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　　　一静岡県磐田市南部地区の取り組みを中心にー
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　東海は，兼業農家および土地持ち非農家からの

大量の農地供給を受けて水田農業が規模拡大を続

ける典型地域である。東海の大規模経営の展開に

関しては論争があるところだが，そのトップクラ

スの経営規模は，日本を代表する水田地帯である

東北と北陸のそれを上回っており，水田農業の構

造再編の１つの到達水準として評価することがで

きるだろう。

　こうした大規模借地経営が直面している課題は

経営耕地の分散である。農地分散は経営規模の拡

大に伴って深刻化し，発現することになる。例え

ば人規模借地経営の個別展開地域の典型の静岡県

中遠地域では, 1996年当時の浅羽町での調査結果

では経営耕地の分散よりも規模拡人が俊先される

状況にあり, 20ha規模の農家の間ではそれほど

深刻ではなかったが（注1), 2006年の磐田市で

の調査結果では40ha以上規模の経営が層をなし

て形成されており，そうした農家の問では経営耕

地の分散は大きな問題となっていた（注２）。こ

のまま事態を放置すれば，大規模経営はこれ以上

農地を引き受けられなくなり。近い将来，耕作放

棄地が発生する可能性が高まっていたのである。

こうした危機的な状況を察知した磐田市とJA遠

州中央は大がかりな農地保有合理化事業に取り組

み, 地権者から白紙委任を取り付け，借地の交換

を行って経営耕地の集約化を図ることになった。

市とJAの連携，両組織の指導力の発揮,　事業の

実施プロセスは，同様な問題に悩む他の地域に

とって示唆するところは大きい。また，この事業

のメリットを享受した大規模農家の多くはJAに

農産物を出荷しておらず，農業用資材の購入も僅

かであったにもかかわらず，組合員が所有する農

地を引き受ける農業者を確保し，農地の保全を確

実なものとするべく事業を実施するという決断を

JAが下した点も注目される。

　本稿では，こうした経営耕地の分散の解消する

ための農地利用調整の典型的な仕組みとして磐川

市南部地区の事例を紹介し，この南部地区での事

業のメリットを受けた農家の経営の現状を紹介す

る。その場合，2006年と比べてどのような経営の

変化を確認することができるかどうか，具体的に

は，借地交換による経営耕地の集約化を受けてさ

らなる規模拡人を実現しているかどうかがポイン

トとなる。また，これまで生産調整の達成率が低

かった大規模借地経営が，2010年産の米価の下落

等を受けて戸別所得補償制度にどのように反応し

ているのかという点についても簡単にふれること

にしたい。ただし，その前に静岡県磐田市の農業

構造の推移を，センサスの数字を使って簡単に押

さえることから始めよう。

１. 大規模借地経営展開地域としての東海

　かつての地帯構成論に従えば東海は「高賃金・

低短収･低地代･農業後退地帯」と位置づけられ，

「賃金率の高さが兼業深化のもとでの中下層農家

の農業空洞化・解体状況を強め，それが十｡層農の

借地（水川型借地）による単作型規模拡大をもた

らした」地域として規定されており，「水稲単作

型借地拡大が地域農業解体の指標となる」とされ

てきた（注３）。もっともこれに対しては3ha以

上層の増加率に着目し，「南関東，束海，近畿，

山陽などは，普通に太平洋ベルト地帯といわれて

はじめに

Ｉ　磐田市の農業構造の推移
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いるところの，工業化・都市化地帯であり，農業

後退地域というレッテルをはることを好む人もい

る地域だが，そういう地域で3.0ha以上農家の増

加率が高いのである」という反論がある（注４）。

このように東海の農業構造をどのように把握する

かについての意見は分かれるが，大量に形成され

た農地供給層を背景に，水稲単作型とはいえ，借

地による規模拡大を貪欲に図る経営が展開してい

る地域であることに問違いはなく，東海を大規模

借地経営展開地域の典型として捉えることに対し

て大きな異論はないように思う。また，特に静岡

県は大規模借地経営が個別に展開している傾向が

強い（注5）。1990年から2005年にかけての借入

田面積の増加に対する寄与度を，経営耕地面積5

ha以上の大規模個別経営と農家以外の事業体に

分けて示した図１によれば,静岡県は典型的な｢個

別農家対応型｣に区分されることが明らかである。

静岡県における農地流動化の主役は個別に展開す

る大規模借地経営であり，それだけに次にみるよ

うに経営耕地の分散という問題が発生しやすいの

である。

　こうした大規模借地経営が抱える問題が，規模

拡大を優先してきた結果としての経営耕地の分散

である。非常に古いデータで恐縮だが, 1995年

センサスはこの数字を経営耕地面積規模別に把

握しているので，それをみることにしよう（表

１）。農家１戸あたりの田団地数は。東北は５～

出所：農林水産政策研究所「近年の農業構造変化」の特徴と地域性に関する研究成果報告」

　　　2011年5月17日，4頁より引用。

２。経営耕地の分散と零細な圃場に悩む東海の大

　　規模借地経営



大規模借地経営展開地域における農地利用調整の意義

10ha層6.9団地，10～15ha層8,0団地, 15ha以上層

4.3団地なのに対し，北陸は5～lOha層11.9団地，

10～15ha層17.3団地, 15ha以士｡層21.9団地と分散

の度合いは高くなり。さらに東海になると，5～

10ha層は18.1団地と20団地近くに分散，10～15ha

層になると32.8団地と30団地を超え, 15ha以上

屆では44.6団地と耕地分散は非常に激しいものと

なっている。田の団地数が30ヶ所以上におよぶ農

家の割合も，東北は5～10ha層0.4％，10～15ha

層2.0%, 15ha以上層1.0%と非常に小さい値にと

どまっているのに対し，北陸は5～10ha層5.4％，

10～15haJBl7.4%, 15ha以上層26.2%と高くなる。

東海になると分散は一層激しいものとなり，5～

10ha層の段階で20.0％，10～15ha層では44.2%と

４割以上となり. 15ha以上層では52.5％と半分を

超える。当然のことながら，こうした状況は田1

団地平均面積にも跳ね返っており。北陸15ha以

上層は0.85ha，東海15ha以上層に至っては0.45ha

と極めて小さい。

　また，2000年センサスの数字にある区画整理済

み田面積割合をみても（表１）束北の優位，東海

の劣位という格差が確認できる。区画整理済み

田面積の割合は，束北は5～1Oha層61.6%｡10～

15ha層68.2％，15ha以上層83.3%と高く，北陸も

5～10ha層60.0%.　10～15ha層65.6%, 15ha以上
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層69.0％と６割以上となっているのに対して，東

