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　　　　　　　一石狩郡新篠津村の事例を中心にー

　調査地の石狩郡新篠津村は札幌市から北東方向

約40キロ，車で１時間ほどのところにある水田地

帯の農村である。石狩川右岸に位置する新篠津村

は全域が平坦で，村の総面積の65％が農用地，そ

のほぼすべてが水田である。人口3,519人。世帯

数1,086世帯(2010年国勢調査結果）という小規

模な村で，現在は北海道内でも数少ない「村」の

一つである（新篠津村は1915年（大正４年）二級

町村制を施行していらいこれまで一度も合併せず

に村としてとどまってきた）。農協も組合員戸数

297戸と少数ながら，これも合併せずに一村一農

協で現在にまで至っている（ちなみにここの農協

からは先々代の全中の会長を出している）。小規

模ながら村も農協も未合併で頑張ってきたところ

である。

　こうした小規模な村ではあるが，農業面におい

てはこの間の構造変化が激しく，１戸平均の水田

面積や大規模農業経営の割合等では北海道の水田

地帯としてはトップ水準にある。その点で石狩川

下流域水田地帯としての特徴が最も際立りた形で

現れている地域ということができる。

　本稿は，こうした石狩川下流域水田地帯に位置

する新篠津村を取り上げて，戸別所得補償等農業

をめぐる政策や内外環境が大きく変動する中で，

農家が規模拡大にどう取り組んできたか，そこで

農業委員会によるあっせんの取り組みや農地保有

合理化事業等がどう活用されてきたか，そこでど

ういう問題が生じているか，近年の政策の変化や

米価の下落等を農家はどう受け止め，それらにど

う対応しようとしているか等について主に農家調

明治大学農学部教授　　田　　畑　　　　保

査結果に拠りながら分析一考察することを課題と

している。

　新篠津村は空知南部の南幌町や長沼町，旧北村

などとならぶ石狩川下流域水田地帯の代表的な町

村である。これらの地域では経営規模も水田地帯

としては非常に大きく，農地移動においても遅く

まで売買の比重が大きく，そのこともあいまって

農地移動における農地保有合理化事業の比重も大

きい。またその農地保有合理化事業についても農

地保有合理化法人である北海道農業開発公社（以

下公社）の中間保有期間10年といういわゆる10年

タイプの比重が大きい等の特徴も指摘される。

　石狩川下流域水田地帯に共通する，農業構造や

農地移動におけるこうした特徴が後述のように新

篠津村ではとくに際だった形で現れているが，そ

の背景として，この地域が1955年からの「篠津地

域泥炭地開発事業」によって開発（開田・開拓）

された地域であるということがあげられるであろ

う白。

　この「篠津地域泥炭地開発事業」の実施によっ

てこの地域の農業構造がどう変わったかをみるた

めに作成したのが表１である。やや古い時代にさ

１　はじめに一調査地の概要と分析の課

　　題－

２　調査地の農業構造，土地利用と農地移動

（１）調査地の農業構造とその歴史的背景



かのぼることになるが，現在に至る新篠津村の農

業の展開のスタートラインをなすものとして簡単

にみておこう。表１にあげた1950年の数字はこの

「篠津地域泥炭地開発事業」が始まる前の農業の

状況を示すものであり，1960年は事業が進み始め

た中間の時点の状況を，1965年，1970年は事業が

一段落した段階の状況を示すものである。

　ここからまず指摘できるのは。この間に畑作の

村から水田の村への転換が短期間のうちに急激に

進んだことである。それは，まさに新篠津村の農

業の激変のプロセスそのものである。このプロセ

スでは耕地面積の増加(2,747haから4,822haへ約

1.8倍の増加）が畑から水田への転換と同時に進

んだ。農地の造成と開田との並行的展開である。

　このプロセスではまた，農家戸数も大幅に増加

している(1.7倍増）。一部地元農家の次三男の分

家もともないつつ，村外からの農家の移転入植が

この間大量に進んだのである。戦後の緊急開拓入

植から５年～10年を経過した後での開拓入植であ

り，既存の農家，とくに畑作地帯からの大規模水

田農業を目指しての開拓入植であった。

　このプロセスに関してもう一つ注目しておきた

いのは，１戸当りの面積はほぽ維持したままでの，

畑作経営から水田作経営への転換が進んだことで

ある。当時の畑作と水田作との面積当りの収入の

差を考慮すれば，それは経営規模の大幅な拡大を

意味した。村平均の6～7haという規模は，畑

作経営の規模としては当時でもそれほど大きなも

のではなかったが，水田作経営としては当時では

突出して大きな規模であった。こうした畑作から

水田への転換にともなう実質的な経営規模の拡大

が，地域全体としての耕地面積増と戸数増をとも

ないつつ進んだのである。外延的拡大と内包的発

展との並進のプロセスである。

　こうしたプロセスが一段落したのが1965年から

70年にかけての時期であるが(1970年以降農家戸

数は減少に転じている），それが米の生産調整，

転作が始まった時期と重なっていたのは皮肉とい

えば皮肉である。こうして新篠津村は，大規模水

田農業地帯としてその後の展開のスタートライン

にたったわけであるが，北海道農業全体としては

既に始まっていた挙家離農の多発，残存農家の規

模拡大等の構造変動に新篠津村農業もやや遅れた

形で入っていくことになる。

　その後の新篠津村の農業構造の変化をみるため

に表２をあげておく。1970年以降の40年間に農家

戸数全体の大幅な減少の中での構造変化，小規模

農家の減少と大規模農家の増加が新篠津村でも顕

著に進んでいることが確詔できようｏとくに2000

年代に入ってからの動きとしては，10ha以下層

がごく少数となり，2005年以降は10～20ha層も

減少に転じ, 20ha以上層だけが増加している。
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　こうした変化を他の市町村と比較すると（表

３），前述したような篠津地域泥炭地開発事業の

実施ということもあり, 1970年時点では１戸当り

面積で深川市はもとより南幌町や旧北村等と比較

してもかなり大きな差があったが，2005年時点で

はその差は大幅に縮小していること，またこの間

(1970～2005年）の戸数減少率でも南幌町や旧北

村等の方がより激しい減少であったこと等が指摘

できる。

　同時にこうした激しい構造変動の中でも，新篠

淨村の場合には10～20ha層や20～30ha層といっ

た中心階層への集中度合いが高い傾向がみられる

ことにも注目しておきたい。南幌町や旧北村と比

較すると，１戸当り面積ではあまり差はないが，

10～20ha層，20～30ha層の階層の割合にはかな

りの差がみられる。このことは，後述する農業委

員会による「規模の小さな農家に配慮」（底上げ）

した「あっせん」の取り組みとも関連しているの

ではないかと考えられる。

　表３の右側に示したように　同居あとつぎのい

る農家の割合は水田地帯の石狩，空知全体として

はかなり低いが，その中では新篠津村は長沼町，

南幌町に次ぐ高さとなっている。また基幹的農業

従事者の平均年齢については，新篠津村の場合に

は52.7歳と石狩，空知平均を５歳も下回り，群を

抜いた若さとなっていることにも注目しておきた

い。

　新篠津村における農地移動と公社による農地保

有合理化事業（以下合理化事業）の実績を表４及
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(２）調査地の農地移動，農地保有合理化事業，

　　農地のあっせん

  (２）び表５に示した 。新篠津村農業委員会の事務

局の説明によれば，所有権移転については，基盤

強化法によるもののほとんどが合理化事業による

ものであり，農地法３条によるものは合理化事業

以外のもので，そのほとんどは贈与がらみのもの

である。賃貸借についても，ほとんどが合理化事

業の関連，公社の中間保有にかかわるもので，公

社が関わらない貸借はごく僅かで，年に１ないし

２件程度であるとのことである。

　そのことを念頭において表４及び表５の数字を

つなげてみてみると，公社は買入と売り渡しの両

面において関わっているので，表５の公社の買入

面積と売り渡し面積とを足し合わせると表４の基

盤強化法による所有権移転面積にかなり近い数字

となる（2006年は40haの差があるが，2007～2010

年は各年10ha程度の差）。つまり村農業委員会事

務局の説明のように基盤強化法による所有権移転

のほとんどは合理化事業によるものであることを

あらためて確認することができる。またこの公社

による買入面積は農業委員会による農地のあっせ

ん面積（表４右端）ともほぼ一致しており（単年

度毎には一致しないところもあるが複数年をあわ

せるとほぽ一致），売買はほぼすべてあっせんに
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よるものであり，それが合理化事業につなげられ

