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1.調査の目的

本調査研究の目的は、各地域における生産

対策と農地流動化対策の活用の実態、農地利

用の集積・集団化の推進の取り組み、生産対

策とリンクした農地流動化施策の効果的な推

進方策を明らかにすることである。今年度は

水田地帯の水稲と麦・大豆等の複合経営や稲

作単一経営を取り上げた。水稲単一経営も視

野にいれているが、地域農業の展開という点

からはやはり生産調整との関連がポイントに

なろう。

生産調整と構造政策の関連をめぐって、農

水省「生産調整の現状と課題」(2002年1

月)は、「昭和60年代以降は、米から他作物

への転換の奨励という考え方から、水田営農

の規模拡大や組織化等の構造政策を重視する

という考え方に重点を移す」と政策展開を整

理している。

現状では、1999年秋の米の計画的生産と水

田における麦・大豆・飼料作物等の本格的生

産に向けた総合的対策としての「水田を中心

とした土地利用型農業活性化対策」を受けた、

2000年度からの「需要に応じた米の計画的生

産」と「水田における麦・大豆・飼料作物等

の本格的生産」を柱とする水田農業経営確立

対策(米と麦・大豆等を組みあわせた収益性

の高い安定した水田農業経営を確立する)が

展開しており、そのもとで農地の団地的集積

を図る農地流動化施策との政策整合性が課題

となる。

その伝統的な論点としては、生産調整の奨

励金・助成金と稲作小作料のバランスの問題、

すなわち奨励金が小作料を引き上げたり、小

作料に転化したりして流動化を阻害するので

はないかといった問題、そして生産調整面積

の拡大に伴い小作地に生産調整が付いてくる

ことによる規模拡大効果や拡大意欲の削減と

いった問題があげられる。

今日もそのような問題は引き続いているが、

いまや生産調整面積が100万haを超し、各地

域の転作率も30%を超すようになり、また米

価下落等のもとで脱農化傾向が強まるなかで、

生産調整がプラスか否かではなく、生産調整

を前提とした担い手経営のあり方やそこに向

けての農地集積のあり方が問われるようにな

ったといえる。「土地利用型農業」として取
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り組むべき麦・大豆は、それ自体が作目特性

として輪作を必要とし、それを水田に植える

となると水稲作との関係で田畑輪換が問題に

なる。田畑輪換を仕組めるような経営の確立

が個別経営で達成しがたい場合は、個別経営

を超えたブロックローテーションの形成が必

要になり、そこで地域と個別経営との関係が

問われることになる。

水田農業経営確立助成は、経営確立助成と

全国とも補償からなり、前者については「団

地化のみでなく担い手への土地利用集積も重

視した取り組みやすい要件」すなわち土地利

用集積型と団地化型との併存が強調されてお

り、後者については水稲作付面積10a当たり

4,000円を拠出して転作の場合に10,000円も

らうシステムである。

まさに生産調整の助成金のあり方が団地化

や土地利用集積を要件とすることによって農

地流動化にストレートに寄与するように仕組

まれているわけだが、その有効性が問われる

わけである。

あわせて稲作経営安定対策が講じられ、そ

の政策対象者の限定(副業的農家を対象除外

するか否か)や補てん基準価格のあり方(固

定するか否か)をめぐって政策の問題提起と

それをめぐる論議が激しく戦わされ、また新

基本法農政の柱として個別経営を対象とした

経営所得安定対策が提起されており、さらに

2001年秋の米政策見直しでは、集落による農

地集積計画等を要件とする交付金の支給(日

本型CTE)、ネガ配分からポジ配分への変

更等も提起されている。本年度の調査は、こ

れらの政策提起の渦中に行なわれたが、認定

農業者等の調査対象農家も、まだ確実な情報

が得られずとまどっている現状だった。しか

し断片的な情報に対する鋭い反応もみられる。

これらの対象限定化的な政策が、まさに前述

の地域と個別経営との関係という論点に深く

関わるからである。

このような地域農業と個別経営の関係性に

焦点を置いて調査はなされることになった。

本年度の調査地としては、北から北海道、北

関東(栃木)、北陸(新潟)、近畿(滋賀)、

北九州(福岡)を選定した。別途になされた

転作アンケート調査の結果もにらむと、この

5地域は特徴的・対照的といえる。

第一に、集落ぐるみ転作か個別転作かとい

う点では、同じ東日本でも北関東は個別転作

が全国最高率の地域であり、逆に北陸は集落

ぐるみ転作が最高率の地域であり、次いで近

畿も集落ぐるみが多く、北海道と九州は、両

者が伯仲する中間地帯になる。

第二に、地域の大規模経営の経営類型とし

ては、北関東が〈水稲+麦+大豆〉、北陸が

<水稲+大豆〉が多く、近畿は北関東以上に

〈水稲+麦+大豆〉が多いが、〈水稲単作〉

も多い。北海道と九州は<水稲+麦大豆以外

の土地利用型作物〉が多い。

第三に、転作物では、北関東は麦・大豆、

北陸は大豆、近畿は集落ぐるみでは麦・大豆、
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個別転作では大豆と飼料・野菜・豆類が多く、

北海道は集落ぐるみでは麦・大豆、個別転作

では麦、九州は集落ぐるみでは大豆、個別で

は飼料作が主になる。

要するに、個別に麦・大豆転作に取り組む

北関東、集落ぐるみで同じく麦・大豆転作に

取り組む北陸・近畿、そして個別か集落ぐる

みかでは中間に位置しつつ、麦・大豆と大豆

・飼料作に分かれる北海道・九州というパタ

ーンになる。

以下では、個別性から地域ぐるみ性への序

列で調査結果をみていく。

2.北関東(栃木県芳賀町)－土地利用

集積型の矛盾－

この地域は戦前の自作農地帯で、上層農は

旧地自作層が多い。95年の平均面積は181aと

相対的に大きく、2ha以上が1/3を占める。

開田がその大きな要因である。1988年の芳賀

工業団地の完成の頃から農地流動化が本格化

し、大規模農家が形成されるようになり、今

回の調査農家も10～15haが多い。流動化の特

徴としては、ヤミ小作がみあらたず、利用権

が設定されている。この点は96年に設立され

た町の農業公社が、94年から町が始めた出し

手、受け手の双方に10a当たり5,000～15,000

円を支払う農地流動化奨励金を活用して、ヤ

ミ小作からの掘り起こしをしたことが影響し

ている。しかしあっ旋活動が盛んなわけでは

なく、流動化は相対性が強い。

調査農家はほぼ全戸が三世代直系家族(い

え)を保持している。このように「いえ」は

強固だが、農業あとつぎは20ha規模の最上層

を除き確保されていない。この強固さと脆弱

性のとりあわせが特徴である。

他方で、借地は集落外あるいは町外の面積

が多い。96年に同町を調査したときも拡大志

向農家の意向は「積極的に集落外に」が多か

った。また集落はそもそも農地流動化のよう

な話をすべきところでないという意識が強い。

このようなかで調査農家は全て営農集団に

参加しているが、その集団は集落ぐるみでは

なく少数農家の機械共同利用組織である。転

作機械等の負担を補助事業や共有化で回避す

ることを主とした組織への参加である。

転作は、集落単位で団地化して営農集団に

委託するような仕組みはとられず、個々の農

家が相対で営農集団に作業委託する関係にあ

る。受託農家も米の減収を転作でカバーしよ

うという意欲をもっており、同町の転作受託

は「個別大規模農家のソロバン勘定」でなさ

れている。町(転作推進協議会)は2001年か

ら「土地利用集積型において、営農集団・担

い手農家に作業委託した際に全作業(収穫ま

で)を委託した場合」要するに転作田貸借の

場合は、経営確立助成は地権者1/2、実際の

耕作者1/2で各25,000円としている。とも補

償は水稲作付面積当たり8,000円を拠出して

27,000円もらう。従って地権者は最高52,000

円もらうことになる。標準小作料26,000円に
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対して倍額ではあるが、「賃貸借への移行の

