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1調査の課題

水田をめぐる状況がますます厳しくなる中

で、農地の有効利用、農地賃貸借、農作業受

委託の展開にとって受け手の確保が課題にな

っている。こうした受け手の確保、貸借、受

委託の展開にとって、小作料や作業料金の水

準および両者のバランス等小作料と作業料金

をめぐる問題は重要である。小作料は1980年

代半ば以降低下傾向にあるが、とくに最近は

米価の大幅な低落、生産調整の拡大等のもと

でいかにそれぞれの地域の実情を反映した適

正な小作料や作業料金を設定するか、さらに

はそのための仕組みをどうしていくかが重要

な問題になっている。小作料に関しては、標

準小作料と実勢小作料との関係が問題にされ

ることが多かったが、小作料の低落のなかで

それも大きく変化してきている。また作業料

金についても、とくに標準作業料金の決定主

体やその算定根拠、規範力等をめぐって充分

解明されていないところが多い。

昨年度の本調査では、賃貸借と作業受委託、

両者の関係をめぐる問題が取り上げられ、出

し手側の高齢化にともなう作業委託から貸付

への移行、受け手側の米価低落による賃貸借

のメリットの減少のもとでの作業受託選好の

動き等の出し手と受け手のミスマッチをはら

みつつ、作業委託、委託→貸し付け、貸し付

けの三現象がまだら的・は行的に展開してい

ることを明らかにした。そしてそのような時

にいずれかにバイアスをかける政策は好まし

くなく、両者の受け皿づくりと透明な選択関

係、スムーズな移行関係を整備することが必

要なこと、その点で、「労賃の安い地域は作

業料金が低く、地代が高い」という関係は問

題で、労働評価を高めて作業料金を引き上げ、

小作料はできるだけ低くする誘導策が必要な

こと、作業料金については標準料金が決めら

れていない、決められていてもきちんと計算

されていない等の実態があることが指摘され

ている。
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以上のことを踏まえて本年度の調査では

「小作料及び農作業受委託料金の決定メカニ

ズムと担い手への農地利用集積に及ぼす影

響」をテーマとして取り上げることとし、具

体的には以下のようなことの解明に焦点をあ

てることとした。

①どのような要因がどのようにそれぞれの地

域の小作料の水準に影響を及ぼしているか、

それらを受け手や出し手、関係機関が標準小

作料や実際の小作料の決定においてどう評価

しているか、標準小作料と実勢小作料との関

係、受け手にとって適正な小作料とする上で

どのようなことが問題となっているか。

②標準作業料金がどう決められているか、と

くにそれぞれの地域の労賃水準との関係はど

うなっているか、標準作業料金は実際の作業

料金の決定に対してどの程度規範力をもって

いるか、規範力を強めるためにはどのような

ことが考えられるか。

③小作料と作業料金の関係、とくに両者のバ

ランスのあり方をどのように考えるか、それ

が賃貸借と作業受委託の選択、両者の移行等

にどのような影響を及ぼしているか。

小作料と賃金・作業料金との関係について

は、従来から東北等の高小作料・低賃金の地

域と東海、近畿等の低小作料・高賃金の地域

とが対照的な関係にあることが指摘されてき

た。こうしたことを考慮し、調査地域として

は、前者と後者の地域から各1か所、両者と

はやや異なる状況にある九州から1か所を選

定することとし、前者の地域からは宮城県遠

田郡南郷町を、後者の地域からは富山県砺波

市を、九州からは佐賀県神埼郡神埼町を調査

地域として取り上げた。

以下では、3地域における調査結果につい

て、小作料と作業料金をめぐる前述の三つの

点に焦点をあてて総括を行うことにしたい。

2賃貸借、作業受委託の進展状況

まず最初に調査地域の賃貸借、作業受委託

の進展状況について確認しておこう。

1990年代に入って農地市場はいずれの調査

地域でも受け手市場へのシフトないしは受け

手市場的状況の一層の深まりとともに作業受

委託から賃貸借への移行も進み借地が大きく

拡大するとともに、利用権が賃貸借の主体に

なり、利用権設定率も大幅に高まった。

3つの調査地域の中で最も流動化が進んで

いるのは砺波市で、センサスでの借入面積割

合は1990年の14%から2000年には25%と大幅

に上昇した。利用権の設定率は26.7%(2000

年)でセンサスの借入面積割合よりも高く

(農家以外の農業事業体への農地集積が進ん

でいるためか)、富山県内でもトップクラスの

高さであり、かつ認定農業者への集積率も62

%と高い。作業受委託も広範に展開しており、

1995～2000年は作業委託→農地貸付への流れ

もあってやや減少しているが、2000年の作業

受託面積割合(ただし、この中には農家以外

の農業事業体やサービス事業体による受託は
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ふくまない)は稲刈り・脱穀12.9%、耕起・

