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はじめに

北海道では農地保有合理化事業が農地移動,と

くに所有権移転において重要な位置を占め,農地

保有合理化事業のあり方が農地移動に対して大き

な影響を及ぼしてきた。本稿に与えられた課題は,

そうした北海道の農地保有合理化事業の特質を念

頭におきながら,「出し手側,受け手側双方の個

別具体的な理由や動機を調査して,最近における

農業者の農地購入による経営規模拡大の動機等を

把握することにより,新たな政策において農地保

有合理化事業が果たすべき役割と農業経営の安定

化を推進する施策上の課題等」について北海道の

水田地帯の実態に即して検討することである。

そうした課題をうけて本稿では,農地保有合理

化事業利用農家に対する農地移動に焦点を当てた

実態調査結果に基づき,それぞれの農家がその経

営展開のプロセスにおいて農地保有合理化事業を

どのように位置づけ,利用してきたか,農地保有

合理化事業の利用を通じてそれぞれの経営をどの

ように発展させてきたか,そしてそれらの経験を

通じて農地保有合理化事業をどのように評価して

いるか,さらに北海道に広く普及,定着してきた

農業委員会のもとでの農地の利用調整(あっせん)

と農地保有合理化事業とがどう関わってきたか等

に焦点をあてながら分析を行うことにしたい。

以下では,調査農家の分析に先立ってまず北海

道および調査地深川市における農地移動と農地保

有合理化事業の状況について概観し,農地移動全

体における農地保有合理化事業の位置づけやその

地域性,その中での調査地の特徴等について整理

しておくことにしたい。

1北海道における農地移動と農地保有合

理化事業

(1)農地移動

北海道における農地移動に関しては既に多くの

分析がある。屋上屋を架すの感もあるが,ここで

は再確認の意味もこめて,府県との対比も念頭に

おきながら近年の北海道における農地移動の特徴

について整理しておくことにしたい。

まず,自作地有償所有権移転(以下所有権移転

ないし自作地売買)と賃借権設定の合計面積が,

表1-1にも示されているように1980年代の落ち

込みの時期を経て1990年代にピーク時の1970年代

初めの水準(約3.4万ha)を回復し,さらに2000

年代に入って大幅に増加し,1970年代初めの2倍

を超えるような水準に達していること,耕地面積

に対する農地移動面積の割合も都府県に比べて極

めて高いこと(2004～2008年の5年間平均の農地

移動面積の2005年の耕地面積に対する割合で都府

県3.3%に対し北海道6.2%,5年間で耕地面積全

体の約3分の1が移動する水準)が指摘できる。

このことは,農地移動の1件当たりの面積規模の

大きさ(所有権移転で2008年都府県23aに対し北

海道594a,利用権等設定で都府県36aに対し438

a)ともあいまって北海道では農地の流動性が依

然として高いことを示すものであり一それは農家

の流動的性格とも関わる一,そのことはこの間の

経営規模の拡大の進展,構造変動の激しさとも結

びついたものであるといえよう。

農地移動の形態については,都府県では農地価

格の高騰収益地価水準との乖離の拡大を背景に

1970年代半ば頃から自作地売買から賃貸借にシフ

トしたのに対し,北海道ではかなり後まで自作地
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表1-1農地移動面積に占める自作地有償所有権移転面積の割合

売買が農地移動の主体をなしていた。しかしその

北海道でも1980年代に農地流動化面積に占める自

作地売買の割合は次第に低下し,1990年代前半に

は50%を割り,その後も低下を続け,2007年には

27%にまで低下した。北海道の農地移動も都府県

と同様に賃貸借主体に変化してきていることがひ

とまず指摘される。

とはいえ,北海道でのこの自作地売買主体から

賃貸借主体への変化は,都府県でのそれとは性格

内容をかなり異にしている。売買面積自体は,ピー

ク時の1970年代初めの3.4万ha前後の水準から80

年代には1.5万ha前後の水準に低下したが,90年

代は横ばいで推移し,2000年代には2万ha前後

の水準にまで回復した(2008年2.7万ha)。この間

の農地移動面積全体に占める自作地売買の比重の

低下は専ら賃貸借の増加によるもので,売買面積

自体は一定の水準を維持している。北海道の農家

にとって自作地売買は依然として重要な農地処分

の形態であり,農地移動としては,いわば自作地

売買と賃貸借が並進する状況にあるということが

できよう。

北海道の農地移動は,1970年代前半までは離農

にともなうものが大部分を占めていた。そしてそ

れは所有権移転による農地処分と結びついてい

た。つまり離村離農の農地処分→所有権移転であ

る。この離農自体は,1980年代,90年代と次第に

減少し,それとともに離農にともなう農地処分の

農地移動全体に対する割合も低下してきた(1980

年25%,1990年36%,2005年14%)。また離農の

形態も離村離農の割合が減少し,在村離農が増え,

負債整理がない離農の場合には離農時に農地売却

とはならない離農も増えてきた。

しかし,それでも表1-1の右端に示されてい

るように1985年頃には離農にともなう農地処分は

4分の3か所有権移転であったし,2000年代に

入っても50%前後と高い。高齢化等での経営規模

縮小では賃貸借を選択したとしても,離農すると

きには売却にまで踏み切るのが多いということを

ここからうかがえよう。

北海道での農地の賃貸借については,都府県で

のそれとは異なって一時的,過渡的性格が強いこ

とがこれまでも指摘されてきた(1)。貸付農地が

長期に貸し付けられたままであることは少なく,

いずれは売却処分されるということである。近年

多くなつている高齢化にともなう離農などの場

合,集落にとどまって農地は貸付け,小作料収入

と年金収入で生活するというような方向を選択す

ることも多くなっている。しかしその場合でもい
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ずれはその集落を離れ,市街地ないしは都市部に

転出せざるをえなくなる(高齢者にとって散居制

でしかも冬が厳しい北海道の農村で他の人と離れ

て単独で生活するのは容易ではない)。それを契

機に農地を売却処分するか,そうでないときでも

相続などを契機に農地が処分される。北海道では

農地は代々継承されるべき家の資産としては意識

されないからである。農地はあくまでも生産手段

としての農地である。

このことは,受け手側にとってはより強く意識

されている。今は相手側(出し手側)の意向で農

地を借りていたとしても,いずれは購入したいと

いう意向が強い。生産手段として受けとめている

が故の所有志向とでもいえようか。もつとも,そ

れが可能なのは,北海道での農地価格の水準が都

府県とは異なって収益地価水準からはあまり乖離

していないという条件のもとである。

さきに述べた自作地売買と賃貸借の並進は,こ

うした賃貸借の一時的,過渡的性格と深く関わっ

ている。農地の賃貸借が増加し,多くの農地が貸

付に出されたとしても,それが長期に貸し付けら

れたままであることは少なく,その多くはいずれ

売却処分されることになる。こうした賃貸借から

売買への移行も含んだ賃貸借と売買の並進なので

ある。

このように自作地売買と賃貸借の並進,農地移

動において自作地売買が一定の比重をもって展開

していることが北海道の農地移動の一つの特徴で

あり,北海道で農地保有合理化事業が展開する基

盤もそこにある。農地保有合理化事業が北海道の

農地移動に大きな位置を占めている理由でもあ

る。この点については,項をあらためてみてみる

ことにしよう。

(2)農地保有合理化事業

北海道の農地保有合理化事業は,当初は農地開

発事業を中心に進められ,1980年の農用地利用増

進法の制定後既墾地も対象として合理化事業が進

められるようになり,さらに1988年から5年間の中

間保有期間をおいて担い手農家に売り渡す「担い手

タイプ」の合理化事業が導入され,農地保有合理
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化事業が大きく広がっていくことになった(2)。

