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はじめに

以下は農業の担い手に焦点を当てた香川県旧綾

上町東栗原と青森県つがる市の2地域の調査報告

である。前者は集落が集合的利用権等設定事業(以

下,集合事業という)によって農地の利用調整を

長年にわたって実施してきたことで知られる地域

である。小規模・兼業農家がほとんどのその集落

では,集落が主体となる農地の利用調整によって

それぞれが希望する農業を実現しようとしてき

た。その集落主体の農地の利用調整は20年以上経

過した現在どのように変化したか,またその土台

の上でどのような担い手が育ってきたのか,両者

は密接に関連する問題である。その問題関心に

立って調査した。

他方で青森県つがる市では集落機能と直接の関

係を持たない個別の家族経営が農業を支えてい

る。これらは公社事業による農地の購入,借入そ

して農業機械・施設のリース事業という県公社の

事業を活用しながら担い手として成長してきた。

しかし米価や地価の下落という農業環境の急激な

変化,地価上昇期に設計された公社事業の地価下

落期における課題の顕在化という状況の変化の下

でこれらの個別経営はどのような状況にあるのか

を調査した。農業環境悪化の中で集落営農や法人

経営(共同経営)など集団的な取り組みが重視さ

れるなか家族農業経営への注目度は薄れてきてい

るからである。

Ⅰ.集合事業による集落主体の土地利用調整

の変化とその要因
-香川県綾川町(旧綾上町)東栗原地区-

1.東栗原地区の土地利用調整

本報告で取り上げる香川県旧綾上町(現綾川町)

東栗原地区の集落を主体とした土地利用調整は,

集合事業のモデル的活用事例として有名である。

その調整の具体的あり方は後に触れるが,各農家

の希望(拡大・縮小・離農)に添って集落内農地

の流動化を進め,その基盤の上で各農家の耕作地

の集団化,転作地の団地化とブロックローテー

ションを実現したものである。この複雑な土地利

用調整を,集落の農地を県公社との間で10年契約

の利用権を設定し所有地と耕作地を切り離すこと

によって可能にしてきたのである。

この方式による利用調整も20年を超える中で変

化を余儀なくされた。その主たる要因は集落内農

家の高齢化により耕作希望面積が減少し集落内農

家間では利用調整が困難になったからである。担

い手を外に求めなければならなくなったのであ

る。加えて転作環境の変化も利用調整の在り方を

変える要因となっている。

長期にわたって続けられてきた集落主体の農地

利用システムはどのように変化したか。その変化

はどのように評価できるのであろうか。

2.東栗原地区の土地利用調整の変化

(1)第1期および第2期(昭和61～平成18年

度)の土地利用システム

東栗原地区の圃場整備前の農地面積は水田

11.3ha,畑0.7ha,分散した小区画の圃場を16戸の

農家が(専業1戸,1種兼業2戸,2種兼業13戸)
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表1東栗原地区の第1期,第2期の土地利用調整

耕作していた。昭和57年の新空港周辺対策により

58～59年に圃場整備が実施され60年に換地が終

了した。基盤整備後の農地を有効に活用するため

に農地の利用調整の話合いが始まった。(1)

結局,土地条件の悪い家,転出したい家,相

対の小作地を持っている家などの4戸を除き12

戸,5.6haで東栗原地区の集落主体の土地利用調

整(「むらぐるみ管理型」)は出発した。その特徴

とその目的を整理すれば以下のようになる。

まず,利用調整の方法は,⑦土地利用調整に参

加する農家は県公社と10年間の利用権設定を行

う。②耕作を希望する農家が稲作,転作(黒大豆)

のどちらについても希望する面積を団地化して利

用できるように,県公社は1年間の利用権(次の

ブロックローテーションとの関係で)を農家に再

設定する。③転作田は団地化しブロックローテー

ションを実施する。

この利用調整の狙いをまとめれば次のようにな

るだろう。①集落内の規模縮小農家,離農農家,

規模拡大農家間の土地利用調整をスムーズに行う

ことができるだけでなく,各農家の耕作地の団地

化によって水稲,転作とも合理化が可能になる。

②転作田全体を団地化することによって転作作物

の機械作業(共同作業あるいは作業委託を導入す

ることによって)の効率を高めることができる。

③3年で一巡する周期のブロックローテーション

によって土作りができる。④今後,規模縮小・離

農農家の面積が増えても規模拡大農家の希望面積

がそれにふさわしく拡大して行けばこの利用調整

方式は今後とも有効かつ効果的な方法として継続

できる。

表2第2期の土地利用調整の内容

表1,表2が示す昭和61年から始まる2期20年

に亘る土地利用調整の実績は,上に述べた方向で

集落の農業構造が変化してきたことを表わしてい

る。まず集落の農家の分化が進んだ。したがって

この利用調整システムへの参加が,2期になると

表1にあるように新たに利用権を設定した農家

が1戸,設定面積が57a,増加している。また利

用調整に参加した農家についてみると1期の場合

は,離農農家は1戸(利用権を設定した農家数と

利用権の設定を受けた農家数の差)に過ぎなかっ

たが2期には5戸に増えている。また利用権の設

定を受ける農家は11戸から8戸に減少している。

集落内の農地は少数の農家に集中してきているこ

とがわかる。農家の分化に伴って生じる農地の流

動化をうまく調整して来ていることを表わしてい
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る。ちなみに利用権の設定を受けた農家1戸当り

平均設定面積は51aから77aに増加している。

このように第1期,第2期の20年間は当初から

の土地利用調整システムの方法や狙いに沿って進

んできたのである。しかし第3期目は同じ方法で

の利用調整は困難になった。その主たる理由はこ

れまで規模拡大農家として集落の農地を耕作して

きた農家の高齢化が進んでむしろ規模縮小を希望

するようになったことである。それに加えて町全

体の水稲作付面積が目標作付面積に及ばず,転作

を無理に実施する必要がない状況に変化したこと

である。このような状況の変化を背景にして3期

目の土地利用調整の在り方が2期目の終了の半年

前位から検討されたのである。

(2)第3期(平成18年度以降)の土地利用調整

先に触れた二点の状況変化はこれまでの土地利

用調整のあり方に変化を迫ることになった。第一

は集落内に規模拡大農家がいなくなり集落内の農

家問だけでは農地の利用調整が困難になったこと

である。それゆえ集落外の農家・経営体に集落の

農地を耕作してもらうことによってこの問題を解

決する,つまり農業の担い手の範囲を集落に限定

せず広げて考えることにしたのである。外からの

担い手に託す農地を団地化することは担い手を探

す上で有効であることは言うまでもない。その上

東栗原地区の耕地は古い圃場整備であるために現

在の規準からすれば1枚1枚が小さいから耕作を

任せる農地の団地化は欠かせない。

二点目として,先に触れた生産調整をめぐる状

況の変化の下で高齢化が進んだ東栗原の農家は転

作をしなくなったことである。そのために転作地

の団地化やブロックローテーションは必要がなく

なった。

土地利用調整をめぐる以上の状況変化を踏まえ

て第3期の利用調整の在り方が以下の様に決めら

れた。

①転作地の団地化と転作団地のブロックロー

テーションは廃止する。②耕作を希望する農家の

希望面積を合計しそれを超える農地について集落

外の担い手に作ってもらう。③その面積を団地化
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し,公社を仲介して集落外の担い手に利用権設定

