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構造・農地政策の展開と農地移動
一農地改革後60年の推移と最近の特徴-

元農水省農業総合研究所長　島本富夫

はじめに

旧農業基本法(1961年)を出発点とした我が国

農業構造の改革は,その後各種制度改正や改革の

ための諸事業を導入して推進されてきた。さらに,

食料・農業・農村基本法(99年,「新基本法」)の制

定以降,一段の政策強化の下で各種改革が取り組

まれている。農地改革以降60年の歴史経過の中で,

連綿と取り組まれてきた構造政策,その推進にも

かかわらず,到達点は政策目標からはほど遠い位

置にあると言わざるをえない。そして今日,さら

なる農地流動化,構造改革促進のための政策の強

化,その重要な柱として農地制度改正が具体化し

てきている。

本稿では,農地制度改正問題に触れることが課

題ではない。今日の情勢の下で,農地制度改正問

題がどう落ち着くのか,事態の推移はともかくと

して,我が国農業の構造改革は今後とも重要政策

課題とならざるを得ない。そうした状況を前にし

て,これまでの構造・農地政策と農地移動の動向

を分析することが,本稿の主たるネライである。

農業構造の改革といつても本来的には農業経営

の展開結果として構造変動が起こるのであって,

大規模入植等特殊な場合を除いて構造変動が先行

するものではない。加えて,農地はその所有と利

用の対抗問題等が常に横たわる。さらには,農地

は本来的には売買や貸借を主目的とする商品では

ない。かつ,移動が不可能である農地はそれぞれ

の地域で利用関係が成り立つしか方法がないので

あって,工業製品のように需要の増大に応じて供

給量を増やせるとか移動させうるものでもない。

土地利用型農業の改革が緩やかなテンポであるの

もそのことと大いにかかわる。そうした構造を巡

る問題状況を前提としながら,これまでもその構

造の改革,そのための農地制度改革・農地流動化

政策が進められてきた。

農業農村政策をめぐっては,99年の新基本法

を受けて,2000年度から中山間地域直接支払い制

度がスタートしており,中山間地域の農用地の耕

作放棄,荒廃に一定の歯止め効果があると評価さ

れている。さらに,2007年度からは価格政策から

経営安定対策(担い手対策)への政策転換―品目

横断的経営安定対策(08年度から水田・畑作経営

所得安定対策)の導入一が図られて政策手法が大

きく変更された。これらの新たな施策の導入が農

業経営体に及ぼす影響は無視できない。それらが,

我が国の農業構造を今後どのように変貌させてい

くのか,その動向を注意深く追跡していく必要が

ある。

本稿ではこれらの点も視野におきながら,第1

に,農地改革以降半世紀以上にわたって進められ

てきた農業構造政策そこでの政策対象としての

「担い手」の位置づけの推移・変化,それと関わっ

ての農地制度・農地流動化政策についてそのおよ

その流れを概括する。第2に,そうした政策の展

開とかかわって変化してきている農地移動の戦後

60年の特徴を分析する。

1農業構造政策の展開-「政策対象とし

ての担い手」と農地流動化政策の推移

本章においては,戦後農地改革以降今日まで半

世紀以上を経過する歴史の流れの中で,その各時

期ごとに進められてきた農業構造政策,農地流動

化政策の推移及びそこでの「政策対象としての農

業の担い手」の位置づけの変化に関して,大まか
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な時期区分に沿って概括する。

1農地法制定段階(1950年代)

中堅自作農の育成

農地改革によつて我が国の農地所有構造は,地

主的土地所有から自作農的土地所有へと大きく改

革されて,この広汎に創設された自作農が我が国

の農業を基本的に担う構造へと変化した。農地改

革が概ね終了した1950年以降,我が国の農政は農

地改革の成果を維持しつつ多数の自作農によって

我が国農業が担われ,生産力が発展する方向へと

政策を展開していく。(「政策対象としての農業の

担い手」の推移は,表-1参照)

1952(s27)年に農地法が制定されるが,法の

目的(「農地はその耕作者みずからが所有するこ

とを最も適当であると認めて,耕作者の農地の取

得を促進し,その権利を保護し,」)に示されるよ

うに,この段階での農地政策は,農地改革の成果

の維持,地主制への反転防止を基本に据えて,農

地改革で創設した自作農の農地の取得を促進して

自作農を育成する,小作地はむしろ解消すると

いった政策をとったのである(いわゆる「自作農

主義」)。

政策対象としての「農業の担い手」は中堅自作

農であり,それを育成するとしていた。しかしそ

れは,都府県平均で1ha程度の規模に閉じ込め

られた農業構造を前提として生産力の発展を目指

すというものであった。農業構造の改善(経営規

模の拡大)といった農政課題への対応は,我が国

経済が戦後復興を遂げて成長軌道へと展開する

表-1政策対象としての農業の担い手
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1960年代以降に持ち越される。

2農業基本法段階(1960年代)

自立経営農家の育成

我が国農業の構造問題が表面化してくるのは,

我が国経済が戦後高度経済成長へと展開する1950

年代後半からである。知られるように,『昭和32

年度・農林白書』では我が国農業の5つの赤信号

(①農家所得の低さ,②食糧供給力の低さ,③国

際競争力の弱さ,④兼業化の進行,⑤農業構造の

劣弱化)を指摘した。劣弱な農業生産構造の体質

改善,農業の生産性の向上を目指すことが,農政

上の最重要課題として登場してくるのである。

農林漁業基本問題調査会の答申(60年,「農業

の基本問題と基本対策」)を受けて61年に農業基

本法(以下,「旧基本法」)が制定される。この旧

基本法において農地改革後の我が国農業の零細構

造の改善の方向が打ち出される。

そこでの政策対象としての農業の担い手は,家

族農業経営たる「自立経営」(正常な構成の家族

のうちの農業従事者が正常な能力を発揮しながら

ほぼ完全に就業することが出来る規模の家族農業

経営で,当該農業従事者が他産業従事者と均衡す

る生活を営むことができるような所得を確保する

ことが可能なもの)であり,その育成に重点がお

かれる(いわゆる所得均衡概念)。自立経営農家(家

族農業経営)の発展のために相続に伴う経営細分

化を防止することがもうひとつの政策課題となっ

た。

同時に個別経営農家の枠組みを越えて,農家の

連携による協業の助長,協業経営組織等の育成・

展開を志向する。農地政策としては,旧基本法で

は上述の協業の助長とともに農地の権利移動の円

滑化(農地信託制度)が打ち出された。

この時期,徳島県の柑橘農家を中心に1戸1法

人(有限会社)が設立された。主たる目的は税金

対策であったが,農林省は,法人が農地の権利取

得をすることは農地法違反であるとした。だが,

農業団体等は農業の近代化のためには法人経営を

認めるべきだと運動した経緯がある。
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1962年に農地法が改正される。ひとつは,農業

生産法人制度の創設である。農業生産法人の組織

形態は,この段階では農事組合法人(農協法),

合名会社,合資会社,有限会社に限定された。株

式会社は株式の譲渡自由性からして農業生産法人

の要件を欠く恐れが強いとして排除された。農地

法の自作農主義の枠内での農業生産法人制度の創

設であったといえる。その後,70年農地法改正を

皮切りに数次にわたって農業生産法人制度の改正

(要件緩和)が繰り返されていく(後述)。

同時に,農協による農地信託制度が設けられた。

しかしながらその実績が極めて少ないという状況

は今日まで続いている。

3農地政策転換期(1970年代)

借地促進への転換

農業生産の面では,1970年代以降は米の生産過

剰,米生産調整の本格実施へと向かう(この米過

剰問題は,いまだに解決を見ていない)。農政は,

「総合農政の推進について(70年閣議了解)」の方

向で政策を展開するのであるが,その基本的な方

向は先に農林省が示した「構造政策の基本方針」

(67年)が下敷きとなっており,農地制度改正も

主要テーマとなる。

農業の担い手としては,「自立経営農家を農業

の中核的担い手として着実に発展させ,これが農

業生産のかなりの部分を占める」ようにすると

いった方向が示される。同時に「各種の集団的生

産組織を助長する」といったかたちで,自立経営

農家を軸としながらも兼業農家も組織して農業の

担い手を育成しようといった方向に向かう。この

頃から農政は,「自立経営」農家概念から少しず

つ距離をおき始めるのである。

ところで,自立経営農家は,60年の521千戸から,

65年の516千戸,75年456千戸,85年232千戸と減

少を続け,政策対象から外れていく。

農地政策としては,戦後農地制度の転換期を迎

える。農地市場に公的機関が介入して農地移動を

方向付けようとした「農地管理事業団法案」が

65,66年と2度の廃案を経た後,「構造政策の基
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本方針」で提起された農地制度改正の方向に沿っ

て農地法が改正される。農政は,自作農主義から

借地促進へと政策転換を図ったのである。

なお,農地法改正に先立って69年度に農業委員

会による「農地適正化移動あっせん事業」(予算

措置,71年度から「農地移動適正化あっせん事業」

に変更)がスタートしている。

70年農地法改正は,農地賃貸借規制の大幅緩和,

小作料統制の緩和(統制小作料の廃止,標準小作

料制度の創設),小作地所有制限の緩和,農業生

産法人の要件緩和,草地利用権制度の創設,農地

保有合理化促進事業の創設等多岐にわたり,農地

法改正史上最も大幅な法改正であった。この段階

で,農地政策は,自作農育成から賃貸借による規

模拡大へと大きく変更したのであった。

周知のとおり,農地保有合理化促進事業は都道

府県農業公社等が農地市場に介入して農地移動の

方向付けを行うものであるが,その事業実施主体

はその後に農協,市町村公社,市町村に拡大され

て,農地流動化の方向づけに積極的に取り組んで

きており,農業構造改革に重要な役割を果たして

きている。制度的には,93年農業経営基盤強化促

進法で,農地保有合理化法人制度を法的に位置づ

けている(1)。

農地賃貸借規制の緩和に関しては,70年農地法

改正に続いて75年にさらなる緩和措置として「農

用地利用増進事業」(農振法改正)の制度が創設

される。この事業に基づく利用権は,市町村が事

業主体となって,農用地利用増進計画を作成し公

告することによって利用権(賃借権,使用貸借に

よる権利)が設定され,利用権の期間の満了とと

もに権利が消滅する(農地法の賃貸借の解約等の

制限を受けない)制度とした。地域において農業

者が農地の利用調整を自主的・集団的に行い,農

用地の利用の増進を図ることをねらいとした。そ

れはさらに80年農用地利用増進法,03年農業経営

基盤強化促進法へと展開していく。

70年農地法改正に始まり,75年農用地利用増進

事業制度の創設,さらに80年農用地利用増進法制

定へと展開するこの時期は,戦後農地制度・政策

の一大転換期であったといえる。そして今日,農

業構造改革・農地流動化は,利用権による規模拡

大が中心をなすといった状況へと変化したことは

周知のとおりである。

この時期,我が国経済は長期にわたって続いた

高度経済成長が末期段階を迎え,ドルショック(71

年),オイルショック(73年)を契機に破綻をき

たし,戦後はじめて経験する低経済成長へと向か

う。高度成長末期の日本列島改造ブーム(72～

73年)の中で異常に高騰した地価は,その後の経

済の失調とともに大幅なマイナスに転じるという

経験をするのであった。

4農用地利用増進展開期(1980年代)

中核農家の育成

80年に「80年代農政の基本方向」が出される。

そこでの政策対象としての農業の担い手は,「中

核農家」(農業を本業として取り組む農家,統計

基準としては基幹男子農業専従者のいる農家)が

登場することとなる(所得均衡概念から労働力概

念への変更)。同時に,「営農集団」(中核農家が

中心となって,高能率機械を有効に利用した能率

の高い地域ぐるみの営農集団)を育成するといっ

た方向が打ち出される。中核農家と安定兼業農家

の共存,組織化が政策課題となってくるのであっ

た。

86年に「21世紀に向けての農政の基本方向」(農

政審報告)が出され,「効率的な生産システム」

の確立(自立的な大規模経営の育成,生産組織の

育成,新しい農業経営者の育成・確保)といった

方向が打ち出される。

ところで,中核農家は,80年1,250千戸,90年

624千戸,95年435千戸と減少を続けていき,中核

農家も政策対象として登場したものの,1度も戸

数増加に転じることなくその後政策対象から外れ

ていくこととなる。

農地制度としては,農用地利用増進法の制定(80

年,農用地利用増進事業の拡大)によって,農業

経営の改善と農業生産力の増進を図る方向が打ち

出されて,利用権による流動化・規模拡大政策が
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本格的に展開されていく。以降10年間は農地制度

改正を見ず,"農地流動化の実践の時代"へと移っ

ていく。国が農地賃貸借を促進すべく,貸し手に

農地流動化奨励金を交付する事業に踏み切ったの

もこの時期(79年度)からである。

日本経済にとっては,80年代は成長の破綻から

低成長へと向かう。この時期,レーガン(米),サッ

チャー(英),中曽根(日)等の国際的リーダー

層が新自由主義的政策を推し進めた。我が国で推

し進められた国際協調路線規制緩和政策の展開

によって,80年代末にはバブル経済へと推転した。

地価は異常高騰へと展開して,やがてバブルの崩

壊(90年),構造的不況,地価の長期下落へと向

かう時期(失われた10年)であった。

5WTO体制への移行期(1990年代)

