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［研究論文］

社会関係からみた農地集積の実態
―　茨城県桜川流域の事例より　―

農林水産省職員・東北大学大学院農学修士　井　　坂　　友　　美

１．背景と本稿の課題

日本農業の構造改革が喫緊の課題とされるな
か、農業経営体の経営耕地面積に占める借入耕地
面積の割合は約3割に達し（2010年時点）、農地の
流動化は進んでいる。もとより「構造政策の優等
生」とされる北海道を除けば、5ha以上の規模の
農業経営体による経営耕地面積シェアも約3割と
なっている。長期的に見れば、地域差を伴いなが
らも農業構造は確実に変化してきていると言える
（以上、安藤編（2012））。
農地の流動化・集積に関する近年の研究動向を
まとめた有本・中嶋（2010）は、農業の機械化や
農業労働力の減少により「下層農から上層農への
農地移動が基本的には観察されている」とした上
で、「とは言え、こうした上層農への農地の集積
の速度は遅々としている」ことを指摘し、「農地
流動化の制約要因」を次のように整理している。
農地は「場所的不動性」と「集団化の経済」とい
う特性（生源寺（1998））、及びいえ・むら規範を
伴うという特性を持ち、「『むら』や集落などの地
縁的な組織による仲介や信頼関係で結ばれた縁約
（地縁・血縁などの人的つながり、ネットワーク）
など、非市場的な制度によって取引されてきた」。
すなわち、ここで指摘されているのは、農地の流
動化・集積は次のふたつの特性を伴うということ
である。第一に、取引対象である農地は動かすこ
とができず、また地片どうしの位置関係に依存す
るという地理的な特性、第二に、取引主体が縁約
によって限定される者同士であるという社会的な
特性である。
農地問題に関しては、従来、農地の流動化・集

積の要因として地代負担力が注目され、1970年頃
に今村・梶井（今村（1969）、梶井（1973））によ
り農地流動化の経済的条件（小規模農家の稲作所
得水準≦大規模農家の稲作余剰）が示された。し
かし、その後も農地の流動化・集積が進まなかっ
たことを背景に、1990年代初頭には、従来の地代
負担力に加えて社会関係に注目した調査研究がな
されている。
たとえば平成初期に、地代負担力以外の農地流
動化・集積の要因として、仙北谷（1991）は農家
間の情報チャンネルに、東城（1992）は農家間の
個別的・社会関係の機能する「インフォーマル・
プロセス」に着目した。前者は、北海道中札内町
の畑作経営を対象とした調査研究により、農地の
出し手が農地移動に関する情報の主導権を握り、
その情報チャンネルとして「親戚関係」、「友人・
知人関係」、「集落内諸組織」があることを確認し
ている。その上で、「親戚関係」や「友人・知人
関係」というチャンネルを持つ集落では出入り作
が多く、「集落内の協業組織」というチャンネル
を持つ集落では出入り作が少ないことを明らかに
している。後者は、富山県礪波市の稲作協業経営
を対象とした調査研究により、地代負担力を検証
した上で、農地集積プロセスを分析している。そ
こでは、農地銀行等を仲介する「フォーマル・プ
ロセス」に対して、友人・知人を仲介して借地し、
その圃場付近の農家からも信頼を得て借地を依頼
されるといった「インフォーマル・プロセス」の
重要性を指摘し、それによって各経営が地区外や
市外に進出していったことを明らかにしている。
さらに、最近は村落地理学の分野で、吉田（2009、
2012）が農家間の社会関係と物理的空間を関連付
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けて論じている。吉田（2009）は大規模化に経済
合理性が見出せる地域として北海道音更町の大規
模畑作地帯を、吉田（2012）はそれとは対照的な
地域として兵庫県南あわじ市の集約的農業地帯を
調査し、農地移動に寄与する社会関係を分析して
いる。前者では、「近隣」や「同一集落」という
社会関係により集落内で集積する類型、それらに
加えて学校の交友関係などの「結社縁」を活用し
て地区内で集積する類型、さらにその他の友人関
係や公的機関を活用して地区外や町外にも規模を
拡大する類型を見出している。後者では、「同一
集落」の社会関係が集落内の農地を、「血縁」及
び「結社縁」の社会関係が集落外の農地を維持す
る根拠となっていることが明らかにされている。
こうした研究成果は、先に述べた農地流動化・集
積の地理的特性と社会的特性を関連付け、地理的
性格を不可避に負う農地移動に対して、社会関係
が果たす影響を明らかにするものとして注目でき
る。
このような経緯を踏まえつつ、本稿は、地縁・
血縁をはじめとする社会関係が、小規模農家から
中・大規模農家への農地集積の地理的分布をどの
ように規定しているのか、という問題にアプロー
チする。農地の流動化・集積が一定程度進んだ現
段階において、改めてその実態を把握しておくこ
とは、地域社会のうちで営まれる農業の持続的発
展を考慮し、現実的な農業構造を展望するために
重要であると考える。
さらに、本稿は農地の受け手である中・大規模
農家のみならず、農地の出し手である地主に関す
る実態も整理する。既述のように、農地の出し手
が農地移動に関する情報の主導権を握っているこ
とが指摘されている（仙北谷（1991））他、塚本・
辻（2003）は、福岡県鞍手町と穂波町の地主各30
戸のアンケート調査結果から探査的因子分析を行
い、農地供給者の意識と行動を分析している。農
地貸付相手選択においては、個人的な判断基準に
加えて、地域の中心的農家の情報や周りの農家の
反応が、実際の農地供給者の行動に影響を与える
ことを実証している。このような研究成果を鑑み

れば、社会関係が農地集積の地理的分布をどのよ
うに規定しているのかという問題にアプローチす
る際には、農地の受け手側のみならず出し手側の
実態把握も必要不可欠と考える。
以上の問題意識に沿って、第2節では調査対象
とする地域・経営の概況と分析枠組を述べる。第
3節では「集落」及び「旧村落」を指標として、
圃場と地主の分布パターンを整理し、第4節では
第3節の整理に加えて農地の受け手と出し手の個
別の社会関係を分析する。さらに、第5節では対
象経営に農地を貸し付けている代表的な地主につ
いて、農地の貸付経緯を整理し、第6節において
全体のまとめを行う。

２．調査対象と分析枠組

　1）対象地域と対象経営の概要

（1）関東・茨城県桜川流域の概要
本稿は、農地集積及びその地理的分布に、農地
の受け手と出し手の社会関係が与える影響を考察
する。その際、営農組織による組織的・計画的な
農地集積ではなく、個別農家による農地集積を対
象とする。営農組織では組織構成員の農地をまと
めてカバーすることができるが、この農地集積メ
カニズムは個別の農地取引による農地集積メカニ
ズムとは異なり、農地集積の地理的特性と社会的
特性を反映するとは言えないためである。さらに、
あえて農地利用調整のための仲介組織の影響を可
能な限り除外し、主に相対取引による農地集積を
考察対象とする。農地利用調整の仲介組織は、基
本的には白紙委任を前提としており、ここにおい
ても農地集積に対する社会関係の影響を考察する
のは困難と考えるためである。
したがって、調査の対象地域としては、農地の
集積先の特徴から「個別農家対応型」に分類され
る関東のうち（橋詰（2011））（註1）、都府県平均
並みに農地の流動化・集積が進む茨城県を選定し
た。茨城県の特徴としては、第一に県境を除いて
中山間地域が少ない、第二に利根川流域の平坦農
業地域では大規模経営が実現している、第三に県
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西の台地では大規模畑作経営が展開している、こ
とが挙げられる（安藤（2005））。本稿は農業構造
問題における水田農業の重要性を考慮し、利根川
水系に属する南西部の平坦水田地帯のうち、農地
集積が進んでいる桜川流域を選定した。
桜川は桜川市北部から霞ヶ浦に注ぐ、霞ヶ浦流
入河川としては流域面積最大の河川である。当地
域は、桜川平地を挟んで東に筑波山地、西に筑波・
稲敷台地が広がり、関東平野においても山地の見
られる特徴的な地形を有している。主に西側の台
地が畑として、東側の平地から山裾までが水田と
して利用されている。対象とする地域は、上流域
の桜川市真壁地区、中流域のつくば市筑波地区、
下流域の土浦市新治地区である。以下に各地区の
概要をまとめる。
①…桜川市真壁地区
茨城県中西部に位置する桜川市は、2005年に岩
瀬町、真壁町、大和村が合併して誕生した。山々
に囲まれ、中央に桜川が南流しており、桜川の東
側が水田地帯、西側が台地の畑地帯となっている。
桜川流域の平坦部に展開する農用地は、1975年以
降の土地改良事業により水田の基盤整備が完了し
ており、大中型機械化体系に対応する条件を備え
ている。
真壁地区はさらに、樺穂村9集落、紫尾村9集落、
谷貝村8集落、長讃村2集落、真壁町13集落の5旧
村町41集落により構成されている。樺穂村、紫尾
村、真壁町の一部（桜川の東側の山裾）には傾斜
地が多く未整備の田もある。また、谷貝村は大部
分が台地であり、畑ではスイカ、トマト、キュウ
リなどの施設園芸がさかんである。樺穂村と真壁
町の一部（桜川の西側）、長讃村にも台地が広がり、
畑では主に露地野菜や麦が作付けされている。
②…つくば市筑波地区
茨城県南西部に位置するつくば市は、1987年に
旧筑波郡の大穂町、豊里町、谷田部町と旧新治郡
の桜村が、翌年に旧筑波郡の筑波町が合併し、さ
らに2002年に旧稲敷郡の茎崎村が合併して誕生し
た。筑波山、筑波・稲敷台地、桜川低地で構成され、
河川流域の水田地帯と、その周辺の畑地帯に大別

