まりつつあること

が確認された。

(1)山形県酒田市－認定農業者の経営複合

化傾向と微弱な15ha以上層の形成－

山形県酒田市は東北・庄内を代表する水田

地帯であり、最低でも3ha、農家によっては

5ha以上にも及ぶ広大な自作地を基盤とした

上層農家が展開している地域である。また、

認定農業者の数が日本で最も多い市町村であ

る。

ただし、認定農業者の大半は複合経営を志

向しており、稲作での規模拡大が前面に出て

いるわけではない。表4-1にみるように、

稲作単一経営は14.5%(8分の1強)にすぎ

ず、稲作を主部門とする複合経営が多く、特

に野菜との複合経営が59.4%とほぼ6割に達

している。

そこで、平成8年7月31日時点の認定農業

表4-1 営農類型別認定状況
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者を、提出された経営改善計画によって水稲

単一経営とそれ以外の経営に分類し、その経

営耕地規模の現状と目標を図示したのが図4

-1と図4-2である。これによると、現状

では4～5ha層が最も多く、目標規模は水稲

単-・以外の経営(=複合経営)は8～9ha層

と10～12ha層が、水稲単一経営は10～12ha層

が最も多くなっている。酒田市の認定農業者

は、稲作に野菜等の複合部門を組み合わせた

8ha前後の経営を目指しているというのが大

勢を占めており、15ha以上規模を目指す動き

は弱いと言わざるを得ない。いくつかの農家

からのヒアリング調査でも稲作の規模拡大意

欲は衰えており、後にみる東海、北陸に比べ

ると農業機械装備水準も劣っている(トラク

ターがその典型で、30～40ps規模1台という

のが一般的であった)ように思われるし、家

族労働力構成をみても20～30代の息子夫婦が

揃って農業専従になっているケースは少なく、

認定農業者であつてもワンマンファーム的色

彩が強い経営がかなり多かったように記憶し

ている。また、稲作の規模拡大意欲の低下は

小作料水準の低下となってあらわれており、

標準小作料は上田でも10aあたり37,000円、

地域によっては10aあたり23,000円というと

ころも出てきているほどである(15)。

とはいうものの、広大な自作地を基盤とし

た上層農家が分厚く堆積しているという農業

構造のため、経営規模が現状のままでも集落

の約4割の農家が認定農業者になれば農用地

集積シェア目標65%は達成されるし、経営改

善計画通りの規模拡大が実現した場合は集落

の4分の1弱の農家が認定農業者になれば農

用地集積シェア目標は達成され、集落の3分

の1強の農家が認定農業者になれば全て農地

が認定農業者に集積されることが予想されて

おり(18)、稲作拡大意欲が低下しているにも

かかわらず、他地域と比べると担い手層への

農地集積は進んでいるという状況にあるよう

だ。

(2)栃木県黒磯市－開田による広大な自作

地と豊富な家族労働力を背景とした経営

展開と水稲作付面積8～9haを境とした

経営の分化－

北関東のなかでも栃木県は平地林の開田に

よって広大な自作地を有する上層農家が分厚

く堆積しているという点で東北に近い農業構

造にある(17)。本節では筆者が行った農家調

査結果(18)を基に担い手層の経営動向をみて

いくことにしたい。

表4-2は調査農家の経営耕地面積を一覧

したものだが、これをみると分かるように自

作地だけで5haを超えるという農家がほとん

どで、自作地面積が借入地面積を上回る経営

が大半を占めている。表中の「開田」は自作

地面積の内数であるが、開田面積だけで8ha

を超える農家もおり、開田によって広大な自

作地を基盤とした大規模経営が一気に形成さ

れたことが読み取れる。また、開田対象とな
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図4-1 水稲単一経営の経営耕地規模別農家数(S1:現状とS2:目標)

図4-2 水稲単一以外の経営の経営耕地規模別農家数(S1:現状とS2:目標)
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表4-2大規模経営の経営耕地面積と農作業受託実績(栃木県黒磯市)

表4-3 大規模経営の農家世帯員の就業状況(栃木県黒磯市)
.



