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Ⅰ．はじめに

北海道の農家戸数（販売農家数）は1985年にか
ろうじて10万戸を超えていたが、2010年には約4
万4千戸となり、この四半世紀で半減以下の水準
である。

農家戸数の減少は残存農家による離農跡地の取
得に直結し、後継者確保に必要な規模拡大の条件
を整えてきたことは確かである。大量の農地流動
化を受け止める手段として、農地保有合理化促進
事業（以下、合理化事業）が有効に機能してきた
ことは、すでに報告してきた通りである（東山・
井上[３]及び東山[５]）。

しかし、反面、すでに農家戸数の減少が相当程
度に進み、そのことが地域農業に抜き差しならな
い「担い手・農地問題」を発生させていることも
事実である。そこでの問題とは端的に、①流動化
に伴って必然的に発生する地代（地価・小作料）
の負担が、受け手にとって「過重」なものとして
現れていること（地代負担問題）、②従来の個別
拡大の限界が露わとなり、新たな生産主体の形成
に迫られていること（担い手形成問題）、③残存
農家の規模拡大が否応なしに進められているもの
の、それに対応した土地利用方式の確立に苦慮し
ていること（土地利用確立問題）、の3点に集約さ
れる。これが現下の北海道農業が抱える3つの担
い手・農地問題である。

3つの問題は、この四半世紀で農家戸数を「半
減」させてきた北海道農業に特有の問題群と言え
るだろう。さらに言えば、現在（2010年センサ
ス）の農家の年齢構成は50代後半から60代前半を
中心年齢層としている。後継者の確保状況によっ

ては、今後5～10年の間に一層の農家減少が進む
ことが見通される（細山[７]平石[６]）。前記の諸
問題への対処は、今後も地域農業の生産構造を健
全に維持する観点からも、避けて通ることができ
ない。以下では典型的な地帯をピックアップして、
①置かれている問題状況を把握しつつ、②各地域
における問題対応のあり様をトレースした上で、
③課題解決に向けた道筋を展望しておくこととし
たい。

Ⅱ．農地流動化の進展と地代負担問題
－草地酪農地帯－

事例として取り上げるのは、道東・根釧酪農地
帯に位置する浜中町である。北海道における典型
的な草地酪農地帯であり、農場リース事業（合理
化事業を含む）を活用した新規参入支援の取り組
みについては、かつて報告したことがある（東山
[５]）。以下では、この地域で進んでいる借地流動
化の進展と小作料問題に焦点を当てることとした
い。

１．農地貸借の現状

（１）借地流動化の進展
2010年センサスによれば、事例地域の販売農家

が保有する借地面積は2,041ha、借地農家数は118
戸であり、耕地面積（14,152ha）に対する借地率
は14％である。また、経営耕地を保有する農家数

（214戸）に対する借地農家割合は55％であり、ほ
ぼ2戸に1戸が何らかのかたちで借地を保有してい
る。2005年センサスの数値と比較してみても、借
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地面積は1,691ha→2,041haへと350ha増加してい
る。

他方、同じく2010年センサスによれば、販売農
家による農地貸付は12戸・125ha、自給的農家が
2戸・55ha、土地持ち非農家が30戸・1,085haである。
この3者を合計した総貸付面積は1,265haであり、
このうち86％が「土地持ち非農家」によるもので
ある。1戸当たり貸付面積は販売農家が平均10ha、
自給的農家が28ha、土地持ち非農家が36haであ
り、土地持ち非農家によるものが最も大きい。こ
れも2005年センサスの数値と比較してみると、
販売農家による農地貸付は11戸・130ha→12戸・
125haとほぼ変わらず、自給的農家は2005年のゼ
ロ→2戸・55haであるが、土地持ち非農家は18戸・
631ha→30戸・1,085haとなり、この5年間で12戸・
454haも増加した。3者を合計した総貸付面積も
761ha→1,265haへと504ha増加しており、離農に
伴う農地貸付がこの5年間でも進んだことがうか
がえる。

農業委員会提供資料によって補足しておくと、
2011年現在の農地貸付者は42名である。総貸付面
積は1,344ha（普通畑）であるが、これは公簿（地
籍）面積であり、実際の耕作（草地）面積はこれ
を下回ると思われる。ただし、それを割り引いて
考えても、先のセンサス値（1,265ha）とほぼ近
い数値になっている。

（２）標準小作料の水準
2009年の農地法改正により標準小作料制度は廃

止されたが、ここでは「小作料」という名称も含
めて旧来のものを用いる。

農業委員会が設定している標準小作料の水準
は、2003年2月改訂で上畑がha当たり30,000円、
中畑が25,000円、下畑が20,000円であった（酪農
地帯では単位面積としてhaを用いるのが一般的
であり、以下では断らない限りそれにならった）。
その後、2008年12月に改訂が行われ（適用は2009
年4月から）、改訂後は上畑がha当たり26,000円

（△4,000円・13％）、中畑が20,000円（△5,000円・
20％）、下畑が12,000円（△8,000円・40％）である。

農地法改正以降のその後も、2008年改訂の水準を
変えるような「参考賃借料」は示されていない。

また、農業委員会からの聴き取りによれば、斡
旋（あっせん）地価の基準は、上畑がha当たり
60万円、中畑が50万円、下畑が40万円であり、先
の標準小作料水準から利回りを算出しておけば、
上畑が4.3％、中畑が4％、下畑が3％である。

この利回りの水準の妥当性を直接検証する手立
ては持っていないが、酪農地帯では小作料が「高
止まり」の状況にあるのではないか、というのが
ここでの問題意識である。そのひとつの証左とし
て【図１】を掲げておく。

あくまでも、ある時点の相対的な位置関係を示
すに過ぎないが、横軸に2010年調査の地価水準（中
田・中畑）を、縦軸に2007年度の標準小作料水準

（複数設定されている場合は最高額）をとり、十
勝・網走・根釧の町村をプロットしている。図中
の「無利子線」「有利子線」はその地価水準で購
入した際の10a当たり年償還額を示し、償還期間
20年（据え置きなし）、元利均等償還、有利子の
場合は基準金利（2.1％）という条件を設定した。
有利子と無利子の差はかなり大きく、地価が30万
円（10a当たり、以下同じ）の場合、年償還額は
前者が18,525円、後者が15,000円であり、3千円以
上の負担差がある。

そこで、購入する場合と借入する場合の負担を
比べると、その差がもっとも縮んでいるのが酪農
地帯であることに注目したい。例えば、図示した
別海町の場合は、地価が61千円、小作料が4,500
円である（利回りは7％超）。有利子の場合でも年
償還額は10a当たり3,767円となり、小作料水準よ
りも低い。こうした接近傾向は斜網・十勝周辺部
の畑作地帯でも確認される。地主農家の相続など
を契機に売買への移行を図るか、小作料の引き下
げが必要であろう。
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２．標準小作料算定の考え方

（１）従来の考え方
こうした酪農地帯における小作料の「高止まり」

をもたらしているひとつの要因が、算定方式をめ
ぐる問題にあると思われるのである。従来、その
ガイドラインを示してきたのが「手引き」（農政
調査会『標準小作料改訂の手引き』）であった。

制度下での最後の「手引き」となった2007（平
成19）年度版によれば、草地・飼料専用畑の場合、
通常の耕種農業における「土地残余方式」をその
まま適用することは困難であり（迂回生産である
ため）、基本的な算定の考え方として次の2方式が
示されている。以下、便宜的に「A方式」「B方式」
としておく。

まず、A方式は「自給飼料生産を独立の生産部
門とみなして牧草等を評価し、これを基礎にして
標準小作料を算定する考え方」である。おそらく、
大部分の酪農地帯ではこの方式を採用していると
思われ、事例地域でもそうであった。次に、B方
式はそれとは異なり、「自給飼料生産を畜産経営
の分離しがたい一部分として取り扱い、畜産経営
全体の収益からしかるべき考慮を払って標準小作
料を算定する考え方」である。

実際の算定にあたっては、A方式の場合、自給
飼料＝中間生産物である牧草等をひとまず流通

（販売）価格で評価した上で、土地残余方式から
標準小作料を算定することになる。この場合、自
給飼料生産に要した費用を把握する必要があり、
費用の按分も必要である。