される。桜川及び小貝川流域の水田地帯は、基盤
整備事業がほぼ完了している（筑波地区が最も早
く1974年から着手された）。つくば市ではさらに、
研究学園都市の建設以降に人口が増加し、交通網
が発達している点に特徴がある。谷田部地区と桜
地区は研究学園都市の中心部に位置するため、ま
た茎崎地区は牛久市に隣接しているため、農業が
さかんとは言えない。
筑波地区はさらに、筑波町4集落、北条町7集落、
小田村9集落、田井村9集落、作岡村8集落、田水
山村4集落、菅間村7集落の7旧村町48集落により
構成されており、ローカルブランドの「筑波北条
米」を代表とするコメ作りが特徴である。
③…土浦市新治地区
茨城県南部に位置する土浦市は、2006年に土浦
市と旧新治郡の新治村が合併して誕生した。霞ヶ
浦や桜川、丘陵地帯に囲まれ、交通幹線網も整備
されている。霞ケ浦湖岸では、その湿地帯の特性
を活かしたれんこん、桜川沿岸では基盤整理が完
了した圃場における水稲栽培がさかんである（新
治地区のうち桜川周辺の土地改良事業は1968年に
着手された）。…
新治地区はさらに、藤沢村7集落、山ノ荘村6集
落、斗利出村7集落の3旧村町20集落により構成さ
れている。各村の一部（山裾）には未整備の田畑
がある。桜川周辺の大規模稲作の他、畑作では果
樹類としてカキ・ナシ、また花卉類として、とく
に藤沢村におけるヤナギの栽培が特徴的である。
④各地区における農地利用の状況
各地区では、第1表に示す通り、地価は約100万
円/10a、地代は約2万円/10a（物納1.5俵/10aで支
払われるのが一般的）（註2）である。真壁地区及
び筑波地区では、2007年前後にいくつかの営農組
織が設立されたものの、基本的には個別農家が農
地の集積先となっており、法人形態の個別経営も
存在する（註3）。これに対して新治地区では、土
浦地区との合併後に営農組織が解散し（註4）、ま
た法人形態の個別経営は存在しない。
（2）個別農家3事例の概要
したがって各地区では、農地集積及びその地理
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的分布に対する社会関係そのものの影響がよく観
察できると期待される。その特徴を把握するため、
各地区でも中・大規模の個別農家を対象経営とし
て選定し、法人化が農地集積に与える影響を除外
するため、全て家族経営とした。各経営の所在す
る集落の概況を第2表に、経営の概要を第3表にま
とめる。ただし、本稿は水田農業における農地集
積を問題とするため、分析対象を経営田（本稿で
は自作田及び借地田とし、経営畑や作業受託は含
めない）に限定する。
第3表を見ると、田畑を合わせた全体の経営面
積規模には格差が見られるが、対象経営のうちo
経営は約30ha、n経営及び…h経営は約15ha規模の
田を経営している。ただし、o経営の圃場は平地
にのみ展開しているのに対して、h、…n経営は圃場
の一部が山裾に展開しており、このことが前者の
面積規模を30ha、後者を15haに制約する条件と
も考えられる。いずれにせよこの規模水準は、稲
作における「最小適正規模と必要最小規模の両者
を満たす経営」が平地で20～30haとされている

ことを考えれば（梅本（2014））、今後の日本農業
が目指すべき水準と言えるであろう。以下に3戸
の経営概要をまとめておく。
①…筑波地区旧O村O集落　o経営
筑波地区旧O村のO集落に所在するo経営は、69
歳の経営主、69歳の妻、43歳の長男による家族経
営であり（註5）、全員が農業に専業従事している
専業農家である。ただし、長男が経営に参加する
ようになったのは2011年であり、それまで勤務し
ていた地元の建築会社を退職して就農している。
また、次男は市内に、長女は市外に世帯を持つ
が、どちらも非農家である。家族以外には、年間
を通して草刈りなどの農作業を手伝う常雇を1人
（33歳男性）、また田植え期と稲刈り期のみ苗運び
などを手伝う臨時雇を1日当たり2人（70歳前後）、
約20日間雇っている。
土地に関しては、次節で正確なデータを扱うが、
ここでは簡単な聞き取り調査の結果をそのまま
示しておく。o経営は34.0ha（自作地2.5ha、借地
31.5ha）の経営田のうち26.5haが稲作田、7.5haが

第１表　各地区における農地利用の状況
桜川市真壁地区 つくば市筑波地区 土浦市新治地区

地価・地代（万円/10a）…地価：94地代：……2　（1.5俵）
地価：約100
地代：2.1…-…2.2…（1…-…1.5俵）

地価：約100
地代：2.1-…2.2…（1.5俵）

担い手の形態
個別：法人経営あり。
組織：……H19以降に営農組合が設立。…

いずれも法人化はしていない。

個別：法人経営あり。
組織：……H18以降に4営農組合が設立。…

いずれも法人化はしていない。

個別：法人経営なし。
組織：……H18の市町村合併後に転作組合

が解散。営農組合なし。

農地利用調整仲介組織
市が農地利用集積円滑化団体として活
動。白紙委任はない。

相対の後に市が仲介する場合が多い。 農業公社が農用地利用改善団体として
活動。相対の後に市が仲介する場合が
多い。

資料：各市役所聞き取り調査。

第２表　各集落の概況

地区名 集落名 総戸数
（戸） 総農家数（戸）

販売農家数（戸） 経営耕地面積（a）
流動化率（%） 集積率（%）

5ha以上 田
真壁 N 118 35 25 1 6009 4490 62 54
筑波 O 134 41 27 3 10878 9932 75 72
新治 H 146 59 35 2 5791 4009 33 28

資料：農業集落カード（2010）。
註： 1）  流動化率は、「経営耕地面積」に占める「借入耕地」の割合、集積率は、「経営耕地面積」に占める「5ha以上販売農家の経営耕地面積」の割合として算出。
 2）  真壁地区N集落は、N集落と隣接するI集落及びK集落を含む。本文の註17参照。

第３表　各経営の概要

経営
労働 土地（ha） 機械（個人所有・台） 農地管理に関する状況

家族 雇用（人） 田 畑
計 田の作業受託 ﾄﾗｸﾀ 田植機 ｺﾝﾊﾞｲﾝ 乾燥機 収量…

（俵/10a）
地代…

（俵/10a）
水利費…
（円）

利用権…
設定本人 妻 後継者 常雇 臨時 自作 自作

o ◎（69）◎（69）◎長男（43） 1 2 34.0 2.5 3.8 0.8 37.8 3.0 6 1…（8条） 2…（6条） 5 8.5 2 1.2…-…1.3万 設定なし
h ◎（44）◎（42） 未定 0 1 14.5 2.0 0.9 0.9 15.4 5.0 2 1…（8条） 1…（5条） 5 7…………-…8 1.5 1.3万 設定あり（…5）
n ◎（66）◎（66） × 1 8 17.0 2.5 25.5 0.5 42.5 少々 3 1…（8条） 1…（6条） 3 ………8 1.5 約1万 全て設定（10）

註： 1）聞き取り調査の結果をそのまま記載しているため、「土地」の数値は本文中の数値と整合しない場合がある。
 2）「労働」のうち「家族」については、◎：専業従事、×：農外従事、カッコ内は年齢を示す。
 3）「農地管理に関する状況」について、o、n経営は貸し手が借り手に、h経営は貸し手が土地改良区に、水利費を支払う。利用権設定欄のカッコ内は契約年数を示す。
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転作田であり、それ以外に作業受託が3ha、転作
受託が1.3haある（註6）。さらに、3.8ha（自作地
0.8ha、借地3.0ha）の畑には夏に大豆、冬に麦を
作付けしている。先代は養蚕や養豚をも経営して
いたが、経営田が25ha規模に拡大した6年前（2007
年）に、養豚（親豚40頭、肥育豚300頭）を廃止し、
豚舎を作業場に改修した。機械に関しては、トラ
クタ6台（95、…90、…65、…55、…37、…26ps）、8条田植機
1台、6条コンバイン2台、乾燥機5台を個人で所有
する他、汎用コンバインとブームスプレイヤーを
共有している。
米の品種は7割がコシヒカリ、3割があきだわら
である。あきだわらは晩生品種であり、作業適期
を考慮して導入しているほか、転作田の一部（20a）
では飼料用米も取り入れている。収量は、コシヒ
カリが8.5俵/10a、あきだわらが10俵/10a、麦が6
俵/10a、大豆が2.5俵/10aである。当経営は50年
ほど前から、経営作物の肥料には有機肥料として
豚糞を使用しているという特徴がある。また、米
の販売先は農協と庭先であり、農協は1.5万円/俵、
庭先は1.8万円/俵の価格で販売される。麦や大豆
の販売先は全て農協である。
さらに、農地管理に関する状況について、分析
対象とする経営田に限定してまとめておく。10a
当たりの収量8.5俵のうち2俵を地代として地主に
支払うが（条件の悪い場合は1.5俵）、これは地主
によって変わらず一律である。また、水管理と草
刈りは基本的にo経営が行い、水利費1.2～1.3万円
が地主から支払われる。利用権設定はしておら
ず、年数の契約もない。現在、経営田34.0haのう
ち31.5haは借地であるが、O集落ではすでに農地
集積が進んでおり、さらなる集積を見込むのは困
難と言う。また、現在はまだ貸借されていない集
落内の農地を、今後どの担い手が引き受けるかと
いうことも、現在の人間関係からほぼ想定されう
ると言う。今後は自分が引き受けると想定される
農地を集積しながら、長男に経営を引き継ぐ予定
であり、法人化も検討している（註7）。
②…新治地区旧Y村H集落　h経営
新治地区旧Y村のH集落に所在するh経営は、