った平地林面積の多寡が経営規模序列を規定

しており、大面積の平地林を所有していた本

家層が上層農家となる(調査農家は全て本家

筋にあたる農家ばかりである)一方で、平地

林をほとんど持っていなかった分家層は早々

に兼業化し、既に農地貸付世帯化していると

いう農業構造になっている。そのため、上層

農家は集落内での規模拡大は困難な状況に置

かれており、大規模になるほど集落外での農

地借入面積が多いという特徴がある(①②③

番農家の借入地は全て集落外と市外)。なお、

上層農家ほど借入地面積割合が高く、農作業

受託面積も大きくなるという傾向があること

は都府県全体の動向と一致している。

家族労働力構成をみると[表4-3]、ほ

とんどの農家で30～40代の青壮年男子農業専

従者を確保しており、後継者が既に農業専従

者となっている農家もいる(①⑧番農家)。

経営主夫婦が農業専従者となっているのに加

えてその父母も農業を手伝うという、重世代

家族が農業に従事する強固な家族農業経営地

帯であることが分かる。

表4-4の農業機械・施設等の所有状況を

みると、トラクターは最低でも3台(うち1

台は50ps以上)装備しており、60psを中心に

3台装備というのが標準で、田植機も8条植、

コンバインも4条刈以上というのが標準装備

となっている。育苗用ハウスも200坪以上所

有している農家がほとんどで、このハウスを

活用し、育苗後作というかたちで施設園芸に

乗り出す経営も出てきている。

作付状況と農産物販売金額を一覧した表4

-5によると、水稲作付面積はいずれの農家

も6ha以上で米の販売金額も800万円以上

(農産物販売金額は合計1,000～2,000万円

程度)となっている。上層農家の作付構成で

はビ―ル麦と大豆が目立つが、これは機械作

業で対応できる作物で転作対応を図っている

結果であろう。水稲作付面積が10haを超える

①②番農家を除くと各農家とも水稲以外の複

合部門の導入に積極的に取り組んでおり、例

えば⑧番農家は繁殖母牛を20頭飼養、⑨番農

家は野菜の販売金額が500万円を超え、⑪番

農家も山ウドの販売金額が500万円を超える

など経営複合化の動きは10ha未満層において

顕著になっている。

こうした経営複合化は転作と密接な関係が

あるようだ。表4-6をみると分かるように、

転作を契機として④⑤⑨番農家はキャベツを、

⑧番農家は茄子を、⑧⑪番農家は山ウドを導

入している。また、育苗ハウスを利用した施

設園芸も⑤⑥⑦番農家が取り組んでいる。こ

れに対し、水稲作付規模が10haを超える①②

番農家は土地利用型米麦作経営を目指してい

るというコントラストがはっきりとあらわれ

ている。

その結果、今後の経営展開の方向としては、

①②③番農家という水稲作付面積が9haを超

える農家はより一層の規模拡大を志向してお

り、20～30ha規模を目指した借地集積を考え
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表4-4 農業機械・施設等の所有状況(栃木県黒磯市)

表4-5 大規模経営の作付状況等(栃木県黒磯市)



えているが、水稲作付面積が8ha以下の④⑥

⑧⑨⑪番農家は複合部門の拡大・充実を志向

しており、⑧⑨番農家のように稲作での規模

拡大を諦めてしまう経営も出てきているとい

うように、これまでの規模拡大の到達点の違

いによって同じ5ha以上層といっても大きな

分化が生じ始めているのである。

(3)静岡県浅羽町－後継者問題の発生、経

営耕地規模と販売金額規模の関連性の希

薄化－

東海は大規模借地経営が展開する典型地域

であるが、そうした構造変動が特に激しいの

が静岡県中遠地域(袋井市など)と愛知県西

三河地域(安城市など)である。中遠地域は、

茶やメロンに代表される工芸作物や施設園芸

の展開が極端に進んでいることもあつて複合

部門に特化した専業農家層も労働力不足のた

め農地(水田)貸付層となってあらわれてい

るという特徴がある。これに対して西三河地

域は、農協の強力なリーダーシップの下で転

作のブロックローテーションが実施されてお

り、これが担い手農家の作業面積規模拡大に

大きく貢献しているという点が特徴的である。

本節では、前者の代表として静岡県浅羽町の

大規模経営農家の実態を紹介することにした

いと思う。

浅羽町では数は少ないとはいえ大規模借地

経営が展開しており、経営耕地の42.2%が3

ha以上層47戸に、同35.7%が5ha以上層29戸

に、同25.5%が10ha以上層15戸に、同19.1%

が15ha以上層10戸に集積される(1995年セン

サス)など、東海のなかでも構造変動がかな

り進んでいる。こうした上層農家を対象に行

ったヒアリング調査結果(19)を基に中遠地域

の大規模借地経営の実態をみていくことにし

たい。なお、⑪番農家はメロン専業農家であ

るため、ここでは大規模借地経営としては扱

わない。

表4-7は調査農家の経営耕地面積を一覧

したものであるが、センサスの数字を裏付け

るように15ha以上の大規模借地経営が展開し

ており、①②番農家は既に20ha以上の経営規

模を誇っている。特に①番農家は30ha規模に

達しようとしており、平成8年には有限会社

として法人化されている。どの農家の経営地

もほとんどが借入地であるため、経営耕地の

分散は激しく、経営地が150枚以上という農

家も3戸(①②⑤番農家)おり、最も少ない

⑨番農家でも43枚となっている。図4-3お

よび図4-4は[本文末尾に掲載]①②番農

家の経営耕地の分布図であるが、これをみて

も地域的な偏りはあるものの全町的に経営耕

地が分散していることが分かるだろう。なお、

調査農家の作業受託面積は大きくないが、こ

れは地主が畔草刈りなどの管理作業をするの

を嫌うため作業委託に出すくらいならば全て

を任せてしまうためのようだ。

家族労働力構成[表4-8]をみると、経

営主夫婦が農業専従というのが一般的であり、
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表4-6 転作の実施状況(栃木県黒磯市)

表4-7 経営耕地の内容と作業受託実績



表4-8 家族の就業状況と雇用労働力

「1世代限りの家族経営」という色彩が強く

なっている。たとえ15ha以上経営であったと

しても、長男は田植や稲刈りの時に手伝う程

度にすぎず、就業形態はC(兼業が主)ある

いはD(兼業のみ)が多い。後継者夫婦が農

業専従というのはメロン専業農家の⑪番農家

だけである。東北庄内はもちろんのこと、北

関東那須よりも規模拡大が進んでいるものの、

残念ながら後継者を農業に繋ぎ止める力は強

くはないのが実状のようだ。経営主の多くは

40～50代で、長男の就業状況から判断すると

後継者問題が早晩発生することが予測される

のである。

農業機械等の所有状況[表4-9]は、ト

ラクターは最低40ps以上、田植機6条刈以上、

コンバイン5条刈以上というのが標準装備と

なっている。この装備水準は東海の農地流動

化進展地域としてはやや小さく(特にトラク

ター)、作業受託面積が少ないのはその影響

があるのかもしれない。また、施設園芸が盛

んな土地柄を反映してビニールハウスを所有

している農家が多く、経営規模15ha以下(⑦

番以降)の農家は全て施設園芸を複合部門と

して抱え込む格好になっている一方、15ha以

上農家はミニライスセンターを備えていると

ころがある(③⑥番農家)。
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表4-9 農業機械・施設等の所有状況

