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[第Ⅱ部調査報告]

青森県五所川原市における農地購入経営の動向

大妻女子大学社会情報学部教授　田代洋一

Ⅰ地域概況

五所川原市は2005年に金木町,市浦村と飛び地

合併している。農協は金木町農協と五所川原市農

協があったが,金木町農協は「つがるにしきた農

協」に合併し,「ごしょがわら市農協」は2009年

に木造町農協と合併して「ごしょつがる農協」に

なった。このように行政の飛び地合併のうえに農

協も二分されるという複雑な状況であり,地域農

政の推進には配慮が要される。それに対して県民

局の西北事務所が主催する情報交換会が調整の場

になっているが,補完するものとして「五所川原

地域担い手育成総合支援協議会」が課長クラスで

組織されている。

農業委員会は事務局長が専任だったが,2009年

から農林水産課長の兼任になった。女性の農業委

員は3名いたが,合併後はゼロである。

農地利用集積円滑化団体については,つがるに

しきた農協は農地保有合理化事業にも取り組んで

おり意欲的だったが,人ではなく土地を対象とし

た事業のために組合員以外の土地も入ってくると

言うことで合併後は断念した。こしょがわら市農

協は合理化事業もやっておらず,結果的に前述の

担い手協が受け皿となり,規程を検討中である。

過去5年の農地移動をみたのが表1である。所

有権利用権ともにほぼ横ばいであり,一定量が

継続している。そのうち所有権移転は移動の1/

4を占め,他地域よりも相対的に多い。

売買については農業委員会としては横ばいない

しは微増傾向とみている。最近は1～2ha耕作

していた農家が高齢化や土地改良費の負担に耐え

られず,ふんぎりをつけて売るケースが多く,1

件当たり面積も大きくなる傾向にある。

ただしりんご園は作り手がいなくて動かない。

地域ではりんご園を廃園にする場合は伐採処理す

るのが暗黙のルールで,年間3haほど出る。

農地法による有償移転のほとんどが農地移動適

正化あっせん事業にのり,その面積は1998年以降

ほぼ50～60haを維持している。あっせん事業の

うち農地保有合理化事業に供されるものは,1998

年には42ha,あっせんの7割を占めていたが,

2009年には33%で減っている(賃貸借を含む)。

農地購入件数の多い農家は農地保有合理化事業

を活用する場合が多い。理由としては,公告され

て金銭面が明確になる,嘱託登記,農業者年金の

関係の農地についても合理化事業にのせれば適正

な処分と認められる等のメリットがある。

表1五所川原市における農地移動
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売り手としても譲渡所得税の控除メリットもあ

るが,1500万円控除を受けられる買い入れ協議制

にのったのは2009年には1件のみで,50代の世帯

主の死亡に伴う5.4haの売買で,市内には買える

農家がおらず川向こうのつがる市の農家が購入し

た。

農地価格は20年前(バブル期)がピークで

10a200万円程度だったが,ここ5～6年は20～50

万円程度に下がっている。前述のように農地売買

には土地改良費の負担金の償還が大きく影響して

いる。10a当たりの償還金は15,000～25,000円であ

るが,10年も延滞してしまうと支払が難しくなる

と言う。この地域では償還金は購入者が承継する

かちたであり,その分,地価を安くしているとい

う。

農地売買に当たっては,「むら内で」といった

考えはなく,買える人が買うというドライな関係

で,市内で農地の買える人農家は30～50戸に限ら

れてきているという。

また農地転用については,1998年以降について

は10ha前後でほぼ横ばいである。2000年頃まで

は住宅用が多かったが,2004年頃からは商業用が

増え,2009年には67%を占めている。

農外企業の農地取得については特定法人貸付事

業によるものが3件,それぞれ44a(薬草),70a(メ

ロン),21a(ネギ,大豆)で,建設業等の小規模

なものである。農地法によるものは1件80aで建

設業が耕作放棄地を復旧してじゃがいも,大豆を

栽培している。農業に意欲的とみられている。

企業が農業進出した場合には公共事業の入札

に際して10点プラスされる等のメリットがあった

という。農地の売買が相当量ある地域での企業の

農業進出は,農家側から農地を買ってくれともち

かけられる可能性をもち,悩ましい問題になる可

能性がある。

戸別所得補償政策への対応については,3,550

件の通知を出して申し込みは1,712件だつた。申

請ルートは,a<農家→転作集団→市水田協

>50%,b.<農家→農協→市水田協>20%,c.〈

農家→業者→市水田協>10%,d.<農家→市水田

協>10%,e.〈農家→農政事務所〉は数件という。

転作非協力者の申し込みは2010年6月時点では10

名程度で,dのルートになる。主として市水田協

に直接に出したケースが多いという。

転作関係については激変緩和措置が県10億円,

市1.7億円で,ほぼ産地確立交付金の水準を確保

できた。旧五所川原市でいうと,小麦・大豆・つ

くねいもの転作は10a47,000円,野菜等は32,000円

である。

結果的に政策変更で集団転作が崩れることも,

表2調査経営の概況
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また転作が増えることもなかったといえる。

さて農家調査は,農林水産課に農地購入の多い

農家の選定を依頼し,旧五所川原市,旧金木町各

5戸のヒアリングを行った。このうち6戸は筆者

が主査を務めた農業委員会の2007年調査において

もヒアリングしている(秋田県立大学・渡辺岳陽

氏担当,『五所川原農業活力推進計画及びアンケー

ト・ヒアリング調査報告』)。対象農家の一覧は表

2の通りで,経営規模は40ha以上4戸,20,30ha

台4戸,10ha以下2戸で各規模に分散している。

Ⅱでは10戸のプロフィールを紹介し,Ⅲでその

若干の考察を行うことにする。Ⅱは,①家族構成・

農業労働力,②経営展開,③農地購入(購入のあっ

た3年の事例を紹介),④農地借入,⑤作業受託

⑥作付・加工・販売,⑦転作対応,⑧経営の展開・

継承,⑨政策対応,⑩その他の項目に分けて行う。

規模の大きい順に紹介する。

Ⅱ農地購入経営の実態

1　40ha以上経営

(1)A(金木町嘉瀬村の中柏木集落)

米穀店兼営の経営

①世帯主とあとつぎの二世代夫婦が農業従事。

長男夫婦は市内のアパートから通いで従事する。

同妻はイギリス留学経験をもち,「青年の船」で

知り合い,今は経理事務を手伝っている。長女も

札幌の会社を辞めて経営従事。長男には月給35万

円,嫁には8万円を払う。妻は20万円。

雇用は3名(65歳,51歳,30歳)で古い人は20

年になる。3月～10月の季節雇用で日給7,000円。

冬場は休養しているようであり,また独立の意思

もない。米穀店も手伝う。事務員として他に1名

雇用。米穀店も含めて計9名が経営従事している。

②米穀店を曾祖父の時代(1948年)から営む

(当時の経営地は0.8ha)。本人が経営継承したの

は1994年,46歳の時である。その当時の面積は3

ha程度。1985年頃から仲間の農家と大豆転作集

団をつくり25haほどやっていた。しかし本人の

言では集団が農協より不利になると言う助成金を

めぐるトラブルから止め(当時,嘉瀬村には6集
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団があったが,半分が止めた),1990年から規模

拡大を始めた。

米穀店は有限会社として米集荷業者の登録をし

ている。現在は17,000俵ほど集荷する金木最大の

業者である(農協は25,000俵)。うち4,000俵ほど

は減反未達成者15戸からである。1俵600円の粗

利だという。販売は全集連8割,県内卸2割だが,

東京方面からも引きがある。税申告での所得は精

米工場をもつ米穀部門の方が多い。

弘前市の卸問屋から農協より10%は安い資材を

購入し,自分で使ってよいと思ったものを85名ほ

どに販売している。農協より安いがコメリよりは

高い。

③2002年から毎年購入。やる気があれば毎年購

入できる。

2009年 a.115a,集落内,非親戚,住宅ローン

が大変で銀行のあっせん。10a35万円。相手はトー

タル500万円欲しかった。b.75a,世帯主死亡で

耕作できなくなつた集落内,非親戚から知人を介

して31万円(相場)。精米工場を建てるつもりで

購入したが,工場は別の所に建てた。

2008年 a75a,市外の農家で土地改良償還金

負担ができなくて,35万円。b.127a,県公社を

通じて5年賃借の後に購入。5年間の地代を払え

ば安くなると言われたが,所得があるので該当し

なかった。35万円。c.136a,親戚で債務返済30

万円で相場。

☆面積拡大にならないので,なるべく小作して

いない土地を買うようにしているが,小作地を

買ってくれと言う話もあり,臨機応変に対応して

いる。「よその田を作って何になる,とも言われ

るが,自分の田があればそういうことは言わせな

い。黙っていても購入は増える」という。

④旧五所川原市内が70aのほかは全て旧金木町

内。小作料は3俵で契約しており約3万円。17～

18名と契約しており,大きい人では3ha,5ha

がある。期間は5年が多く,10年だと責任がもて

ない。

⑤春作業3ha,秋作業30ha。そもそも本人は

東京オリンピックの頃(1964年)から作業受託か
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ら入った。乾燥調整を7,000～8,000俵やっており,