-効率的・安定的経営体の育成

90年代以降も国際的には新自由主義的政策が一

段と進められ,ソビエトの崩壊(91年)によつて

それは加速される。ガット・ウルグアイラウンド

の・合意,WTO体制へと移行していくこの時期か

ら,我が国の農業の担い手や農地制度に関する政

策の方向が大きく変化し始める。

「新しい食料・農業・農村政策に関する検討の進

め方」(89年)では,「持続的,安定的な経営が可

能な多様な担い手(農業経営体)を育成する,そ

のために農地所有と農業経営の分離農地の所有

と利用のあり方を検討する」といった方向に変化

してくる。政策対象としての担い手は,家族農業

経営の枠を超える概念が登場してくるのである。

さらに,92年・「新しい食料・農業・農村政策の方向」

(いわゆる「新政策」)では,担い手として「効率

的・安定的経営体」(主たる従事者の年間労働時間

が他産業並み,主たる従事者1人当たりの生涯所

得が他産業従事者と遜色ない水準を確保できる経

営体)を育成するという方向が打ち出される。農

家概念を超えた「経営体」(個別経営体,組織経

営体)の登場である。それは,「法人化の促進」,「農

業経営における株式会社化」へと展開していく。

こうした政策展開に対応しての農地制度改正で
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は,89年・農用地利用増進法改正で,「経営規模

拡大計画の認定制度」が登場する。さらに,93年
・農業経営基盤強化促進法(農用地利用増進法の

改正)では,「効率的かつ安定的経営の育成」を

法の目的とし,「認定農業者制度」が登場する。

これまでの「農用地の利用の増進」から「農業経

営基盤の強化」へと変更したのである。市町村の

農業経営基盤強化促進基本構想にそって,農業経

営者が農業経営改善計画を策定して「認定農業者」

(含法人)として位置づける仕組みを作り上げた

のである。そして,この認定農業者に利用権の設

定を促進する等の施策を集中していくといった方

向が示され,施策の具体化が進められることとな

る。

なお,認定農業者は,95年1.9万戸(うち法人0.7

千),2000年14.5万戸(同5.0千),05年19.2万戸(同

7.9千),07年22.9万戸(同11.0千),08年23.9万戸(同

12.2千)と推移する(各年3月末)。

6WTO/EPA体制期(2000年代)

市場主義・企業参入への道

新自由主義的経済政策の一層の拡大,グローバ

ル化といった世界政治・経済の流れは,ソビエト

の崩壊以降のアメリカ一国主義の台頭の中で以降

一層激しくなっていったのだが,やがて綻びが出

始める。超資本主義とまで言われる新自由主義的

世界経済運営は,WTO,EPA体制の進展の中

で今日世界を覆い尽くしており,各国で経済格差

を著しく拡大させてきた。だが,新自由主義のグ

ローバルな規模での歴史的実験は破綻へと向かっ

て,そのツケが今や世界経済を大きく揺るがして

いる。1930年代の大恐慌と事態は類似していると

いわれており,カジノ資本主義の破綻である。我

が国の地価も,2000年代半ばに主要都市部や一部

のリゾート開発地等で戦後四度目の地価異常高騰

へと向かい,ミニバブル状況を呈したが,今や不

動産会社の倒産,不動産物件の投げ売り,地価下

落へと向かっている。

この21世紀初頭の我が国農政の選択方向は,ど

うであったか。我が国経済も新自由主義的運営が
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選択される中で,農政は,新たな農業基本法の制

定等に見られるように,従来の政策から一定の転

換を図る方向へと向かう。

①第1段階農業生産法人に株式会社形態を容認

98年の「食料・農業・農村基本問題調査会答申」

では,農業の担い手は,家族農業経営が主流を占

めるとしつつも,我が国農業を担っていく経営主

体は法人経営など多様な経営体の展開が必要だと

して,法人経営の育成へとシフトしていく。それ

を受けての「農政改革大綱」(98年)では,多様

な担い手を確保するために農業経営の法人化を目

指すとして,農業生産法人の株式会社形態の導入

等さらなる要件緩和の方向を打ち出した。そして,

99年に「食料・農業・農村基本法」を制定し,翌

2000年に「食料・農業・農村基本計画」を策定して,

新たな農政の方向を示した(その後05年に「基本

計画」を改定)。

そこでは,農業の担い手に関しては,「効率的

かつ安定的な農業経営の育成」を基本に据えて,

それが農業生産の相当部分を担う農業構造を確立

する,とりわけ農業経営の法人化を促進するとし

た。そして,2000年農地法改正で,農業生産法人

に株式会社形態を容認するに至る。

ここで農業生産法人制度のこれまでの改正(要

件緩和)過程を見ておく。

(i)62年の農業生産法人制度がスタートした

段階では,法人の事業は,農業(併せ行う林業等)

に限定,法人の構成員は農地を提供した個人,法

人の事業に常時従事する者に限定されていた。さ

らに,借地制限,雇用労働力制限等の制約があっ

たが,70年農地法改正でこの制約ははずされた。

(ⅱ)80年農地法改正で,法人の事業に常時従

事する者のみで農業生産法人を設立することが可

能となった。

(ⅲ)93年農地法改正で,法人の事業(農業)

に生産した農畜産物の製造加工等を追加。構成員

に農地保有合理化法人,農協等,法人から物資の

提供等を受ける個人,事業の円滑化に寄与する者

を追加。

(ⅳ)2000年農地法改正で,法人の形態に株式

会社形態(株式の譲渡制限のあるもの)を容認す

るに至った。加えて,法人の事業は,主たる事業

が農業(含林業等)及び関連事業が売上高で過半

を占めればよい,というように大幅に緩和された。

(v)さらに,03年には農業経営基盤強化促進

法の改正によって,一般企業の農業生産法人への

出資を2分の1未満まで可能とした。

(ⅵ)05年会社法の制定に伴って,農業生産法

人の形態が,農事組合法人(農協法)のほか,株

式会社(公開会社でないもの),持分会社(合資

会社,合名会社,合同会社)となった。

②第2段階一般企業の農業参入を容認

02年の「食と農の再生プラン」では,農業経営

の株式会社化,農地法の見直しを提起。同年,構

造改革特別区域法によって,農業特区での企業一

般の農業参入,農地の権利取得に道を開いた(リー

ス方式による「特定法人」(一般企業)の参入)。

05年には,このリース方式を全国展開すべく,農

業経営基盤強化促進法を改正しており,特定法人

は増加傾向にある。(特定法人は,03年3月156法

人から08年3月現在で281法人建設業93,食

品会社64,その他121に増加)

この時期には農政上の重要な政策変更があっ

た。それは次のとおりである。

2000年度に中山間地域直接支払い制度がスター

トしている。周知のとおり,この制度は,特定農

山村法等の指定地域で,生産条件が不利で耕作放

棄等の懸念の大きい農用地区域内の農地で,一定

の基準に従って指定された一団の農地において耕

作放棄の防止等の集落協定や認定農業者等が耕作

放棄される農地を引き受けて耕作する個別協定を

結び,5年間農業生産活動を継続する場合に,直

接支払いを行うものである。

07年からは「品目横断的経営安定対策(08年度

からは水田・畑作経営所得安定対策)」が導入され

ている。価格政策から経営対策への一大政策転換

であり,経営安定対策の対象者は,認定農業者か

集落営農組織で一定の経営規模を有することが条

件となっており,そこに構造改革効果を求めてい

る。この政策が農地流動化や農業構造に如何なる
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影響を与えるのか,今後の推移を見守るしかない。

同時に「米政策改革推進対策」(08年度に一定

の手直し)及び「農地・水・環境保全向上対策」が

スタートしている。

Ⅱ農地の賦存量と権利移動の概括

農地改革以降60年の変化

1で述べてきた農業構造政策,農地流動化政策

とかかわって,農地の権利移動が如何に変化して

きたのか,ここでは主として農地の権利移動の推

移に関して農地改革以降60年の変化を概括する。

その前段として,農業構造改革の重要要素たる生

産基盤の賦存量の変化について確認しておく。

1農地の賦存量・生産基盤の縮小過程

(1)農地総量の変化その減少状況

3,700万haという狭小な国土,かつ山岳・山地

の占める割合の高い我が国の場合,そこで高密度

な経済社会活動が展開されており,可住地での土

地利用の競合が激しく,農業的土地利用(農用地)

から他の土地利用(住宅用地等)への転換が著し

く進行する。加えて,土地寄生的な経済運営の中

139

で,高度経済成長末期の1970年代半ば(日本列島

改造),1980年代後半(バブル),2000年代半ば(ミ

ニバブル)と土地投機が繰り返されてきている。

もう一方では,際限ない農産物市場開放,農業生

産環境の大幅悪化,高齢化,過疎化等から農業縮

小,離農等が進み,農地の耕作放棄森林,原野

への後退等が著しい。とりわけ1980年代後半から

の新自由主義的経済政策の展開,90年代・WTO

体制への移行等がそれに拍車をかけた。そうした

点を以下で確認する。

我が国の農地面積は,終戦後の1946年に531.5

万haにまで落ち込んだが,戦後開拓等の積極的

な推進によって農地面積は増加を続け,1961年に

608.6万haでピークを迎えた。

だが,農業構造政策を本格的に展開しようとし

始めるその時期(60年代)以降,高度経済成長に

伴う農外土地需要の拡大等によって農地面積は減

少の一途を辿ってきている。70年579.6万ha,80

年546.1万ha,90年524.3万haと減少を続け,95年

503.8万haを最後に以降は500万haを割り込み,08

年には462.8万ha(60年の76%水準)にまで落ち

込んでいる。

表-2農地面積の推移(1960～2008年)
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もちろん,北海道と都府県では動きを異にする。

北海道では,農用地造成等で農地の増加が続き90

年に120.9万haに達した(対60年比1.28倍)。その

後は農用地造成の大幅縮小,農地かい廃の増加に

よって農地面積は減少を辿ることとなるが,今日

なお対60年比で1.23倍の水準を維持している。他

方,都府県では農地面積は減少の一途を辿り,今

日では346.6万ha(対60年比0.68)にまで落ち込ん

だ。北海道で規模拡大が大きく進展したのに対し

て都府県でそれが著しく遅れているのは,農家戸

数の減少(離農)の差もあるものの,この農地の

賦存量の差異とも大いにかかわる。(表―2)

(2)農地の拡張とかい廃・耕作放棄

農地面積の増減にかかわる農地の拡張(農用地

造成等)とかい廃(農地の他用途転用等)は,表

-3に示すとおりである(農地の農地以外への転

用に関しては,農地法許可等による転用実績デ-

タがあるが,ここでは取り扱わない)。

統計がとれる1955年以降の農地の拡張面積は,

農用地開発等によって55～85年の30年間に106.3

万haあった(65～75年の10年間が最大で48.2万

ha)。だがその後は,拡張面積は大幅減少に転じ

(85～95年で11.6万ha),国営農用地開発が行わ

れなくなった最近では,年間2千ha程度の拡張

でしかない。結局,55年～08年の53年間の農地

の拡張は122.0万haであった。

他方で,農地のかい廃面積(都市的利用への農

地の転用や植林,耕作放棄による非農地化)は,

53年間に261.2万haに達している。農地のかい廃

が大幅に増加を始めるのは1960年以降であるが,

かい廃がとりわけ多かったのは65～75年の91.3

万ha(年9.1万ha)であった。95年以降でも年間

3万haを超え,最近でも年2.5万ha近く潰れてい

る。農地の減少は,60～65年の5年間に既に9.4

万haに達していたが,半世紀の問に差し引き139.2

万ha減少したこととなる。

最近の農地のかい廃のうち都市的かい廃(工場

用地,宅地,道路等)は,95～08年の13年間に

18.4万haでやや減少傾向にはある。他方で,耕作

放棄植林等農業内的要因からのかい廃が,同時

期に24.2万haに達しており(2),農業の存立条件

が著しく悪化していることを反映しているといえ

る。

国は,今後とも新規の農用地の造成は見込んで

おらず,農地の減少傾向に歯止めをかけられない

ことは,「食料・農業・農村基本計画」でも示して

いるとおりである(3)。

こうした農地の減少とともに無視できないの

が,農地かい廃予備軍ともいえる耕作放棄されて

いる農地の存在である。放置しておけば当然なが

ら荒廃が進んでいずれは非農地化する。この耕作

放棄地は,全国で38.5万ha濃茶経営体22.3万ha,

土地持ち非農家16.2万ha)に達している。農業経

営体の耕作放棄率は,平地農業地域は相対的に低

いが,山間農業地域(8.7%),中間農業地域(7.9%),

都市的地域(6.9%)と高い比率を示している(表
-4)。農水省は,「農地政策の展開方向」(07年

11月)で,農地政策の柱のひとつとして「5年後

に耕作放棄地を解消することを目途に対策を実

施」するとしているところであるが,如何に解消

し得るか農水省,農業関係団体の力が試される。

表-3農地の拡張・かい廃面積(全国・1955～2008年)
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表-4耕作放棄地増加の推移(全国)

加えて問題なのは,耕地利用率の低下である。

耕地利用率は1960年には132.9%(作付け延べ面

積812.9万ha)であった。その後は作付け延べ面積,

耕地利用率ともに減少の一途をたどり,1993年に

耕地利用率100%(作付け延べ面積は512.5万ha)。

以降,耕地利用率が100%を回復することなく,

06年には93%(作付け延べ面積434.4万haで1960

年当時の53%水準)にまで落ち込んでいる。

(表-5)