ところで北海道の農地価格は1980年代前半を

ピークに下落に転じ,その後も低下傾向が続いて

いる。そうした中での売買を主体とする合理化事

業では農地価格の下落のリスクを誰が,どう負担

するかが大きな問題となる。合理化事業を直接担

当する都道府県の公社がリスクを負担できないと

すれば,予め売渡先を決めておいてから買入を行

う(売渡先がリスクを負担)いわゆる「瞬間タッ

チ方式」を取らざるをえないことになる。しかし

それでは中間保有の意味もなくなり,合理化事業

そのものを積極的に推進することも難しくなる。

そうした問題に対応するために導入されたの

が,一つは地価下落にともなう差損負担の仕組み

をもつ新しい事業タイプであり,もう一つは中

間保有期間を大幅に伸ばし,その期間に売渡予定

農家の経営力の強化を図る長期タイプの事業であ

る。前者が1995年に導入された「経営転換タイプ」

であり,2001年以降は「担い手タイプ」のうちの「農

地売買円滑化事業」に継承される(10%の範囲内

で地価下落にともなう差損の補填)。とくに「経

営転換タイプ」はUR対策事業の一環として導入

され,予算規模も大幅に拡大されたこともあり(同

時に譲渡所得税の特例措置(1,500万円控除)が

適応される「買入協議制度」も創設),合理化事

業での買入面積はそれまでの3千ha台から6千

ha,7千ha台へと飛躍的に増加する(表1-2)。

後者の「長期タイプ」については1997年に公社

による中間保有期間10年という長期の合理化事業

が創設され,これは2001年以降も事業名を変えな

がらも継承されていく。

2001年以降は,この中間保有期間10年の「長期

タイプ」と,5年の「担い手タイプ」が合理化事

業の二つの柱となっていく(以下では「長期タイ

プ」を10年タイプ,「担い手タイプ」を5年タイ

プと表現することもある)。「長期タイプ」では10

年間の中間保有期間における受け手の年間の実質

的負担は買い受け価格の0.75%(受け手は買取価

格の2.75%を10年間支払わなければならないが買

取時に20%相当分の助成がある),「担い手タイ
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表1-2農地保有合理化事業の実績(北海道)

プ」も5年間の中間保有期間中の受け手の年間の

実質的負担分は買取価格の1%(同様に買取価格

の5%相当分の助成あり)と受け手は中間保有期

間中に小作料に比較してもかなり低額の負担で利

用することが出来る。

こうした事業の導入によつて北海道の農地保有

合理化事業による買入面積は1990年代後半に入っ

て大きく増加し,2000年代にもその高水準が維持

されてきた。中間保有期間を終了して売り渡され

る面積も2000年以降は6千ha前後の規模に達し,

1997年に始まった「長期タイプ」が10年を経過し

た2008年には売渡面積が大幅に増加し,1995年以

降初めて買入面積を上回り,この間増加を続けて

きた保有面積も2008年から減少に転じ農地保有合

理化事業も新しい局面に入ってきた。

所有権移転に対する公社の介入率(ここでは便

宜上所有権移転面積から公社の譲渡面積を控除

した面積に対する公社の買入面積の割合をとつ

た(3))も1990年代に急増して95年には60%近く

にまで増加し,2000年代も40%前後の水準を維持

している。北海道での農地移動,とくに所有権移

転においては農地保有合理化事業はきわめて大き

な位置を占め,農地保有合理化事業のあり方が農

地移動全体に大きな影響を及ぼすようになつてい

る。まさに「北海道の農地移動は農地保有合理化

事業を抜きには考えられない」(4)のである。

農地移動,農地保有合理化事業の地域的特徴に

ついてもみておこう。前掲表1-1に戻って所有

権移転面積の農地移動面積全体に対する割合をみ

ておくと,根室などの酪農地帯をはじめ新開地的

性格の強い地域では所有権移転の比重がなお大き

く(根室では所有権移転の割合が50%を割るのは

1990年代後半であり2000年代に入ってもなお50%

近い割合を占めている),これに対し空知,上川

の水田地帯では1980年代後半に,十勝網走の畑

作地帯でも90年代前半に賃貸借が主になり,所有

権移転の割合が90年代後半以降は30%台,20%台

にまで低下してきている。なお,こうした水田地

帯,畑作地帯の中でも後述する石狩川上流域,中

流域下流域の対比に典型的にうかがわれるよう

に旧開地的な地域は比較的早くから賃貸借の比重

が高くなり,新開地・周辺部的な地域ではその転
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換が遅れ,現在も賃貸借の比重は旧聞地ほどには

高くない。ちなみにこうしたいわばフローとして

の農地移動に対するストックとしての借り入れ

面積割合をセンサス結果からみても,全道的に

借入面積割合が上昇している中で(1990年8.3%

→2005年18.2%),空知,上川や十勝,網走は北

海道平均に近い水準で推移しているのに対し,根

室や宗谷の酪農地帯では低い(2005年でそれぞれ

11%,12%)。

所有権移転面積に対する公社の買入面積の割合

も(表1-3),水田地帯の空知が抜きんでて高く,

酪農地帯の根室,釧路も高く,畑作地帯の十勝は

北海道平均の水準,水田地帯でも上川は低い。合

理化事業のうち,長期タイプ,担い手タイプ,経

営転換タイプ等に分けてみると,酪農地帯の根室,

釧路では経営転換と円滑化事業を含まない担い手

タイプに集中しているのに対し,水田地帯,畑作

地帯は長期タイプ,担い手タイプ,経営転換タイ

プがそれぞれ一定の割合を占め,その中で空知と

網走は長期タイプが,上川は経営転換タイプと円

滑化事業を含んだ担い手タイプが,十勝は担い手

タイプの割合がとくに高い。こうした特徴は2007

～2008年の事業でさらに際だち,根室,釧路は担

い手タイプに特化し,水田地帯と畑作地帯は長期
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タイプと担い手タイプの双方が一定の比重を占め

る中で,空知は長期タイプが,十勝は担い手タイ

プが,上川は円滑化を含んだ担い手タイプがとく

に大きな比重を占めている。

以上にみたところからもうかがわれるように,

水田地帯の空知では農地移動全体の中での合理化

事業の比重がとくに大きく,かつ長期タイプに依

存する度合いがとくに高い。その点で,「農地保

有合理化事業を抜きにしては農地移動を考えるこ

とはできない」という北海道の特徴が最も強く表

れているのが水田地帯の中核をなす空知地域であ

るということができよう。そのことはまた空知を

はじめとする北海道の水田地帯がこの間米価の低

落等での収益条件悪化に悩まされ続けてきたこと

と関わっている。

空知,上川の水田地帯の中でも,この間の構造

変動,農地移動のあり方は,戦後開田が多く新開

地的性格の強い石狩川下流域と旧開地的で北海道

の良質米地域でもある中流域,上流域とではかな

り異なった展開を示している(5)。農地移動の形

態では,上流域では賃貸借が大半を占めているの

に対し,その対極の下流域では1997年までは所有

権移転が多く,2000年以降もそれがなおかなり大

きな割合を占め,中流域はその中間をなしてい

表1-3支庁別合理化事業による買入実績
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る。近年の農地保有合理化事業についても(2007