作付構成を一覧した表4-10をみると、経

営耕地面積が20haを超える①②番農家は転作

小麦の作付が多いのに対し、水稲作付面積10

ha未満(⑦番以降)の農家はいずれもトマト

などハウス野菜を栽培しているという明瞭な

違いを読み取ることができる。ここ浅羽町で

は経営耕地面積15ha、水稲作付面積10haとい

うのが複合的展開を遂げるかどうかの分岐点

となっているようだ。黒磯市よりも水稲作付

面積の分岐点が上になっているのは、借地に

依存した経営であるため、それだけの面積拡

大がないと十分な農業所得を確保することが

できないからであろう。小作料が10aあたり

20,000円と比較的低い水準であっても、米価

低落傾向の下、小作料負担は大規模借地経営

の重荷となっている(20haの借地があれば支

払い小作料は400万円にも及ぶ)のであり、

これが後継者確保難とともに大規模借地経営

の不安定性をもたらす一つの原因となってい

るのではないだろうか。

農産物販売金額一覧[表4-11]販売状況

をみると、上層農家ほど米の独自販売に取り

組んでいる割合が高い。①②番農家は米だけ

で2,000万円以上、販売金額合計では4,000

万円近くに達しており、突出した経営となっ

ている。それでも⑦番以降の農家は複合部門

の比重を高める方向で農産物販売金額2,000

万円水準を確保しており、雇用労働力をかな

り導入している①②番農家を除けば、③番以

降の20ha未満層の家族経営においては経営耕

地面積規模と農産物販売金額規模との関連性

は希薄化しているように思われる。

今後の経営展開の方向については、①②番

農家は50ha以上、③番農家は30ha規模を目指

した規模拡大を志向しているが、それ以外の

農家の規模拡大意欲はそれほど高くはない。

これは、経営規模が18haを超えているにもか

かわらず「長男が就農しないので自分の代で

経営は廃止する」と話している④番農家のよ

うにひとえに後継者確保難にある。先にセン
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表4-10 作物別作付面積一覧表



サス分析で指摘した後継者問題による大規模

経営農家の不安定性という問題は現地実態調

査においても確認されるのである。

(4)愛知県幸田町－充実した機械装備を背

景とした農地借入と作業受託による規模

拡大－

愛知県西三河地域では大規模借地経営が広

範に展開しており、構造政策の最先端を行く

農地流動化進展地域である。また、農協のリ

―ダーシップの下、ブロックロ-テーション

として転作団地が設定され、それを担い手農

家に一手に任せるという取り組みを行ってい

る地域でもある。そして、この転作受託(転

作奨励金が地主に、収穫物が耕作者に行く)

が担い手の規模拡大に寄与している(20)ので

ある。本節ではそうした担い手層の動向を幸

田町の農家調査結果(21)を基にみていくこと

にする。

1995年センサスでは幸田町には5ha以上農

家が9戸(10ha以上農家は6戸)しかいない

が、11戸の農家が転作団地を全て受託するな

ど少数の農家が町の農地のかなりの部分を集

積しており、基本構想でも10戸の農家が町の

農用地の44%を担うことが想定されている。

この担い手農家のうち7戸の経営の現状をみ

ることにしよう。

表4-12は経営耕地面積を一覧したものだ

が、経営地の大半を借入地に依存した(田の

自作地面積は最も大きい①番農家でも120a

しかない)、経営耕地面積規模7～18haとい

う大規模借地経営ばかりである。借入地の内

容をみると分かるように、借地拡大に伴い集

落内だけではなく集落外、町外に積極的に出

作に出ることで規模拡大を達成している農家

が多くなっている。営農類型としては、⑤番

農家が果樹に力を入れているのを除けば米麦

作専業経営ばかりで、前節の浅羽町のように

施設園芸に取り組んでいる農家はいない。

家族労働力構成[表4-13]は、家族形態

は2世代家族構成を維持しており、経営主夫

婦が農業専従というのが一般的だが、①②③

番農家は後継者も農業専従者となっている。

なお、農業投下労働日数をみると果樹部門を

有する⑤番農家が1200日と最も多いと同時に、

この農家が最も農産物販売金額が大きくなっ

ている点[表4-16参照]が注目される。

機械装備は過剰投資ともいえるほどの水準

に達している。表4-14をみると分かるよう

に、60ps以上の大型トラクターを4～5台、

8条乗用田植機、コンバイン2台というのが

標準装備となっている。作業受託に積極的な

のはこうした機械の償却圧力があることも一

因である。また、乾燥機の処理能力が100石

を超える農家(①②⑤⑦番農家)もあり、そ

うした農家は米の独自販売に取り組んでいる

ケースが多い。乾燥機、籾摺機を所有してい

ない農家は乾燥調製作業を農協のライスセン

ターに委託している。

表4-15および表4-16は調査農家の経営
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表4-11 農産物販売金額一覧

表4-12 農作業受託農家の経営耕地面積(愛知県幸田町)



表4-13 農作業受託農家の家族構成・就農状況(愛知県幸田町)

表4-14 農作業受託農家の農業機械・施設の装備状況(愛知県幸田町)



表4-15 農作業受託農家の経営内容①(愛知県幸田町)

表4-16 農作業受託農家の経営内容②(愛知県幸田町)