する。④集落の農家が耕作する農地は自作地を中

心に行い,他人の土地を利用権設定する場合は公

社を通さず農家同士で利用権設定を行う。

この土地利用調整がうまくいくかどうかは何よ

りも集落の農地を耕作してくれる適切な農業者・

経営を探すことができるかどうかに規定されるの

である。東栗原だけではなく山田地区に範囲を広

げても担い手が多くいるわけではないのがこの地

域の状況であり,簡単に担い手を探すことはでき

ない。結局,章を改めて触れるが山田地区で担い

手への農地集積を要件とする圃場整備(県営経営

体育成基盤整備事業)が実施され,それを契機に

育成された担い手に託すことが出来たのである。

次にこの圃場整備とそれを契機として作られた

担い手について見ていきたい。

3.山田地区の圃場整備と地域農業の担い手の育成

(1)担い手の状況

綾川町の農業に関する指標を簡単に見ておこ

う。

県資料の市町村別の数字によると,綾川町の水

田率は92.8%(県平均82.6%),農家1戸当りの耕

地面積は86a(同70a),主業農家率5.7%(同7.5%),

1戸当り平均農業産出額203万円(同169万円),

利用権設定率(平18年3月)12.0%(同13.0%)

で綾川町は水田を中心とする農業地域である。し

かし表3の町の「水田農業ビジョン」では厳しい

状況がうかがわれる。経営耕地面積はこの10年で

町全体で13.5%減少している。他方で耕作放棄地

は82%も増加している。担当者の話では平成20年

2月の調査では平成17年の数字に比べ更に3割ほ

ど増加しているという。なお1戸当り経営耕地面

積は上に記した数字と異なるが,町役場での話で

も65a程度ということであるのでこの表3の数字

が実態に近いようである。

なお旧綾上町と旧綾南町を比較すると経営耕地

面積,農家戸数および農業従事者の減少率とも綾

上地区の方が大きい。また耕作放棄地率(耕作放

棄地/経営耕地+耕作放棄地)も,綾上地区の方
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表3町の農業概況

表4農業生産の動向
が高い(平成7年:綾上5.22%,綾南1.89%,平

成17年:綾上7.86%,綾南5.87%)。また農家にお

ける高齢化率も綾上地区の方が高い。

町の基幹作物は米・麦で,米については量的に

はあまり増えていないがブランド化(合鴨米)の

取り組みが見られる。その他,表4にあるように

イチゴ,キュウリ,ブロッコリー等の野菜,柿,

ブドウの果樹が栽培されている。

水田農業ビジョンによる19年度の「担い手」は

個人・法人が68,集落営農組織が7(うち特定農

業団体6),その他1の合計76となっている。こ

の「担い手」の中の認定農業者は個人・法人が68

である。また19年度の「水田経営所得安定対策」

加入者は個人・法人の認定農業者のうちの36と特

定農業団体の7,合計43である。7つの特定農業

団体はJA主導で1支店1農場を目指して作られ

たものである。

認定農業者全体の数は平成16年度末までは10人

であったが,17年度38人,18年度24人と増え19年

度末では78人となっている。17年度は町合併前の

掘り起こし,18年度は品目横断的経営安定対策の

対応として増加したものである。認定農業者78の
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表5綾上地区,認定農業者