～2008年),下流域の方が中流域よりも長期タイ

プの割合が高い市町村が多い(例えば長期のタイ

プの割合は下流域の南幌町74%,長沼町84%,中

流域の深川市50%,妹背牛町51%)。

今回実態調査の対象としたのは,石狩川中流域

に位置する深川市である。

2深川市の農業と農地移動

(1)深川市の農業

石狩川と雨竜川沿いに広がる深川市は肥沃な土

壌と恵まれた自然条件により早くから米作りに取

り組み,北海道随一の米作地帯・良質米地帯を形

成してきた。米の生産調整の時代に入って北海道

が過剰な転作対応をしたときも深川市では転作を

極力抑制し(近年でも例えば2007年で北海道の転

作率47%に対し深川市27%),良質米産地の確立・

維持に力を注ぐとともに一例えば高品質米の集荷

調整を目的とした「ライスターミナル」設置(1997

年)や穀類乾燥調整施設「深川マイナリー」設置

(2007年)等-,転作自体に対しては作業受委託

や農協による機械の貸付を等行うとともに,野菜

の広域産地化・施設化等を図ってきた。

なお,最近年の転作等の実施状況をみておくと,

2009年度の産地交付金活用実績ではそばが最大で

960ha(深川市は隣町の幌加内町に次ぐそばの産

地になっている),次いで小麦・大豆・小豆・甜

菜が806ha,その他が243haである。また,2009

年の水田・畑作経営所得安定対策の加入申請者

568(認定農業者個人557,法人11),2010年度の

戸別所得補償モデル対策の加入申請者は743で対

象農業者で未申請者は2のみである。

深川市は,1963年に石狩川右岸の深川町,一己

町,納内町,石狩川左岸の音江町の4力町村が合

併して成立し,さらに1970年に雨竜川左岸の多度

志町とも合併している。

他方農協の方は,こうした町村合併後も5つの

旧町村毎の組織のままでとどまり,より広域の取

り組みを必要とする課題については,北空知の広

域農協連を別途組織し,米や野菜等の北空知のブ

ランド確立等広域産地化の取り組みを進め,その

延長線上に2000年に深川市と隣接の雨竜町,北竜

町,幌加内町の3JAを合わせた8JAが合併し

てJAきたそらちが発足した。

深川市内のここ30年の農家戸数の推移をみて

みると,約半減しているが(1975年2,191戸

→2005年1,176戸),最初の10年間の減少は比較的

緩やかだったが(約10%),1985年からの減少が

激しい(各10年間で24%,21%の減少率)。その

ことは1985年以降この地域の階層変動が激しく

なってきていることをうかがわせる。

表2-1にはここ20年間の経営耕地規模別農

家数の推移を示したが,5ha以下層だけでなく,

かっては中心階層であつた5～10ha層も著減し,

さらにこの間の趨勢からはこれまで増加していた

10～15ha層さえも2000年以降は減少に転じたこ

とをうかがわせる。2000年以降は20ha以上層だ

けが増加し,その戸数は101戸,総農家の8.5%で

ある。また水田地帯ではこれまで稀だった50ha

以上層が顕著に増加している(他方で自給的農家

は増加傾向)。1戸当たり経営耕地面積も1975年

4.6ha,85年5.7ha,95年7.2ha,05年9.3haと最近に

なるほど増加が激しい。

このように近年の動向としては10～15ha層も

含めかっての中心階層が大きく減少し,両極が増

加する形での階層変動が進行している。深川市を

表2-1経営耕地規模別農家数(深川市)
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中心とする石狩川中流域は,大規模,個別型の規

模拡大が進行した石狩川下流域に対し,中規模,

集落を基盤とした集団的展開によって特徴づけら

れてきたが,1980年代半ば以降は稲作農業をめぐ

る環境の変化のもとでこの地域でも農家間の規模

格差の拡大,個別型の規模拡大路線に転換してき

ていることの結果であろう(6)。この地域での農

地保有合理化事業は,まさにそこのところに関わ

る形で進められてきたのである。

2010年に改訂された深川市の「農業経営基盤強

化促進基本計画構想」では担い手の年間所得目標

は800万円から400万円に引き下げられた。認定農

業者は2002年450,2008年615,2009年600,2010

年591(いずれも客年3月)と近年は減少傾向に

転じている。認定農業者への農地の集積率は87%

と高いが,認定農業者数が水田農業の中核地帯と

もいうべき深川市で早くも減少に転じていること

は注視すべきであろう。

後継者のいない農家の高齢化によって前述した

ように近年離農,戸数減少が大きく進んでいる。

認定農業者の減少は,後継者がいない農家の高齢

化にともなう離農が,認定農業者にも波及してき

ていることを示すものであろう。

後継者のいない農家が高い割合を示すなかで,

今後も離農が大量に発生することが見込まれてい
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る(近年は年々30戸程度の離農の発生)。それに

対する農地の受け手をどう確保するかが重要な課

題となっている。これまでは個別経営の規模拡大

で対応してきたが,今後もこれまでと同じような

形で受け手の確保が可能なのかどうかが問題とな

るところである。

(2)深川市の農地移動,農地保有合理化事業と

農業委員会

1)農地移動

深川市の近年の農地移動の推移をみてみると

(表2-2),北海道全体とほぼ同様に1985年には

所有権移転が賃貸借も含めた農地移動面積全体の

83%と大部分を占めていたこと,その後賃貸借が

急増し,農地の移動形態としては深川市でも賃

貸借が主流となり,農地移動全体の60%を越え,

2000年代には70%台にまで達していたこと(ち

なみにセンサスでの借地面積割合は95年14.3%,

2000年19%,05年24.3%),しかしそれは所有権

移転の面積が落ち込んだためよりも賃貸借の増加

によるところが大きく,所有権移転の面積自体は

200ha台にあり,2000年代後半には300haを越え

るところにまで増え,所有権移転の割合が再び

40%台にまで回復していること等が指摘できる。

利用権の再設定や公社の売渡,貸借を除く農

地流動化面積は年次変動はかなりあるが,400～

表2-2農地移動の推移(深川市)
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500haの高い水準にあり,2009年には600haを越

える規模である。1980年代半ばの所有権移転面積

と賃借権設定面積の合計(435ha)よりも高い流

動化面積である。ちなみに2005年センサスの農地

面積に対する2005～2009年の5年間の年平均農地

移動面積の割合は4.3%にも達している。前述の

ように10年毎に20%を上回る高率の戸数減少,離

農等にともなう大量の農地移動の発生がこうした

状況を生み出していると考えられる。

2)農地保有合理化事業

近年の公社による深川市での買入面積・売渡面

積の推移は表2-3の通りである。年次によって

かなりのバラツキがあるが,前述のようにUR対

策で経営転換タイプ等が導入された1990年代後半

は買入面積が多くなり,その後減少するが2000年

代後半に入って再び増加している。1997年導入の

長期タイプの中間保有期間が終了し売渡が始まる

2008年から売渡が増加し,買入面積を大幅に上回

るようになった。

さらに所有権移転に対する公社の買入介入率を

みてみると,全体として所有権移転に対する公社

の買入の比重は高く―UR対策等で公社の買入が

増加した1990年代後半は71%,2000年代後半は

50%前後に一,深川市での自作地売買は公社の合

理化事業によるところが大きいことが確認でき

る。

もう一つ,公社の買入をタイプ別にみてみると,

2001～2009年の9年間の合計面積では,長期タイ

プ52%,担い手タイプ(円滑化なし)30%,担い

手タイプ(円滑化あり)が18%という構成となつ

ている。

これらを,さきにみた農地移動の動向ともつな

げてまとめれば,水田地帯としての深川市では農

地移動の中で所有権移転が一定の比重を占めてい

ること,とくに200年代後半には面積も割合も増

加していること,その中で公社の買入介入率は

1990年代後半には70%台,2000年代後半も50%前

後を占め,大きな比重を占めていること,その意

味で合理化事業が農地流動化→農地集積→構造変

動を主導する重要な役割を担っていること,その

合理化事業の買入では10年の長期タイプが過半を

占めるが,5年の担い手タイプも半ば近くを占め,

長期タイプの比重がより高い石狩川下流域とはや

や異なり,そこに稲作地帯としては高反収,良質

米地域の特徴が反映していること等が指摘でき

る。

同時に,米政策が大きく変動し,米価の低落等

で農業の先行きが不安視される状況にある中で,

全国,全道の動向と同様に2009年には合理化事業

の買入が減少していることは,今後のこの事業の

帰趨ともかかわって注視しておく必要があろう。

この他,やや前のことになるが,深川市では農

表2-3農地保有合理化事業実績(深川市)
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地保有合理化事業として農地売買事業の他に農地

の集団化を図る集合的利用権等調整事業も取り組

まれている。これは,納内西地区(74.8ha,1982

～86年)を皮切りに,一己,多度志,深川等の合

計6地区,買入れ,再配分面積合計433.5haに及

ぶものである。買入件数199件に対し再配分件数

154件であるから(再配分1件当たり面積2.81ha),

集団化に一定の効果を生み出していることが推測

される。これは1995年度の深川鉄北地区の再配分

終了で完了している。

3)農業委員会と利用調整(あっせん)

深川市農業委員会は,旧町村毎の5選挙区から

選挙で選出される公選委員20名(深川3,一己5,

納内3,音江5,多度志4)と議会(4),農協,共済,

土地改良区からの選任委員7名の合計27名で構成

されている。公選委員の平均年齢は54.3歳である

(2002年は約50歳)。高齢化が進む農村の中にあっ

て農業委員に選出される人が働き盛りの若い委員

であることは注目すべきことである。農業委員会

が扱う農地の売買や賃貸借の案件は各集落,地区

毎に担当の農業委員に申し出があり,農業委員が

中心になつて各集落地区で調整が行われること

になつており,こうした農用地の利用調整での農

業委員の役割は大きい。ときには夜を徹しての活

動も求められる。農業委員にはそうした重要な役
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割を担える人材が求められる。

