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はじめに

わが国の農業構造の変動は,「昭和一桁世代」

と呼ばれる1926～34年生まれ層の動向に強い影

響を受けてきた。この世代は,量的にも突出した

厚みを持ち,高度経済成長以降のわが国農業・農

村を長く支え続けてきた層である。しかし,この

世代も1990年代に入ると順次「老年人口(65歳以

上)」へと移り,徐々にではあるが経営規模を縮

小する農家や農業からリタイアする農家が出始め

るようになる。そして,これら農家の農地や作業

を引き受ける農業者等がいない地域では耕作放棄

地が増加し,これが社会問題となり始めるのもこ

の時期からである。

このように,とりわけ1990年以降になって農業

構造の脆弱化が加速する中,1999年11月に「食

料・農業・農村基本法」(新基本法)が制定される。

わが国の農政は,米政策の抜本的な見直しや中山

間地域等直接支払制度の新設等,WTO農業交渉

をにらみながら所得政策を中心とする農政へと動

きだす。そしてこの流れは,2005年3月の「食料・

農業・農村基本計画」の見直しを経て,担い手へ

の施策集中化を図る「水田・畑作経営所得安定対

策(品目横断的経営安定対策)」へと引き継がれ

ていく。

本稿では,わが国の農業構造が新たな局面へと

展開し始めた,新基本法制定前後における構造変

動の特徴とその地域性を,農業センサス分析(1)

から明らかにすることを課題とする。だたし,こ

こでの分析は,農地利用の変化,特に水田農業を

めぐる新しい動きを中心に,これと密接に関連す

る農家の階層移動の今日的特徴を明らかにするこ

とに限定する。その中でも特に,近年全国的な広

がりを見せている水田農業への農家以外の農業事

業体の展開や稲作作業受託から借地への転換を含

む水田の流動化の動きに着目し,都道府県単位に

地域的特徴を明らかにする。

また,2005年農業センサス以降,特に2007年度

から開始された「水田・畑作経営所得安定対策」

を契機に急増し,地域農業の担い手として大きな

存在感を示しつつある集落営農組織の展開状況に

ついても,毎年公表されている「集落営農実態調

査結果」を用い,その地域性を検討する。

1.農地所有主体数の変化と農家の階層変動

(1)農地所有主体数の動向

農地を所有する主体としては,「農家(販売農

家と自給的農家)」の他に,「農家以外の農業事業

体」,「土地持ち非農家」が存在する。これら三

者の数の1990年以降の推移を見たのが表1であ

る。この表から,まず全国の動きを見ると,農家

全体では各5年間の減少率が僅かずつ低下する傾

向にあるが,販売農家だけを見ると,その減少率

は上昇を続けており,直近の2000-05年間では▲

16.0%という高い減少率となっている。1995年か

らの10年間での減少率は▲25.9%にもなり,この

間に4分の1の販売農家が離農もしくは自給的農

家になったことになる。
一方,減少を続けていた自給的農家は2005年

に急増し,1990年時をも上回る88.5万戸になって

いる。このことにより1990年に22.5%であった総

農家に占める自給的農家の割合は,2005年には

31.1%にまで上昇している。また,土地持ち非農

家の数も増加を続けており,2005年には120万戸

を超えている。この数に,自給的農家を加えれば
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表1農家数,土地持ち非農家数,農家以外の農業事業体数等の動向

208.6万戸となり,販売農家数の196.3万戸を上回

る。商品販売を行う農家数が,ついに農地所有者

の半数以下になってしまったのが2005年農業セン

サスでの特徴の一つでもある。

他方,販売農家が減少する中で,農家以外の農

業事業体,特に販売目的の事業体が急増している。

農家の高齢化が進み担い手が不足する中で,地域

の農地を守って行くために組織的対応が求められ

るようになったことに加え,米政策の見直しに

伴って集落営農組織を地域農業の担い手として認

める方向が打ち出されたことで,農家以外の農業

事業体(その多くは集落営農組織(2))が水田農

業に本格的に進出し始めたと言える。

なお,この動きと相反するように,農業サービ

ス事業体が激減している。同事業体は農地を所有

する主体ではないが,農作業委託から農地貸付へ

の変更を希望する高齢農家等が増加する中で,農

業サービス事業体自らがこれら農地の引き受け手

とならざるを得なくなり,農家以外の農業事業体

へと組織形態が変わったものも少なくないと推察

される(3)。

では,これら農家数等の動きに,どのような地

域性が見られるのだろうか。同表で1995年から

2005年までの10年間の変化を見ると,販売農家の

減少率は北海道,東海,山陽および沖縄で高く,

いずれの地域ブロックも3割近い農家が減少して

いる。これに対し,自給的農家は北海道と沖縄を

除く各地域ブロックで,土地持ち非農家は全地域

ブロックで増加しており,前者は北関東,後者は

東北での増加率がそれぞれ32.2%,58.1%と,他

の地域ブロックに比べ著しく高い。

また,農家以外の農業事業体は,北海道を除く

全地域ブロックで増加しており,北陸,東山およ

び近畿では倍増している。これら地域ブロックは

いずれも販売目的の事業体が10年間で3倍以上と

なっており,北海道でも同事業体に限定すれば

24.7%の増加となる。これに対し,農業サービス

事業体は北九州を除く全地域ブロックで減少して
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おり,東山,東海,山陽および沖縄で5割前後の

