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経営所得安定対策下における畑作農家の経営動向
-北海道美幌町の大規模経営の規模拡大過程と今後の展望-

東京大学大学院農学生命科学研究科准教授 安藤光義

1.はじめに

品目横断的経営安定対策(現経営所得安定対策)

の導入は文字通り経営に大きなインパクトを与え

ることになった。稲作については成績払い(以下

「黄ゲタ」)だけで固定払い(以下「緑ゲタ」)は

実施されていないが,畑作物については全面的に

直接支払いに移行したといってよい。その意味で

北海道畑作地帯の農家は完全に新しい政策環境の

下に置かれているということなのである。同対策

の北海道農業に対する影響やその基本的性格につ

いては既に先行研究があり,「従来の支援水準を

維持することで現状の畑作物生産を維持する,な

いしはやや抑制するという基本線をもつている」

(注1)ということだが,農村の現場では,例え

ば次のような課題が生じることが想定される。

過去の生産実績が緑ゲタに反映されるとすれ

ば,農地によつて緑ゲタに差が生じることになる

が,それは現場ではどのように認識され,農地市

場に具体的にどのように反映されているのか(小

作料や農地価格の差となつているのか)。農業生

産と緑ゲタとが切り離された(文字通りのデカッ

プリング)ことで収益性の低い畑作物を廃止し,

野菜への転換が進む可能性が生まれたわけだが,

実際にそうした動きがみられるのかどうか。同じ

く,農業生産と緑ゲタとが切り離されたことで反

収増加を目指す動きが鈍り,助成金獲得目的の粗

放的な規模拡大が進む結果となっているのかどう

かといった問題である(注2)。

本稿ではこうした問題を念頭に置きながら,北

海道畑作地帯のなかでも豆類が入らない3年輪作

体系をとっている網走管内で行った農家調査の結

果を紹介することにしたいと思う。美幌町を選定

したのは畑作3品だけでなく,所得確保のため野

菜の導入が一定程度進んでおり,農地を巡る様々

な問題をみることができるのではないかと考えた

ためである。上記のような問題意識と関係する調

査結果を予め示せば,①実際には緑ゲタの大小は

小作料や農地価格に影響してはいないこと,とは

いえ,②農家の言説の上では離農予定者の緑ゲタ

は低く,そうした農地を引き継いだとしても経営

的にプラスには働かないと認識されていること,

③野菜への転換,緑ゲタ目当ての粗放的な規模拡

大(一部の経営ではビート栽培が直播に転換され

ていたが,これは政策の影響というよりも規模拡

大による設備投資による負担の軽減を目的とした

ものだと考えられる)といつた動きはみられない

ことである。

2.美幌町農業の概要

美幌町は北海道東部,オホーツク海岸から

30kmの内陸に位置する。6～8月は30度を超え

るが,平均気温は5度前後で,年間降水量は500

～900mmと少ない。日照時間は1,700時間前後。

東西33.8km,南北32.9km,総面積43,836ha。山林

が全体の62%を占め,農地は25%,その他が13%

となつている。町内には網走川,美幌川が流れて

おり,1万ha余りの肥沃な農地が広がっている。

昭和50年代に山林の開墾によって農地面積は拡大

したが,現在は横ばいで推移している。認定農業

者の目標所得は1経営体あたり450万円となって

いる。

平成20年現在の農家戸数は459戸,うち専業

農家が320戸(71.3%),第1種兼業農家が110戸

(24.5%),第2種兼業農家が19戸(4.2%)となっ
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ており,ほとんどが農業専業的な農家によって占

められている。ただし,離農による農家戸数の減

少が続いている。平成5年には688戸だった農家

戸数は,平成20年には459戸と3分の2になって

しまった。JAの正組合員も400戸を切っている。

この離農には歯止めはかからず現在も進んでい

る。品目横断的経営安定対策の影響が大きく,政

策対象とはならない10ha未満の中規模農家を中

心に離農が進んだ(注3)。近年の離農戸数の推

移は,平成17年10戸,平成18年20戸,平成19年20戸,

平成20年17戸,平成21年6戸となっており,やは

り品目横断的経営安定対策の開始前後の離農が多

くなっている。離農者は60歳以上の人たちが大半

を占める。高齢化と後継者不足で経営を継続する

かどうか迷っていた人たちが政策を受けて判断を

固めたというのが実情であろう。

この点は経営耕地面積規模別農家戸数の推移を

示した表1からも確認できる。10ha未満層の減

少は以前からの傾向であるが,平成15年から平成

20年にかけては131戸から76戸へと60戸近くもそ

の数を減らすとともに,農家全体に占める割合も

25.4%から16.9%へと大きく減少している。また,

美幌町では増減分岐点は30～40haにあり,増加し

ているのは30ha以上層だけであり,最近は50ha

を上回る経営規模の農家も増加している。農業構

造は大きく動いているということのようだ。

表2は農地の権利移動状況の推移を,表3は農

地保有合理化事業の実績の推移を示したものだ

が,年によって変動があって明確な傾向を読み取

るのはなかなか難しいが,品目横断的経営安定対

策(現水田畑作経営所得対策)が実施された翌年

の平成20年度は表2,表3ともに一時的かもしれ

ないが数字が伸びていることが確認できる。また,

売買だけを取り上げれば,平成20年度と21年度は

それ以前と比べると件数は別として面積は大きく

なっている。いずれにしても明確な傾向をみつけ

ることはできないが,毎年かなりの面積の農地が

売買されていることだけは確かである。

「離農跡地は残っている農家が取得する。ただ

し,条件の悪い農地は引き取り手をみつけるのが

表1経営耕地規模別農家戸数の推移(美幌町)

表2農地の権利移動状況の推移(美幌町)
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表3農地保有合理化事業(公社事業)の実績の推移(美幌町)