それで精米工場を回してきた。

⑥水稲50ha作付け。生産した米,作業受託した

米を精米加工・販売している。

⑦牧草転作3haを契約している。生産調整は加

工米で対応している。加工米は2009年で1俵7,200

円だ。米屋としては減反するより米を売った方が

よい。国も減反政策はしないで加工米にして付加

価値を付けるべき。米粉で作ったベトナムの春巻

や素麺は人気がある。

⑧法人化せず青色申告でやる。法人化について

は税金や雇用保険の問題もあり未定。規模拡大の

理由は,後継者がいる,そこそこ面積がないと雇

用できない,5年もたつと離農者が続出するが,

我々ががんばれば田園風景が荒廃しないで残る。

規模拡大の目標は嘉瀬村600haの10%,60haだ。

当家の次は20ha規模なので,10戸ではできない。

条件の悪い田から荒廃するかも知れない。規模拡

大は作業受託借地,購入,臨機応変で行く。

米穀店は縮小の時代か。自分で作った米を生産

に付随して売るのが基本。

⑨戸別所得補償には加入。加工米も位置づけら

れた。土地改良の償還金が高く,共済組合も半強

制的だ。農協はおかしい。交付金も直接に農家に

来るようになった。

⑩米穀業が農地購入の原資蓄積基盤だとはい

えないだろうが,戦後ずっと兼営してきた強みが

あるのではないか。米の生産,玄米加工,販売の
一貫経営。農協には批判的で,前述の集団転作を

めぐるトラブルがあり,また販売・購買ともに競

合的である。水稲単作の規模拡大は1990年代に

入っての新しい動きである。

(2)B(松島村大字一野坪の前萢(まえやち)集落)

集団転作受託の法人経営

①世帯主夫婦,長男夫婦,次男が農業従事。次

男は高校の臨時講師をしていたが,2010年から経

営に入る。購入水田2.2haの名義を渡す。妻は保母。

雇用は2名,ともに35歳1人は7年前から、

1人は昨年から。正社員として月給は18万円前後。

ボーナスは景気次第。将来のことを考えて退職金

積み立て。昨年の雇用者は探していたところに電

話があり採用。高校出て内装の仕事をしていた。

7人体制で,忙しい時は足りないが,年間では

ちょうどよい。

②本人で3代目の分家筋。曾祖父が養子に入っ

た。農地改革前も自作。1998年に法人化して有限

会社「豊心ファーム」。法人化の理由は長男が卒

業し,「勤めろ」といつたのに農業やるというの

で,それなら同期がみんなサラリーマンだから農

家の環境とは違うサラリーマン並みの法人にしよ

う。「豊心」は米価が下がり農家が元気がないが,

カネはなくても心は豊かにということで付けた。

父が1985年に死亡した頃は自作地4ha程度

だったが,一野坪でも作業受委託が増えだした。

1人では出来ないので仲間と作業場を作り受託開

始。1994年頃から転作組合からの受託が増えてき

た。農家で転作作業ができなくなり,当家が汎用

コンバインをもつているので委託が増えた。大豆

は2006年からが多く,小麦の連作障害による。こ

こ4年は受託から借地に切りかえている。自然に

そういう風になつてきた。借地は作業委託からの

移行よりも新たなものが多い。

③2010年 a.180a,中泊町の親戚からの購入

で、クルマで20分かかる。病気して離農した。

10a55万円で最高値だが,この地区は高い。

b.220a,土地改良区への未納のため競売にか

けられた土地で,入札は2名。相手は40a分引き

受けた。43～48万円。本人が資金を貸す形で次男

が購入。土地改良償還金は継承せず,売り手が払

う形。経営安定のためには自作地の方がよいが,

借地も断れない。借地や受託はお客様次第で安定

性がない。幸い離れてはいないが。

④地主は20数人で1人100a平均になるが,2～

3haの大きな人が増える傾向にある。ある程度

まとまっているほ場が増える。小作料は2.5俵で,

水利費等が地主持ちなので高いとは言えない。ほ

場によりけりで7,000～21,000円の差がある。現金

で手渡しして喜ばれている。遠くても借りるが,

ほぼ周辺部に固まる。期間は長くても6年。2006
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年から倍に増えている。全般的に借地が増える傾

向だ。当家の借地が増えるのは後継者がいるから

だ。

⑤水稲の収穫作業25～27ha,大豆の収穫・乾燥・

調整が33ha。受託側が10,000～15,000円の作業料

金と品目横断の品質向上(黄ゲタ)分,販売権を

もらい,委託側は産地確立交付金と品目横断の過

去実績(緑ゲタ)分を受け取る。

2009年は50数haあったが,政策変更で転作の交

付金が35,000円に下がったために,作業料金は出

せないと言うことで個人の委託分が減った。減っ

た分は畑作には適さないところなので経営的に大

きな影響はなかつたが,政策がクルクル変るのは

困る。激変緩和措置12,000円が追加になり,元の

50数haまでは戻るだろう。集落等の7転作組合

からの受託は継続している。

大豆の乾燥調整のみが300俵。小麦の収穫が

75ha,乾燥が2,000俵。

⑥水稲33ha,つがるロマン6割,まっしぐら

4割。農協15%,10年ほど続いている老人ホーム

7%のほかは県内の卸売業者。農協売り10,500円

に対して12,800円で割がよい。個人販売は注文が

があれば対応するが積極的には行わない。資材購

入は農協20%。

⑦自作・小作地の転作が18haで大豆12ha,小

麦6ha。

⑧水稲100ha,大豆100ha,小麦100haが目標で

大豆・麦はほぼ達成したが,水稲のハードルは高

い。購入,借入,作業受託転作受託いずれでも

拡大したいが,自分としては借入で行きたい(前

述とは食い違う)。子ども達が穀物検査員の資格

をもち,小麦の系統出荷でない人は,ウチに検査

依頼し,ウチが運送屋に頼んで業者の倉庫に搬入

している。

米販売は玄米まではやるが白米まではやらな

い。施設と人件費,クレーム処理のコストがかか

るので。

経営は分割すると装備の投資がかかるので兄弟

で継承して欲しい。

⑨品目横断的政策,戸別所得補償とも加入した。
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今まで転作していない人は入らないだろうが,大

きな規模ではない。

米価については戸別所得補償の15,000円をもら

うと,業者は「何ぼか下げてもいいのではないか」

と言ってくるので徐々に下がるだろう。一回さが

ると政策が変更になつても戻らない。政策が二転

三転するのがいちばん困る。

戸別所得補償しても土地改良予算を削減すれば

結局はカネがかかるようになる。認定農業者の位

置づけがなく担い手育成がストップする。自給率

向上には担い手育成を明確にすべき。

⑩視野が広く地域協調的でしっかりした農業

者。品目横断的政策の際も,転作受託にして収穫

物を当家がもらうと産地確立と品目横断の交付金

が当家に来る,カネのことになるとシビアになる

ので,あくまで作業受託の形にして当家は作業料

金をもらうという方式を貫いた。調査後に2010年

度の農林水産祭の個人の部の天皇杯受賞。

(3)C(金木町川倉の七夕野集落)

開拓地におけるトマト別法人の経営

川倉は200戸で水田150ha,畑100ha,七夕野は

40戸,うち農業しているのは3戸。戦後引揚者の

開拓集落で大方が離農。川倉には認定農業者が10

名いるが,みんな手一杯で規模拡大に際しての競

争はない。出し手はまず隣の人に声をかけ,だめ

だと当家に来る。

①二世代夫婦が農業従事。4～10月の半年間,

女性6名を雇用する。時給700円。長い人で10年,

短い人で3年になる。30～50代の人。

②父は満蒙開拓から1946年に引揚,水田1ha

をもち川倉開拓に地元増反で採草地3haを分与

された。畑に開墾して菜種を栽培した。1980年に

世代交代し,畑を開墾して4haにした。1985年

にトマトのハウス栽培を導入した。米では収入に

ならず,みんな手間取りに出たが,自分はトマト

を選んだ。トマト部門は1992年から雇用を入れ、

94年に法人化した。米は個人経営で青色申告して

いる。制度当初から家族経営協定を結んでいる。

トマトを始めた頃から借地も増えだした。86年に
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営農組合5人で補助事業でライスセンターを建設

したが,2名は亡くなり3名で継続している。

③2010年a.128a,集落内の非親戚から,当家

の近くで競争してでも買う田で,45～50万円。金

木町では土地改良の償還金の繰り上げ償還はでき

ず,買い手が継承する(2万円程度)。合理化事

業は利用していない。b.40a,集落外の友人から

で40万円。

2009年a.400a(水田250a,畑150a),集落内

の親戚のような人,女性85歳の独り暮らしで,名

古屋の娘の家に行く。当家が20年ほど小作して

いた。開拓地の水田30万円,畑10万円で相場。b.

