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1.農地の海外依存と北海道のウエイト

農地は、いったん劣化させると周辺をも悪

化させる危険性がある。一度壊滅した農地を

再生するには相当の困難がともなうし、多額

の費用を要する。労働力が高齢化し戸数の絶

対数が減少するなかで、高齢一世代農家の増

加は農地移動のテンポを急激に早めることに

なろう。土地利用型農業経営のウエイトの大

きい北海道農業においては、ウルグアイ・ラ

ウンド以降の農家経済の再建を見据えたうえ

でも、農業経営基盤強化法および農地保有合

理化事業の活用・運営のあり方いかんは重大

な影響を与えることになる。

とくに、農地利用の荒廃化・粗放化、さら

には耕作放棄・収穫放棄が進行している条件

不利地において、だれが耕作しどこまで利用

していくのか。地域内の農地を管理しようと

する利用改善団体や地域農業集団などによる

対応をはるかに越える大きなうねりが、とく

にウルグアイ・ラウンド合意以降の経営環境

においてみられはじめている。そのため、家

族的枠組みを越えた多様な経営体、たとえば

生産法人、農協、第3セクタ-などの広範な

展開による「個人」の地域的補完も検討され

つつあるが、まずは公的管理などによる農地

への公的性格強化が優先課題となろう。その

場合、具体的にどう「公的」に管理するかで

ある。

これまでの都道府県公社の中間保有機能・

再配分機能への社会的要請はいっそう強まる

はずである。こうした動きのなかで、移動後

も所有・利用の公的管理をつづけ、農地の再

配分・再調整の機能を強化することにより、

優良農地の確保と地域社会の安定化という政

策的課題が果たされることになる。

今回の食料・農業・農村基本問題調査会の

最終答申で注目すべき点は、食料政策や農村

政策をも並行して取り組まないと農業生産自

体が具体化しないということであろう。その

視点からいえば、全体としては、輸入食料換

算分の海外耕地面積を日本の耕地面積と比較

すると、図1に掲げるように、1970年には国

内の耕地面積に匹敵する数値を海外の農地で

食料生産しているといってよい。94年には、

食料生産として海外農地に依存した面積規模

は1,409万haとなり、国内耕地面積の508万

haの2.8倍を海外の農地を利用した勘定にな
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図1輸入食料換算による海外依存の農地面積

る。日本農業の土地利用基盤は急速に脆弱化

しつつあり、その動きは近年ではさらに加速

している。

また、センサスによれば、95年にはじめて

北海道も耕地面積の減少を経験した。府県の

耕地は相当早い時期から一貫して大量に壊廃

し転用されてきたことから、それでも表1に

示すように、北海道のウエイトは96年には

24.0%にまで高めている。農地のもつ国土・

環境保全など多面的機能を維持増強するため、

さらに食料自給率を維持・向上させるには農

地の総量確保が不可欠である。これ以上の耕

地面積を減らすことは、食料自給率の維持向

上にとって大きな障害となるはずである。都

府県の農地を守ると同時に、北海道の農地を

確保し有効利用せずして自給率向上は明らか

に達成できまい。

表1耕地面積の推移
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2.土地選別のなかの流動化対策

北海道において有利であるはずの土地利用

型経営が必ずしも十分展開できなくなりっつ

ある。農畜産物価格が軒並み低迷することに

より、土地利用型では所得確保がますます厳

しくなってきているからである。いきおい野

菜・花卉生産に傾斜し、野菜面積を拡大する

ものも多い。つまり、土地利用型部門の所得

低下分を、一部経営集約化させることによっ

て補填せざるをえない現実に直面している。

稲作では、米価低下により採算が極端に悪化

し、とりわけ近年では完全に転作物収益と転

作奨励金に依存せざるをえない事態に突入し

ている。総じて、それらは外延的拡大には消

極的であり、かなりの経営規模に到達した者

であっても、ここにきて集約作物か土地利用

型基幹作物かのどちらにシフトしていくべき

か、大いに悩みはじめる。

土地利用型基幹作物の市場価格が低落し、

とくに稲作経営では既往負債の償還圧を見越

すと完全に採算割れを起こす事態ともなって

いる。それだけ、いっそう集約作物に傾斜せ

ざるをえない。この動きは、土地拡大意欲を

大きく減退させる。放出農地の受け手がみい

だせず、土地過剰現象に拍車をかける結果と

もなっている。とりわけ、超過負債を有する

農家の処分農地や土地改良負担金の付帯する

農地は地価水準の折り合いがつかず、そこで

もまた処分不能となり、多くの市町村では相

当量の不可働農地が滞留しつつある。いま、

農地市場ではその帰属をめぐり、一部では流

動化がきわめて困難となっている。

高齢化と担い手不足、圃場整備未了地、傾

斜地など耕作条件の劣悪な農地は利用不能と

なり、順次市場から排除される。85年頃まで、

規模拡大志向層が一定数確実に存在しており、

地価水準を押し上げるもとで農地流動化・

「あっせん」事業も有効に作動してきた。そ

れ以降、状況は一変し、支持価格の連続的低

下のなかで土地購入メリットは大きく低下し、

資産減価リスクを大いに高めている。とくに、

97年の米価13,000円時代に突入するなかで、

耕境ラインの急変も起こりつつある。限界的

農地を利用してもまったく採算が合わないの

である。当面受け手がいない農地と、今後永

続的に受け手のみいだせない農地とに大きく

2分されるが、どこまでの農地をどのような

手法で維持・管理するのか(注1)。

北海道において公社事業は北海道農業に大

きく関わってきたし、今後もその重要性は変

わらないはずである。合理化事業の最大のメ

リットを活かすため、農地市場に公的に直接

介入し中間保有する機能と、もっとも望まし

い担い手に再配分する機能とを充実する方向

で事業がすすめられている。

農地保有合理化法人には、一時的中間保有

としての機能のみならず、農地法施行令改正

により90年からは「管理のための耕作」が認

められ、事実上の経営主体として途が開かれ
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た。この意味は大きいし、さらに農業生産法

人への農地の現物出資、農地信託事業や新規

就農者への研修事業などが実施できるように

拡充・強化もされた。いま、とくに稲作経営

において多くの規模拡大農家は購入ではなく、

貸借による対応を希望している。農地が売り

に出されれば、誰かに流動化させなければな

らないものの、かといって無理して周辺農家

に押しつけるべきではない。さまざまな流動

化を駆使しても打開できないほど、事態は深

刻になりつつある。地域での放出農地を誰か

に即座に帰属させるべきではなく、十分に拡

大農家に積極的購入意欲・取得能力・償還能

力が備わったものに対し、それぞれ自分流の

規模拡大ペ-スで順次売渡すよう心がけねば

ならない。

一部条件不利地を中心として、賃貸借すら

忌避する状況にあり、利用されないまま耕境

外へ脱落する農地も増加しはじめている。耕

作条件・通作条件の悪い土地を入手しても、

経営改善・所得向上に貢献するとは限らない。

むしろ、労働競合・過剰な機械投資などが原

因で、いままでの健全経営が崩れていく端緒

にもなる。土地購入に関連して生じる追加投

資により、優良農家をも収益悪化・経営破綻

に追い込まれるリスクが大きくなる。買受面

積が大きくなるとともに、貸付限度枠・償還

期間・金利負担などの課題も多く、土地購入

による機械・施設への追加投資や土地基盤整

備に係る負担などが大きな重荷となっている。

稲作や畑作の部門では、農地取得と土地改

良に関連する投資は農家経済にとって大きな

負担となる。規模拡大行動が、結果的に費用

増大となってむしろ所得を減らすことになる。

経営集約化のなかで、規模拡大した経営サイ

ズをむしろ縮小する動きすらある。農地を購

入しただけでは直接収入は生まない。作物生

産のために費用を投じてはじめて生ずるわけ

で、それ以前の農地購入とその償還に経費の

かなりの部分を使っては、経営そのものに投

資する余裕はなくなる。

「流動化」とか「農地価格」というものが

農地問題の原点なのではない。「経営安定」

・「経営存続」とを第一に考えた流動化施策

を講じない限り、つぎつぎと経営破綻するが

農地だけは確保しているという奇妙なことに

なってしまう。地価下落が売買という流動化

には必ずしも直結せず、むしろ土地ごとの耕

作条件を厳密に選別しはじめている。優良地

・隣接地への「取得集中」と、劣等地への取

得の「耕作拒否」という行動パタ-ンであり、

しかも今、土地代金を25年償還していけるだ

けの余力を欠きはじめている。とくに、北海

道の稲作経営において経験した米価暴落は決

定的に土地購入の余力を喪失させ、しかもそ

の落着く先すら読めない。

ある圃場の耕作放棄が近隣の圃場放棄を招

くか、耕作条件を悪化させ派生的に耕作を放

棄するかによって、地域の土地全体をますま

す劣化させている。優良農地での担い手確保
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と条件不利地での遊休化防止、さらには多様