他方、B方式の場合は、畜産経営全体の収益と
費用から、最終的に土地に帰属する「地代」を
求めることになる。算式の考え方は、（ア）畜産
経営全体の粗収益、（イ）労働費（家族労働費＋
雇用労働費）、（ウ）労働費を除く生産費用（公租
公課を含み、資本利子を含まない）として、（ア）
－（イ）－（ウ）＝資本利子を含む畜産経営全体
の純収益であり、これを資本利子、経営者報酬、
地代の3つの部分に分解する。これによって求め
た地代（総額）を、経営土地面積で除して標準小
作料を算定する方式である。

本来はB方式の考え方に基づいて算定すべきと
思われるが、便宜的にA方式の採用を続けてきた
のが酪農地帯の実情であろう。ところが、事例
地域の2008年改訂においてもA方式で算定した場
合、条件の設定いかんでは土地残余がマイナスと
なる事態が生じた（経営者報酬をゼロした場合で
もそうであった）。したがって、かねてよりA方

図１　地価・小作料水準と年償還額の関係

（資料）北海道農業会議「田畑売買価格等に関する調査結果」
北海道農政部「標準小作料改訂状況調査結果」
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式に依り難いことは明確になっていたのである
が、これに代わる算定方式を編み出しきれない状
況が続いていた。その下で、借地流動化が一層進
展し、小作料の「高止まり」感が蔓延しているの
である。

今後の小作料（参考賃借料）算定は、基本的に
B方式によるべきである。以下では、筆者と地元
関係機関（農業委員会及び農協）が、共同で取り
組んだ試算結果の一部を示したい。

…
（２）新たな小作料算定の考え方と算定方法
まず、基礎となる考え方を改めて示しておけば、

次のようにごくオーソドックスなものである。①
酪農経営は「商品」の生産者である、②商品の「価
値」は「生産費」と「付加価値」の2つから構成
される、③付加価値は「収入」を形成し、「賃金」「利
潤」「地代」という3つの部分に分解する。家族酪
農経営の場合、賃金（労働に帰属する収入）＝家
族労働費＋雇用労働費、利潤（資本に帰属する収
入）＝自己資本利子＋支払利子、地代（土地に帰
属する収入）＝自作地地代＋支払小作料、となる。
なお、生産費＝物財費であり、固定資本の費用（償
却費）＋流動資本の費用から成る。生産に投下さ
れた資本部分の価値額であり、収入を形成せずに
回収される部分である。

以上やや教科書的な説明となったが、その下で
の「小作料」とは、酪農経営が生産に投下した費
用を回収し、労働と資本に対する適正な収入（報
酬）を確保した上で、その残余である土地に帰属
する収入＝地代から算定される。酪農経営がぎり
ぎり負担できる地代の水準＝「地代負担力」と言
い換えても良い。

実務面では、継続して算定可能なものとなるよ
う、把握可能な「収入」「費用」項目の設定と、
出来るだけ簡便な算定方式を編み出す必要があ
る。以下ではその試算結果の一部を紹介しておき
たい。

試算にあたり、関係機関から10戸の経営成果
（2009年ベースの損益計算書等）の資料提供を受
けた。その平均値を整理しておくと【表１】のよ

うになる。2009年の出荷乳量は平均529トン（236
～934トンまでの幅がある）、経産牛飼養頭数は78
頭（38～180頭までの幅がある）である。また、
農地面積は70ha（50.5～115.7haまでの幅がある）
であった。なお、飼料（牧草）収穫作業をコント
ラクター（以下、コントラ）に委託しているかど
うかも押さえている。これは後述するが、家族労
働費の見積もりに必要であるためである（10戸中
4戸が利用）。

次に、収入項目について簡単に述べておきたい。
生乳販売収入は、生乳売上高（乳代）と補給金の
計である。個体販売収入は資料の限りで育成牛と
初生仔牛（ぼとく）の合計であるが、畜種の内訳
はやや曖昧な面がある（ただし、内訳が確定でき
ずとも問題はない）。牧草販売収入は、資料で示
された受取実績である（堆肥販売などは資料の限
り見られず、基本的に無いものと考えている）。
共済・補助金等は、家畜共済金は確定的であるも
のの、受入補助金・雑収入の内訳まではブレイク
ダウンしていない。与えられた資料の限りで整理
している。ただし、「中山間共同取組活動分」だ
けは除いている。この他、事業外収入などは含め
ていない。

次に、費用項目である。購入飼料、種子、肥料、
農薬、水道光熱費は支払実績である。肥料につい
て言えば、堆厩肥等の自給分もあるだろうが、こ
れは計上できていない。諸材料・小農具・敷料費
は一括して示している。諸材料費には包装資材

（ラップ）、サイレージ添加剤など酪農経営に共通
する費目を含むが、仕訳の仕方が各経営で異なっ
ていた（元帳レベルで確認）。資料では敷料費が
ゼロという経営もあり、やはり仕訳の問題がある。
また、敷料のなかには自給分（いわゆるダメ牧草）
も含むと思われたが、これも計上できていない。
また、石灰（消毒用）は肥料費に仕訳されている
ケースが多いが、資料（元帳）で判明する限りで
ここに含めるようにした。基本的に仕訳の問題が
あるので、一括して表示することにした。この他
に、種付料、診療衛生費は支払実績である。賃料
料金・販売経費も一括して示しており、これも数
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種類の費用を含む。賃料料金にはヘルパー利用料、
コントラ利用料を含む。販売経費は主に運賃であ
り、賃料料金に仕訳されているケースが多かった。
それゆえ、ここに一括した。減価償却費は、損益
計算書に記載されている数値をそのまま用いた。
修理費は支払実績である。共済掛金も支払実績で
あり、建物・農機具分もここに含んでいる。公租
公課も支払実績だが、これも内訳までブレイクダ

ウンできていない。与えられた資料の限りで整理
している。「その他経営費」は「雑費」に相当す
るものであるが、これも与えられた資料の限りで
整理した。ただし、ここでも「中山間共同取組活
動分」を除いている。支払利子、雇用労働費は支
払実績である。

酪農経営の場合、注意を要するのが育成費用の
扱いである。育成費用は、それに対応した収入が

表１　地代負担力の試算結果（浜中町の事例平均値）
（単位：断らない限り円）

10戸平均 備考（内訳等）
経産牛頭数（頭） 78
出荷乳量（ｔ） 529
農地面積（ha） 69.6
うちコントラ利用（ha） 26.5
生乳販売収入 42,901,541 乳代、補給金
個体販売収入 4,600,769 育成牛、初生子牛
牧草販売 793,793
共済・補助金 6,151,261 家畜共済金、受入補助金、雑収入

収入計（Ｉ） 54,447,365
購入飼料費 11,582,055
種苗費 5,384
肥料費 2,584,552
農薬費 6,556
水道光熱費 2,408,001
諸材料・小農具・敷料費 2,022,533 諸材料、包装資材、添加剤、小農具、敷料、消石灰
種付料 3,014,369
診療衛生費 331,478
賃料料金・販売経費 3,598,790 賃料料金、ヘルパー料金、コントラ料金、利用組合費、販売経費
減価償却費 11,366,820 乳牛、建物、構築物、農機具、車両、草地等
修理費 3,002,381
共済掛金 2,175,661 家畜、農機具、建物
公租公課 2,298,454
その他経営費 673,062 雑費
雇用労働費 203,339
支払利子 952,405
期首育成牛評価額＋ 4,339,294 育成費用の差し引き
期中経産牛振替額△ △ 4,331,300 同上
期末育成牛評価額△ △ 4,569,595 同上

費用小計 41,664,240
支払小作料 387,688 費用に含めず（欄外）
家族労働費（見積） 10,267,026 統計値より算出
　酪農部門 9,858,108 同上
　自給飼料部門 408,918 同上、ただしコントラ利用分を除く
自己資本利子（見積） 1,247,220 同上