海は5～1Oha層51.2%, 10～15ha層48.1%, 15ha

以上屑流2％と５割を超えるかどうかの水準にと

どまっている。裹を返せば東海の大規模借地経営

の経営耕地の半分は20a未満の未整備水田なので

ある。こうした零細な水田を借り集めた大規模借

地経営は当然のように経営耕地の分散に悩まされ

ることになる。

　以上は，経営耕地分散の解消を目的とした農地

利用調整の必要性が高まっていたことを裏づける

数字とすることができる。事実，この後で詳しく

みるように，静岡県磐田市南部地区では経営耕地

の分散に悩む5ha以上の担い手農家の要望に応

え，担い手農家の271haの経営耕地のうち190ha

を農地保有合理化事業に乗せて再配分を行うこと

で耕地分散を解消し，農地の集約化を実現したの

である。

　磐田市の農業構造の推移をセンサスの数字で概

観すると次のようになる。

　表２は専兼別農家戸数の推移を示したものだ

が, 1985年当時は2,607戸であった農家は2005年

には1,094戸へと６割近くも減少している。これ

３。農地流動化と大規模借地経営の形成が進む

　　磐田市農業



だけの農家が減少したということは農地供給層が

その分だけ形成されてきたことを意味する。実

際，農家数の減少のかなりの部分は第２種兼業農

家の減少によるものであり (1.705戸から560戸へ

とI,000戸以上｡も減少しており, 1985年当時と比

べて３分の１以下になっている），兼業農家のま

まとどまることなく上地持ち非農家への移行が進

み，完全な農地供給層への転化が進行していると

考えられるのである。こうした状況を受けて農地

流動化は人きく進展しており，大規模借地経営が

艇開している。第１種兼業農家もかなり減少して

いるが，専業農家は何とか200戸以上を維持して

いる。ただし。男子生産年齢人口のいる専業農家

は117戸と，その半分強にすぎない。磐田市では

多数の農地供給層と少数の農業専業的な農家への

分解が進んでいるのである。

　表３は所有耕地面積規模別農家数の推移を，表

４は経営耕地面積規模別農家数の推移を一覧した

ものである(2005年センサスでは所有耕地面積規

模別農家数の数字を得ることはできなかった）。

これから分かるように所有面積が大規模な経営は

皆無だが（所有耕地面積3～5haの農家は減少

傾向にあり, 5 ha以上の農家は２戸しかいない。

また，所有耕地面積2ha以上の農家も増えてい

ない），経営耕地面積になると5ha以上の大規模

な経営は500戸を超えており，その数も1985年17

戸→1990年21戸→1995年31戸→2000年37戸→2005

年53戸と一貫して増加している。特に2000年から

2005年にかけての増加は著しい。また，この１つ

下の階層の3～5ha経営も，1985年23戸→1990

年47戸→1995年40戸→2000年56戸→2005年66戸と

趨勢的には増加傾向にある。いずれも大量の農地

供給層の形成を背景に借地拡大を図る動きが進行

していることを示す数字である。
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　実際のところ，農地流動化は急速に進んでい

る。表５は農地流動化の推移を示したものである。

田を借り入れている農家の割合は. 1985年19.0％

→1990年24.7 % →1995年26.6 % →2000年29.5 %

→2005年38.4%と上昇傾向にあり，田のある農家

の約４割が農地を借り入れているという状況にあ

る。注目すべきは田の借入耕地面積率であり，大

きく増加していることが分かる。すなわち. 1985

年当時は15.6％にすぎなかったが. 1990年には

27.1%. 1995年には36.5%と３割を超え，2000年

には49.7%と田の約半分が流動化しているという

状況となり，2005年には61.0％と６割を超えて現

在に至っているのである。
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　だが，こうした急速な規模拡大は経営耕地の分

散をもたらし，大規模借地経営の問でもそれが共

通の問題として認識されるようになった。そこで

取り組まれたのが，次にみるような白紙委任方式

による借地の交換を通じた農地利用調整であり。

経営耕地の集約化であった。

Ⅱ　磐田市南部地区における農地利用調整

　　の取り組みの概要

　磐田市とJA遠州中央は表６および図２に示す

ように複数の地区で農地利用調整に取り組んでい

る。ここでは大規模な取り組みとして有名な南部

地区での事業の概要・ポイントと経過を簡単に紹

資料:JA遠州中央農協資料

　注：表の数字は事業実施時点のものである。

　　　現在の利用権設定面積はこれよりも大きい。



介することにしたい。この南部地区での取り組み

は農地利用調整の仕組みの１つの雛型となるもの

である。

　事業に取り組むことになった背景は，①水田貸

付希望者は増加が見込まれるが，大規模農家の経

営耕地が分散しているためそれに応じることがで

きないのではないかという懸念，②これまでの貸

借は相対が主で，農業委員会が介入，調整を図っ

ても限界があり，大規模農家の経営耕地は集落の

枠をはるかに越えて分散していたため新たな利用

調整の場を設ける必要があったことの２点であ

る。そして, 5ha以上の大規模農家を担い手と

して位置づけ，既存借地の再配分を行うとともに

新規に出てきた貸付希望農地の配分についての原

則を定めて経営耕地の分散を解消し，担い手農家

の規模拡大余力を増やすことで貸付希望農地の引

き受け手が見つからずに耕作放棄されることを防

ぎ，その農地を担い手農家に無理なく集積してい

くことを目指して農地保有合理化亊を実施するこ

とになったのである。

２. 事業推進体制－JAと行政との連携，担い手

　　の組織化，地権者への周知徹底－

　実施主体はJA遠州中央（本店営農振興課，磐

田地区営農支援センター，南部地区の３支店),

磐III市農政課，静岡県中遠農林事務所地域づくり

課，JA静岡中央会農業再編対策部などの関連諸

機関だが，主力となったのはJA遠州中央と磐田

市である。17人の担い手農家の合意形成と意見統

一が重要であるとの観点から担い手農家全員が参

加する「担い手会議（後の磐田市南部地区担い手

部会）」を設置した。これは座談会形式で率直に

意見を表明しあう場であり，経営耕地の具体的な

再配分案を作成する。これとは別に担い手部会に

提出する原案を作成するための話し合いを行う場

として担い手農家５戸による「担い手代表者会議」

が設けられている。担い手農家の組織化と意思統

一が最初の重要な布石であった。一一方，地権者も

含めた最終的な利用調整一再配分の決定を行うた

めの場として「磐田市南部地区農用地利用調整会

議」が設立されている。その結果，参考資料１に

あるような利用調整の仕組みが構築されることに

なった。なお,農地保有合理化事業の斡旋基準は，

①水田貸付希望者は前年の11月末日までにJAに

１. 事業実施の背景一耕地分散による個別規模拡

　　大の限界への対応－
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中し込むこと, ②どのような条件の悪い農地でも

JA（担い手農家）は引き受けること，③畦畔の

草刈は耕作者，溝はらいは地域住民が行うこと，

貸借期問は10年以上とすること，④固定資産税と

土地改良区特別賦課金は地主，水稲共済掛金と水

利費は耕作者が負担すること，⑤小作料は農業委

員会の標準小作料に統一すること，小作料の授受

はJAの口座を使って処理することなどが定めら

れている。これによって農地貸借のあり方の透明

化か図られ，地域の規範として共有化されたので

ある。

　この合理化事業の実施により，担い手農家の

271haの経営耕地のうち190haが農地保有合理化

事業を通じて再配分が行われ，経営耕地の分散の

解消と農地の集約化が実現されることになった。

その後も南部地区での実績は増加しており. 2010

年度末時点では2.824筆，269haの農地が，農地保

有合理化事業に代わって登場した農地利用集積円

滑化事業を通じて担い手農家に集積されている。

　この事業はJAと市との緊密な連携によって実

現したものである。ただし，両者の見解が最初か

ら必ずしも一致していたというわけではない。そ

の微妙な違いがどのようなものだったのか，それ

がどのようなかたちで調整されることになったの

かは他の地域にとっても参考になるところがある

ように思う。そこで事業に取り組んだ両者の見解

を記すことにしたい（注６）。

（１）事業取り組みに至る経緯一耕地分散解･消に

　　　対するニーズの大きさの発見一

　磐田市南部地区は東海道線より南側, 天竜川と

太田川との挟まれた排水条件の悪い水田地帯であ

る。潮の干満の影響が強いことが湿田状態をもた
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らしており，転作の定着は難しい地域である（転