な担い手参入とを考えねばならない。最終的

には、放出される農地は個別農家や農業生産

法人などが担うものの、売買市場における供

給超過部分を公的機関、とくに道公社などに

より、相当期間を中間保有しストックするこ

とが大いに求められている。

現実には、全く逆の動きとなっており、合

理化事業も所有権に関しては、地価変動とい

うリスク負担を回避するため、一時保有期間

はいっそう短縮化されつつあり、申請時とい

う一時点のみに関与しその時に受け手を特定

している。地価・地代の下落はそれにともな

う差益補填のシステムでも構築されない限り、

事業自体が機能不全に陥る大きな原因ともな

っている。今後、なんらかの打開策を講じな

い限り、あまりに保有期間が短期間であるし

再配分先を事前に特定して一時貸付している

なかでは、厳しい現実の農家が直面している

課題に対して、合理化事業は十全に機能して

いないのである。

理論的には、「農地価格は収益地価である

べき」といわれるが、現実には収益地価水準

というより他の要因が複雑に作用しつつ実勢

地価が決まっている。とくに、農産物支持価

格低迷のもとで、所得減少となり地価下落を

招いている。農協は貸付金償還をめぐり、地

価下落が止まらず、担保価値もしだいに低減

していく。債務超過の不良債権も大いに起こ

りうるわけで、その場合には、農協は増担保

をとらねばならず、減価する農地の担保再評

価を毎年のようにおこなって、チェックせざ

るをえない。

地価水準が下がりつづけているなかで、と

くに稲作地帯を中心に、規模拡大に意欲的な

農家をみいだすのに苦慮しはじめている。機

械・施設への追加投資も継続して実施しなけ

ればならないので、減価しつづける農地の購

入というリスクの大きい新規投資をしても、

果して経営採算的に成り立つのかどうか。25

年償還という長期的なメドがたたない。近年、

とくに稲作地帯では売買に対し担い手はきわ

めて消極的になっているのは、受け手側の固

定負債増大に対する危倶がある。公社事業

による、「経営転換タイプ」や「長期貸付タ

イプ」の合理化事業は、公社が中間保有する

ことで即座に償還に入るのではなく、一時的

需給ギャップを公的に一時保有しタイムラグ

をもって順次担い手に受渡していくという仕

組みであり、それは大いに有効である。しか

しながら、経営転換タイプという地価下落対

策ができただけに、地価下落・資産減価もま

た止まらない構造となっていくならば厄介で

ある。まったく市場原理に委ねるのではなく、

なんらかの形で引きつづく地価下落の緩衝装

置をまた地元は求めている。その意味で、農

業委員会や農協、さらには都道府県公社によ

る農地流動化における地域調整はいっそう重

要性を増す。

その意味では、合理化事業を活用すること
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による農地価格の凍結効果はきわめて大きい。

一時、公的に中間保有し地価下落を抑制する

作用を果たすことにより、地価下落を緩衝す

る効果もある。土地利用型農業をすすめるこ

とに、地域担い手は一部の農地に対し、明ら

かに「持て余し」・「厄介なお荷物」となり

つつある。土地改良という追加投資の不可欠

な土地や利用不便な遠隔地、さらには採算の

合わない低生産力地などの耕作放棄につなが

るし、それに対し近傍優良農地の優先的確保

という行動様式となってあらわれている。

3.当面受け手のない農地問題

担い手が局地的に欠落していたり、あるい

は購入テンポをはるかに上回る処分農地が放

出されるとき、すでに発生し今後さらに深刻

化すると推察される当面受け手のない農地を

どう利用していくか。経営採算以下の農地を

誰が維持していけばいいのか。これ以上は農

業的に利用できす、非農地へ転換すべきもの

なのか。そうした劣等地に公的支援をしても

延命措置でしかなく、むしろ安楽死させる方

がよいとの意見もある。それでよいのか。そ

うではなく、農地分散の克服・土地基盤の再

整備・担い手創出・農産品の付加価値化など

により、コストを削減し収益を上げうる農地

に再生・再編する努力が肝心なのである。許

容限度を越えるコストがかかれば別だが、担

い手支援や利用調整など地域努力をして、耕

境内にとどめることは可能なはずである。

処分できない農地は、表2に示すように、

「傾斜地・立地条件が悪い」か「土壌排水・

不耕作など条件が悪い」農地に多く、それぞ

れ18.4%であった。それ以外には、「高齢化

・担い手不在によるもの」が14.0%、「価格

の折り合いがつかない」は11.8%などもあり、

さらには「周りが十分な規模に到達」は9.6

%、「離れ地・飛び地」が8.8%など、大い

に注目されるところである。周辺の最劣等地

には、現有の個別対応により耕境内にとどめ

つつも段階的に耕境後退も止むをえず、そこ

では公的財源を十分は投入できまい。

97年の道農業会議編「農地の需給状況等に

関する実態調査結果」から、表3では、農地

の売渡・貸付希望面積と不能面積の状況を支

庁別にみている。移動不能農地も貸付ではほ

とんどみられないが、売渡では相当量になっ

ている。田では、7.9%、畑では10.5%、草

地では8.7%、合計9.2%という売渡不能状

況にある。とくに、田では都市的地域にその

ウエイトは高いものの、面積的には「平地」

・「中間」地域に圧倒的に多い。支庁別では、

全般的に分布しているものの、十勝23.0%、

石狩22.8%、後志15.1%など、局地的に処分

できない農地が集中しているとみることもで

きる。

道公社などによる公的機関の介入も農地移

動の一時保有にとどまっている現段階では、

移動困難な農地の案件・買い手のつかない農

6



表2「処分できない農地」発生の理由(1997年)

表3地域別農地の売渡・貸付希望面積と不能面積の状況(1996年)
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地にあえて介入する構造にはない。とくに、

地価下落という事態に突入した途端に、到る

ところで機能不全に陥りはじめ、そのツケは

個別農家にも回っている。個別農家が採算か

らより、むしろ負債残高を参考にした農地価

格が算定され、その価格で引き受けることに

よってはじめて、離農農家もスムーズに離農

が完了するし、農協も負債問題が解消される

という構図なのである。

表4に示すように、処分できなかった農地

は92～96年には4,403ha発生しており、水田

では「耕作継続」するしか方法はなく、受委

託組織が十全ではなく、それができなければ

一気に「耕作放棄」となる可能性が高い。稲

作の後退が、そのまま畜産利用に容易に展開

することができず、そのまま耕境後退に直結

する可能性がある。稲作では他に有利な代替

作物がみいだしにくいことを反映したもので

ある。

一方、牧草畑や採草放牧地では、牧草収穫

作業中心のコントラクタや「作業受託」の組

織が展開することにより、「耕作放棄」され

ることなく畜産的利用がなされている。した

がって、作業受託組織やコントラクタなどの

組織育成は耕作放棄回避にきわめて有効であ

ろうことが推察される。したがって、道単独

事業である連携型農業生産法人育成やその延

長上にある特定農業生産法人の創設は大きな

意味がある(注2)。

表4成立しなかった農地とその対応(92～96年)
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4.資産減価リスクと継承リスク