ためのハードルを下げ、担い手への農地集積

を促進」させるのが狙いである。

このようななかで「団地転作型は放棄し、

大規模農家が数戸集まって組織した営農集団

が転作地をかきあつめて土地利用型助成金を

獲得」するのが同町での対応であり、団地化

型54haに対して土地利用集積型466haと9倍

の差がある。

そこでは転作のための団地化という質的集

積(団地化型)と規模拡大のための作業集積

(土地利用集積型)の相違・矛盾が端的に露

呈している。そこでの転作受託大規模農家の

悩みは、①転作地のとりまとめができずバラ

転になる、②受託転作田は固定していて連作

障害が出やすい、③転作率が高すぎて連作障

害を避けるブロックローテーションが組めず、

転作不適地まで使わざるをえない。④その結

果、水稲以上に作付けを増やした転作、従っ

て経営の不安定性をまぬがれない、というこ

とになる。

③の「転作率が高すぎる」点は最大の地域

外在的な阻害要因だが、需給関係の現状から

すれば地域配分の是正以外に現実的な解決の

方途はない。とすれば地域内在的な問題の克

服が現実的な課題となろう。

内在的な問題を構成しているのは、①「む

ら」よりも「いえ」が強い東日本型の「い

え」「むら」構造であり、とくにこの地域は

それが顕著である。それは東日本でもとくに

長期歴史的な開田地帯としての特徴だろう。

その結果、「むら」は生産調整を仕切れない。

②「いえ」の「強さ」を支える相対的に規模

の大きい自作農構造があり、地権者要求の基

礎になる。③そこでの農地流動化による耕地

分散の強まり、であろう。

その不合理性の自覚にたって、一定の「む

ら」回帰をすることの合理性に規模拡大農家

がめざめ、「むら」を核に競争と協調のバラ

ンスを図り、また「むら」も将来の後継者不

足を見越し、地域農業の将来の担い手確保の

観点からそれに協力する以外に道はなさそう

だが、それは誰もが知っている「言うは易く

行なうは難しい」ことなのだろう。

同町の事例で興味深いのは、にもかかわら

ず(だからこそ)農業公社を立ち上げて面的

集積を図ろうとし、ある意味でしれっと助成

金の半分を耕作者に帰属させている点である。

「むら」に力も意識もない時、「むら」を超

える自治体規模でのこのような問題提起がそ

れなりに有効だといえる。しかし地域ぐるみ

の論理を持ち込むことは、建前としての水稲

自作農に転作田貸付けを押しつけることにな

るので、地権者はその代償(x)を要求する

ことになる。それを[水稲小作料〈x<転作

小作料(助成金+とも補償金)]に押さえ込

もうとするのが上記の試みである。政策的に

自作農を突き崩すことは問題だが、崩れてい

る自作農の建前を正確に確認することは重要

であり、それが安定的な規範力を発揮するに
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は同町の分解がもう少し進む必要があるかも

知れない。

3.北海道(南幌町)－助成金が支える

農家経済と土地負担－

同町は平均面積15haの大規模稲作地帯であ

るが、転作率は40%にのぼるから水稲規模は

実質9haしかない。同町の農地移動は依然と

して売買が主流をなしているが、時価は80年

の85万円に対して現在は45万円で半値になっ

ている。

1987年に農協が集落営農化プランをたてた

が、集落ぐるみの組織化にはならず、集落内

に複数の機械共同利用組合や営農振興組合が

並立することになった。また町単事業を受け

た町内一円を対象とするコンバイン利用組合、

ラジコンヘリ防除の組織、クローラトラクタ

ー作業組合、スノーモービル組合、暗渠・明

渠の掘削組織の農業サービス事業体があり、

南幌町ファームサービス推進協議会を設立し

ている。このように個別の経営展開だけでな

く、機械利用を軸にした組織化により対応し

ているのが大きな特徴である。

調査は互いに親戚関係にある個別大規模経

営(①②③)、泥炭地・戦後入植の後発劣等

地のN生産組合のメンバー(④⑤)、沖積土

・戦前入植の先発優等地のH利用組合のメン

バー(⑥⑦)、そして農業サービス事業体の

構成員(⑧⑨⑩)についてなされた。

まず個別経営展開グループからみると、①

②は1980年代後半から、③は90年代後半に旺

盛な農地購入をしており、土地購入に伴う借

入金残額は①③は1.3億円程度、②でも5,000

万円に及んでいる。

坂下報告が個別経営の詳しいデータを提供

しているので、それを表にしてみた。これに

よると、転作助成金等を除いた農業所得が助

成金等を上回るのは、優等地のHに立地し、

面積も小振りで、土地償還金負担も相対的に

小さく、転作率は低く、野菜等の集約的な転

作にも取り組んでおり、コンバイン・乾燥施

設を共有している⑥⑦のみである。Hでは最

近に至り2集落で組織化し、法人化すること

になっており、員外受託も行なっている。彼

らは調査地における例外的な存在であり、非

北海道的な存在といえるかも知れない。

その他の経営はことごとくが農業所得より

助成金の方が多く、かつ5戸は所得面からは

Ⅱ兼農家である。

最大規模の①②③は農外所得にも支えられ

ながら、相当の可処分所得を確保しているが、

その最大の所得源はやはり助成金であり、そ

れによって償還金と生活費が賄われている。

NではHと同じくコストダウンのための機

械の共同購入・利用が追求されており、また

⑧⑨⑩は農業サービス事業体のなかで活動し

ているが、この二つのグループは農業経営と

しては収支トントンか赤字である。⑩農家は

4戸で有限会杜を設立し、協業組織化するこ

とにしているが、問題は負債処理、資金回転、
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冬場対策だろう。

前述のように北海道は集落ぐるみと個別転

作が相半ばし、前者の場合も団地固定が6割

弱とブロックローテーションを凌駕し、集落

での合意内容も作業実施方法(後述する機械

の共同利用等を指すのか)が8割を占め、転

作物や転作地は4割前後である。都府県の1

落にも匹敵する面積を個別に確保している北

海道では、恐らく個別あるいは少数で団地化

型等の要件を満たすことができるのだろう。

そして調査農家は全戸が固定団地での転作

である。④農家は麦連作後に水稲に戻す田畑

輪換に取り組んだが、米の収量があがったも

のの窒素過多で高蛋白質となり現在は取り組

んでいない(にもかかわらず高蛋白質問題に

悩まされているという)。同町の泥炭地では

水田を畑にすると不等沈下が起こるので整地

しないと復田は不可能であり、そこでの転作

は、作物の転換ではなく畑への地目転換とな

り、輪作は田畑輪換としてではなく畑地内の

輪作として仕組まれることになり、経営とし

ては水田経営ではなく田畑作経営になる。

かくして地域農業の進路としては、第一に、

圃場条件を抜本的に改善して田畑輪換可能な

圃場条件を確保する道だが、泥炭基盤そのも

のの改善は極めて厳しいだろう。

そこで第二に、より現実的な道としての田

畑作経営としての輪作の確立である。農協は

2005年から経営所得安定対策に移行すること

を見越して、助成金と共済金依存の経営から

脱して転作畑による輪作体系の確立をめざす

としているが、このような方向の選択だとい

える。しかしその水田経営ならぬ田畑作経営

が「高額」の助成金抜きには成立せず、その

助成金付き麦・大豆等は、同じ北海道内の畑

作地帯の(助成金抜きで市場流通を強いられ

る)麦作や大豆作との競合を強めることにな

ろう。また十勝平野等の畑作地帯でみられる

のは、<麦連作⇔青天井の規模拡大⇔緑肥・

休閑〉という粗放化の道である。

第三に、いずれの経営形態をとるにせよ、

転作助成金で償還金を支払うような農地購入

はもはや許されない。同町では90年代に農地

売買が活発化しているというが、畑作の青天

井的な規模拡大は農業粗放化になりかねない。

明確な適正規模化政策が必要であり、優等地

という有利な条件下にあるとはいえ、H地区

のあり方は示唆的である。また賃貸借への転

換が求められるが、多大の負債を抱える出し

手側としてはそうもいかず、依然としてその

辺のギャップをうめる手立てが求められてい

る。負債整理のための農地売買が続くとして

も、転作が作物転換・田畑輪換ではなく畑転

換だとすれば、売買される農地の4割相当は

畑としての売買ということになり、その辺の

整理も必要になろう。

以上の調査にみる北海道の状況は農業経営

レベルの努力を越えるといえるが、農家の主

体的な取り組みとしての機械の共同購入・利

用組織の形成、協業組織化への取り組みは積
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極的に評価できる。しかしその場合にも負債