こうした事態は,農業経営者に農地の利用度を

上げるといつたエネルギーが著しく低下している

ことを示しているのである。構造改革は,経営規

模拡大を最大課題としているのであるが,規模拡

大してくれるであろうと農政が期待を寄せる農業

経営層が,経営規模拡大のみならず耕地利用率向

上にも意欲が向かうよう,経営エネルギーをより

一層蓄積できるような経営支援を行うことが,食

料自給力向上政策の面からも極めて重要なことで

ある。

2農地の権利移動概括――農地改革から今日ま

での変化の特徴

我が国の農地は,先に見たとおり大幅に減少を

続けているのであるが,このように農地基盤が縮

小していく中で農業構造改革,農地流動化が推進

されてきたのであり,今後においてもこうした厳

しい状況下で政策を推進しなければならない事態

が続くのであろう。

ここでは,これまで展開されてきた農業構造政

策，農地流動化政策が農地移動に如何なる影響を

与えたのか,政策が求める方向に農業構造の改善

は進みえたのか,農地移動に関するデータを用い

て確認したい。もちろん,農地の権利移動は,農

産物価格政策等による農業の交易条件の変化やそ

れを受けての農業経営の結果に大きく影響を受け

るのであり,さらには農家の保有労働力,農業経

営継続・承継の意向,相続問題,農地の立地条件,

農外環境の変化等多様に絡み合っている。した

がって,農業構造政策,農地流動化政策を展開す

れば直ちに農地流動化に結びつくものではないと
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いった問題を常に含んでいる。さらには,既にふ

れたように農業生産基盤たる農地面積の大幅な減

少が続いているのであり,農地流動化や経営規模

拡大にマイナスしていることは言うまでもない。

以下,農地改革時から今日までの農地移動の推

移・変化の特徴(農地転用を除く)を,大まかな

時期区分ごとに概括する。(表一6,7,稿木別表

――1,2参照)

(1)農地改革～農地法制定段階(1950年代)

1)農地改革段階

戦後の農地移動に関して農地業務統計も含めて

概ね連続して把握できるのは,農地法施行(1952

年)後の1953年からである。それ以前については,

農地調整法による権利統制の下での農地移動が権

利形態別に詳細には把握されていなかった。そう

した不備な面があるのだが,農地調整法に係る既

存の業務統計資料で概略みておく(農地改革の買

収・売渡による権利移動及び農地の転用を除く)。

なお,自作農創設特別措置法(1946年)に依拠

して実施された農地改革では,第1回買収(47年

3月)から第4回買収(48年3月)までの1年

間で129．1万町歩を買収,第16回買収(50年7月)

までに合計174.2万町歩を買収している。それら

買収農地等を主として小作人に売渡して,農地改

革は1950年で概ね終了している。

この農地改革実施期間中も農地の権利移動は

あったものの,その移動量は極めて少なかった。

そして,農地改革で創出された新たな土地所有構

造(自作農的土地所有)の下で,1950年頃から農

地の権利移動は増加していく。

①農地所有権移転

農地の所有権移転合計(自作地有償所有権移転,

自作地無償所有権移転,小作地所有権移転の合計)

は,農地改革実施中の47年から49年までは年間

1万町歩に満たない程度であった。それが,50年

以降は50年1.7万町歩,51年2.3万町歩,52年3.2万

町歩と,やや増加傾向で推移する。51年からは権

利形態別の内訳も調査されており,それによれば,

自作地有償所有権移転(売買等)が51年0.6万町歩,

52年0.9万町歩であり,かなり低い水準であった。

自作地無償所有権移転(贈与)は,51年1.1万町歩,

52年1.3万町歩で推移している。小作地所有権移

転(殆どが農地改革残存小作地の小作人による所

有権取得と見てよい)は,51年0.8万町歩,52年0.9

万町歩であった。

農地改革によって創設された自作農的土地所有

の下での農地移動がどの程度の確率で起こりうる

のかは全く未知の領域であったのだが,農地法施

行以降の農地移動量と比較しても相当少なく,戦

後の混乱期,農地改革実施過程では農地の一般的

な権利移動がかなり抑制されたものであつたと見

てよい。土地所有形態が全く異なるために単純に

は比較できないのだが,戦前期の地主制の下での

農地売買面積は,1933～1935年平均で年間19.1

万町歩(農地移動率3.2%),うち自作地売買8.6万

表-6農地改革段階の農地の権利移動(全国・1947～1952年)
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町歩(同2.7%),小作地売買10.6万町歩(同3.7%)

と高い水準にあった(4)。

②農地賃貸借関係

賃借権等(使用貸借を含む)の設定・移転は,

1947年は0.4万町歩と少なかったものの48年以降

は年間1万ha程度で推移した。他方で,賃貸借

の解約は,農地改革実施段階では地主による小作

地取り上げ等の動きが相当激しかった(敗戦1年

目の土地返還請求は25万件,2年目は土地取り上

げ20余万件)。だが,農地改革実施に当たっての

農地買収時点を1945年11月23日まで遡り,その時

点での所有・利用関係に基づいて農地買収(遡及

買収)が徹底して実施されたこと,農地改革終了

後に残された小作地(農地改革残存小作地)は,

耕作する権利が強く保護されたこととも関わっ

て,50年頃からは賃貸借の解約は年間3千町歩程

度に減少して推移した。

2)農地法制定段階(1950年代)

農地法は,農地及び採草放牧地の権利移動を統

制しているが,その権利統制(農地の権利移動)

については農水省において今日まで継続的に把握

されている(5)。(表一7)

この時期の農地行政は,農地改革で創設した中

堅自作農の育成に重きをおき,耕作者自らが農地

を所有することを政策の基本として,その農民の

土地所有を擁護していくことを最重点とした(自

作農主義)。そして,農地改革で残された農地改

革残存小作地については,それら小作地を解消す

る方向(小作人による所有権取得)で農地行政が

推進されたのであった。

①自作地有償移動

この時期の農地移動の中心は,自作地有償所有

権移転(売買及び交換)であり,その面積は全国

で年間3～5万haと増加傾向で推移した。農地

法制定直後の1953年は,都府県2.3万ha(農地移

動率0.46%),北海道0.7万ha(同0.91%),55年は,

都府県3.0万ha(同0.61%),北海道o.9万ha(1.01%)。

②農地賃貸借関係

賃借権の設定は年間5～3千haと低い水準で

表-7自作地有償移動面積の変化
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推移している。賃貸借の解約も4～5千haと少

ない状況が続いた。他方で,小作地所有権移転が

年間2.1～1.4万haと相当量にのぼっており,耕作

者(小作人)が小作地の所有権を取得する形で小

作地が大幅に減少していつた。この傾向は1960年

代も続いた。

(2)農業基本法段階(1960年代)

我が国農業の構造改革は,農業基本法を出発点

として1960年代から取り組まれるのであるが(当

時の用語は「農業構造改善」),それは自作農主義

の下での自立経営農家(自作農)の育成であった

といえる。したがって,農業構造の改革とりわけ

土地利用型のそれは,農地の所有権の取得による

規模拡大がカギを握るのであり,農地の権利移動

は,農地賃貸借の促進ではなくて,所有権レベル

での規模拡大であった。

この時期,我が国経済が高度成長へと展開する

中で,農地転用が大幅に増加する(前掲表一3参

照)。そこでは,農地転用で失った農地の代替地
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を取得するといった動きが全国的に見られた。代

替地取得は,税金対策の面もあったのだが,それ

とともに,この時期には農民の農業継続意欲がな

お相当強かったことの反映であったと見てよい。

他方で,この高度成長の過程で全国的に農村か

ら労働力の流出が激しく進んだのであるが,とり

わけ北海道ではそれは離農の多発それに伴う

農地の処分(売却)として現れた。北海道の農

家戸数は,1960年の23.4万戸から75年13.4万戸へ

と42.5%減少しており,この間に離農が最も激し

く進んだ。さらに,75～90年の間に29.0%減少,

90～05年の間に38.1%減少して,05年の農家数

は5.9万戸(対60年一17.5万戸)にまで減少する。

①自作地有償移動

こうした状況の中で,自作地有償移動が大幅に

増加していく。1960年代から成長の破綻(73年)

までの10余年間は,全国で年間7万haを超え,都

府県で年間4万ha(農地移動率0.8%)前後,北

海道で3.5万ha(同3.5%)前後の売買量で推移した。

北海道では主として離農によって放出された農

地を,農業委員会のあっせん等によって残存する

担い手農家の規模拡大に積極的に結び付けていく

取り組みが積極的に進められた。

都府県では,農地移動量が増加したものの代替

地取得等が一定の量を占めており,残存担い手農

家の規模拡大には大きくは寄与し得なかった。

②賃貸借関係

賃借権の設定が年間2～3千ha程度,賃貸借

の解約が年間4千ha程度で推移しており,さら

に小作地所有権移転が1.4万ha～5千ha程度で推

移する。こうして小作地は,小作地所有権移転を

主要因として引き続き減少していく。

(3)農地政策転換期(1970年代)

既にふれたように,70年代は戦後農地制度の一

大転換期であった。それは,70年農地法改正を転

機として,自作農主義から借地促進へとこれまで

とは全く逆の政策選択を行ったのである。この借

地促進政策は,その後75年に農用地利用増進事業

の創設といった新たな制度を創出したのである

(その後,80年農用地利用増進法,93年農業経営

基盤強化促進法へと展開)。こうした農地制度変

更の中で,農地移動は大きく変化していく。

①農地賃貸借関係

農地賃貸借関係が大きく変化しはじめる。70年

農地法改正(賃貸借規制の大幅緩和等)以降は農

地法ベースでの賃借権の設定が増加傾向で推移し

て,75年には年間5千haに増え,80年には1万

haを超えた(以降は利用権制度が定着するにつ

れて減少傾向で推移)。他方で,賃貸借の解約も

70年頃からやや増加傾向で年間5千ha程度とな

り、小作地所有権移転は大幅に減少して70年代末

には年間2千haを切る。賃貸借の合意解約が知

事許可不要となったことが,農地改革残存小作地

の解約も含めて地主側からの小作地引き上げ傾向

を強めた(この点は当時の農村実態調査等で確認

できたことであった)。

さらに,75年の利用権制度のスタート以降は利

用権の設定が急速に増加していき,80年には,2.7

万haに達する。と同時に,期間が満了すれば権

利が消滅することとなる利用権の性格上,「利用

権の終了」が増加していく(80年3.7千ha)。こう

して,これまで農地法によって強固にその権利が

保護されていた賃借権が,法規制の緩和とともに

急速にその権利を弱めていくのであった。

②自作地有償移動

70年代後半以降,自作地有償移動は年間4万

ha程度に大きく落ち込み,1950年代の水準へと

戻っていく。80年の有償移動は,都府県2.5万ha(移

動率0.56%),北海道1.6万ha(同1.36%)。

(4)農用地利用増進展開期(1980年代)

80年の農用地利用増進法の制定(「75年農用地

利用増進事業」の拡充)によって,農地法の基本

枠組みを残しつつ,この農用地利用増進法に依拠

しての農地流動化が促進されることとなる。農用

地利用増進法では,利用権設定等促進事業の対象

とする権利の範囲を拡大して,農用地等について

の利用権(賃借権,使用貸借による権利,農業経

営の委託に伴う使用収益権)の設定・移転及び所
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有権の移転を対象とすることとなった。

拡大された利用権設定等促進事業によって,ま

た,79度からスタートした農地流動化奨励金を活

用して,さらには各種助成事業を準備して農地流

動化に本格的に取り組まれていく。農地制度上は,

農地法による許可体系と農用地利用増進法による

事業体系が並存し,農地移動に大きな変化が生じ

始めるのであった。

①農地賃貸借関係

利用権設定が80年の年間2.7万haから年々大幅

増加の傾向をたどって,90年には5.2万ha(都府

県万3.7ha,北海道1.5万ha)に達する。これに対

して農地法許可による賃借権の設定は減少傾向と

なって,85年頃からは年間5.5千ha程度で推移す

る。

他方で,利用権の終了が80年の3.7千haから90

年には2.3万haへと膨れ上がる。賃貸借の解約も

増加傾向を続けて,80年の5.9千haから倍増して

90年には1.2万haに達した。小作地所有権移転は,

80年代は年間2千ha前後と減少傾向で推移した。

かくして,農地賃貸借関係は賃借人の権利が弱

められた流動的な貸借としてその量を増大させて

いく。

②自作地有償移動

自作地有償移動は,80年4.0万haからやや減少

傾向を示しながら80年代を経過して,90年には3.4

万ha(都府県2.0万ha(移動率0.49%),北海道1.5

万ha(同1.22%))にまで落ち込んでいく。

(5)WTO体制への移行期(1990年代)

93年に農業経営基盤強化促進法(農用地利用増

進法の改正)が成立し,「認定農業者」制度(効

率的かつ安定的経営とほぼ同概念)がスタートす

る。この認定農業者(含法人)に農用地の利用の

集積を図り,WTO体制下での市場開放に耐えう

る経営体を育成しょうとするのである。

①農地賃貸借関係

農地流動化施策の成果たる利用権の設定は,90

年の5.2万haから順次増加して95年に6.4万ha,98

年には8万haを超えて2000年には10.1万haに達
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し,この頃から北海道での利用権設定が大幅に増

加してくる(都府県6.5万ha,北海道3.5万ha)。

農地法許可に係る賃借権の設定は,この時期

はやや減少傾向で90年5.4千haから95年4.1千ha,

2000年3.4千haと推移する。

利用権の終了は増加を続けて95年3.3万ha,

2000年3.7万haとなり,賃貸借の解約も95年1.3万

ha,2000年1.6万haと増加を続けていく。

小作地所有権移転はさらに減少を続けて,90年

代前半の年間2千ha程度から90年代後半には1.5

千ha程度で推移する。

②自作地有償移動

この時期も,自作地有償移動は,やや減少傾向

で,年間3万ha前後の水準で推移する。そして,

95年頃から北海道の自作地有償移動が都府県の

それを上回るようになる。95年は都府県1.4万ha,

北海道1.3万ha,2000年は都府県1.4万ha,北海道1.7

万ha。

(6)WTO/EPA体制期(2000年代)