農地価格が低下することは、購入者にとっ

てみれば好条件であるはずであるが、そう事

態は単純なものではない。担い手農家はかな

らず投資意欲も高く攻めの経営対応をすすめ

ていることから、かなりの負債圧を同時に背

負っている。その資産価値が目減りすること

で負債圧・償還圧が急激に高まることを意味

する。農地価格が値崩れを起こすと、直ちに

担保力低下・資金力低下につながる。収益が

激減したり、それに派生して農地価格が大幅

に下落したならば過去の負債は一気に浮上し、

経営の再生産にも大いに支障をきたす。負債

総額が減価しつづけ、農地評価額を上回れば

超過負債問題が噴出する(注3)。

負債を有する農家の処分農地や土地改良負

担金の付帯する農地が大きく減価するか、あ

るいは処分不能となり、不稼働農地として滞

留する危険性もまた大きい。そうした傾向の

なかで合理化事業は地価下落リスクに対応可

能な買い手の確実に存在する農地、下落率も

低位な優良農地にのみにいっそう制限する。

それは地価が下落すればするほど、事業対象

地は限定され慎重になっていく。

地価の下落傾向が流動化の阻害要因となっ

ていることから、経営転換タイプはウルグア

イ・ラウンド対策の一つとして地価下落対策

として効力発揮を期待して創設された。将来

的にも、こうしたまことに厳しい米価水準が

長期的に続くとみられることから、稲作経営

として採算が立たない地域や経営層が出てく

るものと推察される。米価下落は粗収益の低

下を招き、所得減少は必至である。大規模層

ほど、そして専業経営ほどその減収額もまた

大きい。

依然としてつづく地価下落により、公社事

業による5年保有期間も実質2～3年に圧縮

せざるをえなかった。この合理化事業に対し、

農家側や実務担当者の最大の要求は買い手を

特定しないことと一時貸付期間を長期化する

ことであった。貸付期間も10年かそれ以上の

長期を期待しており、ここでも農家と事業と

のギャップは大きい。経営転換タイプの事業

創設により、5年間にわたる中間保有のなか

に地価下落対策にわずかながらも途を開いた。

「ゴールなき規模拡大」・「まず規模あり

き」の構図が、結果として資金需要を刺激し、

それが負債圧を高める端緒ともなる。それだ

けに、農家は資産保全・担保維持の懸命な努

力がなされるし、農協もその債権保全に奔走

することになる。売れる農地がさきに流動化

していくなかで、劣等地・負債付帯地はいつ

までも売れなく不稼働化せざるをえない。資

産評価を甘く設定し、実勢価格との間に乖離

があればあるほど、ますます処分できない。

農協経由のいっさいの借入資金は共通の担

保物件として農地を抵当に、借越契約による

金融をおこなっている。ある事例からみれば、

借入れには保証人をっけていることから、負
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債累積が農家が借金を完済できなければ、連

帯保証人が営農改善資金を借りて農協に返済

する。超過債務対策として、超過債務に関係

する保証人を集めてそこで返済計画を立てさ

せるし、場合によっては根抵当設定や保証人

追加もありうる。そこでは、年間数回の保証

人会議も実施している。

担保限界に近づくにつれ、営農停止・離農

勧告などが農協主導でおこなわれ、早期に財

産処分することで負債を清算せざるをえない。

そこに、連帯保証人に取得強要してまで、早

期解決を図らねばならないという事情もある。

ある不振農家の廃業は、残る連帯保証人の経

営存続にも大きく影響しかねない。耕境後退

による地価変動・資産減価リスクを個別農家

にのみ負担させる。需給ギャップが生じたと

きに、公社の保有合理化事業が作動しても、

将来買い手のある農地にのみ限定している。

農地価格は担保価値を規定するものであり、

農協金融は農家の最大資産である農地を担保

することで債務保全を図っている。自己資金

で買えるような余力をもって購入するのでな

ければ、減価する農地購入はますます高リス

クがともなう。

最劣等地などの限界地にあっては、農地は

いっそうリスクの大きい資産となっている。

価格のつかないまま、利用されなく放置され

るリスクがつねにつきまとっている。耕境後

退することにより、資産価値の大幅な減価は

個別農家の担保価値の下落を引き起こし、貸

出信用もまた同時に大きく低下する。劣等地

ほど地価下落が大きく、優等地は買い手がつ

いても劣等地には、いくら地価が低位でも買

い手がつかない傾向にある。まだ地価が値下

がりしている、担保価値の減価している農地

を借金してまで購入するメリットはいっそう

低下せざるをえない。公社事業もそうした農

地には介在できない。

既存の担い手の利用選定から外れた農地を

集積して、公的に、あるいは第3セクターが

管理耕作しても当然のことながら作業効率も

圃場条件・耕作条件自体はかなり劣悪である。

多くの市町村農業公社等としても、地域担い

手も受けない劣悪条件の農地を「落穂拾い」

的に管理している傾向が強い。したがって、

採算性や収益性はきわめてきびしく、事業を

拡大すればするほど耕作条件の不利なものを

抱えざるをえず、ますます赤字を累積させる

構造となる。

そうした農地には公的介入すべきではない

との意見も強いが、採算性にある農地にだけ

介入ればよいというものでもない。耕境確定

は、市場原理に依存して耕境後退も市場メカ

ニズムにのみ任すべきものでもなく、ある程

度は長期計画のもとで、守るべき農地を地域

として策定し、そのエリア内の農地は将来に

わたり確実に守っていく。面的に、地域主体

で確実に利用し担い手も育成していく。ある

圃場の耕作放棄が近隣圃場の耕作条件を低下

させ連鎖反応を生むから、そこでは公的負担

10



を投じてでも地域支援するという不退転の決

意が必要であろう。

処分できない農地は耕境外に別の形で多目

的に利用するとか、あるいはまた公的負担を

投じて売れる農地に再整備して再び市場に戻

すか。そうしたことも平行して考えねばなる

まい。すべての農地をむりやり誰かに取得強

要させるのではなく、すでに耕境外離脱寸前

の劣等地は、ある意味で自然の流れに委ねる

しかない。つまり、採算に全く合わない空間

であるから、それに公的資金を投じて耕境内

にとどめても維持できない。耕境内にとどめ

るにも莫大な累積赤字がともなう。したがっ

て、そこでは農地価格が成立せず、価値も限

りなく減価し林地や原野に近似していくこと

になる。その土地は、今の所有者にそのまま

持ち続けてもらうしかないからである。

5.地価下落のなかの合理化事業

最高値時に農地購入した場合には、減価し

た分だけ与信力を低下させる。借入金に依存

して拡大することから、償還する元利合計に

加え減価分だけ上乗せして負債圧を高めるこ

とになる。実勢地価で処分したのでは、その

まま即座に赤字として計上される。現段階に

おいても、農地価格は一貫して低落傾向にあ

る。図2では、主要水田地帯の10a当たりの

地価推移が示されている。北海道農業会議

「田畑売買価格等に関する調査結果」によれ

ば、もっとも地価下落の大きかった水田地帯

を事例としている。上川・空知の地価上昇が

急激であり、その分だけ下落率も高くなった。

規模拡大意欲と転作率上昇とに因果関係があ

るとみられるが、ピーク時からみて、98年の

中田価格は全道水準でマイナス34.7%、中畑

価格はマイナス32.7%とともに大きく下落し

ている。この間に与信力・担保負担力も同時

に大きく喪失下ことになる。

もちろん、拡大意欲が高く積極的に購入す

る層もあるが、そうした拡大層は限られてい

る。農地需要は大きく低下するし、供給され

る農地価格も大幅に低下すると、北海道の場

合には短期的には地価と小作料は必ずしも連

動していないが小作料もやはり長期的には平

行して下がらざるをえない。しかしながら、

一気に下げてよいものではなく、何らかの緩

衝装置を用意して徐々に実勢地価に近づけて

いくしかない。取引される地価と実勢地価と

が離れている場合にも、その開差を確認しな

がら、徐々に適正価格に近づける努力が重要

である。地域の上限地価を設定し、現地の担

い手により「いくらなら買えるか」・「買っ

て採算が合うか」を、近傍地価と比較しつつ

一筆ごとに綿密に評価する。減点方式から、

公正に複数意見から一定水準を導き出す。そ

れを、基準値として個々別々に農地評価をし

ていく方法が一つの有効なすすめ方ではない

か。

府県の兼業深化地帯においては、都府県公
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図2主要支庁別水田価格の推移

社が所有権の中間保有を考えなくとも、土地

持ち兼業農家がその中間保有機能の役割を果

たしている。分厚い兼業傾斜と資産保有志向

の非農家の存在がそれである。次世代にわた

り、安定的な所有権の中間保有体として作用

しているため、府県の公社事業の中心は貸借

と作業受委託の掘り起こしに終始することに

なる。一方、北海道においては、むしろ、

年々膨大な所有権移転が継続的に生じている

ことから、個別農家だけでは放出農地のすべ

てを取得しきれない。所有権のストック機能

が内蔵されていないだけに、勢い道公社への

依存度もまた高まらざるをえない。賃貸借増

加も北海道にあっては、売買に至る過渡的形

態としての性格が濃い。賃貸借が長期化する

ときは処分できないので継続して場合も多い。

公社の合理化事業は、農地過剰時代にあっ

て中間保有し一時公的にストックする作用が

あり、当面過剰問題を数年間だけ「先送り」

しているにすぎず、問題解決したわけではな

い。先送りすれば、さらに事態は深刻化し複

雑になるし、売買に移行しなければ離農も完

了しないし売り手の負債問題も処理できない。

購入テンポが取得能力の備わるテンポ以上に

早いため、個別農家では無理しても買い切れ

ないし、償還計画すら立たなくなる。
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農産物価格やそれに連動する地価水準が右