大変。傾斜地で放牧地として利用されていたとこ

ろなどは酪農家でなければ受けてくれない(酪

農専業農家は平成20年現在21戸しかいない)。水

田もあるが面積は大きく減少し,ピーク時には

1000haあったのが現在は50haしかない。半分の

500haは畑に転換され,残りは転作水田となつ

ている。美幌町全体としての作物の作付面積は

9000ha～10,000ha,これを400戸少しの農家が

耕作しているので1戸あたりの経営面積は22～

23ha」というのが農業委員会の把握している大

雑把な農業構造である。

自分で買い手をみつけることができず農業委員

会の斡旋売買となった場合は農業経営基盤強化促

進法で処理され,買い手をみつけてそこで話がま

とまった場合は農地法3条で処理される。農業委

員会による斡旋の場合は,農地が売りに出た集落

で説明会を開催して買い手を決めることになる。

既に話がまとまつているのを斡旋に乗せているわ

けではない。ただし,利用権が設定されていた農

地の場合は,借り手が優先される。出てきた農地

は集落の農家に買ってもらうことを前提としてい

る。また,地区内の農家の経営規模が平準化する

ように調整を図っている。そのため集落を越えた

出入作は発生しにくい(注4)。美幌町の農家の

最大規模は70ha程度ということだったが,この

ことが影響しているのかもしれない。

農地価格に転用の影響は全くない(転用は4条

転用と5条転用合わせて毎年数件から多くても20

件程度)。取引価格は高いところで10aあたり30万

円。農業委員会の斡旋については農業委員が現地

評定を行って価格を決定する。10aあたり20～30

万円というのが最も多い。7箇所ある標準地価格

の推移をみると,平成17年から平成22年まで全

く変化していない。最も高い標準地は10aあたり

37万円,以下順に記せば,36万円,30万5千円,

29万円,26万5千円,19万5千円,11万5千円,

9万円となる。14～15年前と比べれば下がってい

るが,平成10年頃から農地価格は安定して推移し

ている。安いところは土地の条件が悪く買い手が

つかない。生産性の低い農地は「種を播いても無

駄」ということで荒れているところもある。山あ

いの離れた畑は耕作放棄されたり,これまでビー

トを作っていた畑が牧草地になったりしている

(その場合は牧草地として評価され,価格が下がっ

てしまう)。生産性の高い条件のいい土地は買い

手の競争になる。価格は離農者の負債を考慮しな

いで決めている(これまで抵当権を外せないよう

なケースはなかった)。また,過去実績に基づく

経営所得安定対策の固定支払いの金額を農地価格

には反映させていない。町一円で農地流動化が進

んでいると考えてよいが,徐々に後継者がいる地

区といない地区とに分かれ始めている。

小作料は高いところで10aあたり1万円。普通

は7～8千円。美幌町は他と比べると小作料は以

前から低かった。負債による離農ではない場合は

売却よりも貸付となるケースが多い。標準小作料

制度はなくなったので,最高額,最低額,平均額

データ数を賃貸料情報として公開している。

作付面積はビート,小麦,馬鈴薯の畑作3品で

7割を占める(平成21年度の町の調査によると,

水稲50ha,麦類2320ha,馬鈴薯1520ha,豆類

490ha,ビート2800ha,タマネギ730ha,青果物
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530ha,その他1280ha,合計9720ha)。馬鈴薯は

澱粉原料用が多く,1520haのうち780haを占める。

それ以外は加工用320ha,生食用290ha,種イモ

用130haとなっている。馬鈴薯の作付面積は減っ

てきているが,これはそうか病にやられて生食用

が減ってきているためである(平成17年は360ha

あった)。野菜はタマネギと人参が中心。タマネ

ギは4JAの広域連合で集出荷施設をもっている。

タマネギを10ha以上作っている人は珍しくない。

JAは人参に力を入れており,選果所を建て,コ

ントラクターのような格好で人参の収穫・運搬を

行っている。

以上のように美幌町の農業構造は,①基本的に

集落内での農地移動を前提として比較的均質な性

格を有していること,しかし,②近年,品目横断

的経営安定対策による担い手の規模要件なども加

わったため離農が進み,農地は大きく動き始め,

条件の良い畑は競争状態が続いているものの,悪

い畑は受け手を見つけるのが難しくなつているこ

と,③担い手農家はビート,小麦,馬鈴薯の畑作

3品を基本としつつ,所得確保を目的にタマネギ,

人参などの野菜を導入していること,の3点を特

徴として指摘することができる。

次第では農家調査結果を記すことになるが,規

模拡大志向と「北海道型農地流動システム」との

関係,規模拡大する場合の農地の選別基準,特に

品目横断的経営安定対策(現経営所得安定対策)

の緑ゲタの捉え方,畑作3品に野菜を組み込んだ

経営がどのような規模拡大志向を有しているの

か,といつた点に注目しながらみていくことにし

たい。

3-農家調査結果-個別経営の展開過程-

(1)1番農家
-50ha規模の法人経営,出作での拡大を模索-

(1-1)これまでの経営の歩みと家族構成・

就農状況

本家筋の家で現在の世帯主が3代目になる。か

つては農地80haを所有し,澱粉工場を経営して

いた地主である。現在は経営を法人化しており,

法人としての農地取得も進めている。農地購入に

伴う借金は法人が支払っている。会社で農地を取

得しておけば経営資産の継承がうまくいくと考え

たとのことである。法人は平成17年に設立した。

世帯主58歳,妻57歳,次男(農業後継者)30歳

父82歳,母78歳の5人家族。世帯主,妻,農業後

継者いずれも農業者年金に加入している。

世帯主は大学卒業後すぐに就農。大学では機械

関係を専攻し,また,教職の資格を取得していた

が人に使われるのは大変だということで農業を選

んだ。その後農業専従でやってきた。年間就農日

数は現在250日。就農当時の経営規模は25haで畑

作3品と豆を作っていた。昭和63年,父が60歳の

時に農業者年金受給に伴い,農地の生前一括贈与

で経営移譲を受ける。当時の経営規模は30ha弱

で,まだ野菜は入っていなかつた。最初に豆を作

るのをやめ,JAの薦めで食用馬鈴薯を導入した。

しかし,そうか病が出たので徐々に面積を減らし,

加工用に切り替えた。この頃から人参の栽培も始

めるようになり,野菜の栽培面積が増えていった。

妻は農家の出身だつたが水田農家で農業の経験

はなかった。結婚してから農業を始めた。年間就

農日数は250日。

次男も機械系の大学を卒業してすぐに就農。以

降,農業専従でやつてきた。最初から農業をする

気で,機械に詳しくなければ農業はできないとい

うことで大学では機械の勉強をした。もともと技

術系が好きだった。年間就農日数は250日。長男

は最初から農業をする気はなかつたので次男が経

営を継ぐことになっていた。

両親もまだ農業をしており,就農日数は年間60

日前後になる。

(1ー2)経営耕地・農地売買・農地借入

経営耕地面積は畑51.3ha。自作地46.4ha,借入

地4.9ha。自作地のうち法人所有地は10.4haある。

借入地は集落内だが,自作地のうち56.9ha(うち

法人所有地35.7ha)は町外にある。分家に出した

農家が離農し,その農地を買い取ったため出作地

がある。そのほかに山林が5.4haある。これは農

地の周りにある山林で昭和50年代の開墾ブームの
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時に開墾し切れなかったところ。開墾した畑を手

放して別の場所の農地を買ってきた。法人への農

地貸付けは無償。

これまでの農地売買は次の通り。

昭和47～48年頃に山林を開墾した畑170aを売却

して離農者から畑360aを購入する。この時は農地

取得資金を利用する。

平成2年にも山林を開墾した畑180aを売却して

畑610aを購入する。この時は合理化事業を活用し

た。価格は10aあたり42万円だつた。買い替えた

畑はいずれも条件がよく,特に後者は暗渠を入れ

る必要のない畑。

平成17年には離農した親戚から畑350aを10aあ

たり27万5千円で購入。スーパーL資金を活用し

たが合理化事業は使わなかった。ここは低地で湿

気るため暗渠工事が必要。そのままにしておくと

トラクターが入れなくなる。

平成21年に同じく離農した親戚から畑350aを

10aあたり29万円で購入する。ここは形状が悪い

ため大型トラクターが入れず,機械作業がしにく

い畑。ビートの反収も6トンと低く,麦しか作れ

ない。スーパーL資金を活用して合理化事業を

使った。

全て農業委員会の斡旋を受けている。農地の売

買は農業委員会が仲介に入るので,こちらが規模

拡大したいと思っていても,農地を買いたいとい

う農家が複数いると規模が小さい農家がどうして

も優先される傾向にある。そのため条件のいい農

地は大規模農家にはなかなか回ってこない。低地

の条件のよくない農地は10年おきに工事をしない

と暗渠が効果を失ってしまう。畑はもともとの自

然条件が決定的。それでもきちっと土地改良が行

われていれば何とかなる。しかし,離農する人た

ちは土地改良にお金をかけていない。均平や整地,

暗渠を入れていない。そうした農地を引き受けて

規模拡大しても経営はよくならない。むしろ足を

引つ張りかねない。農地価格には堆肥の投入状況

や畑の管理状況も反映させるようにしてほしい。

借入地4.9haは公社からのものであり平成20年

から平成25年までの契約。契約終了後は買い取る
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ことになっている。前に借りていた人が離農した