99年の食料・農業・農村基本法制定以降農地制

度に関しても前述のとおり重要な改正が行われ

た。また,価格政策から経営所得政策へと大きく

転換された。こうしたことが農地移動全体に影響

を与え,農地移動にいくつかの新たな変化が現れ

る。

①農地賃貸借関係

利用権設定は,2000年以降おおむね年間10万

haを超えて推移していたが,06年に16.2万haに急

増する(05年12.2万ha)。これは多分07年度から

スタートした品目横断的経営安定対策(08年度か

ら水田・畑作経営所得安定対策)への加入条件を

満たすための権利設定が相当あつたと思われる。
一方,利用権の終了が年間5万haを超える状

況となり,賃貸借の解約も06年には2.3万haに達

する。農地法による賃借権の設定は,年間4千

ha程度に過ぎない。そうした中で,小作地所有

権移転が02年以降大幅に減少してきている(01年

1.7千ha―→02年0.8千ha、04年0.3千ha,06年で0.2

千ha)。だが,その要因をいまのところ明確に特
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定できない。

②自作地有償移動

北海道での自作地有償移動が都府県のそれを上

回るといった95年頃からの動きは,2000年以降も

続いており,その傾向がさらに強まるのである。

すなわち,2000年は都府県1.4,万ha,北海道1.7万

ha,06年は都府県1.3万ha,北海道1.8万haといっ

た動きである。激動を続けてきた北海道の農業

が,新たな再編段階に再び入り始めたのかもしれ

ない。

③自作地無償移動・使用貸借の新たな動き

もうひとつ注目すべきは,自作地無償所有権移

転面積が2000年以降は年間1万ha程度へと大き

く減少してきていることである。他方で,使用貸

借が経営移譲年金受給以外の理由で増加してい

る。これらの点はこれまで殆ど注目されていな

かったのであるが,新たな分析・解明が必要であ

る。

Ⅲ自作地有償移動の構造

その変化の特徴

1自作地売買――戦後半世紀間の総量

自作地有償所有権移転(以下,「自作地有償移

動」又は「自作地売買」)は,高度経済成長期に

は年間7万haを超える移動があつたが,成長の

破綻後の75年以降は4万ha程度に減少し,90年

以降は3万ha前後で推移している。

そうした中で,利用権設定面積は,82年に自作

地有償移動面積を超え,以降は,利用権設定が農

地流動化の主流となってきているといえる。とは

いえ,利用権は期間6年程度の賃借権設定(再設

定)の繰り返しであり,再設定を繰り返さない限

り耕作する権利が継続できず,農業経営にとって

不安定な要素はぬぐい去れない。

これに対して,自作地有償移動は一度権利を取

得すれば極めて安定した耕作する権利を獲得でき

るのであり,農業経営の長期的継続が期待できる。

利用権設定が主流をなす農地流動化の時代ではあ

るが,この自作地有償移動が農業構造改革に果た

している役割は軽視できない。とりわけ北海道で

そうである。

自作地有償移動量は,農地法制定以降の54年

間(1953～2006年)に延べ245.5万haに達してい

る(別表-2)。この半世紀の間に農地面積の半

分が売買されているのであり,これが農業構造の

改革に寄与するよう誘導されておれば,我が国農

業構造は相当程度改善されたのかもしれない。離

農を伴った北海道の農地売買の場合は,残存農家

の規模拡大に効果的に結びついたものの,都府県

の場合は,代替地取得や農地地片の切り売り的移

動の中で規模拡大は政策が期待するほどには進ま

なかったのも事実である。しかしながら,最近の

傾向としては都府県での売買においても担い手屑

への利用集積が進みつつある。そうした点を,以

下で確認しておく。

2自作地有償移動――下層放出の特徴

(1)下層の農地放出――変化の特徴

自作地有償移動面積が,経営規模別に把握され

ている1966年以降の自作地売却面積(交換を除く)

を見たのが,表一8である。

⑦都府県の特徴

都府県の場合,最小規模層を「1ha未満」(含

不耕作層)と大括りにしているために,この階層

の農地売却割合が相対的に高くなるのであるが,

年次傾向的には規模の大きな階層が農地を売却す

る割合が若干ではあるが高まってきている。

1950年代を年間2～3万haで推移した都府県

での農地売却面積は,66年には3.8万ha(農地移

動率0.75%)に増加,このうち57.1%が1ha未満

層(うち不耕作層0.1%)からの放出であった。

1～2ha層が29.6%(2ha未満層合計で86.7%),

2～3ha層が8.1%と続き,3ha以上層の放出は

5.3%であった。

それが,80年には農地売却面積が2.2万ha(農

地移動率0.51%)に減少する中で,売却階層は,

1ha未満層が53.7%(不耕作1.7%),1～2ha層

で27.3%(2ha未満層合計で81.5%)と割合を下げ,

2～3ha層が9.9%,3ha以上層が8.5%とその割
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表―8自作地売却・経営規模別面積(除交換)

合を高めている。

95年には1.3万ha(農地移動率0.33%)にまで

減少した農地売却のうち,2ha未満層が占める

割合は77.0%にまで低下している(1ha未満層

が53.6%(うち不耕作層10.8%),1～2ha層が

20.6%)。2～3ha層10.1%,3ha以上層12.9%(う

ち5ha以上層6.3%)と上層の売却割合が高まる。

さらに,06年は,農地売却量が1.2万ha(農地

移動率0.36%)と低い水準に落ちる。階層別には,

lha未満層が52.9%(うち不耕作層10.7%),1～

2ha層が20.9%の放出であり,2ha未満層までが

放出する割合が78.8%(対66年で-7.9%)に低下

する。2～3ha層の放出割合・が8.5%を占め,3

ha以上層のそれは12.7%(対66年で+7.4%),5

ha以上層は5.7%に高まっているのである。長期

間に渡って担い手対策,経営規模拡大政策が進め

られており,大規模層の形成がある程度は進んで

はいるが,他方で,上層の農地放出割合も高まっ

ているのであり,上層といえども経営が安定的に

展開しえない側面を有していることを示してい

る。

②北海道の特徴

北海道の場合,1960年代以降の離農の著しい増

大とともに自作地売買が急速に増加するのであ

り,60年代半ばから70年代前半にかけては,年間

3万haを超えていた。1966年の自作地売買量は

3.2万ha(農地移動率3.38%)で,その売却階層は
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10ha未満層が全体の76.0%を占めて圧倒的であっ

た(5～10ha層37.9%,3～5ha層24.3%,3ha

未満層13.8%うち不耕作層0.5%)。10～20ha層で

も21.2%を占めていたが,20ha以上層は2.8%と低

いものであった。北海道の場合,水田作,畑作,

酪農等で経営規模にもともと格差があり一律に扱

えない面を持つが,農地移動統計では経営部門別

には把握していない。

15年後の80年には,農地売買量は年間1.5万ha

(農地移動率1.32%)に減少するが,売却階層は

上層に広がっていく。階層別売却割合は,10ha未

満層が51.1%(-24.9%)にまでその割合を下げ

ている(5～10ha層23.4%,3～5ha層15.4%,

3ha未満層11.9%うち不耕作層0.6%)。他方で,

10～20ha層で22.3%と若干割合を高め,20ha以

上層が27.0%を占めるに至っている(20～30ha

層9.3%,30～50ha層8.4%,50ha以上層9.3%)。

農地売却量は減ったものの上層にまで構造変動

(離農規模縮小)が及んでいることを示している。

95年には,農地売買量は1.3万ha(農地移動率

1.08%)に落ち込むが,上層の売却割合が高まり,

20ha以上層の占める割合pは29.6%(対66年比+

26.8%)に達している(20～30ha層9.2%,30～

50ha層10.3%,50ha以上層10.1%)。他方で,下

層の売却割合は10ha未満層が55.9%を占める(3

ha未満層31.7%うち不耕作層24.3%,3～5ha層

8.2%,5～10ha層16.0%)。

06年では,農地売却量が1.8万ha(農地移動率

1.57%)と増加に転じる。とともに10ha未満層の

占める割合が95年よりも高まって68.9%に達する

(3ha未満層52.2%うち不耕作層43.2%,3～5ha

層5.1%,5～10ha層11.6%)。3ha未満層には「不

耕作層」の売却が含まれているが,それが大幅に

増加してきているのである(後述)。他方で20ha

以上層の売却は22.6%に割合を下げるが,そのう

ち50ha以上層の占める割合が12.3%に達して,農

地売却量全体の1割を超えるようになってきてい

る。こうした変化の中にも北海道における新たな

構造再編の動きを読み取れる。

(2)「不耕作層」の農地売却の増加

ところで,自作地有償移動で「不耕作層」の譲

渡が増加している。「不耕作層」の自作地売却量は,

都府県では66年は41ha,80年324haに過ぎなかつ

たものが,95年1,202ha,06年1,125haと大幅に増

加している。北海道では66年146ha,80年69haで

あった。それが,95年2,711ha,06年5,992ha(農

家等の売却面積の43.2%)と大幅に増加している。

農地移動実態調査では,個別農家や農業生産法

人が自作地を売却(自作地有償所有権移転)する

場合は,原則として「不耕作」はあり得ない,と

の整理で調査をしている。にもかかわらず,「不

耕作」層の自作地売却が大幅に増加している(表

-8,注②参照)。

これをどう読むか。離農して耕作放棄していた

農地をその後に売却したという事例がかなり含ま

れていることも考えられるが,それだけでは説明

できない。農地賃貸借規制の大幅緩和とこれは

関っているといえる。農地を貸し付けて非農家と

なった者が,利用権設定農地の期間満了後,ある

いは賃貸借を中途解約した後に当該農地を売却し

た場合,小作地でなくなるから,これが自作地扱

いとなっているのではないか。賃貸借規制が強固

であった時期には,貸付地の売却は原則として小

作地所有権移転(その小作人への売却)でしか処

理できなかった。それが今日では賃貸借を終了さ

せて小作地でなくなったが,さりとて自ら耕作し

ていない,その農地が売却された場合には「不耕

作者の自作地売却」として処理され,それが経営

規模区分で「不耕作」含まれていると思われる。

これは,小作地所有権移転面積が大幅に減少して

いることとも関っているのではないか。北海道で

は農地の売り希望が多量に出てくるが,農地市場

に一気に放出されると地価下落を招き,融資で規

模拡大している農家のオーバーローン,経営破綻

につながりかねない,融資枠もあって買い手もす

ぐには手が出せないといった状況にもある。こう

した農地を一旦利用権設定して売買を先延ばしし

ながら,これ以上の地価下落を防ぐといった動き

もある。
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農地の移動が従来とは異なっており,所有者

(A)→利用権設定・耕作者(B)→利用権の終了(又

は中途解約)(A)→自作地売却・(B又は第三者)

といった流れとなり,これまでの農地移動実態調

査の把握の仕方では全体像が正確に解明できない

といった側面も出てきているように思われる。農

地法制がこれ以上緩和されれば,こうした実態把

握がますます困難になるのであろう。

(3)自作地売却――譲渡理由の変化

自作地有償移動(含交換)の譲渡理由は,半世

紀の問に如何に変化してきているのか。都府県と

北海道ではその様相が相当ことなるが,その変化

の状況を見ておく(表一9)。

①都府県の特徴

都府県の1967年当時,最も多いのが「資金が必

要」(29.3%)であり,ついで「高齢化・労力不足」

(19.3%),「農業廃止」(13.8%),「相手方の要望」

(12.9%)であった。必要資金の内訳は,「生活・
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その他資金」(19.0%)が最大であり,「農地購入・

営農資金」(9.6%),「相続資金」(0.4%),「災害

に基づく資金」(0.2%)と続く。農地の売却は家

産の処分であって,特別の事情がない限り避ける,

ということが従来からの農家の行動様式であっ

た。67年当時もそうした状況が残存しており,資

金が必要,それも生活資金等の特別の支出に充当

するための農地処分が中心をなしていた。

15年後の80年には,「資金が必要」(21.3%)が

最も多いが,「相手方の要望」(19.1%),「高齢化
・労力不足」(14.7%)と続く。「農業廃止」(10.0%)

を理由とする譲渡は減少している。70年代以降に

は,農業を廃止しても農地処分は売買から貸借へ

といった動きが明確に出てくるのであった。

95年には,「相手方の要望」(28.9%)を理由と

する売却が大幅に増加し,次いで「資金が必要」

(17.9%),「高齢化・労力不足」(15.4%)と続く。

この「相手方の要望」は,相手からの直接的な要

望といったことのみならず,農業委員の農地流動

化のあっせん等による譲渡等も含まれていると思

表一9自作地有償移動・譲渡理由(含交換)
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われる。また,農地の処分(売却)は家産の重大