40a,集落内の非親戚20年小作していた。40万円。

合理化事業は使っていない。

2008年 a.128a公社から5年契約で借りてい

た営農組合の仲間が突然死し,その後を引き受け

る。40万円で相場。b.100a集落内の友人で公

社に小作料を払うのがきつい,買う資金も苦しい

ので代ってくれと申し込まれた。70万円で購入し

た田だが,本人は50万円で買う。相場より高い。

ほとんど毎年購入しており,借金は4,000万円

(機械を含めて7,000万円)以上になるが6,000～

7,000万円の売り上げがあるので大丈夫だ。大き

なところはニヵ所で,ある程度まとまっている。

はじめから分散的なので慣れた。

④20haのうち5haは中泊町だが,機械をクル

マで運んで10分だ。地権者は20名で平均1ha。

期間は5年が多い。10年もあるが,10年だとはこ

ちらが困る。5年で回した方が良い。小作料はほ

ぼ3俵よいところで3.5俵。2009年で1俵11,300

円換算。借地のうち半分は買わざるをえないだろ

う。

⑤個人としては秋作業70aのみで,後は断って

いる。川倉第一営農組合を3名(トマトに取り組

む8ha,10ha農家)でやつており,大豆転作作

業30ha,麦刈り3haを受託。

⑥水稲30ha,前は小売もしたが体が持たなく

て今は全部農協出荷。トマトは39aに300坪のハウ

ス。堆肥を入れているので連作障害はない。出荷

は6月末～10月一杯で稲刈りと平行して行う。農

協出荷で野菜部会300名。

⑦飼料作物7haは畜産農家と契約し,こちらが

収穫したものをあちらが集める。大豆転作15ha

は個人で取り組む。

⑧水田50ha,うち転作25haが限界,購入・借入・

受託いずれもやるが,今は受託が中心。トマトは

妻の希望であり,しんどいと言いつつ,重いもの

がないので年配者ががんばっている。トマトの加

工販売は嫁が段取りしている。60歳で長男に経営

移譲の予定,自分の代は法人化はしないが,長男

の代には法人化して雇用を入れるのではないか。

営農組合も継続する。メンバーが3名に減ってか

えって仲が良くなった。

⑨品目横断,戸別所得補償ともに参加した。い

つまでも続くわけではなかろうが,もらえるもの

はもらっておく。米価さえキチンとしていれば小

細工はする必要はないのだが。担い手育成はキチ

ンとすべきだが,我々だけで地域全体を守れるわ

けではない。70代,80代でも長く農業はできるの

で見捨てるのは良くない。農地保有合理化事業は

良い制度なので続けて欲しい。農協にはタッチし

ない。やりたい人が理事をすればよい。資材は農

協は一切使わない。

(4)D(金木町沢辺集落)

女性経営主による米販売兼営の経営

①経営主(女性)夫婦,妹が農業従事。父母が

手伝い。青色申告で,専従者給与はこれまで夫,母

妹各25万円。母が年金をもらい15万円に,夫が35

万円で家計費負担。母も家計費5万円負担。

常雇はいれていない。臨時は春作業150人目,

秋作業50人日。トラクター作業は夫と臨時2名,

田植は経営主と補助の女性3人,苗運びは男3人

がやる。

②経営主は1992年に学卒就農,父は継いでくれ

るものと思い込んでおり,洗脳されてきたので逃

げられなかった。1993年の平成米騒動時に父が米

の販売を開始。2001年に経営移譲される。その後,

米を卸していたスーパーの取引先の男性と結婚

結婚時に家族経営協定を結ぶ。独身時代から経理
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は担当しており,経営移譲が結婚後だとしても,

本人が経営主になっただろう。2002年に米販売部

門を有限会社「Sファーム」を設立,父が代表に

なる。米の個人取引を会社取引にしたかった。

③農地保有合理化事業を通じてほぼ毎年購入し

ている。小作地を買ってくれと言うのが6割,新

規の購入が4割。小作地の購入は長年作って土の

状態が分かっているので良い。面積拡大よりも小

作地の自作地化が当家の方針。声をかけられるの

は父だが,父が決めるわけではなく,みんなで相

談するが,買わざるを得ない状況だ。

2010年 a.80a近所の親戚高齢化して誰も農

業しない。土地改良償還金は継承。50万円で少し

高いが今まで作っていたので。b.30a元からの小

作地,非親戚普通なら30万円のところ,ウチも

がんばって50万円。c.38a町内の親戚で母だけに

なつた。他の人が小作しており,そこに売ろうと

したがダメで当家が買う。家の近くで道路沿いで

条件がよいので40万円。

2009年4件,228a,非親戚で40万円ぐらい。

小作していたのはなく,相手から声をかけられて

買った。

2008年1件,170a,回り回って当家に持ち込

まれた。60万円で相場より高いが家に近く連坦し

ている条件の良い田だ。

④地権者は10名程度で,大きいのも小さいのも

ある。沢辺内が半分,残りも金木町内。小作料は

米3俵,3万円ぐらいだ。20,000円程度まで下げ

て欲しい。期間は前は10年だったが,ここ1,2年

は5年以下だ。双方にとって10年は長すぎる。貸

し手はほとんど引き取って欲しい人だ。小作地は

買い取るために減っている。

⑤田植少しと秋作業10ha。

⑥全面水稲作付け。つがるロマン25ha,加工

米(もち米)15ha,まっしぐら5ha,あきたこ

まち50a。スーパーへの販売は値段の少し高いつ

がるロマンだけというわけにいかない。

米の農協外への販売は1993年にローカルスー

パーの惣菜用の米の取引から開始。SM売りは精

米袋詰めして1俵当たりで15,000円,最近は50%
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を切っている。最近は玄米を需要する県内業者か

らの引きが多く,その紹介で新潟の業者との取引

もあり,これが20～30%。つがるロマンの1等米

で年平均12,500円。地元の個人,県内の弁当屋,

下宿屋,老人ホームも増えて20～30%。2006年調

査時はスーパー売り6～7割だった。他人の米を

進んで仕入れることはしない。乾燥調整を委託す

る人や小規模農家で生産調整に参加していない人

のは引き受ける。

⑦転作対応として加工米15haに取り組む。も

ち米だと収量があがらず面積を食うが,業者もお

菓子の原料,粉用としてもち米を需要している。

就農して3年は麦を作ったが,それ以降は全面

水稲作付けていた。しかし認定農業者として農地

購入のためのスーパーL資金の借入には生産調整

への参加が要件になるので,2002～05年は金木町

の転作組合に調整金を払い転作肩代わりしてもら

い,2006年からは加工米対応が一般化したので,

当家もそれにならつている。

⑧機械も良くなるので家族で50ha以上はいけ

るが,それを越えると常雇を入れることになる。

しかし1年きてもらうだけの仕事がない。ハウス

をやればよいが,それではどつちも粗末になる。

いずれにしても現在は中途半端。

本人が代表となって農業生産法人化する。

販売は今のところ自作分を中心で行く。自分で

生産したものでないと食味が気になる。養豚業者

と籾殻と堆肥の交換をしている。高齢化していて

継続が心配だが,堆肥製造会社から声がかかって

いる。精米した米ぬかを堆肥に混ぜている。農薬

もほとんど使っていないが,減農薬の登録はして

いない。地元スーパーへの小売に集中するのは危

険だが,大手スーパーとの取引にはロットが小さ

い。生協との取引はしていないが検討したい。個

人直売は,道路に面しているので,ショーケース

に並べて一ヶ月10～20俵売っている。宅配は10軒

程度で経営主と妹が片手間にやっている。

⑨品目横断は麦大豆を作っていないので参加し

なかった。戸別所得補償には参加した。加工米は

安いし悩んだが,農地の購入を考えると、あっせ
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んとスーパーL資金を得るためには協力せざるを

得ない。本音は目一杯米を作りながらスーパーL

資金も使えるようにして欲しい。

父の代には基本は変らなかつたが,私の代には

新しいことが次々出てくる。

⑩父親が築いた水田経営と米販売の基盤のうえ

での展開だが,経営移譲されてからも既に18.5ha

の購入拡大をしている。農地の話は父にもちこま

るが,父は販売部門の責任者で,経営の実権は本

人にある。子ども2人を育てつつ,経理面のほか,

田植えの機械作業等も担当している。生産調整非

協力ということで行政が組織する女性活動等には

参加しておらず,生産調整を全ての要件にするこ

とのマイナス面がいろんな面で現われているが,

本人はそれを克服してきた。

2　20ha～30ha経営

(1)E(三好村鶴が岡集落)