ため,その農地を引き続いて借りることになつた

(10年契約の途中で離農したため残りの5年間を

引き継いだ)。小作料は10aあたり7200円。条件的

にはあまりよくない。山林を開墾した畑だが,表

土が不均一なためものが獲れない。最初の均平工

事で失敗した畑はどうにもならない。地積は4.9ha

あることになっているが,作物をつくれるのは4

haだけ。条件の悪い畑を整備してくれればまだ

農地を引き受けることはできるが,そうはなって

いない。

(1-3)経営状況・機械装備・雇用導入

作付は,ビ一ト17.1ha,小麦17.Oha(秋播き小

麦14.4ha,春播き小麦2.6ha),馬鈴薯7.6ha(生食

用1.3ha,加工用6.3ha),大豆1.1ha,人参6.2ha。

人参は選果所の制約があって6haが限界。馬鈴

薯と人参と大豆がセットで,これと小麦とビート

という土地利用方式で毎年作付場所を変えるよう

にしている。販売金額はビートが1100万円,小麦

が340万円,馬鈴薯が1150万円,大豆30万円,人

参1200万円で合計3800万円。これに緑ゲタの1200

万円,黄ゲタの600万円が加わる。

トラクターは4台を個人で所有。年間の償却費

は600万円近くにのぼる。平成17年以降,機械は

法人として導入してきた。個人所有の機械も更新

する時は法人として機械を購入することになる。

雇用はアルバイトと研修生(日本人)。アルバ

イトはインターネットで募集。今年で8年目にな

るが集まらなかつたということはない。北海道ま

で来て農業体験をしたいという人たちは真面目な

人がほとんど。リピーターもかなりいて,4回も

働きにやって来た人もいる。春に働きに来た人は

秋にも働きに来ることが多い。研修生は9月から

1ヶ月間。アルバイトは春に1ヶ月(1人),8

月末に1ヶ月(2人),10月に1ヶ月(1人)。こ

ういう人たちがいないとピーク時の手作業が間に

合わない。出面を集めるのが大変になつてきてい

る。そのため研修生やアルバイトが泊れる部屋を

3つ用意している。
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(1-4)今後の経営意向・農政に対する評価・