肩上がりの時には、さして影響が少なく農地

も購入していれば、たとえ厳しくなっても農

地を手放せば損をせずに済んだ。今日のごと

く、米価下落・農地価格が下落しつづけるな

かでは、問題をたんに「先送り」するのでは

なく、担い手を少しでも破産させず将来にわ

たり健全に営農が継続できるような土地購入

の仕組みが必要であろう。個別農家が取得で

きる条件が整うまで、道公社などの公的機関

が中間的な長期保有・再配分する機能がいっ

そう強化される必要がある。

受け手が登場するまで農地を中間保有し、

取得能力のない農地需給の超過部分を公的支

援しつつ、農地確保と有効利用とが求められ

る。その中間保有も、地価下落時には限りな

く短期保有となり、減価リスクが顕在化する

なかでそれを回避すべく短期介入にとどまっ

ている。決して、現場の農家の求める中間保

有機能が十分果たされているとは限らない。

中間保有・再配分機能が他の構造政策とは大

きく異なる、まさに合理化事業ならではの特

徴となっている。同時に、農地集団化と担い

手育成という大きな機能もある。市場に放出

された農地を即座に地域担い手に帰属させる

のではなく、むしろ一定期間を公的にストッ

クする効果は大きい。個別相対や集落のあっ

せんに農地移動を任せるのではなく、地域の

農地を地域の総意で「方向づけ」することも

可能である。さらに、離農を円滑化させ出し

手・受け手の心理的抵抗の解消と地域担い手

への利用集積とを実現させることもまた可能

であろう。

とくに、期間を短期間に圧縮することで地

価下落の抑制作用を果たし、地価下落問題を

先送りする効果を有していることは前にも触

れたとおりである。道公社にみる合理化事業

実績の推移と、北海道における所有権移転面

積に占める公社の合理化事業面積割合の推移

とが表5に示されている。地価下落時より、

合理化事業の運営はいっそうむずかしく受難

の時代となっている。がしかし、公社による

農地売買市場への介入はすでに相当なウエイ

トを占めるまでに増加し、ますます重要性を

増している。

表6では、北海道と都府県における公社の

合理化事業による介入状況を示したものであ

る。70年以降、とくに北海道農地の「売買」

において都府県とは異なり、格段に高いウエ

イトで合理化事業が介在してきた。さらに、

表7は北海道における合理化事業を活用した

事業別の買入面積と年次別の売渡面積の推移

をものである。近年には、新しいタイプの事

業が次々と創設されており、95年には「経営

転換タイプ」という特別事業が創定され、さ

らに97年からは「長期貸付タイプ」が始動し

た。これは、今日の地価下落に対応した新し

いタイプの事業であり、地価下落対策として

わずかばかりの途を開いた。保有期間中10%

の地価下落までは公的補填することが可能と
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なったのである。

経営転換タイプでは10%分だけ公的に補填

することにより、買い手には時価で売渡すも

のであるが、現実には到るところで10%以上

の勢いで地価が低落しはじめている。価格下

落については一時貸付中の賃借料収入などを

財源に、価格変動のための積立をしている。

この事業のどこでも即座に運用できず、ある

程度は地域を限定しつつ関与せざるをえない。

農地を限定し、リスクのないかたちで事業運

営することになる。地価上昇においては中間

保有は大いに有効であったものの、地価下落

表5支庁別農地移動に占める賃貸借面積、所有権移転に占める公社介入の推移(面積)
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時における公社事業の展開自体はきわめてむ

ずかしい局面に突入している。

全く林地化するような土地まで道公社が引

き受けることはできないまでも、受け手がみ

いだせると判断した土地、あるいは将来的に

農地として保全・利用すべき土地については

一時取得し、それを市町村農業公社等と連携

・協力して一時保有するなり長期貸付できる

ような、新たな事業展開に向けた挑戦と工夫

もまた求められる。長期貸付タイプは97年か

らの5年間のみ実施されるものであり、事業

の特徴は10年という長期貸付であること、そ

の間に経営基盤を整えることも可能である。

個別経営間での農地取引を中心に据えつつも、

移動農地を個別経営が即座に処理する方式は

決して好ましくない。当面売り先がなくても、

一定水準以上の農地ならば買入れつつ、それ

を貸付けるなり新規参入・研修等に結び付け

る。公的にリスク分担をしつつ、公社の中間

保有機能をさらに強化・拡充すべき段階にき

ている(注4)。

売り圧力の強まる近年では、道公社が一定

表6都道府県公社の合理化事業による介入状況(売買・賃貸借)
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の比率まで売買市場に介入しなかったならば、

さらに大きく地価を暴落させ、担保価値を一

気に喪失しオーバーローンを頻発させたであ

ろうことも否定できない。地価下落は一部買

い手にとって歓迎すべきであっても、同時に

与信力低下を招き農業経営へのマイナス効果

も作用している。売る側も処分不能となり、

深刻な負債累積をもたらし農地市場をいっそ

う混乱させる。その意味では、北海道におい

て売買市場への公社の一時的介入はさまざま

な意味できわめて重要な役割を果たしてきた。

北海道にみる移動1件当たりの農地面積も

「個人」より「農地保有合理化法人」の方が

格段に大きく、合理化事業を利用すると規模

拡大の度合いも資金対応もまたそれだけ大き

くなる傾向にある。農地処分面積も大型化し、

1戸平均の処分面積と買受面積も相当規模に

なり、担い手1戸では到底取得できず、数戸

表7合理化事業による買入・売渡面積の推移(事業別)
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で分割取得しなければならなくなっている。

それだけコマギレ化するリスクも高い。また、

権利取得後の経営面積が、経営基盤強化法に

基づいて市町村が設定している「基準面積」

を越えることが採択要件ともなっている。目

標面積も設定され、人によっては無理しても

クリアしなければならない基準であり、償還

の厳しい無理した規模拡大となる可能性もあ

る。

そもそも、集落機能を基底においた「あっ

せん事業」が有効に機能しえた背景には、需

要が供給を上回るために、集落が農地取得を

めぐり調整作業に乗り出さなければならない

事情があった。それが、平等主義を貫く集落

の論理でもあるし、集落的調整によって集落

外に所有権が流出するのを防止する装置でも

あった。農地集団化や隣接者による効率的利

用をも含意したものであった。農地取得意欲

は熾烈化し、競って農地を取得する、そうし

た時代の産物として「あっせん事業」が作用

していた。機械利用組合・営農集団・転作集

団など政策の諸産物は、いずれもみな集落を

基礎としたものであった。特定の農家が突出

して大規模になることを避け、並んで経営規

模を拡大していこうとする農地均等分配の装

置でもあった。

農地供給が超過する集落では、他集落の農

地供給に対し取得行動に甘受しなければなら

ない。いまも、あっせん事業は優等地では有

効に作用しているものの、劣悪地や受け手不

在の地域では機能しにくくなっているし、機

能不全に陥っているところも多い。今後とも、

こうした権利調整・利用調整による集団的な

農地流動化への地域的努力は怠ってはならな

い。

6.合理化事業の方向性と課題

とくに、事業のなかでは農地の中間保有機

能はきわめて有効的であり、農地需給がバラ

ンスを崩すほど合理化事業への期待は高まる。

とくに、中間保有期間の長期化と実行措置と

してのリスク補填の充実が求められている。

合理化事業は農地流動化促進・利用集積にお

いて有効な手段として事業拡大の要求が高い。

経営転換タイプにあっては地価下落時の支援

体制も講じられたものの、事業展開において

地元負担の軽減に努めるとともに、申請手続

きの簡素化・迅速化が求められている。とく

に、事業採択の決定や土地代金の交付に至る

まで、手間と時間とがかかりすぎるとの指摘

もなされている。

中・長期の中間保有のメリットを再認識し、

農家や現場の要請に応えるには、それに向け

た新たな合理化事業メニューの創設と関係機

関の連携強化が期待されるところである。農

地信託等事業では、農地評価額の7割を限度

とする資金を無利子で貸付け、売渡された時

点で売却代金で精算される。公社の農地信託

等事業も「農地の価格下落等により農地売買
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等事業によっては円滑な農地の流動化を推進