経営部門を見ると,水稲・麦が20,施設園芸(イ

チゴ)が35とこの二つのタイプが多い。78のうち

法人化されているのは水稲・麦が3,畜産が8で

ある。個人の認定農業者では約14haの農家が一

番大きいという話である。そのうちの綾上地区の

認定農業者を表5として整理しておいた。

水稲・麦の法人の認定農業者は,農事組合法人

「山田営農組合」,農事組合法人「あぐり四歩市」,

有限会社「グリーンフィールド」である。山田営

農組合が平成15年,「グリーンフィールド」が平

成17年,「あぐり四歩市」が18年に,いずれも地

域農業の中核を担う担い手として設立されたので

ある。綾上地区の農業の担い手が手薄であったこ

とがここからも窺われる。

(2)山田地区の圃場整備

山田地区の水田は1区画が小さく(1筆あたり

平均8a),かつ7つのため池を水源とし21の水利

組合が存在する複雑な水利慣行のもとにあった。

(注)本稿の対象地域である東栗原地域と圃場整備実施地域
の山田地区の位置関係は次のようになっている。山田

地区とは昭和28年公布の町村合併促進法で29年4月1

日付で合併し綾上村となった4ヵ村の一つである(昭

和37年2月1日付で綾上町,さらに平成18年3月21日

に綾上町と綾南町が合併し綾川町が誕生)。山田地区

(旧山田村)は山田上と山田下に分かれる。東栗原集

落は山田上地区に属する。山田の水田の多くは山田下

地区にありここで取り上げる圃場整備も水田地帯であ

る山田下地区が対象である。つまり名称は「県営経営

体育成基盤事業山田地区」であるが正確には山田下地

区である。東栗原地域からは直線で3～4キロは離れ

ている。
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農家の高齢化・兼業化率も高く農業の担い手は育

ち難い状況であった。そのために平成9年8月に

山田地区基盤整備事業推進協議会を組織して検討

を行い平成12年度から受益面積約100ha(受益面

積111.3ha,区画整理面積101ha)の県営経営体育

成基盤整備事業に取り組むことになった。受益農

家は259戸,総事業費25億円である。

50a区画に整備するこの事業は,担い手を特定

しそれへ農地の25%以上を利用集積することが要

件として課されていた。そのために地権者全員に

対するアンケート調査や集落説明会が行われた

が,その過程で地区内に専業農家等の担い手が少

ないことが明らかになつた。担い手の掘り起こし,

その育成が急務となった。このため,圃場整備事

業の工区及び集落毎に担い手への農地の集積計画

を作成し,担い手へ農地の利用集積することにつ

いて集落の了解を得るとともに,県や旧綾上町の

次のような補助事業等を活用して取り組みを進め

た。

受け手を対象とする流動化促進の補助事業とし

て次のものがあつた。①県の特定農業者農地集

積支援事業。認定農業者を対象に経営基盤強化

法による6年以上の利用権,所有権取得に対し

て15,000円/10a(以前は18,000円)を3年間補

助。②旧綾上町の農地流動化促進特別対策事業。

担い手農家が経営基盤強化法により賃借・購入し

た場合の助成。10a当り,賃借期間3年の場合は

15,000円,6年の場合は30,000円,10年の場合は

50,000円,購入の場合は50,000円助成する事業で

ある。加えて平成20年度からは綾川町遊休農地解

消対策事業が新たに取り組まれている。遊休農地

を3年以上借り入れた受け手に対して10a10,000

円補助するものである。

他方出し手に対しては,県単の圃場整備推進農

地流動化奨励金によって,圃場整備地区で事業完

了までに県農業振興公社を通して6年以上の賃

貸借を行った場合に10a10万円の助成が行われた

(この事業は平成20年度で終了)。この事業と県公

社による小作料一括前払い(15,000～20,000円×

10年)を活用すると圃場整備事業の自己負担金(工

事費250万円の地権者負担分1割=25万円)をほ

ぼゼロにすることができた。

この他に担い手に対する機械や施設導入の補助

事業がある。例えば①認定農業者育成支援特別対

策事業は認定農業者が実施する国・県の補助対象

とならない機械導入,施設整備の経費を1/2補

助する事業である。②認定農業者経営改善リース

支援強化事業。認定農業者が農業改善計画に即し

て機械・施設をリース会社等から借り受ける場合

のリース料に対して補助するもの(県助成15%,

町助成25%)などである。

先に触れたようにこの圃場整備は担い手を特定

しその担い手に受益面積の25%を集積することが

条件づけられている。掘り起こしの取り組み,話

合いを通して2組織,3人が担い手とされた。後

に触れるが東栗原の農地を引き受けることになっ

たF氏もこの中の1人である。

(3)圃場整備地区の担い手による農地集積

担い手を核とした圃場整備地区の農地利用調整

の実績は表6の通りである。表にあるように最

終的には2組織と3人が担い手となつた。しか

し利用権設定面積58.8haのうち有限会社グリーン

フィールド(以下GFと略記する)が68%,山田

営農組合が22%,3戸の個人農家が10%と,2

組織が圧倒的比重を占めている。なお20年6月

現在の担い手への集積率は65.59%(589,001㎡/

898,060㎡)と報告されている。①番農家が東栗

原地域の農地を引受けたF農家である。①番農

家,②番農家は圃場整備地内に自作地を持ってい

ない。

地域農業の担い手として県下ではじめて設立さ

れた集落農場型の農業生産法人「農事組合法人山

田営農組合」と換地委員の2人が兼業を止め設立

した「有限会社グリーンフィールド」についてそ

の設立の経過を見ておこう。なお東栗原地区の耕

作を引受けたF氏については東栗原地区の3期目

の土地利用調整のところで触れることにする。

①農事組合法人山田営農組合

旧綾上町によるアンケート調査や集落説明会を

契機に,圃場整備地区内集落のうちの4集落を1
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表6基盤整備事業山田地区内の農地利用状況

つの農場として集落農場型のシステムを作り,高

性能大型農業機械の導入,経

理の一元化,計画的な土地利用による低コストで

合理的な農業経営を目指すことで合意し,4集落

の約7割の農家24戸(全て兼業農家。現在は23戸)

が参加して平成14年3月に水田面積約14haの山

田営農組合(任意組織)が設立された。

また,設立の際に,合理的な機械利用の推進を

図るため,今後農業機械は個人では新しく購入し

ないことや,将来,組織を法人化することも合意

された。その年の秋からは,転作作物として「さ

ぬきの夢2000」を7.9ha作付けして協業経営を開

始した。また組合員所有の機械を組合で使用する

もの以外処分した。また農業機械の購入費等に充

てるため,組合員で毎月5千円/10aを積み立てる

こととし,10ヶ月で約650万円の資金を確保した。

そして15年度からは水稲作の協業を開始した。

その後,継続的・安定的な経営を目指すため,

法人化について検討してきた結果,平成15年12月

に農事組合法人山田営農組合を設立し,任意組織

の組合員が全員加入した。翌平成16年1月に特定

農業法人の認定を受けた。米と麦を栽培している。
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②有限会社グリーンフィールド(GF)

農業の担い手確保の話合いの中でH氏とB氏の

2人が3集落(天神,平見,山下)の担い手と

なった。両者とも自作地(40aと84a)で水稲と

麦を栽培する兼業従事者であったが換地委員とし

て圃場整備に係る中で担い手として手を上げ平成

14年3月に認定農業者となった(その時の年齢は

48歳と36歳)。2人は米麦を主とした土地利用型

農業を展開するため,任意組織のHBアグリカル

チャーグループを設立し,売れる米づくりを目指

し共同経営を始めた。そして平成15年5月に脱サ

ラし専業農家となった。

表7にあるように,8.9haからはじまった経営

規模も22haとなり平成17年1月に組織を法人化

し,有限会社グリーンフィールドを設立した。3

月には認定農業者となっている。規模が拡大して

きたこと及びブロッコリーなど野菜の栽培にも取

り組むためJAの野菜担当の営農指導員(38歳)