高い減少率となっている。この傾向は,水稲作サー

ビス事業体でもほぼ同様であるが,北九州に加え

北海道においても事業体数が増加している点が異

なる。

(2)経営規模による農家の階層移動の特徴

ア.経営耕地面積規模別の農家の階層移動状況

2000-05年間の都府県における農家の経営耕地

面積規模別の階層移動状況を10年前(1990-95年

間)と比較すると,幾つか異なる動きを確認する

ことができる(表2)。

第1は,販売農家における離農率の上昇であ

る。販売農家では全規模層で離農率が高まってい

るが,その中でも規模の小さな階層での上昇度合

いが大きく,「0.5ha未満」層で3.4ポイント(12.8%

→16.2%),「0.5～1.Oha」層で3.5ポイント(6.7%

→10.2%),「1.0～2.Oha」層で2.9ポイント(3.2%

→6.1%)それぞれ上昇している。これに対し,

自給的農家の離農率は30%近い高い水準ではある

が,10年前とほとんど変化していない。

第2は,量的に厚みを持つ小規模な販売農家層

で同じ規模階層にとどまった農家割合が低下し,
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その分,前述した離農率の上昇と併せ自給的農家

への移動率が高まっていることである。自給的

農家への移動率は「0.5ha未満」層で3.4ポイント

(22.4%→25.8%),「0.5～1.Oha」層でも2.8ポイン

ト(6.0%→8.8%)上昇している。自給的農家の

離農率に大きな変化がなかったことからすれば,

前掲表1で示した自給的農家数の増加は,全体的

に見ればこれら小規模販売農家層を中心とする自

給的農家への移動状況の変化によるところが大き

い(4)。

第3は,3.Oha未満の各規模層で,規模拡大を

図って上位階層へ移動した農家率が低下し,規模

縮小し下位階層へ移動した農家率が高まっている

ことである。これら規模層では,いずれも下層移

動した農家率が上層移動した農家率を大きく上

回っており,しかもその差がさらに拡大する傾向

にある。

第4は,上位階層への移動率が上昇したのは

「3.0～5.Oha」層および「5.Oha以上」層であるが,

下位階層への移動率が「3.0～5.Oha」層では上昇

しており,これが低下しているのは「5.Oha以上」

層のみである。規模区分の設定が15haまでしか

ないため,15ha以上層では規模拡大をしていて

表2経営耕地面積規模別の階層移動状況(都府県)
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も「期首,期末ともに同じ階層」に含まれている

ことを考慮すれば,都府県では「5.Oha以上」の

大規模農家層においてのみ,さらなる規模拡大が

進行しているとも言えよう。

しかし,これら大規模農家層の筆頭予備軍とも

言える「3.0～5.Oha」層では,期首の農家数が減

少に転じており,上位階層への移動率の停滞と下

位階層への移動率の上昇は,新たな大規模農家の

形成,量的確保が一層困難になっている状況を示

している。

なお,これらの点については,代表的な規模階

層を取り上げ,地域性を含め以下で詳しく検討す

る。

イ.零細・小規模農家の離農等の状況

まず始めに,自給的農家の離農率を表3により

見ると,都府県平均では10年前とほぼ同じである

が,地域ブロックによってはかなり変化している。

自給的農家の離農率が上昇した地域ブロックは全

部で9地域あり,山陰で5.3ポイント,北海道で4.4

ポイントと大きい。逆に,低下した地域ブロック

も5地域あり,その中では南関東での低下度合い

が▲6.8ポイントと最も大きい。

また,小規模販売農家(期首の経営耕地面積が

北海道で「1ha未満」層,都府県で「0.5ha未満」

層)について見ると,自給的農家への移動率は北

海道,北関東,東海,山陰および山陽で,離農率

の上昇度合いは北海道,東北,北陸北関東,東

海および山陰でそれぞれ4ポイント以上高まって

いる。ただし,沖縄では自給的農家への移動率,

離農率ともに低下しており,他の地域ブロックと

は全く異なる動きを示している。

これらのことから,前掲表1で自給的農家数の

顕著な増加がみられた北関東を始め,東海山陰,

山陽等での自給的農家の増加は,小規模販売農家

が多量に自給的農家に流れ込んだことによるもの

であることがわかる。なお,南関東の場合は,自

給的農家の離農率が大きく低下したことがその原

因となっており,地域ブロックによる違いも確認

できる。

ウ.中・大規模農家の階層移動状況

次に,都府県における中間的な規模階層として,

期首の経営耕地面積が「2～3ha」層を取り出し,

階層移動状況を見ると(表4),2000-05年間の

上位階層への移動率は,都府県平均で20.1%であ

表3零細・小規模農家の離農等の動向
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表4中規模および大規模農家の階層移動状況(都府県)