ていることも確認できる。

　賃貸借については，公社の中問保有に関わるも

のがほとんであるかどうかは，表４と表５の限り

では必ずしも確認できないが，農家調査の分析か

らもうかがわれるように，農家間の賃貸借も合理

化事業にのせられ，売買に移行するケースが多い

ことも考慮すれば，新篠津村の農地移動としては

売買を主体とする移動であり，そこで合理化事業

が非常に大きな位置を占めていることが確認でき

るであろう。

　年次別推移としては, 2005年度と2008年度が多

くなっているが,とくに2008年度については水田･

畑作経営所得安定対策との関連。スーパーＬ資金

の特例によるかけこみによるところが大きいので

はないかとみられている。

　売買のほぽすべてがあっせんによるものである

ことは前述したが，そのあっせん価格はやや下が

り気味で，10a当り42万円前後の水準で推移して

いる。地区による若干の差はあるがそれはそれほ

ど大きなものではない。

　新篠津村での農業委員会によるあっせんの進め

方の特徴は，集落レベルでの調整は行わずに，農

家からの売り渡し農地の情報を村内全農家に周知

したうえで全村レベルで調整一決定するという，

いわぱ「全村周知・決定方式」とでもいうべきと

ころにある。農地の譲渡希望者が出たときのあっ

せんはおよそ次のような手順で進められる。

　①　農地の譲渡希望者は農業委員会事務局に連

　　　絡する。

　②　農業委員会は「農地の譲渡申し出に対する

　　　周知について」という会長名の文書を村内

　　　全農家(277戸）にＦＡＸで伝え,周知する。

　　　その際，以下のようなあっせんの適格者の

　　　選考にさいしての考慮事項についてもあわ

　　　せて伝えている。

　イ　あっせんの申し出があった農地について，

　　　全部処分できる方法を検討します。

　口　地域の担い手の育成一確保を図るため，規

　　　模の小さい農家に配慮します。

　ハ　あっせん対象農地の位置利用条件，土地

　　　の効率性を配慮します。

　二　農地の集団化に配慮します。

　ホ　経営者が60歳以上の時は後継者があるこ

　　　と。

　③　１ヶ月の周知期間をもうけ，その間に譲り
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　　　受け希望者は事務局に申し出る。

　④　農業委員会は月１回開催される農業委員会

　　　総会であっせん適格者を決定する

　⑤　それを譲り受け希望者に（順番も含めて）

　　　通知する

　⑥　その上で農業委員が譲渡希望者と譲り受け

　　　希望者との闘に入って調整し，あっせん価

　　　格等について決定する。

　譲り受け希望者が多いので，だいたい地元の人

が適格者として決まることが多い。また以前は各

自治区毎に周知していたが，それで決まらないと

時間がかかってしまっていた。それで7,8年前頃

に現在のような「全村周知・決定方式」に変えた

とのことである。

　新篠津村での合理化事業についての取り組みの

特徴の一つは，JAも積極的に関与していること

である。 JA新篠津村農協『第63回通常総会資料』

(2011年４月）にも「農地流動化対策については

関係機関と連携を図り，農地保有合理化事業の活

用による農地の円滑な担い手への集積を図る」と

いうようなことが記述されている。具体的には

JAが公社の保有期間終了にともなう売り渡しに

対する資企準備として積み立てを行うよう合理化

事業利用組合員に対して指導している。これは強

制ではないが，合理化事業を利用する組合員は

JAの指導に応じ一定額の積み立てを行っている

（金額は必ずしも同じではないが）。これによって，

保有期間中の貸付料から充当する公社からの実質

的な助成金に加えて，JAによる積み立て分だけ

売り渡し時の資金負担が奸減されることになる，

　農業委員会の体制についてもふれておくと，農

業委員は12名，そのうち選挙委員は８名である。

新篠津村の農業委貝の特徴として特筆すべきは，

その年齢構成の若さである。農業委員の平均年齢

は54.3歳，選挙委員だけをとるとさらに若くなり

52.8歳となる（ちなみに会長は55歳，職務代理は

54歳）。農村での高齢化が指摘されている中で，

新篠津村ではこうした若い農業者が農業委員に選

出され，農業委貝会を担っていることは大いに注

月すべきことである。
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　事務局にも職員３名が配置されている。ほぼ毎

月，年間12回農業委員会総会が開催され，農地税

制小委員会，農業行政後継者対策小委員会の二つ

の小委員会が設けられている他，あっせん委員会

が2010年度の場合には４回（９月，12月各１回，

２月２回），農業委員会総会とは別の日に開催さ

れている。その他にも様々な行事が計画され，農

業委員会の活動は活発である。

　新篠津村の主要作物の作付け状況は表６の通

りである。2010年の場合では，水稲2,46 lhaに対

し，小麦，大豆，小豆の畑穀物が2,154ha,玉ね

ぎ，ブロッコリー等の野菜類が135haである。水

稲52％に対し，水稲以外が48％という構成で，こ

の状況はここ４年ほとんど変化していない。

　このように耕地のほとんどが水田，その水田の

約半分が転作という状況が続く中で，とくに基盤

（３）調査地の土地利用，転作

整備事業が終了したところでは    ，田畑輪換を(3)

ともなった輪作が行われるようになってきている

のが新篠津村の土地利用の特徴のーつといえる

が，この点については調査農家の分析のところで

もう少し詳しくみてみることにしたい。

　さきの記述と一部重複するが2010年度の新篠津

村の転作の状況を確認しておくと，水稲作付可

能面積4,796haに対し水稲作付面積2461ha (水稲

作付可能面積に対する割合は51.3%),転作面積

合計は2,335ha (同48.7%),その主な作物として

は小麦l,447ha, 大豆577ha, 小豆129haでこの３



作物で転作面積の92％を占め，その他は露地野菜

130ha，施設野菜19ha，花き22ha等である。ここ

で注目しておきたいのがクリーン栽培という新篠

なっている。

　なお，参考までにJAの総会資料から組合員農

家の近年の農産物の販売額の推移をみておくと，

新篠津村農協全体としては，2006年度，2008年度

は40億円前後の販売額であったのに対し，2010年

度は30億円を割り込むほどの大幅減となってい

る。これをさらに組合員１戸当りでみると，2006

年度1,233万円, 2007年度1.116万円｡2008年度1,374

万円，2009年度1,190万円，2010年度1,044万円と

１戸当りの経営規模の大きさを反映して高水準で

はあるが近年は低下傾向にあり，とくに2010年度

は2008年度に比較して330万円の減少となってい

る。生産条件不利補正対策交付金，先進的小麦生

産支援事業，収入減少影響緩和対策交付金の合計

額は１戸当りで2007年度154万円，2008年度340万

円, 2009年度260万円，2010年度297万円とこれも

かなり高い金額となっており，これらと販売額を

合計した金額に対する割合も2008年度20％，2009

年度18%, 2010年度22％と高い割合を占めている。

　米の集荷は，新篠津村ではJA以外に集荷業者

が１社あり，JA集荷が85％を占めている。米価

は2010年度は１万円を切り。９千円台にまで低下

した。業者の買入はこの年８千円にまで下がった

とみられており，はしりの時期は業者に流れたが，

価格低下とともに，業者も買わなくなったようで

ある。2011年度は13,000円台を期待したいという

のがJAの担当者の意向である。

　前掲表２のように2010年センサスでの販売農家

戸数は274戸だが，そのほとんどの270戸が認定農

業者になっている（46戸いるlOha以下層も花き

等で所定の所得を確保）。再認定率も100％を確保

しているが,自動更新ではなく農協,普及所も入っ

て議論しながら進めている。戸別所得補償になっ

て「認定農業者」のメリットはなくなったが，い

つ政策が変わるか分からないので，それに備えて

おくためということである。

　農業法人は23だが，近年減少傾向にある。株式

会社は１つあるが農家が株式会社化したもので，
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（４）担い手等の状況

(4)