代かき13.8%、田植10.0%、2000年の水田借

入面積と稲刈り・脱穀の受託面積の合計の水

田面積に対する割合は35.1%に達する。この

他作業受委託と重なるところが多いと思われ

るが、砺波市で広範な広がりをみせている集

落営農がカバーする農地の割合も30%に及ん

でいる。以上のように砺波市におけるこれら

賃貸借と作業受委託をあわせた農地流動化の

進展度合いは極めて高い水準にある。

神埼町の場合にも2000年の借入面積割合は

20.4%とかなり高水準である。この地域はか

っては「作り上げ」と呼ばれる佐賀平野特有

の事実上の賃貸借が展開したところであるが、

現在賃貸借のほとんどは利用権になっている。

作業受委託は、カントリーやライスセンター

による乾燥調整の受託を別にすればそれほど

多くはないが、全作業受委託も含め一定の割

合で進んでいる。この他この地域では裏作麦

の期間借地も農家調査結果から見る限り農地

の借入に次ぐ広がりをもって展開している。

1980年代までは作業受委託が主体であった

南郷町でも、90年代に入って賃貸借が増加し

(作業受委託から賃貸借へのシフト)、センサ

スの借入面積割合は1990年の2%から2000年

には14%にまで急増した。なかでも利用権が

とくに増加し、賃貸借の中で支配的な形態に

なっている。同時に全作業受委託や地主と借

り手が収穫物を折半するこの地域特有の「半

々」等の多様な賃貸借、作業受委託の形態が

併存し、それらがなお広範な広がりをもって

展開している。2001年の利用権設定率9.7%、

2000年センサスの借入面積割合14.2%、さら

に全作業受託面積も含めると21%という数字

がこれらの状況を集約的に示している。

3標準小作料と標準作業料金の算定方式と

決定主体・手順

小作料や作業料金の動向を取り上げる前に

それらと深くかかわる標準小作料と標準作業

料金について、どのような主体が、どのよう

な算定方式で、どのような手順を経て決定さ

れているかについて確認しておこう。

標準小作料制度にしたがって市町村毎に定

められる標準小作料の設定・改定の仕方につ

いては、それぞれの市町村の農業委員会が県

や農業会議等が示した算定方式、試算例に基

づいて原案を作成し、それを貸し手代表や借

り手代表、学識経験者等が参加する小作料協

議会で決定するという手順や用いられる算定

方式等については当然のことながらいずれの

調査地域においても差はない。また近年は周

辺町村と大きな格差を生じさせないよう町村

間の調整を行う市町村が多くなっている。南

郷町の場合には広域合併農協であるJAみど

りの管内の市町村(大崎東部6町)で調整会

議を開き、極力統一した小作料となるよう調

整している。その意味では市町村農業委員会

の裁量性は小さくなっているといえよう。神

埼町の場合には統一した小作料というところ
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まではいかないようだが、郡内の農業委員会