することが困難な場合に実施する」(注5)と

されている。地価下落地域において、5年間

という信託期間内に時間をかけて担い手農家

を特定し、資金対応可能な状況のなかで取得

することができるが、道公社にあっては、こ

の信託等事業はリスクが大きいことから、当

初から中止にしている。

兼業機会もなく通勤圏内になく、後継者他

出とともに後継者不在の高齢農家となってい

く。一代限りと覚悟して一時期、在村離農し

貸付しつつも、やがては農地処分という展開

とならざるをえない。中核的農家も場合によ

っては、次の代に止めざるをえないかもしれ

ない。その場合、生産手段である農地を消極

的に拡大したものが相当程度あるならば、い

くら制度資金に依存したとしてもその規模拡

大リスクはきわめて大きい。緊急に、個別農

家のみならず地域も参画してしっかりとした

農地保全システムと利用方法を検討し、再構

築しなければならない。

移動後も所有・利用の公的管理をつづけ、

より長期的に公的保有し自主的管理に代わり、

あるいは平行して農地の一部をプールした公

的土地ファンドを形成する。さらに、農地の

再配分・再調整の機能を強化すれば、優良農

地の確保と地域社会の安定化という政策的課

題がかなりの程度果たされることになる(注

6)。最終的に、放出される農地を「個人」が

担わなければならないものの、売買市場への

供給超過部分を公的機関、とくに公社などが

個別農家が取得できる条件が整うまで、長期

的に中間保有することがいま求められている。

現実は、合理化事業も所有権に関しては地価

変動というリスク負担を回避するため、一時

保有期間はいっそう短縮化されっっあり、申

請時という一時点のみ介在しその時に受け手

を特定している。

地価・地代の下落はそれにともなう差益補

填のシステムでも構築されないかぎり合理化

事業自体が機能不全に陥ることとならざるを

えない。今後、なんらかの打開策を講じない

かぎり、あまりにも保有期間が短期であるし、

再配分先を特定して貸付しているもとでは、

限定的に「長期貸付タイプ」が誕生したもの

の、現場の農家の求めている合理化事業の方

向には必ずしもつながっていない。保有期間

を経過しても借り手・買い手のつかない農地

は継続的に保有しつつ再貸付する、あるいは

買い手がつくまで公的機関で長期保全しつつ、

売渡し可能となった農地から順次再議渡し、

その間保有する農地から収益が上がるよう農

地のままで農業的という限定はあるものの多

目的利用することができるそうしたシステム

が構築できれば問題はない。

公社機能の各事業が、それらをどの程度ま

でフォロ-し地域に有効なものにまで改変し、

再編していけるのか。そして、どう集落機能

を代替していくのかが、今後の公社事業拡充

の重要な鍵となろう。すでに、傾斜地、最劣
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等地など条件不利地は受け手をみいだすこと

ができず、急速に耕境から外れることになら

ざるをえない。そこまで公社が買入れに入り

込めば、永久保有しつづける国有地的性格に

近似すること必定であろう。今後の農業経営

の姿を考えたとき、面積拡大に向かうのはす

べての農家である必要性はまったくない。む

しろ、経営規模・経営類型は多様化し規模格

差は拡大しっつ、経営類型をそれぞれ守りな

がら所得極大化をはかるような地域農業のす

すめ方が望ましい。

市町村単独の農地流動化事業としていくつ

かに類別できる。賃貸借設定への助成金交付

をしているもの、道公社の合理化促進事業を

活用し拡大志向農家を地域から後方支援する

もの、農協などに合理化法人の資格を取得し

賃貸借管理に積極的にすすめようするもの、

農地取得に利子補給するもの、などの支援が

挙げられる。そうした意味で、市町村や公社

さらには農協などによる個別農家支援システ

ムの充実と強化が大きく期待されており、ま

た今後の課題でもある。

農地取得は農家にとってきわめて大きな負

担となるから、負担緩和のための支援策が必

要である。それは土地代金のみならず取得後

の農業機械・施設・土地改良投資などへの追

加投資は莫大なものとなろう。個別農家の後

方支援システムとして作業受託組織の整備・

コントラクタ(農作業請負組織)の稼働、機

械利用システムの再編整備など個別経営のコ

スト低減に向けた環境整備と地域支援の確立

とにある。

賃貸借を長期化させる要因として、まずこ

れも延命策ではあるが、高齢農家が安定して

地域に定住できる環境条件整備が挙げられる。

これまでの集落機能と集落を母体としつつも

補完する機能を用意しなければならなくなっ

たという意味である。この事業の中間保有機

能はきわめて有効であり、農地需給がアンバ

ランスになればなるほど、事業に対する地元

期待はいっそう高まっている。移動農地の全

量を担い手に即座に処理する方式は好ましい

ものではない。個別経営の農地取得を中心に

据えつつも、農地過剰時代にあっては、公的

機関が一時中間保有することによって農地需

給の調整をはかることが期待されており、合

理化事業のいっそうの充実が望まれる。

出し手増加と担い手不足という需給バラン

スのなかで、農地は受け手により選別される

時代となりつつある。また、現実に多くの経

営では、圃場か数団地に分散しているため農

作業時において移動時間が増大し規模拡大に

よるスケールメリットを大きく減殺させてい

る。ますます規模が拡大されるなかで、分散

問題を解消する方策が平行してセットされね

ばならない。農地は利用するものであるし、

効率利用に徹することで経営コスト低減をは

かる、そのためには利用優先に徹する意識改

革とそれに向けた経営感覚の醸成が不可欠で

ある。それがむずかしければ、交換耕作・集
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団的利用システムなど別のかたちで、地域に

合致した農地効率利用方式を模索する必要が

あろう。

7.粗放化と農地再生に向けた再調整

口農地の低利用・粗放利用への模索

とくに、北海道についてみれば表8に示す

ように、70年以降、急速に牧草地のウエイト

を大きく増加させている。80年までの10年間

に牧草地を倍増させたのに対し、田と普通畑

を漸減させ全体としては畜産化してきた。そ

れは土地利用としては粗放化しつづけている

とみてよい。すでに耕作放棄され、将来も利

用できないような農地まで公的負担・公的支

援を投じて保全すべきものではないとおもわ

れる。その場合でも、市町村によっては森林

表8土地種類別耕地面積の推移(北海道)

組合に対し植林作業や苗木に補助するところ

もみられる。苗木や植林費用に公的支援する

ことで地域環境や景観維持に努める方式もあ

る。当面処分できない農地は資産も減価する

し、限りなく非農地化していくことになるが、

地権者にそのまま耕境から転落し非農地なっ

たとしても所有しつづけてもらうしかない。

また、稲作利用・畑作利用双方が不採算の

ところでは、最終的な受け皿として畜産的利

用が各地で展開できるかどうかに尽きる。農

業的利用が完全に放棄されれば、植林転用し

林地とならざるをえないまでも、粗放的農業

利用することで何とか耕境内にとどめること

も可能である。畜産展開がまったく畜産的利

用の困難な場合もあるが、可能ならば畜産利

用をすすめ採草地・放牧地などの利用を拡大

転換することにより、耕作放棄は避けられる

ことも大いにありうる。当面受け手のない農

地に再編整備し畜産的に利用再生させ、耕作

放棄を回避する仕組みも考えられてよい。

今後は、生産の粗放化を効果的に推進する

ためにも、粗放化による所得減少に対し中山

間対策と同様に所得支払いを検討されてよい。

すべての農地は利用できないし、採算に合わ

ない農地はやはり耕境から脱落せざるをえな

い。まったく将来的にも担い手が欠落し利用

できない地区の農地は計画的撤退もまたやむ

をえない。それを無理して耕境内にとどめて

も、むしろ多大なコストを要する。市町村公

社や第3セクタ-などで、耕作放棄地や耕境
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外へ転落寸前の農地を作業受託・管理耕作し

ても永続的には存続できないし、例年赤字経

営が必定となろう。

口農地の耕作条件整備

稲作や畑作の部門では、農地取得と土地改

良に関連する投資は農家経済にとって大きな

重荷となっている。規模を拡大する行為が、

結果的に費用増大となって所得部分を減らす

こともあるし、経営集約化のなかで拡大した

経営規模をむしろ減らす動きすらみられる。

農地を購入しただけでは収入を生まない。作

物生産のために費用を投じてはじめて生ずる

わけで、それ以前の農地購入とその償還負担

に農家経済余剰のかなりの部分を使ってしま

ったのでは余裕のある追加投資は期待できな

い。

農地が売りに出されれば、誰かに流動化さ

せなければならない。かといって、無理して

周辺農家に押しつけるべきものではない。い

ま必要とされているのは、地域での放出農地

を誰かに無理に帰属させるのではなく、十分

に拡大農家に積極的購入意欲・取得能力・償

還能力が備わってものに対し、順次売渡すべ

きものである。その段階まで、むしろ農地を

流動化させるべきではない。追加投資のため

優良農家をも、経営悪化・経営破産に追い込

む危険性が大きいからである。買受面積が大

きくなるとともに貸付限度枠、償還期間、金

利負担などの課題も多いし、農地購入による

機械・施設への追加投資や土地基盤整備事業

に係る負担などが大きな負担となっているこ

とは周知のところである。

累積負債で処分された農地や賃貸借してい

たが処分せざるをえなくなった後継者不在農

家の放出農地などをしばらく保有する機関と

それを利用するシステムがセットされれば、

まさに地元ニーズに適合したものとなる。受

け手不足の対応策の一つとして、農家子弟以

外のものが新規就農できる条件も整備される

必要があろう。農業従事者の高齢化、後継者

補充率は低下しているから農家子弟のみに期

待しているわけにはいかない。農地利用の荒

廃化・粗放化、さらには耕作放棄・収穫放棄

が進行している条件不利地において、だれが

どこまで利用していくのか。

その意味でも、公社の中間保有機能・再配

分機能への社会的要請はいっそう強まるもの

とみられる。そうした動きのなかで、移動後

も所有・利用の公的管理をつづけ、より長期

的に公的保有し、自主的管理に代わりあるい

はそれと平行して農地の一部をプールした公

的土地ファンドを形成し、さらに農地の再配

分・再調整の機能を強化することにより、優

良農地の確保と地域社会の安定化という政策

的課題が達成されることになる。

口地域調整による農地再生

移動不能農地の多くは耕境脱落寸前か、す

でに脱落しつつある農地の可能性が高い。資
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本を投資してもそれだけの収益性が確保でき