内容を示したものである。いずれの経営も水

稲作付面積は5ha以上で、10ha以上という経

営も4戸いる。ただし、幸田町では水稲作付

面積規模が経営複合化に影響は与えていない

ようで、町内の果樹産地に本拠を置く⑤番農

家以外は土地利用型で規模拡大に遇進してい

る経営ばかりという特徴がある。米の独自販

売には7戸中5戸の農家が取り組んでおり、

農産物販売金額は米だけで1,000～2,000万

円となっている。ここで注目されるのは経営

に占める転作受託の比重の大きさである。転

作受託面積も小麦で11～16ha、小麦後作での

大豆は農家によって作付していないところも

あるものの5～7haで、作付面積という点に

限れば水稲と同等もしくはそれ以上となって

いる。また、販売金額も1,000万円近くに達

しており、⑥番農家に至っては米よりも小麦

・大豆の販売金額の方が大きいという状況に

ある。もう一つ注目したいのは稲作作業の受

託である。いずれの農家も稲作作業の受託に

も積極的で、②番農家が耕起・代かきを請け

負っていないのを除けば耕起～収穫まで全て

の機械作業を受託しており、作業面積(基幹

3作業の延べ面積を3で除した面積)で10ha

以上、収入も500万円以上に達している農家

がほとんどで、作業受託は経営を支える大き

な柱の一つになっているのである。なお、農

家は作業受託を賃貸借へのステップとしてい

るケ―スが多い。幸田町の大規模借地経営は

稲作、転作受託、農作業受託の3つによって

支えられており、稲作に転作受託と農作業受

託を加えた面積は最低で20ha、平均30～40ha、

最大65ha(⑤番農家)に達するなど、トータ

ルの実質作業面積は東北庄内の倍以上の規模

を誇っているのである。

(5)富山県入善町－常雇を導入した有限会

社の展開－

富山県における大規模借地経営については、

主に呉西地域の農事組合法人経営(サカタニ

農産など)の動向が取り上げられることが多

かったが、近年は呉東地域においても農地流

動化が進展し、家族経営型の大規模借地経営

が展開しており注目される。本節では入善町

の大規模経営農家の調査結果(22)を基に、そ

うした呉東地域の担い手農家の動向をみるこ

とにしたい。

経営耕地面積を一覧した表4-17によれば、

チューリップ球根に経営の比重を置く⑪番農

家を除けばいずれも5ha以上の経営であり、

借地による規模拡大を図っている。このうち

①②③番農家は1戸1法人で有限会社となっ

ている。特に、①番農家は36.5ha、②番農家

は22.1haと突出した経営規模を誇って、家族

労働力以外に数名の従業員を雇用している。

⑥番農家以外は積極的に集落外へ出作に出る

ことで借地面積の拡大に努めており、経営地

のうち集落外農地が占める割合が7～8割に

及ぶ農家が多い。新政策が想定するような経

営規模を実現するためには、経営耕地は分散
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表4-17調査農家の経営耕地面積(富山県入善町)

表4-18 調査農家の家族構成・農業労働力構成(富山県入善町)



するものの集落の枠を越えた借地拡大を行う

必要があるのであり、そういう意味では集落

単位で担い手に農地集積を図っていくという

構造政策は機能しなくなっているといえるだ

ろう。事実、⑧～⑪番農家が展開している地

域は「1地区1農場制」を標榜し、農協支所

単位という広域的なかたちで担い手農家への

農地集積を進める体制を敷いている。

家族労働力構成[表4-18]をみると経営

主夫婦が農業専従というのが一般的であるが、

規模が大きい経営では後継者も農業専従者と

して加わっている。さらに、①②番農家は常

雇を2名ずっ雇用しており、経営規模だけで

はなく労働力編成という点でも家族経営を卓

越した経営となっていることが分かる。また、

水稲作付面積が10haを超えると育苗作業で臨

時雇を導入する農家が多い点も特徴である。

機械装備状況[表4-19]は、トラクター

2台(うち1台は50ps以上)、8条乗用田植

機、5条刈コンバイン、乾燥処理能力100石

以上というのが標準装備であり、幸田町ほど

ではないにせよかなりの資本を投下している。

こうした機械装備を生かし、酪農経営の⑦

番農家を除けばどの農家も稲作の機械作業を

請け負っている。表4-20は農作業受託状況

を一覧したものだが、これをみても収穫作業

を中心に作業面積は最低でも2～3ha、大き

いものになると15ha以上(③番農家)に達す

るなど、センサス等で把握される経営耕地面

積以上に作業面積規模の実質的な拡大が進ん

でいることがうかがえる。また、入善町でも

転作のブロックローテーションが組まれてお

り、5戸の農家が転作受託をしている。その

面積は5～10ha、販売金額でも300～600万

円と無視できない規模となっており、「大豆

作は集団転作の方が農地がまとまっているの

でやり易い(⑧番農家)」という意見も出さ

れている。ただし、転作自体は賃借地の収益

性悪化要因(稲作を前提とした小作料を大豆

の収益と転作奨励金で支払うのは著しく困難

であり、転作率の上昇は経営を大きく圧迫し

ている)として認識されており、大規模経営

ほど転作には消極的な意見が多かった。

経営内容[表4-21]をみると農産物販売

金額の大半は米で、ほとんどの農家が独自販

売を手掛けており、⑪番農家を除けば米の販

売金額は1,000～2,000万円に達している。

そのなかでは常雇を導入している①②番農家

の米販売金額は5,000万円、3,000万円と他

の家族経営農家とは隔絶した販売金額を誇っ

ており、ト―タルの販売金額をみても①②番

農家は突出した存在となっている。一方、そ

れ以外の農家については販売金額トータルの

数字は経営耕地規模ほどの差はない。経営耕

地面積が5ha以上であれば下層農家であって

も複合部門(特にチューリップ)の充実によ

って大規模経営に負けないだけの経営を実現

することが可能になっているのである。例え

ば⑪番農家の経営耕地規模は3haだが、チュ

ーリップ球根の販売金額が3,000万円以上と
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表4-19 調査農家の農業機械・農業施設の装備状況(富山県入善町)

表4-20調査農家の農作業受託状況(富山県入善町)



表4-21 調査農家の経営内容(富山県入善町)

表4-22 調査農家の経営内容(北海道美幌町)



