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【調査報告】

現場に見る農地の借地料・地価水準と

農業経営の規模拡大・農業所得との関連
一農地市場に農業委員会・農地保有合理化法人等がどうかかわるべきか一
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1農地政策の在り方と農地市場へのコミ

ット

農産物の自由な取引と自由な農地市場を発展途

上国に想定したとき、それがどういう結果をもた

らすか、歴史は明確に物語っている。たとえば、

明治維新以降の日本では、封建制から開放された

自作農が、米価の乱高下と貧窮の中、所有農地を

失って小作農になり、他方に農地の所有権を集め

経営に責任を持たない小作料依存の寄生地主の発

生、へと体制が出来上がっていつた歴史は、皆知

っていることである。それも大地主が農業生産力

の発展を妨げただけではなく、政治の世界でも民

主主義の発展に対して否定的な役割を果たしてき

たことも、戦後の農地改革の成果が逆に証明して

いる。

理論的には、経営が先にありきで、経営が成り

立ったうえでの、残余としての借地料水準である。

資本としての利益を農業所得から差し引いた残り

が借地料、またその借地料を資本還元したものと

して、あるべき地価が現実になるはずである。し

かし現実は、この理論がそのまま通用するわけで

はない。

本稿は、現在進められる農地流動化政策の下で

重要なアクターである複数の農地管理集積組織と

その役割について論じる。その視点は、上記のよ

うな理論がそのままでは適用されないような現実

の下、農地にかかわる公的組織はどのような役割

を発揮すべきか、というものである。

平成19年11月、農林水産省は「農地政策の展開

方向について〈農地に関する改革案と工程表〉」(i)を

発表した。ここでは、食料自給率の低下基調や耕

作放棄地の拡大を背景に、「農地は農業資源とし

て有効に活用されなければならない」という理念

を打ち出し、以下の五つの農地政策の改革骨子と

その工程表を示している。

①農地情報のデータベース化

②耕作放棄地の解消に向けたきめ細やかな取組

の実施

③優良農地の確保対策の充実・強化

④農地の面的集積を促進する仕組みの全国展開

⑤所有から利用への転換による農地の有効利用

の促進

①と②は、農地政策に関する基礎的要素の整備

であるといえる。③は農地転用期待に対する優良

農地確保という、日本における農地政策の基本問

題への対処であり、公共転用への新たな規制の検

討なども加えて、今後の展開が注目される。④、

⑤は農地の面的集積という農地政策の大目標に向

けた対策である。④においては、委任・代理によ

る農地集積と再配分を市町村の段階で展開するこ

とが企図され、⑤では、集落営農の法人化・新規

参入とともに、20年賃貸借期間の撤廃や標準小作

料制度の廃止が検討されることになっている。

しかし面的集積のコーディネーターは、誰が担

うのか。それも中間保有・再配分機能を持つ農地

保有合理化法人の在り方に加えて、すなわち現状
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のような財政的な裏付けや税制の優遇措置を取る

ことのみで、面的集積や規模拡大に極めて大きな

役割を果たせるといえるのか。フランスのSAFER

のような農地の先買い権や、あるいは借地料水準

や地価水準に影響力を持つような政策手段を、い

ずれも持たない組織で、期待されるような農地政

策を担えるのか、ということを筆者は問題にした

い。

標準小作料制度の存続を問題にしたり、既存の

組織の機能そのものを弱める方向に動いていると

すれば、市場への規制をむしろ弱める方向にある

かのように誤解される。

農林水産省の計画では、市町村自らが「現場に

働きかけ、委任・代理による結びつけ等により、

面的にまとまつた形での利用を図る機能」を保有

することが企図されている。しかし、このような

役割は、今まで市町村レベル・都道府県レベルで

設置されている農地保有合理化法人が担ってきた

はずである。今回の改革の方向は、都道府県レベ

ルの農地保有合理化法人は「利用を図る機能を補

完」し、"実績を上げている"市町村レベルの農地

保有合理化法人こそが「同機能を担う」とともに

転貸事業を引き続き実施すると、整理している。

そして、面的集積の仕組みには、農林水産省自身

の説明で、4つの段階があることになっている(ⅱ)。

第一段階は「利用調整」すなわち農地所有者への

働きかけ、第二段階は「委任・代理の引き受け」、

第三段階は「面的にまとまった形での再配分」、第

四段階は賃借料徴収・支払い代行である。この4

つの段階全てで、市町村が関与するという。また、

その際に20年賃借や標準小作料の廃止を企図して

いるようだが、それで農地政策の実を発揮するこ

とになるかどうか、議論の対象になる。

今回の我々の調査は、前述の農地政策の改革骨

子のうち、市町村レベルの取り組みを、面接調査

の手法を用いて評価しようという試みである。そ

の上で3節では鹿屋市農業委員会での聞き取りと、

その際に提供されたデータを中心に、市町村レベ

ルでの農地政策への対処を紹介する。4節では、自

治体レベルでの農地保有合理化法人の機能と役割

が論じられる。これらを踏まえて、5節で農家5戸

への面接調査の結果を用い、農地政策の対象とな

った農家側から論じる。最終節で、これらから見

えてくる、農地政策と現場の問題点を描きたい。

2近年の鹿屋市の農業政策と笠野原台地

の位置づけ

まず鹿屋市の概観、特に遊休農地対策と農用地

利用集積事業を述べたい。

鹿屋市は鹿児島県大隅半島に位置し、平成18年

に旧鹿屋市・輝北町・串良町・吾平町の合併によ

って誕生した、人口105,488人(ⅲ)の町である。総農

家戸数は6,059戸、内訳は、自給農家が2,106戸、

主業・準主業農家が1,576戸、副業的農家が2,377

戸である。農家人口は10,422人、うち、15～65歳

が約5,000人、65歳以上が約4,700人である。農業

予算は26.3億円で、市の予算379.5億円のうち約

7%を占めている。

鹿屋市産業振興部・農政課が平成19年8月に編集

(ⅳ)した「農業経営基盤の強化の促進に関する基本

的な構想」(以下、『基本構想』と略す)によれば、

農業経営基盤の強化の促進に関する目標が、旧4

市町ごとに定められている。鹿屋市域の農業政策

は、合併後2年を経ても旧市町区域ごとにその特徴

および構造が把握されており、自治体を除く農協

などの地域的組織も統合されていないことがわか

る。

鹿屋市が『基本構想』の中で想定している目標

の経営体は、農業所得が「主たる農業従事者につ

いて、年収420万円、年間労働|時間2,000時間」で

ある。鹿屋市では、この要件を満たす「効率的か

っ安定的な農業経営が地域における農用地の利用

に占める面積のシェアの目標」を、おおむね10年

後に鹿屋市の農用地面積の50%(面積にすると

5,370ha)としている。鹿屋市の農地合理化事業は、

この担い手への農地集積を促進するための政策で

ある。

農地保有合理化事業に関しては、行政側の問題

意識は新市域全体で統一的に捉えられ、実行すべ

き施策も単一である。農地問題としては中山間地
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表1:農用地利用集積事業助成金の流れ(合併前後の変更)