44歳の経営主、42歳の妻による家族経営であり、
どちらも農業に専業従事している専業農家であ
る。経営主が27歳のときに農業経営をしていた父
親が亡くなり、経営を引き継いだ。同居する68歳
の母親は現在も水管理などを手伝っており、また
中学生の長女と小学生の長男がいる。家族以外に
は、秋の稲刈り期のみ臨時雇を1人（30歳男性）雇っ
ている。
土地に関しては、14.5ha（自作地2.0ha、借地
12.5ha）の経営田で稲作をしており、その他に田
植え2ha、稲刈りと乾燥調製5haの作業受託をし
ている。また、0.9ha（全て自作地）の畑には、
蕎麦と自家用野菜を作付けている。機械に関して
は、トラクタ2台（65、…40ps）、8条田植機1台、5
条コンバイン1台、乾燥機5台（50石×5台）を個
人で所有している。…
米の品種は主にコシヒカリであるが、1haにとね
のめぐみ、60aにマンゲツモチ（もち米）を作付け
ている。収量は7～8俵/10aであり、2分の1を農協
に出荷、残り2分の1は米屋や個人に直接販売して
いる。なかには、山裾のおいしい米を求め、通常
の1000～1500円高で購入してくれる知人もいる。
農地管理に関する状況について、基本的には収
量7～8俵のうち1.5俵を地代として地主に支払う
が、古くから借地している地主には2俵を支払っ
ている。水管理と草刈りは基本的にh経営が行い、
地主は水利費1.3万円を土地改良区に支払ってい
る。利用権設定をしている圃場については、5年
ごとに契約を更新する。現在、経営田は14.5haで
あるが、2人の家族労働力では20ha程度が限界と
考えており、それ以上に規模拡大する意向はない。…
③…真壁地区旧M町N集落　n経営
真壁地区旧M町のn集落に所在するn経営は、66
歳の経営主、66歳の妻による家族経営であり、ど
ちらも農業に専業従事している専業農家である。
長男は関西に、次男と長女は地区内に住む非農家
である。経営主と妻以外に、常雇が2人（うち1人
は経営主の弟（62歳）が毎日、主に機械作業の手
伝い、もう1人は65歳男性が週1日、農作業全般の
手伝い）、臨時雇が8人（シルバー人材による70歳
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前後の男女4人ずつ、草刈りなど）を雇っている。…
土地に関しては、17.0ha（自作地2.5ha、借地
14.5ha）の経営田で稲作をしている。その他に少
しの作業受託と、2.5haの転作受託があり、転作
受託の一部で飼料用米を取り入れることを検討
している。さらに、25.5ha（自作地0.5ha、借地
25.0ha）の畑に、夏に蕎麦と大豆、冬に麦を作付
けしている。2人の家族労働力では畑作の作業が
間に合わないため、旧M町の普通作部会の仲間に
作業を委託している（註8）。また、以前はタバコ
2haに取り組んでいたが、2年前（2011年）に廃
止している（註9）。機械に関しては、トラクタ3
台（82、…53、…35ps）、8条田植機1台、6条コンバイ
ン1台、汎用コンバイン2台、乾燥機3台（55石×2
台、35石×1台）を個人で所有している。…
米の品種は主にコシヒカリであり、もち米も多
少含む。収量は8俵/10aであり、稲の肥料には農
協から仕入れた有機肥料を使用し、特別栽培米を
栽培している。生産した米は、農協に出荷した後
に縁故米及び自家食用で消費する。蕎麦、麦、大
豆は全て農協に出荷している。
農地管理に関する状況について、基本的には収
量8俵のうち1.5俵を地代として一律に地主に支払
うが、条件の悪い場合は1俵としている。水管理
と草刈りは基本的にn経営が行い、水利費約1万
円が地主から支払われる。ほぼ全ての圃場の利用
権設定が済んでおり、基本的に10年間で設定して
いる。後継者がいないため、今後は80歳を目途に
規模縮小し、増加した借地を地主に返す、あるい
は他の担い手に頼むことを考えている。

　2）分析枠組

本稿は、このような地域・経営を対象として、
農地集積の地理的分布と、それに影響を与える社
会関係を考察していく。ここで、地理的分布と社
会関係の具体的内容と分析枠組を示す。
まず、農地集積の地理的分布が問題化する背景
にあるのは、言うまでもなく耕地分散の問題であ
る。農地集積が農業経営にとって有効な意味を持
つためには、農地が面的に集約されていなくては

ならないが、それは多くの大規模借地経営にとっ
て解決すべき課題となっている（註10）。たとえ
ば「平成25年度　農地の面的集積に関する市町村
実態調査」（農林水産省（2013））によれば、平
均経営面積18.4haの母集団について、平均団地数
31.5団地、1団地の平均面積0.59ha、最も離れた
農地間の平均距離4.3kmという実態が示され（註
11）、集約レベルの向上が求められている。
本稿では農地集積の地理的分布として、集落
や旧村落を指標とした圃場の分布パターンを扱
う。圃場の分布パターンとして、「対象とする経
営の圃場が、経営者自らが居住する集落あるいは
旧村落とどのような位置関係の（隣接または非隣
接の）、いくつの集落・旧村落に分布しているか。
またその零細分散レベルはどの程度であるか」と
いう実態を把握する。ただし、ここでは零細分散
レベルを、集落別の圃場平均面積と連担している
圃場割合（註12）によって示すこととする。
さらに、本稿が農地集積の地理的分布に影響を
与えるものとして位置付けている社会関係につい
て考察するに先立ち、「対象とする経営の地主は、
経営者自らが居住する集落あるいは旧村落とどの
ような位置関係の、いくつの集落・旧村落に分布
しているか」という地主の分布パターンについて、
先の圃場の分布パターンと関連付けながら整理す
る（第3節）。ただし、圃場と地主の分布の整理に
おける「集落」あるいは「村落」とは、社会関係
ではなく、地理的空間（第3節では地図とともに
示される）を意味している。農地集積における社
会関係の影響を考察するにあたって、このように
単に「どこの圃場を借りているか」だけでなく、「ど
この地主から借りているか」を予め整理しておく
ことにより、受け手と出し手との地理的距離と社
会的距離の差異を考慮しながら考察することが可
能となる。
次に、社会関係について整理する。第1節にお
いて紹介した吉田（2012）は、農地移動に関わる
社会関係として、「血縁」、「地縁」の他に「それ
ぞれの役割に応じた機能集団」として「結社縁」
を挙げている。「結社縁」には、「講の組織である
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講中」、「神社を介した氏子集団」、「水利組合」が
分類され、これらは「集落を単位としたものとは
別に隣接集落との結びつきを生む関係」とされて
いる。
対象経営の所在する各集落では、集落と同一の
範囲あるいは集落よりも狭い範囲で、「組」や「講」
が形成されている（註13）。しかし、各経営への
聞き取り調査によれば、「組」や「講」の組織に
おける付き合いを根拠として農地が集積されるこ
とはない。したがって本稿では、対象地域におい
て「組」や「講」は農地集積に影響を与える社会
関係ではないと仮定して、農地の受け手と出し手
の個別の社会関係を次のように分類する。
（a）兄弟、本家‐分家関係、婚姻関係、その
他親戚関係などの血縁関係
（b）知人・友人関係
（b1）近隣、周辺集落に居住する地縁関係
（b2）それ以外
（c）紹介による関係
（c1）紹介者が知人・友人
（c2）紹介者が農業公社などの仲介組織
（d）単に近隣圃場であり、社会関係を伴わない
（x）不明
（y）共有地・国有地
なお、この分類は全て各経営への聞き取り調査

における回答により把握したものである（註14）。
圃場と地主の分布パターンに加えて、受け手と出
し手の個別の社会関係を分析することにより、各
経営が「どこの地主から、どのような社会関係に
よって、どこの圃場を借りているか」という実態
を明らかにする（第4節）。これにより、社会関係
が圃場の分布パターンをどのように規定している
のかを考察する。
最後に、上記に整理した社会関係及びその農地
集積に対する影響を具体的に把握するため、各経
営に農地を貸し付けている代表的な地主の実態と
貸付経緯を考察する（第5節）（註15）。

第１図　o経営の経営田面積の推移

資料：聞き取り調査より筆者作成。

第２図　o経営の圃場位置

資料：聞き取り調査より筆者作成。
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３．圃場と地主の分布パターン

　1）o経営の事例（面積31.0ha、圃場数108枚、

地主数51人）

o経営は自作地3.2ha、借地27.8ha、計31.0haの
田を経営しており、圃場数はそれぞれ8枚、100枚
の計108枚である。第1図には経営田面積の推移を、
第2図には現在の圃場の分布状況を示す。第2図を
見ると、傾斜のない平地（主に道路が碁盤の目状
になっているところ）では、毎年1、2本の畔抜き
をして70a区画にしているが（註16）、地主の了解
と立会を必要とするため畔抜きの推進は容易でな
い。ただし、全体の圃場数に占める「連坦あり」
の圃場数の割合（以下、連坦率）は81%と高水準
である。

第4表にまとめた通り、o経営の圃場はO集落を
含め2村落4集落に分布している（②、③集落は同
一村落。第3図を参照）。そのうち集落内で圃場数・
面積の約7割を、旧村外でO集落と隣接する②集
落で約3割を占めているのが特徴である。この他、
旧村内で隣接する①集落、旧村外で隣接する③集
落で数％ずつを占めている。
次に第5表を見ると、o経営を含む地主51人（た
だし、o経営の自作地8枚のうち、もともとの所有
地を除き購入した6枚の元地主5人を含むものとす
る）は5村落6集落に分布している（②、④、⑤、
⑥集落は全て異なる村落）。そのうち集落内で約6
割を、②集落で約3割を占めている。圃場の所在
集落と地主の居住集落はほぼ一致しており、o経
営は主にO集落の地主からO集落の圃場を、②集
落の地主から②集落の圃場を集積していることが
分かる。この他、①集落に居住し①集落に圃場を
所有する地主と、旧村外で隣接する④集落に居住
し①及び③集落に圃場を持つ地主が1人ずついる。
また、旧村外で隣接する⑤集落に居住する地主と、

第３図　Ｏ，Ｈ周辺集落

註： 1）   太い実線は村落境界、細い点線は集落境界。桜川は、O集落と⑤集落の境界
を南東に向かって流れている。

 2） 地図上にない不在村地主の居住集落は、⑥＝研究学園。

第４表　o経営の圃場分布
単位：カッコ内％

圃場の所在集落
集落内 旧村内 旧村外

計
O 隣接① 隣接② 隣接③

圃場数（枚） 72…（67） 3…（3） 32…（30） 1…（1） 108…（100）
面積（a） 2065…（67） 47…（2） 969…（32） 15…（0） 3097…（100）
平均面積（a） 29 16 30 15 29
連坦率（%） 79 67 88 0 81
資料：聞き取り調査より筆者作成。