の事務レベル協議会で隣接する町村間で大き

な格差が生じないよう調整した上で農業委員

会事務局原案が作成されている。

算定に用いる数値については、県農政部や

農業会議の試算値等をベースとしており、神

埼町では生産費用は県の試算例(過去数年の

生産費調査の県平均値)をそのまま用い、粗

収益で共済基準反収を用いること等で県の試

算例より高い標準小作料としている。

南郷町では費用についてはJA(みどりの

本店)が作成する農作業標準賃金試算表のデ

ータを基に試算しており、賃金についても県

農業会議の数値とは別の数値を用いている。

ちなみに三つの調査地域の標準小作料の生

産費用算出における1時間当たりの労働費を

みてみると、南郷町は1,250円(推定)、神埼

町1,398円、砺波市1,669円となっているが、

これらの差は基本的にそれぞれの地域におけ

る賃金水準の差を反映したものとみることが

できよう。なお、生産費用中の家族労働費の

割合は南郷町24%、砺波市27%、神埼町38%

である。南郷町は低賃金でかつ面積当たりの

労働時間も少ないために最も低い割合となり、

砺波市は高賃金だが少労働時間で中位の割合

に、神埼町は賃金は中位だが、労働時間が多

いために最も高い割合になっている。

なお、生産調整が強化され転作面積割合が

大きくなるなかで、標準小作料の算定でも転

作を加味するところが多くなっているが、調

査地域で転作を加味しているのは南郷町だけ

で、神埼町と砺波市は加味していない。もつ

とも、米価下落前は転作を加味することで土

地純収益は減少したが、米価が大きく下落し

た現在では転作を加味することでむしろ土地

純収益は引き上げられる結果になっている

(経営者報酬を差し引いた純収益で10,110円

から25,578円へ、つまり稲作経営安定対策の

補填金やとも補償金による標準小作料の下支

え)。

標準作業料金については、決定主体は一様

ではなく、JAであったり、市町村であった

り、これらJA、市町村、農業委員会が連携

して進める形であったりと様々である。南郷

町の場合にはJAが試算し、受託者、委託者

代表等が参加する協議会で決定し、農業委員

会の総会にもかけて、これを町、農業委員会、

JAの連名で公示している(なお、JAの広

域合併を経て98年からJA管内6町の調整会

議で協議し管内統一の標準作業料金としてい

る)。神埼町の場合にはJAが各支所毎に定め

ている。JA神埼郡が県中央会による近傍市

町村の作業料金の調査結果を参考にして定め

たものを踏襲し、支所毎に管内の生産組合長

が集まった場で協議承認している。これはJ

Aの標準作業料金という性格が強い。これに

対し砺波市の場合には県農業会議の算定モデ

ルを基礎に市(農林課)が決定している。

算定の仕方も、近隣の市町村の作業料金の

調査結果等を基にして決定する(つまり積み
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上げ方式でない)ところが多いようだが、南

郷町の場合には一定の経営規模(10ha)、機械

装備を想定して各作業に要する費用を独自に

算定する方法をとっているのは注目される。

また南郷町の場合には標準小作料の算定にお

いても標準作業料金の算定数値を用いており、

標準小作料と標準作業料金との整合性が意識

されているとみることができる(小作料協議

会での議論でもそれが取り上げられている)。

4標準小作料と実勢小作料

水田の小作料は全国的にも1980年代半ばを

ピークに減少しており、90年代は大幅に低下

している(例えば全国農業会議所調査の水田

小作料の全国平均は1985年の10a当たり

34,655円をピークに低下し1990年27,092円、

1997年22,696円)。調査地域の場合にも1990年

代に入っての小作料の低下は顕著であり、か

つかっては大きかった標準小作料と実勢小作

料との乖離も縮小し、ほぼ同水準となってい

る。こうした傾向は両者の乖離が大きかった

ところほど顕著である。

かつての高小作料地域である南郷町の場合

には1980年代には標準小作料は4万円台だっ

たが、実勢小作料は「半々」の場合には6～

8万円の高額で標準小作料と実勢小作料との

乖離は非常に大きかった(利用権の場合にも

制度上減額勧告の対象となる標準小作料の30

%高の範囲内ぎりぎりのところに小作料が設

定されることが多かった)。1990年代に入って

標準小作料は低下したが(92年38,000円→95

年36,000円→98年30,000円→2001年27,000

円)、実勢小作料はそれを上まわって低下し、

標準小作料と実勢小作料の差はほとんどなく

なるほどに縮小した。賃貸借の主体が利用権

になったこと、利用権の小作料は殆どが標準

小作料通りに決められるようになったからで

ある。小作料が低下局面に入って借り手にと

っては標準小作料改定による引き下げが彼ら

の借入地の小作料引き下げの理由とすること

が出来るようになった。かっては貸し手市場

であったこの地域でも次第に借り手市場に変

化してきたこともそれを可能にした条件の一

つのである。標準小作料の改定＝引き下げが

実勢の小作料の低下を主導するようになり、

この局面において標準小作料に期待されてい

た規範力が強まってきた。

なお、標準小作料の引き下げの要因をみて

みると、2001年度改定では専ら米価の下落が

要因である。生産費用は1998～2001年で

1,000年弱程度のアップにすぎず、米価の下

落(1俵当たり18,000円から14,500円への低

下)により純収益(経営者報酬控除)が

38,655円から10,110円に低下した。しかしこ

れに前述のように転作を加味することで、純

収益を25,578円にまで回復させる形にしてい

る。つまり稲作だけでは米価下落で大幅な引

き下げとならざるをえないのを、稲作経営安

定対策の補填金やとも補償金を加えることに

よって緩和する形になっているのである。
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神埼町の場合にも状況はほぼ同様であった。