が17年4月にJAを辞めて加わった。

表8,9にあるように現在の経営水田面積は

41ha(2人の自作地1.2ha,借地39.8ha)で,作

付け内容は水稲22ha,野菜16ha(ブロッコリー

10ha,キャベツ5ha,無加温ハウスによるアス

パラ1ha),麦8.5haである。作付けは麦-野菜-

米の2年3作と麦-米の1年2作である。早期米

の水田には麦は作らない。借地料はほとんどが

18,000円である。ただし水利費(10a2,900円)は

地主が負担する。ここで借地料について以下の点

を付け加えておきたい。町の標準小作料は上田

20,000円,中田11,000円,下田10,000円と決めら

れているが実際はこれよりも低く圃場整備地区内

でも18,000円,それ以外では5,000～10,000円の

水準にあるという。小作料は後で東栗原の場合で

見るように低下してきているが,この額の低下に

加えてこれまで耕作者が負担していた水利費(普

通は10a5,000円以上,多いところでは7,000～8,000

円)を地主が負担するようになってきている。し

たっがって地主の取り分は小作料額の低下以上に

少なくなってきているのである。

米については直売に取り組んでいる。県内の食



42

表8有限会社グリーンフィールドの経営状況

堂や病院向けの販売である。具体的には食堂4,

レストラン1,病院1,弁当店1,老人ホーム1,

喫茶店1,他に東京の讃岐クラブで販売している。

米屋から買うよりも質が良いと購入者からは言わ

れるそうであるが,それは山田は元々土質が良い

のではないかという。価格(白米)はコシヒカリ

が1kg350円,ヒノヒカリがlkg320円で平成16

年からほとんど変わっていないという(下がって

も20円程度)。収量は両品種とも良く取れて7俵

である。小麦の収量は良くて6俵,普通は5俵で

ある。

販売金額の構成比は野菜6割,米3割,麦1割

だという。なお農業改良普及センターの資料は平

成16年には農業で生活できる所得を確保できるよ

うになったとしている。

平成14年にトラクターと麦播種機15年にコン

バイン,17年に田植機と導入し,現在の機械・施

設の装備状況はトラクター3台(50,25,25ps),

コンバイン2台(4条,3条。グレインタンク付

き),田植機2台(8条,4条),乾燥機(40石×

4台),麦播種機(8条),野菜移植機野菜畦立ロー

タリー,2トンダンプ,1.25トントラック,ビニー

ルハウス(6×42m,2棟,育苗用),ビニール

ハウス(40a,アスパラ用)となっている。元利

支払は年間約300万円であるという。

4-生産調整をめぐる環境の変化

先に東栗原の第3期の利用調整の在り方を規定

した要因として生産調整をめぐる状況の変化があ

ると述べたので,その点について触れておきたい。

旧綾上町は平成9年から経営面積が2haを超

える経営については,2haを超える部分の転作

は免除するという規模拡大農家の支援策(平成17

年度では町の転作率は36.5%。したがって2haを

超える経営は73aの転作で良いことになる)を実

施してきた。また現在は綾川町として,集積を進

める人については1.5haのうち30%つまり45aの転

作のみでそれ以外は自由に作ることができる支援

策を講じている。しかしこのような支援策が意味

をもたないほど町全体で見ると米を作りたい人に

自由に作らせても水稲作付け目標面積に達しない

状況が生まれてきている。この点は県全体の状況

でもある。

県は市町村別の需要量を,19年産米までは「売

れる米づくり,良質米産地育成」(例えば1等米

生産量などの指標)と「担い手の確保・育成」(例

えば水稲lha以上生産者の割合などの指標)の

要素を徐々に引き上げながら示してきた。しかし

市町問調整が進まず,作付面積目標に対して毎年

450ha程度の作付不足が生じてきていた。これは

農業産出額の減少や国から指示される需要量情報

の減少につながる大きな問題であつた。

そのため20年産米については県内全農業者に作

付け意向調査を実施し,それに基づいて需要量情

報を設定した。つまり国による香川県全体の20年

産需要量の設定が76,640トン,面積換算15,360ha

に対して作付け意向調査結果は76,751トン,面積
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表10水稲の作付状況

換算15,377.5haであった。しかし20年6月15日現

在の状況は,主食用作付面積15,026ha,新規需要

米作付面積5ha,計15,031haで作付け目標面積

よりも334ha少ない作付けとなっている(以上表

10)。このような状況は県全体の需要量情報が減

らされていく要因でもあるから県としては目標を

達成する作付けを実現したいのであるがその状況

にはない。ちなみに作付け目標面積に対する水稲

作付面積実績の割合は県全体では97.85%に対し

て綾川町は97.07%である。先に触れたように町

としては現時点では希望に沿って農家が作付けし

ても転作は達成できる状況にある。むしろ米の作

付けを増やさなければならないのである。そのた

め高齢化が進んだ東栗原地域の農家はこれまでの

ようにブロック・ローテーションを組んできちん

と転作を実施する必要は薄れたのである。

綾川町の産地づくり交付金の内容にもこのこと

は反映している。稲作の抑制よりも麦を中心とし

た生産の拡大,遊休農地の解消に力点が置かれて

いる。具体的には生産調整実施者で集荷円滑化

対策に加入し拠出(水稲作付面積に対して1,500

円/10a)している者を対象に,①水稲不作付
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水田には10a2,500円,②遊休水田(2年以上不

作付け水田)で水稲を作付けせずソバ,菜種を

栽培した場合にはさらに10a15,000円(1回のみ

交付)を交付する。水稲の作付け,不作付を問た

ず,③作物振興として,イチゴ・キュウリ・グ

リーンアスパラは10a15,000円,ブロッコリーは

20,000円,白大豆・黒大豆はkg当り55円,④担v

手助成として水田農業ビジョンの担い手リスト擢

載の個人・集団が麦を栽培した場合10a当たり上

限30,000円(国による交付金総額から①,③を交

付した残額で計算する。ただし採種麦はKg当り

35円)まで助成する。したがって例えば水稲を作

付けせずに担い手助成の麦を栽培し,その後にブ

ロッコリーを栽培すると。⑦2,500円,③20,000円,

④を仮に20,000円とすると合計助成額は42,500F]

となる。

5.東栗原地区の第3期目土地利用システム

(1)3期目の土地利用調整

先に触れたように,集落内農家に規模拡大を続

け地域農業を支える担い手がいないこと,逆にこ

れまで借地をしてきた農家も高齢化の中で規模縮

小に転じる時期に来たこと,加えて転作環境の変

化の中で,平成18年度からの3期目が取り組まれ

た。いうまでもなく一番のポイントは地域農業を

支えてくれる農家を見つけ出すことができるかど

うかであった。その候補者は基盤整備事業を契機

に作り出された担い手の中のGFとF氏以外には

いなかったが,GFは無理だということでF氏に

お願いすることになったのである。F氏は大山田

集落の農家で東栗原からは直線距離で2～3キロ

表11東栗原地域の第3期の土地利用調整
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図13期目の土地利用調整