農業委員会には3つの特別委員会(農地,農政,

農民)が設けられ,そこで先に議論してから毎月

定期的に開催される総会にかけられる。また,毎

年各地区毎に移動農地農事相談会を開催し,農地

の問題や農業者年金等の問題での相談にあたって

いる。

農業委員会の事務局は8名の職員を擁し,事務

局在職17年,11年,8年などの経験豊富なベテラ

ン職員も配されている。深川市で農地行政を担っ

ている農業委員会の体制は強固である。

深川市の農業委員会では前述した農用地の利用

調整(以下あっせん)に早くから力を入れて取

り組んできている。近年のあっせんの申し出状

況は表2-4の通りで,年々100～170件,300～

600haの申し出がある。年度をこえて継続のもの

もあるがほとんど成立しており,不成立はごく僅

かである。しかし,2000年代に入って不成立のも

のが年によっては7件,8件といった規模で生じ

ている。不成立の原因はこの限りでは分からない

が,調整が困難な案件も存在していることのあら

われであろうか。また1件当たりの調整のべ回数

も近年増加傾向にあり,ここ数年は2回をこえる

年もあり,簡単にはまとまらない案件も多くなっ

ていることが推測される。

表2-4利用調整(あっせん)の申し出・処理状況(深川市)
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あっせんによる農地移動の状況は表2-5の通

りであり,所有権移転については3分の2前後が

あっせんによるものである(ただしここ2年は

50%を切っている)。賃借権設定についてはあっ

せんによるものはおおむね50%前後かそれ以下で

ある。深川市では農地移動のあっせんについては

長い歴史があり,集落に浸透,定着しているが,

この表の限りでは自作地売買であってもあっせん

によらないものが一定部分あること,他方賃貸借

であってもあっせんの対象になっていること,し

かし農地移動についてあっせんにかけるかどうか

は所有権移転と賃借権設定とでは明らかに差があ

ることを確認することが出来る。

深川市で定められているあつせん基準面積は田

作8.4ha,田畑作8ha,畑作5.72ha,混同11.06ha,

酪農23.21ha,農業所得規模311.8万円である。こ

のあっせん基準は買入・借入希望者が多い,いわ

ば出し手市場のときに買入・借入希望者間での調

整に際して重要な意味をもつたが,受け手の確保

が課題となるような状況ではその意味が薄れてく

る。

深川市では農地移動のあっせんが,かっては集

落,地域での経営規模の底上げ・平準化と圃場の

連坦化,団地化を図る方向で進められ,それが農

協が推進する営農集団の組織化,集団化にも貢献

した。あっせんに基づく農地取得資金の獲得が誘

導要因として大きかったが,1980年代後半からの

農地保有合理化事業,とくに90年代後半からの長

期タイプの合理化事業の導入による資金対応の容

易化と買入協議制での売り手側に対する1,500万

円までの譲渡所得税控除があっせんによる合理化

事業利用の大きな誘因となった(7)。なお,税金

の関係については800万円以下は相対で,1,500万

円を超えたときは公社の合理化事業の利用を農業

委員が指導している。

なお,2009年農地法改正にともない創設された

農地利用集積円滑化事業に関しては,深川市農業

委員会は各団体に打診したが,どこからも手が挙

がらず,規程の作成は行っていない。農業委員会

が充分機能しているところでは円滑化事業を新た

に実施する必要性を感じない,「白紙委任」は現

状のあっせんでも事実上やっているところであ

り,それとどこがちがうのか,円滑化事業は農業

委員会潰しではないのか,というのが農業委員会

の方の受けとめ方である。この点については北海

道全体でも動きが鈍いのが現状である。

3調査農家の農地集積と農地保有合理化

事業の利用

(1)調査農家の概要

今回の農家調査については,深川市の農地保有

合理化事業を担当している北海道農地開発公社道

央支所に選定していただいた8戸の農地保有合理

化事業利用農家に対して聞き取り調査を行った。

表2-5利用調整(あっせん)による農地等の移動状況(深川市)
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納内地区4戸,音江地区2戸,一己地区,深川(メ

ム)地区各1戸。その概要は表3-1～表3-3

の通りである。

経営耕地規模は,30haを超える2戸を含む20

～30ha前後の規模である(表3-1)。20ha以上

という規模は,深川市では前掲表2-1でみた

ように全農家の10%に満たないトップ階層であ

る。後述するようにこの10年程の間に合理化事業

利用によって大きく規模を拡大してきた結果でも

ある。経営耕地のうち④農家を除き自作地割合が

40～65%であり,自作地の買入と借地による拡大

とをあわせ進めてきたことがここからもうかがえ

る。他方,この借地については合理化事業の比重

が非常に大きく,⑦,⑧農家の場合には借地のほ

とんどが合理化事業によるものであり,①,②,

⑥の場合には借地の過半がそうである。

家族構成については(表3-2),2戸を除き

3～4世代家族,5～7人の多人数世帯である。

農業従事者も多くは2世代にわたる(手伝い程度

もふくめて)。あとつぎは,③農家と⑦農家を除
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き,まだ小さいか,ないしは決定(既に就農も含

む)している。

経営主が若い①,②農家は,最近住宅を新築し

ているが,経営主夫婦と父母とは同じ宅地内で別

棟別居となっており,後継者が結婚1児をもう

けている⑥農家も昨年住宅を新築したとき2世帯

住宅にし,経営主夫婦は1階後継者夫婦は2階

で玄関も別にしている。「日常生活は別々で互い

に気遣いせず暮らせるのは良い」とは⑥農家の言

である。「直系家族」であっても親夫婦とあとっ

ぎ夫婦とがこのように生活を分離する新しい生

活,居住スタイルが北海道の農村でも生まれてき

ていることは注目される。

農業機械についても,1戸でトラクター3～5

台,田植機8条ないし6条植え,普通型コンバイ

ンも含めコンバイン複数台という重装備である

(表出は略)。

作付け状況は(表3-3),総じて米の作付け

割合が高い。転作は麦,大豆が主体で,深川市で

最大の転作作物であるそばは調査農家の場合には

表3ー1調査農家の経営耕地の概要

表3-2調査農家の家族構成,農業従事者
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表3-3調査農家の作付け面積(2010)

1戸のみである。その他長いもやカボチャ,種子

用馬鈴薯,稲の育苗ハウスなども利用した各種の

花などである。

この地域では転作の作業については早くから農

協による機械の貸し出しや作業の受委託の体制が

組まれてきたが,調査農家の場合も麦やそば,大

豆等の収穫,乾燥調整等の作業を受託する農家

(①,②,③農家),委託する農家(④,⑧農家),

自分で実施する農家(⑤,⑥農家)と様々である。

このうち①農家は,そば25ha,大豆4～5ha

の作業受託を行っており(そのために普通型コン

バインを装備),これを経営の一つの柱にしたい

と考えている(他方で転作で作付けを増やしてい

る小豆の収穫作業はマメ専用のコンバインをもっ

ているグループに委託)。同じく②農家も青年部

の仲間3人と大豆を中心に30haほどの作業受託

を行っており,やはりこれを経営の一つの柱にし

たいと考えており,仲間の中では法人化が話題に

のぼることもあるという。さらに③農家は,1996

年から小麦(30ha),そば(60ha)の収穫,乾燥・

調整の作業を5戸のグループで受託している(③

農家がその代表者)。③農家はまたこの他に「無

人ヘリ防除組合」の会社を立ち上げ(③農家が代

表),防除等の作業を受託している。これは以前

はJAがやつていたが,JAの合併を機にこのグ

ループが代わって受託するようになった。3年前

に会社化を図っている。このようにこの地域では

転作作業等に関しては受委託の体制が多様な形で

組まれている。

(2)農地移動,農地保有合理化事業利用の実態

調査農家の1990年以降の農地移動の概要につい

て表3-4に示した。表中の買入,借入は合理化

事業によらない買入,借入である。なお,前掲表

3-1に示した公社からの借入面積と表3-4の

合理化事業利用面積とに差がある農家もあるが,

それは表3-4では中間保有期間が終了し,公社

から譲り渡しを受け,自作地になっているものも

含めているためである。

表3-1と表3-4とをあわせみれば一見して

分かるように,調査農家はいずれもこの間大量の

面積の農地の取得ないし借入で大幅な規模拡大を

図ってきていること,その中で合理化事業による

表3-4調査農家の農地移動(1)
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拡大の比重が極めて大きいことを確認することが