格差が組織化を阻むことになり、それへの一

定の対応が求められる。

したが、米価下落と担い手不足のなかで、町

は10年前から集落営農を重視し、「集落共生

表1 調査農家の収支

4.北九州(福岡県遠賀町)－団地化型

か利用集積型か－

遠賀川下流域、北九州工業地帯に隣接する

遠賀町は、排水不良地帯であり圃場整備も遅

れている、とくに農振白地地域は「絶望的な

状態にとり残されている」。芳賀町と似て寄

生地主化が進まず小規模手作り地主、年歴経

営が多く、その農業構造が今日に引き継がれ、

2000年の平均面積は1.6haである。3ha以上

層が15%を占めるが、増えているのは7.5ha

以上層のみである。最近はⅡ兼をはじめ離農

スピードが高まっており、利用権設定率も

23.5%と高い。1974年に農協受託組合が発足

型認定農業者」の育成を大区画圃場整備と重

ねて図ったが、なお認定には至っていない。

認定農業者は47名だが、経営類型としては

<水稲(+麦)+施設園芸(+作業受託)〉

が半分を占める。アンケート調査でも九州は、

麦・大豆以外の土地利用型あるいは非土地利

用型との複合経営が多かった。

流動化体制では、農協が合理化事業をたち

あげてからは、農用地区域内の利用権はそち

らに移っている。この地域では流動化推進員

制度は機能せず、中間市は廃止して、嘱託雇

用の流動化専門員に切り替えており、農協を

事務局とする中間地区農業振興連絡協議会が
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集落営農部会と農地部会で検討を重ねている。

同町の生産調整は、作物別ではその他一般

作物68%、麦38%、大豆31%で麦・大豆がや

や伸びており、確立助成別では土地利用集積

型49%、団地化型21%である。活性化対策に

よる麦・大豆振興は、土地条件、集団的組織

対応条件から町内のまだら現象を強めている。

調査対象で団地化型は老良集落(水稲16ha、

転作9ha)のみで、団地は固定、転作作業は複

数個別農家に委託、助成金等は地権者取りで

ある。

その他は全て土地利用集積型関連であり、

①20haクラスの最大級経営では個別に土地利

用集積の要件をクリアする。その他の10haク

ラスの経営は集落基盤あるいは集落内の集団

で利用集積の要件をクリアしており、次の三

ケースがある。②集落規模での内発的組織化

の木守集落の事例。同集落は農家62戸、実質

耕作者30戸、認定農業者9名、農地120haの大

集落である。97年に、2004年からの法人化を

目標に機械利用組合がメンバー22名で設立さ

れ、全員がオペレーターを務める建前で、若

干の水稲作業受託と転作作業(構成員分15ha、

集落内からの受託19ha)を行なっている。集

落への配分は42haだから転作の8割は集積し

ていることになる。麦・大豆の転作に伴う配

分関係は、収穫物は組合、助成金・とも補償

金は、組合2.7万円(従来からの地域特認技術

実施助成1.7万円に高度利用加算を休耕管理

料名目で1.0万円加算)、地権者4.6万円で分

配している。

③21世紀型に関連した受託組織を利用集積

の要件クリアに利用したケースで、確立助成

金の1/4を組合が受け取るケースと、全て地

権者が受け取るケースがある。④認定農業者

等の少数農家が要件確保をめざして大豆組合

を作ったもので、上別府は団地化型だった昨

年までは助成金等は地権者が受け取ったが、

今年は3万円を地権者へ、残りを組合が受け

取っている。虫生津も同様である。

かくして団地化型だと圃場連坦化・生産性

向上になるが、助成金等は地権者帰属になり、

利用集積型では助成金の一部は組合等に配分

されるが、圃場分散になり生産性向上には必

ずしも結びつかないとする。

前述のように大集落である木守の場合、機

械利用組合は集落の転作の8割を集積してい

る。にもかかわらず団地化型でないのは恐ら

く圃場条件的に団地形成が無理なためだろう。

しかし圃場の固定はいずれ連作障害の問題を

発生させることになろう。その克服には圃場

条件の改善と集落ぐるみの団地化・ブロック

ローテーションが欠かせない。集落ぐるみ追

求すると助成金等が地権者に帰属しがちであ

るが、しかし同町の利用集積型では既に助成

金等の一部の耕作者への帰属が実現している。

団地化型を実現しつつ、そこにこのような論

理を貫徹させていくことが課題である。
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5.近畿(滋賀県びわ町)

琵琶湖に面する同町は平坦な水田地帯で、

圃場は30a区画、Ⅱ兼農家率87%、水田借入

率40%、集落営農も県下の中規模の取り組み

率であるが、排水条件は良くない。1980年か

ら今日まで農家数は半減し、5ha以上に農地

の1/4以上が集積されている。旧竹生村は平

均1.9ha、旧大郷村は1.1haと差が大きく、借

地の需給関係は前者の方がタイトである。相

対での農地流動化の結果、大規模農家の耕地

分散は極端であり、集落間の出入作も多く、

それが転作に関連して大規模農家と集落との

摩擦を引き起こしている。すなわち転作割当

は属人的になされるので、集落という属地単

位でみると過大な転作を割り振られる可能性

があるからである。そのなかで集落によって

は転作を特定農家に任せてしまおうという動

きもあるという。

1995年には旧大郷農協が合理化事業を始め、

農協・町等が「農業経営者会」をスタートさ

せた。現在は23名のメンバーが合理化事業の

受皿になっている。旧大郷村では白紙委任で

経営者会メンバーに利用権設定され、大まか

な地区割りができている。それに対して旧竹

生村は相対関係が支配し借地競争が激しい。

経営者会のメンバーも50～60代が多く、農業

後継者を確保しているのは4戸に過ぎず、旧

大郷村曽根集落では3戸で法人化の予定であ

る。標準小作料は18,000円であり、役場はヤ

ミ小作を100%把握しており、利用権とヤミ

小作にかかわらず助成金等は借り手に帰属す

るようになっている。

町の転作は麦1作と麦－大豆型であり、ほ

とんどの集落が集団転作、ブロックローテー

ションを行なっている。「転作の実施に関し

ては集落が絶大なる決定権をもっている」。

団地化要件での助成金の受け取りがほとんど

で、県町の上乗せも含めて最高85,500円にな

る。麦、大豆単作で68,000円である。10a当

たりの水稲所得7.5万円に対して、小麦収入

1.1万円、大豆収入7,000円で比較にもならな

いが、助成金等がつけばだんぜん転作有利に

なる。

転作目的の借地や転作作業受託は調査農家

には多くないというが、助成金等の配分はさ

まざまである。借り手が小作料差し引きの助

成金等と転作物というケースから、助成金を

全て地権者が受け取るケース、その中間の分

割方式等であり、定型はない。

中核農家には、兼業農家のレンゲ転作への

傾斜、適地と期間を無視した機械的なブロッ

クローテーションによる「麦地」形成の阻害、

減農薬栽培への障害など集落が仕切る転作へ

の批判もあるが、バラ転よりはるかにましで

あり、集落以外には集団転作を仕切れない、

土地利用集積要件ではバラ転助長になる、等

から集団転作には従うことになる。

集落営農については、基盤としての集落規

模は川道(100ha、農地所有者200数十戸)、

下八木(90ha、90戸)、富田(35ha、50戸)と
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まちまちだが概して大集落といえる。近畿は