域に囲まれた広大な農地が、農業従事者の高齢化

と、担い手不足の進展により、遊休農地化、また

は規模拡大の遅延を招いているという現状把握が

なされる。また、この資料では規模拡大が進まな

い理由を安定兼業農家の資産的保有傾向が強いた

め、としている(v)。そして、そこで農地流動化を進

めているのは、農業委員会が取り組む農地集積事

業であることが指摘されている。

まず、担い手への農用地集積の助成として行わ

れている「鹿屋市農用地利用集積事業」を見てみ

よう。これは、交付対象を担い手農家に限定した

もので、農用地区域を対象とした助成制度である。

交付用件は、①農業経営基盤強化促進法に規定す

る利用権(賃借権)の設定が行われていること、

②圃場規模10a以上、③存続期間3年以上、④国・

県の助成金対象外であること、⑤農業生産法人で

その法人の構成員が当該法人に利用権を設定する

ものでないこと、とされている。

合併前にこの事業を導入していたのは旧鹿屋市

と旧輝北町であり、交付対象は、平成17年度まで

出し手と受け手双方であった。しかし、合併協議

の中で、主に財源の問題を理由に、平成18年度以

降は借り手側のみへの助成金交付となった[表1]。

農業委員会の資料に基づく、農用地利用集積事

業の利用者の推計(平成18年までは旧鹿屋市のも

の)は[表2]のとおりである。

平成18年の著しい増加は合併によるものであり、

交付金の変更が農用地利用集積事業に影響を与え

ているかはこれだけでは判別がつかない。一方で、

貸借利用者には6年以上を選ぶ傾向があることが

はっきりわかる。この長期賃貸借の増加は、単純

な交付金の額の大きさではなく、後の聞き取り調

査からもわかるのだが、借入農家の賃借契約の要

求の方向を示唆するものである。

この農用地利用集積事業は、ヤミ小作の解消、

利用権設定率の伸び、担い手の育成確保に貢献し

ていると農業委員会は説明する。しかし、このこ

とは、インフォーマルな形で行われていた農地流

動化が行政側の把握できる形で顕れたという政策

効果がある一方で、農地集積量の増加に実際繋が

っているのか、農家との聞き取り調査の中で検討

したい。

表2:農用地集積事業の交付を受けた「受け手農家」の推移
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表3:遊休農地等及び農地の具体的な所在等

次に、担い手不足と高齢化により生じた遊休農

地の解消政策である。遊休農地の現状は以下の[表

3]のように分布している。この表は『基本計画』

がまとめられた平成18年度の集計であり、農業委

員会での聞き取りでは農業委員会で把握している

遊休農地は約204ha(全耕地の4%弱)という事で

ある。

これらの遊休農地解消のために示されているの

が遊休農地対策事業である。この事業は農業経営

基盤強化法に基づき、農業委員会が所管している。

新鹿屋市の場合、平成14年から旧串良町で行われ

ていた事業を、合併に伴い新市域全体に拡大した

ものである。担い手農家(認定農業者等)に対し、

農業生産性の向上を図るため、農業振興地域内の

農地の土壌条件整備の資金を助成するもので、旧

串良町では甘藷作と飼料作地域で主に行われてき

た。10a当り助成金は本人整備の場合1万円、業者

委託の場合2万円で、平成18年度の事業実績は18

名(うち、業者申請2件)、面積51,375㎡、交付申

請額は552,000円である。旧串良町時代の平成14

年からの4年間の総実績が28名、面積82,741㎡であ

ることを考えると、新鹿屋市全体での遊休農地対

策事業への需要は高いものといえる。農業委員会

への聞き取りでは、合併後の農業委員の員数の減

少を踏まえ、法令・通達のみの施策に限界を感じ

ており、国におけるモデル条例案提示や、議会で

の条例制定の建議を検討しているとの事であった。

今回調査を行った笠野原台地地域は、市内の東

部にあり、台地全体では茶や畜産、露地野菜など

の土地利用型農業が展開されている。笠野原台地

は昭和44年(ⅵ)に畑地灌漑事業が開始され、比較的

規模の大きい農家による農業経営がなされてきた

といえよう。

3鹿屋市農業委員会の農地流動化に果た

す役割

農業経営基盤強化促進法に基づき、行政側が農

地政策を行う場合、その執行および農家の意見を

反映させる機関は農業委員会である。ここでは、

農業委員会の状況、標準小作料の設定と、農地売

買の実績について整理する。

鹿屋市役所本庁舎にある農業委員会事務局では、

局長以下9名が専任体制で職務を執行している。事

務局には農地課(専任4名)を設けており、その処

理業務は農地移動適正化あっせん事業、農地法に

基づく農地移動(3条)、農地転用(4、5条)、農業

者年金業務などである。また、農業委員会事務局

は農業振興課を兼務執行(専任3名)している。農村

振興課の処理業務は、農業経営基盤強化促進法に

基づく利用権設定等促進事業、遊休農地解消対策

事業、流動化奨励金交付事業、農地保有合理化事

業、その他農政対策事業である。
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表4:標準小作料

鹿屋市農業委員会は、農業委員定数50人(現在

欠員1名、女性委員は2名)で構成される。うち、

公選委員39人、議会(旧市町ごと)推薦委員4人、

農業共済組合(肝属、曽於)推薦委員2人、土地改

良区(串良)推薦委員1人、農業協同組合(肝属、

吾平、曽於)推薦委員3人である。委員は平均年齢

60歳と若返りは進んでおらず、事実上無投票選任

が続いている。現委員の任期は平成21年7月末(3

年間)となっている。

『基本構想』では、農業委員会は担い手経営者

の育成のため、鹿屋市は周辺自治体とともに肝属

地域担い手育成総合支援協議会と連携し集落別で

の話し合いを促進するとしている。特に土地利用

型農業の規模拡大を図る農家に対しては、「現在

実施している鹿屋市農業委員会を核とした農用地

の利用集積に係る情報の収集・分析活動をいっそ

う活発化し、農業委員などによる掘り起こし活動

を強化して、農地の出し手と受け手に係る情報の

一元的把握の下に両者を適切に結びつけて利用権

設定等を進める」(『基本構想』P.3)事が明記さ

れている。

鹿屋市農業委員会では、農地移動に伴う許認可

について専決する機能を持つ農地部会は設置して

おらず、全て月末総会で決定している。その代わ

りとして、農業委員会運営委員会を委員11名(旧3

町から各2名、旧鹿屋市から3名、会長・副会長)