標準小作料が46,000円とピークをなした1980

年代初めから半ばにかけての時期は実勢小作

料も標準小作料を大きく上まわり一現物で10

a当たり4～2.5俵一、標準小作料は規範力に

乏しかった。こうした点では佐賀の神埼町も

東北に近かったといえようか。神埼町でも

1990年代に入って小作料が低下する中で(標

準小作料と実勢小作料の低下)、標準小作料は

その影響力を強めるにいたる。この点でも南

郷町の場合と同様である。

これに対し、低小作料・高賃金の地域であ

る砺波市の場合には変化の様相が異なる。報

告の限りでは1980年代の標準小作料と実勢小

作料との関係がどうであったかは必ずしも明

らかではないが、標準小作料は米価が下落し

た1990年代後半の5年間でいずれの区分の水

田でも50%以上引き下げられた(最上位の区

分の水田で30,600円→15,600円、最下位で

15,100円→1,300円で、引き下げは劣等な水

田ほど激しい).他方実勢小作料の方も、調査

農家のケースでみると、10a当たり2俵→1

俵のケース、あるいは3俵→2俵へ、さらに

2000年からは1～1.5俵へというように引き

下げられている。このように実勢小作料も下

がったが標準小作料の引き下げはそれよりも

激しく、極めて低額の標準小作料になったこ

ともあって標準小作料と実勢小作料との間に

はなお一定の開きが存在している(もっとも、

ここでは本来借り手側のコストになる水利費

や土地改良区経常賦課金も地主が負担するこ

とになっているから地主の実質取り分はそれ

だけ減少し、実勢小作料と標準小作料との開

きは縮小する)。また、地主側からの聞き取り

のケースでは小作料がずつと固定している場

合も多く(江川報告の表3-4参照),標準小

作料の引き下げが必ずしも個々の小作料の引

き下げにつながっていない。これらの面から

みれば、「標準小作料の規範性があまり働い

ていない」ということになる。

かつての高小作料地域であった東北の南郷

町や佐賀の神埼町では標準小作料と実勢小作

料との乖離がほとんどなくなり、小作料低下

局面で標準小作料が規範力を強めているのに

対し、低小作料地域とみられる砺波市では逆

の動きを示している。砺波市の個別的な事情

による特殊なものなのか、そうであるとすれ

ばどのような事情によるものなのかの検討は

残された課題としたい。

この他、小作料の問題に関しては次の二つ

の点を指摘しておきたい。

一つは、賃貸借(利用権)の契約期間中に

標準小作料の改定＝引き下げがあったときの

対応の問題である。従来は標準小作料の引き

下げがあっても契約期間中は契約時の小作料

を継続し、契約の更新時に引き下げるという

のが多かったようであるが、最近は改定の度

毎に標準小作料が引き下げられていることも

あり、地主と借り手が協議のうえ改定があれ

ば期間中でも小作料を変更(引き下げ)する
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ことが多くなっている。ただそれは地主に対