り,最も高い南九州でも25.7%にとどまっている。

10年前と比較すると,沖縄(▲6.9ポイント),北

関東(▲2.5ポイント),東北(▲2.2ポイント)等

の半数以上の地域ブロックで,その割合が低下し

ている。

一方,下位階層への移動率は,都府県平均で

38.8%であり,北九州を除く山陰以西の各地域ブ

ロックで高い。その中でも特に山陰および沖縄で

は,10年前に比べ7ポイント以上その割合が上昇

しており,半数以上の農家が下位階層へ移動する

に至っている。

また,この規模層では,全地域ブロックで上位

階層への移動率が下位階層への移動率を大きく

下回っており,その差は沖縄(▲35.5ポイント),

山陰(▲31.6ポイント),山陽(▲26.0ポイント),

四国(▲24.5%)で大きく,沖縄および山陰では

両者の差が10年前に比べ大幅に拡大している。

さらに同表で,「5ha以上」の大規模農家層に

ついて同じように階層移動状況を比較すると,中

間規模層とは異なり多くの地域ブロックで上位階

層への移動率が上昇し,下位階層への移動率が低

下している。上位階層への移動率の上昇度合いは

山陰で6.9ポイントと最も大きく,次いで四国が4.9

ポイントとなっており,担い手の少ない両地域ブ



60

ロックでは,数少ない大規模農家がさらなる規模

拡大を図っている様子がうかがえる。なお,10年

前に上位階層への移動率が高かった東海および近

畿では,今回,同移動率がそれぞれ▲1.0ポイント,

▲4.8ポイントと低下しているが,それでも他の

地域ブロックに比べれば依然高い水準にある。

2.経営耕地総量の変化と経営主体

(1)面積総量の変化と主体別のシェア

ア.経営耕地面積の動向

全国の経営耕地面積総量(農家,農家以外の農

業事業体,土地持ち非農家の三者の経営耕地面積

の合計)は1990年の459.8万haから減少を続けて

おり,2005年では389.4万haとなっている(5)(表

5)。各5年間の減少率は2000-05年間が▲6.0%

と最も高く,近年若干高まる傾向がうかがえる。

これを,経営主体別に見ると,1990年に419.9万

haであった販売農家の経営耕地面積が2005年に

は344.7万haへと75.2万haも減少しており,この5

年間の減少率は▲7.7%と高い。

これに対し,農家以外の農業事業体の経営耕

地面積は,事業体数が大幅に増加(前掲表1参

照)したこともあり,この5年間では11.8%増加

し26.0万haとなっている。同事業体では,この間,

特に販売目的の事業体の面積が63.7%も増加して

おり,大幅に減少した牧草地経営体の面積を補っ

て余りある。

さらに,同表で1995年から2005年までの10年間

の動向を地域ブロック別に見ると,経営耕地面積

総量が最も減少したのは沖縄(▲20.8%)であり,

次いで山陽(▲18.7%),四国(▲1&2%),東山(▲

16.7%),山陰(▲16.6%)の順となる。これら地

域ブロックはいずれも販売農家の面積が20%以上

減少しており,このことが面積総量の減少に結び

ついている。ただし,これら地域ブロックでも大

規模農家(経営耕地面積が5ha以上)だけを取

表5経営主体別の経営耕地面積の動向
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り出すと,沖縄を除き同農家の経営耕地面積は大