費用計（Ｃ） 53,178,485
地代総額 1,268,880 （Ｉ）－（Ｃ）
ha当たり地代 18,236

（注）関係機関提供資料によって作成。
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なく、費用として扱うことは適当ではない。その
ため、ここでは育成費用を差し引く操作を行って
いる。その計算は、期首育成牛評価額（プラス）、
期中経産牛振替額（マイナス）、期末育成牛評価
額（マイナス）というかたちで行っている（新井
ほか［１］）。

次に、支払小作料の扱いである。10戸中6戸で
小作料の支払い（＝借地）があった。経営収支を
見る上では費用として把握するべきであるが、こ
こでは土地に帰属する残余（地代負担力）を把握
するのが目的なので欄外に記載し、費用には含め
ていない。

最後に、家族労働費・自己資本利子の見積もり
である。ここでは、いずれも当該年（この場合、
2009年）の統計値を利用することとした。家族労
働費を算出するためには、本来は労働記帳が必要
であるが、そこまでの把握はしていない。また、
固定資本額は資産台帳などにより把握可能ではあ
るが、本来は、生産にあたって準備した資本の総
額を把握しなければならず、そこには「前払い」
している流動資本や労賃資本（雇用労働費）を含
むものであろう。また、資本の総額が把握できた
としても、どこまでが自己資本でどこまでが他人
資本（借入金）なのかを正確に把握するのは難し
いと判断した。統計値を利用するのが簡便な方法
である。

具体的には、家族労働費を酪農部門と自給飼料
部門に区分して見積もっている。基準は「牛乳生
産費調査」の北海道平均値（全階層平均）である。
2009年の酪農部門では「直接労働費」が搾乳牛1
頭当たり126,386円であり、これに経産牛頭数を
乗じて見積もった。自給飼料部門は、「間接労働
費のうち自給牧草」分が同じく搾乳牛1頭当たり
9,630円であり、これも経産牛頭数に乗じて見積
もった。ただし、コントラ利用農家についてはこ
の分の労働投下がないと思われるため、先に把握
した「コントラ利用面積」により「コントラ利用
面積／農地面積」分を除いて見積もった。自己資
本利子も「牛乳生産費調査」の北海道平均値（全
階層平均）を基準として用いた。2009年の搾乳牛

1頭当たり自己資本利子は15,990円であり、同じ
く経産牛頭数を乗じて見積もった。

なお、標準小作料の算定要素として用いられる
「経営者報酬」は考慮していない。事例地域にお
ける2008年改訂の際も、算定には組み込んでいな
かった。

３．試算結果とその含意

以上の前提に基づき10戸ごとに収入・費用を算
定し、その平均値を求めることにした。その結果
は先の【表１】に示す通りであり、10戸平均の収
入総額は5,445万円、家族労働費・自己資本利子
を含む費用総額（支払小作料を除く）は5,318万円、
差し引き地代総額は127万円である。これを10戸
平均の面積（70ha）で除すと、ha当たり18,236円
となる（10戸の地代総額の面積加重平均を求めて
も同じ）。ただし、表示等は略すが、個々の地代
負担力にはかなりのバラツキがある（△87,128円
～114,428円の範囲で分布）。個別経営間の差も大
きく、特に、最上層の2戸は地代負担力がマイナ
スになっていた。いずれも借地を行っている経営
である。この試算の限りであるが、これらの経営
は、結果的に「自家労賃」「自己資本利子」「自作
地地代」のいずれかに食い込むかたちで地代（小
作料）を支払っていることになる。

ここで算定された18,000円強という水準は、現
在の中畑の標準小作料水準（20,000円）をやや下
回る水準である（9％低い）。上畑（26,000円）と
の対比では30％低い水準となる。地価との関係で
言えば、中畑地価（50万円）と対比した利回りは
3.6％（現状4％）、上畑比では3％（同4.3％）である。
この「3％」台という水準の妥当性について検証
する術はもたないが、合理化事業の場合は2％（5
年保有）・2.75％（10年保有）であり、そのレベ
ルまでの引き下げもひとまず許容されよう。いず
れにしても、酪農経営がぎりぎり負担できる地代
の水準（地代負担力）を具体的に示すことが出発
点になる。

以上は単年度で行った暫定的な試算結果であ
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る。酪農経営の収支は、乳価と購入飼料費に規定
されて年次変動が大きく、単年の数値をもって小
作料算定の基礎とするのは適切ではなかろう。ま
た、この試算でも示されたように、酪農経営は個
別間差が大きい。「平均値」を小作料算定の基礎
とするためには、試算に用いるサンプル数をそろ
えることも含めて、適切なサンプリング（階層別
など）を行う必要もある。さらなる問題は、これ
を標準小作料（参考賃借料）の基礎に定めるため
の合意形成である。標準小作料制度では、借り手・
貸し手代表が協議する場（小作料協議会）を設け
ていた。新たな参考賃借料を設定する場合でも、
同様の手続きが必要であろう。算定作業の拡張も
含めて、今後に残された課題である。

Ⅲ．個別拡大の限界と複数戸法人化－水田・
畑作地帯－

１．北海道における複数戸法人の展開とその概観

近年、北海道における複数戸法人の存在感が高
まっていることが注目される。複数戸法人は北海
道の行政用語でもあるが、農業生産法人のうち1
戸1法人を除いた総称であり、はっきりとした定
義があるわけではない。ここでは、文字通り複数
戸が結集し、個別経営を廃した上で、ひとつの経
営体をつくりだしているものを指すこととする。
複数戸法人のなかには個別経営を残したまま部分
協業の形態をとっているものもあるが、ここでは
対象としない。

北海道で良く知られているのは、地域単位の取
り組みとして法人化を進めてきた事例である。古
くは中札内村の「全村法人化」、近年では南幌町
の「拠点法人化」がこれを代表し、水田地帯では
岩見沢市（旧北村）や愛別町、畑作地帯では津別
町、酪農地帯では大樹町といった地域も近年の系
譜に属する。その共通点は、農協の主導性にある。
地域農業振興の柱に法人化を位置づけ、濃密な設
立支援を講じてきた。

しかしながら、近年ではこうした「誘導装置」

をとりたてて用意していない地域でも複数戸法人
の設立は相次いでおり、その裾野は広がっている。
それ故の存在感（プレゼンス）の高まりである。
それを主導しているのは地域でもトップクラスの
農業者であり、その理由も決して「後向き」なも
のではない（例えば、累積負債農家の救済など）。

北海道における複数戸法人の設立は、これまで
になかった地域的広がりと、上層農家をも巻き込
んだ階層的広がりを伴いながら進んでおり、新た
なステージに入ったと言うべきであろう。実態分
析に先立ち、複数戸法人の全道的な設立状況を確
認しておきたい。この場合、2系列のデータを利
用することが可能である。

（１）北海道農政部調べ
北海道農政部は毎年1月1日現在で農業生産法人

の一覧表（インベントリー）を作成し、集計値と
して公表している。2012年調査によれば、北海道
の農業生産法人数は2,770法人であり、このうち
1戸1法人が1,919法人、複数戸法人が851法人であ
る。複数戸法人は全体の31％を占めている。複数
戸法人数は2010年で1,020を数え、1,000を突破し
たが、2011年は917法人、2012年は851法人とその
数を減らしているように見える。このことには、
2011年から調査方法が変更され、休業等により農
地を保有していない法人を集計対象から外したこ
とが関係している。念のため、同調査により新設
された複数戸法人の数を見ておくと、2010年は50
法人、2011年は56法人、2012年は70法人であり、
その動きは決して鈍っているわけではない。

次に、地域別の設立状況を見ておきたい。ここ
では、入手し得た2009年のインベントリーを利
用し、より詳細な集計をおこなった（表出略）。
2009年の998の複数戸法人のうち、認定農業者に
なっているのは618法人であり、複数戸法人全体
の62％を占めている。この618法人をベースに地
域別・経営形態別のクロス集計を行ったが、経営
形態別で最も多いのは耕種（水田作・畑作）であり、
全体の43％を占める。次いで酪農（20％）、肉用
牛（11％）、園芸（10％）、軽種馬（8％）の順で
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まず、法人化している組織経営体は2005年の
1,397経営体から2010年の1,726経営体へと24％増
加し、その増加の大半は株式会社形態のものであ
る。株式会社形態の組織経営体は同期間で31％増
加しており、2010年では全道の株式会社形態の農