して借り手の立場が強い場合である(利用権

による借入地で借入時期が古いほど小作料が

高いのは主にこうした事情による)。

南郷町の場合には小作料協議会での議論も

あり、改定毎に小作料を変更する合意に達し

たときは契約にあたって「標準小作料の改定

に伴い額を変更する」旨の特約を設けること

を奨励している。

神埼町の場合で興味深いのは、貸し手や借

り手を含めた集落全体の話し合いや借り手農

家の申し合わせで「契約期間中でも借地料を

標準小作料に連動させる」ことを取り決めて

いることである。農地市場が借り手市場のも

とで借り手主導ないしは集落の関与で小作料

の農家間のバラつきをなくし標準小作料への

連動が取り決められているのである。

もう一つは、小作料の他に水利費や土地改

良区の賦課金、圃場整備費用の借入金の償還

の負担、さらには地域特殊的には共同乾燥施

設の固定経費の負担等があり、それらの負担

の仕方が地域によって、さらには地域内でも

相違があり、それによって借り手、貸し手そ

れぞれの負担にバラつきがみられることであ

る。南郷町では標準小作料の算定にあたって

は固定資産税および圃場整備事業の工事費に

ついては地主負担、土地改良区水利費は耕作

者負担を明記し、それを前提にして標準小作

料を算定している。その他「半々」と呼ばれ

る分益小作的な貸借の場合には共済掛け金や

水利費の他に地域全体で実施している防除の

費用も委託者が負担することになっている。

また砺波市の場合も土地改良区の賦課金

(経常賦課金及び特別賦課金)、水利費も地主

負担となつており、このうち水利費や土地改

良区経常賦課金は本来借り手が負担すべきも

のとすれば、地主の本来の取り分はその分だ

け減少する。

神埼町の場合にも、水利費は借り手が負担

し、圃場整備の償還金は地主が負担している

が、その他にこの地域特有の事情として共同

乾燥施設の固定経費の負担の問題がある。共

同乾燥施設の「利用料」とは別に水田面積割

で徴収されるこの「固定経費」の負担につい

ては集落毎にルールが決められており、貸し

手が負担する場合と借り手が負担する場合の

他に両者が折半するケースもみられる。10a

当たり5,000円だからこれをどちらが負担す

るかによる相違は決して小さくない。またこ

の地域に特有の期間借地の借地料についても、

「耕起返し」が標準額とされているが、実際

にはその他に「耕起・代かき返し」や「借地

料なし」もみられる。

5標準作業料金と実際の作業料金

小作料が大きく変化したのとは対照的に作

業料金はこの間全く変化がないか僅かの変化

にとどまつている。

まず標準作業料金についてみると、南郷町

の場合には1990年代半ばに若干の上昇があっ
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たが(オペレーター賃金だけは10a当たり

8,000円→10,000円とかなり大幅な上昇)、そ

の後は大きな変化はない。神埼町は1992年以

降大豆の収穫作業を除いて全く変化がない。

砺波市も1990年代後半にごく僅かな上昇があ

った程度である。実際の作業料金もほぼ標準

作業料金に対応しているので、この間作業料

金には大きな変化はなかったといえよう。

その中で実際の作業料金と標準作業料金の

関係をみてみると、砺波市の場合には個別農

家による作業受委託の場合には標準作業料金

で行われており(集団の場合には員内と員外

で差を設けることも多い)、小作料の場合とは

対照的に標準作業料金の規範性は強い。南郷

町の場合にも大きくは標準作業料金にそって

行われているが、一部には標準作業料金より

も1割程度割り引くケースもあり、とくにラ

イスセンター組合のような集団の場合には員

内は20%引きとしているところもある。これ

に対し神埼町の場合には作業料金に三つの基

準が存在している。一つは農協の標準作業料

金であり(稲作の全面作業受託の場合)、二つ

は集落単位に組織されている営農集団の作業

料金(大豆の収穫作業で農協の標準作業料金

より20%程度低い)、三つは農協出資の農業生

産法人の作業料金で、これは受け手のいない

農地の借入、作業受託による地域農業維持と

いう設立趣旨から標準作業料金よりも10a当

たり1,000円高い水準に設定されている。こ

うした三つの作業料金が併存していることは、

作業受委託の市場が必ずしも競争的な状況に

はなく、受け手側の性格に応じて作業料金で

一定の差別化を図りつつ棲み分けを行ってい

る結果でもある。三つの基準が併存している

ということは標準作業料金の規範力が弱いと

いうようにみることもできるが、規範力とは

別次元の問題として、作業受委託の性格に応

じて作業料金の水準も異なるとみることもで

きよう。

受委託については転作の受託も現実には大

きな比重を占めているわけであるが、標準作

業料金が対象としているのは稲作の作業が中

心で転作に関わる作業を取り上げているとこ

ろは多くないようである。それは転作の受託

については、作業の受託だけというのはあま

り多くはなく、「転作の受託」、すなわち転

作の奨励金は地主が取得する代わり無料で転

作する権利を得る(転作物の収益権の取得)

というもので、その意味で使用貸借に近いと

いうこともあり、転作の作業受委託だけが分

離されることは多くないためと考えられる

(転作の収益をほとんど考えないような状況

の中では作業を他に委託して転作を実施する

ということが少ない)。

その中で注目されるのは神埼町で麦作と大

豆作の作業(耕起播種と収穫作業)について

も標準作業料金で取り上げていることである。

神埼町では(井上報告の)表7に示されてい

るように営農集団だけでなく、個別農家の作

業受委託でも(転作受託でなく)大豆作や麦
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作の作業の受託が大きなウェートを占めてお