幅に増加している。

また,それ以上に各地域ブロックで面積の増加

率が高いのが販売目的の農家以外の農業事業体で

あり,北陸および近畿では10年間で面積が4倍以

上,北関東および南関東では3倍以上,東海,山

陰および四国でも2倍以上になっている。

イ.経営主体別の面積シェアの変化

このように経営耕地面積総量が緩やかに減少す

る中で,大規模農家と農家以外の農業事業体の面

積は各地域ブロックで大幅に増加していることか

ら,両者の経営耕地面積シェアは10年前に比べ全

地域ブロックで上昇している。図1に1995年と

2005年の経営主体別の経営耕地面積シェアを示し

たが,大規模農家の面積シェアの上昇が顕著な

地域ブロックは北海道(19.0%→30.0%),南九州

(8.7%→18.6%),北関東(9.8%→18.9%)であり,

農家以外の農業事業体のシェアの上昇度合いは北

陸(2.6%→9.6%),山陰(3,0%→7.7%)等で大きい。

しかし,これら両者を合わせた「中心的な担い

手層」の経営耕地シェアが2005年で30%を超えて

いるのは「北海道」(40.4%)と都府県の中では

沖縄(3o.2%)および東北(3o.0%)だけであり,

10年前に比べシェアが10ポイント以上上昇した地

域ブロックも北海道,北陸,北関東および南九州

の4地域にとどまっている。四国での同シェアは

2005年でも5,3%と依然として低く,南関東,東山,

近畿および山陽でもやっと1割を超えたに過ぎな

い。これら地域ブロックでは,同時に「自給的農

家・土地持ち非農家」のシェアが2～3%上昇し

ており,必ずしも順調に「中心的な担い手層」に

農地が集積されているとは言えない状況にある。

(2)農家数の減少と農地総量の変化

そこで,10年間の「農家数減少率」と「農地(経

図1経営主体別の経営耕地面積シェアの推移
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図2　10年間の農家数減少と農地減少との関係(95～05年)

営耕地面積総量)減少率」との関係を都道府県単

位に見ると(図2),総農家数の減少率が高い都

道府県ほど農地総量の減少率が低い傾向にあり,

弱いながらも両者の間に負の相関関係がうかがえ

る。これは,零細・小規模農家の離農が進展して

いるところほど農地の流動化による集積が図られ

ているとも解され,一見農業構造改革が進んでい

るようにも見える。

しかし,この図を詳細に見ると,農地の減少率

が農家数の減少率を上回るところが14都府県も存

在する。これら都府県は概ね二つのグループに分

かれ,一つは,東京,埼玉,神奈川,大阪等の大

都市圏域に位置する都府県,もう一つは群馬,山

梨,島根,奈良,徳島,愛媛高知等の中山間地

域を多く抱える県である。前者のグループでは離

農した農家の農地の多くが農外転用に,後者のグ

ループでは農地の引き受け手不足から多くの農地

が耕作放棄地になっている可能性が高い(6)。

一方,数は少ないものの,農家数が大幅に減少

しているにもかかわらず農地総量を比較的維持し

ているところ(図の右下に位置)として北海道の

他,都府県では富山,滋賀がある。この二つの県

はともに集落営農組織が広範に展開している県で

あり,これら組織が農地の受け手になることに

よって,農地総量を維持していると推察される。

なお,この点については,以下の水田農業に関

する分析で詳しく検討する。

3.水田農業における「中心的担い手屑」の

変化と土地利用

(1)水田の流動化と集積主体

ア.経営田面積および借入田面積の動向

経営耕地面積のうち田に限定し,借入状況とと

もに面積の推移を見たのが表6である。まず,全

国の販売農家(7)と農家以外の農業事業体の経営

田面積の合計を見ると,この5年間で▲5.1%と
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表6田の経営耕地面積と借入耕地面積の動向

なっており,前回(1995-00年間)の減少率▲5.0%

とほぼ変わらない。しかし,経営主体別に見ると,

2005年では「大規模農家」(経営耕地面積が5ha

以上の農家)が全体の24.2%に当たる50.5万haを

経営しており(1990年は12.6%,31.0万ha),その

面積は着実に増加している。また,同農家では経

営田面積の増加率よりも借入田面積の増加率の方

がはるかに高く,専ら借地によって規模を拡大し

ている様子がうかがえる。これに対し,「その他

販売農家」(経営耕地面積が5ha未満の販売農家)

では,この5年間での経営田面積の減少率が▲

13.7%に上昇するとともに,借入田面積も▲2.4%

と減少に転じている。

また,事業体数が増えた農家以外の農業事業体

は,経営田面積,借入田面積ともに急増してお

り,この5年間だけで2倍以上の面積になつてい

る。同事業体の経営田面積は2005年でも全国で8.2

万ha(シェア3.9%)とまだ量的には少ないもの

の,そのうちの7.3万haは借地であり,経営田面

積に占める借入田面積の割合が8&8%と極めて高

い(大規模農家は41.2%)といった特徴がある。

さらに,この農家以外の農業事業体の面積に大

規模農家の面積を加えると,2005年の経営田面積

は58.6万ha(シェア28.1%),借入田面積は28.0万

ha(同56.9%)となり,これら両者が地域の水田

農業の中心的な担い手,とりわけ農地の受け手に

なっていることがわかる。

ところで,これら水田の利用状況の変化は,地

域差が大きい。同表で10年間の面積増減率を地域

ブロック別に比較してみると,経営田面積(計)

の減少率が高いのは山陽(▲17.7%),四国(▲

165%),東山(▲16.2%)および山陰(▲15,6%)