な処分であるといった意識・位置づけが,この間

にある程度変化してきているのであろう。農業環

境の悪化,農地価格の大幅な下落,中山間地域で

の農地管理の困難の広がり等が,それに拍車をか

けている。

06年には,「高齢化・労力不足」(23.7%)によ

る譲渡が増加し,「資金が必要」(12.5%)と続き,

「兼業による経営縮小」(11.1%)がウエイトを高

めている。この40年間に農地売却の理由が大きく

変化してきているのである。

なお,「その他」(30.7%)が大きく増えたが,

これは「相手方の要望」を譲渡理由の項目から除

外したことに起因しているものと考えられる。こ

の「相手方の要望」は,農地移動実態調査の開始

以前から調査されていた農地売却理由を把握する

上での重要な調査項目であった。如何なる理由で

除外したのか分からないが,事態を正確に把握す

るための調査設計の重要さ,正確な判断の必要を,

このことは示している。

②北海道の特徴

67年には,「農業廃止」(65.2%)が圧倒的に多く,

次いで,「高齢化・労力不足」(9.6%),「資金が必

要」(8.8%)(「農地購入・営農資金」7.1%,「生活・

その他資金」1.5%等),「耕作不便」(8.0%)と続

く。この時期,離農が激しく進んだことを,農地

移動の面からも確認できるのである。

80年には,「農業廃止」(38.0%)がその割合を

下げながらも最も多い。次いで「高齢化等労力不

足」(15.2%),「相手方の要望」(8.9%),「兼業に

よる経営縮小」(8.1%)が割合を高める。さらに「耕

作不便」(7.3%),「資金が必要」(7.2%)と続く。

95年には,「農業廃止」(45.6%)がその割合を

再び高め,「高齢化等労力」(11.7%),「相手方の

要望」(9.2%),「資金が必要」(9.0%)が主要な

理由であった。

06年も「農業廃止」(45.3%)が引き続き高い

割合を占め,北海道の自作地売買の半数近くが今

日なお離農に起因している。次いで「高齢化等労

力不足」(9.2%)である。他の理由は5%に満た

ない状況になるが,「その他」(31.0%)が大幅に

増える。これは,「相手方の要望」を調査項目か

ら外したことに原因していることは,都府県のと

ころで既にふれた。

3自作地取得――上層集積・40年間の変化

(1)上層の農地取得-階層変化の特徴

①都府県の場合

1966年当時,平均経営規模lha程度の都府県

にあっては,それ以下層の自作地取得の割合が

相当量を占めるのは当然であるが,自作地売買

3.8万haのうち1ha未満層(含不耕作層(除農業

生産法人以外の法人))の取得が1.9万ha(49.8%)

と半分を占めた(2ha層までで86.4%)。当時は

2ha未満層とりわけ1ha未満層が農地取得の中

心をなしていたのであって,3ha以上層の取得

は4.0%(うち5ha以上層1.1%)に過ぎなかった。

(表-10)

その後も都府県では,2ha未満層の取得が大

部分を占めてはいるものの,その取得割合は80年

72.9%(うち1ha未満層41.1%),95年62.3%(同

38.3%),06年546%(同194%)と順次低下して,

この40年の間に大幅(対66年比-31.8%)に低下

してきている。

上層の取得は,その後も3ha以上層の取得が

増加を続けており,80年12.2%(うち5ha以上層

3.6%),95年24.6%(同13.0%),06年33.1%(同

20.6%)と推移。都府県では所有権取得による規

模拡大は遅々として進まないといわれてきたが,

今日では自作地売買は年間1.2万ha程度に落ち込

んではいるが,その農地の20.6%を5ha以上層

(8.6%を10ha以上層)が取得しており,上層集積

がかなり明確になってきている。この点は,経営

規模階層ごとにみた純集積(購入面積-売却面積)

からも確認できる(表一11)。

66年当時は,1～2ha層で購入超過(+7.0%),

1ha未満層で売却超過(-7.3%)が明確であるが,

他の階層は変化が殆どなく,3ha以上層はむし

ろマイナスであった。
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表-10自作地売買・経営規模別譲受面積(除く交換)

40年後の06年には,階層格差が明確に出ている。

2ha未満層まで純減(-18.6%)に転じ,2～3

ha層以上で購入超過であるが,特に5ha以上層

で13.4%の純増(5～10ha7.3%,10ha以上層6.1%)

を示す構造へと大きく変化してきている。

②北海道の場合

北海道では,もともと所有権取得(離農跡地の

取得が中心)で規模拡大が進んできたのであるが,

構造分解を始めた早い時期には,それぞれの地域

でのほぼ同一規模の農家間の農地売買であったの

であり,1966年は3.2万haの農地売買のうち3～

10層が農地取得の過半を占めていた(3～5ha

層24.2%,5～10ha層36.4%)。

当時の北海道の5ha前後層は,最も構造変動が

激しい階層であつて,離農売却も多かったが,取

得も同程度の規模階層で行なわれていたのであっ

た。構造分解の初期段階であり,10～20ha層の

取得シェアは19.3%,20ha以上層はわずか2.1%に

過ぎなかった。他方で,3ha未満層の取得シェ

アが18.9%を占めていた。その結果,純集積は3

ha未満層のみがプラスになるといった,今日で

は想像できないような農地移動状況であった(表

-11)。

その後は,上層の取得が大幅に増加する方向

で推移する。80年には農地売買が1.5万haに減少

するが,その中で農地取得の中心は10ha前後層

に上昇して,5～20ha層が取得する割合が4割

を占めていた(5～10ha層20.7%,10～20ha層

22.6%)。
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表一11自作地売買・経営規模別純集積の特徴

95年には,農地取得の中心階層がさらに上昇す

る。農地売買量1.3万haのうち20ha以上層の取得

割合が57.0%を占めるに至った。10～20ha層の

取得がまだ23.1%を占めてはいたが,10ha未満層

は農地取得から撤退したといってよい状況となっ

た。

06年には農地移動量が1.8万haに再び増加する

中で,最上居たる50ha以上層の取得が45.2%を占

め,次いで30～50ha層が16.1%といった農地取

得構造に変化してきている。この点は,純集積の

動きからも明確であり,10ha未満層は純集積が
-8.2千ha(-44.7%)であつて,農地の完全な放

出層である。他方で,20ha以上層の純集積は5.7

千ha(+31.3%),中でも最上層たる50ha以上層

は3.7千ha(+20.0%)の純集積である。北海道で

のこの40年間の構造変動の激しさがうかがえる。

(2)北海道上層農の複雑な動き

さらに注意を要する点は,北海道で農地売買量

が再び増加に転じており,かつ,最上層の売却

割合が高まっていることである。この点を売却理

由別にみると,「農業廃止」を理由とするものが

多いということは既にふれたとおりであるが,そ

の中で最上居たる50ha以上層が「農業廃止」に

占める割合は14.4%と高い。「資金が必要」では

10.3%,「労力不足」では9.4%,「その他」では6.1%

を最上層の売却が占めるのである。(表-12)

表一12を達観すれば,自作地売却で不耕作を含

む5ha未満層が占める割合がなお高いものの(不

耕作の位置づけは前述),20ha未満層までが落層

的構造変動を起こし,20～50ha層が相対的に安

定している。最上層(50ha以上層)は,農地の取得・

土地集積力は強いのだが,他方で離農等の動きも

無視できない,といったところであろう

北海道農業は,水田作,畑作,酪農等で経営構

造が大きく異なるために一律に論ずることは必ず

しも適切ではないが,農地売買量が再び増加に転

じたこと,最上層の動きが複雑であることから,
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表一12北海道での自作地売却(06年・規模別主要譲渡理由)

北海道農業でどのような変動が始まっているのか

今後とも注意深い分析が必要である(この点は,

後掲「表―18北海道上層の農地処分」参照)。

(3)農地保有合理化法人の農地売買市場への介入

農地保有合理化法人制度は,前述のように1970

年農地法改正で創設された。都道府県農業公社が

農地売買市場に介入して,農地移動の方向付け,

規模拡大に寄与しているのであるが,その効果に

関する詳細な分析はここでは行なわないが,若干

触れておけば,以下のとおり(6)。

都府県での農地保有合理化法人による農地の放

出(それは一方では売却された農地の取得の側に

も回るのであるが,表-8,10参照)は,80年2.9

千ha(農地総売却量に占める割合13.1%),95年

1.5千ha(同11.9%),06年1.8千ha(同14.6%)と,

決して小さくない。

北海道でのそれは,80年3,348ha(同22.4%),

95年1,822ha(同14.0%),06年4,394ha(同24.1%)

であり,農地売買市場の4分の1近くに農地保有

合理化法人が介入しているのである。北海道での

農業開発公社の農地市場(特に売買)への介入は,

従来から高い比率で推移しているのであるが,都

府県でも,都府県農業公社,合理化法人たるJA,

市町村農業公社等が農地市場に介入して農地移動

の方向付けを行なう機能は,極めて重要である。

農地賃貸借への介入(JA,市町村公社等の事

業量が多い)でも,後掲表-15,表一16の注に示

すように,介入効果をあげてきている。

(4)農地価格の動向

農業収益が低下する中で農地売買が傾向的に落

ち込んできたのであるが(とりわけ都府県),農

地価格の推移はどうか。

表一13は,農業的な市町村(都市計画の線引き

なし市町村)の農用地区域の10a当たり中田,中

畑価格を示したものである。

中田の場合,全国平均的にはバブル後の1994年

に10a当り200万円とピークを示した。その後は下

落傾向が今日まで続いており,2000年に175万円,

07年147万円(ピーク時の73%水準)に下落して

いる。下落しているとはいえこの地価水準は,今

日の農業環境からすれば決して低い水準ではな

い。農業的であるとはいつても,関東,東海,近

畿等では都市地価の影響を受けているのであり,

それが全国平均に影響している。関東は94年(261

万円)に,近畿では91年(348万円)にピークを

迎え,以降は下落に転じている。

より農業的な地域では,農産物価格の下落等の

農業環境の悪化が水田価格の下落に著しい影響を

与え続けている。北海道では,82年の53万円をピー

クに今日まで四半世紀にわたつて一貫して地価下

落が続いており,07年は28万円,ピーク時の半値

にまで落ち込んでいる。東北は86年(136万円),

九州も86年(165万円)をピークに20年以上にわ

たって下落を続け,07年には東北で79万円(ピー

ク時の58%),九州で111万円(同67%)にまで落

ち込んでいるのである。

中畑価格もほぼ同様の傾向で下落が続いてい
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表一13農地価格の推移(耕作目的)

表一14農地価格下降の主要原因(07年)

る。中畑価格は,北海道84年(23万円),東北83

年(76万円),九州86年(106万円)をピークに下

落を続けており,07年には北海道13万円(ピーク

時の56%),東北46万円(同61%),九州74万円(同

69%)にまで下がってきている。

地価の下落要因を見ておけば(表-14),田,

畑ともに同じような理由である。水田の場合で

見て,全国平均的には「買い手不足,買い控え」

が35%と最も多く,次いで「農産物価格の低迷

」22.2%,「農業生産意欲減退」10.8%が主たる要

因である。

基本的農業地帯たる北海道では「買い手不足,

買い控え」(55.6%),「農産物価格の低迷」(33.3%)

が,主要な要因である。都府県での主要農業地帯

である東北では「農産物価格の低迷」(369%),

「買い手不足,買い控え」(36.9%)が,九州では

「買い手不足,買い控え」(64.3%)が,地価下落

の主要要因となっている。長期間にわたって続く

農産物価格の低迷・下落,農業生産環境の一段の

悪化,農業の先行き不透明な中で,農業生産意欲

が大きく減退して,買い手不足・買い控えが続き,

それが更なる地価下落を招くといった出口のない
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表一15借地面積・利用権設定面積の推移

状況が続いているのである。

Ⅳ農地賃貸借構造――量的拡大と構造変

動の特徴

1農地賃貸借――下層貸付けの特徴

(1)小作地面積の推移

我が国の小作地面積は,農地改革終了後の1950

年に51.5万haであつた。その小作地が戦後の自作

農主義の農地政策の下で,1070年代までは減少傾

向を続けたが,70年農地法大幅改正,75年利用権

制度の創設等の農地政策の転換によって,増加に

転じる。だが,センサスの把握では,1975年に農

家の借地面積が戦後最低の24.5万haにまで減少し

ている。

その後は,借地面積が増加に転じて,90年に

は41.1万ha(借地率9.4%)に,95年に51.1万ha,

2000年に62.8万ha(借地率16.2%)に達した。05

年は販売農家の借地で69.1万ha(借地率2o.0%)

に増加してきている。(表一15)

ところで,農用地利用増進法の下で積極的に取

り組まれてきた農地流動化推進の成果としての利

用権設定面積(権利が継続中のもの,いわゆる利

用権のストック量)は大幅に増加してきている。

80年4.8万haから85年18.0万ha,90年25.5万haと推

移した(いずれも12月末)。95年3月(以下,い

ずれも3月)に335万ha,99年に40万haを超えた。

03年に51.2万ha,06年に60.1万haと伸び,07年3

月に67.3万haと飛躍的に増加した。この1年間の

7万haを超える増加は,前述のように品目横断

的経営安定対策(08年以降は水田・畑作経営所得

安定対策)への条件クリアーのために担い手への

利用権設定が進んだ結果といえる。

農地法許可に係る賃借権の設定は,最近では年

間4千ha前後で推移しており,減少傾向にある

ことは,既にふれたとおりである。かくして,セ

ンサスで把握している借地の相当部分が従来の賃

貸借の消滅と利用権の増大との中で,利用権に置

き換わっていることが読み取れる(7)。

(2)貸付け層の特徴

1)利用権設定――著しい増加と階層性

ここでは,今日の農地賃貸借の太宗をなしてい

る利用権設定の動向に関して,その特徴を見てお

く。75年農用地利用増進事業の創設以降の毎年の

利用権設定面積は,77年は年間2.8千ha,78年は6.4

千haといった低い水準から,79年に年間1.6万ha

へと大きく伸び,農用地利用増進法制定の80年に

は全国で2.7万haの設定を見る。この時期以降の

貸付層の特徴は,以下のとおり。

①都府県の場合
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表-16利用権(賃貸借)の設定・経営規模別貸付量