集落＝大字(藩政村)のケースが多い。集落

営農の集落内農地カバー率は川道の20～30%、

富田50%、前者は転作ブロックの全面積カバ

ー、後者はそもそも13名の有志による組織化。

オペレーターは前者は役員のボランティア、

後者は全員出動方式。

川道の転作は転作地借り上げ方式で、組合

が農家に4万円払い、麦代金と助成金の基本

額は組合が取得という分割方式、下八木は組

合員が助成金を受け取り、組合は作業料金を

徴収、麦代金を取得、オペレーターに賃金支

払いする。赤字になれば組合員から徴収する。

同町の転作は集落が仕切り、平等原理に立

ったルーチン的なブロックローテーションを

実施しており、農協合理化事業でも借り手は

集落のブロックローテーションに従う条件に

なっている。すると合理化事業で団地化する

ほど集積農家の年々の転作率の変動が激しく

なる。また出入り作により各集落ごとのブロ

ックローテーションに従うことによる水稲作

・転作の面積変動も大きいだろう。集落がそ

れらの点を配慮してブロックローテーション

を組んでくれれば問題は緩和するが、そこま

ではできない。

せっかく経営者会が組織されており、その

人数も限られていることだから、まず出入作

関係を作り交換で整理したうえで(旧大郷村

では地区割りでその兆しがあるのではない

か)、集落との折り合いをつける必要があろ

う。集落側にも転作を全部任せたい意向があ

るという。しかし集落が平等原理で転作を仕

切る限り、地権者集団としての集落と転作の

受け手との間に分配関係をめぐる問題が正面

から成立することになり、「麦－大豆の集団

転作の実行に対する集落(地主)と中核農家

双方の貢献を考慮したうえで、適切な分配額

をルール化することが必要であろう」。

6.北陸(新潟県越路町)

以上に提起され問題を一応は全てクリアし

ているのが越路町の事例である。すなわち同

町では滋賀と同じ集落＝大字(藩政村)の伝

統のうえに、集落がミニ自治体ともいえるほ

どの力を保持しており(藩政村の現代へのタ

イムスリップ)、そのうえに農協が指導力を

発揮し、水田利用再編対策の頃から、集落単

位でのブロックローテーションとその作業を

一括受託する組織の育成をめざし、実現して

きた。そして町単独のとも補償制度を早くか

ら仕組み、今日では国の助成や全国とも補償

と一体化して、助成金・とも補償額を地権者

と転作組織の双方に分配しつつ、かつ団地化

タイプの方が土地利用型よりも地権者にとっ

て手取額が多くなるようにして、団地化タイ

プに誘導している。しかし大豆の団地転作の

助成金等の総額86,000円のうち地権者は

68,000円で8割を取得することになる。生産

組織の多くは法人化しており、水田借入、水

稲作業受託、集落の転作作業受託をしており、
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集落のブロックローテーションの設定如何に

よっては年々の転作と水稲の面積変動が激し

くなるわけだが、ブロックの設定は区長等と

生産組織の協議により決められているので、

少なくとも生産組織の意向は取り入れられる

ようになっている。その点では滋賀県びわ町

よりも整然とした取り組みになっている。

このような取り組みが可能になったのは、

前述の集落(藩政村)の統治能力、農協の営

農指導力、積雪水稲単作零細農業地帯として

の早期の兼業化と階層分解の進展(脱農化)、

1集落1生産組織の形成といった条件が背景

になっていよう。同時に国の経営確立助成や

とも補償制度に加えて、町単独のとも補償、

町や農協の助成による手厚い助成金・とも補

償額とその相当部分を地権者に帰属させると

いう経済的誘導の力も大きい。

7.まとめ

調査地での問題は、稲作経営安定対策や米

政策見直し等の論点よりも、経営確立助成の

土地利用集積型の是非に集中したといえる。

前者にかかる農家の反応については新潟県越

路町の該当箇所等を参照されたい。

調査から得られた知見のいくつかを指摘す

ると、第一に、生産調整のあり方は、構造政

策とストレートにかかわるよりも、集落の統

制力によって決定的に規定されているといえ

る。表2にみるように、集落主導での集団

(団地)転作、ブロックローテーションが成

立しているのは、北陸の越路町と近畿のびわ

町だった。北陸と近畿は1955年農林業センサ

スの集落調査においても、農業集落＝大字の

割合が都府県平均27.4%に対して、北陸70.7

表2 調査地のまとめ
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%、近畿64.7%と突出していた。つまり藩政

村＝大字が今日に至るも農業集落の形で生き

ており、相対的に大規模集落が存立している。

このような歴史的条件が規定的かどうかは別

として、そこでは集落が強い規定力をもって

いる。

第二に、集落は、このように地域ぐるみで

取り組む必要がある転作という事項について

は絶大な力を(地域によっては)発揮したが、

担い手の育成というインキュベーター機能を

発揮しているとはいえない。有志が組織化す

るにあたっても、集落に呼び掛けるという形

で了解は得なければならないが(それは営農

条件に関する了解というより生活条件に関す

る了解であろう)、積極的に支援してくれる

組織ではない。いわんや分解機能をそこに期

待できるものではない。かくして集落は生産

調整に力を発揮したとしても、構造政策との

結び目になるものではない。

第三に、構造政策との関わりで問題になる

のは、助成金等の水準であり、現行政策と自

治体の支援、地域とも補償により、助成金・

とも補償金の最高額は80,000円以上にのぼり、

それと転作物収入をあわせれば、稲作

所得に十分に匹敵するか、あるいはそれを凌

駕するに至っている。それを踏まえて、積極

的に転作を取り込んで経営を考え、規模拡大

を図る大規模経営がいずれの調査地にも出て

きている。そこでは助成金・とも補償金が経

営の存立要件の一つになっており(北海道で

は生存条件になっているとすら言える)、そ

の意味で生産調整政策は、その助成金等の高

さにより構造政策を支えているといえる。問

題はこのような高額の助成がいつまで続くか

であり、切れた場合に大規模経営のあり方が

どうなるかである。

第四に、前述のように問題の焦点は、経営

確立助成における団地化型か土地利用集積型

かである。ブロックローテーションが成立し

ている北陸や近畿の調査地では、そもそも土

地利用集積型は積極的に団地化を阻害する悪

しきものとして位置付けられるか(越路町)、

無視される(びわ町)。しかしその他の地域

では集落による団地転作が不可能なために、

土地利用集積型で高額の助成金等を取得する

要件をクリアしている。土地利用集積型はそ

こでは重宝されているといえるが、しかしそ

こでの転作地の固定はいずれ連作障害等を生

むことになり、転作定着的に作用しているも

のとは受けとめられず、また連坦化による生

産性向上に寄与するものでもない。土地利用

集積型は、前述の引用のように、農政が生産

調整における構造政策的要素を強める方向に

そっての設定であり、また団地化型をクリア

できない個別大規模経営の転作条件を改善す

るための措置といえるが、それが生産調整と

の整合性を確保しているとは言い難い。

第五に、表2によれば、いずれのケースに

おいても、助成金・とも補償金を地権者がま

るまる取得するケースは少なくなり(びわ町
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では様々だが、徐々に少なくなるのではない