一定の割合を占めていることである(水稲90ha,

水稲作付け面積に対し3.7％，大豆!22ha, 21%,

露地野菜82ha. 63%.施設野菜9.5ha、49%),転

作のクリーンに対しては戸別所得補償モデル対策

交付金でも後述のように新篠津村独自のクリーン

加算の対象とされている。

　2011年度から本格実施される農業者戸別所得補

償制度に先立って2010年度に実施された水田作を

対象とする戸別所得補償モデル対策については，

新篠津村では全戸が申請し，その対象となった。

その2010年度の戸別所得補償モデル対策交付金

の単価額についてみておくと，まず10a当りの基

本単価が小麦，大豆37,81〔〕円，飼料作物29,850円

，

小豆14,655円，野菜(露地施設)，花き9,770円，

地力増進作物3,908円となっている。次いで担い

手加算が小麦，大豆7,534円，小豆，露地野菜3.193

円，施設野菜，花き，地力増進作物8.183円。さ

らに土づくり加算として地力増進作物11,976円，

その他の作物998円である。この他に地域振興作

物加算が小豆9,481円，野菜花き]4,970円となって

いる。

　これらの結果としての基本単価と担い手加算，

土作り加算，地域振興作物加算の10a当りの合計

額を作物毎にみると，小麦，大豆46,342円。飼料

作物29,850円，小豆28.327円，露地野菜28,931円，

施設野菜，花き33,921円，地力増進作物24,067円

となる。これに加えて前述した小麦，大豆，野菜

のクリーンに対してはクリーン加算4,990円か加

算される。この他転作率に応じた加算として村平

均転作率偃6％を0.1ポイント超える毎に転作作物

(地力増進作物を除く) 10a当り19.9円か追加交付

されることになる。

　交付金の新篠津村合計額は水田利活用自給力向

上事業では戦略作物で765百万円，その他作物で

36百万円，米戸別所得補償モデル事業で365百万

円，激変緩和調整枠による交付金が227百万円と

津村独自の環境保全型農業   が水稲及び転作で
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他はすべて１戸Ｉ法人の有限会社である。調査農

家の分析のところでみるようにとくに転作の関連

での機械の共同利用や共同作業は行われているが

集落営農は存在しない。

　ここ数年の新規就農者の動向をみると. 2009年

７人，2010年５人，2011年３人となっている。こ

のうちＵターン就農は２人，１人，１人で道内か

らのＵターンだが，新篠津村でも近年はこうした

Ｕターンが生じるようになってきている。このよ

うに新規就農者が年々一定数補充されており，ま

た基幹的農業従事者の年齢も若く（前掲表３参

照），耕作放棄地もなく，新篠津村には担い手問

題はないというのが農業委員会の考え方である。

事実離農者等の農地も今までのところはあっせん

で多くの場合地元の農家が譲り受けているという

状況であり，したがって農外企業が外部から参入

するということも生じていない。

　新篠津村の集落等の状況についてみておくと，

1978年村内に５つあった小学校が一つに統合され

たのを機に。学校がなくなることで地域がすたれ

るのを防ぐという狙いも込め，当時の村長からの

提案を受けて，この旧小学校区を自治区とする自

治区制がしかれることになった（地区部落会から

自治区へ）。これにより第１自治区から第５自治

区までの５つの自治区が設けられた。従来から校

区（地区部落会）毎に神社が設けられており，お

祭りや盆踊りなどの地域の行事が行われてきた。

それを自治区として引き継いだ形である。

　この自治区の下に５つ前後の集落＝農事組合が

あり，この集落が農家が寄り合う最も基礎的な組

織となっている。農家戸数の減少とともに，集落

の戸数も減少してきているが，これまでにいくつ
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かの集落で統合・合併があったものの，今までの

ところそれほど大きな変化はない。

　なお，2009年農地法改正にともなう農地利用集

積円滑化事業について，新篠津村でも2011年に規

程をもうけて取り組むことになった。ただし，こ

の円滑化事業で取り組むのは賃貸借のみで売買は

取り組まないことにしている(売買は農業委員会，

公社で)。新篠津村の農地移動は前述のように専

ら売買で，賃貸借はほとんどないので，円滑化事

業を立ち上げてもやることはほとんどない。全方位

３　調査農家の農地移動，経営規模拡大の

　　動向と今後の経営意向

　農家調査については，合理化事業を利用してい

る農家の中から，第１自治区から２戸（Ｈ集落と

Ｕ集落）,第５自治区から２戸（Ｓ集落とＴ集落），

第３自治区と第４自治区から各１戸（Si集落とＮ

集落），合計６戸を公社道央支所に選定していた

だき,各農家の自宅を訪問して面接調査を行った。

　その調査農家を経営耕地規模別に並べたのが表

７である。30haを超えるのがＡ農家とＢ農家の

２戸，Ｃ農家は30ha近い29ha弱の規模. D,E.F

農家の３戸は22～24ha規模の新篠津村では中の

上の中堅的な規模の農家である。地区的には篠津

運河の西側に位置する第５自治区は銕津地域泥炭

地開発事業によって開拓された地域で，第５自治

区の農家のほとんどはそれによって移転入植して

きた農家であり，第１自治区もとくに篠津述河沿

いのところは同様に村外から移転入植してきた農

家が多い（Ｕ集落等）。これに対し，第３自治区，

（１）調査農家の経営の概要

作戦で一応形式は整えておくという考えである　。（5）
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第４自治区はその開発事業の前から入植している

既存農家が多く，村内では相対的に旧開地的な地

区，集落である。そうした経緯等もあり，第１．

第５自治区の農家は概して経営面積が大きい。

　調査農家の出自をみると，Ａ農家は第１自治区

だが石狩川沿いで開拓が比較的早いＨ集落で，富

山県出身の農家の４代目である。これに対しＣ農

家は同じ第１自治区だが，篠津地域泥炭地開発事

業のときに北見方面からＵ集落に移転人植してき

た30戸の農家のうちの１戸で(現在15戸)，現経

営主はその２代目である。第５自治区のＢ農家も

やはり篠津地域泥炭地開発事業のときに隣町の当

別町から入植した農家(現経営主はその３代目)，

Ｄ農家も同時期に北見方面から入植した農家であ

る。

　これに対し第３自治区のＥ農家は明治期に富山

県から入植した農家である。第４自治区のＦ農家

は，同じ第４自治I区内での分家新設農家である

(1970年頃)。 1970年頃までは開拓途上にあった新

篠津村ではこうした村内での分家もそれほど珍し

いことではなかったようである。

　経営耕地のうち借入地もあるがそのほとんどは

公社の中間保有期間中の借入である。それらはい

ずれ自作地になるものであり，また以前に他の農

家から借り入れていたものを合理化事業で公社が

購入し，それをあらためて公社から借り入れた形

になったもの等公社が介在したものが多く，ほと

んどは購入によって自作地となる一時的なものが

ほとんどである。

　家族構成については表８の通りである。３世代

は４戸だが，Ａ農家とＣ農家，Ｅ農家は経営主夫

婦とその親,子供というパターンであるのに対し，

Ｂ農家は経営主（単身）とその父母，祖母という

構成であり，３世代でもその形態は一様ではない。

また，２世代のＤ農家は，父が若くして亡くなる

一方（経営主が19歳の時），子供３人が他出して

いるためである（長女25歳,長男23歳,次男20歳），

もしそのうちの１人が戻って就農すれば，３世代

同孱に戻る可能性がある。Ｆ農家の場合は，農業

経営の方は親世代と経営主世代が一つでやっては

いるが。経営移譲を受けた経営主の家族と父母と

別々に居住しているため２世代家族となっている

ケースである（父母が元の家に居住，経営主の家

族は江別市に転出し。そこから通いで自家の農業

に従事）。

　このように家族のライフステージによって，ま

たあとつぎの就農に至るプロセスや家族の居住形

式も多様化し，それらにともなって家族構成のあ

り様も変化し，多様化しつつある。

　農従者は，経営主２人のみのＤ農家を除き，経

営主夫婦十後継者ないし父母等の形で３人が従事

している。ここで注目しておきたいのは経営主の

年齢の若さで，既にあとつぎへの経営移譲が完了

し。経営主が30代前半のＢ農家，Ｆ農家はもとよ

り，そうでない場合でも50～52歳と若く，Ｅ農家

の59歳が最高齢である（そのＥ農家の場合も27歳

の次男が３年前から就農）。さきに表３でみた新

篠津村の基幹的農業従事者の平均年齢の若さがこ

こでも確認できる。経営主が一定の年齢に達した

ときに後継者に経営移譲するということが確実に
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実行されていることの結果がこのような経営主年