第５表　o経営の地主分布
単位：人、カッコ内％

圃場の所在集落
集落内 旧村内 旧村外 計O 隣接① 隣接② 隣接③

地
主
の
居
住
集
落

集落内 O 29 2 29（57）註3

旧村内 隣接① 1 1（2）

旧村外

隣接② 18 18（35）註4

隣接④ 1 1 1（2）註5

隣接⑤ 1 1（2）
非隣接⑥ 1 1（2）
計 31 2 20 1 51（100）

資料：聞き取り調査より筆者作成。
 註： 1） 小数点以下を四捨五入しているため、各欄の合計と「計」欄の数字が整合しない場合がある。以下同様。
 2） 空欄は「0」を示す。網かけ欄は「圃場の所在集落」と「地主の居住集落」が一致する場合。以下同様。
 3） O集落に居住する地主29人のうち、2人がO集落と②集落の両方に圃場を所有している。うち1人はo経営。
 4） ②集落の共有地を1人としてカウントした。
 5） ④集落に居住する地主が，①集落と③集落の両方に圃場を所有している。
 6） o経営の自作地8枚のうち、もともとの所有地を除き購入した6枚の元地主5人を含む。
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隣接しない⑥集落（研究学園）に居住する地主が
O集落の圃場を所有しており、⑥集落（研究学園）
に居住する後者の地主は、いわゆる不在村地主で
ある。ただし、全体としてはO集落と隣接1集落
の「各集落の地主から各集落の圃場を集積」して
いる経営として把握することができる。

　2）h経営の事例（面積14.6ha、圃場数58枚、

地主数31人）

h経営は自作地1.6ha、借地13.0ha、計14.6haの
田を経営しており、圃場数はそれぞれ6枚、52枚
の計58枚である。第4図には経営田面積の推移を、
第5図には現在の圃場の分布状況を示す。既述の
ように、h経営の展開する山裾には傾斜地が多い

こと、また隣接する田でも地主が異なることから
畔抜きは困難であり、経営田のうち50a以上の面
積がある圃場は1枚のみ（60a）である。全体の連
坦率も60%にとどまっている。
第6表にまとめた通り、h経営の圃場はH集落を
含め2村落5集落に分布している（⑨、⑩集落は同

第５図　h経営の圃場位置

第７表　h経営の地主分布

第４図　h経営の経営田面積の推移

資料：聞き取り調査より筆者作成。

資料：聞き取り調査より筆者作成。

第６表　h経営の圃場分布
単位：カッコ内％

圃場の所在集落
集落内 旧村内 旧村外 計
H 隣接⑦ 隣接⑧ 隣接⑨ 非隣接⑩

圃場数（枚） 36…（62） 17…（29） 1…（2） 2…（3） 2…（3） 58…（100）
面積（a） 959…（66） 396…（27） 42…（3） 24…（2） 41…（3） 1462…（100）
平均面積（a） 27 23 42 12 21 25
連坦率（%） 58 65 100 0 100 60
資料：聞き取り調査より筆者作成。

第7表　h経営の地主分布
単位：人、カッコ内％

圃場の所在集落
集落内 旧村内 旧村外 計H 隣接⑦ 隣接⑧ 隣接⑨ 隣接⑩

地
主
の
居
住
集
落

集落内 H 20 1 20（65）註1

旧村内 隣接⑦ 2 7 8（26）註2

隣接⑧ 1 10（3）
旧村外 隣接⑨ 2 1 20（6）註3

計 22 8 1 2 1 31（100）
資料：聞き取り調査より筆者作成。
註： 1） H集落に居住する地主19人のうち、1人（h経営）がH集落と⑲集落の両方に圃場を所有している。
 2） ⑦集落に居住する地主8人のうち、1人がH集落と⑦集落の両方に圃場を所有している。
 3） ⑨集落に居住する地主2人のうち、1人が⑨集落と⑩集落の両方に圃場を所有している。
 4） h経営の自作地6枚のうち、もともとの所有地を除き購入した1枚の元地主1人を含む。
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一村落）。そのうち集落内で圃場数・面積の約6割
を、旧村内で隣接する⑦集落で約3割を占めてい
るのが特徴である。この他、旧村内で隣接する⑧
集落、旧村外で隣接する⑨集落、隣接しない⑩集
落で数％ずつを占めている。
次に第7表を見ると、h経営を含む地主31人（た
だし、h経営の自作地6枚のうち、もともとの所
有地を除き購入した1枚の元地主1人を含むものと
する）は2村落4集落に分布している。そのうち集
落内で約6割、⑦集落で約3割を占めている。圃場
の所在集落と地主の居住集落はほぼ一致してお
り、h経営は主にH集落の地主からH集落の圃場
を、⑦集落の地主から⑦集落の圃場を集積してい
ることが分かる。ただし、H集落に居住するh経
営と、⑦集落に居住する地主のうちの1人は、H
集落と⑦集落の両方に圃場を所有している。この
他、⑧集落に居住し⑧集落に圃場を所有する地主
が1人、⑨集落に居住し⑨集落に圃場を所有する
地主が2人いる（このうち1人は⑩集落にも圃場を
所有している）。h経営の地主には不在村地主は
おらず、全体としては30ha規模のo経営と類似し
て、H集落と隣接1集落の「各集落の地主から各
集落の圃場を集積」している経営として把握する
ことができる。

3）n経営の事例（面積16.2ha、圃場数74枚、地

主数50人）

n経営は自作地2.9ha、借地13.3ha、計16.2haの
田を経営しており、枚数はそれぞれ13枚、61枚の
計74枚である。第6図には経営田面積の推移を、
第7図には現在の圃場の分布状況を示す。n経営
はh経営と同じく山裾に展開する圃場が多い。経

第8図　Ｎ周辺集落

第６図　n経営の経営田面積の推移

第７図　n経営の圃場位置

註： 1）   太い実線は村落境界、細い点線は集落境界。桜川は、⑬集落と⑭集落の境
界を南西に向かって流れている。

 2）   本文中の「N集落」は、N集落と隣接するI集落及びK集落を含む。本文の註
17参照。

資料：聞き取り調査より筆者作成。

資料：聞き取り調査より筆者作成。



76

営田のうち50a以上の面積がある圃場は2枚のみ
（73a、59a）、全体の連坦率も62%にとどまってお
り、全体的に零細分散レベルが高いと言える。
第8表にまとめた通り、n経営の圃場はN集落を
含め3村落10集落に広く分布している（⑮、⑯、⑰、
⑱集落は同一村落。⑲集落は別の村落。第8図を
参照）（註17）。10集落のうち過半の6集落がN集
落と隣接しておらず、遠隔の集落に圃場が分散し
ていることが特徴である。そのうち集落内で圃場
数・面積の約4割を、旧村内で隣接する⑪集落と
隣接しない⑭集落で15%ずつを占め、残りの3割
が7集落にまたがっている。
次に第9表を見ると、n経営を含む地主は50人

（ただし、n経営の自作地13枚のうち、もともと
の所有地を除き購入した11枚の元地主8人を含む
ものとする）に及び、不明を除けば3村落9集落に
分布している。しかし注目すべきは、地主数で約
4割を占めるのは、圃場数・面積で約4割を占める
N集落ではなく、圃場のない�集落であるという
ことである。N集落内に圃場を所有する地主の約
半数は�集落に居住しており、n経営の集落内の

耕作は、N集落内の地主のみならず�集落の地主
から圃場を集積した結果でもあると言える。ただ
し、�集落に居住する地主は⑪、⑮、⑰集落の圃
場も所有している。
さらに、地主数でN集落と並ぶ15%を占めるの
も、圃場のない�、�集落である。�集落に居住
する地主は、N集落内に圃場を所有する地主の6
分の1を占めると同時に⑪集落にも圃場を所有し、
�集落に居住する地主は、N集落の他に⑪、⑫、⑬、
⑭集落に圃場を所有している（主に⑬集落）。こ
のように、n経営は圃場のない�、�、�集落の
地主から圃場を集積した結果、N集落以外に6集
落（⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑰）にもまたがって圃
場が分布しているのである。これとは逆に、圃場
の所在集落と地主の居住集落に一致が見られるの
が、⑭、⑯、⑱、⑲集落である。このうち⑭集落
に住み⑭集落に圃場を持つ地主は4人と多く、地
主数では約1割を占めている。
これらのことから、n経営は概して、「集落外
の地主から集落内の圃場も集積」していて、さら
に圃場も地主も「多集落に分散」している経営と

第８表　n経営の圃場分布
単位：カッコ内％

圃場の所在集落
集落内 旧村内 旧村外

計
N 隣接⑪ 隣接⑫ 非隣接⑬ 非隣接⑭ 隣接⑮ 非隣接⑯ 非隣接⑰ 非隣接⑱ 非隣接⑲

圃場数（枚） 34…（46） 11…（15） 2…（3） 6…（8） 11…（15） 2…（3） 2…（3） 2…（3） 2…（3） 2…（3） 74…（100）
面積（a） 616…（38） 307…（19） 23…（1） 120…（7） 240…（15） 69…（4） 100…（6） 73…（5） 32…（2） 39…（2） 1619…（100）
平均面積（a） 18 28 12 20 22 35 50 37 16 20 22
連担率（％） 75 64 0 50 72 100 0 0 0 100

資料：聞き取り調査より筆者作成。

第９表　n経営の地主分布
単位：人、カッコ内％

圃場の所在集落
集落内 旧村内 旧村外

計
N 隣接⑪ 隣接⑫ 非隣接⑬ 非隣接⑭ 隣接⑮ 非隣接⑯ 非隣接⑰ 非隣接⑱ 非隣接⑲

地
主
の
居
住
集
落

集落内 N 6 1 7…（014）註2

旧村内

……隣接⑳ 1 1…（102）
……隣接� 11 3 2 1 17…（034）
非隣接� 4 3 7…（014）
非隣接� 1 2 1 6 1 7…（014）註3

非隣接⑭ 4 1 5…（010）

旧村外
非隣接⑯ 1 1…（102）
非隣接⑱ 2 2…（104）
非隣接⑲ 1 1…（102）
不明 2 2…（104）
計 24 9 1 6 6 2 2 1 2 1 50…（100）