なっているため、トータルの販売金額は②番

農家よりも大きい。このように家族農業経営

では販売金額規模の序列は経営耕地面積規模

の序列に必ずしも従わなくなってきており、

本章第3節の浅羽町の実態と同様であり注目

しておきたい。

今後の経営目標については、法人経営(①

③番農家)は50ha規模を目指しているが、そ

れ以外の家族経営は経営耕地面積15～20ha、

作業受託面積10ha前後、実質作業面積規模25

～30haというのが一般的であった。この数字

はやはり東北庄内を大きく上回っている。

(補）北海道美幌町－大規模普通畑作・土

地利用型経営と野菜導入・複合経営と

への分化－

以上、都府県平地農業地域における大規模

経営農家の実態をみてきたが、最後に北海道

においても大規模経営農家の経営複合化が進

んでいる実態を紹介することにしたい。ここ

で取り上げるのは網走・畑作地帯だが、土地

利用型経営で、政府の価格政策と密接な関係

を有している点は共通していることを鑑み、

参考事例として掲げることにした。

調査対象農家(23)は美幌町内の負債が比較

的少ない優良経営農家ばかりである。

表4-22は調査農家の経営内容を一覧した

ものだが、これをみると経営規模30ha以上

(①～④番)農家では野菜類、豆類は栽培さ

れておらず、小麦、馬鈴薯、甜菜という畑作

3品専業での規模拡大を追求しているのに対

し、経営規模30ha未満(⑤～⑫番)農家では

玉葱に代表される野菜類の導入が進んでいる

という違いがはっきりと分かる。しかし、

農産物販売金額の合計をみると、ほとんど

2,000～3,000万円の枠内に収まっており、

経営規模ほどの差はないという点が注目され

る。

家族労働力構成[表4-23]をみると、経

営主夫婦が農業専従なのはもちろんのこと、

後継者も農業専従ばかり(兼業に出ていたと

しても冬期の臨時雇いで実質的には農業専従

といえる)で、2世代家族が農業に専従する

典型的な家族経営となっている。いずれの農

家も家族労働力の質・量において差はなく、

家族労働力の多寡は経営規模、経営内容に影

響していない。経営規模の差は専らその農家

が置かれている状況によって生まれており、

地域差の反映である。すなわち、離農が多発

している地域では規模拡大が進んでいるのに

対し、離農者がなかなか出ない地域では規模

拡大が難しく、複合部門の導入・拡大によっ

て経営を安定させようとしているということ

である。

農業機械はトラクター(70ps以上が主軸)

だけで3～4台を所有している。経営規模が

大きい農家ほどポテトハーベスターやビート

ハーベスターなど各種の収穫機を導入してい

る一方、経営規模が小さい農家ほどビニール

ハウスの面積が大きくなる傾向がある。これ
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表4-23 調査農家の家族構成と就業状況(北海道美幌町)

表4-24 調査農家の農業用機械等の所有状況(北海道美幌町)



はハウスでビートの苗だけでなく玉葱の苗も

栽培しているからである[表4-24参照]。

このような機械設備への投資額は3,000万円

規模に達している。

機械装備状況の違いは共同作業への取り組

みの違いとなってあらわれている。表4-25

をみると分かるように共同作業と農業雇用の

導入は規模が小さい農家ほど積極的に取り組

んでいる。上層農家は大型機械をフルセット

で個人で揃えることにより省力化を図り、雇

用労働力を排除して家族労働力での規模拡大

を追求しているのに対し、下層農家は機械の

共同利用によってコストダウンを図りながら、

雇用労働力の導入によって野菜作(特に玉

葱)部門を充実させることで経営の内包的拡

大を目指しているという違いが読み取れるの

である。

今後の経営意向は現在までの規模拡大の達

成度によって2つに分かれている[表4-26

参照]。30ha以上層は農地購入をベースに一

層の規模拡大を計画しており、50ha規模を目

指す動きがあるのに対し、30ha未満層は規模

拡大よりは玉葱等野菜作部門の充実、機械の

共同利用によるコストダウンを図りたいとし

ており、経営展開の方向に大きな違いがある。

ただし、上層農家であっても「豆類等の複合

部門の導入・充実を図る(②番農家)」「食

用芋を安定した価格で契約栽培したい(⑤番

農家)」など畑作3品以外の作物を導入しよ

うという動きはある芽生えている点は注目し

ておきたい。

おわりに

1995年センサスの分析を通じて、農地に代

表される農業資源総量が減少する一方で借地

集積による大規模経営が形成され、農業構造

の変動が進みつっあることが確認された。た

だし、構造変動の到達点には大きな地域格差

および部門別格差が存在している。北海道で

において構造問題は解決しており、むしろ、

急速な規模拡大に伴う農地購入がもたらした

借入金の増大が、農産物総輸入自由化体制の

下で経営問題・負債問題として発現している

という点に問題の重心がシフトしている。中

小家畜経営(特に鶏)については企業的畜産

経営が市場を支配する構造ができあがってお

り、構造問題は存在していない。農業構造問

題の焦点は都府県にある。しかし、ここでも

地域格差は大きく、問題を一律に論じること

はできない。中山間農業地域、特に山間農業

地域および畑作型に区分される市町村では農

家戸数の減少が農地潰廃に直結しており、農

業・農村解体的様相を呈している。そのなか

では、水田の農地保全力の強さは中山間地域

政策を考える上での1つの論点となる(24)で

あろう。これに対し、平地農業地域では農作

業受託、転作受託(25)を含めると、特に東海、

北陸など農地流動化進展・大規模借地経営展
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表4-25 調査農家の共同作業・作業受委託・農業雇用の状況(北海道美幌町)

表4-26 調査農家の今後の経営意向(北海道美幌町)