農地保有合理化法人等の貸付を除いた利用権

(賃借権)設定(貸付け)は,80年当時はその圧

倒的部分が零細層であり,1ha未満層(58.0%・

1.3万ha)と1～2ha層(26.8%・0.6万ha)とで

放出量の84.8%(不耕作層を含めれば87.3%)を

占めていた。この2ha未満層が貸付けの大部分

を占める状況は今日まで大きくは変化しておら

ず,2ha未満層が放出総量に占める割合は,95

年68.1%,06年73.4%である。不耕作層を加えれ

ば95年91.4%,06年88.8%に達する。

他方で,5ha以上層が貸付ける割合は,80年

1.5%,95年1.5%,06年2.7%である。上層の貸付

割合がやや増加する傾向にあるものの,貸付構造

に大きな変化はない。

②北海道の場合

北海道の場合,水田作,畑作,酪農等で構造が

大きく異なり,北海道一本で扱うことには一定の

問題があることは自作地売買の場合と同様である

が,利用権設定の場合,20ha未満層が貸付の太

宗を占めている。

80年には利用権設定面積が3.7千haといまだ少

量であったが,その貸付総量に占める20ha未満層

の割合は,76.9%であった(10～20ha層25.7%,

5～10ha層24.5%,3～5ha層12.5%,3ha未満

層10.5%,不耕作層3.7%)。

その後,利用権設定面積は95年には1.6万ha,

06年には3.8万haと大幅に増加していく。そうし

た変化の中で,20ha未満層の占める割合は95年が

81.9%(うち不耕作層が30.6%),06年には87.4%

とその割合を高めている。北海道では今日でも

20ha未満層が農地貸借の給源であることには変

わりはない。

他方で,20ha以上層の貸付総量に占める割合
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は,80年23.1%,95年18.3%,06年12.6%とその

割合をむしろ低めているが,貸付量そのものは増

加している。特に50ha以上層の06年の貸付量は1.6

千ha(4・4%)。この上層の農地処分の絶対量,自

作地売却との関連等の分析は後述。

2)「不耕作層」の貸付け量大幅増加

その原因

不耕作層(除農地保有合理化法人等)の農地貸

付は,都府県では,80年は0.5千haに過ぎなかっ

たものが,95年8.5千ha,06年1.3万haと大幅に増

加している。北海道では,80年は0.1千haであっ

たものが,95年には4.7千ha,06年には1.8万haに

増えている。これは,利用権の再設定と係ってい

る。利用権は貸借期間平均6年程度であり,期間

の満了とともに再設定を繰り返さなければ賃貸借

が継続できない。そうした権利が終了したものが,

「貸し手不耕作層」として再設定が繰り返される。

したがって,利用権設定においても「不耕作層」

の貸付が,今後一層増加することとなる。

この点は,後掲表一20に見るように,不耕作層

は,都府県の95年で純集積-7.8千ha(純集積率

一19.7%),06年で-9.6千ha(-10.2%)である。
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北海道では95年一4.6千ha(-24.1%),06年で

一1.7万ha(-35.2%)といった状況にある。この

数字からは,都府県,北海道ともに,「不耕作層」

の農地放出によって構造変動が大きく起こってい

るように見える。だが,そうではない。利用権は,

「所有者・利用権設定→担い手-利用権の終了→

所有者・利用権の再設定→担い手」が繰り返され

る,その結果が不耕作層の農地貸付の急増といっ

た形で表現させているのである。構造分析上十分

な注意を要する。

(3)貸付け理由の特徴

①都府県の場合

都府県の場合,貸付け理由は,「高齢化等に

よる労力不足」が最も高い割合であり,80年

40.5%,95年19.9%,06年27.4%で推移している。

次いで,「兼業による経営縮小」が80年18.9%,

95年13.0%,06年16.8%。「相手方の要望」(含

市町村等の要望)が,85年16.9%,95年15.3%,

22.1%と増加傾向を示す。「利用権の再設定」に

よるものは,95年で39.1%と高い比率であり,今

後とも利用権は再設定を繰り返されるから,この

利用権の再設定が占める割合は一層高まることと

表-17利用権の設定(賃貸借)・貸付理由
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なる(ただし,06年は再設定の調査項目を欠き「そ

の他」に含まれる)。(表-17)

②北海道の場合

都府県とは異なり,貸付の主要因が「農業廃止」

であり,80年29.2%,95年20.0%,06年20.1%と高

い割合を占める。次いで,「高齢化等による労力

不足」が,80年24.2%,95年14.9%,06年15.2%。「相

手方の要望」(含市町村の要望)が80年16.7%,

95年11.1%,06年23.1%と推移している。「兼業に

よる経営縮小」は北海道農業の規模と農外就業

環境からして当然に低い(80年8.0%,95年2.9%,

06年2.6%と割合を低下させて推移)。「利用権の

再設定」は,北海道でも当然に高い割合である(95

年25.0%,ただし,06年には「その他」に含む)。

(4)北海道上層農の農地処分

売却と貸付の変化

北海道上層(20ha以上層)の06年の農地処分(売

却及び貸付)を経営規模別に見ると,表-18に示

すとおりである。

北海道の06年の売却及び貸付の総面積は6.5万

haである。うち売却が1.6万ha(25.4%),貸付が4.8

万ha(74.6%)であって,北海道でも貸付(利用

権設定)が著しく増加していることは,既に見た

とおりである。

この総数の動きと対比して,20ha以上層では売

却・貸付総面積が7.2千haであり,うち売却2.4千

ha(33.6%),貸付4.8千ha(66.4%)の比率である。

売却処分の比率が相対的に高いことがまず確認で

きる。かつ,経営規模別に見ると,20～30ha層

は貸付1.6千ha(73.0%),売却0.6千ha(27.0%),

30～50ha層は貸付1.5千ha(71.4%),売却0.6千

ha(28.6%),50ha以上層は,貸付1-7千ha(57.7%),

売却1.2千ha(42.3%)であり,上層ほど売却比率

が高いことが確認できる。

20ha以上層の農地処分理由別を見ると,「農業

廃止」では売却1.4千ha(58.0%),貸付1.0千ha

(42.0%)であって,売却処分のほうが多い。農

業廃止の場合は負債整理等の事情があるとか,そ

の他の資金が必要な場合は当然に農地売却に向か

う。その他の理由の場合は,北海道の上層農も貸

表―18北海道上層の農地処分(06年)
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付に向かう割合が高くなってきている。「兼業に

よる経営縮小」では,貸付が1.0千haあるが,売

却はゼロに等しい。「高齢化等による経営縮小」は,

貸付1.0千ha,売却0.1千ha,「経営移譲年金受給」

は,貸付0.4千ha,売却0.06千ha,「耕作不便・低

生産地」で貸付0.3千ha,売却0.3千haといった具

合である。こうして,北海道では上層ほど売却に

向かう割合が高いものの,傾向的に貸付割合が高

まってきているのである。

2上層農の借地依存――構造変動の特徴

(1)上層借入――変化の特徴

上層の規模拡大が,今では賃貸借(利用権)に

相当部分を依存していること,借地依存が上層ほ

ど高くなってきていることは,明白であるが,利

用権による農地集積の変化を,確認しておけば,

以下のとおり。(表一19)
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①都府県

農用地利用増進法が制定され,利用権の設定量

が3万ha程度にまで増加した1980年当時は,農

家・農業生産法人の利用権借入(2.3万ha)の中

心層は1ha前後層であり,2ha未満までの各層

の借入が71.5%を占めていた(1～2ha層36.9%,

1ha未満層34.6%)。

他方で,2～3ha層で15.4%,3～5ha層で

7.8%の借入であり,最上居たる5ha以上層の借

入は4.8%(1,111ha)に過ぎなかった。

15年後の95年には,借入量が3.7万haに増加す

る中で,借入の中心は1～5ha層(60.5%)に移

るが,1～2ha層(24.1%)がその割合を大幅に

低下させる(対80年比一12.8%)。

他方で,3～5ha層(18.9%)の割合が大幅

に高まる(同+11.1%)。さらに,5ha以上層の

割合が21.5%と大幅に高まるといった変化を示す

(対80年比+16.7%)。

06年にはさらに上層借入の割合を高める。借

表一19利用権の設定(賃貸借のみ)・経営規模別借入量
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入面積が8.4万haと大幅に増加する中で,5ha以

上層の借入割合が45.6%(3.8万ha)に達し,特に

10ha以上層の借入が24.6%(2.1万ha)となって,

最も借入エネルギーのある階層となる。他方で,

3ha未満層は,借入割合を大きく低下させ(80

年86.9%→06年33.3%),3～5ha層も規模拡大エ

ネルギーが相対的に低下している(95年18.9%→

06年17.3%)。

80年以降の4半世紀のうちに,利用権設定レベ

ルでみれば,規模拡大,農業構造変動は大きく進

んできているといえそうである。

②北海道

北海道の場合,農地移動は,所有権移転が圧倒

的であったとうい歴史経過もあって,80年当時の

利用権設定面積は,4千ha程度に過ぎなかった

が,順次増加して,今日では5万ha近い利用権

設定量となつている。

80年当時の利用権借入の中心階層は20ha前後

層であった(10～20ha層27.4%,20～30ha層

19.9%)。95年には,10～20ha層の借入割合がな

お24.7%と高いものの,30～50ha層が23.1%借り

入れるなど,上層の借入割合を高めていく。

06年には,利用権借入の中心層は,30ha以上

層(53.0%)に移り,中でも50ha以上層の借入が1.6

万ha(33.5%)と最大の借入階層となる。他方で,

25年前には利用集積の中心層であった10～20ha

層はその割合を18.0%(対80年-9.4%)に下げ,

20～30ha層も17.6%と横ばいであり,10ha未満

層は規模拡大意欲を殆ど喪失しているといっても

良い構造へと変化してきている。

(2)利用権の純集積量変化の特徴

利用権(賃借権)設定での純集積量は,階層ご

とに「借入量一貸付量二純集積量」(「純集積率=

純集積量÷利用権設定総量」)という極めて単純

な計算をしたものであるが,純集積量が少ないと

いうことは,その階層で貸し,借りの面積が接近

しているのであり,階層としてみれば大きな構造

変化を起こしていないことを意味する。(表―20)

表一20利用権の設定(賃貸借のみ)・経営規模別純集積量
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①都府県の場合

80年当時,純集積量は利用権設定総量2.3万ha

の25.6%,5.9千haに過ぎず,それを1ha以上層

が純集積していたが,その中心は1～2ha層(純

集積率10.3%)であった。他方で,純供給層は1

ha未満層(含不耕作層)であった。

95年には,純集積量が利用権設定総量3.9万ha

の55.3%にまで高まり,3～5ha層(純集積率

15.5%)を中心にして上層が集積する構造へと変

化する。農地放出層は,lha未満層が中心であ

る(1ha未満層33.5%,不耕作層19.7%)。

06年は,利用権設定量が9.3万haへと大幅に増

加する中で,純集積率は56.8%と高くなるととも

に,その純集積の中心層が農地統計で用いてい

る最上居たる10ha以上層(純集積率20.9%)へと

移る。他方で,純放出層は,1～2ha層にまで

引きあがっており,2～3ha層(純集積率5.2%,

対95年一7.0%)も近々純放出層に転落するかも

知れない状況にある。

構造変動が緩やかな都府県でも,利用権設定を

通じてこの25年間にかなりの構造変動が進んでき

ていることが確認できる。なお,不耕作層の放出

割合が非常に高くなる理由は既述のとおりであ

る。

②北海道の場合

北海道での利用権設定による農地流動化への取

り組みは80年代以降であり,80年の利用権設定総
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量は3.7千haに過ぎなかった。このうちの純集積

は1.0千ha(26.2%)と少なく,10ha以上層が純集

積するといった構造にあった。

95年には利用権設定量が1.9万haに増加する

とともに,純集積率が54.3%に高まって,30～

50ha層(純集積率16.9%)を中心に上層で純集積

が進む。

06年には,4.8万haの利用権設定総量の67.9%が

純集積に回るといった状況へと変化しており,都

府県以上に構造変動が激しくなっている。かつ,

純集積の中心は,最大規模居たる50ha以上層(純

集積1.4万ha,28.8%)へと移る。

3農地保有合理化法人の利用権設定

-貸付け超過の要因

利用権設定での農地保有合理化法人の純集積

は,都府県では95年-0.8千ha(純集積率-2.1%),

06年-0.8千ha(同一〇.8%),北海道では95年一3.2

千ha(-16.7%),06年一8.6千ha(-17.7%)であり,

いずれも放出超過になつている。

その点を最近年次の動きで見ておくと,表-21

のとおりである。

農地保有合理化法人の介入は借入と貸付の双方

に係るが,都府県の場合は,貸付超過が毎年数

百ha程度である(01年は5.5千ha)。北海道の場合

は,貸付超過が01年(-O.6千ha)を除けば,毎

年6千ha～1万ha(06年)と極めて大きい。こ

の実態をどう読むか。

表-21農地保有合理化法人の利用権市場への介入
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利用権設定への合理化法人の介入は,通常は,

「所有者・利用権設定→合理化法人・利用権設定

(転貸)→担い手」の流れである。この場合,若

干のタイムラグがあつたとしても,合理化法人の

借り・貸しに大きな差が生じないはずである。に

もかかわらず,大量の貸付超過が出ている。この

原因は,合理化法人が介入する農地売買事業と絡

んでいる。農地保有合理化事業は周知のとおり売

買と貸借に係るが,北海道では北海道農業開発公

社の事業が圧倒的であり,JA等の貸借事業は多

くない。他方で,都府県では都府県公社の最近の

事業(主として売買事業)が減っており,JA,

市町村公社等の貸借事業が増加してきていること

とも係っている。

合理化法人の農地市場への売買介入は,①「農

地所有者→(買入)公社(売渡)→担い手」の場

合(公社は買いと売りの2度介入)と,②「所有

者→(買入)公社(貸付・利用権設定)→担い手,
一定期間貸付後(売渡)→担い手」(公社は,買

い,貸し,売りの3度介入)といった流れをとる。

この公社が行なう「買入農地の担い手への貸付」

が,公社の貸付超過として発現している。特に北

海道では公社が農地売買事業に積極的に介入して

おり,それら農地の一定期間の貸付(その後売却)