であり,いずれも15%を超える減少率となってい

る。ただし,大規模農家および農家以外の農業事

業体の経営田面積は,全ての地域ブロックでそれ

ぞれ増加しており,両者の合計面積は10年前に比
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表7田の経営耕地および借入耕地面積シェアと10年間(1995～2005年)の動向

べ山陰で4倍,四国で3倍,南関東,近畿および

南九州でも2倍以上に増えている。

他方,借入田面積について見ると,面積計でも

全地域ブロックで増加しており,その中でも北海

道(83.6%),東北(82.6%)および北陸(72.9%)

での増加率が高い。これは,大規模農家および農

家以外の農業事業体の借入田面積が著しく増加し

ているためであり,この10年間に両者を合わせた

借入田面積は山陰および四国で4倍以上,南関東,

東山,山陽および南九州で3倍以上,その他の都

府県の各地域ブロックでも2倍以上に増加してい

る。

このように,全地域ブロックで経営田面積が減

少する中,借入田面積が増加しているため,田流

動化率が全国平均で1995年の13.2%から2005年に

は23.7%へと10.5ポイント上昇しており,地域ブ

ロック別に見ると,2005年での流動化率は北陸で

33.1%(15.3ポイント上昇),東海で30.6%(142

ポイント上昇),近畿で28.7%(11.2ポイント上昇)

と高い。

イ.「中心的担い手層」の水田面積シェアの変化

大規模農家および農家以外の農業事業体の経営

田面積,借入田面積の増加によって,両者の面積

シェアは各地域ブロックで急激に高まっている。

表7は2005年での各面積シェアと1990年でのシェ

アとのポイント差を示したものであるが,両者を

合計した経営田面積シェアは全国平均で11.3ポイ

ント上昇し28.1%に,借入田面積シェアは22.2ポ

イント上昇し56.9%にまで達している。

これを都府県について地域ブロック別に見る

と,2005年の合計経営田面積シェアは北陸で最も

高く27.2%,次いで東北で26.9%,東海で22.5%

の順となっており,10年間の上昇度合いも北陸で

16.4ポイント,東海で13.8ポイントと大きい。両

地域ブロックは大規模農家とともに農家以外の農

業事業体の面積シェアも高いといった共通点があ

る。

また,合計借入田面積シェアは東北,北陸北

関東および東海で50%を超えており,東北では大

規模農家が51.1%と過半を占めている。これに対

し,北陸東海および山陰では農家以外の農業事
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図3田の借入耕地増加面積(95～05年)に対する寄与度(都府県)

業体が2～3割のシェアを占めており,北陸およ

び山陰では10年前に比べ20ポイント程度シェアを

高めている。

ウ.水田農業の「中心的担い手層」の地域性

このように,大規模農家や農家以外の農業事業

体が農地の中心的な受け手になることによって,

水田の流動化が加速しており,地域差はあるもの

の農家以外の農業事業体が担う役割が大きくなっ

ている傾向が確認された。そこで,このことを検

証するため,この10年間に増加した借入田面積の

引き受け手としての貢献度合いを,大規模農家と

農家以外の農業事業体ごとに寄与度(8)として都

府県単位に求めた。図3は,この両者の寄与度に

よって各府県を散布図上にプロットしたものであ

るが,三つのグループにきれいに分けることがで

きる。

第1のグループは,農家以外の農業事業体の寄

与度が極めて高く,大規模農家の寄与度の低いと

ころであり,富山,福井,岐阜,兵庫,島根,広

島の6県が該当する。これらの県は,いずれも集

落営農の先進県であり,耕作できなくなった農家

の農地を主に集落営農組織が引き受けてきた「組

織対応型」の県と言えよう。第2のグループは,

これとは対照的に,大規模農家の寄与度が高く,

農家以外の農業事業体の寄与度が低いところであ

り,青森山形,栃木,千葉,静岡,熊本,鹿児

島等が該当する。組織的な対応ではなく,主に個

別大規模農家が相対で農地を引き受けてきた「個

別農家対応型」の県である。第3のグループは,

両グループの中間に位置するグループであり,宮

城,新潟,石川,愛知,滋賀,京都,鳥取等が該

当する。これらの府県は大規模農家の寄与度と農

家以外の農業事業体の寄与度が拮抗しており,「組

織・個別農家分担型」と呼ぶことができよう。

なお,同図で都府県名を実線で囲んであるとこ

ろは,田流動化率(経営田面積に占める借入田面

積の割合)が25%を超えているところである。各

グループの中に,それぞれこれら府県が含まれて

いることから,中心となる受け手層の違いはあっ
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ても,それぞれの地域ブロック実態に合わせて水