メートル離れている。

表11にあるように土地利用調整への参加は2期

の6.2haに比べ6.5haと増加している。またF氏に

利用権設定して耕作してもらう水田は図1のよう

に団地化した。その面積は表11にあるように3.5ha

である。ここは県公社に利用権設定しF氏は県公

社から利用権の設定を受けている。耕作を継続す

る農家は6戸,表2の2期の耕作農家8戸に比べ

て2戸減少した。また耕作面積もE農家を除いて

減少,特にA～Dの第2期までの規模拡大農家

の減少が著しい。表11からわかるように基本的に

所有地を耕作し,拡大する場合は耕作地の団地化

のためにその続きの土地を公社を通さず農家間の

貸借で借りることにした。県公社を仲介とした所

有地と経営地の分離は必要がなくなつたので中止

したのである。

(2)参入F農家との契約関係

F氏は55歳で,田植・稲刈りの農繁期は一部兄

の手伝いを受けながら一人で農業を行っている農

家であり,決して労働力的に余裕のある農家では

ない。そのためにF氏からは草刈・水管理は地元

の農家がしてくれないかという話があった。集落

の土地を守るためには歳はとつているが協力しよ

うということになり以下のような取り決めで貸借
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表12F氏の経営水田面積

が行われることになったのである。

⑦水管理は地主がする。荒水,田植直後の水管

理は基本的に地主,その他の水管理はF氏がこら

れない時には地主。②草刈は地主がする。出来な

いところはできる人がする。③水路の清掃は地主

がする。田植前は皆で一緒にする。その後は地主

が個々でする。

したがって,10a18,000円の小作料は10年一括

前払いを受け,その半分(9,000円×10年/10a)

は地主に払い,残りの半分は集落の代表者のとこ

ろに留め置いて出役に応じて支払っている。具体

的には草刈り,10al,000円×6回(月1回),水

張り10a2,000円である。

小作料は1期目が36,000円,2期目が25,000円,

3期目が18,000円と下がってきている。

F氏は表12にあるように,約45aの自作地を含

めて13ha程度の水田を耕作している。借り入れ

地は地元集落が4.5haと最も多く,山田下の圃場

整備地区で約2.56ha(畦畔込みの面積。表6の数

字では2.3ha),東栗原で3.6ha,俊則という集落で

1.4haである。

13haには米を作付,その後に麦(小麦と裸麦)

を8ha作付けている。水稲はコシヒカリが7ha

で最も多く,他にヒノヒカリとハエヌキを作付け

ている。

6.小括

東栗原の20年以上に及ぶ取り組みは直接集落の

中に担い手を育てることにはならなかった。元々

集落農家のほとんどが経営規模が小さい兼業農家

であったから集落内で担い手農家が成長すること
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は困難な地域であったことは間違いない。加えて

集落による農地の利用調整がそのような農家のあ

り方を支える役割を果たしてきたので農家の分解

速度が緩慢化することによって担い手の成長を難

しくしたということもいくらかはあるかもしれな

い。結局集落の農地を維持していくためには集落

外の担い手に託すことが必要になったのである。

その際に長期間にわたって実践してきた集落に

よる農地の利用調整は多いにその機能を発揮する

ことになった。古い圃場整備地区である東栗原に

おいては外部の担い手に貸し付ける農地を団地化

しなければ担い手を見つけることは困難だったか

らである。その意味で集落による農地の利用調整

は担い手の姿は当初とは異なったかもしれないけ

れども担い手を育て集落の農地を維持するという

意味においては大きな役割を一貫して果たしたの

である。

注:(1)1期,2期の時期の取り組みについては綾上町・

香川県農業開発公社県綾歌地域農業改良普及セン
ター『集合事業による集落主体の土地利用』,全国農

地保有合理化協会『ふぁ一むらんど』No.1,36ページお
よびNo.11,5～6ページおよび拙稿「経営耕地の分散状

況とその解消」『武蔵大学論集』第47巻3,4号,平成12

年による。

Ⅱ.家族農業経営によって支えられるつがる

市農業

1.つがる市農業

つがる市は平成17年2月,木造町,森田村,柏村,

稲垣村,車力村の5町村の合併で誕生した。総面

積は253.85平方km,経営耕地面積は13,478ha(水

田11,421ha,普通畑1,641ha,樹園地416ha)である。

元々つがる市は働く場が少ないため.人口減少

表13農家数の変化
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表14平成17年農産物の作付面積と生産量

が激しくその結果農家の分解が激しい地域であっ

た。つがる市は北海道型との役場職員の説明はこ

の特徴を指摘したものである。昭和60年から平成

17年までの20年間の農家戸数の減少率は30%であ

るが,特に表13にあるように平成12～17年の減

少率が大きい(1L5%減)。農産物価格の下落や

高齢化の進行がその原因である。したがって1

ha以上まとまっていないところや離れている条

件の悪いところでは畑を中心にして荒廃地も出て

きている。それが条件の良いところにも広がり始

めたというのが現在の状況である。平成19年調査

では33.9ha(水田8ha,畑25.8ha)が遊休農地と

なっている。

つがる市を含む地域は県下でも圃場整備が進

んだ地域である。西北地域(鯵ヶ沢町,つがる

市,深浦町,五所川原市,板柳町,中泊町,鶴田

町)の30a以上の整備済み水田面積割合は71.5%

で,県全体の49.8%をはるかに超えている。つが

る市では昭和45～平成2年に岩木川左岸地域で

県営西津軽地区大規模圃場整備事業(受益面積

11,123ha)が行われ30a区画に整備されている。

また国営屏風山開拓建設事業も実施されている。

したがって市の水田の98～99%は整備が既に済

んでいる。

土地基盤が整備されたつがる市は青森県内最大

の穀倉地帯であるが,他方で日本海側の屏風山地

帯はそのほとんどが火山灰の壌土と風化した砂丘

地で占められ排水が良くメロン,スイカ,長いも,

ネギなどが栽培されている県内有数の野菜産地で

もある。また岩木山麓に連なる南部の丘陵地帯や

岩木川の上流地域ではりんごの果樹園が開けてい

る。したがって水稲プラス野菜・リンゴ・畜産な

どの複合経営が一般的である。農産物の作付面積

収穫量は表14の通りである。全国レベルで見ても

大きな農業生産地域であることがわかる。

図2はつがる市を含む管内の地価の推移であ

る。水田について見ると一貫して低下傾向にある

が特に平成7年以降その傾向は顕著である。米価

の下落と関連している(価格形成センターの米価,

図2　10a当たり地価の推移(千円)
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図3青森県における農地の売買・賃貸借・転用面積の推移