が,統計上は貸付超過となって現れるのである。

構造分析に当っては,こうした見かけの農地移動

の実態を十分把握しておかなければ,誤った結果

を導き出すこととなる。

4利用権の終了・賃貸借の解約・小作地所有権

移転

(1)利用権終了・賃貸借解約の大幅増加

利用権は,貸借期間(平均6年)の満了ととも

に権利が消滅する。したがって,利用権は,その

設定面積の増大につれて,その消滅面積も増えて

いく。表―22に示すように,1980年当時の利用権

の終了は,3.7千ha程度であった。それが順次増

加して,90年2.3万ha,2000年3.7万ha,06年には5.3

万haに達しているのである。

もうひとつ注目しておくべきは,賃貸借の解約

等が大幅に増加していることである。賃貸借の解

約は,1970農地法改正(賃貸借規制の大幅緩和)

以前は,極めて少なかったことは既にふれた。だ

が,それ以降,さらには農用地利用増進制度の創

設以降は,賃貸借の解約が大幅に増加している。

80年には5.9千ha程度であった解約が,06年には

2.3万haに増加しているのである。従来からの賃

貸借の解約のみならず,利用権の中途解約が大幅

に増加していると考えられるのだが,貸し手・借

り手のいずれの理由にせよ解約が増加しているの

であるのであり,賃貸借は極めて緩やかな関係と

なってきている。

表-22利用権の終了・賃貸借の解約・小作地所有権移転(全国)
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(2)小作地所有権移転の著しい減少

賃貸借関係をめぐって,もう一点注意を要する

のは,小作地所有権移転が極端に減少してきてい

ることである。2000年ごろまで,年間2千ha前

後の小作地所有権移転を見ていたものが(賃借人

による取得が大部分),それ以降は大幅減少を続

けて,05年244ha,06年200haとなっている。そ

の要因を現段階で解明できる資料は持ち合わせて

いないが,次のような状況も反映しているのであ

ろう。利用権設定小作地の扱いは別として,従来

からの小作地が,借り手の高齢化に伴う返還のみ

ならず,賃貸借規制の弛緩の中で賃貸人側からの

解約請求等が抵抗なく行なわることも珍しくない

のではないか。そのことが,小作地所有権移転の

大幅減少につながっているのではないかと考えら

れる。A県のほ場整備地区で,不在地主が保有す

る農地改革残存小作地を,地主は解約を要求し,

しかも小作人側が長年耕作させていただいたお礼

として,10a当たり10万円を支払った事例すらあ

る。遠い過去の話ではない。

(3)利用権の再設定の状況

前掲表一22に示すように,利用権設定の増加と

ともに賃貸借は純増で推移しており,80年代後半

には年間2万ha程度であったものが,2000年に

は5.3万ha,06年には9.7万haの純増である。この

利用権設定を通じての農業構造の改革とその維持

は,i新規利用権設定の拡大と,ⅱ権利が消滅す
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る利用権の再設定の高いレベルでの持続にか

かっており,膨大なエネルギーの持続が求められ

る(8)。

利用権(賃借権のみ)の再設定状況を確認、して

おけば,以下のとおり(表―23)。

06年の利用権の終了4.7万haのうち,再設定(含

予定)が76.3%(対80年比+8.7)となっており,

再設定率は上昇してきている。そして,全体の

58.9%が同一人への再設定である。相手方を変更

が6.3%,再設定を予定が11.1%。

「再設定せず」と「再設定の有無不明」を合わ

せて23.7%であり,所有者が再び耕作するもの

(5.3%)や売却(5.0%)が中心であるが,「再設

定の有無不明」が6.5%を占めている。ここでは,

農地統計で可能な範囲で見たものであり,これ以

上の分析は出来ない。構造改革の促進とその維持・

安定化のためには,利用権終了農地のその後の変

化を詳細に分析して,政策に生かしていく必要が

あろう。

5農地賃貸借期間及び小作料の動向

(1)農地賃貸借期間の変化

利用権は,短期賃貸借の繰り返しによる経営構

造の改革にポイントがあるのだが,賃貸借期間の

長期化は,経営安定のためには重要な要素であ

る。この利用権の貸借期間(表-24)は,この4

分の1世紀の間に大きくは変化していない。06年

には,期間6年未満の割合が58.9%と,85年当時

表一23利用権(賃借権)の再設定状況(全国)
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表-24利用権の存続期間(賃貸借,全国)

の44.8%よりも高まっている。他方で期間10年以

上も,85年19.4%から06年23.5%とやや高まって

いる。6年以上10年未満は85年35.7%から06年は

17.7%に低下。こうした賃貸借期間の変動は,農

地流動化奨励金や各種助成金等の交付条件(貸借

期間)と深く関わり,あるいは経営移譲年金受給

のための貸借とも関わって,左右されることが多

いと思われる。

農地賃貸借の実態をみれば,借り手の年齢労

働力等から長期借地に不安を持って短期賃貸借を

望み,他方で,貸し手は耕作復帰の不可能性から

長期賃貸借を志向する場合がかなり多い。こうし

た貸借志向実態,いわば,"老々介護"ならぬ"老々

農地貸借"の構造の下で賃貸借の安定化を検討し

なければならないといった問題状況にある。

(2)小作料水準の変化と土地純収益

1)小作料-低下の推移・特徴

農地賃貸者の安定化のもうひとつの柱である小

作料水準と土地純収益の状況を見ておく(表一

25)。

水田小作料(全国平均)は,10a当たり1987年

29,459円であったものが,米価の低迷,下落等農

業生産環境の悪化の中で,2000年に20,207円まで

下落した。さらに,03年18,435円,06年15,523円(対

表-25水田小作料の推移

表-26水稲作の土地純収益(全国・06年水稲作付け規模別)
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87年一47.3%)と,下落の一途をたどっている。

ブロック別(06年,水稲作付け地)では,水稲

生産力の高い東北(19,290円),北陸(21,185円)

では10a当たり2万円前後の水準をなんとか維持

しているが,東海(10,313円),近畿(11,033円)

では1万円水準まで低下している。なお,参考ま

でに標準小作料水準を見ておけば,北海道(実勢

よりも7.7%高),東海(同9.4%高)を除けば,実

勢とほぼ同水準か,それをやや下回る水準にある。

この標準小作料が,地域の適正な小作料水準とし

て担い手農家からも大いに期待,支持されている

ことは周知のとおりである。標準小作料を廃止す

ることに積極的な意味を見出せない。

2)土地純収益――収益低下と階層格差

ところで,水稲作の土地純収益(06年産)を見

ておけば,表一26のとおりである。全国平均的に

見れば,土地純収益は2ha未満層までが完全な

マイナスであり,2～3ha層で10a当たり土地純

収益は1,074円。既に水稲作付け3ha層(水田経

営面積は米生産調整分が上乗せされた規模)まで

が,規模拡大競争から撤退せざるを得ない状況と

なっている。3～5ha層が貸借市場に何とか参

入できる,小作料を何とか支払える,そのぎりぎ
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りの経営階層にある。10ha前後層も小作料を支

払えば,純収益が殆ど確保出来ない状況にある。

15ha以上層のみが拡大エネルギーを有している

といつた構造である。農地流動化施策の推進のみ

では水田の構造改革,地域農業の維持が極めて難

しいことを示している。

V自作地無償所有権移転と使用貸借

その新たな動向

自作地無償所有権移転は従来から移動量は多い

のだが,その圧倒的部分が同一世帯内の後継者等

への贈与であること等から,これまでの農地移動

分析(構造分析)では殆ど対象としてこなかった。

また,使用貸借は,従来は権利移動が少なかった

が,経営移譲年金受給のために同一世帯内での権

利設定が大幅に増えた。だが,これも構造分析の

対象としては無視される存在であった。ところが,

以下に見るようにいくつかの変化が現れてきてい

る。その点に焦点を当てて分析する。

1自作地無償所有権移転

(1)年次推移――90年代以降の大幅減少

自作地無償所有権移転(贈与,多くは後継者へ

のそれ)は,1953年当時は年間1.9万ha程度であっ

表一27自作地無償所有権移転と後継者への贈与(全国)
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たが,その後やや増加傾向を示しながら65年2.6

万ha,70年3.6万ha(うち後継者へ2.9万ha),75年4.3

万ha(同3.7万ha)と推移していた。

その後,農業者年金の経営移譲年金の支給が76

年から開始されたことに伴い,この年に7.1万ha

に急増した。うち経営移譲年金受給は2.5万haで

あったが,年金支給開始当初は農地の所有権移転

が条件であったことが大きく影響したのである。

しかし,77年からは同一世帯内の後継者への移

譲は使用収益権の設定でも受給可能となったこと

とも関わって,無償所有権移転はその後減少傾

向で推移する。80年当時には,なお6.5万haあっ

たが(うち経営移譲年金受給2.6万ha),85年5.3万

ha,90年3.7万ha(同1.7万ha)へと減少していく。

とはいえ,なお年間4万ha近い移動量であった。

それが,90年代以降は無償移動が大幅に減少し

て,95年1.7万ha,2000年1.1万ha,06年1.2万haと,

著しく低い水準となる。95年以降は1950年代前半

の水準をも下回っているのであり,自作地無償移

動は,1990年代以降のWTO体制の下で著しく減

少したのである。(表-27)

(2)年金受給目的の権利移動――無償所有権移

転の位置

経営移譲年金受給を理由とする農地移動は,自

作地無償移動,使用貸借,自作地有償移動,賃貸

借等の権利の設定移転があるのだが,農業者年金

加入者母集団の減少,経営移譲年金受給開始者の

減少とも係って,その権利移動の総量は大幅に減

少している。(表一28)

すなわち,この経営移譲年金受給のための権利

移動総量は,1980年当時は年間7.9万haであった

が,90年には9.5万haにまで増加したのであった。

だが,以降は2000年5.5万ha,06年は3.4万haと減

少を続けている。

この権利移動の中心は使用貸借による権利の設

定であり,1980年5.1万ha,90年6.7万ha,2000年

4.5万ha,06年2.7万ha(対80年比53%)と推移し

ている。

自作地無償移動も経営移譲年金需給のための有

力な権利移動形態であったが,その移動量は80年

2.6万ha,90年1.7万haから,2000年3.5千ha,06年

2.1千ha(対80年比8%水準)と,著しく落ち込

んで推移しているのである。

経営移譲年金受給のためのその他の権利形態は

多くなく,賃貸借の設定が80年2.4千ha,90年5.3

千ha,2000年4.8千ha,06年4.0千haとほぼ横ばい

であった。自作地有償移動は,80年0.5千ha,90年0.8

千ha,2000年1.4千ha,06年0.6千haと推移してい

る。

表-28経営移譲年金受給目的の農地移動(全国)
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表一29贈与の受贈者の内訳(全国)

(3)後継者への贈与の減少

自作地無償所有権移転の減少は,経営移譲年金

受給目的での贈与の減少だけでは説明できない。

それ以外での自作地無償所有権移転(贈与)が大

幅に減少しているといった状況もまたある。

後継者への贈与は,前掲表-27に示すように,

1970年は2.9万ha(自作地無償移動の79.4%)から

76年6.4万ha(同90.0%)へと増加してピークを迎

えた。その後は80年5.7万ha(同88.3%),85年4.6

万ha(同90.4%),90年3.0万ha(同85.0%)と減

少傾向で推移していた。

それが,90年代以降はさらに大幅な減少に転じ

ていく。後継者贈与面積は,95年1.4万ha(自作

地無償移動の79.8%),2000年0.8万ha(同73.4%),

06年0.8万ha(同73.0%,対76年比一17.0%)と,

贈与面積の減少とともに後継者への贈与の割合も

また低下してきているのである(表一一27)。

その点を自作地無償所有権移転(贈与,農地法

3条許可のみ)の受贈者の内訳で見ておけば以下

のとおり(表一29)。

80年は,贈与面積65.0千haのうち「同一世帯内

贈与」が59.9千ha(92.2%)と圧倒的であった。

この「同一世帯内贈与」の内訳は,「後継者一括

贈与」50.7千ha(78.0%),「後継者部分贈与」6.7

千ha(10.3%),「分家目的の贈与」0.3千ha,「そ

の他」2.2千haであった。そのほか,世帯外への

贈与は,「既分家者への贈与」2.0千ha,「その他」3.0

千haであった。

この同一世帯内での贈与の割合は,80年の

92.2%をピークに以降はその割合を低下させてい

く。95年84.4%,2000年76.1%と推移して,06年

は74.8%(対80年比一17.4%)にまで低下している。

06年の贈与面積について見ると,贈与面積総量

は11.1千ha(対80年比17.1%水準,含基盤強化法

で11.9千ha)に落ち込み,うち「同一世帯内贈与」

が8.3千ha(74.8%)である。このうち「後継者一

括」が6.0千ha(54.1%,対80年比一23.9%),「後

継者部分贈与」が2.0千ha(18.0%),「分家目的」0.02

千ha(0-1%),「その他」0.3千ha(2.7%)の構成

である。

自作地無償所有権移転面積が,4分の1世紀の

間に著しく減少するとともに,後継者への一括贈
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与もまた大幅に減少しているのである。その要因