できる。

表3-5では,こうした調査農家のこの間の農

地移動について買入,借入,合理化事業利用それ

ぞれについて,1件毎にその内容を示した。主に

これによりながら,この間の調査農家の農地移動

について,i)売買と賃貸借の両形態の併用と両

者の関係,ⅱ)集落・地域での農地の利用調整の

実態とそこでの農業委員の役割,ⅲ)農地の利用

集積における合理化事業の役割ⅳ)合理化事業

に対する調査農家の評価や意向等に焦点を当てな

がら調査結果を分析,考察するとともに,経営規

模拡大に意欲的に取り組む農家を支援するという

合理化事業の役割を浮かび上がらせるという意味

もこめて,後継者の就農を機に経営拡大に取り組

む農家の事例を最後に紹介しておきたい。

i)規模拡大における売買と賃貸借の併用と賃

貸借から売買への移行

調査農家の規模拡大にあたっては合理化事業も

含めた買入と借入とがともに多用されている。こ

の買入と借入の両形態が併用されている中で注目

しておきたいのは,一つは,買入(公社の買入も

含め)には以前から借り入れていた農地を買い入

れるケースが多く見られることである。賃貸借か

ら売買への移行である。例えば,②農家:イ)ホ),

へ),⑤農家:ホ),⑥農家:ト),リ)等。なお,

そこで興味深いのは,⑥農家のト)の元の地主は,

1998年の彼の土地の処分にあたって一部(224a)

は公社に売却し(⑥農家が10年タイプで取得,へ)

の土地),一部(104a,ト))は貸付(⑥農家へ)

という方法をとつていたことである。全地一括売

却ではなく,売却と貸付とを併用し,タイムラグ

を設けた上で最終的には全て売却処分に至ってい

るのである。

出し手側に対する聞き取りは行っていないの

で,出し手側の事情は分からないが,恐らくは出

し手側の様々な事情が契機となってこうした貸付

から売買への移行が進んでいるものと考えられ

る。その場合,合理化事業が出し手側にとっても

売却に踏み切る上での大きな契機となつているの

35

ではないか。買入協議による1,500万円の譲渡所

得税の控除は売却への踏切板としての意味が大き

いと考えられるからである。いずれにせよ,こう

した貸付から売却への移行は,この地域での貸付

が過渡的・一時的な性格が強いことのあらわれと

みることができよう。

注目したいもう一つの点は,受け手側=調査農

家の多くが,借入地に対して購入希望をもってい

ることである。例えば,①農家:ロ),ハ),⑤農家:

イ),ロ),⑥農家:ホ),⑦農家:イ),⑧農家:イ)

等。このことは,この地域の農家の農地に対する

所有志向の根強さを示すものといえよう。合理化

事業(農地売買等事業)はこうした所有志向によ

く応えるものであり,逆に合理化事業の基盤もま

たそこにあるということができよう。それ故,貸

し手が売却の意思を固めれば売買への移行は容易

である。

ⅱ)集落・地域での農地移動の調整(あっせん)

と農業委員の役割

深川市でのあっせんの取り組み状況,実績につ

いては2-(2)-3)で述べたが,ここでは「あっ

せん」と呼ばれる調整活動が具体的に行われる集

落・地域レベルでの実態についてみておこう。

この地域での農地移動があっせんによるもので

あることは,表3-5の中にも示されている。例

えば,①農家のイ)。⑤農家のホ)～ト)。③農家

のこ):「売り手が農業委員に相談し,農業委員が

(③農家)に話をもちかけてくれた」。⑥農家:「二,

ホ,リ)の土地は地元集落に受け手がなく,⑥農

家の集落に農業委員を介して持ち込まれ,⑥農家

が受けることになった」。⑦農家のハ):「地元集

落で作る人がおらず,農業委員を通じて話がきた。

拡大希望を前から農業委員に伝えていた」。⑧農

家:「ハ),二)の土地は地元で受け手がなく,農

業委員を通じて⑧農家に話がきた」。

ここで一言断っておかなければならないのは,

このように「あっせん」を通じての農地の取得で

あることを明示していなくても,表3-5に示さ

れている農地の購入,借入のほとんどはあっせん

によるものであるということである。上に記した



表3-5調査農家の農地移動(2)(1990年～)
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のは,聞き取りの際に農家があっせんよるもので

あることを強調して語ってくれたものであるとい

うことである。

このあっせんの具体的なあり方,手順等につい

て納内地区の場合でみておくと,納内地区担当の

利用調整委員(農業委員)は4人で,農地移動の

希望がでたときの対応の手順は以下の通りであ

る。

売却希望の農地が出ると,4人の農業委員に

連絡する

農業委員が声をかける順番は,

①隣接地をもっている人

②次は営農組合の人に声をかける

③それでも買い手希望がでないときは,納

内全部の営農組合に知らせて買い手を募

集する

④それでもいないときは説得に入る

⑤それでもダメなら,他地区へまわす

②の段階までで買い手が見つかるのは

半々。③ないし④の段階でなんとかおさめ

たい。

JAとも相談する。JAのOKがでないと

やれない。買いたい人がいても,借金があっ

てJAのOKが出ないことも。買い手がいな

いと売るのを待ってもらって何年か賃貸で

やってもらって,それで買い手の借金を減ら

してから合理化事業につなげていく。

音江地区の場合も,

売りたい土地があるときは農業委員かJAの

人に話をする

JAの人がうけたときは農業委員にまわす

農業委員は希望価格を聞いて,隣の人→親戚

の人→町内(営農組合の下にある組織)の人

→営農組合の人,という手順で声をかけ,受

け手を決めていく

こうしたあっせんの具体的あり方,手順等は地

区によって同じではない面もあるが,以下では他

の地区のケースも踏まえていくつかの論点につい

て検討しておきたい。

納内地区の事例でも示されていたように売却等

の希望が農業委員等に伝えられたとき,農業委員

はまず営農組合ないしはその下の班等の単位に声

をかけ,そこで希望者が出ないときは地区の他の

営農組合に広げていくという点では共通である。

ここで注目しておきたいのは,売買だけでなく,

賃貸借の場合も農業委員が入ってあっせんを行う

ようになっていることである(一己:「貸借の場

合も売買と同様に町内で寄ってからあっせんで決

める」,音江:「貸借のときも農業委員が間に入っ

て売るときと同じ手順で受け手を決めていく」,

納内では「売買,貸借ともに農業委員が必ず間に

入る」,メム:「農地の移動については必ず営農組

合(町内)を通して話を進める。個人でのやりと

りは認めていない」)。

農地移動調整は売買移動に限定され,賃貸借に

関しては相対的契約が一般的,という指摘もある

が(8),この地域では近年は売買だけでなく,賃

貸借も含めてあっせんが行われていることは,2
-(2)-3)の農業委員会と利用調整のところ

でもみたが,集落・地域のレベルでの取り組みか

らもあらためて確認することが出来る。賃貸借が

広まっているが,その賃貸借がいずれは売買に移

行するとすれば,斡旋でも賃貸借も含めて進める

ことがあっせんをスムースに進める上でも必要に

なつているからでもあろう。なお,あっせんの際

は,地価だけでなく小作料についても農業委員の

あっせんに従うとしているのも(①,②,④,⑥,

⑦農家),こうしたことの自然な流れであろう。

もう一つ検討しておきたいのは,あっせんの「基

準」とその意味の変化である。さきに紹介した深

川市のあっせん基準面積は,底上げ・平準化を推

進する上での基準面積であり,それに加えて田隣

り,近接性優先(圃場の団地化,連坦化)がもう
一つの柱となる(さきの納内や音江の場合でも隣

接地をもつている人,あるいは隣の人にまず声を

かけるとされている)。しかしこうしたあっせん

基準が意味をもち,有効に機能するのは取得希望

者が複数いて希望者間での調整が必要な場合であ

ろう(音江:「受け手希望が複数あったときは話

し合い」)。
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この地域では受け手が少なくなる傾向にある

が,集落によっては,また出物によっては取得希

望者が複数になり,調整を要するケースもなくは

ない。例えば①農家のト)の390aというまとまっ

た土地の取得のときはまさにそうだった。この土

地については「昔の農事組合の範囲で寄って希望

者を募集」し,他にも希望者があらわれた。他の

希望者と競合するときは基準が意味をもつてく

る。そこで①農家は「集積に資する」を大義名分

にするための「駆け引き」という面もあって,ト)