業経営体の47％が組織経営体である。2010年の北
海道調査の数値（複数戸法人の全法人数に占める
割合は39％）とはやや開きがあるが、センサス統
計で見る限り株式会社のほぼ2つに1つが組織経営
体である。

ある。残るは飼料作（18法人）、養豚（10法人）、
養鶏（10法人）、その他（18法人）である。この
うち飼料作は、TMRセンターが法人格をもった
ものと考えて良いであろう。さらに地域別に組み
合わせて見ると、目立つのは後志の耕種（畑作）、
日高の軽種馬、石狩・空知・上川の耕種（水田作）、
十勝の耕種（畑作）及び酪農・肉用牛、網走の耕
種（畑作）、根釧・宗谷の酪農であり、水田・畑作・
酪農の中核地帯を中心に相応の設立が進められて
いる状況が確認できる。

（２）2010年センサス
農業センサス統計は、2005年センサスから調査

対象を「農業経営体」の括りで把握することとな
り、これは「家族経営体」と「組織経営体」に区
分することが可能である。前者の家族経営体に該
当するのは「個人経営体」と「1戸1法人」であり、
ほぼ農家と考えて良い。

2010年センサスが把握した北海道の農業経営体
総数は46,549経営体であり、このうち組織経営体
は2,251である。これは全体のおよそ5％にあたる。
法人・非法人の別に見ると、法人化している組織
経営体が1,726経営体、非法人が428経営体である

（これ以外は地方公共団体・財産区に区分される
97経営体）。この法人化している組織経営体のう
ち、農事組合法人が193経営体、株式会社が1,093
経営体であり、両者を合わせた1,286経営体が「法
人らしい法人」の組織経営体であろう。この数
は、上述した北海道調査の1,020法人（2010年調査）
とも近い。

ただし、組織経営体に関する詳細な集計は都道
府県単位でしか行われていない。これ以上踏み込
むことはできないため、2010年センサス報告書の
第2巻（総括編）に収録されている北海道の関連
数値を整理しておくと（表２）、以下のような特
徴を指摘することができる。

表２　北海道における組織経営体の動き

2005 2010 増加数 増加率（％）
農業経営体総数（2010）

実数 シェア（％）
組織経営体数 2,181 2,251 70 3.2 46,549 4.8 
うち法人化している 1,397 1,726 329 23.6 3,034 56.9 
　うち農事組合法人 161 193 32 19.9 248 77.8 
　うち株式会社 834 1,093 259 31.1 2,322 47.1 
うち農産物販売あり 1,073 1,361 288 26.8 43,674 3.1 
　うち１億円以上 329 456 127 38.6 996 45.8 
経営耕地面積（ha） 105,717 126,945 21,228 20.1 1,068,251 11.9 
うち水田利用 6,523 12,663 6,140 94.1 217,961 5.8 
　うち稲作 2,725 5,198 2,473 90.8 118,959 4.4 
　うち転作 3,798 7,464 3,666 96.5 99,002 7.5 
うち畑作利用 11,260 17,165 5,905 52.4 308,886 5.6 
うち畜産利用 84,827 93,520 8,693 10.2 518,348 18.0 
乳用牛飼養頭数 57,680 99,203 41,523 72.0 866,058 11.5 

（資料）2010年センサス
（注１）2005年の株式会社は株式会社と有限会社の計。
（注２）土地利用の区分は本文参照。
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農産物販売ありの組織経営体も同期間で27％増
加しているが、このうち販売額1億円以上を抜き
出すと、329経営体から456経営体へと39％増加し
ている。全道の販売額1億円以上の農業経営体の
うち、46％が組織経営体である。組織経営体の経
営面での特徴が、高額販売にあると言って良いで
あろう。

組織経営体の農地集積も進展しており、経営耕
地面積は同期間で20％増加している。2010年の
シェアは12％であり、1割を超えていることが確
認できる。これを水田利用（不作付を除く田面積）、
畑作利用（センサス統計上の普通畑から飼料作物
作付けを除いた面積）、畜産利用（飼料畑＋牧草
専用地面積）の3つに区分して見ておくと、最も
増加傾向が大きいのは水田利用である。水田利用
は同期間で94％、畑作利用は52％増加しているが、
畜産利用は10％の増加に留まる。水田利用を稲作・
転作の別に見ても、稲作利用は同期間で91％、転
作利用は97％増加している。そこで、2010年の農
地利用に占める組織経営体のシェアを見ておく
と、最も大きいのは畜産利用の18％であり、水田・
畑作利用は6％程度に留まる（転作利用のみでは
7.5％）。また、乳用牛飼養頭数に占める組織経営
体のシェアは11.5％である。

以上、総じて見ると、近年の複数戸法人の伸張
をリードしているのは水田作部門であり、畜産部
門はすでにそのシェアが一定割合に達しているの
が特徴である。畑作はどちらの面でも相対的に弱
いということになるが、これは平均的な姿であ
る。以下では、水田地帯と畑作地帯の事例をピッ
クアップしておきたい。事例として取り上げるの
は上川北部の水田地帯（士別市）、オホーツク（網
走）の中山間畑作地帯（津別町）である。両事例
とも相対的な条件不利地域であり、それゆえの複
数戸法人化であろう。

２．複数戸法人の１戸１法人化

－上川北部水田地帯－

以下で取り上げるのは、上川北部の水田地帯に

位置する士別市中士別地区の法人化事例である。
筆者は2008年の実態調査をもとに、この地域の複
数戸法人化の動きを「農地受け皿法人」と特徴づ
けて、報告したことがある（東山［４］）。以下で
は前調査から5年後にあたる2013年の追跡調査の
結果も交えて報告したい。

（１）全町営農集団化の経緯
まず、事例地域における「全町営農集団化」の

経緯について簡単に触れておくこととしたい。中
士別地区は、天塩川上流域の右岸にひらけた水田
地帯である。1970年に岩尾内ダムが完成し、水利
の安定化が図られた。それをまって1972年に2つ
の道営事業を導入し、地区全域をカバーするおよ
そ1,200haの範囲で圃場整備が実施された。この
圃場整備と併せて、1973年から2次構事業が導入
され、共乾施設を保有する9つの「営農組合」が
設立された。営農組合には第1から第9までのナン
バリングされた呼称がつけられた。共乾施設は
1976年に一斉に整備されたが、施設は農協有、運
営は営農組合という方式で出発した。営農組合の
活動は、稲作について機械・施設の共同利用と育
苗から乾燥調製までの一貫した共同作業に取り組
み、転作が本格的に拡大した1980年代以降は、転
作物についても同様の対応がとられてきた。営農
組合はひとつが100～120haをカバーするように
構想され、その範域は北海道特有の号線道路（殖
民区画）で区切られた「農地のまとまり」を単位
としている。したがって、当時26あった農事組合
の範囲とは必ずしも一致しない（現在は7つの農
事組合に再編されている）。

1982年時点の数値によれば（10周年記念誌）、
営農組合への参加戸数は地区農家240戸のうち182
戸にのぼり（非参加58戸）、参加率は76％と4分の
3をカバーしている。営農組合がカバーする耕作
面積についても、地区全体の1,261ha（田1,186ha、
畑75ha）のうち969.3haを占め、同様に77％のシェ
アをもっている。1営農組合がカバーする耕作面
積は最大が153.6ha（№1集団）、最小が41.5ha（№
3集団）と幅があるが、平均すれば107.7haであり、



114

構成員1戸当たりに直せば5.3haである。営農組合
構想のなかでは、1戸当たり6～7haの「自立経営」
を広範に創出することが目指されていた。

（２）構成戸数の減少
かつての調査年である2008年は、営農組合の設

立から30数年が経過していた。そこでの特徴は、
【表２】に示すように、大幅な構成戸数の減少が
生じていたことである。あらためて述べておくと、
1972年に最初の営農組合が設立されてから、10年
の節目ごとにこれら営農組合を束ねる「営農組合
連絡協議会」（連協）の記念誌が編纂されている。
それによると、発足時の構成戸数は合わせて203
戸であり、10年後の1982年は先述したように182
戸であるが、20年後の1992年は104戸とほぼ半減
し、30年が経過した2001年は56戸とほぼ4分の1に
まで減少した（なお、記念誌もこれ以降は作成さ
れていない）。2008年時点ではさらに減少が進み、
33戸であった（後述する法人を含まない）。1営農
組合当たりの構成戸数を算出しておけば、発足時
は平均22.6戸であった。2008年時点では2組合が
解散して7組合となっており、4.7戸と5戸を切っ
ているのが平均像となった。構成戸数が実に8割
以上も減少し、営農組合の組織も極端な「少数戸
化」が進んだのである。