資資料：聞き取り調査より筆者作成。
註： 1） 「N集落」は、N集落と隣接するI集落及びK集落を含む。本文の註17参照。
 2） n経営は、N集落に居住しN集落に圃場を所有する地主6人のうちの1人である。
 3） �集落に居住する地主7人のうち、1人が⑬集落と⑭集落の両方に、1人がN、⑪、⑫、⑬の4集落に圃場を所有している。
 4） n経営の自作地13枚のうち、もともとの所有地（古く先代が購入したもの）を除き購入した圃場11枚と、その元地主8人を含む。
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して捉えられる。さらに、N集落内の圃場を所有
する地主が居住している�、�、�集落は、n経
営の出作先ではなく（そこに圃場はなく）、圃場
の所在集落と地主の居住集落の不一致に特徴があ
る。なお、n経営に不在村地主はいないが、地主
の居住集落数は不明を除いて9集落にものぼり、
そのうちN集落を含む5集落（�、N、�、�、⑭）
にある程度集中して分布している。n経営は、あ
る程度まとまった他集落の地主と農地貸借をした
結果、地主の居住する集落とは別の複数の集落に
圃場が分散していると言える。

　4）小括

以上、30ha規模のo経営と15ha規模のh、…n経営
について、圃場と地主の分布パターンを見てきた。
その結果、規模の水準に関わらず、o、…h経営はと
もに「各集落の地主から各集落の圃場を集積」し
ていた。圃場の所在集落と地主の居住集落はほぼ
一致しており、o、h経営の圃場は主に自集落（O、…
H集落）と隣接1集落の2集落にまたがり、圃場数・
面積の比率は自集落が6～7割、隣接集落が3割で
あった。これは典型的な出作パターンと言えよう。
これに対してn経営は、「集落外の地主から集
落内の圃場も集積」しており、「圃場の所在集落
が自集落であっても、地主の居住集落は他集落で
ある」という不一致がある。圃場は自集落を含め
て10集落と多集落に分散している。また、その地
主も自集落を含めて9集落に分散しており、その
うち4集落は圃場の所在集落とは重複しない集落
である。このように、n経営においては、「圃場
の所在集落が自集落であっても、地主の居住集落
は他集落である」という特徴が一応は把握できる
ものの、極めて複雑な分布を示しており、圃場と
地主の「多集落分散」という実態も重要な特徴と
して付け加えられる。
このように、大規模農家は必ずしも集落内の地
主から集落内の農地を借り、他集落の地主からそ
の集落の農地を借りているわけではない。圃場と
地主の分布パターンを整理することによって、典
型的な出作パターン以外にも、集落外の地主から

農地を借りた結果として集落内の圃場を耕作する
ことができる場合があることが分かった。このこ
とから、本稿の調査結果には該当が見られないも
のの、逆に集落内の地主から農地を借りた結果と
して集落外の圃場を耕作しなければならない場合
があることも類推される。
最後に、近年その深刻化が指摘されている不在
村地主の問題について、本調査から得られた結果
を簡単にまとめておく。30ha規模のo経営の不在
村地主は、自身を含めない地主50人中1人（研究
学園）であり、15ha規模のh、…n経営は、自身を含
めない地主それぞれ30人、49人の中に不在村地主
は存在しなかった。地主の代替わりに伴って不在
村地主の増加が想定されるが、地主の実態につい
ては第5節で触れることとする。

４．出し手と受け手の社会関係

　1）o経営の事例

o経営の地主のうちo経営自身を除く50人（ただ
し、o経営の自作地8枚のうち、もともとの所有地
を除き購入した6枚の元地主5人を含むものとす
る。これについては第10表にまとめた）を、第2
節第2項の分析枠組に示した「農地の受け手と出
し手の個別の社会関係」によって分類すると、（a）
血縁関係は1人、（b1）地縁関係は34人、（b2）地
縁関係以外の知人・友人は2人、（c1）知人・友人
による紹介は7人、（c2）仲介組織による紹介は1人、
（d）単に近隣圃場であるものは4人、（y）共有地
は1人であった（註18）。これらについて、前節に
まとめた「圃場と地主の分布パターン」に当ては
めると第11表のようになる。
前節でo経営は、「主にO集落の地主からO集落
の圃場を、②集落の地主から②集落の圃場を集積
している」経営として捉えられた。したがってこ
こではまず、O集落に居住しO集落に圃場を所有
する地主のうちo経営自身を除く28人と、②集落
に居住し②集落に圃場を所有する地主18人の内訳
を見る。前者28人は、（b1）地縁関係が27人、（c1）
友人・知人による紹介が1人、とほとんどが地縁
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関係で構成されている。さらに、（c1）の1人（o-U）
は、（b1）の27人のうちの1人（o-T）により紹介
されており、o-Tとo-Uは本家と分家の関係にあ
る。o-TはO集落の圃場3枚を自作、1枚をo-Uから
借地して耕作していたが、自身の離農に伴い4枚
を合わせてo経営に貸し付けた。
これに対し、後者18人は、（a）血縁関係が1人、

（b1）地縁関係が7人、（b2）地縁関係以外の知人・
友人が2人、（c1）知人・友人による紹介が3人、（c2）
仲介組織による紹介が1人、（d）単に近隣圃場で
あるものが3人、（y）共有地が1人、と多様な社
会関係により構成されている。（b2）の2人はい
ずれも過去の養豚経営者仲間である。また、（c1）
の3人はいずれも、地主とは別の耕作者の離農に
伴ってo経営に貸し替えており、そのうち2人は離
農者による紹介、もう1人（o-AJ）は離農者とは
別の者（o-Q）による紹介である。②集落に居住
するo-Qは、もともとo経営と知人関係になく、単
に近隣圃場であることを理由に、②集落の圃場3

枚を貸し付けた（d）の地主である。同じく②集
落に居住するo-AJは、o-Qと親しい友人関係にあ
り、耕作者が離農した②集落の圃場1枚を貸し替
えるにあたって、o-Qがo経営に貸し付けたことを
理由に自らもo経営に貸し付けている。また、（c2）
の1人は、o経営が土地購入のために不動産屋から
紹介を受けたものである（第10表の1003）。
さらに、大勢には影響しないと思われるが、①
集落に居住し①集落に圃場を所有する地主1人と、
④集落に居住し①及び③集落に圃場を所有する地
主1人、さらに⑤集落に居住しO集落に圃場を所
有する地主1人についても触れておく。①集落の
地主も④集落の地主も（c1）に分類されるが、そ
の事情は異なっている。前者は、①集落に居住す
るo経営の知人が、その地主の圃場を耕作してい
たが、離農に伴いo経営に貸し替えたものである。
後者の地主は①集落から④集落に嫁いだが、①及
び③集落の土地を遺産相続されており、①集落に
居住するo経営の知人がその事情を勘案して、あ

第10表　o経営の購入した農地
圃場番号 面積（a）圃場の所在集落 売り手 売り手の居住集落 社会関係 購入経緯 購入年代
1003 33 ② o-AU ② c2 不動産屋から紹介。 2000 ～ 2005年
1004 26 O

o-N O b1 購入を依頼された。 2010年～
1005 27 O
1006 63 O o-AV O b1 2010年～
1007 39 ② o-AW ② b1 売り手の父親が亡くなったため、購入を依頼された。 2010年～
1008 32 ② o-AP ② b2 約10年借地しており、一部の購入を依頼された。 2010年～

資料：聞き取り調査より筆者作成。

第11表　o経営と地主の社会関係
単位：人、カッコ内%

圃場の所在集落
集落内 旧村内 旧村外 計O 隣接① 隣接② 隣接③

地
主
の
居
住
集
落

集落内 O
o,……
b1=27,…
c1=1

o,…b1=1 29…（157）註1

旧村内 隣接① c1=1 1…（102）

旧村外

隣接②
a=1,……
b1=7,…b2=2,…
c1=3,…c2=1,…
d=3,…y=1

18…（135）註2

隣接④ c1=1 c1=1 1…（102）註3

隣接⑤ d=1 1…（102）
非隣接⑥ c1=1 1…（102）
計 31 2 20 1 51…（100）

資料：聞き取り調査より筆者作成。
 註： 1） O集落に居住する地主29人のうち、2人がO集落と②集落の両方に圃場を所有している。うち1人はo経営。
 2） ②集落の共有地を1人としてカウントした。
 3） ④集落に居住する地主が，①集落と③集落の両方に圃場を所有している。
 4） o経営の自作地8枚のうち、もともとの所有地を除き購入した6枚の元地主5人を含む。
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えて別集落に居住するo経営に耕作を依頼したも
のである（註19）。また、⑤集落に居住しO集落
に圃場を所有する地主は（d）に分類され、o経
営が両隣の圃場を耕作していたため、自身の離農
に伴いo経営に貸し付けた（註20）。
最後に、⑥集落（研究学園）に居住しO集落の
圃場を所有する不在村地主（o-AR）について述
べる。o-ARは、（c1）に分類される。紹介者は、
O集落に居住しO集落に圃場を所有する（b1）の
地主27人のうちの1人（o-AQ）であり、o-AQはO
集落の圃場3枚を自作、1枚をo-ARから借地して
耕作していたが、離農に伴い4枚を合わせてo経営
に貸し付けている。

　2）h経営の事例

h経営の地主のうちh経営自身を除く30人（た
だし、h経営の自作地6枚のうち、もともとの所
有地を除き購入した1枚の元地主1人を含むものと
する。これについては第12表にまとめた）の内訳
を、o経営と同様に整理すると、（a）血縁関係は4人、
（b1）地縁関係は22人、（b2）地縁関係以外の知人・
友人は0人、（c1）知人・友人による紹介は2人、（c2）
仲介組織による紹介は1人、（d）単に近隣圃場で
あるものは1人であった。これらについて、「圃場
と地主の分布パターン」に当てはめると第13表の

ようになる。
前節でh経営は、「主にH集落の地主からH集落
の圃場を、⑦集落の地主から⑦集落の圃場を集積
している」経営として捉えられた。したがってま
ず、H集落に居住しH集落に圃場を所有する地主
のうちh経営自身を除く19人と、⑦集落に居住し
⑦集落に圃場を所有する地主7人について見る。
前者19人は、（a）血縁関係の4人と（b1）地縁関
係の15人のみで構成されている。これに対して後
者7人に血縁関係はおらず、（b1）地縁関係が5人、
（c1）知人・友人による紹介が1人、（c2）仲介組
織による紹介が1人となっている。
後者7人のうち、（c1）に分類される地主（h-R）
の紹介者は、（b1）に分類される地主5人のうち
の1人（h-Q）である。h-Qの父親とh経営の前代
が友人関係にあり、h-Qの父親は⑦集落の圃場4
枚を自作、1枚をh-Rから借地して耕作していた
が、h-Qの父親が亡くなったため5枚合わせてh経
営に貸し付けた。また、（c2）に分類される地主1
人は、⑦集落の圃場5枚の他に、H集落の圃場1枚
も所有しており、その6枚を⑧集落に居住する別
の耕作者に貸し付けていた。その耕作者が離農す
るため、農業委員が仲介して6枚を合わせてh経
営に貸し替えている。
さらに、大勢には影響しないと思われるが、⑦