中年Uターン者の農業経営

①世帯主夫婦と父母の4人。臨時雇を100人目。

育苗,田植,草刈りに入れる。

②経営主は千葉県で大型トラックの自営業をし

ていたが,排ガス規制の強化と親の老齢で7年

前にUターンする。父は元農協理事。当時は自作

2ha,小作5ha。税申告をみて愕然とした。米

価が3,000円も下がり,これでは食っていけない。

父は出稼ぎしていたが,出稼ぎはしたくないと思

い規模拡大を開始。周囲の農家が離農するので拝

まれて拡大する。予定よりも速いスピードで拡大

しており,体はついていくが機械がついていかな

い。

③2009年 a.150a集落内,非親戚,同級生(市

役所勤務)の父,農協で会って直接の話し合い,

30万円で相場。b.120a集落外,非親戚,父の知

人が仲介,田隣り,負債と病気が原因。まとまっ

ていたので35万円。c.65a集落内,非親戚,同級

生の母他に貸していた田だが,荒れていくので

貸したくない。父が草刈りしていて立ち話で決ま

る。土地については父の顔が利く。

2008年4戸から460a,売り手は2戸づつが親

戚同士。集落内の土地でウチは非親戚,1戸は知

らない人。仲介者がいた。「ウチに行けば買うの

ではないか」で来る。まとまっていたので35万円。

三好村,鶴が岡には認定農業者同士の競争はな

い。ウチに来るのは減反していない人に貸してい

たケースが多い。それだと国が融資しないので,

資金的に買い取れなくてウチに来る。担い手同士

で田隣りを借りていて,「話し合いが出来たらい

いね」と話しているが,40代の後継者は父に頭を

押さえられていて前向きの話が出来ない。農協青

年部で機械の話はしても土地の話にはならない。

三好の大豆転作は先進的だったが,もめて共同は

いやだとなったようだ。青年部の話し合いでまと

まってできるのではないかと思う。昔から農業し

ている人は米価がよい時を知っているので今の農

業に魅力を感じないが,自分たちは米が安くなっ

てから始めた。

④100枚以上になるが,集落内で分散はしてい

ない。はじめに5ha増え,また5ha,5haと増

えている。米価との関係で動くが,今年は戸別所

得補償の関係で,高齢者も「もう一年がんばるか」

で動かない。2009年は6.5ha増えた。3人からで,

2ha規模の農家が機械的に回らなくて全面積貸

しに出し,飯米をウチから購入する。小作料は

古い契約は3.5俵もあるが,水利費を当家持ちで

10,000円がメイン。この形は地域にはないが,水

利費が高いのでこの形にした。水利費は変動する

ので経営的には善し悪しがある。期間は5年,相

手も年取っているので10年は長すぎる。地域内は

断らないスタンスでやっている。そのうち自分の

田とくっつくだろう。地区外に出る気はない。

⑤全面受託を3人から2ha。農業委員会を通

したくない,通すと農地を取られてしまうと思う

人達で,いずれ売りたいのではないか。田植1.7ha,

収穫を農協を通じて8ha。これも自分たちは借

りたいが,売買になるのではないか。

⑥水稲20ha,ホールクロップサイレージ5ha,

今年から加工米を飼料米に切りかえて5.5ha。秋

作業が終ってから来年は借りてくれと言ってくる

ので,麦は作れないので水稲で対応する。直売は
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考えず農協売りで1俵11,100円。ホールクロップ

は10戸の繁殖牛の生産組合と28haを契約。80,000

円の交付金で少し黒字になるが,いつまでもつの

か不安だ。80,000円で走り始めて良いのか疑問も

あるが,自分たちはこれで行くしかない。飼料

米はT養鶏と契約。T養鶏は240ha集めている。

10a25,000円の販売収入になるが米並みにはなら

ない。

⑦三好の転作組合から脱退して自分たちでホー

ルクロップ転作組合を作り耕畜連携。

⑧自作地を20haまで拡大したい。子供がいな

いので退職金代わりにしたい。達成は可能だ。心

配なのは今作っている田を売りたいという話で,

それでは規模拡大にならない。しかしここ数年で

バタバタとやめるのではないか。5haぐらいな

らいいが,10haも作るのはきつい。同級生は田

に魅力を感じておらず,貸してもカネにならない

と言うことで売って現金を手にしたいようだ。

50haを目標にして法人化し,雇用を1人入れ

たい。今は販売に手が回らないが,雇用を入れる

と冬場の現金収入が問題になる。2年後が目標。

三好では集落営農はないが,元気な年寄りがリタ

イアすると現実的になり,地域横断的にまとまる

可能性もある。

⑨品目横断,戸別補償には参加。15,000円は微

妙な数字で米卸が値下げの材料に使うと恒常的な

赤字補てん策になるが,米より麦大豆を手当てし

た方がいいのではないか。米価が13,000円が5年,

10年続くならよいが。我々は政策を前提として投

資を行うが,先が見えない。農業経営者がおらず

農家にも甘えがある。合理化事業に対する不満は

ない。農協については職員が農家を見ておらず地

域も期待していない。父が理事だつたので資材は

農協を通じており,秋までの運転資金がショー

トするので運転資金を農協から借りている(S資

金)。

⑩Uターンの後発農業者としてさめた目をもっ

て周囲を客観的に見ている。調査会場にも夫婦で

来場。
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(2)F経営(大字毘沙門東久保集落)

輪菊栽培の法人経営

①世帯主夫婦と長男。長男は隣の家に住む。嫁

は看護士。次男(30歳)は同じ家に住むが畜産の

別経営。雇用はパートの女性を入れる程度。

②本人は24歳で経営を任される。当時は2ha

経営。自分の力で拡大してきた。2003年には有限

会社「北斗ファーム」を設立。長男が就農,規模

拡大には信用力が必要。次男は北斗ファームを手

伝っていたが,昨年から繁二殖牛15頭を入れて独立。

土地はもたない。

③2010年 a.170a遠い親戚が高齢化と負債整

理で。近くに田がある。33万円。b.140a以前

に購入した相手がもう一カ所持ってくれと言って

きた。45万円で高いが昔も買ったので。相手の言

い値で買うのが多い。合理化事業を使おうと思っ

たが,準備金の積み立てがあるはずと言われた。

それは次男の牛の購入に融通してしまったので,

スーパーL資金は使えず,農協から借入。土地改

良の償還金は付いている。

2009年45a,同じ集落の非親戚,負債整理で

45万円の言い値で買う。合理化事業を利用。償還

金は土地代金から払う。

2006年 a.330a集落外の同じ花のグループで

負債整理まとまった農地で70万円。合理化事業

の5年貸付けを利用。3万円の小作料の差し引き

で55万円になつた。b.150a集落外の非親戚でま

とまっているので55万円。合理化の5年貸付けを

利用する。

☆土地改良の償還金を2～3年払えず延滞金が

たまると払えなくなり,田を売っても間に合わな

くなる。

④10haを7人から借入。つがる市からは2.7ha

借入。クルマで20分。小作料は3俵,少し高いが

知り合いなのでウチが回ればよいかな。期間は10

年が多い。売却の可能性はでて来るので心で準備

している。

⑤作業受託は要望はあるが,手一杯でやってい

ない。

⑥水稲22ha,全てまっしぐら。農協販売。直
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売の気持ちもあるが,なかなか大変。

⑦輪菊1.4haの転作,10年前から始める。花卉

部会のメンバーは23名。葬式用の花で下降気味だ。

11.6haは自分で大豆転作。麦も入れて輪作したい

が,菊の播種とぶつかる。

小さな転作組合があり,そこから転作受託20ha。

収穫物は作り手がもらい,産地確立交付金は地権

者,その他の交付金はこちらにくる。作業料金

は昨年は15,000円だったが,今年転作奨励金が下

がったので10,000円に下げる。自分たちが損した

が,来年は変るだろう。

⑧後継者は長男,次男は牛をやりつつ協力して

欲しいが、両方とも家庭があるから無理かも知れ

ない。牛は次男の希望でもあり,また農場を手伝

うだけでは将来性がないと父も勧めた。

規模拡大したい。100haやらないとダメだと言

われた。作業受託は好まない。借入,購入,転作

受託で拡大したい。

⑨政策には参加。価格安定が一番だ。2000俵以

上になると1,000円下がっても200万円の減収で機

械1台分がとんでしまう。

(3)G(金木町芦野集落)