こうした構成戸数の大幅な減少のもとで、ふた
つの対照的な対応が進められた。ひとつは、前述
したように営農組合の解散である（№7、№8）。
いずれも2000年代に入ってからの解散である。も
うひとつは、営農組合の法人化である（№5、№
6、№9の3集団）。最も先発したのが№6集団であ
り、1995年の設立である。残る2集団は2000年代
の設立である。いずれも構成員の離農跡地を法人
が集積しており、その面からは農地の「受け皿法
人」である。逆に言えば、こうした「受け皿法人」
による離農跡地の「吸収」がなければ営農集団活
動を維持することはできず、結果的に解散（自然
消滅）を余儀なくされたであろう。

また、営農組合のシンボル的存在であった共乾
施設は、1976年の一斉整備から四半世紀を経た
2001年にひとつを除いて解体され、農協ライス
センター（RC）への生籾搬入に切り替えられた。
共乾施設の老朽化が背景である。ただし、1990年
に乾燥機を更新した№9集団（法人）だけは共乾
施設が存続しており、2006年に集団（法人）に払
い下げられた。共乾施設の内部作業が不要（№9
も農協RCに部分的に搬入）となったことは、一
面では女性の就業機会を縮小することにもつなが
り、法人を単位とした複合作目の導入も進められ
ている（№6はトマト、№5と№9はアスパラ）。

表３　営農組合の構成戸数の推移（士別市中士別地区）
№ 1972～73 1982 1992 2001 2008 備考
1 33 28 14 11 6
2 21 18 19 6 7
3 8 8 7 4 3
4 33 31 14 9 5
5 21 19 9 7 4 2004年12月法人設立
6 21 17 15 6 4 1995年6月法人設立
7 17 16 7 4 （解散）
8 21 20 7 1 （解散）
9 28 25 12 8 4 2002年2月法人設立

合計 203 182 104 56 33
（資料）営農組合連絡協議会記念誌、農協提供資料によって作成。

法人は農地を保有する農業生産法人であるが
（形態はいずれも農事組合法人）、構成員の全農地
を法人に一元化しているわけではなく、個別保有

を残したままの部分法人化として出発した。また、
事例地域において農地保有の状況を整理しようと
した時に、その事情を複雑にしているのが「共有
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地」の存在である。以下、№9集団＝T法人の事
例を見ておくこととしたい。

（３）T法人の事例
T法人は2002年2月に5戸で設立された。法人の

設立経緯は次のようである。まず、1989年にこの
地域で交換分合事業が実施され、その結果として
24haの「共有地」が生まれた。当時は法人有と
いう発想がなく、個人名義で取得するかたちを
とった。しかし、その耕作は営農組合を単位とし
た「共同耕作」というかたちをとり、その「受け
皿」として任意組織を設立した。その後、2000年
から道営事業（大区画整備）が施工されることと
なり、それを契機に法人設立に踏み切った（ただ
し、営農組合の中から不参加農家が1戸発生）。

その狙いは端的に、法人経営への一元化に置か
れていた。これは、設立時点の5戸のうち、2戸は
高齢・後継者不在のためほどなくリタイアが見込
まれ、残った3戸のなかでも後継者を確保してい
るのが1戸のみであった、という事情を反映して
いる。営農組合のトータルの耕作面積は100haを
超えており、ひとりの後継者に委ねるのは無理で
ある。法人に経営を一元化し、外部からの人材確
保も見込む新しい「器」をつくることを構想して
いた。営農組合も2006年12月に解散に踏み切り、
名実ともに法人がこの地域の営農を全面的にカ
バーする体制を整えたのである（前述の不参加農
家との間では、法人との作業受委託関係に切り換
え）。

しかし、現実はその通りには進まなかった。
2008年調査の時点では、すでに前述の2戸はリタ
イアしていたが（農地は法人に売却）、その後も
2010年、そして翌11年に後継者不在の2戸がリタ
イアした（農地処分は同様）。この結果、T法人
は実質的に「1戸1法人」となったのである。結果
的に、「営農集団→複数戸法人→１戸１法人」と
いう経過をたどったことになる。残った法人代表
の農家は後継者を確保した二世代経営であるとは
いえ、さすがにこれでは労力不足に陥る。そこで、
2012年から隣接地区の農家が法人に参加すること

になった。この農家は解散した№7集団に属して
いたが、解散後は個人農家として営農していた。
しかし、個別経営として存続し難い事情を抱えて
いたこともあり、農地（25ha）は合理化事業を
利用してT法人に売却し、2012年から夫婦ともに
法人に雇用されるかたちをとることとなった。

そこで2013年時点の法人経営の概況を述べてお
くと、法人の構成員（出資者）は代表農家（65歳）、
妻（60歳）、後継者（40歳）の3名であり、これに
加えて、後継者の妻（42歳）、先の加入農家夫婦

（44歳、40歳）の3名を年間雇用している。法人の
フルタイムの従業者は計6名である。また、パー
トタイムが計4名（70代男性、60代女性、50代女性、
高卒男子1名）であり、7ヶ月間の雇用を行ってい
る。この他に臨時雇用があり、年間250万円程度
支払っている（のべ人数等は不詳）。法人の農地
保有面積（水田）は134haであり、その内訳は法
人有48ha、公社からの一時貸付56ha、代表農家
分（法人に貸付）が30haとなっている。ただし、
代表農家が保有している30haのうち、その半分は
前述の「共有地」に該当する（代表農家以外の共
有地は法人が取得済み）。耕作実面積は129haで
あり、水稲74ha、小麦6ha、豆類31ha（うち大豆
25ha）、ビート14haに加えて、カボチャ2ha、ア
スパラ30a（ハウス6棟）となっている。経営的に
は水稲（コメ）への依存度が高いが、2012年の収
支状況は売上高1億3,300万円、営業外収益6,800万
円の計2億円であり、経常利益は5,300万円の黒字、
農業経営基盤強化準備金に4,200万円の繰り入れ
を行っている。事例地域の法人化事例では、最も
成功的な事例と目されている。詳細に触れること
は控えるが、役員報酬、また、先の加入農家に対
しても、相応の水準が支払われていることは確認
している。

将来的には先述の加入農家を構成員とし、後継
者夫婦も含めた2戸で経営は存続する見通しであ
る。しかし、地域全体の問題も見ておかなければ
ならない。他の2法人では、H法人（№6集団）が
2013年時点でも変わらず4戸の構成を維持してい
るが、もうひとつのI法人（№5集団）でも「1戸1
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法人化」の状況に陥ることが見通されている。T
法人の事例に見るように、法人化は必ずしも担い
手問題の「切り札」ではない。むしろT法人のよ
うな「核となる法人」をつくり、そこに地域農家
の参加を促すような仕組みがのぞましいのではな
いかとも思える。この延長線上で、将来的には「中
士別1農場」も構想されよう。現在（2014年初頭）、
中士別地区では再整備にあたる圃場整備事業（T
法人のエリアは実施済みであるため除く）への機
運が高まっている。農家減少が地域維持の限界を
超えて進んでいる状況下では、さらなる広域営農
体制の構築が目指されるべきである。

３．複数戸法人の経営継承問題

－中山間畑作地帯－

（１）複数戸法人の設立状況
事例として取り上げるのは、オホーツク（網走）

の中山間畑作地帯に位置する津別町である。事例
地域では調査時点（2012年）で、5つの複数戸法
人が設立されている。最も先発したA法人は1999
年に設立され、すでに10数年が経過している。そ
の2年後の2001年にB法人が、2004年にC法人、翌
2005年にD法人が相次いで設立された。そこから
やや間を置くが、2012年になってE法人が設立さ
れている。