第13表　h経営と地主の社会関係
単位：人、カッコ内%

圃場の所在集落
集落内 旧村内 旧村外 計H 隣接⑦ 隣接⑧ 隣接⑨ 非隣接⑩

地
主
の
居
住
集
落

集落内 H h,…a=4,…
b1=15 h ……20…（165）註1

旧村内 隣接⑦ c2=1,…d=1 b1=5,…c1=1,…c2=1 8…（126）

旧村外 隣接⑧ b1=1 …………1…（103）註2

隣接⑨ b1=1,…c1=1 b1=1 …………2…（106）註3

計 22 8 1 2 1 ……31…（100）
資料：聞き取り調査より筆者作成。
 註： 1） H集落に居住する地主19人のうち、1人（h経営）がH集落と⑲集落の両方に圃場を所有している。
 2） ⑦集落に居住する地主8人のうち、1人がH集落と⑦集落の両方に圃場を所有している。
 3） ⑨集落に居住する地主2人のうち、1人が⑨集落と⑩集落の両方に圃場を所有している。
 4） h経営の自作地6枚のうち、もともとの所有地を除き購入した1枚の元地主1人を含む。

第12表　h経営の購入した農地
圃場番号 面積（a）圃場の所在集落 売り手 売り手の居住集落 社会関係 購入経緯 購入年代

1006 21 H h-AD 不明 b1 h-ADが耕作できなくなり、作業受託した。一部の
購入を依頼された。 2005 ～ 2010年

資料：聞き取り調査より筆者作成。
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集落に居住しH集落に圃場を所有する地主1人、
⑧集落に居住し⑧集落に圃場を所有する地主1人、
⑨集落に居住し⑨集落に圃場を所有する地主2人
について触れる。⑦集落の地主は（d）に分類さ
れ、H集落の圃場がh経営の自作地に隣接してい
るため、自身の離農に伴いh経営に貸し付けてい
る。また、⑧集落の地主は（b1）に分類され、h
経営の前代と付き合いがあったために、⑧集落に
居住する別の耕作者の離農に伴いh経営に貸し替
えている。さらに、⑨集落の地主のうち1人（h-AC）
も（b1）に分類され、同じ消防団に属するh経営
に、⑨集落の1枚の他、⑩集落の2枚の圃場も貸し
付けている。⑨集落の地主のうち、もう1人（h-V）
は（c1）に分類され、紹介者はh-ACである。h-V
はh-ACの近隣に居住しており、もともと圃場の
借り手を探していたところ、h-ACがh経営に貸し
付けたことを理由に、自らもh経営に貸し付けた
ものである。

　3）n経営の事例

n経営の地主のうちn経営自身を除く49人（た
だし、n経営の自作地13枚のうち、もともとの所
有地を除き購入した11枚の元地主8人を含むもの
とする。これについては第14表にまとめた）につ
いても同様に整理すると、（a）血縁関係は1人、
（b1）地縁関係は12人、（b2）地縁関係以外の知人・
友人は3人、（c1）知人・友人による紹介は17人、（c2）
仲介組織による紹介は6人、（d）単に近隣圃場で
あるものは8人、（x）不明は2人であった。これ
らについて、前節にまとめた「圃場と地主の分布
パターン」に当てはめると第15表のようになる。
前節でn経営は、「集落外の地主から集落内の
圃場も集積」していて、さらに圃場も地主も「多
集落に分散」している経営として捉えられた。こ
こではまず、N集落内外に圃場を所有する�、�、
�集落の地主について見る。前節の結果から、こ
れらの地主からの借地が、N集落内の圃場を集積
するのに役立っていると同時に、圃場を広範囲に
分布せしめてもいると言えるためである。
第一に、�集落に居住しN集落に圃場を所有す

る地主11人は、（b1）地縁関係3人、（c1）知人・
友人による紹介6人、（d）単に近隣圃場であるも
の2人で構成されている。（c1）は6人と多いが、
そのうちの1人（n-G）の紹介者は、その圃場を耕
作していたn経営の隣人であり、隣人の離農に伴
いn経営に貸し替えられたものである（後述の�
集落の地主のうち、（c1）に分類される地主（n-F）
も、この隣人が耕作していたが離農に伴いn経営
に貸し替えている）。（c1）の地主もう2人の紹介
者は、どちらも�集落に居住し�集落に圃場を所
有する地主（n-R：（b1））であり、その圃場を耕
作していたn-Rの離農に伴いn経営に貸し替えた
ものと、自作していたがn-Rの離農を契機として
自らも離農しn経営に貸し付けたものである。さ
らにもう3人の紹介者は、どれもn経営の過去の
タバコ経営者仲間である。3人の圃場計4枚はどれ
もそのタバコ経営者仲間が耕作していたが、離農
に伴いn経営に貸し替えたものである。また、（d）
のうち1人の圃場は、n経営の自作地に隣接する1
枚を含んでおり、もう1人の圃場は、先のタバコ
経営者仲間の紹介により貸し付けられた圃場のう
ち1枚と隣接しているため、n経営に貸し付けら
れたものである。
さらに、�集落に居住する地主には、⑪集落に
圃場を所有する地主が3人、⑮集落に圃場を所有
する地主が2人、⑰集落に圃場を所有する地主が1
人いる。⑪集落の圃場の地主3人は、タバコ経営
者仲間であり（b2）に分類される1人（n-AM）と、
n-AMが圃場を耕作していたが、離農に伴いn経
営に貸し替えたため（c1）に分類される2人である。
⑮集落の圃場の地主2人は、前述の地主3人の紹介
者であるタバコ経営者仲間により紹介され（c1）
に分類される1人（圃場は1枚）と、n経営の自作
地と近隣に圃場のある（d）に分類される1人で
ある。さらに⑰集落の圃場の地主1人も、前述の
地主3人の紹介者であるタバコ経営者仲間により
紹介され（c1）に分類される（圃場は2枚）（ここ
までに示したように、このタバコ経営者仲間の離
農により、�集落に居住する5人の地主の所有す
るN、⑮、⑰集落の圃場計7枚がn経営に貸し付け
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られている）。
第二に、�集落に居住しN集落に圃場を所有す
る地主4人は、（b1）地縁関係1人、（b2）地縁関
係以外の友人・知人1人、（c1）知人・友人による
紹介1人、（d）単に近隣圃場であるもの1人、と多
様な社会関係で構成されている。（b1）は前述の
n-Rであり、（b2）は過去のタバコ経営者仲間（n-I）
である。また、（c1）の地主（n-F）の紹介者は前
述のように、n経営の隣人であり、�集落に居住

するn-Fと�集落に居住するn-Gの圃場は隣接し
ている。また、（d）の地主の圃場は、n経営の自
作地と隣接している。
さらに、�集落に居住する地主には、⑪集落に
圃場を所有する地主が3人いる。不明の1人を除け
ば、（b2）の地主1人と（c1）の地主1人である。（b2）
の地主はタバコ経営者仲間であり、（c1）の地主
（n-J）は、前述のタバコ経営者仲間（n-I）に紹介
されている。n-Iとn-Jは血縁関係にあり、n-IはN

第15表　n経営と地主の社会関係
単位：人、カッコ内%

圃場の所在集落
集落内 旧村内 旧村外

計
N 隣接⑪ 隣接⑫ 非隣接⑬ 非隣接⑭ 隣接⑮ 非隣接⑯ 非隣接⑰ 非隣接⑱ 非隣接⑲

地
主
の
居
住
集
落

集落内 N n,…b1=5 a=1 7…（114）註2

旧村内

隣接⑳ c1=1 1…（102）

隣接�
b1=3,
c1=6,…
d=2

b2=1,
c1=2

c1=1,…
d=1 c1=1 17…（134）

非隣接�

b1=1,
b2=1,
c1=1,
d=1

b2=1,…
c1=1,
x=1

7…（114）

非隣接� b1=1 b1=1,
c2=1 b1=1

b1=2,
c1=2,
c2=1,
d=1

b1=1 7…（114）註3

非隣接⑭
b1=1,
c1=1,…
d=2

c2=1 5…（110）

旧村外
非隣接⑯ d=1 1…（102）
非隣接⑱ c2=2 2…（104）
非隣接⑲ c1=1 1…（102）

不明 c2=1,
x=1 2…（104）

計 24 9 1 6 6 2 2 1 2 1 50…（100）
資料：聞き取り調査より筆者作成。
註：1） 「N集落」は、N集落と隣接するI集落及びK集落を含む。本文の註17参照。
　　2） n経営は、N集落に居住しN集落に圃場を所有する地主6人のうちの1人である。
　　3） �集落に居住する地主7人のうち、1人が⑬集落と⑭集落の両方に、1人がN、⑪、⑫、⑬の4集落に圃場を所有している。
　　4） n経営の自作地13枚のうち、もともとの所有地（古く先代が購入したもの）を除き購入した圃場11枚と、その元地主8人を含む。