開地域では統計以上に構造変動が進んでいる

ように思われ、今後も構造変動が進む可能性

が捨て切れない部分がある。

ただし、大規模経営農家も次のような課題

・問題点を抱えている。

1点目は稲作規模拡大の有利性の消失であ

る。家族労働力の範囲内の経営は、5ha以上

規模であれば一層の規模拡大を追求しようが、

複合部門を拡充しようが農産物販売金額に大

差はなくなっているというのが実態であった。

経営規模15ha以上層は法人化して雇用労働力

を雇い入れ、一層の規模拡大を追求せざるを

得ないという競争構造に組み込まれてしまっ

ているが、家族農業経営の生き残り競争は借

地集積による規模拡大という場を通して行わ

れるのではなくなっており、規模拡大は確か

に必要だが5haを超えたあとはどちら(さら

なる規模拡大あるいは複合部門の拡充)を選

択するかは経営者の判断次第ということにな

っているのである。これは今後も15ha以上経

営が層をなして生まれてくるかどうかは稲作

の長期的見通し如何にかかっていることを意

味しているのであり、米価低落傾向の下での

小作料負担の重圧が生産力格差を背景とした

大規模借地経営の存立基盤を脅かしている現

状の当然の帰結ともいえるであろう。

2点目が大規模経営農家の後継者問題であ

る。東北、北関東では「家」規範による保証

の下、就農日数は少なくとも農業に多少なり

とも従事する同居あとつぎが確保されている

のに対し、東海では同居あとつぎは確保され

ていても全く農業に従事していないケースが

目立っており、長年に渡る農地集積で築き上

げてきた折角の大規模経営農家の継続性が危

ぶまれる状況にあるのが実態であった。もち

ろん、東北水田地帯では規模拡大も経営複合

化も進まないままワンマンファーム化して家

産維持を主目的とした農業経営にとどまる傾

向にあり、あとつぎの妻(嫁)が全く就農し

ないケースが増えるなど活力には乏しい状況

にあるものの、構造的な安定性という点では

東海に対して優位に立っている。こうした東

海のように「家」規範だけでは農業後継者確

保の見通すことのできない地域では、経営の

論理による後継者の確保(法人化がその主要

手段となる)ないしは第3者に既存の大規模

経営をそっくりそのまま引き継がせることが

できなければ、集落営農など地域レベルでの

対応が求められることになるであろう。ただ

し、後者は、集落の範囲を超えた農地集積競

争を展開している大規模借地経営にとって規

模拡大を阻害する要因(26)となる可能性があ

るので注意しておく必要がある。

3点目が農地集積の場をめぐる問題である。

集落外への出作による規模拡大が一般化して

いる状況のなかでは、集落レベルで担い手に

農地集積を進めていくという従来までの構造

政策の手法が限界にきていることを示してい

る。すなわち、これまで農政は集落機能に着

目し、政策遂行のための末端組織として集落
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を活用することで例えば円滑な生産調整の実

現などを可能にしてきたが、現在の生産力段

階を実現するような経営体にとって集落は最

早手狭なものになってしまっており、農政が

目標とするような大規模借地経営を生み出す

だけの物理的基盤(=農地供給面積)を備え

ていないという限界(27)に構造政策はぶつか

りつつあるのである。集落営農との競合問題

を含めて考えると、集落ではなくもう少し広

域的な地区程度を単位(=「1地区1農場

制(28)」)として担い手への農地集積あるい

は担い手間の農地利用調整を進めていく必要

が出てきているのであり、集落規模と担い手

の自生的な形成度との関係の分析を踏まえた

うえで、集落に代わる構造政策推進の場をど

のように設定するかが問われているのではな

いだろうか。

最後が転作の位置づけをめぐる問題である。

東海など一部の地域では担い手農家が転作団

地を一括して請け負うことで作業規模の大幅

拡大を達成しているケースがみられる一方、

北陸・東北の良質米地帯では、気候条件の制

約もあって転作作物の収益性は稲作よりも劣

っているため愛知県幸田町のようなケースを

展望することは不可能であり、また、地代水

準も高いため転作率の上昇は小作料負担の重

圧を一層強め、規模拡大意欲を削いでしまっ

ているというのが実態である。こうした地域

差を踏まえつつ、さらに15ha規模を境目とす

る個別経営の展開の方向性の違いをも考慮し

たうえで生産調整政策と構造政策との整合性

を、経営安定政策を射程に入れながら実現し

ていくことが、土地利用型の担い手育成にと

って求められるのである。

〔注〕

(1)宇佐美繁氏は「健康的高齢化と機械化一

貫体系の進展過程は、年間就業率の低い農

業従事者の数を拡大する方向に作用し、頭

数を確保しながら農業を継続する条件を

"整える"過程であ
った」とし、1985年以

降の事態を「農業(農家)を維持する戦線

が伸びきった段階での農家戸数の減少」と

して捉えている。宇佐美繁「農業構造の変

貌」宇佐美繁編著r日本農業-その構造変

動一』農林統計協会(1997年)、20頁参照。

(2)1990年センサスにおける農業地域類型区

分は新市町村単位であったが、1995年セン

サスのそれは旧市町村単位によるものであ

り、これによつてより詳細な分析が可能に

なる一方、1990年センサスと1995年センサ

スとの間の連続性が断ち切れてしまうとい

う問題が生じている。本稿は1990年センサ

スについても旧市町村単位での組み替え集

計結果を用いているためこうした制約から

解放されている。なお、1990年センサスと

1995年センサスの連続性については、小田

切徳美「中山間地帯の地域条件と農業構造

の動態」前掲宇佐美編著r日本農業-その

構造変動-』、209～215頁において詳細
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な検討が行われているのでそちらを参照さ