これらの法人は、集落単位の地域をベースに設
立されている。大野晃氏は津別町内の各集落を
条件不利性の観点から3つに区分している（大野

［２］）。「平場農業地域」に区分されるのはC法人
が所在する集落のみで、先発のA法人及びB・D
法人が所在する集落は「準条件不利地域」、最も
後発のE法人が所在する集落は「条件不利地域」
に位置づけられる。相対的に条件が不利な沢地帯
を拠点に設立が進められてきたと言えよう。

法人の構成戸数はB・C・E法人が3戸、A法人
が4戸、D法人が最も多いが6戸に留まり、少数戸
である点は共通している。農協資料によって比較
可能な2011年の実績値から法人の耕作面積を見て
おくと（表出略）、A・D法人が180ha前後に到達

しており、B法人も100haを超えている。5法人の
なかで唯一、平坦部で展開しているC法人は50ha
であり、地域性が耕作規模にも反映している。直
近の設立であるE法人も150ha弱である（2012年）。

津別町のこれら複数戸法人は、大規模経営体と
いう点でほぼ共通しており、地域全体のなかでも
一定の存在感を示している。農協が2012年度末に
策定した「第8次農業振興計画」によれば、2012
年の津別町の全耕作面積（4,761ha）に占める5法
人のシェアは14％と1割を超えている。法人を除
く組合員戸数は162戸であり、1戸当たり平均耕
作面積は25.3haである。法人は計19戸の構成員で
663haを耕作していることになり、構成員戸数で
割り返せば34.9haになる。法人化によって農地集
積と耕作能力の拡大が併進していると言えよう。
以下は、2012年に実施した実態調査にもとづく報
告である。紙幅の関係から法人の紹介は1事例に
留めるが、5法人の構成員の状況を【表４】のよ
うなかたちで先んじて示しておく。紹介するのは
最も先発のA法人である。

（２）A法人の事例
A法人は、1999年に4戸で設立された有限会社

形態の農業生産法人である。この法人には前身組
織がある。1970年に発足した機械利用組合である。
ここでも、法人設立以前に「共同畑」を保有して
いた。法人化の直接の契機は、構成員の離農であっ
たという。構成農家は、A1（59歳）、A2（52歳）、
A3（51歳）、A4（38歳）の4戸であり、発足時か
ら変わっていない（A4は世代交替している）。法
人の耕作面積は設立時が159ha、現在（調査時点）
は183haに拡大している。設立以降に隣接地区（さ
らに奥の集落）での購入、また、それとは別な地
区での借り入れがある。なお、かつての共同畑は
法人で購入している。

労働力は1戸から2名が出るのが基本になってい
る。A1の妻は60歳で引退し、娘（37歳）がそれ
に代わっている。娘夫婦は2005年にUターンし（札
幌から）、その婿（30代）も法人で従業している。
A2は妻（52歳）が従業員である。A2の後継者も
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表４　津別町における複数戸法人の構成農家・従業者（一覧表）

農家
従業者

世帯主 後継者世代の就農等
男性 女性

Ａ１ 2 1 59歳  長女夫妻（30代）が2005年にＵターン就農、母は従業なし
Ａ２ 2 1 52歳  長男（20代）が2011年にＵターン就農
Ａ３ 1 1 51歳
Ａ４ 1 1 38歳  父の死去に伴い世代交替、母は65歳で引退
Ｂ１ 2 1 55歳  長男（30歳）が法人設立後に就農
Ｂ２ 1 1 38歳  主は法人設立前から後継者として就農、父は従業なし
Ｂ３ 1 － 59歳  妻は従業なし（体調不良）
Ｃ１ 1 1 63歳
Ｃ２ 1 － 58歳  妻は死去
Ｃ３ 1 1 56歳
Ｄ１ 1 1 50歳
Ｄ２ 1 1 66歳
Ｄ３ 2 1 62歳  後継者が法人設立前から就農
Ｄ４ 2 1 59歳  後継者が2010年にＵターン就農
Ｄ５ 2 1 58歳  後継者が法人設立とほぼ同時にＵターン就農
Ｄ６ 1 1 56歳
Ｅ１ 1 1 56歳
Ｅ２ 2 1 35歳  父（63歳）も従業
Ｅ３ 1 1 60歳

（資料）実態調査

2011年の結婚後すぐにUターンし（同じく札幌か
ら）、法人の従業員である。A3は妻（48歳）が法
人の従業員である。A4は妻（35歳）が法人で従
業しており、母は65歳で引退している（父は死去）。
法人は一応「65歳定年制」をしいており、A4の
母が最初のケースとなった。法人の従業者は計10
名（男性6名・女性4名）になるが、男性6名はす
べて機械のオペレーターをつとめる（Uターンの
2人も、2年目になれば乗ることができるという）。
臨時雇用は春にタマネギで2名、ビートで5名の計
7名であるが、それ以外にはない。

耕作面積は183haであり、2012年の内訳は、小
麦70ha（秋小麦60ha、春小麦10ha）、加工用スィー
トコーン（SC）が8.5ha、豆類9.5ha（うち小豆
7ha）、ビート57ha、イモ類17ha（食用8ha、加工
用9ha）に加えて、タマネギ15ha、緑肥が1haで
ある。作付順序は、＜ビート→SC・豆・イモ→
麦＞の3年輪作が基本であるが（タマネギは固定
的）、ビートと麦は連作にならざるを得ないとい
う。その意味でも「あと50～60haあると輪作が
楽になる」と考えているが、農地拡大の余地が乏

しい。畑作の好調を背景に「出物」がなく、法人
設立時とは異なる状況である。

機械・乾燥施設は法人有であるが、トラックだ
けは個人有である。法人化以降に機械体系も変わ
り、麦では砕土・整地と播種を同時に行うコンビ
ドリルを導入、豆はコンバインによるダイレクト
収穫となった。ビートでは2013年から農協の育苗
センターを利用する予定である（調査時点、ライ
ンの増設を受けた対応である）。その分、タマネ
ギに専念できると考えている。加工用イモ（ポテ
トチップス原料）はトヨシロ、スノーデンの2品
種であるが、スノーデンはソイルコンディショニ
ング（ソイルコン）を実施している。ソイルコン
の機械はB法人との共有であるが、農協にも2ha
分を委託している。保有農地は沢沿いであること
からレキが多く、イモには不適であったが、ソイ
ルコンの実施で作付けできるようになったことを
評価している。タマネギは法人化以降に導入した
ものであり、収穫は「ピッカー＋定置式タッパー」
の体系である。ただし、多人数での組作業となる
ことから、これ以上の拡大は難しいとみている。
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農地保有の内訳は十分確認できていないが、法
人有地は隣接地区（先述の購入地）、法人事務所
ともなっている最初の離農者からの購入地（20ha
弱）、かつての共同畑のみである。これ以外の構
成員と法人の間は無償貸借にしている（持ち面積
の格差は分配に反映させない方針）。外部借地は
2件・10ha（1件は農家、もう1件は森林組合）に
加えて、地元の高齢離農者から法人に借り手を変
更したものが5.5haある程度である。

法人の総収入はおよそ2.4億円であり（2011年）、
農産物販売収入が2億円、助成金・交付金が4千万
円である。役員報酬（4名）は「月額70万円」が
基本であり、平等に設定している。家族（妻また
は娘）の報酬額は「月額40万円」（年間480万円に
なる）に設定しており、2011年はタマネギの好調
に支えられて「賞与5.5ヶ月分」を支払った。夫
婦（娘の場合もある）2人では年間1,500万円ほど
になる。

他方、後継者層の2名は従業員待遇であるが、
初任給は大卒程度で月額20万を基本とし、3年目
に25万円に昇給する。以降は2年ごとの昇給であ
る。最低300万円を確保できるようにしており、
トータルで300～400万円程度である（代表者から
の聴き取り）。分配は「夫婦2名」を厚くするのを
原則としており、後継者層のような「プラスα」
に対しては必要最低限を確保するかたちとなって
いる。不足するのであれば個々の家庭内で調整す
れば良いという考え方であり、この辺りにも「会
社型法人」に純化し切れていない課題がある。