作達成率は20～30％程度)。 23集落560haの水田

が南部地区にある。大規模経営は集落を越えて借

地拡大を図っており，その範囲はJAの支店の範

囲を越えていたため３支店分の範囲を１つの地区

として農地保有合理化事業を実施することになっ

た。同事業に取り組んだ契機は，転作率アップの

ために1999年に南部地区で農家意見聴取を行った

ことにある。転作推進のために現地に入り，各集

落で懇談会を開催した際，担い手農家から「転作

も大切だがもっと大きな問題がある。それは農地

が点在していることだ。このままでは今の労働力

から判断してこれ以上農地を借りることはできな

い」という話かあり，経営耕地の分散解消に取り

組むことになった。

（２）事業実施の成果一大規模農家からは好評。

　　　他地区への波及効果も大きい一

　南部地区の担い手は5ha以上の耕作者17人で，

彼らの経営耕地の分散解消を図った（17人はJA

耕種部会のメンバーで。部会の規定が5ha以上

だったのでそれを担い手基準とした）。その方法

は，利用権設定であろうと相対であろうとこれ

までの農地貸借を二且白紙にし（解約し），農地

を全てJAに貸し付け，それを経営耕地の分散を

解消するかたちで再配分してもらうというもので

あった。事業実施前と後とで経営面積が同じにな

るように配分し直すというのが再配分の原則であ

る。実際には若干の増減があるが「それは仕方が

ない。それよりも農地集積のメリットの方が人き

い」というのが大規模農家の認識であった。

　この事業に対する担い手農家の評価は高い。ま

た地主の側からも「JAに頼めば必ず農地の借り

手を見つけてくれる」ということでありがたがら

れているという話であった。こうした評価は他地

ﾚくにも波及し，「うちの地区でもやりたい」とい

うことになっていく。2007年度に実施した東部地

区も最初は反対者が多かったが，南部地区の状況

が伝わって再び機運が盛り上がり，実施という運

びになった。

　具体的な地域割は１集落につき２～３人の耕作

Ⅲ　事業推進主体の見解一磐田市南部地区

の取り組み事例を対象にー

３. 事業の成果－17人の担い手に190haの農地が

　　集約化されて集積－

１. 磐田市からみた農地利用調整への取り組み



者を貼り付けるというものである。１集落１人に

しなかったのは病気等で担い手農家が耕作できな

くなる事態を防ぐためである。「１集落に複数の

担い手農家が入っていればお互いに助け合うこと

ができるし，実際，昨年担い手農家の１人が怪我

をして耕作できなくなったが，その経営地は残り

の担い手農家が引き受けてくれたので問題は生じ

なかった」とのことである。

（３）合意形成に至るまでの道のり―担い手の組

　　　織化，徹底した地権者への説明―

　担い手農家17人の合意形成は次のような過程を

経ている。2000年12月に最初の話し合いを行い，

17人の経営地を図面に落として分散状況を確認す

るところから始めた。どれだけ分散していて大変

かという危機意識をもってもらい。そのうえで農

地集積の将来像を提案し。今後の方向付けを行っ

た。その後，１年間をかけて担い手農家の理解を

得，そこで合意を形成してから集落説明会に入っ

た。担い手農家が原案に反対しているようではま

とまる話もまとまらないので集落説明会までに担

い手農家の了承は取り付けるようにした。

　また，地権者への説明のための座談会を23集落

で実施した。座談会には市. JA.県が参加し。「稲

作だけでは将来がない。新しい動きを起こしてい

かなければならない」と語りかけ，話し合いがで

きる雰囲気をつくるよう努めた。ただし。磐田市

の米の集荷率は20～30％にすぎず，担い手支援と

いってもJAにはあまりメリットが感じられない

状況にあった。特に南部地区の17人の担い手農家

はJAにほとんど米を出荷しておらず。事業の実

施はJAの事務作業量の増加をもたらすだけだっ

たが，JAから理解を得ることができたことが大

きかった。県公社からJAに人員が派遣されてい

たことも事業の実施にプラスにはたらいた。

　以前に別の地区で同じことをしようとしたが，

そこでは集落全員ではなく代表者だけを集めて話

を進めていたため危機意識の共有化を図ることが

できず，結果的に失敗に終わってしまった。その

ため事業実施に際しては徹底的な集落説明会を実

施した。各集落ともに２～３回説明会を実施した

が,出席率は低く,多いところでも５割程度であっ

た。そこで担い手農家にも責任をもたせ，借り手

の方からも地主に対して「借り手が変わるかもし

れない」と話をしてもらった。説明会の欠席者に

対しては文章を配布して理解を求めた。そのうえ

で2003年２月に契約相談会を開催した。利用権設

定締結の印鑑がもらえなかった農家にはその後，

何度も出向いていって契約を結んでいる。

（４）合意形成に至る過程での問題一畦抜きと小

　　　作料の統一に理解を取り付けー

　この事業のもう１つの特徴は集積された農地に

ついてはできる限り畦畔を抜いた点である。2000

年の話し合いの頃から畔抜きの話は出ており，事

業とともに実施するという合意が形成されてい

た。この点についても地主の理解を求めるよう努

力を積み重ねてきた。「畔抜きは農家が自力でで

きる。地境を表す杭を埋めることで地主の了解を

取り付けている。畦畔を抜いて１枚の田を50～

60aまで広くすることができる」と話してくれた，

地主に対しては「知らない人に農地を貸すことに

なる可能性があること」「小作料は標準小作料に

統一し,現金で支払われること」「畦畔を抜くこと」

の３点を，担い手農家に対しては「場合によって

は自作地を手放すこともあること」「これまで土

づくりをしてきた場合でも農地集積を優先するこ

と」「交換によって新たに耕作する農地に入作料

が発生する可能性もあること」の３点を了解して

もらった。「入作料」とは他集落の作者に対し

て課せられる料金であり，草刈などの管理が行き

届かないことに対する対価として10aあたり1,500

～2,000円を集落に対して支払うものである。

　事業推進の過程でヤミ小作を表に出さなくては

ならないが，その点について問題はなかった。小

作料水準の統一も借入地の交換には必要不可欠だ

が，南部地区では標準小作料に統一されている。

実際の小作料はまちまちで，標準小作料よりも高

い小作料をもらっていた地主からはこの措置に対

して異論が出た。古くからの貸借は高い小作料が

そのまま残ってしまう傾向にあり，なかには10a

あたり30,000円もらっている人もいた。しかし，
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地主には「米価は下がっていく。このままでは担