第14表　n経営の購入した農地
圃場番号 面積（a）圃場の所在集落 売り手 売り手の居住集落 社会関係 購入経緯 購入年代
1003 2 N

n-AP � b1 昔から借地していた。 1980 ～ 1985年
1004 4 N

1005 27 ⑯ n-AQ ⑭ c2 本家をよく知る農協職員の紹介。当時の地価は300
万円/10a程度。 1985 ～ 1990年

1006 19 ⑱ n-AR ⑱ c2 売却した土地の代替地として不動産屋が紹介。 1990 ～ 1995年
1007 13 ⑱ n-AS ⑱ c2 売却した土地の代替地として不動産屋が紹介。 1990 ～ 1995年
1008 15 N n-AT 不明 c2 売却した土地の代替地として不動産屋が紹介。 1990 ～ 1995年
1009 35 ⑬ n-AU � c2 1005を紹介した農協職員の紹介。 1995 ～ 2000年
1010 59 ⑬

n-AV � b1 同級生のn-AVが倒産し、購入を依頼された。 2000 ～ 2005年
1011 17 ⑭
1012 27 N

n-AW � b1 n-APの孫であるn-AWが耕作していたが、仕事が忙
しくなり、購入を依頼された。 2005 ～ 2010年

1013 19 N
資料：聞き取り調査より筆者作成。
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集落の圃場3枚を自作、2枚をn-Jから借地して耕
作していたが、自身の離農に伴い5枚を合わせて
n経営に貸し付けた。
第三に、�集落に居住しN集落に圃場を所有す
る地主は1人（n-AG）であり、n経営とは親しい
友人関係（b1）にある。n-AGは、離農に伴いN
集落の圃場1枚のみならず、⑪集落の圃場1枚、⑫
集落の圃場2枚、⑬集落の圃場1枚もn経営に貸し
付けている。
さらに、�集落に居住する地主には、n-AG以
外に、⑪集落に圃場を所有する地主が1人、⑬集
落に圃場を所有する地主が5人いる。⑪集落の圃
場の地主1人（n-AO）は、営農センターの職員に
紹介され（c2）に分類される（n-AOと営農セン
ターの職員は同級生）。⑬集落の圃場の地主5人の
内訳を見ると、1人はn経営の同級生であり（b1）
に分類される（第14表。ただし⑬集落の圃場1枚
（1010）のみならず、⑭集落の圃場1枚（1011）も
n経営に売り渡している）。もう2人は、n経営と
友人・知人関係にある別の耕作者（そのうちの1
人はn-AG）の離農によりn経営に貸し替え（c1）
に分類される。もう1人は、農協職員に紹介され
（c2）に分類され（第14表の1009。n経営の本家と
その農協職員が知人関係）、さらにもう1人は自作
地に隣接する圃場を所有し（d）に分類される。
以上には、圃場の所在集落と地主の居住集落が
一致しない場合における、農地の受け手と出し手
の個別の社会関係の中身について、調査結果を詳
細に述べた。これに対して、圃場の所在集落と
地主の居住集落が一致するN、⑭、⑯、⑱、⑲集
落には、それぞれ5、4、1、2、1人の地主がいる。
N集落に居住しN集落に圃場を所有する地主5人
は全て（b1）地縁関係であるが、⑭集落に居住
し⑭集落に圃場を所有する地主4人は、（b1）地
縁関係は1人、（c1）知人・友人による紹介が1人、
（d）単に近隣圃場であるものが2人となっている。
（c1）に分類される地主の紹介者はn経営のいと
この友人であり、（d）に分類される地主の圃場は、
どちらもn経営が本家から借地している圃場（後
述）に隣接している。

⑯集落に居住し⑯集落に圃場を所有する地主1
人は（d）に分類され、n経営が近隣の圃場を耕
作しているのを契機に、まず転作を委託し、数年
後に借地に切り替えたものである（註21）。また、
⑱集落に居住し⑱集落に圃場を所有する地主2人
は（c2）に分類され、n経営が代替地の購入のた
めに不動産屋から紹介を受けたものである（第14
表の1006、1007）。さらに、⑲集落に居住し⑲集
落に圃場を所有する地主1人（n-AD）は（c1）に
分類され、この紹介者は、�集落の地主5人の紹
介者でもあるタバコ経営者仲間であり、n-ADと
は血縁関係にあって耕作をしていたものである
（圃場は2枚）（したがって、このタバコ経営者仲
間の離農により、6人の地主の所有するN、⑮、⑰、
⑲集落の圃場計9枚がn経営に貸し付けられたこ
とになる）。
最後に、N集落に居住し⑭集落に圃場を所有す
る地主、⑳集落に居住し⑪集落に圃場を所有する
地主、⑭集落に居住し⑯集落に圃場を所有する地
主、それぞれ1人ずつについて触れる。N集落の
地主はn経営の本家であり、（a）に分類される。
また、⑳集落の地主はn経営の弟の同級生に紹介
され（c1）に、⑭集落の地主はn経営の本家と知
人関係にある農協職員に紹介され（c2）に分類さ
れる（第14表の1005）。

　4）小括

以上、典型的な出作パターンを示したo、h経
営と、集落外の地主から農地を借りた結果として
集落内の圃場を耕作することができ、かつ圃場も
地主も多集落に分散したパターンを示したn経営
について、受け手と出し手の個別の社会関係の調
査結果を見てきた。本項では、各種の社会関係が
圃場の分布パターンをどのように規定しているの
かについて、各経営の比較を通じて考察する。
（1）血縁関係
受け手と血縁関係にある地主は、o経営では50
人中1人（2%）、h経営では30人中4人（13%）、n
経営では49人中1人（2%）と、o、n経営において
は全ての社会関係のうち最も少ない割合を占める
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のに対して、h経営においては比較的高い割合を
占めていた。圃場の分布パターンをどのように規
定しているかについては、h経営では集落内、o
経営では主な出作先の集落（旧村外であるが隣接
する集落）の圃場の集積に役立っており、n経営
では旧村内であるが隣接しない集落の圃場を集積
することになっていた。ただし、o、h経営にお
いては、血縁関係にある地主の居住集落と圃場の
所在集落が一致していたが、n経営においては、
地主（n経営の本家）はN集落内に居住しながら
非隣接集落に圃場を所有していた。これについて
は、次節でその実態を整理する。
（2）地縁関係
受け手と地縁関係にある地主は、o経営では50
人中34人（68%）、h経営では30人中22人（73%）、
n経営では49人中12人（24%）と、o、h経営にお
いては全ての社会関係のうち最も高い割合を占め
るのに対して、n経営においては比較的低い割合
を占めていた。全ての経営において、集落内に居
住し集落内に圃場を所有している地主のうちの
ほとんどが、この地縁関係の地主であるが、これ
は「地縁」の定義からも当然の結果であろう。ま
た、典型的な出作パターンを示したo、h経営に
おいては、地縁関係にある地主からの借地が集落
内及び主な出作先の集落の圃場の集積に役立って
おり、その居住集落と圃場の所在集落が一致して
いた。これに対してn経営では、その不一致が顕
著であり、また地縁関係にある地主からの借地に
より、圃場はN集落を含む5集落にも分布してい
る点に特徴がある。
（3）地縁関係以外の知人・友人
さらに、本調査では、血縁・地縁に制限されな
い縁約についても調査を行った。そのひとつが、
地縁関係以外の知人・友人関係である。受け手と
地縁関係以外の知人・友人関係にある地主は、o
経営では50人中2人（4%）、h経営では30人中0人
（0%）、n経営では49人中3人（6%）と、わずかな
がらもo、n経営において見られた。その中身は、o、
n経営ともに過去に同一の経営作目を経営してい
たことによる知人・友人関係であり、このような

農家間のネットワークを通じて農地が集積されて
いること自体に注目できよう。
このネットワークが圃場の分布パターンをどの
ように規定しているかについて見ると、o経営に
おいては主な出作先の集落の圃場の集積に、n経
営ではN集落内及び隣接する集落の圃場の集積に
役立っている。ただし、o経営では地主の居住集
落と圃場の所在集落は一致していたが、n経営で
は一致していなかった。また、その知人自身から
借地するという以外に、その知人により紹介され
た地主から借地する件数が多い（タバコ経営者仲
間である地主は3人であるが、タバコ経営者仲間
により紹介された地主は9人）ことも、n経営の
特徴であり、これについてはすぐ次にまとめる。
（4）知人・友人による紹介
知人・友人により紹介された地主は、o経営で
は50人中7人（14%）、h経営では30人中2人（7%）、
n経営では49人中17人（35%）と、n経営において
は全ての社会関係のうち最も高い割合を占めてい
る。
知人・友人による紹介には大別してふたつの場
合があり、ひとつは「地主が友人・知人を介して
借り手を探している」場合、もうひとつは「地主
はすでに友人・知人に農地を貸し付けているが、
その離農に伴い、貸し替える借り手を探してい
る」場合である。今回の調査で（c1）に分類され
る地主の多くは後者の場合であり、o経営では7人
のうち6人、h経営では2人のうち1人、n経営では
17人のうち15人がこれに該当する（註22）。さら
に、これらの地主の紹介者自身も、同時に各経営
に自らの圃場を貸し付ける場合が多く、o経営で
は6人のうち3人、h経営では1人、n経営では15人
のうち6人の地主の紹介者がそれに該当する。
このような貸借関係は、農地の受け手にとって
は一度に複数の地主から圃場を借り受けることに
なり、規模拡大には役立つと言えるが、圃場の分
布パターンに対する影響は多様である。それは、
前の耕作者の耕作していた圃場がまとまっていれ
ば、まとまった圃場を借り受けることになり、ば
らついていれば、ばらついた圃場を借り受けるこ
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とになるためである。
o経営においては、集落内と主な出作先の集落
の圃場だけでなく旧村内の隣接する集落（①）の
圃場を借地することになり、h経営においても、
主な出作先の集落の圃場だけでなく旧村外の隣接
する集落（⑨）の圃場を借地することにもなって
いた。さらに、n経営においては、集落内の圃場
だけでなく、旧村内外の隣接する2集落（⑪、⑮）
及び隣接しない3集落（⑬、⑰、⑲）の圃場をも
借地することになっている。それらには連担しな
い圃場も含まれるため（h経営における⑨集落、
n経営における⑮、⑰集落は圃場の連担率が0％）、
知人・友人による紹介は、圃場のバラツキを拡大
させる一因となる場合があると言える。
さらに、受け手が一度に複数の地主から圃場を
借り受ける際に見受けられる傾向を書き加えてお
く。どの経営においても、「圃場の貸し替えにあ
たって、親しい友人（o-Q）がo経営に貸し付けた
ことを理由に自らもo経営に貸し付けた」地主（o-
AJ）、「圃場の借り手を探していたところ、近隣に
居住する知人（h-AC）がh経営に貸し付けたこと
を理由に、自らもh経営に貸し付けた」地主（h-V）、
「自作していたが、同じ集落の圃場の耕作者（n-R）
が離農してn経営に貸し付けたことを契機として
自らも離農しn経営に貸し付けた」地主が見られ
た。地主の一部には、このように連鎖的に農地を
貸し付ける傾向が認められるのである。
（5）仲介組織による紹介
仲介組織により紹介された地主は、o経営では
50人中1人（2%）、h経営では30人中1人（3%）、n
経営では49人中6人（12%）と、o、h経営におい
ては全ての社会関係のうち最も低い割合を占めて
おり、n経営における割合も高くない。この結果
は、主に相対取引による農地集積がさかんという
対象地域の特徴をそのまま反映していると言え
る。ただし、以下のようにその性質を分類してお
く必要がある。
o経営の地主1人と、n経営の地主3人は、「不動
産屋を仲介して購入」した圃場の元地主である（第
10表の1003、第14表の1006～1008）。これらは「売