り、そのことが標準作業料金でもこれらを取

り上げる背景になっている。

6標準小作料、標準作業料金の規範力、必

要性

標準小作料と標準作業料金の規範力につい

ては第4節、第5節で述べているのでやや繰

り返しになるが再確認しておけば、かつての

高小作料地域であった南郷町や神埼町ではかつ

ては標準小作料と実勢小作料との乖離が大

きく、標準小作料の規範力は弱かったが、小

作料が低下するにともない両者の乖離は縮小

し、利用権であれば標準小作料でというのが

一般化し、標準小作料の規範力が強くなって

いる。ここではまた貸し手と借り手の双方と

も標準小作料に対する評価が高く、小作料を

決める基準ないし判断材料としての役割、相

手方に小作料や妥当性を理解してもらう役割

という点から標準小作料が評価され、その必

要性が認められている。小作料が低下傾向に

ある中で、その小作料の引き下げを借り手の

方から言い出すことは現実には難しく、標準

小作料の引き下げがあったところでそれを持

ち出すのが普通でのやり方である。そうであ

れば、貸し手にも納得してもらいやすいから

である。こうしたところにも標準小作料の役

割、存在意義が認められる。かつての高小作

料地域で標準小作料が規範力を持つようにな

ってきたのはこうした事情によるところが大

きいとみられる。

標準作業料金も一定の規範力を有している。

標準作業料金は標準小作料と異なってこの間

ほぼ横這いで変化はあまりなかった。その中

で標準作業料金より少し割り引いたり、営農

集団の場合員内と員外で一定の差を設ける等

のケースもあり、規範力自体は標準小作料ほ

どは強くないが、作業料金を決める際の基準

としての役割を担っている。

砺波市では農地の生産条件に応じて若干高

めに設定したり、集落営農において員内外の

料金格差を設ける等のケースもあるが、個別

農家による作業受委託の場合には標準作業料

金で行われている。その意味では標準小作料

の場合とは異なって標準作業料金は規範力を

有しているといえよう。

南郷町の場合もほぼ同様であり、調査農家

の評価としても標準作業料金の規範力は強く、

現実の小作料の決め方でも標準作業料金にし

たがって決めているというのが殆どであり、

全ての調査農家が標準作業料金の必要性を認

めている。もっとも、現在の作業料金、標準

作業料金の水準の評価についてはまた別で、

小作料の場合とは異なって高いとする評価が

かなり多い。

神埼町の場合には前述したように作業料金

には三つの基準がある。その限りでは標準作

業料金の規範力は強いとはいえないが、それ

は作業受委託が受託者・受託組織の目的・性

格に応じてそれらの間で一定の棲み分けを図
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っている結果でもある。

7小作料と作業料金

これまで繰り返し指摘してきたように小作

料が1990年代に入って大幅な低下傾向にあり、

他方作業料金は横這い傾向であまり変化して

いない中で、小作料と作業料金の関係も大き

く変化した。かかる変化はいずれの調査地域

でもほぼ共通であるが、かつての高小作料地

域ほど顕著である。

作業料金は基本的に作業に要する経費を積

算して算定するものとすれば、米価、収益の

変動からは相対的に独立している。実際にも

神埼町の場合には1992年以降全く変化してお

らず、南郷町の場合にも1990年代半ばにむし

ろ僅かながらも上昇している。オペレーター

賃金は8,000円から10,000円に引き上げられ

た。他方、小作料の方は米価の下落の影響を

直接に受け、大幅な低下をみた。その結果、

賃貸借での地主取り分が大きく減少すると同

時に借り手の取り分も減少し、また作業受委

託での委託者取り分も大きく減少した。そう

した中で受託者にとっては安定した作業料金

収入が見込める作業受委託が相対的な有利性

を増している。

では農家自体は小作料と作業料金の関係、

両者のバランスのあり方をどう評価している

か、さらには現在の小作料と作業料金のもと

で賃貸借と作業受委託に対する選好はどうな

っているであろうか。南郷町の場合には小作

料と作業料金がほぼ見合っているとする見方

と、小作料に比較し作業料金が高いとする見

方は4対6の割合で後者の見方の方が多い。

かっては小作料が高く、作業料金が低かった

(賃貸借よりも作業受委託の方が委託者取り

分が大きい)わけであるから、明らかにそう

した状況は変化し、両者がほぼ見合っている

か逆に作業料金の方がむしろ高くなっている

という見方に変わってきたのである。小作料

と作業料金のバランスをとる必要性について

も大方が認めるとともに、そのバランスを強

く意識し、それぞれの経営の中で自分なりの

やり方でバランスをとるように努めている。

また賃貸借と作業受委託とを比較しどちら

を有利とみるか、さらにはどちらを選好する

か。前者については、「経済的には米価が下

がっているので作業受委託の方が有利、米価

が下がる前は利用権の方が有利」(米価下落

の影響を直接に受ける賃貸借よりもその直接

的な影響は受けない作業受委託の方が安定し

ており有利)とする見方が代表的なものだが、

他方で、にもかかわらず受け手にとって安定

して経営できる形態は何かという長期の立場

からは賃貸借、利用権を積極的に評価する見

方も少なくない。

神埼町の場合には標準作業料金の水準につ

いては妥当、高い、安い等多様な意見がある。

作業受委託の主なメリットとしては自己保有

機械の減価償却に求める見方があり、その効

果の小さい作業受委託に対しては評価が低く
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なる。賃貸借と作業受委託との比較では、従