ず、撤退せざるをえないような圃場である。

今後も、放出される農地のうちで耕作上の劣

悪な小区画圃場・低生産力地・傾斜地など地

形土壌ともに不良な農地は流動化されず売れ

残り、利用もされず一部耕境から脱落してい

く。経営上も採算が合わず耕作適地から排除

されることは避けられそうにない。そうした

劣悪地に対し、旧来からの積み残しはそのま

ま放置したまま、次々と放出される新出農地

の流動化に奔走するのもまた致しかたない。

耕作放棄化を未然に防止するには劣化した圃

場条件を整備した再生することも必要である

ものの、後継者不在で耕作困難な所有者がこ

れ以上の土地投資を忌避する傾向にあること

もまた現実である。

ただし、資本回収が十分見込めないからと

いって、個別対応の取捨選択のまま、地域と

しても放任し自然の成りゆきに任すことでい

いのかというと、そうではあるまい。いった

ん耕境から外れると二度と再生できないこと

もありうるからである。市町村や集落により

利用継続が可能なものにっいては何らかの農

地の公的支援・公的介入して再生すべきであ

る。公的財源を投じて農地保全を図るという

からには、個別農家や私的財産に対し公的管

理するには、それだけの説得力ある説明が必

要となる。当面受け手のない農地にまで公的

支援をし公的財源を投ずるだけの余裕はなく、

むしろ優良農地を中心にその有効利用を考え

るべきとの意見もある。黙っていてもいずれ

耕境後退が確実な農地にまで公的資金を投入

し介入しても守りきれるものではない。

こうした棲み分けのなかで、将来的に農地

として管理保全し有効利用しつづけていくた

めの持続的な利用形態の確立が求められるは

ずである。第3セクター、特定農業法人、地

域連携型法人などへ管理依頼、所有主体とし

て個別農家の外に公社の保有事業拡充を期待

しながら、それと平行して市町村による「公

的保有」という補完装置も次のステップとし

て用意されるべきである。あくまでも過剰部

分を、どのように解消消化し、どれだけ将来

的に農地利用しつづていくかであろう(注7)。

次に示した事例の場合などには、たとえ当

面受け手がみいだせなくとも公的支援をする

だけの公益性があるといえる。①従来の農業

生産の継続が困難であり、後継者不在農家・

高齢農家・兼業農家などの農地を受託する組

織に対して後方支援する。②バラバラな零細

圃場が散在している場合、借り手もみいだし

にくく無秩序に耕作放棄されやすい。何らか

の公的介入により地域全体の面的整備・利用

調整(利用権集積・交換耕作など)すること

により利用を刺激する大いに貢献する。平場

にあっては個人的理由で耕作放棄を起こすと

周辺の営農に多大な悪影響(雑草・病害虫の

発生や水利維持問題など)を及ぼすことにな

る。③地域担い手を創設・養成する仕組みが

同時に用意されていること。さらには、新規
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参入者・就農者向けに条件を整備する。④広

域調整化(保有合理化の一環である集合事業

などやその他関連事業の積極的導入)をはか

り、広範囲なエリアからの担い手創出である。

⑤新規参入を容易にして外部からの担い手導

入などが考えられる。⑥一区画の離農跡地へ

の一括入植(府県からの新規就農か既存農家

の移転入植による)の方法とそれへの支援は

有効である。⑦特定農業法人や道単独事業で

ある地域連携型法人などの創設も、農地保全

のために組織化し、公的支援により賃貸借に

よる管理耕作、営農集団による作業受託など

をすすめる。⑧農地を面的集積・圃場整備な

どを施すことにより、農地が利用再生される

可能性が高ければ地権者の負担も生じるもの

の、その必要性を啓蒙し耕境内にとどめるこ

とも必要である。

当面受け手がなくとも上述の条件が該当す

れば、各市町村は公的介入・公的支援すべき

ものであろう。個別経営は、採算には合わな

かったものは法人化してもまた同様の結果で

あろうが、公的役割をそこにみいだし公的負

担を掛けてもすすめられなければなるまい。

8.農地の管理耕作・保全管理

農地の受託希望者もなく、作業受託しても

市場価格からみてもまったく採算に合わない

農地は耕作放棄される可能性もそれだけ高い。

傾斜地や小区画地、さらには圃場整備がされ

ていない農地などの作業委託、借地や購入を

願う者はしだいに相手をみいだせなくなりつ

つある。市町村農業公社や第3セクターの作

動による管理耕作を実施しても、すべての農

地を維持できない。一定水準の採算性を上げ

うるられる農地にのみ限定せざるをえない。

ただし、第3セクター等の設立目的も、農地

の保全・保全管理から管理耕作にまで発展変

化することにもなっている。

むしろ、優良で守るべき農地をきちんと守

り抜くという一貫した不退転の決意が今は必

要なのである。周辺農家に拡大意欲もないば

かりか、そもそも担い手が完全に欠落する地

域の農地まで保全しようとしても守りきれな

い。残った農家に、使えないし使っても採算

の引き合わない農地を購入するのもまた得策

ではない。土地余り問題を個別経営に解決を

委ね、無理な土地処分を強いる手法は早急に

中止し、別の途を模索すべきである。むしろ、

担い手が取得できる価格で拡大したいときに、

無理なく希望に応じて購入できる仕組みにし

なければならない。

口管理耕作による農地管理方式

管理耕作とは、作物が作付られ生産がおこ

なわれ、収益を追求するものである。

受け手のいない農地の管理耕作が広く認めら

れるのは、いずれ担い手が登場する可能性が

高く、それまでの間を公的支援も含めて何と

か農地管理し、次につなげうる場合にかぎる。
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つまり、「管理耕作の内容(作物、栽培方法