の取得とひき換えに別の170aの土地を売却するこ

とにした。それを取得した人の集積にも貢献でき

るからである。こうしたこともあって他の希望者

が降りてくれたのではないかと,①農家はみてい

る。「複数の希望者(受け手)がいる場合は「集積」

を基準に調整」となるのである。

しかし,近年受け手が少なくなり,出物があつ

ても取得希望者が地元の集落にあらわれないこと

も少なくない。そのときは前述の納内での手順に

示されているように,その地区の他の営農組合に

知らせ募集し,それでもいないときは説得に入る

のである。納内のこの集落では営農組合の範囲内

で受け手を確保できるのが半々ということだから

半分は他集落(他の営農組合)に廻さざるを得な

いのである。調査農家の場合も表3-5に示され

ているようにほとんどをその農家が属する集落で

取得しているところと,他の集落で取得している

ところ等集落によつて様々である。

他の集落に廻すときでもあっせん基準が意味を

もたないわけではないと思われるが,それがとく

に必要なのは,あるいはそれが活きるのは,集落

内で,しかも複数の希望者がいるときであろう。

農地市場が受け手市場化し,受け手の確保が課題

となっているような局面ではあっせんの性格自体

も変化し(受け手を確保するためのあっせん),

かつての基準の意味も形骸化せざるをえなくなっ

てしまう。かつては「規模が小さい人が優先」と

いう基準があったが,今はないという指摘(納内)

はそのことを象徴的に語っている。

さらにもう一つ,あっせんでの調整の場として
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集落(農事組合ないし営農組合)が機能してきた

ことについても若干コメントしておきたい。この

地域では地区によって同じではないが,農家戸数

の減少にともない,農事組合の統合再編が進めら

れてきた(深川地区1990年27農事組合が9つの営

農組合等に統合再編,納内地区は2000年のJA合

併のときに7つの営農組合に統合再編)。そこで

注目しておきたいのは,こうした集落(農事組合)

の統合再編にもかかわらず,統合再編後の集落(営

農組合)が引き続き調整の場として機能している

ことである。北海道の農村集落は府県のそれとは

異なって優れて機能組織的とされているが,その

ことは以上のようなところにもあらわれていると

みることができよう。集落の機能が弱体化してい

るという指摘もあるが,機能的組織であるが故に,

弱体化しながらもあつせんの場として機能してい

るとみることができようか。

ⅲ)農地利用集積・圃場の団地化と合理化事業

次に調査農家が自らの経営の規模拡大等の経営

計画や将来見通しの中でどのように合理化事業を

位置づけ,利用してきたのかについてみておこう。

調査農家は,合理化事業の10年タイプ,5年タ

イプ(円滑化なし),5年タイプ(円滑化あり)

の中から,希望が多い10年タイプの枠が限られて

いることもあつて現実には表3-5にもあるよう

に様々なタイプを選択している。その場合,どの

ような経営計画や将来見通しの中でそれらを選択

しているのか。

①農家の場合は3つのタイプをすべて利用して

いる。まず最初の2005年に取得した ホ)の240aは,

10年タイプの枠がないため5年タイプを選択。こ

のときは農地価格が下落することを見越して10%

までの差損補填のある円滑化ありのタイプを選択

した(2010年に譲り渡しを受けている)。なお,

同じ2005年には別に350aを合理化事業ではなく,

農協資金の借入で買い入れている。次に2件目の

2006年のへ)の310aについては10年タイプを選

択。「まだ若かったから」(そのとき経営主は36歳)

というのが①農家の説明である。さらに2年後の

2008年の ト)390aについては5年タイプである。
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自分の代で返済したかったから,とういうのがそ

の理由で,最後の2009年の ニ)150aについては,イ)

と近接し地主が同じで2年前から借り入れて作っ

ていたが基盤整備の話が出たので大型化のため思

い切って5年タイプを利用して取得した。①農家

の場合は経営主がまだ若いということもあるが,,

10年タイプの枠の制約の中で,購入にともなう資

金負担がなるべく集中しないように3つのタイプ

を組み合わせながら,積極的にうって出る形で合

理化事業を利用してきた様子をここからうかがう

ことができよう。

合理化事業で4件,1,059aを取得した⑧農家も,

10年タイプと5年タイプの両方を利用している。

詳しくは後述するが,「2004年が転換点」と⑧農

家がふり返る,次男が戻って就農し規模拡大に踏

み切った2004年に他集落の土地を10年タイプの合

理化事業を利用(ハ)の388a,二)の142a)。3

年後の2007年のホ)の252aの取得のときは,経営

力がついてきたので早く購入をと思って5年タイ

プを選択。このように後継者の就農ということも

あり,⑧農家の場合には「5年と10年の2つのタ

イプを個人の事情も考えて選択した」のである。

合理化事業では農地の利用集積,圃場の団地化

の推進も課題となるがその点についてみてみよ

う。表3-6は圃場の団地化の状況と合理化事業

の利用が圃場の団地化につながっているかどうか

について整理したものである。これによれば,圃

場の団地数は1戸(④農家)を除けば1戸当たり

3～5団地である。各農家の1団地当たりの平均

経営耕地面積は最大の②農家は10.6ha,4戸が7

～8haと大団地である。それぞれの農家のメイ

ンの団地は10～15haというのが多く,団地間の

距離がある程度離れている場合もあるが,全体的

に調査農家の圃場は少数の団地に集約されてお

り,かつその団地の規模も大規模なものであるこ

とが確認できる。

では,合理化事業の利用はこうした団地化にど

う貢献しているか。表3-6の備考欄に示したよ

うに,合理化事業による農地の取得のほとんどは

既に耕作している圃場と連坦する形か,それ自体

で4～5ha規模のまとまつた団地をなしているも

のが多い。表3-4や表3-5からもうかがえる

ように1件当たりの面積規模が大きいこともあい

まつて,全体として合理化事業によつて取得した

農地が圃場の団地化につながっていることが確認

出来よう。調査農家の圃場が20～30haと大規模

になっていながらも,数団地にまとまつているこ

とにはこのように合理化事業が団地化につながる

形で導入されていることによる面が大きいといえ

よう。

表3-6調査農家の圃場の団地化の状況
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受け手市場化が進む中であっせんでの「集積基

準」が後退していることはさきに述べたが,その

意味は二面であろう。集積が基準とならない,あ

るいは受け手が地元集落で見つからず,他集落か

ら受け手が入ってくるという点では分散につなが

り易い面をもつが,他面で競争が緩くなれば分割

をさけ,まとまった形での取得の機会も増える。

まとまった圃場,団地としての農地取得である。

表3-5にも1件で4～5ha規模の取得の例が

みられるのはまさにそういことであろう。

そうしたことに加えて,農家どうしが相互に話

し合って「自主的な交換分合」を行う例が生まれ

ており(1995年⑥農家,イ)の210aの売却とひき

換えに221aを取得),さらに2011年にも同様の交

換分合的売買を行う計画があることは特筆すべき

ことであろう(①農家:「通い作の団地の128aを

来年宅地に近い団地に隣接する圃場と交換的売買

を行う予定」)。なお,「そこは借地しているとこ

ろなので,地主の了解が必要だが,直接交渉はせ

ず,農業委員が問に入ってもらう予定」。この地

域での農業委員のあっせん活動が定着,徹底して

いる様をこうしたところからもうかがうことがで

きよう。

なお,合理化事業そのものではないが,深川市

が独自に実施している「田寄せ畑寄せ」事業につ

いても簡単に紹介しておきたい(9)。これは,離

農者の土地を引き継いだ担い手が効率的にその土

地を利用できるようにするため,廃屋の解体撤

去,跡地の田畑への造成のための土木工事等の経

費の90%を助成するもので,深川市農業委員会が

国の2008年度第2次補正予算の補助事業を活用し

て独自に事業化を図ったものである(「深川市農

村農業の活性化・農村環境保全事業」)。調査農家

の場合も①農家が合理化事業で取得した離農跡地

ホ)の240aについてこの事業で「地主が転居する

ときに住宅を壊して更地に」してもらっている。

「工事費の1割(10万円/100万円)の自己負担で

済んだ」とのことで,「画期的事業」と①農家は

これを評価している。農地を取得して終わり,と

するのではなく,その土地の整備も行い,農地と
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してのグレードアップを図るということも,合理