全国の加重平均価格は平成6年から急落)。つが

る市の現在の米価は1俵10,000～11,000円,収量

は12～13俵とることは可能だが食味との関係で

10a10俵程度に抑えている。

つがる市の現在の水田価格は農業委員会の話で

は30万円前後から40万円,安いところでは20万円

だという。もう底値でありこれ以上は下がらない

のではないかという。しかし話を聞いた農家のな

かにはまだ下がるかもしれないと考える人もい

る。地域的にその変化を見ると,柏地区の水田は

昭和60年代～平成にかけて10a200万円前後した

ものが今は50万前後になっている。しかしこの地

域はあまり売買はないという。木造地区は同じ頃

の地価は150万円,それが現在は下がって30～40

万円だという。畑は普通10～20万円であるが開

畑のところでは工事費水利費をまだ払っている

ため5万円あるいは場所によってはもっと安いと

いう。樹園地は25～35万円だという。

つがる市の標準小作料は28,000円(基準収量が

617Kg)である。市の東に隣接する五所川原市,

中泊町が同じように高い(五所川原市旧五所川

原区域と旧金木区域が29,000円,中泊町中里地域

が30,000円)が,南に接する鰺ヶ沢町は23,000円,

弘前市は16,000円(弘前市は18年度改定額)とつ

がる市よりも低い。つがる市の標準小作料は県内

では高い。しかし平成8年頃のつがる市の小作

料は40,000円位だったというから急激な下落であ

る。つがる市では平成21年に小作料の改定がある

が,24,000～25,000円位に下げざるを得ないだろ

うという。10a10,000円前後の圃場整備の償還金

は地主が負担する。水利費10,000～13,000円は耕

作者負担である。

転作は大豆,小麦が中心である転作等実施面積

に占める割合(平成19年度実績)で見ると大豆

27%,小麦23%,野菜14%,そば6%,飼料作物

5%,地力増進作物4%,加工用米18%となっ

ている。他方で調整水田(0.6%),自己保全管理

(1.9%)は県全体(それぞれ2.8%,13.1%)に比

べると非常に少ない。生産調整に非参加の農家は

約400戸(総戸数約4,400戸,平成17年センサス数

字4,367戸)で,年々増えてきている。なお平成

20年7月現在の状況は,市全体の生産目標数量

44,181,820Kg,生産目標面積71,132,246㎡に対し

て45,412,053Kg,73,119,050㎡(生産調整参加者

と非参加者の合計)である。面積にして約199ha

の超過作付けとなっている。

転作助成金の基本額は10a当たり10,000円でこ

れに麦,大豆,飼料作物を作付けた場合には平成

19年は42,000円,20年は32,000円の助成金が上乗

せされている。
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図4青森県の農地流動化率と公社介入率

2.農地流動化および担い手の特徴

(1)農地流動化の特徴

図3は青森県における自作地所有権移転面積,

賃借権設定面積の推移である。農地流動化におい

て賃借権の設定が自作地所有権売買を大きく超え

るようになるのは平成10年以降である。先に触れ

たように水田価格は下落を続けている時期である

がその背後にある米価下落など稲作経営の状況が

悪化しているからであろう。とはいえ賃貸借の伸

びは大きく,売買と賃借権をあわせた流動化面積

は依然として伸びている。規模拡大の動きが止

まったわけではない。

図4を見ると青森県の農地流動化率は平成5年

頃から上昇してきている。そして平成10年までは

公社の合理化事業による流動化がその比重を増し

ていたことがわかる。しかし10年以降は流動化率

は引き続き上昇しているものの県公社の介入率は

大幅に下落してきている。これは地価上昇の時代

に設計された合理化事業が地価下落の事態に対応

できず長期保有農地の増加や未収小作料の増大な

どの課題を抱えるようになり,県公社が次のよう

にリスク管理を強めたことに起因する。

買入を前提とした貸付は,平成14年度から一時

貸付の際に土地代金の1割を保証金として受け

取っていたが(本人が買い取らず第3者に売却す

るときにはその保証金を没収して売渡価格の差額

の補填等に当てる),この条件をさらに①1割の

保証金の場合は保証人を2人立てる,②保証人を

立てられない場合は保証金を2割支払うと改め

た。貸付期間が終了しても買い取らないケースの

発生に備えたものである。

また平成17年10月から,これまで全てを土地の

購入代金としていた一時貸付の徴収小作料の20%

は公社の収入(自主財源)とし,80%を土地代に

当てることにした。また一時貸付の期間を5年と

短縮した。また一時貸付期間中に可能な限り上地

購入資金の積み立てを要請している。例えば畑は

小作料と地価の乖離が大きい(特に住宅隣接地)

からである。さらに全体として一時貸付から「即

売り」に移行させている。

貸借の小作料の10年一括前払いを利用する際に

は借り手農家に1年分を保証金として前払いして

もらう。きちんと毎年小作料を払っていけば最終

年度はこの前払い金を当てることになる。また貸

し手農家には一括前払いの受取金の1%を災害時

の借り手農家に対する対応のための資金として出

してもらっている。冷害はこれまでは大体10年に

1回(平成5年,15年)発生しているので1%の

積立で対応できると考えられているからである。

しかし平成5年の冷害はこの積立金だけでは対応
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できず県の助成が必要であった。小作料の一括前

払い制度もその期間を10年から3～5年,あるい

は年々払いへ移行させている。

以上のようなリスク管理強化に加えて公社事業

活用のメリットの減少の影響も大きい。例えば売

買の際これまでは公社事業を利用することによっ

て付帯する事業(例えば後継者の規模拡大助成金

のような)を活用できるメリットがあったが今は

そのような事業が廃止されたり農業用機械・施設

のリース事業もなくなるなどである。

つがる市の農地流動化の特徴として以下の点が

上げられよう。①平成18年度の流動化率(自作地

有償所有権移転面積+賃借権設定面積の耕地面積

にたいする割合)が5.3%と県下で一番高い(県

平均2.4%),また農業経営基盤強化促進法による

利用権設定率もつがる市は14.6%で県内では蓬田

村の14.9%に次いで高い(県平均は5%),とい

うことからわかるように流動化が進んでいる地域

である。②さらに農地保有合理化事業の実績でも

18年度,19年度とも買入・借入合計面積で県下第

1位と合理化事業の活用が最も行われている地域

である。

その背景として先に触れたように元々つがる市

は,他の地域に比べ有効求人倍率が低く働く場が

少なく,したがって人口減少が激しく分解が激し

い地域という特徴をもっているからである。その

上にさらに公共事業の削減などの影響を強く受け

ているのである。農地売買の斡旋申出の半分くら

いは負債整理ではないかと言うことである。

(2)担い手の特徴

青森県の特徴を見ておこう。認定農業者は平成

18年6月末までは東北6県の中で最も少なかっ

た。特に平成17年までは4,000弱で秋田県の半分

であったが平成18年に入ってその数は急増し平成

20年9月末には8,771と秋田県10,196に次ぐ認定数

となっている。もう一つの特徴は認定農業者のう

ちの法人の割合が低いことである。平成20年9月

末の数字で見ると青森県は2.25%と東北6県のな

かで最も低い(岩手県4.24%,宮城県3.99%,秋

田県2.48%,山形県2.52%,福島県4.20%)。その
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法人の中の特定農業法人の数も青森県は2であり