田の流動化が進んでいることがわかる。

(2)稲作作業受託の後退と借地への転換

ア.稲作作業受託面積の動向

稲作の作業受託を行っている主体は,農家,農

家以外の農業事業体の他に,農業サービス事業体

がある。また,農作業受託には全作業受託と部分

作業受託があり,農業センサスでは部分作業受託

については作業ごとに受託面積が集計されている

が,実作業受託面積の把握は行われていない。こ

のため,ここでの分析では,部分作業受託面積と

して圃場3作業(「耕起・代かき」,「田植」「稲

刈り・脱穀」の3作業)の平均受託面積を用い,

これに全作業受託面積を加えたものを稲作作業受

託面積とした。

このようにして求めた稲作作業受託面積の受託

主体別の動向を見たのが表8である。まず,全国

計を見ると,増加傾向にあった稲作作業受託面

積の総量は,2000年に22.1万haにまで達するが,

2005年では一転して20%近い減少となり,17.9万

haに後退している。受託主体別に見ると,この

5年間の減少率は販売農家で▲26.9%,農業サー

ビス事業体で▲22.5%とともに高く,この間に事

業体数が急増した農家以外の農業事業体で面積が

2倍以上に増えているものの,両者の減少分を補

うには至っていない。

また,5年間の作業受託面積の動向を地域ブ

表8稲作作業受託(圃場作業)の動向
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ロック別に見ると,受託面積総量は全地域ブロッ

クで減少しており,北海道,北関東,東山および

山陰では30%以上の減少率になつている。受託主

体別には,販売農家が全地域ブロックで,農業サー

ビス事業体は北陸と北九州を除く各地域ブロック

で面積が減少しており,販売農家における減少率

は北海道(▲65.5%)に次いで近畿(▲38.3%),

北九州(▲37.6%),北陸(▲37.0%)で高く,農

業サービス事業体は北関東(▲58.5%),南関東

(▲46.9%),南九州(▲46.6%)および東海(▲

46.0%)での減少率が高い。これとは対照的な動

きを示しているのが北陸および北九州であり,農

業サービス事業体の受託面積がそれぞれ11.5%,

44.9%増加している。

一方,農家以外の農業事業体は全地域ブロック

で受託面積が増加しており,この5年間で3倍以

上に増えた地域ブロックも少なくない。これら地

域ブロックは事業体数の増加率をはるかに上回る

受託面積の増加率となっており,既存の事業体が
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作業受託面積を増やしたというよりも,作業受託

の一部が借地に転換した農業サービス事業体が,

新たに農家以外の農業事業体に加わった結果とみ

るべきだろう。

なお,このような作業受託から借地に転換する

動きは,受託面積が大幅に減少した販売農家にお

いても生じていると推察される。そこで,稲作作

業受託面積に借入田面積を加えた集積面積によっ

て比較してみると,面積総量は東山と南九州を除

く各地域ブロックで増加となり,販売農家の増加

率は北関東および南関東で,農家以外の農業事業

体と農業サービス事業体の合計面積の増加率は,

北海道,北陸,北九州および山陽で高い。

イ.稲作作業受託面積の減少と田の流動化

さらに,水田の流動化動向(借入田面積割合の

5年間のポイント差)と稲作作業受託の動向(稲

作作業受託面積割合の同ポイント差)との関係を

都道府県別に見ると(図4),幾つか例外的な県

図4田の流動化と稲作作業受託面積減少との関係(2000-05年)
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はあるものの,概ね作業受託面積割合の低下度合

いが大きい県ほど,借地面積割合の上昇度合いが

大きい傾向がうかがえ,作業受託から借地への転

換が起こったことが確認される。

また,横軸のみに着目して見ると,作業受託面

積割合(田面積に占める稲作作業受託面積の割合)

が上昇しているのは,愛知,佐賀,熊本の僅か3

県のみであり,いずれの県も5年前から2ポイン

ト程度上昇したに過ぎない。これに対し,3県以

外は全て同割合が低下しており,低下の度合いが

大きいのは鳥取,長野,岐阜,宮崎および島根で

あり,これら県はいずれも5ポイント以上の低下

となっている。

さらに,集積率(田面積に占める借入田面積と

稲作作業受託面積の合計面積の割合)が高い都府

県(図中で都府県名を実線で囲んでいるところ)