齢の若さとなってあらわれているものといえよ

う。調査農家のケースでは,Ｂ農家では親が55歳，

あとつぎ28歳とかなり若い年齢での経営移譲，Ｆ

農家では親が65歳，あとつぎ31歳の経営移譲であ

る。あとつぎが既に決まり就農しているＥ農家，

Ａ農家，あとつぎ予定者が遠からず就農するＣ農

家もいずれあとつぎへの経営移譲が行われること

になろう。

　雇用については年問雇用はないが，田植えや転

作の人豆の収穫作業に人材派遣会社を通じて臨時

雇用を導入しているケースもみられる（Ｄ農家，

Ｅ農家）。農外での兼業従事はほとんどないが，

Ｂ農家のように冬期問の高速道路の除雪作業に従

事しているケースもみられる。

　調査農家の2011年の主な作物の作付面積は表９

に示した通りである。新篠津村全体の転作割合は

前述のように48.7%であるが，農家個々にはかな

り開きがある。例えばＡ農家とＣ農家は水稲作付

け面積が転作面積をかなり上まわり，逆にＢ農家

は転作而積が水稲作付け面積を大きく上まわり，

Ｄ,Ｅ,Ｆ農家は両者ほぽ同じである。

　水稲ではきらら397とななつぽしが主力で，こ

れも農家によって一様ではない。転作では麦と大

豆が主体であるが，集約作物でもあるブロッコ

リーと花きに一定の比重を置いている農家もみら
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れる。

　また，表にはしめしていないが，調査農家では

クリーン農業等環境保全型農業に取り組む，ある

いは取り組んだことがある農家が多い。例えばＡ

農家では米11ha, D農家では米5haがエコ，0.8ha

がＥＭ，大豆約4haが「有機」ないしエコ，Ｅ

農家は米の半分と大豆全面積(314a)がイエスク

リーン，Ｆ農家も米は全部(1037a)クリーン，

ブロッコリー(210a)もクリーンである。この他

Ｂ農家のところでは，30年ほどまえから６戸で減

農薬栽培に取り組んでいたが（父の代). 7,8年前

にそこから抜け，村のエコファーマーにも取り組

んだが,１年でやめている（雑草が抑えきれない，

手間がかかって大変）。前述したように村やJAが

クリーン農業の推進に力を入れて取り組んできた

ということもあり，クリーン農業が農家にかなり

普及していることがうかがえる。

　調査農家の農業機械等の装備状況は表10の通り

である。　トラクターはいずれも３～５台と多数台

となり，かつ100馬力前後のものをはじめ高馬力

化している。水稲作と転作関係で，かついずれも

それらが10～20ha規模（前掲表９参照）である

ため。複数のセットの機械装備が必要になってき

ているため，トラクターの台数がが多くなってき

ているものと考えられる。

　同時に　この高馬力化と台数の多さはには必ず



しも経営規模との相関関係がみられないことにも

留意しておきたい。田植機は８条植が主体で各戸

１台を経営規模の大小に関係なく装備している。

コンバインについても，５条刈の自脱型コンバイ

ンか，汎用型の大型コンバインを，あるいはその

両者を導入している(B, C.D農家）。汎用型に

ついては共同で導入するケースも見られる（Ｂ農

家・２戸共同，Ｆ農家・７戸共同）。小麦や大豆

等の転作の作業についてはこうした汎用型コンバ

インの共同導入,秋作業の共同やプラウの共同（Ｆ

農家），プランター（大豆）十トラクター３台８

戸共同（Ｃ農家）など共同の対応もみられる。Ｃ

農家の場合には1970年代前半に13戸で発足したＵ

集落の機械利用組合（Ｕ集落ではこの他にもう１

組合発足）が現在も存続しているものである。Ｆ

農家の場合も大型コンバイン，ライスセンター等

を集落の７戸共同で装備し，転作と米･麦の収穫，

乾燥作業を共同で実施している。

　このように個別での大型機械装備と併存する形

で。転作や米の収穫作業については一部の集落で

は従来からの共同の取り組みを引き継いだ共|司利

用・共同作業が20ha, 30haと大規模化する中で

も存続していることに注月しておきたい。

　新篠津村では,水田の約半分で転作が実施され。

かっそれが長期化している中で，地域の上地利用

として田畑輪換をともなった輪作が行われている

ことは前節で述べた。その点について調査農家で

の取り組み状況についてみてみると，暗渠，排水

等基盤整備事業が終了しているところでは田畑輪

換が導入され，基盤整備事業が未終了のところで

は（第５自治区と第１自治区のＵ集落）未導入な

いしは部分的な導入にとどまっている。

　田畑輪換，輪作をほぼ全面積で完全に近い形で

実施しているのは第３自治区Si集落のＥ農家であ

る。Ｅ農家では，５年問は麦と大豆での輪作を行

い，その後水田に戻して水稲を５年間作付けする

という田畑５年ずつの田畑輪換を基本とした土地

利用を行っている（典型的には麦３年,大豆２年，

水稲５年）。それを可能にしたのが2002年頃に終

了した基盤整備事業の実施で。現在田畑輪換がで

きない圃場は２枚だけである。Ｅ農家ではこうし

た基盤整備，田畑輪換によって麦，大豆の連作障

害を回避し,高い面積当り収量を実現している［例

えば2011年の反収は米10俵，麦７俵（不作），大

豆４俵 (これも個人的は不作と評価)］。さらに第

４自治区Ｎ集落のＦ農家のところでは。基盤整備

事業が３ほど前に終了していて，どの圃場でも旧

畑輪換が可能な状態にあり，田と畑を３年くらい

で輪換させている。麦は３年くらいで移動させ，

ブロッコリーは毎年移動させている。なお，この

集落は集団転作（ブロック・ローテーション）を

やっていたこともあり，そうした経験が田畑輪換

に引き継がれているのではないかと思われる。ま

た第１自治区Ｈ集落のＡ農家も基盤整備事業終了

地区で，麦２年，水稲２～３年を基本とした田畑

輪換を行っている。ただし，水利の便が悪く水田

にできない圃場があり，そこでは麦の連作になら

ないよう豆作を導入している(2010年は小豆72a,

2011年大豆148a）。

　この他，第５自治区のＢ農家のところでは基盤

整備事業が未終了のため，畑での麦と大豆の輪作

のみだが，基盤整備事業終了後の田畑輪換の導入

には意欲的である。田を１回入れないとダメ，人

豆は２年が限界で，畑だけの作付けの限界がみえ

てきた。試みに３年連作したが虫の被害がひど

かったという教訓からである。同様に基盤整備を

実施中の第１自治区Ｕ集落のＣ農家も，一部の圃

場で水稲一麦一大豆の輪作を実施している。さら

にＤ農家（第５自治区）も基盤整備事業が未終了

なので，今は作付けが固定しているか，いずれは

田畑輪換を取り入れていく意向である。

　調査農家はこの間いずれの農家も大規模な農地

集積・規模拡大を進めてきており，農地集積に際

してはほとんどが農地保有合理化事業を活用して

いる。以下ではこの問の農地集積・経営規模拡大

とそこでの農地保有合理化事業の利用の実根そ

れにかかわるあっせんの取り組み，そしてそれら
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（２）調査農家の農地集積・経営規模拡大と農地

　　保有合理化事業
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についての調査農家の受け止め方や考え方につい

て個々の農家毎に少し詳しくみておこう。

　Ａ農家のこの問の農地集積は以下の２回であ

る。

①　1996年　899a（I団地）合理化事業（５年）

　　10a当り農地価格43万円

②　2010年　862a (3団地）合理化事業（５年）

　　10a当り農地価格42万円

　１回の集積の規模がいずれも極めて大規模であ

ることがＡ農家の集積の特徴で，とくに①につい

ては1団地のまとまった圃場の取得である。ま

たいずれも農地保有合理化事業を利用している。

Ａ農家は. この２回の集積を通じてそれまでの

13.5ha経営から30haを超える大規模経営に飛躍し

た。

　この問労働力的には，①のときは２世代経営で

父母も農業に従事し，労働力的に余裕かあり，野

菜（白菜,  ブロッコリー）もやっていた。しかし

３年前に父が亡くなり，１世代経営となり(2011

年にはあとつぎが就農），②のときは労働力的な

きつさを初めて思い知らされた。「今はその分機

械が働いているが，その分残るものが少なくなっ

た」というのがＡ農家の感想でもある。２世代経

営のときに規模拡大を進め,親世代が欠落すると，

途端に労働力不足に陥るという家族経営であるが

故のライフサイクルの変化にともなう労働力の変

化と経営発展の問題がここにも鋭くあらわれてい

るといえようか。

　Ａ農家の農地集積のもう一つの特徴は，分家か

らの農地の引き受けという点である。①はＡ農家

の分家からのもので（後継者がいたが60歳で委

譲（売却），今も在村），②もＡ農家の一族の農家

からのものである。分家に際して分与した農地が

いわば本家に戻ってきた形である。Ａ農家が属す

るＨ集落は第１自治区だが石狩川沿いで新篠津村

の中では旧開地的で，一族内で農地が動いている

ような形となっている。とはいえ前述したような

あっせんの仕組みの中では，分家の土地だからと
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いって無条件に本家に土地が戻ってくるわけでは