化事業の本来の趣旨からしても重要なことであろ

う。

ⅳ)合理化事業に対する評価・意見

合理化事業を利用した農家は合理化事業をどう

評価しているか,さらに合理化事業のあり方に対

してどのような意見,要望をもっているのか。

まず一つは,5年,10年という長期の中間保有

期間を設けている合理化事業の意義評価につい

てである。

③農家:「L資金は次の年から返済しなくては

ならない。5年,10年の留保期間が経営にとつて

意味がある。支払いを先に延ばして経営力をつけ

てから返済するため」。したがってまた「5年タ

イプよりも10年タイプを希望。10年タイプの借入

の枠をもっと増やしてほしい」という要望も強い。

同じように⑥農家も「5年タイプよりも10年タ

イプが有り難い。10年タイプがなかったらこんな

に拡大できなかった。農業機械も必要なので資金

的にショートしてしまうから」。「こういう事業の

後ろ盾があるので安心して拡大に取り組めた。こ

れがなかったら思い切った拡大は出来ない」と合

理化事業,とくに10年タイプを高く評価している。

さらに「土地があればやれるところまでやりたい。

合理化事業は是非継続してほしい」とも。

⑦農家も,「即買いは無理。合理化事業は絶対

必要。ハ)754aのようなまとまった土地を取得で

きたのは公社事業があつたから」と評価する。

前述した⑧農家も,「一定期間公社を利用する

のは規模拡大に有効。余力をつけて買い戻しする

手段。拡大を目指す農家には有益な制度」と合理

化事業の趣旨を正当に受けとめ,評価している。

それ故に「米価下落で余力がつけられない」と今

の米をめぐる状況に憂慮を表明するとともに,「事

業は継続してほしい。この事業を活用して集積を

はかっていくのに必要な制度。農地を荒らさずに,

守る政策として重要」と評価し,事業の継続を要

望している。

もう一つは,今後のこの地域の農業の見通しと

の関連での合理化事業に対する要望,意見につい
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てである。中間保有期間があるが故に(中間保有

期間中農地の購入資金の負担が留保され,小作料

よりも低額な負担での利用が可能),合理化事業

によつて拡大が可能だったという意見が多く出さ

れていることは前述の通りであるが,今後につい

てもこの地域で離農が一層進み農地がさらに動く

だろうという見通し(これについては後述)とも

かかわつて合理化事業の必要性,重要性を指摘す

る意見も多く出されている。

例えば,合理化事業は「規模拡大する人にとっ

ては有り難い。これがなければ土地は動かない。

これから土地がどんどん動くので,ますます必要

になる」(①農家)。「これから土地はどんどん出

てくる。規模拡大を目指してやっている人には合

理化事業が必要だ。そうでないと経営は行き詰ま

る」(③農家)。

上記の意見にも述べられているように,この長

期の中間保有期間を設けている合理化事業の継続

を,とくに10年タイプの枠,予算の拡大を求める

意見が強いことをここで再確認しておきたい。

なお,農地保有合理化法人という機関が農地を

買い上げ,中間保有期間をおいてから農家に譲渡

するというこの事業方式の,いわば延長線上の課

題ともいうべきことであるが,「JAや行政,公

社が保有して意欲的な人々に低い小作料で作らせ

る=土地の公有化,国有化を」(⑧農家),「集落

で残っている人は)皆大体いいところまで拡大し

ている。最後は国が買ってほしい」,「国で買って

貸してもらえないだろうか」(⑤農家)という意

見が出されていることにも注目しておきたい。

v)後継者就農と合理化事業

あとつぎの就農が,その経営の発展にとっての

跳躍点になることはよく指摘されているところで

あるが,それは飛躍的な経営拡大を支援する合理

化事業の役割を際だたせる例ともなる。ここでは

そうした調査農家の事例を一つだけ紹介しておき

たい。

⑧農家の経営発展,後継者就農と合理化事業

2004年の台風で木造納屋の屋根が飛んだ。改修

に200万円かかるといわれた。そのときに二男が

道内の大学を卒業して就農のために戻ってくるこ

とになつた。そこで納屋建て替えに踏み切るとと

もに,公社から土地を借り入れて規模拡大をする

ことになった。

この2004年が経営の大きな転換点となった。こ

の年,公社から10年タイプで2件,合計530aを取

得。息子が戻ったので拡大希望を農業委員に伝え

ていたが,ちょうどその年に他集落でまとまつた

2件の土地の売却希望が出て,地元集落で受け手

がなく,農業委員を通じて⑧農家に話がきたもの

である。さらに2007年と2009年にそれと地続きの

土地について離農者から売却希望が出され,同じ

ような形で⑧農家が5年タイプ,10年タイプで公

社から受けることになった。

後継者が就農して5年間で10.6haにも及ぶ規模

拡大である。息子が戻ったということで農業委員

に拡大希望を伝えていたこと,その農業委員によ

るあっせっん,そしてそれを合理化事業(10年タ

イプ,5年タイプ)につなげることでの拡大であ

る。合理化事業の利用がなければこうした急激な

拡大は資金的にも困難である。あっせんと合理化

事業が後継者が就農したこの経営の飛躍的拡大

(10ha経営から20ha経営へ)を後押ししたのであ

る。

(3)集落の農業と調査農家の経営の今後の見通し

今回の調査の趣旨からはややはずれるが,各調

査農家がいる集落(営農組合)の農業の今後の見

通し,および調査農家の経営規模拡大等の今後の

経営計画,見通し,さらにそれとも深く関わり,

今大きな問題となっている戸別所得補償などの現

場での受けとめ方等について簡単にみておきた

い0

1)集落の農業の今後の見通し

集落の農業の今後の見通しについては,集落,

地区によって一様ではないが,概していえば,一

方でこれまで離農・戸数減少が比較的少なく,あ

とつぎのいる農家が少なくない集落があり-例え

ば,「土地が肥えていて収量も高い。そのせいか

この集落では戸数減少も少なく,平均規模も大き

くない」(メム地区K集落),「あとつぎが多い(18
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戸中8戸)。だから規模拡大が進まなかった。そ

こで他の集落で農地集積を進めた」(納内T集落)

一,他方であとつぎのいない農家が多く「このま

ま放っておくと農家戸数はかなり減る。10年後に

は半減の可能性」(納内H集落),「10年すると激

動する。戸数は半分になるのではないか」(一己

T集落)とみている集落もある。今後は後者のよ

うな集落が多くなっていくとみられている。「こ

れからは土地がどんどん動く」(①,②農家)と

いうのがそこでの共通の見通しである。

こうした「土地がどんどん動く」事態に対して

合理化事業が的確に対応していくこと,および受

け手をどう確保していくかが今後ますます重要な

課題となってこよう。これまでは地元集落に受け

手がいない場合は他の集落,地区全体に募集対象

を広げる等の形で受け手を曲がりなりにでも確保

してきたが,今後もそういう形だけで可能なのか

どうか。合理化事業についても,そこで担い手,

受け手確保のための新しい役割が問われてくるこ

とになるのではないか。

担い手,後継者にかかわる近年の新しい動きと

して,この地域でもUターンが注目されるように

なつてきた。今回の調査でも調査農家の多くがU

ターンのことを取り上げている(①,②,⑥,⑦,

⑧農家)。例えば,「若い人のUターンが増えてい

る。そういう家は面積が少ない。土地を求めなけ

れば経営も安定しない」(②農家)。「4人くらい

Uターン,10ha以下だが,戻れば拡大の可能性

もある」(⑧農家)。「Uターンが増えている。小

さい農家で突然帰ってきて……。面積増やすに

は公社事業しかない」(⑦農家)。

調査農家のようにこれまで合理化事業等を利用

しながら規模拡大の先端を走ってきた農家とは異

なって,いわば規模拡大の取り組みに遅れて参入

することになるこうしたUターンの人たちが,今

後この地域で担い手として活躍できるようになる

ためにはクリアすべき課題が多いことは確かであ

る。長期的にみれば,この地域でも農業の担い手,

受け手が不足し,その確保が課題となつてくると

すれば,調査農家も指摘しているように,こうし
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たUターンの人たちを担い手として的確に位置づ