意見・要望

今後は規模拡大を図っていきたいが,思うよう

に農地を買うことができないので難しい。条件の

いい農地は自分より規模の小さい人が優先される

ので,引き取り手がいないような農地しか回って

こない。条件の悪い畑であっても耕作放棄してし

まうと次から農業委員会の斡旋を受けることがで

きないので何とか耕している。ものが獲れないよ

うな農地しか集まってこないので経営全体の収益

性は上がらず,規模拡大しても逆に所得率は下

がってしまう。これを何とかしたい。条件の悪い

農地はそれなりの価格に引き下げてもらいたい。

生産性の高い畑であれば10a30～40万円を支払っ

ても元がとれるが,そうではない農地を高く買う

ことはできない。条件のいい農地であれば集落の

外でも積極的に借りていく。

認定農業者にはなっているがメリットは感じら

れない。

緑ゲタ,黄ゲタを考えていたら農業はできな

い。いいものが獲れたらそれだけお金になるよう

な仕組みにしないと農業をする意欲は出ない。出

来高払いを増やしてくれた方がありがたい。緑ゲ

タを貰いながら別の作物を作るのは税金の無駄遣

い。緑ゲタを貰って野菜を作るというのは将来的

にはよくない結果となる。野菜の価格が下がって

も緑ゲタがあるうちはいいが,これがなくなった

ら経営が潰れてしまう。離農直前だった人の過去

実績が非常に低いのが問題。そうした人は例えば

小麦の反収は400kgしかない。ここは600kg獲って

いる。こうした経営能力の差がゲタの差となつて

しまう。そのため離農者の悪い経営のしわ寄せが,

その農地を引き継いだ人にきてしまう。ゲタも低

いし,土地改良もされていない農地を引き継ぐの

は苦しい。農地を買って増やしていくに従って単

位面積当たりのゲタの金額が下がっている。現在

の施策は昔の失敗をいつまでも引きずる仕組みに

なっている。過去実績ということは過去7年間の

技術水準のままでいいですよという考え方にみえ

る。反収をあげていこうということにならないの

で,技術高度化に対するインセンティヴが働かな

い。今の農政は最近の天気予報のようで全く当た

らない。

(2)2番農家
-50ha規模の家族経営,ビ―トを直播に転換-

(2-1)これまでの経営の歩みと家族構成・

就農状況

昭和26年に5haの農地を貰って分家に出た。

現在の世帯主は2代目になる。世帯主が就農した

当時は5人共同で酪農と畑作の混同経営をしてい

た。畑作物の価格が上昇していた時期だったので

酪農を廃止して畑作に専念しようということにな

り,共同経営をやめて個別経営となった。この時

点で畑作3品の33ha経営になっていた。

世帯主56歳,妻52歳,長女28歳,婿養子30歳

父84歳母81歳の6人家族。両親は農業をしてい

ない。父は60歳の時に世帯主に農業者年金を受

給して経営移譲をした。当時の経営規模は33ha。

父は70歳を過ぎたら農業をしなくなつた。世帯主

は高校卒業してすぐに就農し,農業専従でやつて

きた。年間就農日数は250日。妻は農家出身で農

業経験はほとんどなかったが,結婚してから本格

的に農業をするようになつた。年間就農日数は

200日。長女夫婦は昨年(平成21年)秋にこちら

に戻ってきて今年から就農。

(2-2)経営耕地・農地売買・農地借入

経営耕地面積は畑50.1ha。自作地27.6ha,借入

地22.5ha。農地は全て集落内にある。ほかにカラ

マツの山林が1.5haある。昭和47年頃から山林を

削って低い畑を埋めて畑を均平にするという国の

直営事業を実施している。そのためこの辺りの畑

はみな平らになっている。

借入地は3人の地主から。1人は集落内の農家

から畑2.3haを5年契約の利用権設定で借りてい

る。借りて既に10年以上が経過している。三角地

のため小作料は10aあたり6000円と安い。世帯主

が亡くなって農業委員会の斡旋で借りることに

なった。どこかの時点で購入するつもりだが,相

手が売るという話にならない。息子さんがしっか

りとしたところに勤めているので売る必要がない



経営所得安定対策下における畑作農家の経営動向

ようだ。

もう1人は相当昔からの借入地。畑の面積は

7.Ohaで5年契約の利用権を設定している。小作

料は10aあたり9000円。昨年(平成21年)に世帯

主がなくなり,農地を売りたいという話になつた。

息子さんはサラリーマンを定年退職した人で農業

はしない。農業委員会の斡旋売買にかかる。現在,

農地の評定作業を行っているところ。10aあたり

30万円はしないだろう。25万円前後とみている。

最終的には5～10年の一時貸付を経て公社から購

入することになるだろう。5年になるか10年にな

るかはJAと経営相談して決めることになる。

もう1人は3年前に離農した39ha規模の人の

農地を6人で分けたケース。そのうち12haをこ

ちらで引き受けた(5ヶ所に分かれている)。5

haは公社経由で,平成20年から30年までの10年

間の借入の後,購入する予定。7haは10年契約

の利用権を設定した。小作料は10aあたり9000円

弱。将来的にはこの農地も公社を通じて購入する

ことになる。

(2-3)経営状況・機械装備・雇用導入

作付は,ビート17.3ha,小麦15.6ha(春播き3.1ha,

秋播き12.5ha),馬鈴薯10.Oha,人参5.Oha。ビー

トは今年から全て直播にした。昨年は直播7割,

移植3割だった。全てを移植にすると育苗ハウス

が足りない。ハウスを建て増さなければならな

い。また,全自動移植機を導入すると400万円か

かってしまう。反収が獲れなくても面積でカバー

できると判断して直播にした。反収は10aあたり

6トンから5トンへと1割近く減った。ビートの

作付面積は3年前(平成19年)にビートを作らな

いという人が2戸出て,その分が回ってきて一気

に5haくらい増えた。小麦はこの辺りは秋播き

が多い。一時期春播き小麦が増えたことがあつた

が,収穫時期に雨が降って穂発芽が頻発したため

やめる人が多くなった。小麦は作付面積を増やす

と連作気味になり,肥料が必要になつてくるので

これ以上は増やせない。人参は値段の変動が激し

い。20年以上前から栽培を始めた。JAではなく

青果会社に出荷している。ここは高台なので人参
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栽培に適している。雨が降っても大丈夫。品質が

落ちない。トータルでlhaあたり100万円という

売り上げを目標にしている。収益は緑ゲタと黄ゲ

タに分かれているので儲かっているかどうかよく

分からない。これまでであれば「1トンあたり売

り上げはいくら」と直ぐに計算できたが,今は制

度が複雑ですぐには分からない。黄ゲタになつて

くるといかに経費をかけないで沢山獲るかが大切

になってくる。

機械はトラクター5台(110ps,95ps,72ps,

65psが2台)で全て個人所有。このほか麦のコン

バインを4戸で共有している(かつては6戸で共

有だったが,2戸やめて4戸になった)。ビート

の育苗ハウスもあるが,現在は使っていない。

雇用は年間30～40人目導入している。仕事は

ビート畑の草取り。

(2-4)今後の経営意向・農政に対する評価・

意見・要望

農地を買っても借金が増えるだけなので今後規

模拡大するかどうかは現在検討中。ただし,借り

ている農地は購入して自作地にしていきたい。支

払っている小作料を土地購入借金の償還金に充て

ていく。もう少し規模拡大しても大丈夫な気もす

るが難しいところ。作業的にはあと10haくらい

拡大してもやっていける。条件のよい畑であれば

いいが,小さい畑では困る。集落内で農地を集め

ていきたいが,農地はあまり出てこないと思う。

すぐに農地が動くということはないようにみえ

る。また,農業委員をやっていると難しい面もあ

る。どうしても自分が農地を買うという手を挙げ

にくくなってしまう。農地価格は上がるとは思え

ない。野菜専門であれば高く買える人もいるとは

思うが…。借入金の返済と小作料が同じくらいで

あれば買った方がよい。公社を通じて買うのは,

相手からいきなり買うよりはクッションがあった

方がよいため。

法人化は現在検討中だが,なかなか踏み切れな

いでいる。手続きが面倒。だが,人を雇う場合は

法人の方が有利な面がある。認定農業者はお金を

借りるためになった。スーパーL資金の0金利は
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ありがたい。今も使えるのであれば使いたいとこ

ろ。'