い手はやっていけない］と将来の農業に対する危

機意識の浸透を図って了解を得た。だが，小作料

水準の統一は必ずしもよいことばかりではないよ

うだ。小区画で条件のよくない地区の小作料は無

料だったが，事業を進める際。「この事業はどの

ような農地であっても借りる」という説明をして

きたため担い手農家は農地の選別が難しくなった

面があるからである。

（５）押い手農家にとってのもう１つのメリット

　　ーJAによる小作料の一括精算一

　担い手農家にとっての最大のメリットは小作

料の支払い精算業務をJAが口座で一括処理する

ようになったことである。JAには負担だけでメ

リットはないが地域のためということで引き受け

てもらったとのことである。処理費用は当初は無

料だったが「割に合わない」ということで2（）06年

度から標準小作料の２％を手数料として徴収する

ことになった（耕作者からは標準小作料の１％増

しの小作料を徴収し。地主には標準小作料の１％

減の小作料を支払う）。利用権設定は10年が原則。

小作料は標準小作料だが，契約時点の金額で固定

せず，改定されれば翌年から変更されるため長期

契約を結ぶことのリスクは取り除かれている。

（６）事業効果と今後一再度の事業実施の必要性。

　　１集落１農家とはしない一

　利用権設定面積は当初は190haだったが現在は

269haにまで増加しており。今後も増える見込み

である。再配分に際しては事前と事後とで経営面

積が変わらないことが原則であった。ただし，新

規に出てきた貸付希望農地は最も近くの農地を耕

作している担い手農家に貸し付けられることにな

る。しかし　このまま行けば数年後には再び担い

手農家の経営地の分散という問題が発生するの

で，その時には再度事業を実施しなくてはならな

いと市は考えていた。その意味で今後の課題はよ

り広域的な単位での農地利用調整の実施であろ

う。担い手農家は30～40ha規模の経営を実現し

ており，その農地集積の範囲は既に地区レベルを

超えており，地区単位の実施では十分な成果をあ

91

げられなくなっているからである。農地利用調整

は，担い手農家の規模拡大が続く限り，交換分合

事業のように一定期間ごとに継続的に実施する必

要があるということなのかもしれない。

　また，全ての農地を１箇所にまとめるのは担い

手農家としても困るらしく，大体３箇所程度に分

かれてまとまっているのがよいとのことであっ

た。これに対し市は「このように農地をまとめて

おくといざその農地を借り受けている担い手農家

が病気等で倒れてしまっても借り手がついてくれ

るだろう。いまのように点在したままでは誰も借

りてくれない」という効果もあるのではないかと

みていた。

（７）事業推進のポイントーJAの協力は不可欠。

　　　担い手農家の組織化も必要一

　こうした事業を行う場合「誰が旗を振っていれ

ば納得してもらえるか」という問題がある。やは

り行政がやっているのであれば納得してもらえる

という面が強い。ただし，地元の緇かな事情は

JAの方が把握しているのでJAを立てながら進め

ることになる。「話をまとめるには危機的状況を

目で見て分かるようにしてやるのがよい。地図の

色分けは有効。行政の方で叩き台をつくって示す

ことが全ての出発点。米価が下がっていて厳しい

ということは地権者も認識している。ただし，担

い手支援だけが日的ではないということを理解し

てもらうことが大切だ。担い手支援を通じて地域

の農地を守っていくということを理解，納得して

もらえるかにかかっている」と話していた。

　もう１つは推進体制を立ち上げられるかどうか

である。「今回は行政とJAとが協力して進めてい

くことになった。JAのやる気は大きな鍵。市か

らは課長以下３人，JAからも３人の計６人が推

進担当者となり，各班にそれぞれ１人以上は入る

かたちで数班に分けて地元に入って説明を行っ

た。進める惻の熱意・情熱がものを言う。また，

この過程で行政，JAともに人材を育成していか

なくてはならない。市町村合併の影響で市の職員

は必ずしも地域事情に精通しているとは限らなく

なり，常に最適任者がその任につくというわけに



はいかなくなってしまった。それだけにJAから

どのような人が出てくるかが大きな鍵を握ってい

る。担い手農家問の調整では「声の大きい人」を

役員にするようにした。当初反対だった２人を役

員にした結果，逆にその２人は強力な推進者と

なってくれた」とのことであった。

（１）事業の推進体制

　　　一地区ごとに密着した事業推進一

　当時，JA本店では２名が事業を担当していた。

JA遠州中央の農地保有合理化事業の実績は突出

しており，静岡県全体の約半分を占める。JAに

は県公社から出向している専門指導員がおり，事

業をサポートしていたが，現在，この制度は廃止

されてしまった。以前はこれが事業の推進に人き

くプラスに勳いていた。

　地区ごとに事業を実施するのが重要だというの

がJAの基本方針である。そのため支店長は研修

が義務づけられている。事業推進に際しては地元

の農業委員と共同で進めるようにしている。地域

の合意形成を進めるにはこれが不可欠とのことで

ある。

（２）事業取り組みの経緯と狙い一地域の水田の

　　　効率的な利用を目指す一

　南部地区で合理化事業に取り組むことになった

のは，2000年の年末に「ILIが分散していて作業効

率が悪い。高齢化が進んでいて今後の水田をどう

するか。このままでは引き受け切れない］という

意見が広く出たことによる。そこでまず担い手農

家の問のネットワークをつくり，23巣落で各２回

以上の説明会を開催し，地権者との話し合いを熱

心に行った。

　農地を貸したい場合は前年の11月末日までに

JAに申し込まなくてはならない。これは12月か

ら土壌改良剤を入れる人がいるからであり，その

前に翌年の経営地を確定する必要があるためであ

る。利用権設定は原則10年で，小作料は標準小作

料に統一･されている。事業は単なる農地の貸し借

りではなく，担い手農家への農地集積を最優先に

し，地域の水田の効率的な利用をいかにして実現

するかという視点で行っている。南部地区では合

理化事業の様子をみていて利用権設定をしなかっ

た人たちもいたが，彼らも最終的には利用権設定

に踏み切ることになったとのことであり，先に記

したように事業実施後も利用権設定面積は増加

している。

（３）合理化事業の効果と課題一小作料精算業務

　　　は負担だが，地域との関係が密に一

　合理化事業の効果は，作業効率のアップ，水管

理か容易になったこと，JAが仲介に入ることで

地主からの信頼感が高まったこと，地主への小作

料支払いが楽になり担い手農家の負担が軽減され

たこと，担い手農家の間に横のつながりができた

ことなどをJAではあげている。また，「この事業

はJAとしては行政と一体になって進めていかな

いとうまくいかない。その点，市役所の担当者の

方は非常に熱心でよくやってくれた」と評価して

いる。

　組合員のとってのメリットについては「地主は

耕作者の代がわりが心配である。後継ぎの代に

なって貸し借りがスムーズに行くかどうかを心配

している。これまでずっと農業をしてきたが，高

齢のためもうできなくなってきているような人た

ちには，今作っている人たちが作れなくなったら

どうなるのか，という危機感がある。そうしたな

かでJAに頼めば借り手を見つけてもらえるとい

う仕組みができたのは大きい」と話していた。

　その一方，「JAの口座のメインテナンスと地番

のメインテナンスが大変な作業になっている。相

続分割で地番の枝番ができたり，世帯主が亡く

なって地主の口座が変わったりするのでその更新

をしなくてはならない。相続については分割協議

が整わず，結局地権者からの合意がとれず利用権

設定を解約するというケースも発生している。最

初の小作料精算は年末ということもあって大変

だった。事業に対する小作料精算手数料（電算処

理費用と書類作成費用）の徴収が2006年２月に県

中央会で決定され，2006年11月の精算業務から手

2. JA遠州中央からみた農地利用調整への取り

　　組み
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数料を徴収することになった。しかし，契約残存

期問中に賃借人・賃貸人が変更された場合はその

都度修正を図らなくてはならず，この細かな修正

作業が非常に大変である。地主の場合,代が替わっ

てこれまでの口座が消えて使えなくなってしまう

ケースがある」とのことで，JAにとって小作料

精算は人変な負担となっている。

　しかし，「地域との連携を強めるという効果が

今回の事業への取り組みで生まれたように思う。

この事業の費用対効果は割が合わないのも事実だ

が，地域への貢献というのもJAの存在意義であ

る。JAの事業に協力してもらうための仕事が営

農指導事業であり，この事業はその一環として位

置づけている。地元の農家との関係・結びつきを

強化するという効果は大きい。こうした事業を行

うことで農家とのコミュニケーションが深まる。

また，JAの方からはたらきかけていかなければ，

ただでさえ距離のある担い手農家はますます離れ

ていってしまう。貯金や共済事業で効果があがっ

ているように感じている。支店長も地元と顔つな

ぎができたと評価している」とのことで，JAな

らではの強みが発揮されているとしてよいように

思う。

　この農地利用調整を受けて大規模農家はどのよ

うな経営の変化がみられたのだろうか。また，農

地の集約化によってさらなる規模拡大が実現して

いるのだろうか。ここでは磐田市南部地区の事業

の受益農家を中心に，2006年調査結果と2011年調

査結果を比べることでその点を明らかにしたい。

なお，2011年調査では事業の受益を直接受けてい

ない農家２戸からも話をうかがっており，計６戸

からの調査となった。

　磐田市の大規模借地経営の最大の特徴は水稲単

作型経営という点にあり，先にも記したように生

産調整は全く行っていなかった。しかし，戸別所

得補償制度の実施と2010年産の米価の下落によっ

て対応に大きな変化が生まれてきていることが
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2011年調査で明らかになった。この点も調査のポ