が何に原因しているのか,今のところ明確ではな

いが,以下で想定できる要因についてみておく。

(4)贈与の減少――その要因

1)一般的に考え得る要因

この無償所有権移転面積の大幅な減少は,何に

起因するのか。一般的に考えられるいくつかの要

因を見てみよう。

ア)経営移譲年金受給の減少――これを主な理

由とすることには無理があるように思われる。経

営移譲年金受給のための贈与が,農年加入母集団

の減少に伴って減少してきているのは事実である

が,農年受給以外の贈与も大幅に減少しているの

である。

イ)農地賃貸借の広がりによって,贈与対象

農地が減少――借地面積は05年で69.1万ha(90年

41.1万ha),利用権設定面積は06年で60.1万ha(90

年27.1万ha)であり,賃貸借は増加傾向で推移し

ているが,この賃貸借の広がりが90年以降の贈与

の減少に大きく影響してきているとは即断できな

い。

ウ)贈与税納税猶予を受けた農地は貸付制限―

―近い将来に貸付を予定する場合には贈与を控え

ざるを得ないということになる。だが,贈与税納

税猶予措置の適用面積は従来からそれほど多くは

なく(06年で24.0万ha,06年の新規適用での増加

は1.8千ha),これも決定的要因とは即断できない。

2)新たな変化をどう見るか

上で述べたような要因も考えうるが,これだけ

では説明不十分である。将来の農業構造を大きく

動かすような要因が内在しているのではないか。

表――30は,自作地無償所有権移転件数の発生率

(=発生件数÷農家戸数)である。

都府県の場合,発生率平均は,1970年に1.42%

であったものが,80年には1.78%に高まる。だが,

以降は低下して,2000年は0.80%,06年は0.73%

にまで落ち込んでいる。もちろん上層ほど発生率

が高いのだが,3ha以上層では80年には4.52%で

あったものが,06年には1%の前半(10ha以上

層のみ1.86%)と4半世紀前の3割水準以下に落

表一30自作地無償所有権移転件数の発生率(経営規模別)

、
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ちているである。

北海道でも同様の傾向にあり,70年が1.28%で

あったものが,80年には2.79%にまで高まった。

だが,以降は低下して06年で0.87%である。上層

ほど贈与発生率が高いものの,せいぜい1%前後

であり,80年の4分の1水準にまで落ちているの

である。

こうして見てくると,

(ア)これまで多くの農家が採ってきた,後継

者の確保のために贈与(生前相続)によって後継

者を繋ぎ止めておくといった行動や動機が変化し

ているのではないか。90年代以降の農業生産環境

の著しい悪化,農業後継者不在・他出の下で,現

経営者の農業継続意欲の後退や後継者確保見通し

の困難等から,後継者確保のための贈与動機や行

動が大きく後退しているのではないかといったこ

とが,ひとつの大きな要因ではないか。
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(イ)もうひとつは,一人子世代,長男・長女

世代が相続する段階を迎える中では,前もって家

産の分割を防止するための生前贈与(生前相続)

の必要が低下しているのか,といったことである。

(ア)が相当のウエイトを持っているのであれ

ば,死後相続に際して分割相続が進むことになる

のだろうが,そうした場合の農業経営の継続を如

何に確保していくのかといった課題が出てくる。

無償所有権移転はその性格上経営規模の変動に与

える影響が少ないことから,これまでは構造変動

分析に当って殆ど無視されてきた。だが今日,改

めて実態を調査分析する必要があるように思われ

る。

2使用貸借による権利の設定――増加の特徴

使用貸借による権利の設定(小作料無料での貸

借)は,親戚関係等特別の関係があるとか,所有

表-31使用貸借による権利の設定

表一32使用貸借による権利の設定・貸付理由(全国)
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者の病気等で一時的に預けるなどといったことが

通常考えられる。

表-31に見るように,使用貸借は極めて例外的

な権利移動であって,1960年頃までは年間1千

haにも達しなかった。60年代～70年代半はやや

増加するものの,年間千数百ha～4千ha程度で

推移していた。ところが,農業者年金の経営移譲

年金受給が使用収益権の設定でも可能となった77

年以降は,同一世帯内の後継者移譲の場合に使用

貸借による経営移譲が急増した。1977年3.7万ha

(経営移譲年金受給分は未調査),80年5.8万ha(う

ち経営移譲年金受給5.1万ha),85年7.4万ha(同

6.8万ha),90年7.8万ha(同6.7万ha)と推移した。

2000年代以降は,経営移譲年金受給のための使用

貸借が減少したこともあって年間5万ha前後に

落ちてきている。

ところが他方で,ここ1,2年は年金受給以外

での使用収益権の設定が増加傾向にある。特に利

用集積計画(利用権設定)において,06年で見て

使用貸借が20.3千haに増加している。このうち「経

営移譲年金受給」が4.0千ha(19.6%)を占めるが,

年金受給以外が大幅に伸びているのである。(表
一32)

すなわち,「農業廃止・兼業」によるものが,2.3

千ha(11.4%),「高齢化・病気等」によるものが3.0

千ha(16.2%),「相手方の要望」が4.2千ha(20.6%)

等となっている。

これらの数字からは,"タダでも良いから作っ

て欲しい"といった農家が増加していることが読

み取れるのである。農村調査でも,茶園,果樹園

等で使用貸借が増えていることが確認されてい

る。経営移譲年金受給以外での使用貸借の増加は,

農業生産環境の一層の悪化を反映していると思わ

れるのであり,これらについても今後の詳細な分

析が必要である。

おわりに

農地改革以降の60年の間に農地移動量と移動構

造は大きく変化してきた。後掲別表一2に示すよ

うに,農地法制定以降の54年間の累計で,自作地

有償移動は245万haに達している。賃貸借関係で

は,賃貸借の増加が,利用権の設定195万ha,農

地法賃借権設定26万ha,他方で,賃貸借の減少は,

利用権の終了79万ha,賃貸借の解約47万ha,小

作地所有権移転28万haであり,単純計算では小

作地が67万ha増加したことになる。こうした農

地の膨大な権利移動の積み上げ,それを促した各

種施策,さらにはより基本には農業を取り巻く環

境変化によつて,我が国農業は後退側面を持ちな

がらも構造の一定の改革が進んだことは事実であ

る。

総農家戸数は,1960年の606万戸から06年には

285万戸(対60年比0.470水準)に大幅に減少して

おり(北海道では0.253まで減少),大規模層の形

成も進みつつある。05年で都府県5ha以上が5.0

万戸,10ha以上が1.1万戸,北海道10ha以上が2.8

万戸,30ha以上が1.1万戸である。また,農家以

外の事業体は1.6万事業体(うち販売目的1.4万事

業体)に増加し,その経営耕地面積は26.0万haに

達している。認定農業者たる法人は1.3万法人(08

年),集落営農組織の法人化や特定農業団体化(1.8

千団体)も進んできている。

だが,政策の目標からはなお相当の距離がある。

グローバル化,WTO体制下,農産物輸入圧力の

下での農産物価格の下落等が大きくのしかかつ

て,基幹的農業従事者の一層の高齢化,担い手の

欠落耕作放棄地・不作付け地の拡大,小作料・

農地価格の長期にわたる下落など,我が国農業は

極めて厳しい環境におかれている。加えて,世界

経済は,新自由主義政策の全地球的展開といった

壮大な実験が失敗に帰し,100年に1度と言われ

るような不況構造に突入し,そうした中で,世界

の食料需給は中長期どころか短期的にも逼迫基調

にある。

我が国が自立発展するためには,農業・農村の

生産力発展と維持活性化のための総合的な施策の

集中が求められており,総合化された施策がどう

本格的に取り組まれるかがひとつのポイントであ

る。構造改革のカギもそこにある。

我が国農業の構造改革,そのための農地制度改



構造・農地政策の展開と農地移動

革が具体化しているが,一般企業の参入自由化に

よって如何なる構造変動を起こすのか,注意深く

見守る必要がある。

農地移動の実態からは,利用権設定の引き続く

増加が確認されるが,他方で,北海道上層農の農

地移動で複雑な動きが見られるとともに,自作地

無償移動(贈与)の大幅減少,経営移譲年金受給

以外での使用貸借による貸付けの増加などの動き

が確認された。従来の農地移動分析では無視され

てきた権利移動の中から農業構造変化の要因を探

りだし,解明していくことが重要である。さらに

は,今後の農地法制の大幅緩和の下で起こるであ

ろう構造変動に機敏に対応した構造分析,それを

可能にする農地移動実態調査体系の新たな構築が

求められている。

(注)

(1)農地保有合理化事業の制度的展開や事業実績の詳細は

本稿では取り扱わない。これらについては拙稿「農

地保有合理化事業35年の軌跡-制度の展開と実績-」

(『土地と農業,NO36』,2006年,全国農地保有合理化

協会)を参照。

(2)ここで,農地法許可等に係る転用を見ておくと,ここ

数年は年間2万haを切っており,02年1.8万ha,03年1.8

万ha,04年1.8万ha,05年1.7万ha,06年1.7万haで推移

している。なお,農地法による農地転用許可は,農地

を農地以外にする行為を伴うものを許可対象(植林は

許可対象)とするのであって,耕作放棄によって自然

に原野化したものは農地転用として把握されない(登

記簿上も農地として残る)。

(3)基本計画では,2004年の農地面積471万ha。2015年ま
での農地の減少は,耕作放棄▲26万ha,農地の転用▲

14万ha。すう勢では2015年の農地面積431万ha。耕作

放棄の発生抑制や耕作放棄地の再活用で+19万haで,
2015年の農地面積(確保目標)450万haとしている。

(4)農林省農地局農地課「農地年報(昭和27・28年)』(1955

年)。

(5)農地法が統制している権利の種類は,農地,採草放牧
地についての所有権,地上権,永小作権,質権,賃借

権,使用貸借による権利,その他の使用収益を目的と

する権利である。農地採草放牧地の転用についても

統制している。農業経営基盤強化促進法(旧農用地利

用増進法)で利用権設定等促進事業の対象となる権利

は,農用地等についての利用権(賃借権,使用貸借に
よる権利,農業経営の委託に伴う使用収益権)及び所

有権である。なお,統計的に把握している権利形態別
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の農地の権利移動は,ア,自作地有償所有権移転,イ,

自作地無償所有権移転,ウ,小作地所有権移転,エ,

賃借権の設定・移転,オ,使用貸借による権利の設定・

移転,カ,永小作権,地上権,質権の設定・移転,キ,

農業経営の委託に伴う使用収益権,ク,賃貸借の解約

等,ケ,利用権の終了である。ただし,カ、キ,は実

績が極めて少ない。2006年の実績で,農地法許可では,

農協への経営受委託に伴う権利の設定・移転31ha,地

上権,永小作権,質権の設定・移転6ha,その他の使

用収益を目的とする権利の設定・移転6ha,基盤強化

法では,農業経営の委託に伴う権利の設定移転75haで

ある。

(6)前出『土地と農業,NO36』参照。

(7)この点について,「水田小作料の実態に関する調査結

果」(全国農業会議所,08年)によれば,抽出調査で

はあるが,小作地の面積比率は,農地改革以前の小作

地0.5%,農地法3条許可小作地4.1%,利用権設定小

作地87.4%,その他8.0%となっている。

(8)この点に関しては,拙稿『日本の農地』(2003年,全

国農業会議所),120～123ページ。
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別表一1農地の権利形態別移動面積(許可等実績)(全国)
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別表一2農地移動の累年推移(全国・農地,1953～2006年)
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〔編集後記〕

○全国農地保有合理化協会機関誌「土地と農業」

No.39をお届けします。この機関誌は毎年1回3

月に発行しているものです。今号では,平成20

年度において実施した調査研究報告等を7本掲

載しましたので是非ご一読下さい。ご多忙の中,

調査いただいた各先生方には厚くお礼申し上げ

ます。

○調査広報部で集計した平成19年度の合理化事

業実績は次のとおりでした。

買入面積は,都道府県公社・8,483㌶(対前年

104.6%),市町村公社/JA等・13㌶(対前年

6.4%)。借入面積は,都道府県公社・2,660㌶(対

前年97.0%),市町村公社/JA等・12,675㌶(対

前年93.8%)でした。この結果,買入・借入の

合計面積は約23,831㌶(対前年97.7%)と18年

度に引き続き高水準の成果となっています。

売渡面積は,都道府県公社・6,988㌶,市町

村公社/JA等・38㌶で合計7,026㌶でした。

この結果19年度末保有面積は,売買で約

40,837㌶(5年以上の長期リース農地を含む)

を保有(ストック)しており,この農地のすべ

ては,平成20年度以降に認定農業者などに売り

渡されていくことになります。

更に貸借面積で継続貸付中(ストック)のも

のは,都道府県公社・14,963㌶,市町村公社/

JA等・66,851㌶で合計81,814㌶(一部未貸付

を含む)となっています。

このような合理化事業の実績をどう評価する

か難しいところですが,社会経済全般に厳しい

状況が続いており,担い手の経営状況も苦しい

中にあって,農地保有合理化法人は,その脆弱

な推進体制にもかかわらず確実に政策的な役割

を果たしているものと評価してよいと思いま

す。

○去る2月24日に「農地法等の一部を改正する

法律案」が国会に提出されました。

この改正法案は「農林水産省内はもとより,

有識者会議,与党等で2年余の検討を経ての改

正内容である。一日も早い成立をめざしたい。

農地保有合理化事業そのものは引き続き推進し

てもらうが新しい流動化推進手法も設けた。

この新たな手法での流動化推進も都道府県公社

にお手伝い頂くことを予定している」(農水省

経営局)と都道府県公社の経験にも期待されて

います。

具体的には,基盤強化法の改正により創設さ

れる「農地利用集積円滑化事業(農地所有者代

理事業農地売買等事業研修等事業)」を,

都道府県公社も「農地利用集積円滑化団体」と

なって,必要に応じて実施できるようにすると

いうことのようですが,農林水産省令や施行通

知が出た段階で明らかになるものと思います。

○何れにしても「新たな農地政策」は,農地保

有合理化事業を推進する上で,極めて重要な内

容を含んでいます。

都道府県公社にとって平成21年度は,この政

策の枠組みの中で,一定の役割を確保しなけれ

ばならないまさに生死をかけた重要な年になる

ものと思われます。市町村の農業経営基盤強化

促進基本構想の中に,その役割が位置づけられ

るよう一日も早い活動を願っています。40年近

く培ってきた経験と機能を市町村に働きかけま

しょう。

〔平成21年3月/調査広報部長　小野甲二〕