出稼ぎで農地購入

①夫婦で経営している。長女は東京の女子大に

在学中。

②経営移譲を15年以上前にされる。40歳前だつ

た。当時は自作地4haだった。ずっと出稼ぎし

ていたが,4年前に父が死亡してやめる。出稼ぎ

は11～3月で関東をはじめいろんなところに行っ

た。最後の頃で日給は15,000～16,000円で月40万

円にはなつた。忙しいので遊べず40万円仕送りし

た。現在行っている人は12,000円ぐらいに下がっ

ている。町内の仲間と向こうで大きくやっている

町内出身者のところに行った。規模拡大は45歳(11

年前)あたりから。借りてくれという人も最後は

買ってもらうつもりのようだ。育苗ハウスでトマ

トを3～4年やったが人手がかかり,水稲一本に

なる。

③最も拡大したのは47～50歳(9～6年前)で

10a70～80万円の高いときだつた。ほぼ毎年購入

してきた。芦野では購入するのは当家だけだ。川

倉には同級生のCさん(前述)がいるが。2人は

冬にはよく飲んでいる。

2010年60a,集落内の親戚で高齢者。50万円

で相場だ。土地改良の償還金付き。合理化事業。

2009年108a,近所の非親戚。50万円,道路に

面しておらず若干高いが,自分の田から400mの

近い距離なので購入。欲しいと思うと5万円は高

くしないとだめだ。いろいろな話があるが,田の

近く,家の近くでないとダメだ。

2005年200a,集落外の非親戚で知らない人で,

親戚が間に入る。遠いが自分の田3haの隣で5

haにまとまるので相場よりも高い60万円で買う。

中泊町の230aを40万円で売却して合理化事業と合

わせて買う。売った農地は父の名義で昔からもっ

ていたもので,十三湖の近く,日本でいちばん悪

いところで米もやすい。

④12～13人から借りる。中泊町から6ha。母

が中泊の出身であり,米作りの仲間が冬に集まっ

て飲んでいるときに情報を得た。車に積んで20分

だ。モデル事業で100a区画になっている。小作料

は3.5俵,貸す方も土地改良の償還金2万円を払

うと1俵残るかどうかで「両方もと切ない」。今

年は2・7～2.8万円で若干安くなる。期間は5年で,

10年は長すぎる。制度が変るので損してまで作れ

ない。ゆくゆくはひきとってくれと言うケースが

多い。

⑤手一杯でやっていない。

⑥水稲17ha強,転作は加工米で対応してきた。

麦もやってみたが、この辺は適していない。今年

は米粉用にした。水稲はつがるロマン1.5ha(お

いしいので自家と親戚用)のほかはすべて作りや

すいまっしぐら。全量農協出荷。資材も農協だ

が,業者やホームセンターのコメリの方が10%は

安い。農協そのものがまとまつていないので大量

仕入れが出来ずチェーン店に負けている。業者は

秋払いでいいということもあり,厳しくなるほど

みんなそっちにいく。いろんな世話になっており,

助成金等の窓口でもあるので,農協を利用。
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⑦この辺は山瀬が吹いて霧雨で麦が黒くなりダ

メ。芦野にも転作組合があり,小さな農家が15戸

程度で大豆転作しているが,自分は機械がないの

でやらない。機械を買えば大きな格納庫がいる。

⑧後継者については心配していない。法人化し

て農業が好きな人をみつけてその人にやらせた

い。そのためにも規模拡大が必要。娘が食ってい

けない人と結婚したらそれにやせらせてもいい。

娘も農業きらいでないが,自分の夢もあろう。

30haまでは拡大したい。売る人がいれば買う

方がいい。3.5俵出すよりも30万円で買った方が

得だ。戸別所得補償がこれからもくるなら買った

方がよい。

Cさん(前述)もダメならオレが作ってやると

言っている。大規模農家同士で助けていける。中

泊にも70～80ha経営してネット販売している農

家がいる。

⑨政策には参加しているが,戸別所得補償の1.5

万円より,米を政府が13,000円で全部買い上げて,

そこから主食用,米粉飼料用などに振り分けれ

ばよい。

大きく作っていると目一杯で,世の中がおかし

くなるとコロッと行ってしまう。

(4)H(姥萢(うばやち)の船橋集落)

米直売の経営

①夫婦と独身の娘二人で経営2009年に長女に

経営移譲。パートを苗代40人目,田植40人目,秋

作業60人目程度。

②農地改革後は50a経営だった。20年前から規

模拡大をめざし知人を介して農地購入。1983年に

法人化(「20年前から」の話とはずれる)。夫婦

二人でやっているが,いずれ娘も法人に加える。

開田が8haあり,転作で水田に戻らなくなった。

2haはイチゴ栽培だが,6haは荒れている。交

互に入れ替えて使っている。

③5年前までは毎年のように買っていた(合理

化事業は使ってなかったようだ)。

2010年85a,隣村の知らない人から。知人の

仲介。負債整理。35万円。安く値切ると田は集ま
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らない。言い値で買う必要がある。この辺は30～

40万円が相場だ。合理化事業でスーパーL資金を

使う。農協を通じたが、農協が入ると政治が絡む

し,手続きが遅れる。元の農業委員会の方がよかっ

た。35万円は採算取れる。

2009年90a,法人として借りていた田。他集落

非親戚で離農。合理化事業を使う。60万円,スー

パー店の裏で場所も良い。

2005年51a,隣田で負債整理。

☆続けて買っていきたい。40万円までは出せる。

今も200aの話が出ている。作っているのはつがる

市の農家で,自分から申し出てきた。代替地を求

めたいようだ。

④利用権10haで,相手は5人で,集落外で5

kmほど離れている。小作料は2.5俵,期間は3年,

5年。売るかどうかは不明だし,こちらもその時

の金回りだ。やみ小作4haで相手は2人,隣集

落の昔の人でとられるのでないかと心配,それぞ

れの事情もある。2.5俵。

⑤水稲の収穫を6ha受託,転作大豆は刈り取っ

てもらう。

⑥全作業も含めて水稲21ha。販売は農協41%,

地元卸売業者34%,集荷業者19%,青森の知り合

いへの個人販売6%。農協は現状維持にして,個

人も業者も伸したい。

⑦以前はイチゴ作のところに麦を6年作ってい

たが連作障害で畑にして転作を止めた。生産調

整は地元の転作組合に10a20,000円払って肩代わ

りを依頼。今年は加工米で対応。大豆90aを作る。

⑧後継者は長女,次女で,今は手伝っているが,

気が変るかも知れない。その時は親戚の若い者を

入れたい。購入,借入,受託の三本立てで行きたい。

希望としては購入,借入,受託の順だが,可能性

は受託借入,購入の順だ。借りて2.5俵払うよ

りも30～40万円なら買った方が良い。現実には高

齢化で機械が壊れると貸すようになる。作業受託

が短期にいちばん利益を上げられる。当面は自作

地を3haプラスして自作地15ha,小作地15haに

したい。

⑨戸別所得補償には加入した。しかしあまり好
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きではない。それよりも米価を上げてくれ。農協

は11,500円,業者は11,700円だが,13,000～14,000

円欲しい。飼料米に80,000円も出して大豆35,000

円はおかしい。1俵,2俵とっただけでも80,000

円はおかしい。収穫に対して交付すべきだ。

310ha以下の経営

(1)Ⅰ(金木町嘉瀬村畑中集落)