で設置し、問題の協議機関としている。農業委員

会の仕事には、耕作放棄地の状況把握や有効利用

の呼びかけ、産業廃棄物の不法投棄の監視、無断

転用の監視などのパトロール、農地移動の相談・

処理など多岐に渡っている。鹿屋市の総農地面積

(10,760ha)で考えれば、50名の農業委員の管理

区域は膨大であり、十分な任務遂行に苦心してい

る。

鹿屋市では、標準小作料は5年に一度改定してお

り、現在、平成20年度の新小作料制定協議の最中

であった。標準小作料は、地権者代表5人、耕作者

代表5人、学識経験者、JA等のメンバーで協議会を

構成しており、後に総会も予定している。合併前

の旧4市町の標準小作料は[表4]のとおりである。

このように合併前の旧4市町村は標準小作料額

がばらばらである。聞き取り調査によれば、地権

者側は現状維持を希望している。しかし畑灌地区

の代表は、土地改良区に支払う水利費を積算に加

味するよう主張している。一方で、農業委員会事

務局では、現下の米価低落を受け、少なくとも水

田小作料に関しては引き下げが止むを得ないと考

えている。

農業委員会では、これから利用権設定と賃借に

よる農地流動化が進む中で、標準小作料制度は賃

借関係のトラブルを減らすための重要な指針であ

り、存続を希望している。しかし、後節の事例で

もわかるように、たとえば甘藷を基準に定められ

た標準小作料は、樹園地(茶畑)や酪農畑の小作

料からは大きく乖離している。一方で、畑灌のコ

ストをどちらが負担すべきか、議論は詰まってい

ない。

次に農地売買のこの2年間の売買実績は[表5]

のとおりである。
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表5:農業委員会による指定地域農地売買事例

農地売買は原則、農業経営基盤強化促進法で処

理されることになっている。小規模のものなど基

盤強化の基本構想から外れる農地の移動は、農地

法で処理される。農地法関係処理状況は、以下の

[表6]を参考にしてほしい。農地の他目的転用は

盛んではないこともわかる。

4新鹿屋市域の農地集積組織の構成と農

地流動化に果たす役割

本節では、農地流動化において重要な役割を果

たすもう一つの重要な機関である農地合理化法人

について分析する。鹿屋市において機能している

農地保有合理化法人は、以下の4法人である(ⅶ)。

a.財団法人鹿児島県地域振興公社

b.財団法人輝北町農業公社(輝北地区を事業区

域)

c.JA鹿児島きもつき農業協同組合(鹿屋・串良

地区を事業区域)

d.JA肝付吾平町農業協同組合(吾平地区を事業

区域)

この4法人は、合併した新鹿屋市をほぼカバー

する。合併前の旧市町村単位での組織が温存され

ているのは、組織ごとの経営実態がかなり異なる

ため、また、県公社と市町村レベル公社との間に

表6:農地法関係処理状況(平成18年度実績)
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一応の役割分担があるためである。以下、それを

簡単にまとめてみよう。

a.財団法人鹿児島県地域振興公社

財団法人鹿児島県地域振興公社は、1970年農地

法改正により、農地保有合理化事業を開始してい

る。今回の調査地点である鹿屋市(合併新市)の

実績については、平成10年から平成18年について

見た[表7]。

実績は農地売買事業のみで、賃貸借(利用権設

定)については実績がない。これは、平成2年に「J

A肝付吾平」、平成5年に「JA鹿児島きもつき」、

平成11年に第三セクター「輝北町農業公社」が、

それぞれ農地保有合理化法人の指定を受け、農地

保有合理化事業に取り組むことになったことに伴

い、「賃貸借(利用権設定)は市町村レベルの合理

化法人で行い、県公社は売買事業を行う」という

棲み分けを、農業経営基盤強化促進基本構想で行

っているためである。

9年間の買い入れ件数は毎年平均1件、多い年で4

件、合計は12件である。面積は多い年で平均3ha、

平均すると約86aだから、その実績は大きいとはい

えない。買い入れ農地の売り渡しについては、平

成10年・11年に買い入れたものについては4～5年
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間、県公社で一時保有し、一時貸付された後に売

り渡されているが、近時のものは、瞬間タッチ的

に1～2年の間に売り渡されている。これは、農地

価格の低落傾向を踏まえた、県公社の中間保有に

伴うリスク回避に他ならない。

農地保有合理化法人の中間保有・再配分機能は、

売買対象農地を農地保有合理化法人が5年程度中

間保有したうえで、売買希望農家に貸し付けた後、

売却するというものである。農家にとつては即買

いに比べ、借り受けた農地からの農業収益を貯め

込んで買い付けに回せるという点で大きな魅力が

ある。しかし、県公社側にとっては、保有期間中

に地価が下落する、もしくは買い受け予定農家が

解約するといったリスクを受けることになる。特

に次節以降で述べるが、乳価低落が飼料畑の借地

料の水準に影響を与えている現在、その危険性は

高まっている。農地保有合理化法人に売り手のい

ない農地が「塩漬け農地」として中間保有されて

しまう危険性は避けたいのである。

地価下落対策としては、農地保有合理化事業の

中にはその差損額(売買差損)の一部について、

補填する制度も用意されていたが、あまり活用さ

れていないのが実態である。買い受け予定者の解

約対策も、保証金等の担保はあるが、むりやり売

表7鹿屋市における鹿児島県地域振興公社の農地保有合理化事業実績
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表8財団法人輝北町農業公社の実績

り渡せない以上、農業委員会などが斡旋を図るこ

とになる。鹿屋市においても、実際に一件の事前

解約が発生しており、農業委員会はその農地の斡

旋をしている所であった。

b.財団法人輝北町農業公社

輝北町農業公社は、平成10年10月に農地保有合

理化法人指定を受けた。18年度までの農地保有合

理化事業実績は[表8]のとおりで、借入期間は10

年から18.5年と非常に長い。これは、農地の借入

側が、公社が当時から行っている「担い手育成事

業」によつて誕生した新規就農者の(ⅷ)ためである。

2年間の研修によって、特にスプレー菊のような園

芸作物の栽培法を習うことができる研修そのもの

の独自性もあり、輝北町の事業は単純な農地の流

動化政策とは異なった成果をあげているともいえ

る。

表9JA鹿児島きもつきの実績
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c.JA鹿児島きもつき農業協同組合

JA鹿児島きもつき農業協同組合は、平成5年の

農地保有合理化法人指定から事業を開始した。実

績は平成7年度からあり、[表9]のようになつてい

る。平成14年～17年まで実績が無く、休眠時期が

あった。平成18年から10ha規模で事業を再開して

いる。休眠・再開の事情は明らかではない。また、

貸付/借入の比がどの年度も90%以上になってい

る点も大きな特徴である。

d.JA肝付吾平町農業協同組合

JA肝付吾平町農業協同組合は、他の鹿屋地域

のJAに先駆け、平成2年から事業を開始した。平成

18年末での継続貸付は559件、約100ha弱の農地を

貸付保有中である。表9の「鹿児島きもつき」と比

べても、継続的に実績を積み重ねている[表10]。
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旧串良町の農業委員会が農地流動化事業に非常に

熱心であり、このような熱意が実績に影響してい

る。

上記のとおり、現状においては新しい行政単位

である合併後の市町村は未だ統一した農地政策を

行うには程遠い現状であり、県レベルと市町村レ

ベルでの売買・賃貸借の役割分担も、旧自治体の

ものが継続されているに過ぎない。複数の自治体

が参加する広域担い手支援協議会と連動し、かっ、

全市域における10年後の経営基盤安定目標を定め

ていることを考えると、4つの組織の分立は、統一

した農地政策を担う行政側の制度整備の問題点と

して指摘できよう。

農業委員会とこれら法人との関係も重要である。

前述の『基本計画』では、市町村・農協・農業委

表10JA肝属吾平の実績
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員会が、農地保有合理化法人に対して、その中間