来は作業受委託に対して、頼まれて仕方なく、

稲藁確保のため、等の消極的あるいは否定的

な評価が支配的であったが、米価下落の中で

米価に関係なく確実な収入が確保できるメリ

ットをより強く意識する等の変化も生じてい

る。

これに対し砺波市の場合には委託者、受託

者とも作業受委託よりも賃貸借を選好してい

る。委託者側からいえば作業委託→貸付は労

働力(高齢化等)、機械装備等から不可逆的な

変化であるという事情があり、受託者側から

いえば料金水準の変動が少ない作業受委託の

メリットは大きいことは認めつつも、計画性

がもてる、安定的な経営ができるという経営

の安定性、計画性の面から賃貸借を選好して

いる。

8おわりに

以上の諸点を踏まえて最後に小作料と作業

料金にかかわるいくつかの課題を指摘してお

きたい。

一つは、小作料と作業料金のバランス確保、

受け手の経営判断によって賃貸借と作業受委

託とを自由に選択できる環境を整えることの

必要性についてである。最初にも述べたよう

に昨年度の調査報告において、作業委託、委

託→貸付、貸付の三現象がまだら的・は行的

に展開する状況のなかでは両者の受け皿づく

りと透明な選択関係、スムースな移行関係を

整備することが必要であることが指摘されて

いた。そのためには経済的には小作料と作業

料金の適正なバランスも不可欠であろう。

調査地域の事例に即していえば、かつては

かなりアンバランスであった小作料と作業料

金の関係も次第にバランスを確保する方向に

推移してきている。ただしそれは米価の下落、

小作料の低下によるいわば消極的な形でのバ

ランスの回復で、必ずしも意識的、積極的に

回復に努めた結果というわけではない。小作

料や作業料金を構成する諸要素の整合性確保

についても南郷町では一定の努力が払われて

いたが、すべてのところでそうというわけで

はない。こうした点で、標準小作料や標準作

業料金の算定も含めて小作料と作業料金のバ

ランス確保は引き続き重要な課題であろう。

作業受委託の位置づけは地域によって一様

ではない。作業受託の位置づけが大きくなけ

れば受け手側としても小作料と作業料金のバ

ランス如何についてもそれほど強く意識しな

いかもしれない。南郷町ではもともと作業受

委託が広範に展開していることもあり、受け

手は作業受託も規模拡大の一環に積極的に位

置づけ、賃貸借と作業受委託の関係、小作料

と作業料金のバランスを比較的強く意識して

いる。

作業受委託と賃貸借の選好は様々であるが、

三つの調査地域を全体として概括すれば、短

期的には米価急落等による収益悪化で、経済

的にはその影響をあまり受けない作業受委託
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の方が有利として、作業受委託を選好する動