出稼ぎを切り上げて規模拡大

①独身の世帯主と父母。春作業50人目,夏10人

目,秋30人目の臨時を入れる。

②5年前まで出稼ぎに出ていたが,父が年取っ

たのでやめて田を増やした。ほとんどが関東方面

だが,北海道のトンネル工事にもいった。日給は

18,000～20,000円で年間600万円の仕送りをした。

今だと15,000円もとれず田の方がよい。田植の時

だけ帰った。7～9年前から出稼ぎもなくなった。

父の代は自作1.3haに2ha借りてやっていた。

出稼ぎ中の6～7年前に隣の息子が借金して手

放した田70aを50万円で購入した。バイパスの隣

で基盤整備済みの田。出稼ぎのカネで買った。20

年前は100万円した。

③2010年67a,隣村の親戚,田隣り,高齢化,

未整備田で16万円,20万円欲しいといわれたが,

相場は15万円。まとまっているが,水の便が悪く

転作はできない。

2009年 a.55a,他集落の非親戚で,妻が死亡,

借りていた田だ。未整備田で11万円。b.10a集落

内の非親戚,息子は郵便局員で高齢・離農。整備

済みだが16万円。c.20abを作っていた人が借り

ていた田で,ついでだから買わないかと言われた。

32万円。遠いが反収はよい田だ。

2008年23a,70歳の女性で田植を受託してい

た。基盤整備後のよい田で26万円で相場だ。

④地主は5人,他集落の未整備田が多い。整備

田は3俵,未整備田は2俵。3年と5年。10年は

相手が言わない。やみ小作が2.5ha,3人,集落

内と外がある。2人は親戚。未整備田。ほとんど

が買い取ってくれと言う希望。仕事がないので作

れるなら買う。

⑥全部水稲を作る。つがるロマン8割まっし

ぐら2割。出荷,資材ともに農協。

⑦集団転作にかかれば転作する。2010年は2ha

の転作になり大豆をやる。基盤整備の水田は半分

しかなく,未整備田は大豆がとれないので水稲を

作ってもよいことになっている。嘉瀬の営農組合

で取組み,自分は草取りに出る程度で10a50,000

～55,000円くれるが,米を作った方が得だ。反対

の人は加工米を出しているが,自分としては大豆

を作ってカネをもらった方がよい。

⑧だいだい今の10ha規模で行く。あまり作っ

ても体がもたない。増やしてもあと2haだ。基

盤整備田なら20haは作れるが,人手を食う。作

れなくなったら,まず借りているのを返し、自分

の田も貸すか売るかだ。仲間で集団でやれればい

いが,できないと思う。

⑨政策には参加。心配なのは米価の下落。転作

しないで水稲を作ると言うことで,みんな飼料米

や米粉も考えている。農協は分からなければ分か

るまで教えてくれ,親切にしてくれる。

⑩後発経営で条件の悪い農地を集積せざるを得

ない感じがする。

(2)J(大字田川藪里集落)

女性が加工等に取り組む経営

①長男は郵便局勤務で農業の手伝いはする。次

男は青森の大学生,長男以上に農業は手伝う。

今年からシルバー人材銀行に頼んで,春作業に

25人目入れる。

②父母は早く亡くなり,経営主は3年前まで他

町通勤のサラリーマン,兼業していた。45歳で夜

勤はきつくなり早期退職した。妻も同じ会社に勤

めていたが,子育てのために25年前にやめて野菜

作り。夫が退職した年から米粉に取り組む。

③2010年140a集落外,親戚両親が死亡し

1人になって離農。40万円で相場よりちょっと高

い。こっちの言い値で買う。

2009年集落外の非親戚だが知り合い。木造町

の24ha耕作農家の出作地だつたが通いきれなく

て売る。100aと130aでまとまっている。28～35万
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円。合理化事業を利用。

2006年64a,集落内の非親戚,父親の体調が

悪いということで,田んぼでこちらから話した。

65万円で相場だった。もう一枚道路端でキュウ

リ,ナスによい田があったが,祖父母の名義から

変ってなくて買えなかった。

④賃借はしていない。2009年に40aほど借りて
一作したが,訳ありで返した。

⑤作業受託もない。

⑥28aのつくねいもの転作を除き水稲作付け。

紫黒米30a,もち28aのほかはうるち米。出荷先は,

紫黒米は250g,500g,1kgで直売所,イトーヨー

カ堂,地元スーパーで販売。うるち米は近場の業

者売り,200～300円高。うるちももちも粉にして

1.5kgの袋詰めで販売。資材は農協から購入し関

係はよい。

妻は近所の親戚の女性に習って野菜栽培を始め

る。春菊,コネギ,小松菜等に取り組み,ハウス

栽培に進む。160坪,4棟のハウスでキュウリ,

ナス,トマト。露地物のトウモロコシ,カボチャ

にも取組み,カボチャでケーキ,プリンを作り,

直売所で販売。

紫黒米(黒石の県試験場が2009年に開発した品

種,皮は黒く,精米は薄紫,ポリフェノールが多

いとされる)を「妙力米」として商標登録してネッ

ト販売もする。

2010年に製粉機を導入して米粉を作り,お菓子,

ケーキ,「ひとみ餅」(一晩寝かしてアンコを入れ

て蒸し焼きにする。おやつ代わりの郷土料理)を

つくり,教育委員会の「おらほの田舎スイーツコ

ンテスト」でグランプリを受賞。

県青森21世紀産業支援センターが商品化の指導

をしてくれる。市の産業振興課の勧めでセミナー

に参加し,ラベルの勉強している時にイトーヨー

カ堂の店長の目にとまり,2年半かけて勉強・交

渉の結果,おいてもらえるようになった。

⑦転作は紫黒米の選別機や加工場建設の資金や

学費でカネがかかるのでしていない。米粉は転作

になるはずだが,実需者との契約が必要で,自分

で加工販売するのは(自分が実需者になるのは)
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認められないという。落ち着いたらつくねいもで

転作拡大する予定。

⑧とりあえず10haをめざす。事業もあるので

10haで押さえて,つくねいもとハウスを増やし

て生産調整にも対応する。加工も増やして六次

産業化を図る。ハウスを建てるので拡大は所有

権で行きたい。ハウスは水田の方がやりやすい。

10haを目途に2,3年後には法人化して社会的信用

をつけたい。後継者は不明だが,長男,次男とも

経営参加して欲しい。

⑨米粉の自家加工が転作に認められないのはお

かしい。生産調整していないということで,妻は

活躍しながらも市の女性組織にも誘われない。孤

軍奮闘だが,県の産業支援センターとその仲間は

頼りになる。

⑩妻は趣味が高じて野菜作りからケーキ作り

へ。事業感覚が鋭く,どんどんと六次産業化を開

拓していく。世帯主も長年の他産業勤務(日立系)

で事業感覚を身につけている。調査会場にも2人

で来場。Ⅲ

考察Ⅰ

の表1でみたように,五所川原市では利用権

の1/4程度ではあるが,コンスタントに一定量

の農地売買が引き続いている。それが可能になる

ためには,いうまでもなく,第一に,農地の出し

手層が広範に形成されなければならない。第二に,

それが賃貸借だけでなく売買につながらなければ

ならない。第三に,一定の規模拡大層がいなけれ

ばならない。第四に,買える価格でなければなら

ない。これらの点についてみていきたい。

1出し手層の形成

農家の意向を別のアンケートで経営耕地規模別

に見ると(表3),1ha未満では縮小・離農志向

が5割に達している。そして縮小は少なく圧倒的

に離農が多い。

離農の時期を問うと「すぐにもやめたい」

23%,「1～4年」22%で,45%が4年以内の離

農を予定している。
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さらに1～3haの中間層も縮小・離農が1/3

に達している。調査事例にみられるように,最近

の農地売買は1ha以上のかなりまとまつた面積,

なかには2ha,3ha,4haの農地がまとまって

取引される事例が多い。大きなものは出作農家の

整理統合に伴うものもあるが,一般農家のものも

ある。そして賃貸借においては調査農家は貸し手

の一戸平均はほぼ同様に1ha,そして規模の大

きな層が貸してくる事例が増えているという。

規模縮小の方法(離農形態)は,「貸したい」

34%,「売りたい」20%,「耕作放棄」12%で,「売

りたい」も「貸したい」の2/3に迫る勢いである。

売却の理由は,Ⅱの事例から,農業労働力の高

齢化・後継者の欠如,負債,土地改良償還金の滞

納の三つにほぼ絞られる。負債には住宅ローン,

サラ金,農業上の不振等の理由がある。昔は農地

売却の理由として「三ケ」(サケ,カケ,メカケ)

がまことしやかに言われたが,新しい「三ケ」が

現われたと言える。

しかしこのうち高齢化は五所川原市に限ったこ

とではなく,日本の農家に普遍的な状況であり,

かつ高齢化が直に農地流動化やとりわけ売買に

繋がるわけではない。それは高齢化の形による。

五所川原市の特徴は表2にみるような一人世帯,

二人世帯の割合が1/3に達するほど多い点であ

る。東北の農家は三世代世帯の多さをもって特徴

づけられたが,そのような「いえ」はこの遠隔地

にあっては広範に崩れてきている。

しかしそれは西日本には普遍的な形でもあり,

それが五所川原にも現われたと言うことだろう。

ではなぜ五所川原の場合,高齢化が流動化・売買

に繋がるのか。

一つには高齢化農業の受け皿が集落営農といつ

た形で地域にないことである。筆者は別の調査で

市内の農業組織をほぼ網羅的に調査したが,最も
一般的なのは旧村・大字・集落単位に組織された

転作組合から委託を受けて転作作業する少数上層

経営の受託組織であり,地域・集落ぐるみでの協

業の取組みは,中山間地域の中規模の稲作・リン

ゴ複合経営が多い集落が,稲作を共同処理する組

織を作った1集落のみで,後は品目横断対応の組

織がほとんどだった。平場水田農村での集落営農

表3経営耕地規模別にみた拡大・縮小農家割合―五所川原市,2007年一

表4調査経営の2001～2010年の農地保有合理化事業実績
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の組織化は困難だと言える。その一つの背景は一