等)は近傍農地で一般に行われているもので

あり、かつ、従来の農地の形質を基本的に変

更しない」(注8)ものであること、さらに

「他の農業者との競合を避けるため……当面

の受け手がない場合に行うものとし……早期

に受け手の確保に努め、当該農地の売渡し又

は貸付けを行う」(注9)というものである。

当面担い手がみいだせない農地を管理耕作

者に一時貸付け(貸付期間は原則として1年

以内)、直接耕作することで農地の管理を委

ね、耕作放棄・不作付化するのを防ごうとす

るものである。管理耕作は農作物の収穫・販

売をともなうことから、経営移譲した場合に

は管理耕作者にはなれない。管理耕作者にな

れるのは、農地法3条の許可、または利用権

設定等促進事業により使用収益権を取得でき

る個人または法人である。地域の担い手との

作業競合を避けるため、関係機関や団体によ

る農地利用調整活動によってもなお、当面担

い手のみいだせない場合に限られている。

管理耕作は期間1年以内の使用貸借契約に

よりすすめられ、当該農地から得られる果実

たる収穫物は管理耕作者が収穫・販売するこ

とになるから、管理耕作者を地域的に創設・

支援し、一区画として面的に集積した「農場

制農業」が成立する基盤を地域的に用意する

ことで存立する可能性はあるはずである。98

年現在で、管理耕作をしている合理化法人は

全国では都道府県公社は6公社、市町村公社

は22公社、JA2法人となっている(注10)。

農地の機能を維持継続するため、作物栽培

を目的したものではなく、耕起・除草・防除

などをおこなうものである。また、管理耕作

すなわち「管理のための耕作」は、当面受け

手のいない農地を対象に合理化法人がその経

営主宰権をもって自らの危険負担のもとでお

こなう事業である。地域の農地利用という観

点からみれば、後者の方がより効果的である

(注11)。耕作放棄の可能性が高く、耕境外

転落寸前の農地をどのように管理耕作すべき

かについて、地域効果とその意味とを考察す

るものである。当面受け手がいないだけであ

り、面的保全の必要性が高く、利用調整する

ことで再生・復活することが十分可能である。

こうした農地については、自然の耕境後退に

任せるのではなく、積極的に公的に介入する

必要性は高いはずである。ますます私的処理

に依存することから、公的調整によって遊休

化を防止し不耕作地を解消する地域的努力が

求められ、担い手が利用できる農地に再編・

整備すべきである。公社に「管理のための耕

作」や研修等事業も認められたのを受けて、

新規就農者を研修しつつ公社事業として一部

農作業の管理事業・管理のための耕作に介入

するような事業展開が可能であろう。こうし

た担い手不在地帯における農地管理主体とし

ての展開も可能である。
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口保全管理による農地管理方式

農地はいったん耕作放棄され、そのまま放

置されると、たとえ1年であっても雑草の繁

茂や排水条件の急速な悪化を生み土地条件の

劣化にっながる。その回復にも多大な費用と

労力を要することになる。「農地保全管理緊

急対策事業」(99年から2ヶ年の新規事業で

買入れ枠500ha・10億円)では、「当面受け

手はいないが将来の具体的な利用が計画され

ている優良農地」について道公社が取得して

地力対策などの保全管理(耕起・整地・除草

・防除・地力維持作物作付、鋤込みなどの保

全管理作業)を市町村段階に存在する保全管

理組織(農業生産法人・任意組織・第3セク

ター・農協などの組織)に保全管理作業を委

託するというものである。

表9に示すように、市町村の農地利用計画

=「市町村プラン」・「保全管理実践計画」

にもとづき、道公社は当面受け手のない優良

農地を買い入れ保有し、貸付け・売渡しをお

こなう。同時に、意欲ある担い手へ円滑に継

承させていくことで遊休化を防止し、担い手

へ利用集積を促進するというものである。

当面受け手がいないものの、地域において

①農協出資等による法人化を検討中で法人と

なった段階で農地を取得する、②新規参入者

が研修中であり、研修修了後に就農する、③

農業後継者が就農したら農地を取得する、な

どその農地についての利用が計画されている

場合を想定している。それは、農地の一時的

需給アンバランスとタイムラグとを保全管理

という手法で改善することにより、農地の遊

表9農地保全管理緊急対策事業の事業内容
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休化を防止することができるというものであ

る。

9.地域主体の農地管理

個別農家が保有し個別に利用し、特定農業

法人や地域連携型法人などが活躍することに

より有効利用する方式や、公社による中間保

有機能のいっそうの強化、個別農家が保有す

るケースなども、まさに地域総力で重層的な

機能が検討されるべきであろう。97年より地

域連携型法人として北海道単独事業でもある

重要な育成事業が登場し、高齢化や担い手不

足の進行する地域において積極的な育成が試

みられている。市町村に認知されつつ、合意

と連携をもとに地域資源の有効利用を担う法

人である。

そこに至るには、やはり土地利用型経営が

適正な数だけは揃えて、地域ごとの土地利用

計画の作成もまた大きな意味をもつであり、

やはり地域が主体となり、優良農地の確保と

有効利用を図ることであろう。国の農地政策

のなかで、市町村ごとの「知恵と工夫」によ

り、問題解決に当たっていく必要があろう

(注12)。大型機械作業体系のもとでは、「圃

場の地力は多少劣っても一団地の農地を」と

いう取得者の志向が強いことから、個別段階

でコマギレに放出される農地を市町村段階で

一度再調整し団地化することで「当面売れな

い農地」を「売れる農地」に再生することは

重要である。さらに、個別経営体の維持だけ

ではなく、地域社会の存続維持という視点も

当然同時に含まれなければならない。農地は、

いわば私的財産であると同時に「公共財」で

もある。公社による合理化事業とともに、公

社以外の農地保有・公有地創設などもを軌道

に乗せた、所有権の中間保有機能を補強する

地域的装置が平行して用意されてよい。とく

に、北海道にあって圧倒的な重心である所有

権帰属問題をどう処理するかに尽きるからで

ある。

表10に示すのは、96年の道農業会議調査に

みる農地の買い手・借り手状況によれば、

「全体を通じて見込めない」・「優良農地も

見込めない」を合わせると売買で23.3%、貸

借では12.5%となっている。「全体を通じて

見込める」とするものは売買でわずか9.4%、

表10移動困難な案件の処理方法
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貸借でも13.8%にすぎなかった。さらに、受

け手が見つからない理由として、「農政不

安」38.9%と最大であり、なんらかの政策的

に将来方向に見通しが立てば拡大志向に変わ

る可能性がある。「土地生産性が低い」23.5

%と「粗放的管理」3.7%はあわせて考えて

よいであろうし、「飛び地」9.1%なども土

地が遠隔なため取得を忌避しているものであ

る。さらに、今後調整困難な案件の処理方法

としては、「売買案件を貸借」24.3%、「公

社買入れ」23.9%、「無理して地域処理」

19.4%などがつづいているが、注目されるの

は「不耕作化・遊休化」11.3%、「出し手に

経営継続」が7.3%となっているところであ

る。売買で処理したいものを当面は貸借で解

決することによって問題を先送りする、開発

公社の合理化事業に乗せて将来の買い手は特

定されつつも一時買い入れてもらう、無理し

て地域担い手に取得してもらう、などの手法

が想定されている。

地元集落で調整できなくなった案件を一定

の条件で、公社に持込み、もっともよい方法

で処理する。つぎつぎと生ずる流動化案件を

何とか積み残さないよう問題解決を先送りす

ることに奔走する。とくに、劣悪な農地はつ

ぎつぎと市場から排除されていく。そうした

場合、交換分合や換地処分などにより条件を

整備し優良農地に調整すれば、ふたたび拡大

志向は高まる可能性が高い。したがって、農

地取得条件の整備もまたきわめて重要である。

個別経営に加えて、地域農業集団もムラの

論理を出発点として、集落機能を活用しっつ

機能低下に対し、それに代わる土地利用秩序

の形成を意図するものである。「農用地利用

改善団体」や「地域農業集団」はともに集落

を基盤として、中核農家や兼業農家を含めて

組織され、作物選定・農地集団化・副産物の

相互活用・農地利用調整などについて話し合

い、集落機能に依拠した自主的な合意形成が

すすめられる。その際、今後の農業経営の姿

を考えた場合に、後継者不在農家や負債累積

農家などの放出農地を取得しつつ規模拡大す

るのは、すべての農家である必要性はまった

くない。むしろ、経営規模・経営類型は多様

化し規模格差は拡大するが、それぞれ経営類

型を守りつつ利潤極大化を図るような地域農

業の仕組みが望ましいとおもわれる。したが

って、一定程度の農家は土地利用型経営とし

て各地に確実に現われ、そうした土地利用型

経営を地域としても後方支援していかねばな

らない。

とりわけ酪農・畑作地帯では、耕地分散化

や集落間出作入作が相当はなはだしくなって

いるのが実態である。離農跡地を集落外の力

のある農家が随時取得してきた。離農跡地が

即座に処分されず、未処分のまま公社営リ―

ス、農協管理などになっているものも出はじ

め、そうしたなかで優等地地域を中心に交換

分合が部分的に実施されている。農地流動化

にともない分散化傾向は拡大している。分散
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化すれば作業効率の低下、規模拡大の阻害要