保有・再配分機能を活かすための情報提供と事業

の協力を指示している。

前述のとおり、我々が聞き取り調査を行った笠

野原地区は、旧鹿屋市に属し、JA鹿児島きもつ

き農業協同組合の管内にある。特に県公社ときも

つき農協、そして農業委員会の農地流動化に関す

る役割の差を見ると、重要な農地の売買は農業委

員会を通して行われており、売買あっせん量は公

社のそれをはるかに上回っている。農業委員会で

の聞き取りでも、農業委員会事務局のスタッフが、

精通しているため、農地保有合理化法人をあえて

活用する意義がない、といった発言が見られた。

逆に合理化法人のメリットがみられないというこ

とでもあろう。このことは、農家聞き取りでも確

かめられる。

5農家聞き取りに見る農地流動化の実態

今回、我々は9件の農家に対し聞き取り調査を依

頼し、うち5件の農家から聞き取り調査をすること

ができた。また、事前に農業委員会から対象農家

に関する農家データ基本台帳の資料を提供いただ

いた。これら9件の農家を選んだ理由としては、前

述の笠野原畑作灌漑事業との関係で、昭和30年代

から40年代にかけて、これらの農家に対して財団

法人農政調査委員会の調査が行われていたことに

よる。今回の調査は20年ぶりという事もあり、大

半の農家は主たる農業従事者が前回調査の農業従

事者の息子世代に代わっている。この世代交代の

意味についても、特に賃貸借に対する意識の違い

が読み取れる。以下、各農家での聞き取り調査に

ついてまとめてみる。

NO.1 T氏の場合

①経営形態

現経営主であるT氏(34歳)は茶の生産農家で

ある。笠野原土地改良事業区域内の鹿屋市北部・

下高隈町大堀集落に茶工場を持っており、荒茶の

加工を行っている。また両親・父母とは同居せず、

市内の県営下祓川団地に居住しながら通勤営農し

ている。

下高隈は管内でもお茶経営が盛んな地域であり、

この経営者も、父の代から合わせると35年お茶作

り一筋に農業を経営してきた。お茶の生産には畑

作灌漑が必須であるため、時には自己資金で灌漑

施設導入を図ったこともあったという。

現在の茶の作付け品種は「やぶきた」が70%、

「ゆたかみどり」20%、「あさつゆ」、「おおい早

稲」、「さえみどり」が少々。大体お茶の木は50年

は持つので、増産が見込める新品種を除けば改植

の予定は立てていない。

藪北茶に関しては、JA集荷で鹿児島県の茶市場

に出荷している。1kg当り価格は一番茶2,600～

3,000円、二番茶1,000～1,200円、三番茶700円で

あり、経営者の年間生産量は約1万kgである。経営

者は、おおよそ収入を10aあたり30万円程度に換算

して粗収入を計算している。経費率は70%～80%

で、機械・施設への投資が大きな負担だという。

②農地流動化の実態と契約内容

経営農地は全て借地である。借り手別面積の内

訳は次の[表11]のとおりである。

農地は下高隈(53,979㎡)、上祓川(7,778㎡)、

下祓川(5,779㎡)、飯隈(6,430㎡)の概ね4箇所

に団地化されている。作付けは水田3筆(2821㎡)

以外、全て茶畑である。

母親からの借地は、母親が実家から相続したも

ので、飯隈地区の農地である。ここは主たる経営

地である下高隈から10キロ程度離れている。

父親・祖父など家族からの借入農地は、農業経

営強化促進法に基づく農用地利用集積計画により、

期間10年の使用賃借で借り入れている。ただし、

父親名義の4641㎡(2筆)については、農地法3条

により期間20年の長期・使用契約で借り受けてい

る。農業委員会によると、10年以上の賃貸契約に

ついては、農地法3条で処理することに決めている

ためこのようになつたようだ。20年という長期期

間での契約は、樹園地(茶畑)であることを意識

しての事と思われる。

この家族間の貸借契約は、父(65歳)が農業者

年金の受給資格を得るために、全て平成18年にな
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表11 T氏の農地借入状況

って行われた使用貸借である。この父から現経営

者への農業経営の移譲に伴って、他の家族の土地

耕作者も全て現経営者に統一されることになつた

ようである。実際に、聞き取り調査でも、農地権

利の移譲とともに、自らが経営を開始したと考え

ている、という発言があった。

第3者からの貸借のうち、A氏～D氏の4名から

の借り入れについては、全て賃貸借である。E氏

は経営者の叔母にあたり、規模縮小を考えている

ため、農地を引き受けたとのことであった。A・

Bは期間10年(終期は平成28年)、Cは期間20年(終

期は平成38年)、Dは期間5年(終期は平成23年)

とそれぞれ異なる。所有者側の意向が貸借期間の

設定に大きな影響を与えているものと思われる。

貸借について、借り手である経営者の意見は「農

業委員会の手続きに従って更新するだけだから、

契約期間の長さは問題ではない」というものであ

つた。むしろ、超長期の契約は、自分が病気にな

ったとき返却しなければならないので、地主に迷

惑がかかるのかもしれないという話であつた。ま

た、実際に今借りている農地に関しても、「今の地

主から返却要求が来ることは、地主の現状から現

実にはないだろうし、返却要求があれば購入する」

とのことである。つまり、ここでは賃貸契約はす

でに事実上の利用権の継続的契約として理解され

ているようである。

③小作料

A氏の小作地(4,680㎡)に関して年間135,000

円の小作料が指定されている。これは10a当りに直

すと約29,000円程度になる。経営者の話では、こ

れは茶園としての実勢であるという。大体、成園

であれば10aあたり2～3万円、普通畑に新規植栽の

場合は3～5年程度は収穫が見込めないので、当初

は1～2万円、その後、成園になった段階で、段階

的に小作料を引き上げていくのが一般的だ、との

ことである。

④前回調査との変化について

前回調査は昭和48年7月である。聞き取りは引退

した父か祖父が応対しており、経営者は前回聞き

取りの記憶は無い。前回調査時点での経営規模が

4ha、小作地2haで、茶専業経営であった。小作地

は昭和60年ごろに一度全て返還した。現在の借入

地は、後に改めて父が経営をしていた時期に借入

したもので、現経営者に引き継いだ平成18年に改

めて再契約したものとなっている。

現時点での農地規模は7.4haである。したがって、

前回との規模の差1.4haは叔母であるE氏からの

借入・母の実家からの相続による経営規模の拡大

であり、農業経営について積極的な展望を持って

規模拡大してきたというものではない。

⑤将来計画

経営規模の拡大の意向を持っているが、成園は

もちろん、普通畑の出し手がいないのが現状であ

る。農地としては少なくても30a程度のまとまりと
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灌漑排水が必要だとする。