ない。後述のようにあっせんの基準を満たした上

での本家への戻りなのである。

　なお，②の土地は，ずっと小作していた（20年

くらい）土地で（相手はは今も在村），自分の年

齢もあるのでぽちぽち売ってくれないか，息子に

までハンコをつかせたくないということで，合理

化事業につなげたものであるo

　①の土地は10a当たり43万円，899aで総額3865

万円，そのうち3,500万円をＬ資金で，残りを自

己資金十特別積み立て（農協）を当てている。勣

められて（農地売買）円滑化事業を利用したが，

地価は下かっていたがそれほどでもなかった。ど

ちらを選択しても同じだったのではないかとＡ農

家は評価している。

　②の土地は10a当たり42万円，862aで総額3620

万円。

　合理化事業利用にそれほどメリットを感じては

いないが。譲渡所得税の特例（買入協議）を利用

できさえすれば良いというのがＡ農家の考え方で

ある。

　Ａ農家の合理化事業利用の特徴は，公社による

中間保有期問満了前の買入＝早買いである。②･に

ついては５年タイプを選択したが（年齢のことも

あるので10年タイプは選択しなかった），１年だ

けで今年(2011年）早買することにした。早買い

はとくに問題ないというのがＡ農家の考え方であ

る。

　公社保有期間はリッチな気分になり，機械を

買ってしまう。それが恐い。自転車操業になる。

だから今回はＡ農家自らの経営的判断として早買

いをすることを決めた。今はむしろすぐ支払いた

い。先がみえないので先延ばししたくない。Ａ農

家はこう述べる。

　公社からの売渡への準備状況については，②の

ケースでは，売渡予定額4,000万円に対し，公社

からの助成額（１年分），農協への特別積み立て

74万円，資金借入としてはＬ資金3,200万円を予

定している〔20年償還（据え置きなし），元利均

等，５年無利子，その後有利子〕。これであると，

Ａ農家の経営規模拡大の過程



年償還額180万円となるがＡ農家としては余力の

範囲と考えている。しかし，10a当たりにすると，

２万円を越える負担となり，これまでの標準小作

料の水準(10a当り16～17千円）を上回ることに

なる。

　Ａ農家の農地取得のときのあっせんについてみ

ておくと，①のケースでは前述のようにＡ農家の

分家の土地であったが，ライバルがいた。しかし

その農家は規模の大きな農家だったのでＡ農家が

第１候補になった。

　②のケースではＡ農家が長年借りていた上地

だったので他に候補者がいなかった（陰ではいた

らしい）。

　この地域ではあっせんに際しての自治区内での

調整は一切行われていない。

　価格については公社で算定している標準値十条

件で決まっている。Ａ農家みずからは希望価格は

出していなかったが，「安ければ助かります」と

はいった。

　Ｂ農家はこの間以下のような４回にわたる農地

集積をすすめてきた。いずれも合理化事業を利用

しての集積である。

①　1993年　800a 取得　合理化事業（10年）

　　10a当り50万円

②　1996年　376a 取得　合理化事業（10年）

　　10a当り50万円

③　1998年　627a 取得　合理化事業（10年）

　　10a当り51万円

④　2008年　398a 取得　合理化事業（５年）

　　10a当り40万円

　①～③は公社から購入のときスーパーＬ資金を

借り入れ，現在その償還巾。④については最初10

年だったが５年に変更, 2013年に売渡し予定。

　④の取得のとき，現在の経営主が父から経営委

譲。そのとき父は55歳（経営主は28歳）で農年受

給前だったが,父が突然言い出して委譲となった。

Ｂ農家の現在の経営主の父が25歳でその先代から

経営を受け継いだとき  (1976年）は9.1haであっ

たが，４回にわたる農地集積を通じてＡ農家と同

様に30haを越える大規模経営に飛躍した。

　1993年の①の取得のときからＢ農家は穀物メイ

ンの経営形態になってきた（その前は野菜もあっ

た）。穀物メインでやるためには規模拡大が必要

で，そのための合理化事業の利用ということにな

る。こうした選択方向は間違っていなかった，農

業を続けるということでは良かったとＢ農家はみ

ている。ちなみにＢ農家のいるＳ集落では一挙に

６戸離農したことがある。そのうちの５戸は花農

家（農協等は複合経営を推奨していた）であった

ということも，Ｂ農家のこうした考え方の背景と

なっているようである。

　Ｂ農家はこうした経過で合理化事業を利用して

規模拡大を図ってきただけに農地の取得で合理化

事業を利用しないことは想定できないとしてい

る。資金が潤沢にあれば別だが，

祖父の代からの借金スタートの経営である。土地

だけでなく，機械も増やす必要がある。今後は拡

大は打ち止めにし，他の設備投資もほどほどにし

て返済に向かいたい，Ｂ農家はこのように考えて

いる。

　なお．Ｂ農家の負債の状況をみておくと，こ

れまでの合理ｲﾋﾞ事業での土地購入等で約5,700万

円，その年間償還額500～600万円，さらに④の売

渡のときに1,6DO万円借入予定で合計すると7,300

万円の負債額，要年間償還額も100万円アップす

る。これに対しＢ農家の農産物販売額は2,200万

円，交付金等2,000万円である（ちなみにこの交

付金等は麻生政権のときが一番多かった）。Ｂ農

家が拡大は打ち止めにして今後は借金返済に力を

入れたいとするのも，こうした負債の状況を考慮

すれば自然のことでもあろう。

　④の土地取得のときのあっせんの状況について

みておくと，この件についてＦＡＸがくると（Ｆ

ＡＸでは面積と住所のみ連絡）７戸の手があがっ

た。あっせんの結果，３戸が取得することになっ

た。Ｓ集落にある約6haの土地はＢ農家と他の

もう１戸が（約2ha),  隣のＫ集落の約4haは別

の１戸が取得した。
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　これらは農業委員会が決めた。近所優先。経営

規模の小さい人優先（平準化）という基準に基づ

いての決定である。このとき,農業委員会から「あ

なたが１位指名となりました。○月○囗にきて下

さい」という連絡がきた。２位指名，３位指名の

人にもその旨連絡がいく。まず１位指名の人と協

議して合意すれば取得。合意に至らなければ，２

位指名の人と協議という流れである。協議には，

取得希望者と地元の農業委員，農業委員会が決め

た農業委員とが参加する。譲渡希望者とは協議の

成立後顔を合わせる。

　かってＳ集落から６戸が一挙に離農したことが

あったが，近くの土地を隣の第１自治区の人が取

得するということがあった。そのとき，その土地

の売却希望が出たことをＢ農家は知らなかったと

のことである。今は村内全農家にＦＡＸで周知さ

れるようになっているので少なともそういうこと

はなくなった。

　Ｃ農家の現経営主は1986年26歳で就農した。そ

のときの経営規模は8.5haであった。その後の農

地集積の経過は以下の通りである。

①　1988年　283 a 取得　価格は不明だが高かっ

　　た(100万円？）

　このとき離農した農家の土地を３戸で分けた

が，そのとき別の農家が取得した239aも後にＣ農

家へ（年次不詳）。

②　1989年　451a 取得　価格は不明だが高かっ

　　た（100万円？）

③　2001年　891a 取得　合理化事業（５年タイプ）

　　10a当り50万円

④　2005年　59a 取得　合理化事業（10年タイプ）

　　10a当り38万円

　いずれも同じＵ集落内の離農農家からの取得

で，こうした集積を通じてＣ農家は約28ha規模

の経営となった。なお，①，②について合理化事

業利用かどうかは不明だが（先代が処理），③，

④は合理化事業の利用である。

　この③の土地の購入のとき合理化事業を利用し

たのは地区の農業委員のアドバイスによるもので

ある。新篠津村は地価が高い（他地域より10a当

たり10万円高い）ので合理化事業を利用した方が

負担が楽になるからである。購入のときの地価の

決定は地域毎の基準価格を勘案して決めている。

基盤整備未終了地区は，10a当り５万円くらい安

くなる。Ｃ農家は整備していない土地は（購入希

望の）手をあげないようにしている。出モノがあ

れば，また合理化事業を利用したい，合理化事業

であればすぐ金を出す必要がないのでというのが

Ｃ農家の合理化事業に対するスタンスである。こ

の辺りは同じ第１白治区の農家でもＡ農家などと

はかなり違いがみられるようである。

　2001年の③の取得のとき，売り手の農家（後継

者が他出，高齢農家でねぎをやっていた畑だけを

残して手放すことにーその土地も結局2006年にＣ

農家に，④のときー）がＣ農家とは隣同士だった

のでＣ農家に売却のはなしがあった。この売り手

農家の親戚で農業委員でもあったＩさんにも話が

あったが，結局Ｃ農家がまとめて引き受けること

になった（地区の農業委員も調整に入った形にな

る？）。それを決めてから農業委員会に連絡した。

そのころまではこうしたやり方で進められること

もあった。この時期は現在のような全村レベルで

周知，募集，決定というやり方だけではなかった

ということであろうか。

　Ｄ農家は1980年代中頃までは約6.4haの水田に

花（切り花）を加えた経営であった。 1986年に隣

家から2.3haを購入したのを皮切りに５回にわた

る農地集積を図って20haを越える経営規模に到

達したにの間1997年には花を中止）。

①　1986年　231a　農地取得資金（＋自己資金）

　　10a当り60万円

②　1987年　434a　初めての合理化事業

　　10a当り45万円

③　2003年　387a　合理化事業（10年タイプ）

　　10a当り45万円

④　2004年　379a　合理化事業（10年タイプ）
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　　10a当り43万円