因となることから、規模拡大メリットを減殺

させない工夫と模索とが多くの市町村で試み

られている。交換分合やミニ交換、公社の集

合事業導入、個別農家自らの努力による農地

買替えなどが積極的にすすめられている。た

だし、土地の条件や形状が大きく異なること

から、なかなか思うようにできず苦慮してい

る地域ももまた多い。圃場か数団地に分散し

ているため農作業時においての団地間の移動

時間が増大し、規模拡大によるスケールメリ

ットを大きく減殺させている。そればかりか、

今後さらに規模拡大する際の阻害要因となり

っつある。公社事業ではこうした実態を踏ま

えて、流動化と集合化・団地化とはともにセ

ットにして事業展開させるような方法が有効

であろう。こうした農家意識の高まりを流動

化事業に吸収・反映していかなければならな

い。

土地基盤整備、外部労働力確保、コントラ

クタなど周辺条件の整備が農地拡大において

も重要な課題となりつつある。そうした周辺

整備がなされないかぎり、経営規模拡大には

結びつかない。さらに、土作りが今後の経営

展開の大きなテーマとなっており、有機質堆

肥投入による土作りにより輪作体系が守られ、

健全なローテーション維持のなかから経営拡

大の方向性が示される。新規作物として集約

野菜が導入されたことから、いっそう輪作体

系を遵守することが難しくなる。輪作体系の

崩れが経営展開の崩れとして結果しつつある。

そのため、地力増進作物・緑肥作物を経営に

積極的に導入しつつ、ゆとりのある経営展開

するよう志向しつつある。拡大した農地に地

力増進作物や、ときには休閑・緑肥鋤込みを

実施するような土作りをいかに土地利用に組

み込めるか。そうした土作り・草作りに公社

事業がいかに関わり、事業拡充をはかるメニ

ューをセットできるかにかかっており、それ

は流動化問題の糸口でもある。

フローとしての賃貸借は、面積でも件数で

も増加していることから、一見すると府県と

同様な動きとみられるが、構造的にはまった

く異なる。手数料収入のえにくい賃貸借への

介入は事業的に魅力がないようにおもわれが

ちであるが、実は重要である。集積をしてい

くなかで利用権をファンドとして、利用権交

換などを通じて団地化・集団化を実施すれば、

やがて所有権移転に移行する場合でも利用上

の集団化・団地化は完了していることになる。

長期の転作対応・高齢農家の劣悪な管理など

で、そのまま購入しても利用できない土地が、

各地の周辺部のみならず中心部に増加してき

た。土地改良区による土地改良事業に乗せる

ほど大々的ではなく、低コストで圃場整備・

圃場改良する必要性のある圃場が多く見受け

られるのである。若干の付加価値をつけて買

い手を付ける方策も、事業として地元農家の

要求は高く、優良農地の再生・地域資源の有

効利用という観点からもすすめなければなら
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ない。

一団地にまとまった農地に新規就農関連の

事業は、すでにリース農場事業として機動し

ているものの、手狭で密集している地域から

担い手不在の地域へ転居するような事業を用

意すべきである。先にみたように、農地出し

手市場地域と農地受け手市場地域とが遍在し、

結果として以前は手狭でみんなが零細規模の

まま今日となり後継者がととまらず他出して

しまった総じて担い手不在地域が一方で存在

すれば、他方では後継者が多数存在し土地拡

大するにも土地がない地域が同じ市町村内で

並存している。

今後、農家子弟による農家継承のみに委ね

ていたのでは地域に担い手の絶対的不足は解

消されないことから、新規参入を積極的に展

開しなければならない。公社は新規参入事業

についてはすでに大きな実績がある。さらに

「一代リ―ス」、「長期リース」方式で農業

に参入できる途、つまり土地・施設などを買

取らなくてもよいような、離農跡地の長期貸

出事業なども同時に実施されれば需要が期待

できよう。

10.農地の重層的公的保有・管理へ向けて

土地利用型農業が展開しにくい背景には、

担い手層はどの経営も一定規模に達し、相当

の地理的広がりとなったなかで圃場分散・圃

場改良の問題が浮上してきた。圃場の団地化

と大型区画化、および大型機械による省力化

の結果として、いっそう面積当たりの労働時

間の短縮を可能とする。家族労働主体の経営

規模の限界ラインは各農作業の労働ピークに

よって規定されることになる。土地利用型経

営として政府管掌作物の相次ぐ支持価格低迷

により、深刻な所得低下を招いている。

そうした経営が規模拡大路線を変更し、集

約的な野菜作拡大路線へ転換する経営志向も

また依然として根強い。換言すれば、農地購

入投資を極力避けようとする動きでもある。

高齢化・担い手脆弱化・農外就業化とともに、

経営複合化に向かう担い手層などをどのよう

にして補強し支援していくか。今後の地域担

い手は多様な経営体・多様な経営規模が地域

内にまさに共存し、個別経営と組織展開との

条件をそれぞれ棲み分けつつ、有機的に組み

合わせることによって運営されるはずである。

経営複合化の途をも一方では支援しつっ、土

地利用型経営を確実に地域としても育成・強

化していかねばならない。土地利用型農家群

を一定数育成し、地域としても支援していく

ことが土地過剰問題を解消・緩和させる有効

な方法なのである。

しかしながら、その所有権というのは社会

的な利用規制をうけるわけで自主的管理のみ

に委ねることもできず、それらは農地保有機

能をサポートする効果がある。農業専従者が

しだいに減少し高齢化が飛躍的に増加してい

くとみられるなかで、いっそうの所有権の処
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分増加が懸念される。地域が主体となり、地

域的にファンドしストックする機能がそれぞ

れに内蔵されるべきである。

道農業会議・道公社が農業委員会に実施し

たアンケート調査によれば、表11では、受け

手のいない農地に対する対策が掲げられてい

る。集落対策としては、「大規模経営を育

成」が29.7%、「地主に極力経営継続」は同

じく29.7%と高かった。総合対策しては、

「農地保有合理化事業の改善」が40.1%、

「国・道による買入制度化」が37.9%などが

高かった。

地域的資産保全としての機能も併せもって

おり、地価がとめどもなく低落することは、

個別農家のみならず農-協・土地改良区・農業

委員会など土地に絡む地域関連機関も不都合

が生じる。そればかりか、地域自体の維持存

続にとっても大きな問題となり、地域資源を

減価させることになる。個別農家の自助努力、

集落や利用改善団体による「あっせん」事業、

都道府県公社などによる合理化事業、集落の

利用調整機能、市町村農業公社等による賃貸

借・作業受委託など、まさに重層的にさまざ

まな管理機能を総力で駆使し、それらの土地

管理機能を最大限に活用しつつ、それぞれの

地域の財産である「土地と人」とを、まさに

地域が主体となって重層的に管理する段階に

きている。

地域担い手への無理のない利用集積をすす

めつつ、土地基盤の未整備な農地にっいては

表11受け手の見込めない農地対策(北海道)

30



改良を図り耕作可能なように条件整備を図る

地域的努力が必要である。農地公的に管理す

る必要性は大いに高まっており、それは今後

の確実な方向性でもあることは疑いない。市

町村農業公社等は、まさに高齢農家や兼業農

家などの高齢化・労力脆弱分を補完する最後

の受け皿として機能している(注13)。高齢

農家や脆弱化し兼業深化するそうした農家を

のみ補完・支援する主体として運営したので

は財政的に永続しない。

年々、そうした公的機関への依存は強まり、

全面作業受託や農地管理保全作業を一手に受

けたのでは毎年累積赤字が累積し、自治体財

政から年々補填することになるし、その額も

また累増することになろう。そうではなく、

その論理から一歩脱して農地の公的管理もあ

くまで個別経営を支援し補完する主体として

の位置づけから遊離することなく、公的保有

・公的管理も含めた重層的な農地保有・利用

方式を想定すべきであろう。重層的な農地保

有・利用主体の形成による、まさに重層的な

管理システムは、今後もあくまで地元の個別

経営が主体であるが、その補完として重層的

な農地保有・利用主体としての位置づけが重

要なのである。すなわち、国・都道府県公社

・市町村・農協・土地改良区・市町村農業公

社等など、総力を挙げて国民的合意のなかで、

さらに公的保有・公的管理とならねばならな

い(注14)。

買い手のつく農地は、個別農家や法人によ

り従来どおり取得してもらい、公社の合理化

事業による一時中間保有を挟んで、順次、個

別農家に帰属させていく。平行して、当面買

い手のつかない農地については、地域主導に

よる市町村が長期保有・貸付する仕組みを同

時に創設する「市町村有農地」もあわせて検

討すべきであろう。それらは決して競合する

ものではなく、むしろ相互補完するものであ

る。農業生産法人の一形態として株式会社の

参入を認める以前に、地域主体で農地を管理

する方法はまだまだある。

大切な地域資源でもある農地を、市町村の

イニシャティブで管理保全していくことが個

別経営の安定・担い手補強という側面からも

大いに望まている。中山間地域でまったく地

域担い手の欠落した地域問題はまた公的管理

の別の方式を考えねばならない。担い手不在

・農地受け手の不在地域での保全管理は別枠

の特別な対策が必要とおもわれる。多くの平

坦・中間地域はそれに引きずられず、地域担

い手確保とその育成、個別経営支援に向けて

の農地の公的管理組織創設とその維持とが念

頭に置かれることになる。

その際、都道府県公社、市町村農業公社等、

町有農地や公共草地、管理耕作と保全管理、

農協信託、高齢農家による長期保有、土地持

ち非農家などによる可能なかぎりの農地の総

合的ストック化・地域によるファンド化を図

りつつ、多様な重層的保有による長期的・安

定的な保有化に向けた農地の地域管理機能が
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必要なのである。と同時に、総合的に保有ス

トック機能を活かしている間に、地域担い手

の取得能力の向上と平行して、農地への地域

的条件整備と付加価値化もまた同時に公的保

有・管理の一環である。急激な農政転換のな

かで、市町村や農協などの公的機関への生産

主体の結集が弱体化しっつあるなかで、農地

管理を含めて公的責任・公的管理の強化が経

営体の再編・強化にとってもきわめて重要と

なりつつある。

〔注〕

(1)耕境外の土地は、誰が経営してもコスト
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1998,PP.1～16.

(10)市町村農業公社の現状については、長濱
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中安定子『生産調整下の農業構造』農林統
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