耕作放棄が出るほどに周辺地域では農地の需給

は緩やかになっているが、畑地灌漑がなされてい

るところはなかなか出し手がいない。とりわけ樹

園地が固まっている場所では、農地所有者は買い

手のお茶農家の動きをみているといってよいであ

ろう。

出し手がいない現状では、規模拡大よりも樹体

などの肥培管理をしっかり行い、単収をあげる経

営を心がけるほうがよく、畜産有機物の利用によ

る土づくりの利用などを行っているという。畑か

んの設置された優良農地では受けての競争がある

が、他方では長期の借地期間や樹の成長にあわせ

た借地料の変化といった受け手にあわせた契約も

みられる。

NO.2 K氏の場合

①経営形態について

経営主であるK氏(58歳)は78頭の牛を飼育す

る酪農家である。今年27歳になる息子と、53歳の

妻、24歳の息子の妻と4人で牛の飼育をしている。

年間労働日数はK氏が約300日、他の家族も250日前

後は働いている。乳牛は経産牛50頭、育成牛20頭

を飼育し、年間搾乳量は約43万kg(目標搾乳量54

万kg)だという。F1交雑種も若干育成するが、年

間でも10頭程度に留まる。聞き取りによれば、年

間売り上げは約4,500万円、経費率は80%近くだと

いう。

②農地流動化の実態と契約内容

経営面積は約10haである。そのうち、2.7haは相

対契約による借地であり、農家基本台帳には登録

されていない。相対契約を結んでいるのは地主6

名、口頭契約のみで、毎年更新している。残りの

農家基本台帳登録農地のうち、2.4haが自作地、約

4.8haが小作地となっている。

農家基本台帳に基づくK氏の貸借関係をまとめ

ると、表12のようになる。貸借の法的根拠は全て

農業経営基盤強化促進法である。

貸借の中で注目されるのは、離農者の農地を引

き受ける形の多さである。B氏・D氏・F氏との

貸借は相手の廃業に合わせたものである。また、

A氏は経営者の弟であり、農地を相続した関係で

貸借契約を結んだという。廃業に伴うという点を

原因にして、農地貸借関係は、この場合も一度契

約されるとそのまま数十年にわたって継続されて

いる。そのため、賃貸契約はほぼ10年で固定され、

超長期の契約とはなっていない。

また、農地外地域に宅地扱いの土地が含まれて

いるが、これは牛舎等であり、農地法4条知事許可

を根拠としている。

表12 K氏の農地貸借状況
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③小作料

小作料は、一部を除いて一反当り15,000円に固

定化されている。これは、表4に挙げた旧鹿屋市の

上畑(甘藷)標準小作料13,000円と比べても高い。

また、相対契約の農地も、多くは一反当り10,000

円～15,000円である。また、その中には、かつて

芝を栽培した農地で、痩せてしまっているため「管

理してあげている」ところもあり、そのような場

合、小作料はまったく払っていない。

④前回調査との変化について

昭和48年の前回調査時の所有農地面積は3.6ha

である。また、当時は1.1haの農地の購入が記録さ

れている。現在の全農業経営面積が10haに及ぶこ

とを考えると、大きく規模拡大をしていることが

わかる。この20年間で、廃業や相続を中心とした

半永久的な貸借契約が農地流動化の原動力であっ

たという典型である。昭和30～40年代に行われた

調査の対象農家であった当時の大規模酪農家の多

くは離農していた。それらの農地を継続できたの

は畑かんなど整備された農地であることが条件で

あり、だからこそ笠野原台地上では放棄地はみら

れない。そして残りの農家が規模拡大できたこと

になる。

⑤将来計画

また、若い後継者のいるこの経営者は、規模拡

大にも積極的である。2年前にG氏・H氏との間で

新たな貸借関係を結ぶとともに、自作地約0.3ha

を農業委員会のあっせんを通じて購入している。
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その際の地価は一反当り60万円とのことである。

また、将来の経営について、息子たちへの移譲は

まだ先だが、法人化なども考えていきたい、との

解答であった。

NO.3 F氏の場合

①経営形態について

F氏(54歳)は経産牛55頭、育成牛23頭を飼育

する酪農家である。妻(50歳)と二人で経営して

いるが、現在20歳代の息子二人が農業に参加して

いる。年間労働日数は150日程度である。経営はこ

の当りでも大きいほうであり、農業生産法人の経

営形態である。法人化の目的は資金の借入を法人

名で行えることと、認定農業者の指定が受けやす

いためだという。有限会社ができないため、合同

会社とした。

②農地流動化の実態と契約内容

全所有農地は13haであるが、そのうち7haは借地

で相対契約である。相対契約を結んでいるのは7

人で、毎年更新、小作料は一反当り10,000円前後

である。残り約6haが農家基本台帳に記載されてい

る。B氏・F氏との契約のみが農業経営基盤強化

促進法に基づいている。[表13]に示したように、

約4haが自作地、2haが小作地である。

C氏・D氏・E氏は親子であり、全員不在地主

で現住所は大阪府である。この3者との貸借は1

筆を除いて期間貸借の形態をとっている。またA

氏との間の契約は平成11年で終了し、その後は相

表13 F氏の農地貸借状況
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対契約で賃貸が継続している。相対取引に変更し