⑤　2008年　145a　合理化事業（５年タイプ）

　　10a当り34万円

　最初の①の場合は農地取得資金を借り入れての

購入だったが（約1,000万円十自己資金300万円），

②のときはその翌年でもあり，自己資金もなく，

説明を受けて初めて合理化事業を利用した。なお，

②と③の間に16年ほどのブランクがあるが，これ

は買いの希望を出していたがあたらなかったため

である。

　合理化事業利の利用でのＤ農家の特徴は，公社

の中間保有期間満了前の購入（＝早買い）である。

10年タイプを利用した③の場合，６年で早買いし

ている。購入にあたっては無利子資金を利用する

機会にも恵まれ（ほぽ100％借入），公社の助成は

他の高い金利の借入金の返済に当てている。

　⑤についても５年タイプだったが，２年で早買

いしている。このときも無利子資金を利用しての

購入である。さらに10年タイプの④についても７

年目の2011年に早買いする計画である。

　この④について，公社からの売り渡しに対する

準備状況についてみてみると，売渡予定額|,630

万円に対してＬ資金をほぽ全額借入予定である

（償還期間20年，据え置きなし，５年無利子）。他

方公社からの助成270万円と農協への積立金360万

円は金利の高い借入金の返済に充てる考えであ

る。

　このように合理化事業での中間保有期間満了前

の早買いを積極的に進めるとともに，売渡への準

備金（公社の助成や農協への積立金）を高金利資

金の借り換えに活用しているところにＤ農家の対

応の一つの特徴をみることができる。

　あっせんに際しての自治区，集落での調整は行

われてはいない。全村調整は出作にとって好都合

だと受けとめている（例えば③は隣の集落の土地

で，その集落からは希望者がいなかったのでＤ農

家を含めた３人で分割した）。

　価格については農業委員が問に入って調整して

いる。例えば,村の標準価格45万円（整備済み田）

を承知した上で，希望価格を［40万円］と書いて

出すと，「どこまで上げられますか」と聞かれる。

④はずっと転作していたところで畦もなかったの

で，「少し安く」と要望し，結局10a当り43万円と

なった｡また⑤については,不整形で条件が悪かっ

たこともあり。破格の値段で10a当り34万円まで

下げてもらった。あまりほしくなかったが農業委

員に頼まれたということ，相手が隣町の当別町の

人で（彼は飛び地を手放した），新篠津村の人で

なかったこと等で下げやすかったこともあった。

Ｅ農家の経営規模拡大の過程

①　1993年　350a借入。

　　この土地を2003年合理化事業10年タイプで取得

　　10a当り42万円

②　1999年　318a　合理化事業（10年タイプ）

　　10a当り41万円

③　2004年　273a　合理化事業（10年タイプ）

　　10a当り42万円

④　2007年　424a　(+畑20a)借入

　　これを2011年に合理化事業（５年タイプ）に

　　のせる予定　10a当り40万円

　Ｅ農家の農地集積ではいずれも最終的には合理

化事業にのせているが，最初から合理化事業利用

のものばかりではなく，その前に借地していた土

地を後に合理化事業にのせるというケースも含ま

れている。例えば，①の場合は1993年から借り入

れれて耕作していた土地で10年経過してから合理

化事業（10年タイプ）にのせている。④も同じよ

うに2007年から借地していた上地を2011年から合

理化事業にのせることになったものである｡なお，

①も④も所有者は同じで（離村して旭川へ），④

の方は別の人に貸していたがその人が亡くなった

ためにＥ農家が借り受けることになったものであ

る。

　Ｅ農家の場合も早買いに向かう動きがみられ

る。 2003年に合理化事業10年タイプにのせた①の

土地についてＥ農家は無利子資金を借り入れて

2009年に早買いを行っている。ちょうど2009年に

巾間保有期間を終了した②についてもＥ農家は無

Ｅ農家の農地集積の経過は以下の通りである。
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利子資金を借り入れて購入している。さらに③に

ついても10年タイプだが７年目の2011年に５年無

利子資金を借り入れて購入することにした。なお，

準備全（公社からの助成や農協への積み立て）は

③の購入には使わず，別の投資に回す予定にして

いる。借入予定額に対して今までは無利子資金を

100％借りていたが，今後も無利子資金であれば

100％借りるが，有利子資金であれば100％満額借

りるかどうかは，その時の経済状態をみて判断し

たいというのがＥ農家の考えである。

　あっせんの経過についてみてみると，①と④を

合理化事業にのせるときには，既に小作していて

Ｅ農家の経営の一部になっていたところでもあっ

たので優先されたのではないかとみている。他の

人が手を挙げたこともあったようだ。この経過を

逆に考えると，貸借についてはあっせんの対象に

ならず，売買，合理化事業のときにあっせんの対

象になっているということのようである。

　②のときには（手を挙げる人が）誰もいなかっ

たので声をかけられた。この上地はずっと転作し

ていた土地で，哇も農道もなく，ほとんど藪状態

でＥ農家が自分でブルを入れて田にしたという。

農業用水の関係もシモのせいで良好でなく，基盤

整備でやっと改善された。③のときは２人で分割

し，地続きの部分をＥ農家が取得した。

　Ｅ農家の場合は，あっせんで申し出て受けられ

なかったことはなかった。その点では，Ｅ農家が

位置する地区，集落はあっせんをめぐっての受け

手間の競争は激しくはないということのようであ

る。

　Ｅ農家が位置する第３自治区には農業委員が２

人いるかあっせんについては一切相談しないとい

う。価格についても④については相場でもあり，

言い値で買ったという（10a当り40万円）。情報は

農業委員会の事務局から送られてくるが，どうい

うプロセスになっているかまではＥ農家には分か

らない。

　合理化事業を利用した理由については，続けて

買った面積が多く，負担を軽減したいということ

で農協からの指導もあった。
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　Ｆ農家が属するＮ集落は，新篠津村の中では旧

開地的で，Ｆ農家の経営は現経営主の父（今回の

調査の聴き取り相手）が1970年に彼の親が買って

くれた7.6haの耕地を譲り受けて分家したことに

始まる。その後の農地集積の経過は以下の通りで

ある。

①　1975年　420a　農地取得資金借入

　　10a当り100万円

②　2005年　1005a　合理化事業（10年タイプ）

　　10a当り42万円

　分家であるＦ農家の最初の農地集積は，分家か

ら５年後の1975年隣の集落（現在はＮ集落と統合）

の現経営主の叔母の嫁ぎ先の農家（離農，江別に

転出）からの4.2haの買入であった（Ｆ農家はこ

こに移転･居住）｡農地価格が高騰していたときで，

10a当り100万円という現在の2.5倍の価格での買

い入れであった（総額4,200万円）。そのとき借り

入れた農地取得資金は現在返済完了している。

　Ｆ農家はその後30年程は農地集積は行わず，約

12ha規模で経営を続けてきた。ブロッコリーの

導入や集落での米･麦・ブロッコリーでのクリー

ン栽培と共同利用･共|可作業を進めながら高収量･

高品質栽培を実現する等の集約化の方向で，経営

を展開してきたのもそのことと関わっていると思

われる。

　そのＦ農家がしばらくぶりに集積の機会に恵ま

れたのが2005年の②の上地の取得のときであっ

た。他集落（Ｆ集落）の土地だがＦ農家が住むと

ころから３キロくらいのところであった。そのと

き，現経営主の父は62歳。父は現経営主の意思を

確認した上で現経営主の名義で申し込みを行っ

た。Ｆ農家としては20haを超える規模への飛躍

のチャンスでもあった。

　その②の土地のあっせんの経過をみてみよう。

②の土地がでたとき，農業委員会としては一括で

ないとダメということだった。同じとき，Ｆ農

家の近くで売る土地が出た（300a）。それに手を

上げたが，Ｎ集落の農業委貝からＦ集落の②の土

地を一括で引き受けるなら良いよと勧められ，そ

Ｆ農家の経営規模拡大の過程



れを受けることにした。一括を希望する人がいな

かったからである（半分に分けてなら．という希

望者はいた）。300aの土地はそこを借りている人

が買うことになった｡②の土地は砂質土壌で米に

は最高の土地で（質は良いが収穫量は低い）, 夢ピ

カリをそこで栽培している.