定規模の農家層が多く,自作経営にこだわり,ま

た本調査にみるように個別の大規模経営が層をな

して形成され,受け皿になっている点があげられ

よう。多くの平場農村で前述の転作受託を主とし

た組織が作られたが,数年で立ち消えているのが

実情である。

集落営農がなくても個別の受け手がいるなら,

貸して幾ばくかの老後の足しにするという選択が

合理的だといえよう。そうすると農地売却の最終

的な理由として残るのは負債整理なかんずく土地

改良の償還金延滞ということになる。

本州の北端に位置する当地では地元労働市場も

開けず,子弟の多くが他出し,残された高齢者は

二人世帯,一人世帯に追い込まれる。この点が同

じ高齢化といっても,労働市場が開け,子弟の地

元就職が可能で,農業は継がなくても家は継ぎ,

農地は貸し付けて資産的に継承していける地域と

の違いである。

兼業収入に頼りつつ,代わりに農地を資産とし

て継承させる子弟がいないとなると,地域ぐるみ

で土地改良に取り組んでも,これらの農家はその

恩恵を実質的に受けることはなく,10a20,000円

前後の償還金を2年,3年と滞納すると農地を持

ちこたえられなくなる(F)。そして償還金負担

は規模が大きい層ほど絶対額として重い。これら

の理由が重なって中間層にまで農地売却が拡がっ

ているといえる。ひとくちで言えば遠隔地農村的

事情といえる。

2農地購入層

(1)1990年代,21世紀の農地購入

それに対して購入層の方はどうか。先の表3に

よっても,3ha以上層は(20～30ha層を除き)「縮

小」「離農」を上回るか同程度ある。とくに5～

10ha層の拡大意欲が注目される。そして規模拡

大の方法としては,「購入」39%,「借入」40%で,

ほぼ拮抗している。この点も借地が一般化してい

る府県に対して五所川原市の特徴といえる。

そのようななかで実際に購入している層を調査
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したわけだが,Ⅰでも紹介しように農業委員会事

務局も実際の買い手は30～50戸に絞られてきてい

るという。そのなかでの10戸の抽出である。

これらの調査農家の21世紀の10年間における農

地購入(購入予定で県公社から賃借している分も

含む)をみたのが表4である。10戸のうち半数は

この10年に10ha前後以上の購入をしており,そ

の頻度もA,C,Dはほぼ毎年,F,Gもほぼ隔

年で購入している。

ではいつ頃から,このような旺盛な購入が始

まったのか。早い農家では1990年頃からであるが,

2000年前後からの農家が多い。そしてこれらの農

家は作業受託,転作作業受託から始めて,賃借,

そして購入へと移行してきたものが多い。転作強

化と米価下落が始まった1980年代なかば当たりか

ら規模拡大傾向を強め,それが21世紀には徐々に

購入に収れんしてきたといえる。

(2)現代の自小作前進,現代の自小作農

表2で自小作関係をみると,A,B,C,G,

Hにみるように自作,小作半々,あるいはD,F

のような自小作が主流で,Eのような借地の方が

多いのはむしろ例外である。これらの農家のほと

んどは,借りていた農地を頼まれて購入している。

そして現在の借地もいずれ買い取ることになろう

と見ている。かつて北海道の借地は売却への過渡

だといわれたが,そういう関係が現存しているの

である。一種の現代版「自小作前進」ともいえる

現象である。

ただしその点では,同じく米の系統外販売をし

ながら,小作地の買い取りは規模拡大にならない

として、新たな農地購入に力を注ぐAに対して,

こだわりの米を生産し,借地していた田は土が分

かつているので作りやすいとして小作地の買い取

りにするDとの対応の違いがみとめられた。

今後の拡大の経路については,多くは,作業受

託,借入,購入いずれでもチャンスがあれば臨機

応変に対応したいとしているが,本音はBのよう

に購入による自作地拡大にある。子どものいない

Eのように自作地を退職金代わりと考える経営も
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ある。

なお自小作農と規定したが,彼らの多くは集落

での少数共同による転作受託に取り組んだ経験を

もっている(A,B,C,E,F)。このうちB,Eは

今日も続けており,Bも多くの転作組合と連携し

ている。その意味では孤立した「自立経営」では

なく「中核農家」のイメージに近い。

(3)蓄積基盤

このような旺盛な農地購入を可能にするのは何

か。これらの経営は3,4haからの出発が多い。そ

の点では出自的には上層農だといえるが,しかし

初めから特段に大きな経営というわけではない。

彼らが農地購入層として突出してきたのは,第一

に,主体的には農業で生きるという選択である。

規模拡大は出自という運命ではなく,農業選択と

いう意思の結果である。

しかし願望だけでは自作地拡大はできない。第

二に,家族農業労働力の豊富さである。ほぼ30ha

層までは二世代夫婦専従経営といってよい。加え

て50ha層では直系以外の子弟や雇用労働力を加

えている。しかし,この点も広い意味で選択の結

果であり,意思に基づくものである。長男が家業

として自動的に継ぐわけではない。Dのように女

の子を小さいときから「洗脳」して農業後継者に

仕立て上げる努力もみられるが,多くは長男のみ

ならず次男や女の子も自家経営を手伝うことを選

択している。

規模拡大に当たっては,とくに後継者の確保が

決定的である。後継者がいる経営だから貸す(D),

後継者がいる農家だから購入するだろうという形

で自ずと農地が集まってくるのである。その点で

は後継者こそが最大の広告塔である。また後継者

の農業就業が法人化の一つの契機になつている

(D)。

それが30ha以下になると,世帯主夫婦専従が

主になり(Hは女の子が加わり,1はワンマンで

一般化はできないが),この層がワンランク上に

行くには労働力的なネックがあるといえそうであ

る。それを単純に雇用労働力でクリアできるかと

いうと,そこは法人化を展望しなければならぬな

ど難しいものがある。

第三は,多くの経営が米単作ではなく,他に蓄

積基盤をもっている。A,Dは米販売,B,C,

Fは転作作業受託,ハウストマト,輪菊などの複

合部門である。

変わり種ではGや1の出稼ぎがある。彼らは出

稼ぎの仕送りで農地を購入している。その出稼ぎ

もFは農閑期,Ⅰは田植期を除く通年の違いがあ

る。Jも兼業勤務時代から農地購入していた。彼

らは出稼ぎや工場勤務の機会がせばめられてくる

なかで,そこで稼いだ資金を手がかりに,農業に

新たな就業の場を求めた面もある。高度成長期の

ように農業から農外に就業の場を求める時代か

ら,一部の者にとどまるだろうが,農外から農業

に就業の場を求めるように流れが変ったのであ

る。

これらの経営はEが指摘するように,基本的に

米価下落時代に規模拡大を始めた層である。米作

部門とその他の部門の蓄積力ついては調査してい

ないが,米価下落時代の規模拡大には米作部門以

外の何かが必要だといえよう。

(4)米販売,生産調整農協取引

以上,「現代自小作前進」「現代自小作農」につ

いてみてきた。付随していくつかみておきたい。

第一は,生産調整対応と米販売の関係である(表

5)。40ha以上層はCを除き米は農協外に販売し

ている。そのうちAとDは米の集荷も行っており,

Dは受託がらみだが,Aは町内最大の集荷業者で

もある。彼らの生産調整対応は二つに分かれる。

一つはA・Dのタイプで生産調整は加工米対応で

ある。米屋としては生産調整するより,目一杯米

を生産して販売した方が得に決まってる。それを

やむをえず安い加工米で対応することになる。そ

の点は20ha規模のHも同じである。

また6ha経営のJも六次産業化の資金や学費

を稼ぐには生産調整などしていられないという事

情があり,米を系統外に売っているのも同様であ

る。

大きく分ければ,米を集荷あるいは独自販売し
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表5転作対応,米の販売先,資財の購入先