け,それに対する様々な支援を行っていくことが

必要になってこよう。その場合,農地移動の面で

は合理化事業の担い手支援のための新しい役割が

重要となってくるとともに,前述したあつせんの

役割,あっせん基準の再評価も求められてくるこ

とになろう。

2)調査農家の経営の今後の見通し

調査農家の今後の経営の見通し,意向は必ずし

も一様ではないが,経営主が若いか,あとつぎが

決まっていて,就農している場合には概して規模

拡大意欲はなお強いといえよう。例えば,経営主

が若い①,②農家の場合は既に30haを超えてい

るが,今後さらに10ha程度の追加拡大で40ha規

模の経営を考えている。このうち①農家は,稲作

30ha,転作(小豆主体)10ha,高反収,良質米,

規模拡大で機械・施設を最大限効率的に利用した

稲作経営を目指すとしている。

この他の目標規模としては,現在20ha台の農

家にとっては30haを一つの目標とする農家(⑤

農家26ha→30ha,⑧農家21ha→30ha)や,25ha

を当面の目標とする農家もいる(⑦農家)。

これに対し,④農家はあとつぎが既に就農して

いるが,丘陵地帯の条件があまり良くないところ

等に畑や田が分散していることもあり(11団地),

規模拡大は労働力的に限界と考え,当面は条件の

良い土地への切り換え,集約化,集団化を目指す

としている。

また,③農家は経営主は49歳だがあとつぎが未

定のため(子供3人中2人他出就職,末子高3),

規模は現在が限度,子供があとを継がなければ

徐々に縮小としている。このようにそれぞれの経

営の状況に応じて今後の見通し,目標も様々であ

る。

こうした中でとくに注目しておく必要があると

思われるのは,⑥農家の意向である。⑥農家はあ

とつぎが就農し,これまで意欲的に規模拡大して

きた。今後ももっと拡大する意思はあるが,米価

下落やTPPが浮上してくるような今の情勢では

今後の経営をどうしていくべきか分からないとい
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うのである。いわば様子見である。

このようにあとつぎがいながらも様子見という

農家の存在は,今の農業をめぐる情勢が北海道の

水田中核地帯に及ぼしている影響の深刻さを物語

るものとして注視しておく必要があろう。そこで

こうした米をめぐる現在の状況を調査農家がどう

受けとめ,どう認識しているかについてもう少し

詳しくみておこう。

この点について調査農家から共通に示されてい

たのは,今年(2010年)の米の値下がりに対する

衝撃と不安であり,同時にその原因に戸別所得補

償があるのではないかという受けとめ方である。

例えば,「戸別所得補償が「悪さ」をしている。

戸別所得補償があるので米の業者が強気になり,

それで米価が下がっている」(③農家)。「戸別所

得補償は何のプラスにもなっていない。政策のせ

いで米価が下がった」(⑤農家)。

稲作を柱とする農家にとっては,今の情勢では

経営の見通しがたたないこと,経営の安定を図る

ためには価格の安定,「米価の維持が基本」(②農

家)であり,戸別所得補償政策に対して「米価の

下支え」(1俵1.3万円,⑧農家)を求めている。「米

価13,000円-流通経費2,500円=10,500円が最低ラ

イン」(①農家)とするのも同じ趣旨からであろう。

「今のままでは先が分からない。変動が大きく,

5年先,10年先が見通せない。先が展望できれば

いろいろなやり方があるが,これでは何もチャレ

ンジ出来ない。最低限の生活が出来るように,将

来的に安定した経営ができるようにしてほしい」

(⑥農家)。これは,この地域の農家の共通した思

いではないか。

変動が大きく,5年先,10年先が見通せないこ

とへの不安は,合理化事業を利用して思い切った

規模拡大を進めてきた農家にとってはとりわけ大

きいはずである。5年タイプ,10年タイプを利用

した農家も今後それぞれに買い受け,償還の時期

に入っていくことになる。調査農家はそれぞれに

将来の経営の見通しのもとに償還計画を立て,合

理化事業の利用に踏み切ったわけであるが,情勢

が大きく変動すれば,そうした計画自体が破綻に

追い込まれかねないことになる。さきに紹介した

「もっと拡大する意思はあるが今の情勢ではどう

したら良いか,判断できない」という⑥農家の気

持ちは,こうした状況におかれている多くの農家

の戸惑い,懸念を代表するものといえよう。

今回の深川市での調査(2010年11月1～2日)

は管首相の突然のTPP協議参加の表明の直後

だったが,それはこうした懸念,不安を一層増幅

するものとなった。

おわりに

これまでみてきた北海道深川市での調査結果の

要点を簡単に整理してむすびとしたい。

(1)石狩川中流域に位置する調査地において

は農地保有合理化事業が農地移動,とくに所有権

移転の中で大きな比重を占め,地域での担い手農

家への農地集積,構造変動において重要な役割を

果たしてきた。その合理化事業の買入では10年タ

イプとともに5年タイプも半ば近くを占め,10年

タイプの比重がより高い石狩川下流域とはやや異

なり,そこに水田地帯としては高反収良質米地

域としての特徴が反映している。

(2)調査農家の規模拡大にあたっては買入と

借入の両形態が併用されているが,賃貸借自体は

過渡的,一時的性格が強く,受け手としての調査

農家の方も所有志向が強く,賃貸借農地の多くが

いずれは売買へ移行する中での借入と買入の併用

である。合理化事業はこの売買への移行において

その役割が期待されることになる。

(3)調査農家はいずれもこの間飛躍的な経営

規模拡大を達成してきているが,そこでは合理化

事業による農地集積が大きな役割を果たしてい

る。この点で調査農家の合理化事業に対する評価

は極めて高く,とくに10年タイプに代表されるよ

うに合理化事業が長期の中間保有期間を設けてい

ることへの評価が高く,またその枠の拡大希望も

強い。また圃場の連坦化,団地化に関しても,調

査農家の場合は圃場は少数の団地に集約されてお

り,合理化事業がそうした連坦化,団地化につな

がる方向で利用されていることが確認できる。
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(4)この地域では農業委員主導での農地の利

用調整(あっせん)が早くから普及,定着してき

た。農地市場の受け手市場化が進む中であっせん

の意味が変化してきているが,合理化事業はこの

農業委員主導での農地のあっせんと結びついて進

められることにより有効に機能し,地域に定着し

てきたということができよう。

(5)米価の下落やTPP参加問題の浮上等農

業をめぐる情勢が大きく変動する中で,先が見通

せないことへの不安,焦燥は,合理化事業を利用

して思、い切った規模拡大を進めてきた農家にとっ

てはとりわけ大きい。今のままでは先が分からな

い,米価の下支え等先が展望出来るようにしてほ

しいという声は,この地域の農家の共通の思いで

ある。

注

(1)例えば谷本は,「北海道においては売買が移動主体で

あり,……(賃貸借は)依然として売買へ至る「仮

の姿⊥「過渡的段階」としての性格が強い」(谷本・

坂下【1999】p239)ことを指摘しており,さらに最近

の動向に関しても細山は賃貸借がとくに展開している

石狩川上流域に位置する当麻町(2005年の借地面積割

合36%)の実態調査から,農地貸付における土地もち

非農家の比重の増大,農地貸付の長期化傾向が進みな

がらも,「借地関係は売買に至るまでの一時的な性格

も保持する」ことを指摘している(細山【2010】)

(2)農地保有合理化事業の展開については島本【2006】,

北海道の農地保有事業の展開については東山【2010】

参照。本稿のこの部分については主に東山【2010】を

参考にした。

(3)この点については島本氏からご教示をえた。関連して

島本【2011】,東山【2010】,坂下【2004】参照。

(4)東山【2010】P75

(5)坂下【2004】,岩崎・牛山【2006】等参照。

(6)坂下【2004】,坂下【2006】,矢崎【1990】参照。

(7)坂下【2006】参照。

(8)坂下【2006】参照

(9)山本【2010】参照
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〔付記〕

今回の調査については,予備調査を2010年10月

13～14日,本調査を11月1～2日に実施した。予

備調査には全国農地保有合理化協会の小野甲二

氏,本調査には北海道大学の東山寛氏に参加いた

だいた。調査にあたっては北海道農地開発公社,

同道央支所,深川市農業委員会のご協力をいただ

いた。また道央支所の松田敏晃農地課長には予備

調査,本調査とも同行いただいた。調査で訪問さ

せていただいた農家の方々とあわせてご協力いた

だいた方々に深く感謝する次第である。