か)、実転作者との間で分割しているケース

が多いといえる。この点は特筆すべき成果だ

といえるが、実際の取り分割合は地権者優位

だといえる。大規模経営が組織を通じて土地

利用型の要件クリアを追求している栃木や福

岡の事例では地権者取り分はほぼ2/3だが、

団地化型の新潟では8割に及んでいる。福岡

でも団地化型になると地権者に全額が帰属す

るケースがみられた。

集落が介在する団地転作、ブロックローテ

ーションの形成は、より好ましい転作態様だ

といえるが、そこでの実耕作者の取り分はゼ

ロではないが相当低い。それは地権者集団化

した集落が集落ぐるみ転作を組織する場合、

建前として転作なかりせば自作農として水稲

自作していた農家が、たまたま転作に組み入

れられ、作業委託を余儀なくされているとい

う論理になり、いわば水稲自作所得を機会費

用(所得)的に補償せざるをえなくなるのだ

ろう。現実にはどうかというと、水稲自作農

の建前もあやしくなっている農家が多いので

はないか。そういう農家にとっては団地転作

は水稲小作料をはるかに上回る「地代」を入

手できるチャンスですらある。

かくして集落の統制力によつて集落ぐるみ

の団地転作を実現し、転作の条件を整えつつ、

より実転作者の取り分が保障される仕組みが

求められることになる。それを究極に規定す

るのは集落における分解の進展度合いだが、

それだけでない。地権者集団化した集落には、

実転作者取り分を高めるような論理はない。

それは調査事例でもことごとく集落の外部か

ら行政や農協の指導方針として持ち込まれた

ものである。ここに問題のポイントがある。

集落を越えて地域農のあり方を考えるより広

域的な場での調整能力が必要なのである。

集落が土地利用調整の面で生産調整を仕切

りつつ、そこでの経済的利害調整は集落を超

える自治体レベルでの農協、農業委員会、行

政等の指導機関を打って一丸とする地域農業

振興協議会的な性格の組織が仕切ることで、

生産調整と水稲・転作の担い手育成との整合

性を図っていくべきというのが、当面の結論

である。
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[平成14年度(畑作地帯)]

はじめに

今年度の調査は水田以外の地目、畑作と果

樹作が取り上げられた。水田農業と異なり畑

作農業の展開は作目により地域により千差万

別であり、本調査における数少ない事例にお

いてさえ例外ではなかった。すなわち北海道

については十勝平野の畑作四品(麦、豆、て

んさい、いも)、茨城のいも、鹿児島の野菜、

そして静岡の茶、佐賀のみかんとバラエティ

に富んでいる。そこで、本とりまとめにおい

ても、まず調査地の概要を紹介する。

このように多様な展開をしつつも、そこに

はある程度まで共通した傾向や課題もみられ

る。その点を次に総括した。

1.北海道音更町－青天井的規模拡大の

行方

音更町は天候のせいで空前絶後ともいうべ

き畑作好況に恵まれていた。このように変動

が激しいのが畑作農業の特徴である。同町で

は1990年代に農家戸数が26%減少している。

97年のアンケートで、農業後継者がいない農

家は世帯主年齢50代で56%、60代以上で61%

に及ぶから、高齢化して後継ぎを確保できな

いのがの減少の基本要因だろう。ちなみに50

代以上の後継ぎなしの農家数に平均面積27ha

を乗じれば2,000haの農地供給が見込まれる。

そして90年代前半までは30ha以上層が増大

していたが、90年代後半には40ha以上に限定

される。前述の平均27haよりもはるかに高い

ところに増減分岐点があるのが特徴である。

畑作は70年代までは豆が主流だったが、80

年代になると小麦が主流にとって代わり、そ

の後は畑作四品が横這い状況だが、90年代に

野菜が台頭している。農地移動は、70年代ま

では売買が圧倒的、80年代から90年代はじめ

にかけて賃貸借と拮抗するようになったが、

90年代には賃貸借が伸び、売買は減少してい

る。しかし最近は売買の反転もみられる。

調査農家10戸のうち、最上層は90haクラス

で、家族労働力が1カップルにプラス1、あ

とは常雇1人あるいは常雇1人相当の臨時を

入れている。作付けの主力は小麦で、いもの

位置付けは区々だが、緑肥を相当程度いれて

地力維持を図っているのが特徴である。省力

的な小麦に傾斜しつつ、その連作を避けるた

めにその間に休閑緑肥を入れる青天井型規模

拡大の事例である。No.1農家は基本的な集落

内からの購入による規模拡大で、それは70年

前後と90年代に入ってに集中している。2度

の離農集中期にうまくのったわけである。No.

2農家は山林開墾のほかは借地による拡大で

あり、耕地はかなり分散しているが、作業計

画を綿密にたてて集中的に作業をすれば問題

はなく、むしろ風害等のリスク分散になると

いう。アンケートでも交換分合の必要性(借

地というより所有地だろうが)については、
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「実施したいが難しい」46%、「今のところ

必要ない」39%と拮抗しており、実施の気運

にはない。

40ha以下の調査農家の居住集落は後継者を

確保している農家が多く、農地供給の可能性

が乏しい事例もみられる。そのような集落で

は調査農家は集落外から購入したり借地して

いる。No.5農家の集落では離農跡地を集落の

話し合いを通じて最小面積の農家に借りさせ

ることにしたが、集落外に出る場合に、この

ような調整をなしうるか、経営単位での量的

な調整ができたとしても農地の分散をどうす

るかが問題だとしている。ながいも等の集約

的な野菜作についても出作して輪作条件を確

保する動きがある。中規模農家では一定の共

同作業もみられる。

北海道は集落による農地の配分調整のうえ

に経営基盤強化法に基づく農地移動管理が主

流をなし、公的資金の借入条件がそれを裏付

けてきたが、畑作地帯の音更町においては、

畑作の不安定性を背景に自己資金で農地購入

するため、3条許可にかかる自由な農地移動

になっている。他方で90年代に農家総数は16

%減、80年代までは農家平均でみて負債額が

貯金額を上回っていたが、90年代には貯金が

上回り、純貯金額が増えていることは、その

ような傾向を裏付けることになろう。さらに

集落外、町外への相対での借地拡大もまた自

由な移動に拍車をかけている。

農業委員会が町内の農地管理や交換分合を

リードできない場合には、町村間にまたがる

広域的な土地利用調整はよけいに荷が重くな

ろう。さらに省力的な小麦作に傾斜し、そこ

での連作障害を休閑緑肥でカバーする青天井

型の規模拡大でよいのか、それとも適正経営

規模政策が必要なのかも問われる。

2.茨城県旭村－畑作大規模家族経営が

行き着いたところ

旭村は伝来的ないも・麦農業から露地野菜

としてのメロン、夏秋トマト、甘藷への産地

転換を果たした専業的畑作地帯である。ほぼ

3/4が専業的農家であり、男子二人以上専従

経営は1/3に増えている。認定農業者は570人

で県下一、総農家の45%に達している。なか

んずく生産年齢人口のいる専業農家数は36%

も減っており、専業化かしからずんば離農か

の択一性が畑作専業地帯の特徴となっている。

施設園芸を取り入れた1～2ha、2～3ha

の中堅層が厚く存在するとともに、甘藷経営

を中心に規模拡大が進み、5ha以上が61戸、

うち10ha以上が25戸を数える。借入面積率も

90年の7.3%が2000年には21.6%と急速に伸

びている。畑の総経営面積が90年代にセンサ

スで128ha増えており、村外への出作が進ん

でいる。販売金額1,000万円以上農家が90年

代に4.4%から39.6%へと急増している。し

かし村の野菜総生産額は100億円、一戸当た

りは600万円のラインで伸び悩み、報告者は、

同村は「基本法農政の優等生」だったが、今
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や「施設園芸産地としての成長の段階を上り