たのは、継続手続きを忘れたため、という解答で

あった。

自作地の一部は、相対契約で借りていたものを、

団地化のために一反あたり70万円で購入したもの

である。また現在B氏から相対契約で借りている

別の農地(台帳非記載地)も、平成19年12月に購

入した。隣地が一反当り100万円、それ以外は一反

当り60万円である。農地の団地化は機械の導入を

考えて30a以上になるように考えており購入価格

が自作地の隣地であるか否かで価格が異なるのは

そのためである。また、相対取引の借地を購入す

る場合は、特に農業委員会等の斡旋は受けていな

い。

F氏に10年契約で借りていた農地は本来1.2ha

あり、農業経営基盤強化促進法に基づいていた。

しかしこのうち、0.8haは契約2年目に地主の意向

で別の同業者に売却された。これはその別の同業

者が団地化を計画したためである。まだ契約して2

年目の出来事であったため、農用地利用集積事業

で得ていた助成金を返却しなければならなくなっ

た。このことは、契約期間内であっても地主の都

合が優先していることを示唆している。というこ

とは、安定した契約にみえるが、いざというとき

は今後の貸借による拡大を考えると地主の無理な

要求も聞かざるをえないという。借地人の弱さを

示したものだといえよう。その意味で相対の契約

の多さも理解すべきである。

③小作料

3年前まで、A氏の小作料は20,000円であつたが、

乳価下落に合わせて15,000円に変更してもらった。

他にも、契約が平成18年であるF氏の小作料が、

他の小作地より低い一反当り10,000円であること

も注目される。これらのことは、小作料が契約時

の乳価によつて決められる側面があることを示唆

している。

④前回調査との変化について

昭和48年調査では、所有農地は2.9ha、小作地が

0.3haであった。農地等取得資金を活用して、60

代以上の経営者から農地を購入し始めた時期であ

ったことがわかる。4haの現在の経営規模は、経営

者の話では大規模にやっているほうだという。こ

の20年で自作地の拡大が見られるのは確かにこの

農家くらいであるから、規模拡大志向を持った農

家であることは言えるだろう。しかし酪農だけで

は所得は低い。

⑤将来計画

将来は、農大を卒業した息子(20歳)が跡継ぎ

になる予定である。後継者は和牛の繁殖を考えて

おり、今年から20頭前後の和牛飼育を開始する。

また、そのための牛舎も建設予定である。飼料と

してトウモロコシと牧草を混ぜていくつもりで、

平成18年からの農地の拡大も、この和牛飼育のた

めという。聞き取り調査では、さらに2～3haの規

模拡大が可能との解答であった。酪農の低い収益

性を和牛飼育でカバーしようとする動きである。

NO.4 TR氏の場合

①経営形態について

TR氏(50歳)は茶専業農家である。妻(52歳)、

父(79歳)母(78歳)と、近くに住む弟たちの協

力をえて農業を経営している。子供は全員女性で、

結婚・もしくは鹿児島市内へ他出しているため、

現在農業経営には関わっていない。

笠野原からは離れているが、霜がおりにくい海

沿いの茶畑を含め、茶栽培の成功は防霜にある。

茶の経営が軌道に乗り始めるのが昭和48年から49

年にかけてであった。このころ成果のあがらない

ままに茶栽培をやめるものもあったという。防霜

に効果的なのは畑作湛湛の水によるスプリンクラ

ーを利用して葉の周りを氷結させる方法であり、

このため今でも茶栽培には凍霜時の水利用の上で

土地改良区との連絡が欠かせない。

また小さいながらも荒茶工場を保有して、加工

したお茶を県市場に出荷している。生茶では経営

は成り立たないという。

②農地流動化の実態と契約内容

TR氏の農地保有状況は[表14]のとおりであ

る。父からの使用貸借は、父親が農業者年金受給

資格を得るために、父親から経営移譲を受けたも
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表14 TR氏の農地貸借状況

のである。

A氏の農地は、登記簿上では山林である。A氏

は川崎市に転出しており、一時期竹やぶになって

いたものを経営者が造成した。このため、小作料

も安くなっている。また、この農地は当初から期

間10年の約束である。経営者は、前述のとおり防

霜対策を考えれば茶畑の造成には反当り50～60万

円かかっているので、15年を上回る賃貸期間が欲

しいと言っていた。

B氏の農地は、海沿いだが防霜に苦心している

所である。ここでの防霜費用は反当り50万円程度

だという。また、C氏の借地は2名連名の農地を貸

借しているため、実際には面積の半分ずっに相当

する額を小作料として支払っているということで

あつた。

借り受けした農地は、みな他出者の農地である

ため、中途解約の危険性は考えていない。経営者

は茶の改植を行っており、賃貸農地を半永久的に

使えると考えていることがわかる。樹園地の貸借

がこれほど多く行われていることに驚いた。しか

も10年の契約期間は短いといいつつも、更新され

ることを信じ、改植を行っていて、有益費あるい

は未回収投資のことを心配していない。

③小作料

前述のA氏の山林地を除いて、概ね20,000円の

小作料で統一されている。また、G氏の農地のう

ち、(1)は昭和49年に借りたもので、当時の経営の

好条件を反映して小作料が高くなつている。(2)

は地主が品種更新をした農地であるため、小作料

は低くなっている。これは、品種改良に伴い、植

えた当初に十分な収入を得られない事を反映して

いるものである。

他の農地では、借り手である経営者が造成した

農地があるが、これらは当初から定額の小作料を

支払っている。

茶畑の購入が一反あたり50万円、借地経営の場

合、一反当り2万円であることを考えると、改植を

前提とすれば借地のほうがよい、と経営者は答え

た。前述の「改値して収益を上げるには15年以上

が必要」という発言から考えると、経営の期間を

25年前後と考えているのだろうか。この点はさら

なる検討を要する。購入が10a50万円で借地料2万

円なら、借地料の地価利回りは4%、そしてあえて

買わずに借地にしているのは地主の希望で貸借に

なっているのかもしれない。借り手はそのもとで

途中の解約がないだろうと期待して耕植している。

④前回調査との変化について

前回昭和48年調査では、茶栽培のための樹園地
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表15 KB氏の農地保有状況

を3ha所有していた。他にも、落花生やラッキョウ

を栽培している。お茶栽培の本格化は昭和50年代

に入ってからであり、調査時点は落花生からお茶

栽培へ切り替えを行っている最中であった。農地

取得は、鹿児島県開発公社(現・県地域振興公社)

や自己資金によるものが記録されているが、1.6ha

近い農地の買い入れが記録されている。農地取得

が始まった時期に相当している。

⑤将来計画

跡継ぎはいるので、規模拡大を考えているとい

う。しかし、茶畑を貸して、茶工場だけ残すとい

う選択もあるのではないか、という回答があつた。

NO.5 KB氏の場合

①経営形態について

KB氏(57歳)はホルスタイン40頭を飼育する酪

農家である。前年度の出荷実績は22万kg、現在の

乳価が12当り80円であるため、売上は大体1,700

万円強となる。かつては60頭規模だったが、この

数年で10～8頭の老廃畜、2～5頭の導入というペ
ースで飼育頭数を減らしている。牛舎は自宅に隣

接している。

トラクター・ワゴンを6年前に購入。6年前は父

の死去に伴い経営を引き継いだ年で、当初は経営

の規模拡大路線を考えていたが、現在は跡継ぎを

予定していた次男が他産業に就職したため、65歳

での経営撤退を考えている。4年前、畜産環境整備

事業による半額補助でバキュームカーを購入した。

②農地流動化の実態と契約内容

KB氏の所有農地は5.7haであり、農家基本台帳

に記載されている農地の保有状況は表15のとおり

である。また、聞き取りでは相対契約の農地は

0.3ha、借り手は小学校時代の友人で、小作料は他

と同じ15,000円である。

B氏は町内会長で、酪農から肉牛への転換で購

入飼料を使うため、飼料畑が不要になったため、

酪農家である経営者が農地を引き受けた。残り2

人は地縁関係でしかない。A氏も、農業者年金受

給者であり、今後農業をする事はないだろうと思

われる。賃貸関係は半永久的なものとして認識さ

れているようである。

もう一つ留意点として挙げられるのは、父親名

義の農地である。前述のとおり、父親は6年前に死

去しているが、父親名義の農地がまだ存在してい

る。

③小作料

小作料は現在15,000円である。これも4、5年前

まで20,000円だったが、相対交渉によって下げて

もらった。その原因はNo.3と同じく乳価下落によ

るものである。

④前回調査との変化について

昭和48年調査時点での所有農地面積は、2.2ha、

小作地が0.5haである。また、1980年にこの農家を

調査した調査表には、現経営者の父親の借地の不
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安定性への危惧が書き込まれている。その内容は、