岩手県18,宮城県5,秋田県19,山形県5,福島

県18と比べて少ない。また特定農業団体も青森県

は36,岩手県166,宮城県217,秋田県91,山形

県118,福島県42,利用改善団体もそれぞれ42,

200,233,150,275,327と青森県が少ない。

特定農業法人,特定農業団体,利用改善団体の

数からは,他の諸県と比較したときに青森県の特

徴が個別農家中心の農業展開にあることがわか

る。また認定農業者や法人の推移からは青森県が

国の政策に対してじつくりと対応してきた姿勢が

窺われる。

つがる市の認定農業者は1,112人(平成19年9

月末)で水稲作中心の認定農業者は個人経営が中

心である。認定農業者中法人は6経営あるが水稲

作主体は1経営である。また集落を基盤とした大

豆や小麦など転作作物対応の営農組織はあるが

「品目横断的経営安定対策」の対応で作られた組

織は1つしかない。つまりつがる市の農業は家族

経営を核とし,それに集落を基盤とした組織が規

模の小さい農家の大豆や小麦の栽培を支えながら

行われてきたのである。

平成5年策定の基本構想では「効率的かつ安定

的な農業経営」の指標は10ha規模で所得800万円

であつた。平成18年策定の基本構想では同じ10ha

で所得は400万円に半減されている。農業環境の

厳しさを表している。この平成5年頃に農地を積

極的に購入した人の経営困難は大きいという。

3.調査農家における規模拡大

(1)調査農家の概要

聞き取りをした4戸の農家いずれも専業農家

の概要は表15,表16の通りである。

経営耕地面積は20.4ha(C農家)～45.7ha(B

農家),経営水田面積は15.6ha(D農家)～34ha(B

農家),水稲作付面積は10ha(D農家)～26ha(B

農家)である。A,C農家は水田だけだが,B,D

農家はかなりの面積の畑も耕作している。

A農家は水田で水稲と大豆のみを栽培し野菜は

作っていない。野菜を作ると人手が足りず水田に
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表15調査農家の概要①

雑草が生え人から批判的な目で見られるからだと

いう。大豆の転作は水田のまとまったところで行

い,連作障害を避けるために3～4年で場所を移

動させている。

B農家,D農家は水田では水稲と小麦を栽培し,

畑で野菜をつくっている。B農家の野菜はスイカ

とメロンが中心で平成19年の販売額は1,660万円

であったから経営の中で大きな比重を占めてい

る。話を聞くとニンニクやワイン用ブドウ,タマ

ネギ,きのこなど色々な作物に先進的に取り組ん

できた農家である。D農家も畑で長いも2ha,ゴ

ボウ50a,長ネギ40aなどの野菜を作っている。平

成19年の販売額は長いも540万円(19年はここ10

年で最も価格の低かった年であつた),長ネギ310

万円,ゴボウ25万円(この年は悪く普通の年は90

～100万円位)など野菜全体で885万円位に達し

ているので野菜は大きな比重を持っている。C農

家は土地条件の良くないところはソバや水張りで

転作対応しながら一部で野菜を栽培しているが,

その比重はB,D農家に比べると小さい,

各農家の粗収入は規模と作付け内容に規定さ

れる。米の10a当たり収量及び1俵あたり価格

は農家によってその答えに若干の違いがあるが,

収量はおおよそ9俵から11俵価格はJAを通し

て販売している場・合1俵10,000～11,000円程度

である。C農家の直売の場合は22,000円(白米,

60Kg)である。

4戸とも規模が大きい専業農家であり,後継者

を確保し2世代3～4人の家族労働力が確保され

ている。加えて農繁期には雇用労働力を使ってい

るが特に水稲作の規模も野菜作の規模も大きいB

農家は臨時労働力に加え4ヶ月間は2人の雇用労

働力を入れている。

どの農家も水稲用の機械も転作用の機械も揃

え(A農家は大豆用の播種機,管理機,D農家は

ゴボウの掴取り機械など)全ての作業を外部に委
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託することなく雇用労働力を使いながら家族で

こなしている。作業受託はB農家が米の収穫作業

10ha,小麦の収穫作業4～5ha,C農家が耕起・

代掻き作業3ha,米の収穫作業3ha行っている

が全体として少ない。4戸とも基本的に自己完結

的な農業をしている。

聞き取りによる大雑把な数字であるが米の販売

額は表16にあるようにA,B,C農家が2,000～2,300

万円,D農家が920万円である。これに野菜や大

豆などの販売金額,また転作や品目横断的経営安

定対策の補助金が加わりB農家の粗収益は4,000万

円を超えている。この農家は米と転作の収入です

べての経営費をまかなうという考えで経営してい

るというから野菜の2,000万円弱が所得というこ

とになろう。その他の農家は全てを合計した粗収

入が2,500～3,000万円程度である。所得率を30%

とすれば750～900万円の所得ということになる。

平成18年策定のつがる市の「基本構想」の「効率
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的かつ安定的な農業経営の指標」は先に触れたよ

うに経営面積10haの経営類型「水稲+大豆」,「水

稲+小麦」(水稲6ha,大豆あるいは小麦4ha,

作業受託4.5ha)の農業経営の所得は400万円と

なっている。調査した農家の所得はこの基準をは

るかに超えた水準に達している。

(2)規模拡大の過程

表15にあるように経営水田面積が30haを超え

るA農家の現在の水田の借地率は41%,B農家

は49%であるのに対して,20haのC農家が34%,

16haのD農家が17%と規模が大きいほど借地の割

合が高い。言い換えれば自作地面積は,水田経営

面積が15.6haのD農家で13ha,34haと一番大きい

B農家でも17.2haとそれほど大きな差はない。借

地面積の大小によって経営水田面積の違いが基本

的に規定されている。

調査農家はどのように規模拡大に取り組んでき

たのだろうか。C農家の経営主は昭和50年に18歳

表16調査農家の概要②
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表17規模拡大の過程等

で就農しているが当時は3haあれば大きい農家

と言われたという。しかし今後は5haが必要と

いわれ結婚した時にはそれを目標にした。その後

子どもが中学,高校へと進み農業を継ごうと考え

ているのをみて目標を10haにしたという。A農

家も後継者の就農を契機に規模拡大に踏み出して

いるように後継者の確保の見通しはさらに次のス

テップの規模拡大に踏み出す契機となっている。

A農家の借入水田の相手は5戸で親戚が多く,

一番古い借入地は10年前,平成10年頃である。そ

れまでは購入を中心として規模拡大をしてきてい

るが,平成10年は後継者が確保され本格的な規模

拡大に取り組み始めた時期であり,それからは購

入と借入の両方で規模拡大を行ってきている。

その過程に関して共通に述べられていること

はある規模に達すると無条件の拡大から条件の

良い農地,具体的にはまとまり(例えば1ha以

上。ちなみにコンバイン作業は1日1ha,田植

は1口3ha可能だという。),隣接地,土壌が良い,

同一水系で管理が楽などの,を選択しての拡大に

変わって来ているという点である。C農家はその

時期を12,3haになった時と述べている。ただ親

戚から買ってくれといわれた時にはそのような条

件の土地でなくても買うようである。

平成18年以降の規模拡大について具体的に見て

いこう。(表17参照)