イントである。

　調査結果に入るまえに戸別所得補償加入面積と

飼料用米による生産調整が急増した磐田市の全体

的な状況について簡単に触れておきたい。

　生産調整は磐田市水田農業推進協議会一本の数

字だが，大きな変化がみられる。2009年の生産調

整の達成率は57.4％だったが, 2010年には70.2％

へと大きく増加した。米戸別所得補償モデル事業

に参加した農家は182戸｡38,188a,　水田利活用自

給力向上事業に参加した農家は201戸｡21,805aと

なっている。水田利活用自給力向上事業の主な

内訳は，麦3,456a,大豆(二毛作) 2,090a,飼料

作物705a,菜種602a，加工用米1,051a，飼料用米

10,666a，その他作物2.597aとなるが，飼料用米の

面積が突出して大きい点が注目される。この飼料

用米の作付面積の増加が生産調整の達成率の向上

に大きく寄与したのである。さらに2010年産の米

価の下落によって農家は雪崩をうって戸別所得補

償制度に参加するようになり，2011年に米の所得

補償交付金を申請した農家は205戸，69,958aと戸

数，面積ともに増加した。特に面積は38,188aか

ら69,958aと83％の急増となった。また，水|!|活

用の所得補償交付金の申請も増加しており, 243

戸, 38.268aとなった。こちらも農家数の増加以

上に面積が大きく伸びている。その主な内訳は，

小麦3.607a.大豆(二毛作) 2,436a,加工用米1.364a,

飼料用米23,] 66aとなり，飼料用米が2010年と比

べて倍以上になっている点が目を引く。実際，農

家からのヒアリングでも同様の変化一飼料用米に

よる生産調整への参加－が確認されている。なお，

麦，大豆，飼料作物，菜種, 飼料用米については

10aあたり市が10,000円，JAが3,000円を上乗せし

て補助を行っている。標準小作料は南部地区の事

業実施時は１万2,000円／10aだったが，2010年現

在１万円である。ただし，周知のように標準小作

料制度は廃止されている。

　以上を踏まえて農家調査結果を順に記すことに

したい。

Ⅳ．磐田市における大規模借地経営の現状

　　一農地利用調整の受益農家を中心にー



( 1 ) 2006年当時の状況

　　　一機械１セットでの水稲単作50ha経営一

　経営主56歳，妻55歳の夫婦２人の家族労働力だ

けで既に1996年当時で50ha弱の経営規模を実現

していた。今後は農地の面的集積を図り，作業を

楽にし，できるだけ長く農業をしていきたいと考

えていた。農地利用調整を高く評価しており，「こ

の事業による農地集積がなければ現在の面積を耕

作することはできなかった。以前は10集落以上に

経営地が分散していたが，現在は５集落にまと

まった。農地がまとまったことで春の通水が容易

になり，早稲（コシヒカリ）の作付けが増えた］

と話していた。

　経営耕地は自作地が200a,借入地4,550aで4.750a

である。借入地4,550aのうち3,500aが南部地区に

ある。水田の貸付地が21aあるが，これは他集落

にあり，この事業で別の農家に貸すことになった

ものである。作業受託も請け負っており，耕起・

代かき45a,田植135a,収穫554aであった。収穫

面積だけをとれば50haを超える。

　作付はコシヒカリ2 ha,ヒノヒカリ8ha，アサヒ

ノユメ8～12ha.キヌヒカリ7～8ha，ユメゴコチ2

ha，ミルキークィーン1～2 ha.モチ米1.5ha。稲刈

りは50日間におよぶ。 JAにコシヒカリとアサヒノユ

メを，地元の卸にビノヒカリや残りのコシヒカリ

を出荷している。直売も300～400俵ある。買いに

来るのは磐田市内の人。直売を増やすにこしたこ

とはないが，人手が足りないので増やせない。農

繁期（収穫期）の販売は大変。機械装備はトラク

ターが73ps 1台, 60ps 1台，８条植田植機１台，

６条刈コンバイン１台，乾燥機３台・160石，６

インチもみすり機１台となっている。50ha規模

の水田経営だが，田植機，コンバインともに１台

での対応が可能となっている。

　120人の地主から農地を借りていた。「以前は小

作料の支払いは物納と金納が半々で，物納は１軒

１軒届けなくてはならずそれだけで１箇月かかっ

た。合理化事業によって小作料の処理が非常に楽

になった。これはありかたい］と話していた。

　農地の面的集積については「南部地区とは別に

東部地区で1Oha以上の農地が自然とまとまって

いる。ここは5a区画のため入作に入ってくる人

がなく，農地を借りていった結果，こうなった。

10枚の畦畔を抜いて1枚50aにしたところもある。

畦畔抜きは自分でやってしまう。その後の代かき

を丁寧にやれば大丈夫。特に工事費はかからない。

これで十分なので再圃場整備をやろうという話は

出てこない。南部地区での集積は合理化事業のお

かげ。農家だけの話し合いではこのようにはまと

まらない。第３者機関が仲介してくれないと話は

まとまらない」とのことであった。

(2) 2011年現在の状況

　　　一飼料用米での生産調整一

　経営主60歳,妻59歳の夫婦２人の家族経営だが，

臨時雇いを２人導入していた。２人とも農家で，

１人は４～６月にかけて農作業全般を50日弱，も

う１人は耕起作業専門で１ヶ月弱程度の雇用であ

る。

　経営耕地は自作地200aに変わりはないが，借入

地が若干増えて4,800aとなり，経営地は5,021aと

50haを超えた。いずれも経営地に隣接している

水田だけを引き受けた結果である。作業受託は収

穫が減少して400aとなったが，それ以外の作業は

2006年当時と変化していない。

　作付はコシヒカリ15～16ha,ヒカリ新世:紀（外

来種とコシヒカリのかけあわせ) 4.5ha,ミルキー

クィーン6 ha，キヌヒカリlOha以上，にこまる

4 ha.ヒノヒカリｌｈ弱，モチ米O､8ha,飼料用

米14haなどである。コシヒカリと飼料用米の作

付面積が大きく伸びている。直売も含め取引先に

変化はないが，飼料用米を除くと現在は米の６割

をJAに出荷しており，地元の卸への販売量が減っ

ている。農業機械は60psのトラクターを75psに買

い替えたのを除けば装備水準に変化はない（８条

植田植機と乾燥機１台を更新しているが能力に変

化はない）。

　最大の変化は2010年から生産調整に協力するよ

うになったことである。この点については「以前

１.１番農家

　―50ha規模の夫婦家族経営－
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からつきあいのある卸売業者から２月に電話が

あって米価が下がると言われた。１俵あたり1,500

円程度下がると判断して戸別所得補償に加入し

た。生産調整に協力して補助金をもらった方が絶

対に有利だと仲間にも話したが，あまり賛同は得

られなかった。湿地で地力が低い水田に飼料用米

を作付けた。飼料用米には市とJAからも助成金

の上乗せがある。銘柄米以外は1俵1万円を切っ

ているので，8,000～9.000円の米なら10俵分の収

入になる」と話していた。実際，この農家は2,000

万円以上の助成金を手にている。

　今後の経営については2006年当時と同じで,「こ

れ以十｡，隣接する農地は出てこないとは思うが，

もし出てくれば引き受ける。50haというのは現

在の労働力からすると限界を超えている。２人臨

時雇いを入れているが，手伝ってくれる人がいれ

ば幀みたい。この労働力で何とかこなせているの

は事業によって農地が面的にまとまっているおか

げ」と話している。また「相続で農地の細分化

が進むと大変なことになる。10aの農地に地主が

３人も４人もいるような状況になってしまうと，

令貝からの了解を収り付けるのが大変」と話してお

り，相続を通じた農地所有の分散を懸念していた。

（I）2006年当時の経営

　　―子供２人が就農, 50ha規模を目指す―

　経営主62歳，長男35歳，三男30歳の男性３人に

よる家族経営。三男は2001年に，長男は2006年に

就農した。雇用労働力は入れていない完全な家族

経営である。「事業で農地が集積されて時間に余

裕ができた。水管理が楽になり，品種を統一する

ことができ，コシヒカリの面積を10haから20ha

に倍に増やすことができた。小作料の支払い処理

もなくなった。事業実施後の３年間で4ha程度

の規模拡大を実現した。50ha規模にまでもって

いきたい」と話していた。

　経営地は自作地250a，借入地4,250aで4,500a。

経営地の2,700aが南部地区にあり，そのうち自分
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のいる集落に800aの農地が集積されている。それ