　2009年になってF集落の②の地続きの土地が売

りに出た（300a）。そこにも手をあげたが, 小規

模の人を優先ということで他の人に決まった(そ

の農冢はその土地を取得して2haになった)。F

集落では今後も売却希望が出る可能性があり,F

農家としてはそれが出たら手をあげるつもりであ

る。

　あっせんのとき，地区の農業委員が間に入って

相談をして原案を決め．農業委員会の会議にかけ

る　(受けて, 価格等も)。あっせんのときに,地区

の農業委員, 村の農業委員,　買い手が立ち会い,

売り手とも別箇に立ち会い, まとまったときに売

り手, 買い手双方が立ち会う。

　価格については．買人希望価格はもっと高いの

を書いたが, それはここまでなら良いよ, という

意味で, 実際にはそれより低いところで決まって

いる。

　合理化事業については．利用できて良かった,

利用できなかったら.買えなったかもしれない,

規模拡大していくためには，今後も合理化事業は

必要だというのがF農家の評価である。

　これまでみてきた6戸の調査農家の農地集積の

時系列的な経過を図Ⅰにまとめた。

（３）調査農家の経営意向等

　日本農業をめぐる内外の状況や製作は大きな変

動のさなかにあり．調査地のような水田農業地帯

では農家の経営がそうした変動に左右される度合

いも大きい．調査農家はそうした動きをどう受け

止め，どう評価しているのか．それぞれの集落の
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農業はどういう状況におかれており, 調査農家は

今後の経営の方向についてどのように考えている

のか。以下ではこれらの点について簡単にみてお

こう。

１）戸別所得補償について

　2- (3)で述べたように新篠津村の農家全戸

が戸別所得補償を申請し，その対象となっている

が，近年の政策の変化が激しいこともあり，それ

らについての調査農家の評価は総じて厳しい。例

えば，「毎年ころころ変わり，説明を受けてもご

ちゃごちゃになる。お金の支払い方も大変複雑と

いう印象しかない」（Ｅ農家）というのはその代

表的なものであろう。

　また。内容に立ち入っては，「転作助成が下が

らなくて助かった」としつつも，「米については

獲れなくても1.5万円というのは抵抗がある。生

産意欲が湧かない。獲れてなんぼだろう。俵単価

が基本ではないか」（Ａ農家）というような見方

も出されている。「数量支払いの方が分かりやす

くて良い（転作物）」（Ｄ農家）というのも同様の

立場からの意見であろう。

　その中でとくに2010年の米価については，１俵

9,000円を切るまでに下落した戸別所得補償モ

デル事業で10a当たり1.5万円入ることになったの

でその分安くても良いだろうということで業者か

ら買いたたかれたからである，と農家に受け止め

られている。「20H年は戸別所得補償実施の年だっ

たが，東日本大震災で東北の米が昨年のようには

出回りにくくなったので，昨年のようには下落し

なかった」（Ｂ農家）。米価の動向については，経

営の存立がかかっているだけに農家の厳しい目が

注がれている。

２）集落の状況

　Ａ農家が属するＨ集落は第１自治区の中では旧

開地的なところであるが，集落の総戸数15戸のう

ち営農しているのは８戸，そのうち５戸には後継

者がおらず,今後の集落の存続が危惧されている。

　他方，同じ第１自治区でＣ農家が属する，1950
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年代に北見方面から30戸が入植して開拓されたＵ

集落では，現在15戸に減少しているものの，後継

者がいないのは５戸だけで，今年は１人がＵター

ンで就農するという新しい動きも生まれている。

　第１自治区とは篠津運河をはさんで対岸の西側

に位置する第５自治区は前述した篠津地域泥炭地

開発事業で1950年代に開拓されたところである

が，その中の集落の一つ，Ｂ農家が属するＳ集落

は現在24戸でうち農家が11戸，非農家が13戸。そ

の非農家もかって農家だったのが多い。離農して

もほとんどが集落にとどまっているからである。

こうした開拓集落でも離農・離村ではなく，引き

続き集落にとどまるというのは近年の新しい動向

といえようか。農家11戸のうち，８戸が米農家，

２戸が花き農家，1戸が養鶏農家で，米農家のう

ち後継者なしは１戸のみなので。集落内からはも

うあまり土地は出てこない見込みである。

　同様に第５自治区のＤ農家が属するＴ集落は，

総戸数29戸で，そのうち農家が19戸で，これまで

しばらく離農がなく，今後もあまり出ないだろう

という見込みである。その分，他集落。他町村か

らの集積の動きもあり，規模拡大の先導役の農家

もいて(56ha経営），勢いのある集落と評価され

ている。

　第３自治区と第４自治区は，新篠津村では開拓

が比較的早かったところであるが，そのうち，Ｅ

農家の属する第３自治区のSi集落は総戸数42戸，

非農家24戸と多く，農家も18戸である。そのうち

３戸は離農すると見込まれている。土地の売り先

は，正式にはあっせんを経ての決定であろうが，

Ｅ農家は既に決まっているように思うと述べてい

る。それはともかく，Ｅ農家としては当面自分の

代は拡大しない，拡大は息子の代になってからの

問題としている。

　Ｆ農家が属する第４自治区のＮ集落は農家戸数

はかっての30戸位から現在その半分の15戸になっ

た。その15戸のうち後継者がいるのが10戸くらい

である。後継者がいない農家はいずれ離農するこ

とになるので（Ｕターンはない見込み），５年後

10年後は農家戸数は10戸くらいになると見込まれ



ている。かっての30戸から現在その半分へ。さら

に５年後，10年後には3分の１へという農家戸数

変化の見通しである。営農を継続する見込みの農

家が１集落で10戸という数字は，見方によっては

必ずしも少ないとはいえないのかもしれない。や

める人が少なく，売る土地が出るのを待っている

人が多いという状況だから。

　以上，調査農家が属する集落の状況を簡単にみ

てきたが。集落によって差はあるが，この間それ

ぞれの集落でかなりの農家戸数減少＝離農が生じ

ていることーその過程の中で. 3 - (2)で詳述

したように残った農家の非常にドラスティックな

農地集積，規模拡大が進行したわけであるがー，

と同時にそれでもなお，農地の受け手,農地集積･

規模拡大に意欲を示す農家がそれぞれの集落にな

お一定数存在することーその密度には集落によっ

てかなり差はあるがーが確認できるであろうか。

３）今後の経営についての意向

　これまで既に非常に大幅な農地集積・経営規模

拡大を図ってきた調査農家は今後の経営の方向に

ついてどのように考えているであろうか。調査農

家の今後の経営についての意向，とくに経営規模

拡大についての意向は表11の通りである。

　総じていえば，既に30ha前後の規模にまで拡

人してきている農家は現状で目一杯という考え

方の農家が多い（Ａ～Ｃ農家）。それに対して現

在22～24ha規模の農家の場合には後継者の意向，

ないしは後継者がいれば，という条件つきながら

30haをさらなる目標として掲げる農家もいる（Ｆ

農家，Ｄ農家）

　以上の点について1,2コメントを加えておくと，

一つは，家族経営の労働力的な制約の中で，その

限界ぎりぎりまで拡大してきているという "目一

杯”感である。とくに２世代夫婦が労働力として

農業に従事していたときは労働力的にかなり余桁

があり，野菜等の集約的な作物を導入することも

可能だが，ライフサイクルの変化で１世代経営に

移行すればその余裕はなくなる。「２世代経営の

ころは仕事を苦に思ったことはないが今はこたえ

る」（Ａ農家）というのはまさにそのことを示し

ている。「現在の夫婦２人でやっていくとすれば

今の規模で一杯」（Ｃ農家）というのも同じ理解

であろう。

　家族労働力の構成はライフサイクルの変化とと

もに変化がさけられないが，経営規模や集約度を

それに合わせて変化させるというのは容易ではな

い。現在のように規模拡大等経営のあり方が大き

な変化を迫られている中で，家族経営が存続して

いくためには，そうした弾力性，柔軟性をどう確

保していくかが問われてくることになろう。「夢

はあるが現状の規模で家族経営には限界を感じ

る」（Ａ農家）という指摘もそこのところに関わ

る思いであろう。

　もう一つは, 単なる規模拡大だけではなく，経

営内容の充実や集約化，販売面の強化等を追求し

ていこうという動きについてである。この点につ

いては,例えば,「借金を減らすことに主眼をおく」

（Ｂ農家），「夢，何戸かで販売会社を作って米を

売りたい」（Ｄ農家），「拡大よりも“集団化”の

方が重要」（Ａ農家），「（面積は拡大しないが）投

資は必要」（Ｅ農家），「規模拡大してもブロッコ

リーは続ける」ぽ農家）というように，調査農

家の場合も様々な形での追求，模索が行われてい

るとみることができるのではないか。
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　これまで述べてきたことの要点を整理し結び