主に中途解約時における有益費補償がきちんとな

されるか否かという不安であった。しかし、現経

営者に行った聞き取り調査ではこのような不安が

強調されていない。これは、農地の貸借の性質が、

酪農に取り組み始め、経営継続の意思を持つ者同

士での貸借であった昭和48年当時と、農業からリ

タイアする者からの半永久的貸借という20年間の

間の変化を示す好例であろう。しかし前述のF氏

の例にあったように途中解約され、市の集積助成

金を返還せざるをえなかった事例があることも認

識すべきである。

⑤将来計画

息子二人は非同居で、他産業に就職している。

当初、次男が農業経営に関心を示していたため、6

年前の父の死に伴う相続の際には機械の更新・県

公社への農地取得斡旋などを頼んでいた。しかし、

現在介護関係の職を得た次男には農業を継ぐ意思

はなく、経営者側も現在の乳価や飼料代高騰など

の状況から酪農後継者とする意思は無い。最終的

には現経営者が65歳になるのを期に、飼育乳牛全

部を売り払い、農業経営から撤退するつもりだと

いう。

所有農地は、全部売却もしくは貸し出し、借り

ている所は返却を予定している。農業委員会でも、

農地売買の斡旋の依頼を受けているとの事だった。

ただし、取得をキャンセルされたところを含め、

調査段階では借り手がっいたという話は無かった。

6考察と展望

以上のように、我々は農地流動化政策の変遷が、

鹿屋市の行政行為としてどのように行われてきた

か、そして、それを農家サイドはどのようにとら

えられているか、を主に農業委員会と調査農家と

の行動を通じて捉えてきた。ここで、農地流動化

政策の効果、そしてそれをもたらしている農業委

員会・農家両者の関係、そして今後の分析の方向

性の3点についてコメントしたい。

まず、我々が聞き取り調査を行った5件の農家の

状況と、鹿屋市が策定した「農業経営基盤の強化
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の促進に関する基本的な構想」において目標とさ

れている自立的な経営体との規模を比較したもの

が次の[表16]、[表17]である。

保有機械に関しては、近年問題になっている家

畜糞尿処理施設の整備を除いて、ほぼ安定的に必

要な経営が備えるべき機械装備を備えているとい

えるだろう。また、牛の飼養頭数も、将来の撤退

を考えている農家No.5を除けばほぼ目標に達して

いるといってよい。

ここで突出しているのは農地の経営規模である。

効率的かっ安定的な経営が備えるべき農地の目標

を、調査農家のうち将来の経営継続を考えている

農家(No.2とNo.3)はすでに上回っているのである。

茶事作農家に関しても、農地経営規模は、目標

経営規模を上回っている。しかしなお経営が不安

定だという発言が経営者からはなされている。

現在の鹿屋市笠野原地区での農地流動化の構造

を[図1]のようにまとめてみた。

ここから明らかであることは、農地流動化を引

き起こすファースト・アクションは、「出し手」の

農家・土地持ち非農家と、「受け手」の酪農家(ま

たは茶農家)との直接の関係だという点である。

この関係が相対取引で留まるか、市(農業委員会)

で農業経営基盤強化促進法に基づいて処理される

かの意思決定は、「関係の出し手、受け手」農家が

農業委員会(農業委員)に届出を行うか否かによ

って決まるのである。今、この関係を考えた場合、

流動化奨励金の出る農用地集積事業の財源が、平

成19年度から減額になつたことは、農地流動化の

行政上の把握を困難にする可能性がある。そして

メリットのなくなつた出し手農家の意向により届

出がなされなくなったといってよいであろう。

また、行政上の把握に困難が生じたとしても、

それは現実の農地流動化の減少であるとは必ずし

もいえない。各農家の聞き取りでも明らかなよう

に、農地の取得・あるいは貸借の届出が出た農地

は、もともと相対取引が行われていた農地である

し、貸借当事者同士の契約の動機は地縁や相続の

ように、実に多様でありさまざまである。そして

それを反映して、借地料水準は相手との関係で、



68

表16酪農の経営目標と調査農家

表17茶事作の経営目標と調査農家
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実にばらつきが大きいということにも注目してお

くべきである。

農地保有合理化法人の役割の小ささという、鹿

屋市の農地流動化の特長もまた、相対契約の重さ

から説明できるであろう。笠野原地域の小さい地

域内での流動化でも、土地の条件などを含め、契

約当事者間があらかじめ契約の動機・契約によっ

て得られる農地の情報・ある程度の費用などは、

かならずしも同様の情報を持っているとは言えな

い。したがって、契約者が、仲介者としての役割

を担う第三者として、公選の農業委員による「公

正感」を求めるのは、当然である。だがそのケー

ス以外に相対の取引が多いことは、出し手と受け

手で「解決」できることも意味していよう。

農業委員会は農地流動化に関する情報を一括し

て管理し、公正中立を旨として行動している。ま

た、それを農地保有合理化法人が代行しようとす

るのであれば、農業委員会の役割を持たせるため

の対策が必要である。

そして「受け手」農家の多く、特に酪農家は「農

地を引き受けさせられている」のではないか、と
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いう感じを持っているものもいる。乳価が下落す

る中で、必ずしも飼養頭数を伸ばしていない農家

でも、飼料畑として農地を離農対策の一環として、

引き受けざるを得ないというのである。

また団地化拡大を目指した隣接農地市場は「や

め待ち」の売り手市場という点もある。農地を拡

大しようにも、農地を隣りの農家が手放さねば買

いようがないという点において、農地市場という

のは常に売り手側によって主として値段を決めら

れる売り手市場の側面がある。農地売買の価格で

は、団地化の可能性の有無によって買い取り価格

が違うという例や、貸借期間の決定に地主側が影

響力を発揮していた例が聞き取れた。一方で貸借

に際して、小作料としては茶(20,000円)・飼料畑

(15,000円)など作目に応じて、笠野原地域で一

種の「相場」があることも明らかだが、それ以上

に、個々の農家の事情で、その水準が振れている。

標準小作料(甘藷での基準上畑13,000円)に基づ

いているというよりは、同一の農業経営の農家同

士でも、自分たちの売上・費用の関係から「相場」

が作られている可能性を示唆するものである。高

図1鹿屋市における農地流動化の構造
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く支払える農家は高く支払わされているともいえ

るし、そうすることで他の競争相手にうち勝って

いるという側面もある。また、貸借が「やめ待ち」

の結果として生じた場合、その貸借関係は半永久

的な貸し出しであることも聞き取り調査から再三

指摘してきたが、一方で途中解約のケースもある。

農地保有合理化法人の買い取り価格と実勢価格

とのギャップが、農地保有合理化事業の活用をま

すます敬遠させる原因となっている可能性も指摘

できるのではないか。より詳細な農家同士の小作

料契約・あるいは売買の記録の精査が必要になる

だろう。

そしてここでは参考に地価・地代、そして農業

所得、純収益の関係を、米生産費調査を使ってみ

ておきたい。本来なら今回の調査地の畑作にあわ

せて地価・地代がどのように決まっているかを見

たいところであるが、生産費調査の一定の年次に

わたっての数字が取れないので、ここでは米に関

しての数字を見ておきたい。検討したい点は、す

でに実態調査で明らかなように、実勢小作料には

バラつきがあり、従来の関係が反映して、例えば

酪農で乳価が下落し農業所得が減少しても、すぐ

には地代には反映しない現状もあることである。

確かに実勢小作料は下落気味だが、それが農業所

得の下落の大きさを十分に反映したものかどうか、

さらにいえば本来の地代は労働や資本を差し引い

ての残りの純収益に相当するはずだが、実態はど

ういう状況にあるかを見ておきたいのである。

[図2]は都府県の1969年から2004年までの推

移を見ている。図の注にあるように、データは、

地価は農業会議所のそれを、地代、農業所得や純

収益は農水省の米生産費調査を使用している。農

業所得は家族労働と残りの経営報酬分を含んだも

のであり、純収益はすべてを差し引いての利益分

図2都府県米生産の農業所得及び地代、純収益と農地(水田)価格
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になる。ここでは注にあるように、資本利子・地代