でも最も遠い農地は３ｋｍ離れており，全ての農

地を見て回るのに４時間かかる。水管理のために

まわると１人だと２日以上かかるので３人で区域

を分けて行っている。このほか耕起・代かき80a，

田植250a，収穫が420aの作業受託を請け負ってい

る。以前の受託面積はこれよりも大きかったが，

米価が下がり，作業委託側の採算が悪化したため

貸借に移行してきた。

　作付はコシヒカリ20ha，夢つくし10ha，ヒノ

ヒカリとアサヒノユメとアイチノカオリ合わせて

13ha,モチ米2haである。収穫は８月下旬から

10月上旬まで２ヶ月かかる。JAにはコシヒカリ

だけを出荷。卸には残りのコシヒカリとそれ以外

の品種を出荷している。このほか精米の自家販売

を行っている。機械装備はトラクターが90ps 1

台, 72ps 1台, 42ps 1台，８条植田植機１台，

６条刈コンバイン１台，乾燥機３台・160石，６

インチもみすり機１台となっている。ここも機械

１セットで対応している。

　地主は100人にのぽる。借入地は地主から頼ま

れてかりたものばかり。「以前は１軒１軒を訪ね

て小作料を支払っており，それに１ヶ月かかった

が，これが楽になった」とのことであった。農地

利用調整については「今回の事業で農地の面的集

積がかなり実現できた。だが，事業を実施してい

ない地域の農地は分散したままである。経営地が

分散するのは面的集積よりも規模拡大を優先して

きた結果でもある。今後は面的集積を優先したう

えで規模拡大を進める。農地の面的集積を図るに

は集落での話し合いが最も重要。地域の農地の利

用状況や権利関係を把握できる図面があると話し

合いもしやすい。ここは30～40haクラスの大規

模農家が数人いたので話し合いがまとまった面が

ある。数ha規模の人たちの間では話はまとまら

ない」と話していた。

(2) 2011年現在の状況

　　―規模拡大よりも面的集積を優先―

　経営主66歳，長男40歳，三男36歳の男性３人に

２.２番農家

　　－２人の子供が農業に従事する家族経営－



まで農地の利用調整をしたことがない地区（56ha

の経営地のうち16haがそれにあたる）で事業を

実施してほしい」とのことで。農地の面的集積を

優先しており,積極的な規模拡大は考えていない。

よる家族経営に変化はない。雇用労働力も導入し

ていない。

　経営地は5,600aにまで拡大した。自作地は250a

のまま，５年の間に借入地が1,100aも増加してい

る。農地利用調整が行われている地区以外から

は頼まれても断るようにしてきたが，それでも

10ha以上の増加となった。ただし，「１人20haは

作れるというが，体力的に限界であり，これ以11

の規模拡人は難しい」とのことである。作業受託

は耕起・代かきはなくなり，田植100a，収穫200a

となり，請負面積は縮小している。

　作付はコシヒカリ25ha.ミルキークィーン8

ha.夢つくし15ha,アイチノカオリ4 ha，ヒノ

ヒカリ5 ha，モチ米1.5haである。JAへの販売は

コシヒカリのうちの２割程度で，残りは業者へ販

売している。精米して自家販売も継続している。

飼料用米はユメツクシ，アイチノカオリ，ヒノヒ

カリのうち16haをあてている。農業機械は42ps

のトラクターをSOpsに買い替え，乾燥機が３台か

ら５台に増えているが，］セット体系に変化はな

い。50ha規模でも水稲単作であれば田植機とコ

ンバインは１台で対応可能ということのようだ。

　経営の変化は2010年には参加していなかった戸

別所得補償に2011年から参加し，飼料用米の作付

を大きく増やしたことである。この方針転換の直

接的な引き金は米価の下落である。「2009年から

2010年にかけて米価は大きく下がった。コシヒカ

リとミルキークィーンは１万4.000円か１万2,500

円に　モチ米は１万5,000円が１万円に，ヒノヒ

カリは１万2,000円か１万円に。アイチノカオリ

は１万3,（）00円か９千円にまで下がってしまった

。

業者への販売価格は下がり方が厳しかった。これ

だけ米価が下がると１千万円以上収入が減ってし

まう。そのため2011年から戸別所得補償制度に参

加することにした」と話してくれた。

　今後の経営については「子供たちは規模拡大に

それほど積極的ではない。隣接している農地が出

たら，遠くの農地は返して農地をまとめていきた

い。自家販売に力を入れることも考えていない。

規模拡大が進んだ割に売上は増えていない。これ
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３。３番農家

　　一雇用型経営への展開を模索する50ha経営－

( 1) 2006年当時の経営

　　　－２世代４人が農業に専従する家族経営－

　2006年の時点では父71歳，母67歳,経営主45歳，

妻43歳の４人の農業専従者を抱える50ha規模の

家族経営であり，この時点ではまだ雇用労働力は

入れていなかった。

　経営地は自作地300a，借入地4,600aで4,900a。

作業受託はli］植500a，収穫500a全作業受託10aで

収穫作業面積は50haを超える。以上の水田のほ

かに畑が60aあり,野菜（キャベツ,ブロッコリー，

カリフラワー）を作って地元の市場に出荷してい

る。借入地のうち700aは竜洋町への出作で相対借

地だが，それ以外の借入地は南部地区で利用権を

設定している。この事業によって100a以上の規模

で面的にまとまったのが４ヶ所，最大のものは

1,300aで合計2,240aになり，大きな効果をあげて

いる。それでも全ての農地を回るのには３時間近

くかかる。

　水田4,900aでは全て水稲を作付けている（品種

は不明）。販売先はJAと地元の業者米穀商に販売

している。JAへの販売は酒米だけでそれ以外が

業者への販売となる。独自販売やスーパーマー

ケットへの販売も行っている。機械装備はトラク

ターが72ps 2台, 42ps 1台の計３台，８条植Ⅲ

植機１台，６条刈コンバイン１台，乾燥機５台・

250石で，田植機とコンバインは１台で対応して

いる。

　事業に対しては「農地の集積を図ることができ

た。面的集積を進めるに際しては地域における農

地の利用状況や権利関係を把握できる図面がある

と便利。農地集積を進めるには第３者が仲介して

調整してくれないと難しい。担い手農家の相対で

は話は進まない。竜洋町では頼まれて農地を借り
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ているうちに経営地が分散してしまった。今後は

規模拡大より面的集積を優先したい。以前は規模

拡大を優先していたが，いまは団地化か重要。分

散している農地を整理したいのだが，父が借りた

土地なので強い愛着を持っているため進んでいな

い。事業によって小作料の支払いが非常に楽に

なった。南部地区以外でも合理化事業を積極的に

進めてほしい」として，その効果を評価するとと

もに,他の地IXでも推進してほしいと話していた。

(2) 2011年現在の状況

　　　一法人化するも人材確保に難航一

　両親がリタイアし，経営主夫婦２人だけの経営

となった。そのため2008年に株式会社として法人

化し,雇用の導入を図っている。「両親が歳をとっ

てきて自分１人で切り盛りしていくのは限界だと

思った。遮二無二頑張ってきたが，このままでは

行き詰まると感じていた。それで人を入れること

にした」とのことである。法人化前の2007年から

１人を雇っていたが2010年７月に辞めてしまう。

稲刈りをどうするかということになり，トライア

ル雇用制疫を活用して２人を雇い，ハローワーク

に求人を出してＩ人を雇い入れた。このうちトラ

イアル雇用制度の２人は2011年の田植が一段落し

た５月と６月に相次いで辞めてしまう。そこで八

ローワークを通じて雇い入れた１人を2011年４月

から正式に社員にした。また，2011年２月に県農

業会議を通じてアルバイトを１人雇い，４月から

社員としている。同じく４月に県立農林大学校を

卒業した人を雇ったが６月には退社してしまう。

残っている２人の社員とも非農家出身で農業経験

はなく，「人を使うのは大変。その苦労は並大抵

ではない｡人を育てて定着させていくのは大変だ」

と話しており｡かなり苦労している様子であった。

　経営地は5,100aになり，借入地が200a増加した。

法人化後に畑を190a借り入れ（小作料4,000円／

10a),計250aとなった。野菜は地元の市場JA.

直売所に出荷しているが，JAへの出荷を増やし

ていきたいとしている。水稲の作付けは2010年

産の数字だが，コシヒカリ25ha,夢つくし18ha,

にこまるとモチ米が各4haとなっており，酒米
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がなくなった。そのため業者への販売が大半を占