現状では、タマネギの好調にも支えられて「反
10万円」を超える売り上げを確保しており、個
人経営時代と比べても余裕は出ているという。U
ターン就農を生み出しているのもこうした余裕の
現れであろう。農業経営基盤強化準備金も9,000
万円ぐらいまで積み上がっており、農地購入がで
きれば良いが、前述したように「出物」がない。

今後の意向は「あと50～60haの拡大」であるが、
その見通しが立たないため当面は現状維持であろ
う。ただし、将来的には「この沢で1法人」にし
たい意向をもつ。法人所在集落でも個人農家が1

戸おり、隣接集落（さらに奥）にも1戸いる。ま
た、これも構想段階に留まるが、共有関係（ソイ
ルコン）のあるB法人との統合も視野に入ってい
る。事例地域では現在（2014年初頭）、国営事業（農
地再編）の導入も計画されており、それが農地集
積を進めるひとつのきっかけにもなり得るであろ
う。

（３）法人の継承者確保状況
先の【表４】に示したが、その他4法人の継承

者確保状況についても気にして見ておくと、B法
人では構成員3戸のうち1戸で世代交替が済んでお
り、この法人で雇用している女性従業員の息子が
法人で従業する見込みがある。C法人は構成員3
戸の後継者が就農するかどうかは現時点で未定で
あるが、2013年から新たに1戸が加入を予定して
おり（調査時点）、この農家には後継者がいる。

D法人は構成員6戸のうち3戸で後継者が就農し
ている。そのうち2名がＵターン就農であり、こ
のパターンはA法人と同じである。ただし、将
来的に3戸しか残らなければ戦力は「半減」であ
り、現在の営農（176haのうちタマネギ作付けが
43ha）を維持するのは難しいと考えている。こ
れまでは外部人材を導入するという発想はなかっ
たが、それに向けた条件整備が必要であろう。最
も後発のE法人は構成員3戸であり、このうち1戸
で世代交替が済んでいる。しかし、残り2戸はや
はり後継者不在である。法人設立を主導した代表
農家は地域でもトップクラスの農業者であり（個
人経営時代は40haの畑作経営）、自分自身のこと
だけを考えれば無理をして法人をつくる必要はな
かった。しかし、所在集落では農家減少が極限ま
で進み、最後に残った3戸で法人設立に至った。「自
分がやめても法人が残れば良い」と考えているが、
ここでも外部人材の導入が必要である。

事例地域の複数戸法人における継承者の確保
は、①法人設立後に後継者層がＵターンで就農（A
及びD法人、B法人でも可能性がある）、②地域で
核となる法人を設立し、後継者のいる周辺農家が
参加（C法人）、③近い将来の構成員のリタイア
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に備えて、外部人材の導入を構想（E法人、D法
人も該当）という3つのパターンに分かれる。最
も成功的なパターンは①であるが、そもそも後継
者確保の見通しをもたない農家も構成員となって
おり、これがすべてではない。事例地域の複数戸
法人は家族経営の「集合体」という面を色濃く残
している。構成農家が現役で、構成員内で後継者
を確保しているうちはそれでも良いだろう。しか
し、経営維持の限界を超えて構成員のリタイアと
労働力不足が進行した場合、そのままでは存続が
難しくなるだろう。外部人材を導入するためには、
本格的な「会社型法人」への脱皮が必要である。
関係機関（農協）の指導により、2013年に「農業
法人会」が発足し、この面での意識醸成を図るこ
とになっている。

Ⅳ．規模拡大の進行と土地利用問題
－道南園芸地帯－

（１）土地利用型農業の改善に取り組んだ背景
ここでは、道南有数の園芸地帯である渡島管内・

知内町を事例に取り上げる。もともとは水田ベー
スの農業地域であり、経営耕地面積（農業経営体
総数）の86％は田地目である（2010年センサス）。
しかし、農業生産に占める園芸（野菜）のウェイ
トはきわめて高い。2010年センサスの営農類型別
農家数（電子媒体に掲載）によれば、販売農家
168戸のうち「野菜作」が97戸・58％を占めてい
る（2位は水田作の21％）。統計数値が把握可能な
2006年の農業産出額は16.1億円であり、耕種（15.4
億円）のうち野菜部門が69％を占める（2位は米
の26％）。町資料で補っておけば、2008年の農畜
産物販売額は15.4億円であり、園芸が11.6億円と
76％を占めている（2位は米の2.7億円で17％）。
主要な園芸作物はニラ、ホウレンソウ、トマト、
ミツバの4品目であり、すべて施設園芸である。
なかでもニラの販売額は8.7億円と園芸部門の4分
の3を占めるだけでなく、販売額全体の57％と過
半を超えている（2011年は10億円を突破）。

やや長いスパンをとって、1969年以降の農業粗

生産額（産出額）の耕種部門に占める米・野菜の
比率と、統計から算出した転作率を図示しておけ
ば【図２】のようになる。まず、耕種に占める野
菜部門のウェイトを見ると、1980年代半ばまでは
10％前後に過ぎなかったが、米価引き下げが行わ
れた1980年代後半以降になると3割前後に達する
ようになり、さらに米価が急落した1990年代半ば
以降は5割前後に引き上がっている。米と野菜の
シェアが逆転したのは1998年であり、2000年代に
入ってからも野菜部門のウェイト増大は続いてい
る。ニラ栽培は減反開始初期（1971年）からであ
るが、1980年代半ばまでの地域農業は依然として
米のウェイトが高かった。園芸部門の拡大はこれ
以降の米の落ち込みをカバーしてきた面が大き
い。逆に言えば、園芸産地形成に活路を求めるし
かなかった地域である。

他方、土地利用型農業の面では、転作拡大の動
きに注目すべきである。転作率は1990年代半ばま
では30％前後で推移していたが、この時期以降の
生産調整強化によって引き上がり、2000年代に
入ってからは50％超の水準で推移している。この
ことが後述する転作対応の取り組みを必要とした
基本的な背景である。

転作対応に取り組んだもうひとつの背景は、農
業構造の変化である。販売農家の数値を【表５】
に示しているが、農家減少は1990年代後半以降に
加速化し（昭和ヒトケタのリタイアが背景）、そ
れに伴って規模拡大と借地増大が並行して進んだ
ことが見て取れる。5年刻みの期間減少率が10～
20％台、2010年の借地率40％という数値は、中核
地帯とは比べものにならない大きな構造変化であ
る。階層構成では2010年時点でも5ha未満の小規
模層が59％を占めているが、この層はかつてと比
べると6割以上減少しており、農地供給層に転じ
ている。上層の動向を見ると、2000年代後半以
降は10～20ha層も減少に転じ、増えているのは
20ha以上層のみである。20ha以上の戸数シェア
は1割に過ぎないが、農地保有シェアは39％を占
めている（表出略）。
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表５　農業構造変化の概観（知内町、販売農家）
農家戸数
（戸）

減少率
（％）

平均規模
（ha）

平均規模 平均規模 平均規模 平均規模 借地面積
（ha）

借地率
（％）（ha） （ha） （ha） （ha）

1990 362 6.5 4.0 258 76 25 3 137 9.6 
1995 336 7.2 4.2 233 68 27 8 207 14.5 
2000 280 16.7 4.6 194 51 28 7 191 14.8 
2005 197 29.6 5.8 126 33 30 8 292 25.5 
2010 168 14.7 7.7 99 29 24 16 515 40.0 

（資料）センサス
（注１）減少率は期間（5年）減少率であり、1985年の販売農家数は387戸（1990年センサス掲載値）。
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図２　稲作の縮小と野菜部門のウェイト増大（知内町）

（資料）「生産農業所得統計」「北海道農林水産統計年報」
（注１）転作率（％）＝（田本地－水稲作付）／田本地面積により求めた。
（注２）1977年は統計に田本地の表示がないため、前後年の平均値により算出した。
（注３）1993年は極端な冷害年のため図示せず。