きって現在は踊り場に差し掛っている」と評

している。

労働力的には65歳以上が農業従事者の1/4

を占めるに至り、雇用労働力への依存、移住

労働者への依存が強まっており、臨時雇を入

れた農家は1/4、平均78人目となつており、

常雇がいるのが73戸おり、労働力の1/3～1/2

が雇用で占められるようになっている。雇用

労働力なしには経営がなりたたないという意

味では「自立経営農家の終焉」と評される。

調査は規模の大きな甘藷農家を対象とし、

17ha1戸、10ha5戸、残りが8ha、5ha、4

haである。所有規模は3、4haだから経営規

模は借地の多寡によって決まるが、借地は集

落内にもつのが2戸、村内4戸に対して、全

戸が町外にもっており、最大規模の2件は10

haをこえる。

調査農家によれば「農地はいくらでも出て

くる」という状況だが、地主には農地改革の

イメージが残っており、権利の発生は好まな

いが、返還を迫られるようなことはなく、荒

れなければ小作料はただでもよく、借り手側

が値下げ交渉をして1.0～1.5万円といった小

作料水準である。100a以上、日当たり・水は

けのよい、道路付きといった条件の良い農地

への借り替えが進んでおり、甘藷農家の一部

は価格低迷から刺身のツマ用のダイコンの契

約栽培を取り入れているが、その連作障害の

回避のためにも借地が進んでいる。

要するに畑作地帯にあって産地形成のトッ

プを切った同村においては、集落内・村内の

農地供給は乏しく、規模拡大は他町村への出

作となり、そこでは連作障害、条件の良い土

地への借り替え、農地改革イメージといった

双方の思惑のもとに、相対による一年限りの

自由な借地展開となっており、農地の分散等

が懸念されるが、流動化政策の介入の余地は

乏しい。

かくして同村が示すのは「『効率的かつ安

定的経営』が農業生産の大宗を占める農業構

造が確立した後の問題」だが、その一つとし

て調査農家の20代のあとつぎ層の過半が農外

就業しており、その経営承継が問題になる。

他方で家族経営協定や青色申告は少数であり、

法人化の意向も弱い。

要するに、産地拡大の波にのってただただ

経営の「量」の拡大を図ってきたのが現状で、

ビジネスサイズの大きさの割には、ビジネス

の制度としての安定化が立ち後れているとい

える。ビジネスサイズが大きいだけに、その

ギャップが鋭く露呈するのである。

おそらくその弱点は、市場条件のシビア化、

経営継承、契約栽培といったことを契機に顕

在化するだろう。女性の顔がよく見えない産

地であることも弱点になるかも知れない。

執筆者が指摘する「農業構造が確立した後の

問題」とは、そのような経営安定策をさすの

だろう。農地流動化政策から経営政策へとも

いえるが、経営安定を本格的に追求する段に
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なると、改めて村外への耕地分散が改めて問

題になるだろう。

3.静岡県清水市・静岡市－旧村単位の

有限会社への産地再編

静岡県は茶の旧産地だが、新興の鹿児島県

や中国からの輸入茶に押されてその零細・傾

斜地の条件不利性が突出するようになり、ま

た最近は茶価の下落に悩んでいる。産地にお

いては昭和40年代に集落規模での農事組合法

人形式による「むら」の共同の荒茶加工工場

が補助事業でつくられ産地形成を支えてきた。

規模の大きな自園自製農家を除き、茶に取り

組む「むら」のほぼ全戸が茶師として出役す

る協業体だった。役員も持ち回り体制であり、

農家に生葉代金をいかに多く還元するか、そ

して生葉還元にあたっての生葉評価がポイン

トだった。いわば土地条件・技術の差額地代

的要素を最大限に重視しつつ、荒茶加工にあ

たっては「むら」仕事的に共同出役する体制

である。

それでは技術の平準化は進まず、個性をも

った経営者も育たないという欠陥をもつこと

になるが、より端的な問題は高齢化とともに

起こった。以上のような体制では工場出役で

きなくなったら離農するしかない。そこで90

年代に入り、農協や行政の指導による産地再

編が模索されるようになった。産地再編は、

第一に荒茶工場の再編、第二に生産から加工

までの垂直的統合、端的には摘採共同化であ

る。

荒茶工場の再編は、端的に、「むら」規模

から旧村規模へ、農事組合法人から有限会社

へ、共同出役から少数経営者による運営へ、

生葉供給農家と茶工場経営者農家への二分化

へと進行した。法人形態については、若手層

は有限会社、若手層がいないと農事組合法人

が選択されたが、後者はもちろんのこと、前

者も多数を組織した場合には、さらなる再編

が将来課題となる。

もう一つの茶の生産過程の共同化なかんず

く共同摘採については、結論的にはやや時期

尚早といえた。なお高齢労働力が農業労働力

として家にいる限りは、その過剰を防ぐため

にも、またろ家族の無償労働力の金銭コスト

化をさけるためにも、全面的な共同化には踏

み切れない。しかし調査農家の全戸が将来的

には労力的にも厳しくなるので共同化は必要

とみている点が注目される。高齢化に備え、

産地としての茶の品質をそろえるためにも共

同化は必須とみなされているのである。

しかしより現実的な道筋としては、出し手

の実態からしても、また受け手の経営上の合

理性からしても賃貸借が考えられている。ま

た個別農家としても、加工ロットを確保しな

ければならない茶工場としても、奥地の急傾

斜地を切り捨ててでも平場に進出したい意向

も強い。

現実にも調査農家の多くは既に茶園の賃借

を行なっている。利用権設定が過半にたっし
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ており、その場合は5年が多く、またトラブ

ルを避けるために利用権を設定すべきという

意向が強いが、相対関係も多い。借りた園は

必要がある場合はほとんど手を加えているが、

有益費問題は意識されていない。短期賃貸借

でも更新を繰り返せば元がとれると計算され

ている。地域外からの借地にあたっては親戚

情報の利用が多い。小作料はゼロから30,000

円に分散し、標準小作料という回答も多い。

農業委員会経由よりも農協合理化が好まれる

傾向にあるが、それは産地形成に農協が深く

関与していることと関わる。

そしてできるところは圃場整備をしたいと

いうのが共通した政策要求である。

4.佐賀県鹿島市－公害化する荒廃園を

どうするか

1960年代の多良岳国営パイロット事業によ

る開園でみかん園が拡大したが、1975年をピ

ークに園地は縮小に向かい、そのかなりの部

分は荒廃園化している。

調査農家は二～四世代にまたがる直系家族

で、専従労働力も通常は二世代にまたがり、

夫婦専従は2戸である。在宅後継者のいる6

戸のうち、半分は農業従事しているが、残る

半分は農外就労で後継の意思はない。

ハウスみかん主体の農家は経営が順調だが、

露地みかん主体の農家は極早生品種というこ

ともあり、価格下落に悩んでいる。規模拡大

が価格下落でチャラになってしまったのであ

る。そういうなかでの投資意欲は乏しい。

賃貸借は一定程度行なわれており、調査農

家8戸のうち6戸までは借地をしており、う

ち4戸は100aを超える借地であり、①農家は

自作園296a、小作園318aに達している。借地

は管理状態の良い園が主で、若干荒れている

のは親戚や知人に頼まれてやむなく借りたも

のであり、借入園地の選別が始まっている。

作業受委託はほとんど行なわれていない。要

するに良い園は貸借に回るが、悪い園は荒廃

化である。借り手が借入園に手をいれるケー

スがかなりみられるが、それにともなう小作

料の改訂、有益費問題の意識はない。園地の

標準小作料の設定はなく、相場も高くて、

10,000円、通常は3,000～5,000円の水準であ

る。

意向調査で要望が多いのは、「品質向上」

「改植・園地若返り」「園内道の整備」「作

業の機械化」「わけありみかんの導入」が7

件で品質と省力化に集中している。①～⑥の

300a以上農家は「園地の集団化」「農道の整

備」を5～6件かかげ、④以下の300a規模の

農家は「雇用労働力との調達」や「品種分散

と労力平準化」をあげる。このような階層に

よって品質・園地と労働力確保とに課題がや

や分かれる。とくに上層では団地化希望が強

い。団地化は園内道を設置しSSを導入する

ためである。しかし団地化は個人ベースでは

ままならず、代わりに共同で園内道を設置す

る集落もみられ、そこでは圃場整備の計画も
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練られている。圃場整備の対象園は限定され