としたい。

　(1) 石狩川下流域には戦後まで開発されずに

きた泥炭地域などが多く存在し，そうした地域の

開発・開田が1960年代以降石狩川下流域が大規模

水田地帯として発展する基盤となった。戦後の国

家プロジェクトとして進められた「篠津地域泥炭

地開発事業」によって大規模水田地帯に転換した

新篠津村はその点でも石狩川下流域の典型をなす

地域であった。この事業を通じて水田地帯として

のスタートラインにたった新篠津村ではその後の

規模拡大等でも下流域の先端に位置するととも

に，近年の動きでも中心階層への集中の割合の高

さや基幹的農業従事者の平均年齢の若さ等注目す

べき特徴を示している。

　（2）水田の約半分が転作を余儀なくされると

いう状況のもとでの土地利用方式として，新篠津

村では田畑輪換の導入の動きが生まれていること

も注目すべき点である。基盤整備事業が終了して

いるところでは既に導入が進み，未終了のところ

でもそれを目指す方向にある。基盤整備事業の実

施がその基礎となっているが，それと同時に各農

家の圃場の団地化，とくに１団地当りの面積が一

定規模に達していることも，こうした個別農家レ

ベルでの川畑輪換導入の基礎にあることも重要な

点であろう。この点は集落レベルでの調整・合意

なしにはこうした取り組みが難しい府県との人き

な相違でもあろう。

　（3）調査農家のケースから，ここ20年程の経

営の動きをみると，それまでの10ha前後ないし

はそれ以下の規模から. 30haを超える規模，な

しは20ha台前半の規模にまで飛躍するというダ

イナミックな経営展開をとげてきている。こうし

た農地集積・規模拡大の過程ではいずれも農地保

有合理化事業の利用が大きな役割を果たしてきて

いる。合理化事業がこの地域の農地移動，農業構

造変化に大きく関わってきたのである。

　（４）この地域の農地移動についてもう一つ特

筆すべき点は，農地移動の主体をなす自作地売買
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において農業委員会によるあっせんが大きな役割

を果たしていること，そのあっせんが，新篠津村

では集落レベルでの調整を経ずに，農地の売り渡

し情報を村内全農家に周知したうえで譲渡希望者

を募るという「全村周知・決定方式」とでもいう

べき方式をとっていることである。新篠津村が農

家戸数が少なく，規模の小さな村であるというこ

とがそうした方式を可能にしているということも

あろうが，いずれにしても昨年調査した深川市等

とはかなり異なる進め方である。

　（5）合理化事業では10年タイプが主流をなし

ている点は,石狩川下流域の町村と共通であるが，

同時に新篠津村の場合には公社の中問保ｲf期間終

了前の購入（＝早買い）の動きもかなりみられる

ことも一つの特徴である。なお，この点について

は2009年ころスーパーＬ資金などを農家が借り入

れる機会がひろがったこととも関連していると考

えられる。

　（6）調査農家の今後の経営意向としては，既

に30ha規模に達している農家については，"目一

杯"感が強く。まだその規模に達していない農家

の場合には30haをさらなる目標として掲げる農

家もいる。と同時に，「借金を減らすことに主眼

をおく」，「拡大より"集団化"「共同で販売会

社を立ち上げたい」等,経営内容の充実や集約化，

販売面の強化等を追求しようとする志向が生まれ

ていることにも注目しておきたい。

　（7）農業政策はこの間めまぐるしく変化して

いるが，それらに対する農家の評価は総じて厳し

い。また2010年の米価下落からは各農家は経済的

にも大きな影響を受けている。例えば，農協の総

代会資料の数字からみても，組合員１戸当り販売

額は2010年度には対前年度比で146万円，12％の

減少，比較的好調だった2008年度との比では330

万円, 24%もの減少となっている。こうした米価

の動向も含め，近年の政策の動向に対しては，自

らの経営が大きな影響を受けるだけに農家から厳

しい目が向けられている。

４　おわりに
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注

( 1) 1951年から始められた篠津原野の開発事業（「石狩川

　水系総合開発事業」）は195世界銀行融資に基づく「篠

　津地域泥炭地開発事業］へと発展し｡15年の歳月をか

　け。総額212億円を投じ, 篠津連河の開削と石狩川頭首

　工の設置，そこからの通水等によって既成水田2.754haと

　新規開田8,578ha，合計11.332haに灌漑するという巨大国

　家プロジェクトとして実施された。そのなかでも中心に

　なったのが新篠津村のほとんどが関わる「篠津地区」の

　事業で。新たに開削された篠津運河に用水路と排水路の

　両方の役割を担わせながら揚水機場の設置や用水路・排

　水路の構築，客土の実施などを通じて6.000haを超える泥

　炭地の開発く畑地や未墾地の開剛が進められた。工事

　では泥炭地特有の多くの困難に直面したが，「ポンプ送

　泥客土」などの新しい工法も採用しながらそれらを克服

　し，泥炭地が大部分を占める篠津原野が新たな水田地帯

　へ生まれ変わることになった。この事業により新篠津村

　だけでも。地元農家の次三男も含め300戸近くの農家が

　この地域に新たに入植した。（「新篠津村百年史（下巻）

」

　1996年９月参照）。

(２) 新篠津村の農地移動，合理化事業の実態については東

　山寛・井上誠司「北海道における農地利用の課題と農地

　保有合理化事業の役割」（「土地と農業」 No37. 2007年

）

　も参照。

（３）新篠津村では1998年から基盤整備嘔業［道営土地改良

　（経営体育成基盤整備）事業］が実施されており，篠津

　運河の束側の第１自治区～第４自治区の地域は一都の地

　域を除き事業が既に終了しており，篠津連河の四個IUの第

　５自治区等が現在実施中である。排水や客土の他圃場区

　画の大型化等も行われている。泥炭土壌が大部分を占め

　るこの地域では客土や暗渠排水等が基盤整備の重要な内

　容となる。なお。圃場区両の大型化(1.2ha区画等）は均

　平器ができて改善されたとのことである。こうした基盤

　整備事業の実施が田畑輪換実施を可能にする重要な条件

　となっている。

　　なお，新篠津村ではしのつ中央土地改良区（西部），新

　篠津土地改良区（東部）。南美原土地改良区（南部）の

　３つの上地改良区が関係している。

（４）新篠津村では減農薬，減化学肥料（慣行の30％減）の

　農業を独自にクリーン農業として推進している。新篠津

　村では早くから村としてこうしたクリーン農業の推進に

　取り組んでおり。その推進のために「クリーン農業推進

　センター」を設けたり。高速堆肥工場でピートモスに鶏

　糞，籾殻を混ぜた有機肥料製造造したりするなどして農

　家の土づくりをバックアップする取り組みも進めてきて

　いる。

（５）全道的には，戸別所得補償実施とのからみが出てき

　たこともあり。農地利用集積円滑化事業については様r･

　見の段階から立ち上げに踏み切るところが増えている。

　2011年の夏までの段階で立ち上げは全道179市町村中140

　市町村にまで増加し，検討未着手は６市町村だけとなっ

　ている。しかし，規程で売貰も実施としているところも

　多いが。実際に実施しているのは2011年夏の段階では士

　幌町だけである。

[付記]

　新篠津村の調査について. 2011年８月予備調

査，Ｈ月本調査を実施した。 11月の農家調査には

北海道大学の東山寛氏に参加いただいた他，全国

農地保有合理化協会の小野甲二氏，北海道農業開

発公社道央支所の松田敏晃課長には予備調査，本

調査とも同行いただいた。調査にご協力いただい

た新篠津村農業委貝会，JA新篠津村農業協同組

合の方々，農家調査に快く応じていただいた調査

農家の方々には記して篤く御礼申し上げる次第で

ある。
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