経営所得安定対策は分かりにくい。分かりやす

くしてほしい。獲れた量に応じて支払われる金額

が連動するというのが分かりやすい。

(3)3番農家
-40ha規模の法人経営,機械の共同利用で

コストダウンを追求一

(3-1)これまでの経営の歩みと家族構成・

就農状況

昭和23年に畑8haの分与を受けて分家した。現

在の世帯主は2代目になる。平成22年に株式会社

M農場として法人化した。世帯主は父が60歳にな

り農業者年金受給を契機に経営移譲を受ける(昭

和52年)。当時の経営規模は13ha。その後,農産

物価格が大きく上昇した昭和50年代に山林を購入

して畑に開墾して規模拡大を図った。平成10年ま

では牛を20頭(繁殖牛と一部肥育牛)飼養してい

たが,畜舎が火事にあったため畜産は廃止した。

規模拡大を図った。そして,現在,再び規模拡大

の途上にある。

世帯主62歳,妻60歳,長男35歳,嫁36歳,孫10

歳,孫5歳,孫1歳,父86歳,母85歳の9人家族。

世帯主と長男は農業者年金に加入している。

世帯主は高校卒業業,他に勤めに出ることなく

農業専従でやってきた。就農した翌年に肉用牛を

導入した(現在は廃止)。年間就農日数は250日。

妻は農家の生まれだったが,酪農家だったので畑

作は初めての経験だった。年間就農日数は270日。

長男は大学の経済学部を卒業後,すぐに就農した。

母が農業をするよう働きかけをしていたとのこと

である。年間就農日数は270日。

(3-2)経営耕地・農地売買・農地借入

経営耕地面積は畑39.74ha。自作地26.55ha,借

入地13.19ha。全て集落内にある。

農地は集落内の農家から買って増やしてきた。

最初に買ったのは昭和35年。畑2haを親戚では

ない農家から購入。次が昭和41年で,畑3haを

同じく親戚ではない農家から購入した。昭和57年

に山林4.3ha,昭和58年に山林3.5haを購入し,開

墾して畑にした。10aあたり50～55万円かかつた。

開墾費用は両者合わせて2000万円近くにのぼる。

当時は開墾ブームだつた。借金は何とか返済する

ことができた。開墾した畑は昔からの畑と比べる

とどうしても地力は劣っている。小麦は反収面で

はそれほど差はなくなってきてはいるが,現在で

も少し落ちる。開墾した畑では畑作3品を作付け

ている。最近は平成8年に3.7haを親戚の離農し

た農家から農業委員会の斡旋を受けて北海道農業

開発公社経由で購入した。この時はスーパーL資

金を活用した。価格は10aあたり44万円だつた。

借入地はいずれも公社からの借り入れで10年の

利用権設定期間終了後は買い入れることになって

いる。全て離農者からの借り入れで農業委員会の

斡旋を受けた。平成14年に5.34haを地続きの隣の

人のから10aあたり小作料9600円で,平成18年に

6.27haと1.58haを離農した農家からそれぞれ10a

あたり小作料9000円と8300円で借り入れた。

(3-3)経営状況・機械装備・雇用導入

作付は,ビート11.58ha,小麦11.51ha,馬鈴薯

8.99ha,タマネギ3.84ha,人参と長芋3.76haとなっ

ている。3年輪作体系は維持している。品目横断

的経営安定対策になってからも土地利用体系に変

化はない。タマネギは20年以上前から作ってい

る。所得確保のため導入した。栽培技術は普及セ

ンターと近隣地区のタマネギ専業農家から勉強し

た。この地域ではタマネギを作っている人は少な

く,ここのほかは1人しかいない。手間がかかり,

設備投資もかかるので取り組む人は少なかった。

タマネギは10年に1回くらいの割合で暴落する外

れ年がある。タマネギを作る以前は食用馬鈴薯を

作っていたが,そうか病にやられたのでタマネギ

に転換した。タマネギは連作しても問題にならな

い。10年連作しても大丈夫。人参は平成18年から

導入した。やはり所得確保が目的。JAのコント

ラクターが収穫してくれるので,こちらは植え付

けて管理をするだけでよい。JAの方から作らな

いかという話を持ってきた。JAに選果所ができ

るまでは1haくらいしか作れなかったが,その

後,作付面積を拡大した。このほか面積は大きく



経営所得安定対策下における畑作農家の経営動向

はないが大豆も作っている。これは大豆コンバイ

ンを補助事業で購入したため。その関係があるの

で今後も大豆は作らなければならない。販売金額

は小麦250万円,ビート750万円,馬鈴薯1000万円,

タマネギ650万円,人参450万円,長芋90万円など

で合計3000万円少し。このほかに緑ゲタが800万

円,黄ゲタが250万円ある。

機械はトラクター6台を個人所有。3戸共有で

150psのトラクターも持っている。ビートハ一ベ

スター,ポテトプランター,オニオンハーベスター

など数多くの機械を装備しており,年間の償却費

は160万円を超える。修理できるものはできるだ

け自分で修理し,利用頻度の少ないものは高いも

のはもちろん,たとえ安いものでも可能な限り共

有にして経費を抑えるようにしている。

雇用は出面を年間120人目導入している(1日

あたり7000円前後の支払い)。春はビート,タマ

ネギの補植と除草,馬鈴薯の播種作業,秋は馬鈴

薯とタマネギの収穫作業。1ヶ月間程度は責任を

もって働いてくれる人が2人必要で,これは元農

家の親戚の人にお願いしている。出面は平成に

なってから導入し始め,最近増えてきた。それま

では年間40～50人日だった。馬鈴薯の面積が大き

くなつたのがその理由。5～6haくらいだった

のが9～10ha規模に増えた。また,馬鈴薯は3

戸共同で作業をしていたが,2戸が平成14年,平

成18年と相次いで離農してしまい,1人でやらな

くてはならなくなったことも雇用を増やした要

因。町に出面の協議会があり,3つの班に分かれ

ている。この班長が出面のとりまとめ役で,その

人を通じて人を集めてもらつている。

(3-4)今後の経営意向・農政に対する評価・

意見・要望

今後は機械の共同利用によってコストダウンを

図っていきたい。以前からこれを基本にしてきた。

現在公社から借りている畑は購入するが,規模拡

大は難しい。野菜に取り組んでいるため忙しい経

営になっている。政権交代もあって政策が流動的

で,経営環境が不安定ななかでは将来の姿を描く

ことができず,規模拡大には積極的にはなれない。
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農業政策が全体としてもう少し落ち着いて先が見

通せるようになるまでは現状維持でいく。農地価

格はこれからも下がっていくだろう。現在10aあ

たり30万円。かつては40万円した。20万円台まで

は下がるだろう。ただし,それほど大きくは下が

らないともみている。本当に条件のいい畑は取り

合いの状態が続いている。高齢化が進んでおり,

後継者もいないので農地は出てくることは間違い

ないので,購入する場合も集落内の農地にこだわ

りたい。

公社から農地を借りて農地を購入する制度は存

続を求める。スーパーL資金の金利が0の時は10

年の利用権設定期間中だったので利用することが

できなかつた。今は,当初5年間金利が0となる

L資金が借りられるよう申請をしている。金利が

0であれば規模拡大の余地は生まれてくる。金利

を下げるのは北海道では効果がある。来年買おう

としていた人が金利減免を受けられるのであれば

前倒しで今年買おうということになる。

法人化したが目的は節税。それまでも青色申告

をしてきた。法人化したばかりなのでメリットは

まだ分からない。

緑ゲタ30%,黄ゲタ70%にして経営努力が反映

されるような仕組みにしてほしい。小麦の緑ゲタ

を見直して緑ゲタの再評価をすべきだろう。過去

実績のない土地は,買い手としてもよほど条件の

いいところでないと買えない。過去実績の有無・

大小は農地価格の違いとなつて影響が出てくるだ

ろう。

土地改良事業が大幅に縮小されて暗渠排水の改

良が停滞していることが生産性の低下をもたらし

ている。暗渠排水工事をすぐにやらなくてはなら

ないところがある。10年経つと暗渠はやり直さな

くてはならない。道管事業がストップしてしまつ

た。このままでは今に作物が作れなくなつてしま

う。均平・整地工事がされていないような農地を

買っても投資を回収することはできない。そうし

た農地には買い手がつかない。生産基盤を整備し

ないと離農跡地の取り手がいなくなり,規模拡大

が進まないどころか農地保全もできなくなってし
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まう。暗渠排水工事は農地保全と規模拡大にプラ