表6機械装備

ている経営は、生産調整には消極的であり,する

としても加工米対応である。これらの経営が伸張

するにあたっては,米の販売や生産調整が自由化・

選択制化されたことも預かっている。その意味で

も新しい時代の規模拡大経営といえる。民主党農

政が水稲作付に前向きなのもプラスしているとい

える。

それに対して40ha以上のB・Cは,業者売り

と農協売りに分かれるが,生産調整には前向きで

ある。Bは転作受託を,Cは農協共販のトマトを

それぞれ蓄積基盤としており,転作を組み込んだ

経営,農協取引による経営として生産調整に対応

しているわけである。

なお40ha以上層は資材購入も農協外からであ

る。

30ha以下層では米も農協出荷,資材購買も農

協利用が主流になる。

(5)機械装備

急速拡大を遂げている層からは,「予定より速

いスピードで拡大しており、体はついていくが機

械がついていかない」(E)というような「嬉しい」

悲鳴が聞かれる。表6によると,50ha,30ha,

10ha層ではトラクター,コンバインの台数と性

能,田植機の性能,乾燥機の台数が異なり,機械

投資が段階的に増える。加えて米の販売俵数の多

いこれらの層としては「1,000円下がつても機械

1台ぶんがとんでしまう」(F)という価格変動

の影響をもろに受け,おまけに政策がくるくる変

る。「政権が最大の経営リスク」になつている現

状である。

前述のように労働力基盤の面から見ても,

10ha,30ha,50haへの段階的前進には厳しいも

のがあるが,加えてこのような機械投資・施設投

資問題がある。

(6)政策対応

生産調整対応は,金木町では加工米対応が取り

入れられ,生産調整不参加層もそれで対応が可能

になったが,米の集荷・独自販売農家としては取

扱商品量の減少による米減反は望ましいことでは

なかった。とくに資金的に苦しいJの場合は,加

工米対応もしなかかったために,政策面で疎外さ

れ,おまけに米粉も自家加工が認められないとい

うあまりに機械的な対応をされ,とまどっている。

品目横断的政策については,転作物を作ってい

る農家は対応しており,そうでない農家は参加し

なかった。同政策で注目されるのはBで,転作組
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合から転作作業を受託しつつ,あくまで作業受委

託の形式にとどめて,自分は作業料金のみをもら

い,交付金等は組合に帰属する形をとった。他地

域では交付金を地権者と実転作作業者でシェアす

る試みもあり,筆者としてはその対応に疑問も

あったが,その後の政策変更等をみると,ゆるが

ない態度は一つの見識である。

民主党農政への転換については,Bの大豆転作

の受託が20haも減った。転作に対して一律35,000

円の交付金であり,10,000円以上の収入減にな

り,作業料金を払ってはいられないという対応を

受けたのである。あるいはFは作業料金を15,000

円から10,000円に下げている。幸い激変緩和措置

でかなりの部分がカバーされることになり,復

帰が予想されるが,政策変更が経営に及ぼす影

響は大きい。また戸別所得補償の15,000円につい

ては,それをもらうために貸付農地を取り戻すと

いう動きはみられなかつたが,Eが指摘するよう

に,「15,000円もらえるならもう一年作ってみる

か」という高齢農家等の対応から,農地流動化に

ブレーキがかかったことは想像される。

いずれの農家も戸別所得補償ではなく,米価の

維持向上を強く願っている。加工米についても政

府が一律価格で買い上げた上で,用途別に分けれ

ばいいではないかという声である。

(7)新しい家族農業経営

50ha層になると雇用が入るが,いずれにして

も家族経営が基本的な性格である。また法人化は

50ha層でも半分にとどまり,本格的なそれはB

のみであり,後は部分的なものである。同時に

50haを越えると雇用労働力を入れての法人化が

展望されている。

前述のように50ha経営では直系二世代以外の

傍系家族もまきこんだ大家族経営になっている

が,Aは後継者夫婦はアパートからの通勤農業で

あり,Fも隣家に住むなど,生活も分けられてい

る。Bは次男も引き込んでいるが,次男名義の土

地を購入したりしている。また傍系は明確に雇用

者として扱われたり,別部門で自立したりしてい

る(F)。

とくに女性の活躍が注目される。Cは複合部門

としてハウス・トマトに取り組んでいるが,それ

は妻の希望で始まり,妻が責任をもって女性高齢

者を雇用しつつ栽培し,長男の妻が販売面等を担

当している。Dは跡継ぎ娘として経営者となり,

Jも六次産業化は妻の趣味が昂じたものともい

え,次々に新たなことにチャレンジしており,ま

さに経営感覚に富んでいるといえる。

今回の調査は,役場の会場の来ていただく方式

だったが,GとJはご夫婦で対応してくれた。調

査には夫婦で対応するのが当然という態度であ

り,これにはこちらが胸内で驚いた。

形としては二世代直系家族(プラス傍系)とい

う「いえ」農業の形をとっているが,内容的には

世代間は生活的に自立しており,「夫婦農業経営」

「パートナーシップ経営」といえるものが自然に

成立している印象を受けた。当然ながらDなどは

家族経営協定を結んでいる。

3農地市場

(1)農地売買

農地市場はかなりオープンだと言える。相手は

集落内もあれば外もある。親戚もあれば非親戚も

ある。田んぼで仕事していて話が始まるケースが

多く,田隣りにまず声をかけ,引き取れない場合

は購入者のところに直接あるいは知人を通じて話

が持ち込まれるようである。町外の土地もあるが,

出入り作は徐々に整理されつつある印象を受け

る。厳しい情勢下で合理性の追求が求められるし,

これだけ売買が多くなれば,農地をまとめること

も夢ではない。Gは他町の農地を2ha以上も売っ

て買い替えている。

前述のように売買への過渡としての貸借の位置

づけ事例が多く,Dではそれが6割,新規の買い付

けが4割という。

多くの購入層は相手の言い値で買っている。相

場は中田で10a30万円程度であるが,これらの層

はそれより高めに(40万円程度で)買っているケー

スが多い。長年借りていた農地を購入するとか,
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負債整理等でカネが要るなど相手の事情が分かっ

ていることもあるが,「欲しいと思うと5万円は

高くしないと」(G),「値切ると田は集まらない」

(H)ということでもある。

後述するように小作料は10a3俵程度が相場で

あり,相対的に高い。金額にして35,000円程度か。

35,000円を仮に5%で還元すれば70万円の採算地

価となり,今の平均である1%で還元すれば350

万円にもなってしまう。明らかに「3.5俵出すよ

り30万円で買った方が得だ」という経済関係が成

立している。

売買に際しては土地改良の償還金は継承され

る。売り手は売却代金から未納分を納めることに

なる。

売買については,生産調整していない等の事情

がない限り農地保有合理化事業が利用されてお

り,合理化事業に対する評価は高い。また表4に

おいても,借入後購入が23%、借入中が11%,合

わせて1/3を占めており,購入予定農地を公社

から5年程度借り,その小作料分を差し引いた形

で売り渡しを受ける制度の利用も多い。他方では

買う予定の者が買い切れなくて回ってきたという

ケースもある(C)。

(2)農地賃貸借

表1と表2を対比すれば,購入層が前述のよう

に30～50名に限られつつあるのに対して,賃貸借

の借り手はもう少し広範な層に拡がっていること

が推測される。購入には資金的に踏み切れない

が,頼まれて借りるというケースであろう。しか

し他地域で一般的な借地拡大タイプの担い手はい

ない。事例ではEが小自作だが,後発の急拡大に

伴うものであり,彼も目標は自作地拡大にある。

前述のように小作料は3俵前後で他地域の比べ

てかなり高く,Dのようにせめて20,000円程度ま

で下げて欲しいという願いがある。

期間は5年が多く,10年は双方にとって長すぎ

るというのが共通した認識である。借り手として

も10年は責任がもてない,政策変更のリスクがあ

るといことである。売買への移行が予想される事
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情も影響しているかも知れない。

おわりに

高度成長期以降なかんずく1970年代以降,日本

農業は自作農主義から借地主体に転換し,規模拡

大の主流は利用権形態とされ,政策的には所有権

移転は農地移動適正化あっせん事業や農地保有合

理化事業,制度融資等で細々と支援されてきたに

過ぎなかった。

その点については,まず第一に自作農主義とい

う捉え方がおかしい。農地法は当初から農地の権

利を取得しうる者を耕作者に限定してきたのであ

り、その意味でははじめから耕作者主義であって,

仮に自作農主義というものがあるとすれば,それ

は農地改革後の課題状況に規定された,耕作者主

義の一つの歴史的形態に過ぎないと言える。

他方で借地主体に切り替わったという捉え方も

問題がある。それは農業採算価格をはるかに上回

る高地価化という高度成長期以降の歴史的事情に

規定された「やむを得ざる」対応であり,「余儀

なくされた」姿であって,それをもって家族経営

の本姿とはいえない。土地負担を避けるには借地

がベターであるというのは,資本主義的経営が生

産力の発展を担いうる企業形態の時代にいいうる

ことに過ぎない。確かに土地を買うことは資本回

転しない非償却資産を抱え込むことに他ならな

い。それは経営にとつて負担だが,家族経営とし

ては土地を所有しないことのリスクはそれを上回

る。

五所川原の事例は,なお借地農主義が支配して

いる日本の現実のなかでは特殊事例に過ぎないか

も知れない。しかし地価が下がるところまで下

がった場合に,どういう展開が始まるのか,高地

価下の姿と低地価下の姿とどちらが本盗なのか,

その反省を迫る事例だといえよう。

(あとがき)

調査に際しては,五所川原市農林水産課長・小山

内洋一氏に負うところが大きい。調査農家に対し

てとともに,厚くお礼申し上げる。