れたい。

(3)四国は中間農業地域においても5ha以上

農家の増加率は8.2%と都府県平均に比べ

て著しく低い。こうした四国の状況を宇佐

美繁氏は「四国的現象(借地関係の展開は

ありながら、5ha以上層およびそこへの農

地集積が鈍化し、農業構造の変革をも包

み込んで農業衰退的様相を強めている現

象)」と呼び、こうした動きが山陽にも波

及しっつあることを動態構造統計の分析に

拠りながら指摘している。前掲宇佐美論文、

44～45頁参照。

(4)隠居別居慣行については土田英雄氏によ

る一連の研究が、末子相続慣行については

内藤莞爾氏による一連の研究があるのでそ

ちらを参照されたい。土田英雄「隠居慣

行」姫岡勤・土田英雄・長谷川昭彦編「む

らの家族』ミネルヴァ書房(1973年)、土

田英雄「隠居慣行と複世帯制家族」森岡清

美・山根常男編『家と現代家族』培風館

(1976年)、内藤莞爾『西南九州の末子相

続』塙書房(1971年)、内藤莞爾『末子相

続の研究』弘文堂(1973年)など。

(5)小田切徳美氏は、中山間地帯における農

家人口構成の分析を通じて「東日本型」と

「西日本型」の2つの型を析出し、前者は

「中山間地帯といえども青年層が地域内に

定住しているために、出生率を維持し、人

口再生産メカニズムを確保している」地域

であり、「青壮年層が地域定住傾向を持ち

続ける」地域であるとしている(小田切徳

美『日本農業の中山間地帯問題」農林統計

協会(1994年)、39～48頁参照)。ここで

は直系家族規範という用語を用いつつその

理解を踏襲している。

(6)小田切徳美氏は、山形県山間地帯の男子

世帯員のコーホート減少率の動態分析を行

い、「従来定住傾向を維持していた山形山

間の青年層が90年代前半において、他出傾

向を強めていることを確認」し、慎重なが

らも「この延長線上には、地域定住を維持

してきた"東日本型"中山間地帯の一世代

遅れでの、青年の他出傾向が激しい"西日

本型"傾向への転化も予想される」として

いる。前掲小田切論文、274～277頁参照。

(7)地目構成を軸とした山間農業地域の多様

性の析出については既に小田切徳美氏によ

る研究があるのでそちらを参照されたい。

小田切徳美「中山地帯農業の"地域的多様

性"」『農政の展開が中山間地帯の農業に

与える影響についての調査研究報告書5.

中山間地域のくらしと地域整備の課題』

（財)農政調査委員会(1994年)。

(8)中山間地域の農地保全を考える場合、供

給過剰にある米を生産する水田を水田のま

ま残すか、生産調整の優先的対象地として

放牧地等へ転換したかたちで残すかという

2つの方策が考えられるが、ここでの分析

結果によると水田のまま残した方がリスク
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が小さいということになるだろう。また、

後者の方策を選んだ場合は水利施設等既存

の社会資本をどう扱うべきかという問題も

生じることになる。ただし、前者の方策を

選んだ場合は条件不利地域(特に傾斜地)

での稲作生産に伴う国民経済的負担が半永

久的に継続することになってしまう。なお、

中山間地域の水田問題については、生源寺

真一『現代農業政策の経済分析』東京大学

出版会(1998年)の5・6章が論点をクリ

アにまとめてある(水利施設の維持管理問

題についても3・9章で触れられている)

ので参照されたい。また、中山間地域の土

地改良区の実態については、拙稿「耕作放

棄地・不在地主の増大が土地改良区に与え

る影響」『日本の農業201中山間地域農業

の担い手と農地問題』（財）農政調査委員会

(1997年)、拙稿「中山間地域における土

地改良区の運営問題」『農政の展開が中山

間地帯の農業に与える影響についての調査

研究報告書9.中山間地域における広域的

地域対応』（財)農政調査委員会(1998年)を

参照されたい。

(9)香月敏孝氏は、農業投下労働日数規模を

キー概念としつつ園芸作農家の経営動向の

分析を行っているので参照されたい。香月

敏孝「園芸作の展開と上層農家－1995年農

業センサス分析－」『農業総合研究』農業

総合研究所、第51巻第4号(1997年)。

(10)梶井功氏は1985年・1990年・1995年の3

つのセンサス分析から「1985年までは、販

売金額の大小に、経営耕地規模は必ずしも

規定的な影響力をもたなかったが、95年に

なると耕地規模の大きさが物をいうように

なっている」と結論づけている。梶井功

『国際化農政期の農業問題』家の光協会

(1997年)、130頁。

(11)1990年までは「中小規模経営は単一経営

化しつつ減少し、大規模経営は複合経営化

しつつ増加する」という動きがみられたが、

「1990年以後、この動きはストップし、全

階層単一経営化に向かってしまった」こと

を梶井功氏は「複合化の逆転」と呼んでい

る。梶井前掲書、129～133頁参照。ただ

し、梶井氏の分析は、1995年以前における

センサス区分上の制約から5ha以上農家を

一括して取り扱っているため、上層農家の

実態の動きを必ずしも反映し切れていない

面があるように感じられる。それゆえ本章

では大規模農家を5～10ha、10～15ha、15

ha以上の3つに区分してその動きを把握す

るよう努めた。

(12)同様の指摘は田代洋一氏によってもなさ

れ、稲作単一大規模経営と生産調整政策と

の不整合性を問題にしている。「水田農業

の場合は、規模拡大が一定規模を越えると

水稲単作化傾向が強まる。現在の技術水準

ではその分岐点はほぼ10ha前後であり、そ

れ以下では認定農業者も水稲複合経営が主

流だが、10haを越えると、ある規模までは
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単作化傾向が強まり、転作も重荷に感じる