ざるをえないが、「そこに集中的に社会資本

投資を行うことによってこれまでにはない省

力的な園地基盤を実現しない限り、流動化は

進みようがない」と報告は指摘する。

10年後の予想としては、売買・貸借・受委

託ともにあまり進まず、園地は3～5割減に

なると見込まれる。荒廃は優良園地にまで拡

大する。かなりの農家が周囲の荒廃園に悩ま

されており、たとえば防除も一回よけいにや

る必要がある。JAのミカン部会が荒廃園の

伐採等を行なっているが、伐採費用の公的負

担を求める声もあり、「公害対策」化してい

る。

果樹経営安定対策に対する期待は大きく、

5戸の調査農家が一昨年はかなりの補てん金

を受け取っている。問題点として個人出荷の

農家が非加入であり、調査農家ではトップの

①②が加入していない。加入農家からも「焼

け石に水」「補てん基準価格が低すぎる」と

いう批判があるが、重要なのは「需給調整の

仕組みが不十分」の指摘である。すなわち加

工原料用の価格政策により過剰分の市場隔離

を図ることで価格安定させる政策を全面的に

価格補てん政策に切り替えたことの矛盾であ

る。価格の安定を図らずに下落した価格の事

後補てんをする政策はコストが大きい。

5.鹿児島県大崎町－契約生産による

アグリビジネス化

同町では大規模層を中心に加工・調理原料

用の契約栽培畑作物へのシフトが進んでいる。

その担い手は、①雇用型法人経営で、Mは商

社サラリーマンが帰郷して輸入農産物卸会社

を経営していたが、国内野菜ニーズの高まり

に応じて直営農業と農家との契約生産のため

に妻を代表とする有限会社形態の農業法人を

たちあげ、常雇1名、直営3.5ha、キャベツ

・ばれいしょ・ごぼう等の契約生産55戸、48

ha、将来は直営40～50haをめざしている。Y

1、Y2は、常雇7～10名、経営面積34～50

ha、将来目標50～100ha、ダイコン(加工、

生食)、ばれいしょ(ポテトチップ原料、加

工、生食)、ごぼう、さといも等、粗生産額

1億円に達しており、Y1は指宿や熊本県で

ダイコン主体の直営を企図しており、Y2は

契約栽培47haを行なっている。②大規模家族

経営で面積20ha、うち借地18ha、販売額

3,000万円程度、常雇1～3名で、ポテトチ

ップ原料、菓子・焼酎・澱粉用甘藷、漬物用

ダイコン、外食用キャベツ、さといも等に取

り組む。常雇1～2名を追加して25～30ha経

営にして①に接近したい意向もある。③家族

労作経営で面積7～10ha、うち借地4～6ha、

販売額1,000～2,000万円で、10ha前後を適正

規模としている。その他にたばこ作や肉牛繁

殖経営が展開している。

このように食品工業等にインテグレートさ

れつつ、自らもインテグレーターとして活動

するアグリビジネスの展開が地域の最大の特
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徴である。

地域では80年代後半から急速に農家数が減

りだし(85～00年に33.6%減)、これらの規模

拡大の動きはそれ以降なかんずく90年代に急

速に強まったものである。認定農業者は目標

を上回る229名に達し、流動化にあたっては

彼らが借りた場合に1.5～2万円を助成する

94年からの町単事業の評判がよかったが、

2000年には打ち切られてしまった。借地は大

字内61%、隣接大字27%、町内10%、町外3

%で、町内なかんずく旧村内におさまってい

る。とくに家族経営は大字内である。小作料

は10,000円が48%を占める。集積にあたって

の最大の考慮点は大型機械の運行を確保する

ための圃場の大きさである。圃場分散は必ず

しも深刻視されていない。土地利用は連作、

単純化の方向にあり、輪作や緑肥のゆとり確

保のためにも規模拡大が志向されている。町

や農協のセンターが大型機械のサービス事業

体になることが期待されている。

経営安定対策よりも契約栽培に安定を求め

ているが、契約栽培には固有のリスクがつき

まとい、インテグレーターとしてそれをかぶ

る可能性も加重しているもとで、農協以外の

ルートに対してもリスクカバー施策の対象に

加えることが求められている。

また作付方式の単純化に対しては、輪作に

る地力維持、畑作経営と肉牛経営の作り交換

や堆肥等をめぐる連携強化が求められる。

さらに大型機械化に伴い、それら適合的で

ない農地は劣等地化し、需要がないために耕

作放棄される危険性もある。そこで今日的な

意味での圃場整備、農地移動時の区画整理・

整地や農道整備等の検討の余地があるとして

いる。

6.まとめ

各産地にある程度まで共通する畑作地帯と

しての特徴とそこでの課題をみていく。

第一に、とくに90年代における農家減少率

の高さである。水稲作と違い畑作は兼業しつ

つ朝晩・土日でこなすことができない。そこ

で農家として残るには家族協業経営、二世代

専従経営化が必要で、それが確保できなけれ

ば離農することになる。このような二者択一

は、とりわけ1990年代に入っての農業情勢の

悪化、高齢化の進展、農業後継者難の強まり

により、より厳しいものとなった。調査した

産地の多くは(みかん作を除き)水田農業と

異なり1990年代に新たな産地展開をみせてい

るが、それはこのような離農の対極での動き

でもある。水田地帯における農家の兼業・高

齢滞留と大きく異なる畑作農業の特徴であり、

それがとくに農業情勢のシビア化や高齢化で

1990年代に顕在化したといえる。

第二に、離農に伴う農地供給を受けて規模

拡大が進んでおり、そのトップには常雇や多

数の臨時雇を入れた雇用型(資本家的)農業

経営が展開している。いわゆるメガ・ファー

ムの時代がきたことが、調査地でも確認され
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る。そしてその一部は農業生産法人化してい

る。個別の農業経営はなお零細であっても、

静岡の荒茶加工の有限会社のように、農産物

の生産過程の一部について大規模化を果たし

ているのも、メガ・ファームの一形態とみて

よかろう。

この第一と第二の点を併せれば、農業構造

変動の先端部では、日本農を担ってきた家族

経営が離農とメガファ一ムへの分解を遂げて

いるといえる。

ただし法人化した経営を除き、大規模経営

としての制度的安定性や経営継承については

意外に関心が乏しいような印象がある。我々

の調査がその論点への配慮を欠いた可能性も

あるが、家族協業なり雇用労働力の存在が大

きいにもかかわらず、家族経営協定、青色申

告、農業法人化への関心が乏しいように思わ

れる。茨城や鹿児島に典型的にみられるよう

に規模拡大の可能性を性急に追求するのに追

われ、いわば量的な拡大が先行して内部体制

固めが遅れている印象を受ける。農地流動化

政策がともすれば量的な農地流動化と規模拡

大を追求しがちななかで、とくに畑作地帯に

おいては流動化、担い手育成政策と並んで、

農業経営政策が不可欠なものになっていると

いえる。そして経営の安定化・効率化をみつ

めるなかで、再度、農地流動化政策の質的な

面、すなわち面的集積が問題とされよう。

第三に、第一に指摘した点の結果として、

畑作ではとくに1990年代に農地流動化が進ん

でいる。どの調査地でも「土地がでない」と

いう話は聞かない。むしろ「いくらでも土地

はある」という感覚である。従って農地の量

的供給を促すという意味での流動化政策への

期待は強くない。

流動化の質的な側面においても、畑作地帯

では相対的な性格が強い。所有権レベルでは

保有合理化事業や融資との絡みで一定の政策

関与がありうるが、畑作は浮沈が激しいため

に借金して農地を買うより、もうかった時に

現金買いすることになり、公的資金を借りず

に3条で相対取引されてしまう。いわんや融

資等との関連のない借地においては、政策的

関与の機会はさらに乏しくなる。さらに畑作

では連作障害を伴うことが多く、必ずしも長

期借地が安定的なわけではない。水田のよう

な水利条件等の規制によるまとまりの必要も

ない。あれやこれやで、個別に、相対で、1

年更新の自由な貸借が多くなる。

しかし「それでどこが悪い」という開き直

りの意識もあろう。需給関係と経済状況から

小作料は低下しており、小作料の高さがネッ

クになる状況には基本的にない。高い場合に

は借り手の引き下げ意向が通っている。農地

管理体制の弱さに伴う啓蒙の遅れもあってか、

なお農地改革のマイナス・イメージが払拭さ

れておらず、出し手は権利の発生を警戒する

ようだが、かといって借地返還等のトラブル

が起こっているわけではない。つまり利用権

等の公的形態をとらないことが貸し手の安心
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につながり、一年更新の賃貸借が結果として