スにはたらく。土地改良事業を政争の道具にしな

いでほしい。

(4)4番農家
一地区内での農地集積で30ha規模を目指す

家族経営-

(4-1)これまでの経営の歩みと家族構成・

就農状況

明治時代に入植した本家筋の農家で現在の世帯

主が5代目。分家を2戸出している。1戸は農業

を継続しているが,もう1戸は5～6年前に離農

し,その農地の一部を引き受けた。

世帯主63歳,妻53歳,長男28歳,母84歳の4人

家族。もともとは世帯主の弟さんが農業をしてい

たがやめてしまったため,勤めをやめて戻ってき

て農業を引き継ぐことになつた。当時は酪農経営

が中心で(ビートを2～3ha栽培),最大60～70

頭を飼養していた時期もある。昭和52年に父が60

歳の時に農業者年金を受給して経営を移譲された

のをきっかけに酪農を廃止して畑作に切り替えた

(父は平成13年に83歳で亡くなる)。酪農は1年間

365日働かなくてはならない。畑作は休みがある

のが魅力的だった。酪農は休む場合にヘルパーを

頼まねばならず,それが嫌だつた。牛を処分して

機械を購入した。畑作に転換した頃の経営規模は

20ha程度でビートと馬鈴薯が中心だった。麦は

天候の影響が大きく,出来不出来の差が激しかっ

たので2haくらいしか作っていなかつた。妻は

農家出身ではないが,こちらに戻って農業をする

ことになつた。世帯主と妻の年間就農日数は300

日。長男は農業高校卒業後,勤めを経験してから

就農した。年間就農日数は210日。特に農業を継

げとは言ってこなかったが結果としてこうなつ

た。

(4-2)経営耕地・農地売買・農地借入

経営耕地面積は畑26.64ha。自作地19.84ha,借

入地6.8haで全て集落内にある。ほかに山林が

2.5haある。山林の開墾はしなかつた。畑の均平

工事は2ヶ所行った(4.76haと4.43ha)。工事をし

たのは昭和47～48年頃。農地を買う以上にお金が

かかった記憶がある。地力に問題が残っている。

表土があっても戻さないという時代だった。昔の

均平地は痩せ地が多い。そのため牛を飼っていた

ので堆肥を入れるようにした。最初は牧草畑にし

て牧草を鋤きこむようにしていた。

平成16年に畑1.86haを購入。農地価格は10aあ

たり65000円。条件が悪い畑だったのでこの値段

となった。離農した人の農地を農業委員会の斡旋

で買うことになった。離農者は酪農家(経営規模

は25～26ha)。買った農地はトラクターが埋まっ

てしまうような湿地だったので取りたくはなかっ

た。酪農家であればこうした土地でも大丈夫。河

川敷に広い農地を持っていた。酪畑経営2戸,畑

作専業経営2戸の4戸で農地を分けた。農地は全

体的に湿地ばかりで,ここが貰った農地はそのな

かではまだ乾いている方の畑であった。購入後,

農家5%負担の造営事業で暗渠を入れた。この事

業があるので条件が悪い畑を買ってもよいという

気になった。10aあたり9000円の負担で暗渠を入

れることができた。単年度の経費で落とせた。こ

れで問題はなくなった(礫暗渠なので長持ちして

水はけもいい)。しかし,暗渠は時間が経つと駄

目になる。10年後にはもう一度入れなくてはなら

ない。だが,この事業はもうなくなってしまつた。

借入地はもともと別の人が公社から購入する予

定で借りていた畑。その人が離農してしまったの

で平成18年から引き受けることになった。農業委

員会を通じて話がやってきた。今年度中(平成22

年中)に購入しなくてはならない。スーパーL資

金の5年間0金利を使って購入する予定。全て借

金で賄うことになる。ここは暗渠工事の必要はな

い。若干地力は落ちるが粘土質の畑よりはいい。

人参を作っているので粘土質の畑はいらない。火

山灰土で水はけのよいところでないと人参は作れ

ない。タマネギを作るのであれば粘土質の土地の

方がいいのだが…。

(4-3)経営状況・機械装備・雇用導入

作付は,ビート9.81ha,小麦2.lha,馬鈴薯6.27ha,

人参6.5ha。ビートの作付は10haを超えないよう

にしている。草刈りが大変なのでこれ以上増やせ



経営所得安定対策下における畑作農家の経営動向

ない。麦は全て秋播き小麦でこれくらいの面積で

ずっとやってきた。収量が不安定なので大きい面

積は作れない。春播き小麦は作ったことがない。

春播きは不稔がひどい。反収は4俵に届かないは

ず。これだと共済をもらっても赤字になってしま

う。馬鈴薯は畑を埋めるために作っている。人参

は10年前から今の面積を栽培している。以前は業

者へ販売していた量の方が多かったが,現在は大

半をJAに出荷している。人参の収穫はJAが請け

負ってくれる。それで畑作3品に加えて人参を作

るようになった。JAの人参の選果所の処理能力

(150ha)が限界に近づいてきている。選価場が

できてコストが大きく下がり,JAから差し引か

れる金額が減った。JAに出すと野菜安定基金の

上乗せ金が貰えるので有利。野菜安定基金は人参

の所得補償のような機能を果たしてくれている。

最近は人参の価格がいいので栽培する人が増えて

きているが,JAに出荷する枠は残されていない。

そうした人参は業者が購入する。販売金額は全体

で2000万円以上だが,ゲタになってから自分が

作ったものがいくらで売れたかが分からなくなつ

てきた。

機械はトラクター2台(80ps,60ps),ビート

移植機,ビートハーベスター,ポテトプランター

などを全て個人で装備。父の代には共有機械が

あったが今はなくなつた。

(4-4)今後の経営意向・農政に対する評価・

意見・要望

今後は規模拡大を図る。集落内の農地集積にこ

だわって規模拡大したい。隣の農家で経営規模の

大きな人がいるが,後継者は勤め人で農業をして

いない。この人は70歳になつたら農業をやめる

と言っており(現在68歳),その農地が将来出て

くるのを待っている。5haを購入して拡大する。

離れたところに耕しにいくのは機械の傷みが早く

なるので避けたい。トラクターでアスファルト舗

装の道を走るとタイヤが2年しかもたない。また,

ハーベスターを引っ張っていくのは危ない。農地

は近いほどよい。

経営の法人化は考えているが具体的な姿は白紙
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状態。

ゲタの配分がある以上のビート,麦,馬鈴薯を

作っても緑ゲタはついてこない。そうなると当初

の配分通りに作るのがベストということになって

しまう。畑作3品の中身の入れ替えをするという

ことにはならない。反収をあげるしかない。ビー

トと馬鈴薯については反収増が収入増になるが,

麦については必ずしもそうならない面がある。酪

農家や野菜ばりを作っている人から土地を買った

人たちはゲタがついていないので困ることにな

る。また,高齢でやめるような農家は反収が低い

のでついているゲタが少ない。事故などで離農し

た人の農地は反収が高いのでゲタが大きい。同じ

ゲタといつても農家によって違いが大きい。一方,

ゲタを貰いながら野菜を作っている人たちがいる

のは不公平。作付面積に応じてゲタは毎年変える

べきではないか。ある意味で農家は安定した所得

を貰えるようになつたとは思うが,獲れた量に応

じてお金が支払われるというのが筋ではないか。

農地は出てくれば誰かが引き継がなければなら

ないとは思うが,この辺りはもうすぐ受け手が限

界状態に達してしまう。そうなると,農地が出て

きても遊休化させるか植林するかしかない。

(5)5番農家
-家族労働力を基本に持続的安定的な経営の

実現を目指す-

(5-1)これまでの経営の歩みと家族構成・

就農状況

世帯主58歳,妻58歳,長男34歳,嫁33歳,孫8

歳孫4歳の6人家族。世帯主,妻,長男,嫁の

4人が農業専従。年間就農日数は世帯主,妻,長

男が250日。嫁は150日。世帯主,長男ともに農業

者年金に加入している。手間替えはあるが,雇用

は入れていない。世帯主で4代目になる。戦前に

隣の家から出た分家。

世帯主は「農業を継がなくてはならない」と思っ

て就農した。これまでずっと農業だけでやつてき

た。勤めに出たことはない。就農した当時の規模

は10haくらいで現在の半分くらいだった。ビー

ト,麦,馬鈴薯の畑作3品。その後,農地を購入
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して面積を増やしていった。経営を譲られたのは

23歳の時。当時父は47歳だったので随分と早い

時点での経営移譲となる。「借金はあるがいいか」

ということで経営を譲られた。当時の経営規模は

12～13ha。母を早くに亡くしたため(世帯主が

13歳の時に亡くなる),父と2人で農業をしてき

た。父は平成16年に76歳で亡くなったが,春の播

種,秋の収穫となくなる直前まで農業を手伝って

くれていた。

妻は農家出身で農業経験があり,結婚してから

農業専従となる。

長男は大学を卒業してからずっと農業専従で

やってきた。大学では簿記・商業を学んでいたが,

同級生が農業をしていることもあって農業をする

ことになった。親は特に何も言わなかった。

(5-2)経営耕地・農地売買・農地借入

経営耕地面積は畑23.1ha。自作地20.5ha,借入

地2.6haでいずれも集落内にある。傾斜している

農地をトラクターが入りやすいよう均平に直す事

業をかなり以前に実施している。

借入地は北海道農業開発公社からのもの。平成

17年から平成27年まで借りた後に購入する予定。

農業委員会を通じて借りていた農地を地主から

買ってくれと言われて買うことになり,公社を通

すことになった。この地主はほかにも農地を持っ

ていたが,その農地は別の人が買った。

農地は10年前に2.5ha(2箇所に分かれている)