きも見られるが、長期的には経営の安定性、

計画性確保の面から賃貸借が望ましいとする

考え方が多い。もっとも、出し手からいえば、

多くの場合高齢化や機械装備の面から作業委

託→貸付は不可逆的な流れであり、受け手の

選好だけからは決まらない面もある

こうした実態を念頭におきつつ、標準小作

料と標準作業料金の算定も含め小作料と作業

料金のバランスを図ることを基礎にして賃貸

借と作業受委託を自由に選択できる条件を確

保し、長期的には作業委託→貸付への流れが

円滑に進む環境を整備することが課題となろ

う。

二つは、圃場整備の償還金と小作料の問題

である。小作料低下の中で地主＝貸し手の実

質取り分は大きく減少している。固定資産税

の他に圃場整備償還金は地主側が負担すると

いうのが一般的であり(神埼町の場合にはそ

の他に10a当たり5,000円の共同乾燥施設の固

定経費も地主負担の集落が多い)、地主は小作

料からそれらを控除すると手元に残る実質取

り分は非常に少なくなる。圃場整備償還金は

圃場整備の実施の如何、工事費、農家負担割

合、実施時期等によって様々であるが、高い

場合は10a当たりで1万円を越え、なかには

1.5～2万円にも達するケースもみられる

(例えば井上報告表9参照)。他方、小作料、

とくに標準小作料は本来土地純収益の水準に

よって規定されるものとすれば、米価の下落

等で土地純収益が低下すれば標準小作料も引

き下げざるを得ない。

問題は小作料の低下で地主が圃場整備償還

金を負担し得なくなるような事態が生じた場

合である。借り手の経営の再生産が確保され

るように土地純収益の範囲内で小作料を設定

するというのが標準小作料の制度の趣旨であ

るとすれば、圃場整備償還金等が標準小作料

の引き下げのネックとなり、小作料を下支え

するような状況は決して好ましいことではな

い。しかし他方、地主＝貸し手側も小作料で

は圃場整備償還金は負担できず、持ち出しを

余儀なくされるとすれば、農地の貸付自体に

もブレーキがかかりかねないし(地主側が持

ち出し、農地管理料の支払いを是とするので

なければ)、圃場整備の償還に支障をきたした

り、今後の圃場整備の推進にもブレーキをか

けることになりかねない。

圃場整備償還金と小作料の問題はかねてか

ら指摘されてきた問題であるが、ここ数年の

米価急落による収益悪化で問題が一層先鋭化

してきている。圃場整備の償還金額と小作料

の額との関係では、井上報告の表9にも示さ

れているように標準小作料でも下田、中田等

の下位にランクされる土地条件の劣るところ

は概して圃場整備の費用も嵩み償還金額も高

くなる傾向があり、小作料での圃場整備償還

金の支払いについてはより厳しい状況になる。

今回の調査地域はいずれも平場のいわば優等

地に属する地域で、中山間地域での調査は行
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っていないが、前述したことを中山間地域に

引き延ばして考えれば、圃場整備償還金と小

作料との関係の問題はとくに西日本の中山間

地域においてより先鋭な形であらわれている

ことが推測される。

今後の米価の動向は必ずしもはっきりとは

見通せないが、土地純収益がさらに減少して

も、圃場整備償還金等をはじめとする地主

(土地所有)にかかわる諸負担を考慮すれば

小作料の引き下げにも一定の限度がある(地

主の持ち出し＝農地管理料の負担が一般的に

受け入れられるようになればまた事情は変わ

ってこようが)。今後こうした事態に対して標

準小作料のあり方、存在意義があらためて問

われてくることになろう。

三つは、標準小作料の算定における転作の

加味の問題である。標準小作料の算定におい

て転作を加味するところとそうでないところ

とがある。調査地域においても転作を加味し

ているのは南郷町だけであったが、そこでの

加味の仕方はとも補償金等を取り上げ転作の

収益は考慮しないという特徴をもっている。

生産調整への対応は地域によって様々であり、

また階層によっても一様でない。また生産調

整の奨励金等も頻繁に変化している。さらに

転作がどの程度実際に収益を確保できる内容

になっているかも地域によって、また転作の

主体によってもかなり異なる。したがって標

準小作料の算定においてそれらをどう加味す

るかは必ずしも簡単ではない。標準小作料の

算定において転作を加味するかどうか、加味

する場合には生産調整の奨励金等をどう考慮

するか、転作の収益を考慮するのかどうか。

標準小作料制度の趣旨を踏まえてそれぞれの

地域における生産調整、転作の実態に即して

標準小作料の算定においてこれらの諸点をど

うしていくのかの検討が必要であろう。さら

に転作の作業受委託が行われているとすれば、

標準作業料金においても転作の作業を取り上

げることが必要になってこよう。

南郷町の2001年度の標準小作料改定が象徴

的に示しているように、標準小作料の算定に

おいて転作を加味する意味はかってとは大き

く変化した。かつては標準小作料の引き下げ

要因として転作の加味が取り上げられた。し

かし米価が急落し稲作の収益が大きく悪化し

た現在は、転作の加味が標準小作料を下支え

する結果になっている。かつて転作の奨励金

が地代化して高地代をもたらし、賃貸借の正

常な展開を阻害しているとする批判があった

が、形は変わったが似たような現象が生じて

いるとみることも出来よう。転作の加味、と

も補償金や稲作安定対策補填金が標準小作料

を下支えするような事態は、その是非はとも

かくとして、現在の稲作経営の状況を象徴的

に示しているといえようか。

※本報告は、本年度農林水産省の委託
により実施した「平成13年度農業改良
資金貸付状況等調査」のとりまとめ結
果に若干の加筆修正を行ったものであ
る。
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