める。夢つくしについては玄米・精米両方で独自

販売をしている。今後は独自販売を増やしたいと

考えている。2010年の米価の下落が厳しく，コシ

ヒカリはＩ俵１万2,000円，夢つくしは１万円に

なってしまったので2011年からは戸別所得補償制

度に加入して飼料用米を作ることになった。その

ためにこまるとモチ米は4haのまま，コシヒカ

リの作付面積を1Ohaにまで減らし，夢つくしを

33haにまで増やした（飼料用米は夢つくし）。作

業受託は田植が少し減って300a，収穫は500a，全

作業受託10aで変化はない。機械装備にも変化は

ない。

　「人を雇って規模拡大を進めたいと考えていた

が，今は農業で人を雇ってやっていくことができ

るかどうか悩んでいる。現在雇っている人の能力

で水田の規模拡大ができるかどうか心配。２人と

も今年が初めての田植で能率か上がらない。人を

３人雇うには8.000万円の売上が必要」とのこと

で，残念ながら規模拡大に邁進するところまでに

は至っておらず。現在はその準備段階にある。

(1) 2006年当時の経営

　　　―水稲単作で規模拡大を目指す―

　経営主52歳，妻51歳。長男24歳の３人が農業に

専従し，男性の常雇２人（24歳と50歳），臨時雇

を年間120人日導入した法人経営。臨時雇はモチ

加工専属である。 1999年に節税と信用力向上を日

的に法人化した。

　経営地は自作地120a，借入地3,900aで計4,020a。

作業受託は耕起・代かき150a,田植150a,収穫

300a，全作業受託50aを請け負う。経営地は315筆

に及ぶが，このうち1,400aまでは団地化されてい

る。最も集積されているところで300aくらいがま

とまっているが，最も遠い水田は５ｋｍ離れてお

り，田を全部回るのに２時間かかる。借入地の内

訳は南部地区500a,東部地区2,660a，福田町への

出作740aなどである。機械装備は，トラクターが

４。４番農家

　　－モチ加工を導入して法人経営を確立－



65ps 1 台, 60ps 1台, 53ps 1台, 45ps 1台の

計４台，田植機が８条植１台，６条植１台の計２

台,コンバインは６条刈１台と汎用１台の計２台，

乾燥機は５台・218石である。ここは田植機とコ

ンバインを２台ずつ装備している点で他の経営と

異なる。

　作付の詳細は不明だが，酒米はJAに販売して

いるが，それ以外は消費者直売を中心とする独自

販売である。また，モチ加工と販売を手がけてい

た。

　「事業によって小作料の支払いが楽になり，畦

畔も抜くことができた。JAが地主からの苦情を

処理する役割を担ってくれるようになった」と高

く評価していた。今後の経営につては「事･業で集

積できなかった農地は，担い手不在の集落から頼

まれて引き受けた農地や，条件のよい農地とセッ

トでまわってきた条件の悪い農地など。経営地の

分散は困るが，規模拡大しないと経営が成り立た

ない。頼まれれば断るわけにはいかない。今後は

面的集積を優先しながら規模拡大を図っていきた

い。農地がまとまっていれば60haまで拡大した

い。2006年に転作をやめたので12ha規模拡大す

ることができた」と話していた。

(2) 2011年現在の状況

　　　―規模拡大よりも経営内容の充実を目指す―

　経営主57歳，妻56歳，長男29歳と男性の常雇２

人という体制に変化はない。ただし，2006年当時

24歳だった人は退職し，2009年からハローワーク

に求人を出して雇った人(2011年現在41歳）に変

わっている。経営主と妻はモチ加工と米の販売が

主。モチ加工は冬に女性５人を臨時で雇う。５人

が一度に働くのではなく常時２人が働けるよう

ローテーションを組んでもらっている。もち加工

は売上全体の２割程度という状況。水旧と畑は長

男と２人の従業員が中心。2008年から畑で白ネギ

の栽培を始めた。手が足りないので田植時は臨時

雇を２人導入しており（計30人剛，このうち１

人には白ネギの収穫をｌ週間程度手伝ってもら

う。労働力的にはそれほど大きな変化はない。

　経営地も4,020aで変化していない。耕起・代か

きの作業受託はなくなり。現在は田植100a.収穫

400a，全作業受託20aである。ただし，畑を200a

借りて増やした。白ネギを作っているのは50aで

残りはソルゴーやひまわりを播いて管理だけをし

ている（４番農家がメンバーだった磐田麦作生産

組合が解散したため，その畑をまとめて引き受け

ることになった）。

　作付はコシヒカリ15～16ha,ハツシモ12ha {う

ち飼料用米11ha).モチ米4 ha，酒米4 ha，ヒノ

ヒカリ1 ha，にこまる1haとなっている。ハツ

シモのような晩稲の比重を高めて乾燥調製に時間

をかけたい。消費者への直接販売には何よりも

品質が問われる。酒米は一時12ha近く作ったが

日本酒が売れないようで面積を大きく減らした。

2009年まで生産調整をしていなかったが。酒米が

減ってきたので戸別所得補償制度に参加したo米

は独白販売が大半なので2010年産の米価のﾄﾞ落の

影響は受けないで済んだ。「戸別所得補償制度は

楽をして収入が得られるので経営にとって本当に

プラスとなるかどうかは難しいところ」という発

言の裏にはこうした状況がある。機械装備には大

きな変化はないが，６条植の田植機は８条植にな

り,汎用コンバインは６条刈コンバインになった。

　今後の経営については「経営面積自体は変化し

ていないが，条件の悪い農地や離れている農地を

手放して，近くの農地に借り換えてきた。消費者

への直接販売が経営の柱なので作り方（完全有機･

減農薬）にこだわり，刈遅れがないよう品種を分

散させ，グレーダーも1.95mmに広げて信用を確

保したい」としており，規模拡大よりも経営内容

の充実を目指しているように見受けた。

　経営主41歳，妻40歳，父69歳，毋67歳の４人が

農業に専従する家族経営。育苗時期に親戚２人，

近所の人２人に手伝いに来てもらうが雇用は入れ

ていない。

　経営地は自作地50a，借人地3,450aで計3,500a。
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５.５番農家

　　一耕地分散させながら規模拡大，独自販売

を

　　　増やす35ha経営－



大規模借地経営展開地域における農地利用調整の意義

集落に田は2～3haしかないので出作で規模拡

大しているが，農地利用調整事業を実施した地区

に経営地はなく耕地分散が激しい。１枚あたり

平均10a少しの圃場ばかりである。2006年当時は

30haに達していなかったが，2007年と2008年に

3haずつ増えて現在の規模になった。独自販売

も増えている。生産調整をしないで独力で全部の

米を高く売り切るだけの自信がなかったので戸別

所得補償制度に参加したとのことである。作業受

託は耕起一代かき300a，田植290a,収穫535aであ

る。作業受託は賃貸借に移行して減少している（収

穫は以前lOha近くあった）。

　作付はコシヒカリ14ha,ツクバコシヒカリSD

】（飼料用米）9 ha.自家採種品種8.5ha，ヒノ

ヒカリとアイチノカオリを合わせて1.5ha,モチ

米1.3ha。コシヒカリは一部自家販売だが大半は

JAへ出荷している。自家採種している品種は全

量を直接個人に販売している。規模が拡大して耕

地が分散しているので適期刈りが難しくなってい

る。

　機械装備はトラクターが76ps 1台. 60ps 2台，

53ps 1台の計５台，８条植田植機１台，６条刈

コンバイン１台，乾燥機が50石４台，28石１台，

24石１台で６台・252石，田植機とコンバインは

１台で対応している。

　今後の経営については「独自販売を増やしてい

きたい。農地をばらばらに集めるのではなく，隣

接している田を借りて農地の集約化を図りながら

規模拡大していきたい。機械装備からすれば50ha

まではできるが。両親も歳をとってくると人を雇

わなくてはならなくなる。しかし，人を雇ってま

で農業をしていくという決断は難しい。どうした

らよいか検討しているところ］と話している。耕

地分散が激しいので規模拡大には限界を感じてお

り，当面は直接販売を増やして売上を増やしなが

ら，雇用を導入してさらなる拡大を目指すかどう

か思案中である。経営地の農地利用調整が行われ

れば１番農家や２番農家のように50ha規模まで

拡大すると思われるが，現時点ではそうなる可能

性は小さいように思う。
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　経営主48歳，妻48歳，母75歳の３人が農業に専