を含む全額参入生産費を売り上げから差し引いて

いるので、全くの資本としての純利潤をあらわし

ている。家族経営の場合、こうした純利潤が概念

的にも確保できるものかどうか、議論のあるとこ

ろであるが、ここでは実態としてみるために載せ

た。

なお参考に縦軸の水田の地価水準に対する米の

農業所得や純収益、地代(いずれも横軸で表記)

の利回りを、%を付した直線で表している。いず

れも米のみに関わる数値であり、転作等を一切含

んでいないが、水田地価は米のみの内容で決まる

ものかどうかは、議論のあるところではある。む

しろ大いに転作等で影響されていると考えられる

が、ここでは米生産のデータのみで検証した。

図に見られるように、農業所得の1969年から

1975年までの増加により、地価は米の農業所得を

10%とした利回りで動いている。しかも地代を払
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っても、純収益がプラスになっている様子が見て

取れる。

しかしその後は、農業所得は停滞気味なのに、

地価のみが上昇する。推測するに、転用期待等を

反映して94年のピークを目指し、一気に上昇して

いく様子が確認できる。農業所得の確保継続を期

待しての地価上昇も含まれているであろう。

だがその後は、米市場の国内自由化による生産

者米価の下落を反映して、農業所得は大幅な下降

傾向を見せ、地価に対しても3%から2%の利回り

の間に落ちてきている。これは一般利子率の下落

にも対応しているといえよう。その意味で、水田

価格は合理的な水準に落ち着いてきたといえよう。

だが問題は、農業所得の下落に対して、地代はど

う動いたかである。

純収益を見るならば、80年代以降はすでに赤字

になっていて、2004年では10アール当たり3万円以

上の赤字である。しかし地代は2万円の水準であり、

図3北海道米生産の農業所得及び地代、純収益と農地(水田)価格
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下落基調であるが、しかしその下落幅は米所得や

米生産の純収益の動きをそのままには反映してい

ない。地代の固定的な性格をここでは見ることが

できる。農業所得が大きく低下しても、契約して

ある小作料にはすぐには反映しないのである。

次に北海道の状況を見たのが[図3]だが、こ

れも都府県の傾向とほぼ同じである。米の農業所

得が大きく下落しているにもかかわらず、実勢小

作料を反映している地代は2004年次で1万5千円の

水準にある。地代は最大3万円からその半分の1万5

千円の間でしか動いていないのである。農業所得

に占める地代の割合はきわめて大きい状態が維持

されているのである。純収益は赤字だが、地代の

下落幅はそれをもたらす原因となつている。

なお地価は、都府県と異なり、大きく下落した。

そして最近でも地代は5%の利回りの水準にあり、

また農業所得も10%の水準にある。ということは、

北海道の水田地価は大きく下落し、その水準は地

代や農業所得の水準から言って、きわめて安過ぎ

るものであり、農地所有者からいえば売らずに貸

付しているのが有利という状況にある。もちろん、

それでも農地の売買量が高水準にあるのは、借入

金の返済のため、あるいは後継者がなく現経営者

の引退の時期に売却せざるを得ないためである。

一方、地価水準から言えば、買い手にとって有

利な状況にある。しかし米価の見通しや米の農業

所得が低下傾向にある以上、規模拡大経営は、農

地購入が現在の計算だけでは有利としても、将来

に不安を抱いて買いに出てこない。リスクプレミ

アム分が大きいのである。購入は不利として、多

くが借り入れに動いているのは北海道でも見られ

るところである。

そのためにも、こうした地価のもと、中間保有

や再配分で公的組織が農地市場に介入する意義は、

依然として大きいのである。期待される経営に所

有権を計画的に移動させる仕組みに対する期待は

大きい。

いずれにせよ、農業所得を決定要因として、地

代や地価の動きを合理的に説明するのは難しい。

しかし今までは、平均的な数値を使って、図2・

3で議論してきた。今回は、ここでは10アール当

たりでもコストの安い、その分農業所得の多い、

図4都府県3ha当り米生産の農業所得及び地代、純収益と農地(水田)価格
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大規模層の数値で、農業所得や地代を見ようとす

るものである。[図4]は都府県に限定しているが、

米作付け規模3ヘクタール以上階層の数字である。

地価はもちろん図2と同様だが、所得や純収益は

大規模階層なるがゆえに、図2の全階層の平均値

より大きい。図を見ると、純収益はいまだ黒字で

あるが、地代に対してすべて吐き出して後の少な

い純収益である。地代は82年の6万円強の水準から

低下したとはいえ、2004年は未だ2万5千円前後で

あり、さらに農業所得が84年は12万5千円前後から

2004年に6万円強に大きく減少するのに対して、地

代の下がり幅は小さい。大規模層は、規模拡大の

ために銃収益をほぼゼロにする形で地代を払って

いる。農業所得が低下して純収益を吐き出してい

るのであり、高い地代はそうした大規模層の利益

を飲み込み、それを反映している地代水準なので

ある。地代は傾向として下落しているものの、こ

うした大規模層の借り入れ需要を反映した地代で

あり、平均的な階層から言えばとても支払い可能

な水準の高さではない。そして地価は大規模層の

農業所得や地代を結果として反映したレベルのも

のだといえる。

こうして実勢小作料は大規模層の今後の展開の

ための資本蓄積をすべて飲み込んでしまうレベル

の高い地代であり、標準小作料制度を含めて、農

業委員会の指導が加わっているといっても、今の

状況にある。ということは、小作料水準に対する

公的介入を弱めるどころか、むしろ介入の仕方を

さらに工夫しつつ、より影響を持つような仕組み

が今後も必要なことをむしろ示唆している。自由

な土地市場の下では、担い手が減少し大規模層が

限定されてきているとはいえ、いまだ大規模層の

利益すべてを飲み込んでしまうレベルにある地代

水準に対して、政策の介入の仕方を工夫しつつも、

効果的な影響力を持つ政策の必要性を物語ってい

るように見える。

鹿屋市の規模拡大層の多くが、農業委員会への

届出や、農業経営基盤強化促進法に支えられた賃

貸借だけではなく、相対の貸借があり、そうした

ものには過去の状況を反映してかなり高い小作料
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水準のものもある。あるいは利用権設定でも、途

中解約を迫られたケースも見られた。相対の貸借

にはそれなりの事情があるからここでは一概に統

制的な形での公的介入を示唆しているのではなく、

誘導し合理的な水準に導きいれる仕組みの工夫が

必要であろうことを強調しておきたい。現地では

貸借契約が成立するときの公的助成金が、新たな

貸借の成立だけではなく、今まで隠れていた貸借

を表に浮かびださせる効果も見えている。

さらには農地保有合理化事業の展開のためにも、

売買への介入へのメリットをさらに強化しないと、

計画的な農地流動化にならないこともわかった。

単純に売買が成立しそうなケースを後追いで公社

事業に乗せるのでは、貴重な農地の望ましい中間

保有・再配分になかなかならないし、事業量も増え

ない。その意味で、より一層の望ましい農地の流

動化や地代・地価水準の達成のためには公的機関

のより工夫した市場介入政策を期待するところ大

なのである。

1
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