を見ると,作業受託面積の動向は様々であるが,

田流動化率の上昇度合い(ポイント差)は総じて

大きいといった共通点があり,この5年間で水田

の集積方法が専ら借地によるものへと変化した様

子がうかがえる。

4.集落営農組織の展開と農地集積状況

(1)2005年以降の集落営農組織の動き

2007年度から導入された「水田・畑作経営所得

安定対策」への加入を契機として,これまで組織

化の動きが鈍かった地域ブロックでも集落営農組

織が急増し,地域農業構造,とりわけ水田農業構

造に大きな変化が見られるようになる。しかしこ

れら動きは,2005年農業センサス以降の動きで

あって,同センサス結果には現れていない。そこ

で本稿の最後に,毎年農林水産省(統計部)で実

施されている集落営農実態調査の結果を用い,集

落営農組織の展開状況とその地域性について簡単

な分析を行ってみた。

表9は,2005年以降,2009年までの集落営農組

織数と組織の集積面積を整理したものである。こ

の表から,まず全国の集落営農組織数の推移を

見ると,2005年時点の10,063組織から増加を続け

2009年では13,436組織へと3千組織以上増えてい

る(増加率33.5%)。年次別に見ると,2006年か

ら07年の間の増加率が15.4%と最も高く,前述し

たように「水田・畑作経営所得安定対策」へ加入

するための駆け込み設立が多かったことがうかが

表9集落営農組織数および組織の集積面積の動向
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われる。このことは,それまで組織化の動きが鈍

かった東北,北関東,南関東,四国および北九州

で,この時期に組織数が急増していることからも

わかる。一方,集落営農の先進地である北陸,近

畿,山陰および山陽での組織数の増加は緩やかで

あり,中でも北陸と山陽は2005年以降,組織数が

横ばいで推移している。

次に,集落営農組織の集積面積(経営耕地面積

と農作業受託面積の合計)について見ると,全国

計では2005年の35.3万ha(経営耕地面積25.4万ha,

農作業受託面積10.Oha)から2009年には50.2万ha

(同37.8ha,12.4ha)へと14.9万ha増加している

(増加率42.1%)。これを地域ブロック別に見ると,

組織数が増加した地域ブロックにおいて集積面積

の増加率も高く,東北,関東・東山,四国および

九州で2倍以上となつている。これら地域ブロッ

クでは2007年もしくは2008年に集積面積が急増し

ており,前述したように「水田・畑作経営所得安

定対策」への加入を契機に組織化が図られ,農地
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の集積が進んだと推察される。なお,北陸や近畿

での集積面積は,組織数と同様に近年頭打ち状況

にある。

(2)集落営農組織展開の地域性

次に,これら集落営農組織の展開状況を道府県

別に見ると,幾つかの県が極めて特徴的な動きを

示している。図5は,2009年の農地集積水準と

2006年から2009年にかけての集積動向によって,

各道府県をプロットしたものであるが,集落営農

の先発地域である富山,福井,岐阜,滋賀,島根

および広島の6県では,2009年での農地集積率が

15～35%と高いものの,近年は頭打ち状況にあ

り,富山,福井および滋賀ではむしろ僅かながら

低下している。

これに対し,これまで集落営農組織の展開が比

較的弱かった岩手,秋田,宮城,山形,兵庫,香川,

福岡,佐賀および熊本の9県では,2006年以降に

集積面積率が急激に上昇しており,中でも佐賀で

図5集落営農組織による農地の集積動向
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の上昇度合いが33.7ポイントと著しく大きい。こ

の他,10ポイント以上集積面積率が上昇している

のは,香川(13.0ポイント),山形(12.6ポイント),

岩手(10.9ポイント)および宮城(10.7ポイント)