事例地域に限らないが、「非中核地帯」におけ
る園芸産地形成は一定の農業自立経営層を生み出
してきた。それ自体は輝かしい成果であるが、他
方では小規模層の「滞留構造」を残したままであっ
た。地域内のすべての農家が農業自立的な複合経
営を確立したわけでは決してない。1990年代後半
以降の時期になると、高齢化に伴いこの層の崩れ
が顕著となり、構造変化の下で急テンポの規模拡
大が進められた。このことが、本格的な転作対応
＝土地利用型農業の改善が進められた今ひとつの
背景である。

（２）転作対応の改善
転作への本格的な対処の契機となったのが、

2004年からの「地域水田農業ビジョン」と「産地

づくり交付金対策」であり、転作対応の改善がそ
の主眼に置かれた。事例地域の農協は広域合併し
ているが（2002年）、地域水田農業ビジョンは町
単位で策定され、地域課題に対応するような助成
メニューが設計された。具体的には、大豆・ソバ・
緑肥の3年輪作の推進である。その中心的な担い
手は、機械作業をカバーする生産者組織である（後
述）。

転作対応の経過について述べておくと（表出
略）、まず、2004～2006年の産地づくり「Ⅰ期対策」
では、大豆転作の拡大が図られた。転作大豆の面
積は対策前にあたる2003年の49haから、2006年
には108haまで拡大する。その結果、半ば「捨て
づくり」的な対応を含んでいた牧草転作は、2003
年の461haから2006年には397haに減少した。牧
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草転作の縮小は、この地域では端的に土地利用改
善の成果と言える。また、大豆転作の拡大を誘導
するために併せて取り組まれたのが、転作田の暗
渠整備と農地集積に対する助成措置である。後者
は転作田を借地で集積した担い手に対する小作料
助成であり、転作対応の担い手が拡大経営である
ことを物語っている。

続く2007～2009年の「Ⅱ期対策」では、前記に
急拡大した大豆転作への反省が加えられ、新たに
大豆・ソバ・緑肥の3年輪作を基本とする助成措
置が設計された。そのためにまず、3作物の助成
最高額が10a当たり61千円で並ぶように各種助成
単価が設定され、新たに「輪作助成」がメニュー
として組み込まれた。2009年の転作実績は大豆が
60ha、ソバが62ha、緑肥が66haと3作物間のバラ
ンスが図られている。また、大豆単作のⅠ期対策
と比べても、全体としてカバーする面積が拡大し
ている。その結果、2009年の牧草転作は347haと
なり、さらに縮小した。この6年間の取り組みに
より、牧草転作は2003年対比で114haも縮小した
のである。大きな成果と言って良い。

（３）転作対応の担い手と組織活動
次に、こうした転作の担い手について述べてお

きたい。事例地域における新たな転作対応は、基
本的に生産者組織がカバーしている。まず、春作
業（耕起、播種等）は2002年と2004年に設立され
たふたつの組織がカバーしており、秋作業（収穫、
乾燥調製等）は2003年に設立された「豆類機械作
業受託組合」（豆組合）が一括して受託している。
前者の2組織は、農業者有志で設立した組織であ
るのに対して、後者は大豆耕作者を網羅した組織
である（構成員38名、2009年）。豆組合は農協（支
所）のサポートを受けながら、補助事業を導入し
てコンバイン、乾燥施設を整備している。

ここでは前者の組織について、先発の「M組合」
を例に述べておきたい（2009年調査）。構成員は
7名であり、年齢層は40代前半が2名、30代後半が
5名と比較的若い。4Hクラブ・農協青年部時代か
らの人的つながりをベースにしているが、コア・

メンバーは「土地利用型農業の改善に自ら取り組
む」ことを共通目標としている。

役員農家2名の実態調査を実施したが、いずれ
も40代前半であり、親世代（60代後半から70代前
半）も農業に従事している二世代経営である。経
営面積は24.5ha、21.0haと大きく、借地がそれぞ
れ8.5ha、14.5haである。M組合は受託組織という
性格に加えて、構成員の農地集積に伴う転作拡大
に対応した共同利用組織という面を併せもってい
る。また、施設園芸を基幹とした経営でありなが
らこうした組織活動に参画できるのは、構成員の
年齢層が比較的若く、二世代経営の後継者世代と
いう「余裕の産物」という面もある。構成員は秋
作業の受託組織（豆組合）にもオペレーターとし
て出役している。土地利用型部門と複合部門の鋭
い作業競合問題は、親世代の農業従事と組織的対
応により緩和されていると言えよう。

M組合が2008年に行った主な作業実績について
述べておけば、①サブソイラー作業（排水改良）、
②耕起、③牧草防除、④ソバ播種、⑤豆類播種、
⑥大豆カルチ作業、⑦大豆培土、⑧大豆防除であ
り、作業期間は4月下旬からおおむね9月上旬まで
である。そのうち播種の実績は、トータルの作業
面積でソバが16.1ha、豆類が19.4haである。ソバ
では員内3名、員外5名の作業を請け負っており、
員外の面積割合は57％である。豆類は員内5名、
員外5名であり、員外の面積割合は59％となって
いる。この面でも「共同利用＋受託」組織と言える。

2008年には、地域全体の畑作物の生産振興を検
討する場として「畑作生産組合」が設立された。
豆類・ソバの生産者を網羅する組織であり、組合
員数は豆組合と同じ38名である。設立の趣意とし
て「畑作振興を通じて、高齢化に伴う遊休農地の
増加を防ぐ」ことが掲げられている。畑作生産を
安定させるためには地域に適した品種の検討、単
収の向上、病害対策（特に大豆シストセンチュウ）
など取り組むべき課題は多いが、組合ではさしあ
たりソバについて統一した播種計画を策定し、高
単価が見込める早期出荷（8月）の取り組みを開
始した。畑作振興はこれまでの地域農業にはな
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かったイシューであり、現局面における地域農業
の焦点が土地利用型農業の維持・存続にも向けら
れていることを示している。

Ⅴ．今後の課題

以上見てきたように、現局面における北海道の
担い手・農地問題の焦点は、①地代負担の圧縮、
②複数戸法人化による担い手確保と農地維持、③
規模拡大に伴う土地利用方式の確立、という3つ
の課題への対処である。①では小作料の「高止ま
り」傾向が見られる草地酪農地帯を、②では限界
的な水田・畑作地帯を、③では規模拡大が急速に
進んだ複合生産地帯を典型事例として取り上げ
た。3つの問題は重なり合っており、農家戸数の
減少に伴う農業構造変化を受け止めるためには、
総合的に取り組むことが必要である。

課題解決の道筋を展望する上で敷衍しておけ
ば、①は農地流動化への公的関与の必要性を改め
て提起しており、特に小作料（賃借料）算定にあ
たっては標準小作料制度に代わる新たな枠組みを
地域単位で再構築することが必要である。売買で
は、農業委員会による現行の斡旋（あっせん）の
仕組みと、合理化事業による公的介入の継続を求
めたい。北海道の場合、公的関与を薄れさせるこ
とは、かえって担い手に「過重」な負担を背負わ
せることになりかねない。

②について言えば、地域の「核」となる複数戸
法人をつくることが先決であるが、その延長上に、
より広い範囲をカバーする「広域営農体制」を構
想すべき段階に来ている。ひとつのきっかけは圃
場整備であろう。新設される農地中間管理機構に
農地を集積した上で事業を導入し、土地利用のグ
ランドデザインにもとづいて法人に農地を再配分
する手法もあり得る。地域維持の限界を超えて農
家減少が進むことが見通される地域では、このよ
うな再編手段を積極的に検討すべきである。

③は水田利用にかかわる問題が中心となるが、
2013年末農政改革の推進方向が「非主食用米」に
置かれていることも活用すべきであろう。北海

道でも加工用米、WCS、飼料用米のそれぞれに
可能性があるが、当面の力点は加工用米である。
2014年においても、生産調整強化に伴う水田維持
方策として、加工用米の需要開拓が全道レベルで
取り組まれている。これまでにはなかったような
低価格帯への需要にも応える必要があり、良食味
米生産の一本槍では対応できない。新たな多収性
品種の導入など、米生産のあり方に軌道修正が求
められるだろう。飼料用米への対応も含めて、地
域（農協）単位の戦略的な取り組みが必要である。
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