を購入したのが最も新しい。町を出て行った隣の

農家から購入。親戚ではない。農業委員会の斡旋

を受ける。農地取得資金を借りた。価格は10aあ

たり40万円。面積を増やしてもいいと思っていた

ところ,ちょうど地続きの畑が出てきたので買う

ことになった。離農跡地は4人の農家で分けて購

入した。

(5-3)経営状況・機械装備・雇用導入

作付はビート7.7ha,馬鈴薯5.8ha,小麦2.3ha,

生食用人参2.Oha,長芋1.Oha,大根0.3ha(小麦跡)。

10aあたり15万円の売り上げを目標としているが,

昨年は13万円。販売金額はおおよそ3000万円。人

参の値段がいいと売り上げは増える。人参は15～

100万円で平均して20～30万円になればよいとい

う作り方をしてきた。人参の面積は変化していな

い。人参は20年前から長芋とともに栽培を開始し

た。それまでは畑作3品。人参と長芋を作ってい

た農家から,「夏に遊んでいるよりも長芋と人参

を作った方がよい」と誘われて作ることになる。

最初は10aくらいから始めた。長芋の売り上げも

10aあたり20～30万円程度で,儲かる時は100万円

になる。この長芋と人参があるおかげで子供2人

を大学に通わせることができた。税金対策で青色

申告にしたが,給料を経費で落とすだけでそれほ

どメリットはない。

機械装備はトラクターが3台(80ps,65ps,

30ps)を個人所有。80psのトラクターは1日に

4～5ha耕起することができる。今年200psのト

ラクターを10戸共同で買い替えた。以前は15戸の

共有だつたが,5戸が抜けて10戸になった。1台

1500万円。4連プラウを付けて畑を起こしてい

る。これだと1時間で1haの耕起が可能。三角

地だとそうはいかないが,形状のいい畑であれば

効率的な作業ができる。ほかに作業機を一式所有

している。付けっ放しにはしていない。付けっ放

しにしてしまうとトラクターが何台あっても足り

ない。70～80坪のビート専用のビニールハウスが

ある。ビート苗の栽培用で夏場は使っていない。

ビートの播種の時に人を頼むことがある。タマ

ネギ農家や花卉農家など作っているものが違う農

家の人で1～2人程度。基本的には家族労働力。

家族でできないことには手を出さないようにして

いる。儲かる作物を沢山作ると儲からない時もあ

る。出面を頼んで大きくやるという農業はしない。

無理をしない経営を心掛けてきた。22～23ha規

模でもいいから儲からなくても損はしない経営を

していきたい。規模拡大すればよいというわけで

はない。博打のようなことはしなくてもいい。現

在は4人が農業に従事しているが,基本は2人。

自分たちも歳をとってもうすぐ2人に戻ってしま

う。集会には長男に参加してもらっている。あと

5年くらいしたら農業者年金受給とともに子供に

経営を移譲するつもりでいる。
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(5-4)今後の経営意向・農政に対する評価・

意見・要望

今後は無理をしないが,30haまでであれば規

模拡大してもよいと思っている。農地を購入して

規模拡大することになる。表土が黒くて四角くて

形状のよい畑であれば高くても買う。ものがとれ

ないような畑では安く買っても経営としてはマイ

ナス。農地は集落内から出てくると思う。後継者

がいない農家からは農地は出てくる。できるだけ

近場の農地を買いたい。遠いところは機械の移動

ロスが大きく,畑の管理もどうしても疎かになっ

てしまう。

北海道農業開発公社から借りている農地があ

る。自己資金で全てを賄うことができればいいと

は思うが,そうはいかない。それだけのお金はな

いのでどうしても公社を利用せざるを得ない。納

めたお金に利息をつけてくれるとありがたい。公

社に支払っている手数料分は何とか還元してほし

い。

法人化することは考えていない。1戸1法人と

いうのは考えていない。法人化するとしたら数戸

共同での法人になる。ただし,メリットがないよ

うならば法人化する必要はない。

品目横断的経営安定対策に対応するため認定農

業者になった。しかし,制度が変わってならなく

ても大丈夫になったのでやめた人たちもいる。こ

の制度のため10ha以下の人たちが離農していつ

た。これが何の意味も持たなくなった。詐欺のよ

うな感じがする。政策でお金をまくと食いつく人

たちがいる。だが,餌を播かなければ政策に食い

つく人は出てこない。政策には食いついていいも

のもあれば悪いものもある。その見極めが大変。

緑ゲタと黄ゲタの比率の問題についてはよく分

からないが,たくさん獲れれば儲かるということ

ではなくなったため生産意欲がなくなってしまっ

た。努力した人が報われるような制度にしてほし

い。頑張って沢山獲れた人が儲かるような制度に

してほしい。農家の間には競争心がある。それが

発揮できるような仕組みにしてほしい。努力して

も努力しなくても成果が同じでは努力しなくな
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る。

スーパーL資金の金利が0ということだが,金

利が0というのは経済が駄目だということだ。あ

る程度金利が支払えるような経済にしていかない

といけない。お金を借りて金利が0というのは普

通に考えればあり得ない話。経済がよければ金利

を支払うことができるはずだが,そうはなつてい

ないということなのだろう。

4.おわりに

農家の規模拡大過程をみると,昭和50年代の山

林の開墾による規模拡大,品目横断的経営安定対

策による担い手の規模要件なども加わって近年進

んだ離農を背景とした規模拡大の2つの時期に大

きく分けることができる。ただし,1番農家を除

けば,今後も積極的に規模拡大を図っていくかど

うかは不透明であり,農地を取得するとしても集

落内で集積していきたいという意見が大半となっ

ていた。それは調査した農業経営の間に新しい動

きが生まれていないということでもある。事実,

経営所得安定対策の導入は野菜への転換,緑ゲタ

目当ての粗放的な規模拡大といった動きはみられ

なかった。

農地市場では,緑ゲタの大小は小作料や農地価

格に影響してはいないことが確認されたが,離農

予定者の緑ゲタは低く,そうした農地を引き継い

だとしても経営的にプラスには働かないと認識さ

れており,条件の良い畑は未だに競争状態が続い

ているものの,悪い畑は受け手を見つけるのが難

しくなっていた。

こうした農家の認識を裏付ける発言を以下に抜

粋して示しておきたい。

1番農家:「ものが獲れないような農地しか集

まってこないので経営全体の収益性は上がらず,

規模拡大しても逆に所得率は下がってしまう。こ

れを何とかしたい。…条件のいい農地であれば集

落の外でも積極的に借りていく。……経営能力の

差がゲタの差となってしまう。そのため離農者の

悪い経営のしわ寄せが,その農地を引き継いだ人

にきてしまう。ゲタも低いし,土地改良もしてい
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ない農地を引き継ぐのは苦しい。農地を買って増