A農家は平成18年に水田2.7haを10a当たり40万

円で公社から「即買い」で購入している。また19

年には水田4.1haを公社の小作料一括前払いの事

業を使って借り入れている(5年契約,小作料2.8

万円)。B農家は平成19年に水田2.9haを公社から

「即買い」で購入した。0.6haは10a当たり25万円,
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図5 A農家の経営耕地の位置

2.3haは30万円であった。さらに平成20年にも水

田3.3ha,畑1.2haを公社から購入している。水田

の価格は30aは圃場整備済みで25万円,残りの3

haは平均20万円である。畑は相場は20万円とい

うことだがこの畑は17万円である。C農家は平成

18年に水田1.3haを10a当たり53.6万円で,19年に

水田0.5ha44万円で公社から購入(即買い)して

いる。また19年に水田12aを相対で借りている(小

作料3.5万円)。D農家は19年に水田2.1haを10a当

たり30万円で購入,水田68a,畑42aaを借り入れ

ている。いずれも公社事業によるもので借り入れ

ば5年の小作料一括前払いを利用した。

以上からわかることは,一つは調査した4戸の

農家言い換えればつがる市のトップクラスの農

家では現在でもその規模拡大意欲は衰えていない

ということである。表17の今後の意向の欄からも
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図6 B農家の経営耕地の位置

わかるようにA農家のように30haを超える農家で

も条件の良い水田は購入したいと述べているし,

C農家のようにあと4,5haは拡大したいという明

確な規模拡大の意向も見られる。しかしD農家は

ここしばらくは現在の規模で続けるといっている

ように農業をめぐる環境の悪化が農家の規模拡大

の意欲を沈静化させていることもまた確かであろ

う.とはいえそのD農家も資金が借りることがで

きれば購入したいとも言っているのである。その

際に購入による規模拡大意欲が強いことも特徴で

ある。C農家は借り入れ地は畦が取れない,地主

に気を使う,田に進入するための道もつけられな

いからだという。地価の下落も購入による規模拡

大の背景になつている。

なおこれらの農家の農地購入のための借入金の

年間返済額はどの位なのだろうか。C農家は元利

合計で400万円,加えて公社のリース事業のリー

ス料を148万円,D農家は土地購入借入資金の返



地域の特徴に規定された多様な担い手の存在形態

済元利合計が210万円,リース料が55.7万円(粒

剤散布機)である。

二つめの特徴は以上の農地の流動化はC農家の

18年の水田の借入1件を除いて全ての事例が公社

事業を活用したものである。この地域の担い手の

規模拡大において公社事業の果した役割は大き

かったのである。この他にも先の表16の機械の欄

に記したが4戸の農家は全て公社の農業用機械の

リース事業も利用している。C農家はハウスの導

入も2度に渡ってリース事業を活用している。

4.小括

つがる市の農業の担い手は自己完結型の家族経

営が多い。これまで公社事業を最大限活用しなが

ら規模拡大を進めてきた。今回調査したようなト

ップクラスの経営では,その規模拡大意欲は以前

と比較すれば少々沈静化している面もある程度は

窺われるとはいえ,話を聞く限りまだまだ旺盛で

ある。地価の低下が購入による規模拡大を後押し

さえしているようである。

しかし先に触れたように公社事業はリスク軽減

の観点からこれまでの公社事業の見直しを図って

いる。その中で公社事業のメリットが薄れてきて

いる。今回調査したつがる市の基本構想の「効率

的かつ安定的な農業経営」の水準を既に超えた経

営にとってはこのことの影響はそう大きくはない

かもしれない。むしろ今回調査した農家よりも規

模の小さい,農業を継続していくためにはそこを

目指しての規模拡大が迫られている経営層にとっ

ての影響が大きいと思われる。経営支援事業は農

家の経営展開のプロセスを踏まえそれに適合的な

施策を展開する必要があるしそのことが迫られて

いるのである。

今回調査したような農家の場合には公社事業の

中間保有機能の活用による経営耕地の集団化の役

割が大きくなっていると思われる。これまでの公

社事業の活用は事実上売買,貸借の双方が決まっ

ているものが中心で必ずしも経営耕地の集団化の

ような機能は十分発揮されてこなかったように思

われる。そのために経営耕地の分散状況には農家
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によるバラツキが大きい。図5,図6はA農家と

B農家の圃場の位置図である。A農家の場合図で

は自作地と借入地の区別はないが,自作地はかな

り集団化されているがそれに比べて借入地の分散

は大きい。しかしA農家以上の規模に達し,借地

面積も大きいB農家の分散は著しい。個別で規模

拡大してきた場合の問題点の一つであるが,先に

触れたように農家は1ha程度まとまつていれば

耕作上大きな問題はないとしている.そのことを

念頭におきながら経営耕地の集団化に取り組むこ

とが必要であろう。

おわりに

状況の違う二つの地域を駆け足で見てきた。農

業の担い手のあり方は地域の特徴に規定されて多

様である。それによって支援する施策方法も異

なるし,経営展開のプロセスのどの段階を歩んで

いるのかによっても必要な支援策は異なる。地域

の知恵を最大限活用することが必要である。

同時にどのような担い手によって農業が担われ

るとしても農業経営の展開にとって農地の利用調

整は重要である。その点で綾川町東栗原地域の経

験から学ぶことはたくさんあるが,それを条件の

異なる地域で実践するのは容易ではない。ここで

も地域の知恵と力の発揮が重要である。とは言え

農業環境が極めて厳しい中で地域の知恵と力が発

揮されるためにはそれを可能にするような骨の太

い政策,施策が打ち出されなければならないだろ

う。