ようになり、生産力の低い水田を借りて割

当面積をこなしたり、場合によっては消極

的になる」(田代洋－『食料主権』日本経

済評論社(1998年)、243頁参照)。なお、

本稿では15haを分岐点としているが、これ

は畑地面積および転作面積込みの数字であ

り、水稲作付面積に限定すると8ha前後が

分岐点になるものと思われる。

(13)このような視角からの分析は既に田畑保

氏によって行われている。田畑保「1990年

代の農業構造一主として農地貸借、作業受

委託の動向の面から一」「農業総合研究』

農業総合研究所、第51巻第4号(1997年)、

140～143頁をを参照されたい。

(14)田畑保「農業構造の変化と農地利用・農

地貸借－1990年センサス分析－」『農業総

合研究』農業総合研究所、第46巻第2号

(1992年)、68～70頁を参照のこと。

(15)酒田市における小作料水準をめぐる担い

手層の見解については、田代洋一「農地流

動化施策の効果的な推進・活用に関する現

地実態調査報告－山形県酒田市－」『平成

9年度・農地流動化施策の効果的な推進・

活用に関する調査報告書』（社)全国農地

保有合理化協会(1998年)、28・29頁およ

び37～39頁を参照されたい。

(16)拙稿「経営改善計画にみる認定農業者の

経営展開の方向－山形県酒田市の事例－」

『平成8年度・新農政推進等調査研究事業

報告書』（財)農政調査会・（財)農政調査委員会

・（財)林政総合調査研究所(1997年)、46～

49頁。また、新潟蒲原平野を代表する白根

市においても経営複合化が進んでおり、そ

うした複合経営を多数育成することで農用

地集積シェア目標61%がクリアされること

が明らかになっている。拙稿「北陸・複合

化進展地域における認定農業者をめぐる現

状と課題」『農業研究』（財)日本農業研

究所、第8号、139～143頁を参照された

い。

⑰「栃木県黒磯市は、戦後、開田と飼料畑

の造成によって大面積経営が叢生した典型

的な地域のひとつである。加えて、その開

田と飼料畑の造成が、戦前期からの普通畑

からの転換としてだけでなく、平地林の耕

地化を伴って進展した点に、東北の開田地

域とは異なった特徴があった」(宇佐美繁

「大面積経営における経営複合化の現状－

栃木県黒磯市－」『農業の基本問題に関す

る調査研究報告書10.大規模複合経営』

（財)農政調査委員会(1984年)、65頁)。

(18)本節のより詳しい内容については、拙稿

『平成8年度・構造改善基礎調査報告書－

栃木県黒磯市－』関東農政局農政部農政課

(1997年)を参照されたい。

(19)本節のより詳しい内容については、拙稿

「大規模借地経営の展開と経営農地の効率

的利用に関する実態調査報告－静岡県磐田

郡浅羽町－」『平成8年度・大規模借地経
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営の展開とその安定的発展方策に関する調

査報告書』（社)全国農地保有合理化協会(19

97年)を参照されたい。(

20)例えば愛知県知立市では100haの転作団

地を4戸の担い手農家が一手に引き受けて

作業面積規模の拡大を達成しているという

実態を現地調査で確認している（平成10年

度・事業効果フォローアップ検討調査・（社)

全国農地保有合理化協会・未定稿)。(21)

本節のより詳しい内容については、拙稿

「愛知県額田郡幸田町の実態」『稲作・作

業委託農家の動向と農作業受委託の実態』（

財)農政調査会(1998年)を参照されたい。

(22)本節のより詳しい内容については、拙稿

「農地流動化施策の効果的な推進・活用に

関する現地実態調査報告－富山県新川郡入

善町－」『平成9年度・農地流動化施策の

効果的な推進・活用に関する調査報告書』（社)

全国農地保有合理化協会(1998年)を参

照されたい。(23)

本節のより詳しい内容については、拙稿

「北海道美幌町における担い手層の経営展

開の方向」『北海道における賃貸借による

農地流動化が展開するための条件に関する

調査研究報告書』（財)農政調査委員会（1997

年)を参照されたい。(24)

中山間地域における農業振興の方向性は、

花卉、施設園芸といった「稲作からの脱

却」にあるとするならば、それは水田の農

地保全力を活かした中山間地域政策とは必

ずしも整合しない可能性を有しているだけ

に注目したい。この「農業経営・農業生産

の担い手」と「農地(管理)の担い手」と

の乖離という問題については、前掲拙稿『

日本の農業201中山間地域農業の担い手

と農地問題』、猪内淳也「中山間地域にお

ける高収益型農業振興と農林地保全の関

係」『1998年度日本農業経済学会論文集』

農山漁村文化協会(1998年)などを参照さ

れたい。(25)

センサスでは農作業受託の一環として転

作作業（耕作者が作業料金を貰い、収穫物

は地主に帰属する)は把握されているが、

転作受託（収穫物は耕作者に帰属し、地主

は転作奨励金だけを受け取る)は把握され

ていない。

(26)個別規模拡大農家と集落営農との競合問

題については、前掲拙稿「農地流動化施策

の効果的な推進・活用に関する現地実態調

査報告－富山県新川郡入善町－」の132～

133頁と141頁を参照されたい。(27)

こうした実態は谷口信和氏によって指摘

されたのが最初ではないだろうか。谷口氏

は愛知県安城市における「営農組合の活動

の拠点を集落におくのか＝地方区型（安城

市農協)、集落の壁を取り払って管内全域

での自由な展開を奨励するのか＝全国区型（

桜井農協)という」農地流動化推進体制

の違いを生み出した要因の一つとして、

「後者（桜井農協)では"単位集落"の規
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模が小さく、"単位集落"の枠内では大規

模な土地利用型農業への再編が困難と考え

られたこと」をあげ、集落規模を問題とし

ている。谷口信和「合理化事業による農地

利用調整で集落農場の建設へ－愛知県・安

城市農協－」『地域営農集団の育成と農用

地利用調整』全国農業協同組合中央会(19

92年)、264～268頁参照。また、谷口氏

は群馬県玉村町の生産組織の再編過程を集

落規模と関連づけながら分析を行っている

ので参照されたい。谷口信和「北関東・稲

麦二毛作北限地帯における組織的農業の展

開構図－群馬県玉村町農業の実態分析(1)

―」『農業の基本問題に関する調査研究報

告書22.農業構造変動と担い手・農地管

理』（財)農政調査委員会(1996年)。

また、集落規模もさることながら集落の

農地所有構造も出作拡大農家の形成と密接

な関係がある。東海・北陸以西の地域は、

農家の農地所有面積が比較的均一なため極

端な出作拡大がみられるケ-スは少ないが、

北関東・新潟以北の地域は、本家層=所有

面積大・担い手農家として残存、分家層=

所有面積小・農地供給層に転化という構造

（本稿では山形県酒田市、栃木県黒磯市な

どがその典型事例にあたる)になっている

ことが多いため、分家層が供給する農地面

積をめぐる競合が激しく、一定規模以上の

規模拡大には必然的に出作がが必然化する

傾向がみられる。

(28)富山県入善町飯野地区がそうした方向を

打ち出している。前掲拙稿「農地流動化施

策の効果的な推進・活用に関する現地実態

調査報告－富山県新川郡入善町－」を参照。

付記:本稿は筆者が1998年度土地制度史学会

春季総合研究会(1998年6月27日)にお

いて報告した内容を原稿化したものに加

筆・修正を加えたものである。
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図4-3 ①番農家経営耕地分布図
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図4-4 ②番農家経営耕地分布図
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