やしていくに従って単位面積当たりのゲタの金額

が下がっている」。

2番農家:「農地を買っても借金が増えるだけな

ので今後規模拡大するかどうかは現在検討中。た

だし,借りている農地は購入して自作地にしてい

きたい。支払っている小作料を土地購入借金の償

還金に充てていく」。

3番農家:「現在公社から借りている畑は購入す

るが,規模拡大は難しい。…政策が流動的で,経

営環境が不安定ななかでは将来の姿を描くことが

できず,規模拡大には積極的にはなれない。農業

政策が全体としてもう少し落ち着いて先が見通せ

るようになるまでは現状維持でいく。……高齢化

が進んでおり,後継者もいないので農地は出てく

ることは間違いないので,購入する場合も集落内

の農地にこだわりたい」。

4番農家:「集落内の農地集積にこだわって規模

拡大したい。…離れたところに耕しにいくのは機

械の傷みが早くなるので避けたい。トラクターで

アスファルト舗装の道を走るとタイヤが2年しか

もたない。また,ハーベスターを引っ張っていく

のは危ない。農地は近いほどよい。…ゲタの配分

がある以上のビート,麦馬鈴薯を作っても緑ゲ

タはついてこない。そうなると当初の配分通りに

作るのがベストということになってしまう。……

高齢でやめるような農家は反収が低いのでついて

いるゲタが少ない。……この辺りはもうすぐ受け

手が限界状態…そうなると,農地が出てきても遊

休化させるか植林するかしかない」。

5番農家:「無理をしない経営を心掛けてきた。

22～23ha規模でもいいから儲からなくても損は

しない経営をしていきたい。規模拡大すればよい

というわけではない。博打のようなことはしなく

てもいい。現在は4人が農業に従事しているが,

基本は2人。自分たちも歳をとってもうすぐ2

人に戻ってしまう。……今後は無理をしないが,

30haまでであれば規模拡大してもよい…。……

ものがとれないような畑では安く買っても経営と

してはマイナス。農地は集落内から出てくると思

う。後継者がいない農家からは農地は出てくる。

できるだけ近場の農地を買いたい。遠いところは

機械の移動ロスが大きく,畑の管理もどうしても

疎かになってしまう」。

また,政策については現行の対策は非常に不満

が大きく,「いいものが獲れたらそれだけお金に

なるような仕組みにしないと農業をする意欲は出

ない。出来高払いを増やしてくれた方がありがた

い。……反収をあげていこうということにならな

いので,技術高度化に対するインセンティヴが働

かない」(1番農家),「経営所得安定対策は分か

りにくい。分かりやすくしてほしい。獲れた量に

応じて支払われる金額が連動するというのが分か

りやすい」(2番農家),「経営努力が反映される

ような仕組みにしてほしい」(3番農家),「獲れ

た量に応じてお金が支払われるというのが筋では

ないか」(4番農家),「品目横断的経営安定対策

のため10ha以下の人たちが離農していった。こ

れが何の意味も持たなくなつた。詐欺のような感

じがする。……たくさん獲れれば儲かるというこ

とではなくなつたため生産意欲がなくなってし

まった。努力した人が報われるような制度にして

ほしい。頑張って沢山獲れた人が儲かるような制

度にしてほしい。農家の間には競争心がある。そ

れが発揮できるような仕組みにしてほしい。努力

しても努力しなくても成果が同じでは努力しなく

なる」(5番農家)のように,生産抑制的性格に

対して農家は強い反発を感じていた。来年度以降

の新たな政策によって農家の意識にどのような変

化が生じ,農地市場に影響があらわれることにな

るのかどうか,引き続き注意しておく必要がある

だろう。

最後に,調査から発見された事実だが,畑作地

帯とはいえ土地改良は必要不可欠で,暗渠排水工

事の必要性をどの農家も強く訴えていた点が注目

される。これがないと条件の悪い農地には引き受

け手が見つからず,今後は北海道でも耕作放棄地

が増えていく可能性がある。ただし,そうした劣

等地は常に手を加え続けなければならない農地で

もあるので,担い手に無理やり引き継がせてその
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経営を脆弱なものにしてしまうよりも,いっその

こと計画的に撤退を図った方が足腰の強い担い手

づくりに繋がるという見解もあり得るのではない

だろうか。この問題についての農家の見解を再度

以下に抜粋して示して本稿を終えることにした

い。

1番農家:「低地の条件のよくない農地は10年お

きに工事をしないと暗渠が効果を失ってしまう。

畑はもともとの自然条件が決定的。それでもき

ちっと土地改良が行われていれば何とかなる。し

かし,離農する人たちは土地改良にお金をかけて

いない。均平や整地暗渠を入れていない。そう

した農地を引き受けて規模拡大しても経営はよく

ならない。むしろ足を引っ張りかねない」。

3番農家:「土地改良事業が大幅に縮小されて暗

渠排水の改良が停滞していることが生産性の低下

をもたらしている。暗渠排水工事をすぐにやらな

くてはならないところがある。10年経つと暗渠は

やり直さなくてはならない。道営事業がストップ

してしまった。このままでは今に作物が作れなく

なってしまう。均平・整地工事がされていないよ

うな農地を買っても投資を回収することはできな

い。そうした農地には買い手がつかない。生産基

盤を整備しないと離農跡地の取り手がいなくな

り,規模拡大が進まないどころか農地保全もでき

なくなってしまう。暗渠排水工事は農地保全と規

模拡大にプラスにはたらく。土地改良事業を政争

の道具にしないでほしい」。

4番農家:「購入後,農家5%負担の道営事業で

暗渠を入れた。この事業があるので条件が悪い

畑を買ってもよいという気になった。10aあたり

9000円の負担で暗渠を入れることができた。単年

度の経費で落とせた。これで問題はなくなった

(礫暗渠なので長持ちして水はけもいい)。しかし,

暗渠は時間が経つと駄目になる。10年後にはもう
一度入れなくてはならない。だが,この事業はも

うなくなってしまった」。
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注:

1)東山寛・松木靖「品目横断対策の基本的性格-北海道

農業との関連から一」『2008年度日本農業経済学会論文

集』(2008),40-44頁。

2)細山隆夫・若林勝史「北海道十勝畑作地帯における農地

流動化,作付けの動向と展望一「品目横断的経営安定

対策」導入直前における中央部・A町を対象として」『2007

年度日本農業経済学会論文集』(2007),121-126頁。

3)北海道では10ha規模が施策対象の選別基準とされたた

め,品目横断的経営安定対策の導入によって基準に達

しない農家の離農が進んでいる。また,地域によって

は政策に対応するべく,一定規模以上の担い手を優遇

する措置を実施しているところもある。例えば,いわ

みざわ農協は「基幹的担い手(20ha以上)」「担い手(認

定農業者)」「一般農業者」に農家を区分して産地づく

り交付金に格差をつけるとともに,農用地利用集積助

成として小作料負担の軽減を図って大規模農家への一

層の農地集積を進めようとしていた。菅原優「大規模

水田地帯における農地流動化と地域水田農業ビジョン

の特徴」『2005年度日本農業経済学会論文集』(2005),

31-38頁。

4)北海道では農地流動の公平性確保や小規模農家の底上

げ,過当競争の回避,団地化などを考慮して農事組合長・

農業委員が集落内で調整にあたるところが多く,美幌

町もそれに該当すると考えられる。盛田はこの仕組み

を「北海道型農地流動システム」と名付けている。盛

田清秀『農地システムの構造と展開』養賢堂(1998)。

ただし,近年の担い手の減少に伴い,集落内で農地

を処分することができず,農地流動化の範囲は広域化

しており,例えば,芽室町では100haを超える出作拡

大による大規模経営の展開もみられる。細山隆夫「北

海道十勝畑作地域における大型法人経営の農地集積」

『2009年度日本農業経済学会論文集』(2009),45-50頁。
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