であり,いずれの県も2009年の集積面積率が,先

発地域の各県と同程度の水準に達している。

これら9県のうち,岩手,宮城,兵庫を除く6

県は,2005年までの10年間における水田の流動化

タイプがいずれも「個別農家対応型」に位置づけ

られた県であり(前掲図3を参照),ここ数年で「組

織対応型」に急転換したとも言える。

ただし,これら県では,「水田・畑作経営所得

安定対策」へ加入するために,農協支所やカント

リーエレベータ単位といった広域な組織化を行

い,形式上は収支の一元化を図っているものの作

業はこれまでどおり個別農家が実施している組織

も多いという共通点がある。先発地域の県におけ

る集落営農組織による農地集積とはやや実態が異

なっている点に注意する必要があろう。

おわりに

本稿では,1990年以降におけるわが国の農業構

造の変動とその地域性を,特に農家の階層移動と

農地の利用構造の変化に焦点を当て検討した。

農業センサス分析から明らかとなった近年の構

造変化の特徴としては,①小規模の販売農家にお

いて自給的農家に変わる動きとそのまま離農する

動きが同時に進行しており,これが販売農家の大

幅な減少と自給的農家の増加要因となっているこ

と,②中間規模層での農家数の減少と下層移動傾

向の強まりによって,中国・四国地域を筆頭に全

国各地で新たな大規模農家の形成が一層困難化し

ていること,③農家以外の農業事業体,とりわけ

水田農業にかかわる事業体(その多くは集落営農

組織)が北陸や近畿等で大幅に増加していること,

④借地による水田の流動化が東海や近畿を中心に

全地域ブロックで加速する一方で,稲作作業受託

が借地に転換したことによって全地域ブロックで

後退していること等が指摘できる。

その中でも特に,2005年までの10年間の水田の

流動化状況等を見ると,地域における水田農業の

中心的な担い手にはっきりとした地域性が現れて

おり,東北,関東,九州等ではまだ層として存在

する個別大規模農家が,集落営農の組織化が進ん

でいる北陸,近畿,中国等では農家以外の農業事

業体(集落営農組織)が,それぞれ耕作できなく

なった農家の水田の主要な受け手となっているこ

とが明らかとなった。

しかし,これまで組織展開があまり見られな

かった県や地域ブロックで「水田・畑作経営所得

安定対策」を契機に集落営農組織が急増し,これ

ら組織による農地集積が急速に進んでいることか

ら,2005年農業センサス以降における農地の利用

構造がさらに様変わりしている可能性が高い。

現在,2010年農業センサスが行われており,そ

の結果の概要が年内には公表されるであろう。ま

た,政権交代によって,新たに「個別所得補償」

を柱とした農政がスタートする。農家の階層移動

の変化や集落営農組織の展開等がわが国の農業構

造,とりわけ農地の利用構造にどのような変化を

及ぼしたのか,まずは2010年農業センサス結果に

よってしっかりと検証してみる必要があろう。そ

してこのことは,今後の農業構造を展望し,新た

な政策を検討していく上でも極めて重要な課題で

ある。

(注)

(1)2005年農業センサスは,それまでの世帯(農家)に着

目した調査から経営に着目した調査へと抜本的な見直

しが行われ,農業経営体という新しい概念での基本的

な集計が行われている。しかし,この新定義では2000

年までのセンサス結果と接続が図れないことから,本

稿では2005年結果については全て農家や農家以外の農

業事業体といった2000年までの定義による集計結果を

用いて分析を行った。

(2)2005年センサスは,水田・畑作経営所得安定対策(品

目横断的経営安定対策)が開始される前の調査結果で

はあるが,すでに実施されていた米政策の見直し(産

地作り交付金の導入等)にともなって,水田農業(稲

作や転作)にかかわる集落営農組織等が先進県を中心
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に作られ始めていた時期であり,これが農家以外の農

業事業体の増加に大きく寄与している。この点につい

ては,拙稿「日本農業・農村の新たな構造変化-2005

年農業センサスの分析-」(農林水産政策研究第14号,

2008年7月)の12～13ページを参照されたい。

(3)農業センサスでは経営の実態に基づいて調査が行われ

ている。農業サービス事業体は農作業の受託のみを行

う事業体(経営耕地を有さない)であるが,10a以上

の借地(経営受託)を行えば,たとえ作業受託がメイ

ンの事業であったとしても,農業センサスでの分類上

は農家以外の農業事業体となる。

(4)1995-2000年間においても,自給的農家数が減少しな

い現象が見られたが,その要因は自給的農家から販売

農家に移動する農家が減少し,自給的農家のままで存

続する農家が増加したことによるものであり,今回の

要因とは異なっている。1995-2000年間の動きについ

ては,橋詰登・千葉修編著『日本農業の構造変化と展

開方向一2000年センサスによる農業・農村構造の分析

一』(農山漁村文化協会,2003年3月)の26～29ペー

ジを参照されたい。

(5)所有面積ベース(耕作放棄地を含む)で,農地総量の

推移を見ると,1995年が449万ha,2000年が430万ha,

2005年が412万haとなっており,各5年間の減少率は

それぞれ▲4.2%,▲4.1%となる。なお,この5年間

の所有面積の増減を主体別に見ると,減少しているの

は販売農家のみで▲10.6%,自給的農家,土地持ち非

農家はそれぞれ25.1%,26.4%増加している。

(6)本稿では農地利用の後退的な動きである耕作放棄地や

不作地の動向を含め,農地の出し手側である土地持ち

非農家や自給的農家の農地所有の変化についての分析

は割愛した。都道府県単位ではないが農地の出し手側

からの分析結果については,拙稿「センサス分析から

みる農地利用の新たな動きとその地域性」(農業法研

究44,2009年6月)の8～10ページを参照されたい。

(7)2005年センサスでは,自給的農家についても土地持ち

非農家と同じように調査客体名簿(照査表)からの集

計へと変更されたため,農地に関するデータは田畑別

に把握されておらず,水田農業の分析における農家分

は販売農家のみとならざるを得なかった。

(8)寄与度は,以下の算式で求めた。

大規模農家の寄与度=大規模農家の10年間の借入田増

加面積/10年間の借入田増加面積総量×100

農家以外の農業事業体の寄与度=農家以外の農業事業

体の10年間の借入田増加面積/10年間の借入田増加

面積総量×100

したがって,大規模農家以外の販売農家の借入田面積

が10年間に減少している場合は,大規模農家の寄与度

と農家以外の農業事業体の寄与度を合計すると100を

超える。