従。妻と母は温室専門で稲作はしない。78歳の父

が農業をできなくなったので2010年12月にハロー

ワークで63歳の男性を１人雇うことになった。こ

の人も温室専門で水田の仕事はしない。そのため

田植と収穫については63歳の従兄と70歳の叔父に

ともに１ヶ月程度手伝いに来てもらっている。「こ

の２人がいないと稲作ができない。手伝ってくれ

なくなってしまうと手が回らなくなって温室をや

めることになるかもしれない」と話しており，労

働力的には目一杯ということのようだ。

　経営地は自作地160a,借入地1,500aで計1,660a。

借入地は全て利用権が設定されている。小さい田

は残っているが，可能な限り集落ごとに農地をま

とめて，畦抜きできる田は畦を抜くようにしてい

る。このほか全作業受託40aを請け負っている。

　作付は2010年がコシヒカリ1Oha (うち5haが

飼料用米），夢つくし7 ha, 2011年がコシヒカリ

5 ha，もみろまん5 ha (飼料用米），夢つくし7

ha。コシヒカリはJA出荷だが，夢つくしは玄米･

精米で地主を中心に個人販売をしている。米価の

下落とは関係なく最近７年間は値段を変えていな

い。戸別所得補償制度には2010年から参加してい

る。「米価が下かっているので加入した方がいい

と思った」とのことである。温室560坪でメロン

とトマトも作っている。「償還は終了しているが

温室があるので施設園芸をやめられないで続けて

いる。燃料代が嵩むため儲からない。所得は米の

方が大きい。この温室に手をとられるため人を雇

わないと水田の規模拡大はできない」という状況

にある。

　機械装備は65pｓトラクター１台。６条植田植機

１台，４条刈コンバイン１台，乾燥機40石２台，

30石１台，18石１台の計４台・128石。田植機と

コンバインが他の農家と比べるとひと回り小さい

が，「20ha少しまでならばこの装備で大丈夫」と

話していた。

　今後の経営については「当面は現状維持でいく。

６.６番農家

　　―20ha規模の施設複合経営－



もう少し規模拡大をしたいという気はあるが，両

親が歳をとってきたので無理はできないＯ温室は

雨の日も仕事ができるので折角ある施設を畳むわ

けにもいかない。施設園芸は人を雇っても管理し

やすい。しかし，水田は人を雇って規模拡大して

いくのは容易なことではない。給料を支払うのは

大変」と話しており，農地の受け手としてこれ以

上の規模拡大を期待するのは難しいという印象を

持った。

　2006年の調査時点で既に50ha近い経営規模を

実現していたということもあって，今回の調査で

は数ha程度の規模拡大にとどまる経営が多かっ

たが（１番農家:47.5ha→50.2ha，2番農家：

45.0ha→56.0ha, 3番農家:49.0ha→51.0ha, 4番

農家:40.2ha→40.2ha),農地利用調整が行われて

いない地区で規模拡大している５番農家は35ha

規模の段階で耕地分散に悩まされ，これ以上の規

模拡大を見合わせていることを考えれば，この事

業は大規模借地経営の展開を相当後押しすること

になったとして高く評価することができる。も

し，この取り組みがなかったとしたら，規模拡大

は40ha程度で頭打ちとなり，出てきた農地をこ

れ以上引き受けることができず，市およびJAが

懸念していたように耕作放棄地が発生していた可

能性が高い。その意味で。意欲のある家族経営の

規模拡大の「のびしろ」を広げる役割を果たした

と言えるのではないだろうか。

　2006年調査でも水稲単作経営であれば50ha程

度までであれば田植機とコンバインが１セットで

対応が可能であることが明らかになったが，それ

からさらに規模拡大が進んだ2011年調査でも多く

の経営は１セットのままであった。このように機

械投資を抑えた経営を可能としている背景には，

やはり農地利用調整による面的集積があるとみる

べきだろう。2010年センサスで農業経営体の経営

耕地面積規模別平均機械所有台数を示した表７を

みると分かるように. 20haを超えると田植機は

1｡5台，コンバインは1.8台となり，30ha以上にな

ると田植機は2.2台，コンバイン2.5台と２台装備

が標準で｡50ha以上になるとトラクターも5.5台。

田植機3.0台，コンバイン3.6台となり，３セット

が必要というのが一般的な状況である。これに対

して磐田市では50ha規模経営でも田植機，コン

バインともに１台で対応しており，農地の集約化

が機械投資を抑え，相当なコストダウンの実現に

寄与しているとしてよいように思う。

　一方，こうした生産基盤を最大限活用した規模

拡大も，家族労働力の制約からおおよそ50haが

限界のようだ。１番農家や３番農家の事例をみる

と分かるように，家族周期の変動を最小限に抑え

て夫婦２人での経営を想定すると50haというの

は１つの限界であり，その前後の規模になると雇

用の導入が必要となってくる。２番農家は２人の

子供が就農しているので最近５年間で1Oha以上

の規模拡大を実現しているが(田植機とコンバイ

ンも１セットで対応している)，これ以上の拡大

には積極的ではない。麦大豆の転作を全く行わな

い場合でも1人20haというのが水|[I経営の限界

資料:2010年農業センサ

ス

おわりに

一農地利用調整と大規模借地経営の展開－
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なのかもしれない。

　この家族経営の限界を突破するために模索され

ているのが雇用の導入である。３番農家は経営を

法人化し，この方向に足を踏み出したが，「人を

使うのは人変。その苦労は並大抵ではない。人を

育てて定着させていくのは大変だ」「人を雇って

規模拡大を進めたいと考えていたが，今は農業で

人を雇ってやっていくことができるかどうか悩ん

でいる。現在雇っている人の能力で水田の規模拡

大ができるかどうか心配。２人とも今年が初めて

の田植で能率が上がらない」と話しており，思う

ような展開にはなっていないようだ。50haを超

えた規模拡大を育成し。それを農地の受け皿とし

ていくためには，単なる農地集積の支援にとどま

らず，家族経営から雇用型経営への転換という経

営改革にまで踏み込む必要が出てきているという

ことだろう。実際，表８をみると分かるように，

経営規模が拡大するに従って常雇を導入している

農業経営体の割合は高くなっており，50ha規模

になると３割の経営で常雇が導入されている。こ

資料:2010年農業センサ,ス
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れと比べると磐田市では，農地利用調整のお陰で

50ha規模までは家族労働力で何とかこなせる状

況にあるため，雇用の導入は全国と比べるとそれ

ほど進んでいない。しかし，今回調査した経営の

中には雇用導入に踏み切る動きを確認することが

できた。

　ただし，雇用労働力を導入したからといって，

必ずしも規模拡大が追求されるわけではなく，実

際には４番農家のように加工や販売に経営の力点

を移すケースも多いのではないかというのが調査

の印象である。例えば経営耕地の分散に悩まされ

て思うように規模拡大ができない５番農家も販売

に力を入れていきたいという意向を有していた。

この５番農家については，今の段階で農地利用調

整によって農地の集約化を図れるかどうかが，１

番農家のような50ha規模の家族経営となるかど

うかの分岐点となるように思う。この機会を逸す

ると，５番農家は規模拡大よりも販売や加工を重

視した経営へとシフトしていき，こちらが想定す

るような農地の受け皿にはならないかもしれな

い。６番農家のような施設複合経営の規模拡大に

は限界がある以上（施設部門を廃止して水田専作

経営になれば話は別だが），今後は事業未実施地

区でも農地の集積を図り，大規模借地経営に発展

する可能性のある経営を後押しする必要があると

考える。

注：

（１）安藤光義「大規模借地経営の展開と経営農地の効率的

　　利用に関する実態調査報告一滋賀県磐田郡浅羽町－」

　　全国農地保有合理化協会『平成８年度　大規模借地経

　　営の展開とその安定的発展方策に関する調査報告書』

　　0997）

（2）安藤光義「現地調査報告一静岡県磐田市－」農政調査

　　会r担い手への農地利用集積・効率的利用に関する実

　　態調査報告書」（2007）

（3）磯辺俊彦「日本農業の土地問題」朿京大学出版会(1985).

　　520～522頁。

（4.）梶井功「90年センサスにみる上層農の動向」「日本

　　農業年報38　農業担い手像の光と影」農林統計協会
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　　（1992），27頁。

（５）農林水産政策研究所「近年の農業構造変化の特徴と地

　　域性に関する研究成果報告一集落営農組織の動向と大

　　規模個別経営との関係を中心にー」2011年5月17日の

　　４頁を参照のこと。

（６）この箇所の記述は注(２）の調査結果に依拠しながら

　　とりまとめた。

（付記）現地調査の実施に際しては，静岡県農業

振興公社経営支援課長の伊藤直樹氏，JA遠州中

央営農振興部営農振興課の市川光彦氏，鈴木弘泰

氏，棄原正氏，齊藤重良氏。同JA於保天竜支店

の松井博氏，磐田市産業部の鈴木崇人氏，鈴木一

洋氏から多大なご支援を賜った。また，予備調査

には全国農地保有合理化協会の深谷成夫氏，本調

査には同協会の小野甲二氏にご同行いただいた。

ここに記して謝意を表したい。
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