長期化しうる。受け手としても、分散は致し

方ない、連作障害を避けるために短期でもよ

い、より条件の良い土地があれば借り換えた

いので一つの借地に固着したくない、あとつ

ぎがいないのでいつでも撤退できるようにし

たい、といった意向をもっており、「貸借関

係の不安定」が問題視される局面にはない。つ

まり水田地帯で問題とされてきたような

農地管理問題は、畑作地帯には極論すれば無

いといえる。しかしそのことが自治体レベル

での農地流動化への公的関与を弱めることに

なれば、出し手・受け手の個別レベルの調整

を越えた地域として取り組むべき調整問題に

対しても十分に取り組めないという次ぎなる

欠陥を生むことになる。次にその点をみたい。

第四に、農地流動化の広域化、出作化の問

題である。鹿児島では借地の過半は「大字」

内にとどまっているが、北海道や茨城では町

外への出作が強まっている。この二つの産地

は、確かに農家減少率は高いが、専業的農家

が多いために、規模拡大はどうしても外延的

とならざるをえない。しかも規模拡大の要求

は大規模経営ほど強い。茨城では既に家族経

営では限界にきている経営も多いが、雇用労

働力、移住労働力に依存すれば家族経営の枠

を超えた拡大が可能である。鹿児島でも一部

のメガファームの拡大が進めば、いずれは町

外への出作も展開することになろう。メガフ

ァームの一部は町外・県外への分社化という

かたちでその意向を語っている。

そして拡大すれば作付けは単純化し、連作

障害等を起こしやすく、それを回避するのは

休閑緑肥等をいれることになり、そのための

面積がさらに必要になる。いわば畑作農業に

おける青天井的な規模拡大が起こるわけであ

る。土地が余っていて借り手がなければ耕作

放棄されるという局面では、そのような拡大

が非難されることもないともいえるが、いろ

いろ検討すべき問題も残る。

このような畑作の広域な借地展開をいかに

位置付けるのか。規模拡大の必然的な道筋と

考えた場合にも、青天井的な規模拡大が土地

利用の粗放化や荒らし作りにつながらないか。

その点は第二に述べた経営政策の重要な検討

課題の一つである。たんなる青天井的な規模

拡大ではなく、地力維持のための農地確保と

位置付けられるのか。その場合にも輪作に休

閑緑肥を取り入れることの農法論(作付方

式)上の意義が問われる。

第五に、このような青天井的な規模拡大は

必然的に耕地の分散を招く。この圃場分散問

題については、一般論としては団地化要求が

あるが、個々の調査農家の言では危険分散に

なったり、作業の段取りで克服できたり、ま

とまりの大きな圃場の借地によってカバーで

きたりということで、意外に問題視されてい

ない例も多い。

野放図な量的規模拡大をしたあとで団地化

を要求するのも身勝手な話だといえるが、畑
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作地域においては農地管理が手薄で、それ故

に野放図な流動化が可能になると同時に、問

題解決の見通しがたたないことに対する諦め

もあるのではないか。その諦めは、第三に指

摘した自治体内における農地管理体制の弱さ

と、自治体間にまたかる管理体制の見通しの

なさの二重の原因に基づく。自治体内外にお

ける問題の整理が必要であろう。

農業委員会が自治体内における管理能力を

高めずして、自治体間の調整に力を発揮する

とは考えにくい。農協が広域合併すれば、そ

のような可能性がでるのか。

北海道、茨城、静岡等においては農協は産

地の形成発展再編に大きな力を発揮してきた。

政府管理だった米作地帯と畑作地帯の大きな

違いの一つである。しかし農協が力を発揮し

た分野は何といっても産地形成であり、販売

流通体制であり、そこでの主たる関心はロッ

トであり品質だった。広域合併農協が、資産

管理は別として農地利用管理にどこまで力を

発揮しうるのか。産地における農協の影響力

が強いだけにそのことが問われる。その反射

として農業委員会の独自任務が何なのかも問

われることになる。現状では畑作地帯におけ

る農業委員会の影は薄いといわざるをえない。

第六に、受け手農家の多くは、チャンスが

あれば条件の悪い農地を自作・小作に限らず

切って、条件の良い土地に借り替えたいと思

っている。茶やみかん地帯では、農家が作れ

なくなった場合に、条件の良い土地は貸借へ、

条件の悪い土地は耕作放棄や植林へいうこと

になる。こうして荒廃園化が多かれ少なかれ

生じている。とくにみかん地帯では激しい。

旺盛な展開をみせている畑作地帯では樹園地

とは異なり、現状で耕作放棄が広範に生じて

るわけではないが、大型機械の効率運行から

一定の広さの団地的農地が好まれ 、零細地片

が放棄される可能性はある。

荒廃園はたんに農地面積が減るという問題

だけではなく、病虫害の巣となって周辺農地

に被害を及ぼす可能性も高い。

国の政策では耕作放棄に対して罰則を含む

対策を講じることとしているが、それに大き

く期待することはできない。なぜなら耕作放

棄はやむをえず発生しているからで、その元

を正さずして取り締まりを強めても効果的と

はいえないからである。

条件のよい農地が耕作放棄される点につい

ては、賃貸借の促進や各種の農業団体等の運

動的な取り組み、そして国の罰則を伴う管理

策がある程度は効果をあげよう。しかし条件

の悪い農地は賃貸借の促進でも対応できず、

むしろ農地からきっぱりと外していく対応が

求められる。鹿島市の例では、荒廃園の伐採

に公的助成が求められ、あたかも「公害対

策」のようになっていると評されたが、外部

不経済という点では公害と同じ性格をもつ。

公害であれば汚染者負担の原則を適用するこ

とになるが、後継者もなく高齢化し、あるい

は離農した農家に汚染者負担の原則を適用す
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るのは現実的ではない。条件の悪い農地の撤

退に対する政策的な助成は、前向きの政策と

はいえないかも知れないが、産地を守るうえ

で必要ではないか。

以上をまとめると、総じて畑作地帯にあっ

ては、水田地帯と同じレベルでの農地流動化

問題に当面しているわけではないといえる。

そこでの政策課題は端的にいって農地の流動

化問題というよりは、農地流動化の前提とな

るような条件の整備、すなわち圃場整備の促

進、荒廃農地対策、経営安定化等にあるとい

える。

畑作地帯の公的な農地管理体制は率直にい

って弱い。しかし現状のままで、相対小作か

ら利用権への切り替えを図り、農地流動化へ

の公的関与を強め、広域的な、場合によって

は町村間にまたがる農地流動化の管理体制を

強めようとしても、その主体的な条件は乏し

いのではないか。圃場分散に対する問題意識、

団地の要求はあっても、いざとなれば交換分

合や作り交換の切実な要求は固まらない点か

らもそういえる。

むしろ前述の圃場整備、荒廃農地対策、経

営安定対策等を具体的に講じるなかで、そこ

で自ずと浮上する農地管理問題について適正

な体制整備を図る方が近道だろう。

本報告は、本協会が農林水産省の委託により平成13～14年度に実施した「生産政策の

展開と流動化施設の効果的推進方策に関する調査」の結果報告(「現地実態調査のまと

め」)を収録したものである。
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