却した土地の代替地として購入した」経緯があ
り、規模拡大とは明らかに異なる意味を持つと言
える。
これに対して、受け手の規模拡大のために組織
により紹介された地主は、h経営の地主1人と、n
経営の地主の残り3人である。h経営の地主は、耕
作者が離農するため、農業委員が仲介して集落内
と主な出作先の集落の圃場計6枚をh経営に貸し
替えたものである。このような借地は、耕作者の
離農がいっそう進む今後において増加が見込まれ
るが、集落内や主な出作先の集落の圃場を借りる
ことができれば、農地の受け手にとっても望まし
い借地と言えよう。
他方で、n経営の地主2人は「n経営の本家と知
人関係にある農協職員」の仲介により、旧村内外
の隣接しない集落（⑬、⑯）の圃場を売り渡して
いる。また、もう1人は「営農センターの職員（地
主の同級生）」の仲介により、旧村内の隣接する
集落（⑪）の圃場を貸し付けている。これらの紹
介者は、農地の受け手（n経営）または出し手に
近い縁を持っているため、h経営における「仲介
組織の紹介」とは異なるものと考えるのが適当で
あろう。その結果、n経営は遠隔の集落の圃場を
借地することにもなっている。
（6）単に近隣圃場であるもの
以上のような社会関係による借地だけでなく、
単に近隣圃場であり、社会関係を伴わない借地も
見られた。ただし、o経営では50人中4人（8%）、

第16表　社会関係別にみたo経営の地主の貸付状況
社会関係 人数（人） 平均貸付面積（a） 平均貸付枚数（枚）
a 1 36.5 2.0
b1 34 66.8 2.3
b2 2 78.4 2.5
c1 7 34.6 1.6
c2 1 33.1 1.0
d 4 61.6 1.8
x 0 - -
y 1 12.2 1.0
計 50 60.0 2.1

資料：聞き取り調査より筆者作成。
註：   「a」兄弟、本家 ‐ 分家関係、婚姻関係、その他親戚関係などの血縁関係にあ

る地主
   「b1」近隣、周辺集落に居住する地縁関係にある地主
 「b2」地縁関係以外の友人・知人関係にある地主
   「c1」知人・友人に紹介された地主
 「c2」農業公社などの仲介組織に紹介された地主
 「d」単に近隣圃場であり、社会関係を伴わない地主
 「x」関係不明
 「y」共有地・国有地
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h経営では30人中1人（3%）、n経営では49人中8人
（16%）と、決して割合は高くない。
圃場の分布パターンをどのように規定している
かについては、o経営では集落内及び主な出作先
の集落、h経営では集落内の圃場の集積に役立っ
ており、連担率を高くすることにも寄与している。
しかしn経営では、集落内や隣接する集落（⑮）
の連担する圃場を集積できるだけでなく、旧村内
で隣接しない集落（⑬、⑭）における連担した圃場、
及び旧村外で隣接する集落（⑯）における連担し
ない圃場をも集積することになり（註23）、全体
的に見れば必ずしもまとまった圃場の集積に役立
つとは言えない。

５．地主の貸付経緯

　1）o経営の地主実態（地縁関係）

o経営の地主のうちo経営自身を除く50人（ただ
し、o経営の自作地8枚のうち、もともとの所有地
を除き購入した6枚の元地主5人を含むものとす
る）の平均貸付面積（元地主5人については売渡
面積）は60.0a、平均貸付枚数は2.1枚である。こ
れを社会関係別に見ると、第16表となる。o経営

にとって最も高い割合を占める社会関係である
「地縁（b1）」に分類される地主は、平均貸付面積
66.8a、平均貸付枚数2.3枚である。このうち、貸
付面積が最多の地主o-B（236.8a、8枚）と、次に
多いo-D（139.5a、6枚）について、その貸付経緯
を整理する（o-Bとo-Dは全地主のうちでも、貸付
面積が1位と2位である。なお、50位は6.3a、1枚
（b1）、49位は10.8a、1枚（d）である）。これによ
り、社会関係の具体的内容を把握する。
（1）o-B（貸付面積236.8a、貸付枚数8枚）
o-BはO集落に居住しO集落に8枚の圃場を所有
しており、その圃場位置は第9図（○印）に示す
通りである。現在、「田2ha、畑2.5ha（山林を含
む）を所有しており、田はo経営にそのほとんど
を、別の耕作者に約10aを貸し付け、自作地はない。
なお、o経営から支払われる地代は物納1.5俵/10a
である」（註24）。
地主の世帯構成は、o-B本人（87歳）、妻、長男
夫婦、孫2人の6人世帯であり、長男は大学教員で
ある。o-B家は代々農家であり（註25）、o-B自身
は18歳（1944年）から67歳（1993年）まで、妻
と2人で田1ha、畑60aを耕作しており、田の残り
1haはO集落の農家4、5人に貸し付けていた。そ

第９図　o経営の地主圃場（o-B、o-D）

資料：聞き取り調査より筆者作成。
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所有地を除き購入した1枚の元地主1人を含むも
のとする）の平均貸付面積（元地主1人について
は売渡面積）は44.0a、平均貸付枚数は1.8枚であ
る。これを社会関係別に見ると、第17表となる。

の農家4、5人の離農に伴って田1haを返還され、
1990年には返還された田を含む所有地をo経営に
作業委託し（孫の誕生が契機となった）、3年後の
1993年に借地に切り替えた。5人兄弟の長男とし
て農業を継いだo-Bは、自らの長男にも就農を勧
めたが大学進学後に大学教員となり、農業を継ぐ
者はいない。o経営に貸し付けた理由は、「同一村
落に居住している」、「先代からの付き合いがあり
信用がある」というものである（註26）。
（2）o-D（貸付面積139.5a、貸付枚数6枚）
o-DはO集落に居住しO集落に6枚の圃場を所有
しており、その圃場位置は第9図（▲印）に示す
通りである。現在、「田1.3ha、畑2枚（面積不明）
を所有しており、田は全てo経営に貸し付けてい
る。畑は1枚をo経営に使用貸借し、もう1枚に自
家用野菜を作付けている。なお、o経営から支払
われる地代は物納1.5俵/10aである」。
地主の世帯構成は、o-D本人（74歳）、妻の2
人世帯であり、長男（40歳）は県外に勤務し、
長女（37歳）は嫁いでいる。o-D家は代々染物
屋であり、農業を副業として営んでいた。o-D
自身は22歳（1961年）のときから高校教員と
なり、母親と妻が2人で田1.3ha、畑2枚を耕作
していた（母親の家に婿入りした父親は教員
として勤務していたため、もともと母親が農
業を営んでいた）。52歳（1991年）のときに、
長男の高校卒業を契機に、所有地を全てo経営
に貸し付け（別の耕作者に貸し付けていた分
もあったが、徐々に返還してもらい、全てo経
営に貸し付け）、60歳（1999年）のときに、自
身の定年退職を契機に畑1枚を返還され、妻と
2人で自家用野菜を作付けている。長男は勤め
ているため農業を継ぐ者はいない。o経営に貸
し付けた理由は、o-Bと同じく「先代からの付
き合いがあり信用がある」というものである
（註27）。

　2）h経営の地主実態（血縁関係、地縁関係）

h経営の地主のうちh経営自身を除く30人（た
だし、h経営の自作地6枚のうち、もともとの

第10図　h経営の地主圃場（h-T、h-K）

資料：聞き取り調査より筆者作成。

第17表　社会関係別にみたh経営の地主の貸付状況
社会関係 人数（人） 平均貸付面積（a） 平均貸付枚数（枚）
a 4 79.3 2.8
b1 22 33.8 1.5
b2 0 - -
c1 2 16.0 1.0
c2 1 181.5 6.0
d 1 46.3 1.0
x 0 - -
y 0 - -
計 30 44.0 1.8

資料：聞き取り調査より筆者作成。
註：   「a」兄弟、本家 ‐ 分家関係、婚姻関係、その他親戚関係などの血縁関係にあ

る地主
   「b1」近隣、周辺集落に居住する地縁関係にある地主
 「b2」地縁関係以外の友人・知人関係にある地主
   「c1」知人・友人に紹介された地主
 「c2」農業公社などの仲介組織に紹介された地主
 「d」単に近隣圃場であり、社会関係を伴わない地主
 「x」関係不明
 「y」共有地・国有地
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h経営にとって最も高い割合を占める社会関係で
ある「地縁（b1）」に分類される地主は、平均貸
付面積33.8a、平均貸付枚数1.5枚と、平均よりも
少ない枚数で小規模の面積を貸し付けている。ま
た、次に高い割合を占める社会関係である「血縁
（a）」に分類される地主は、平均貸付面積79.3a、
平均貸付枚数2.8枚と、平均よりも多い枚数で大
規模の面積を貸し付けている。ここでは、（b1）
に分類される地主のうち貸付面積が最多の地主
h-T（95.6a、3枚）と、（a）に分類される地主の
うちそれが最多の地主h-K（122.4a、4枚）について、
その貸付経緯を整理する（h-Tとh-Kは全地主の
うちでは、貸付面積が4位と2位である。なお、1
位は181.5a、6枚（c2）であり、逆に30位は11.4a、
1枚（b1）、29位は11.7a、1枚（b1）である）。
…（1）h-T（貸付面積95.6a、貸付枚数3枚）
h-TはH集落に居住しH集落に3枚の圃場を所有
しており、その圃場位置は第10図（▲印）に示す
通りである。現在、「田1ha（3枚）、畑50a（3枚）
を所有しており、田は全てh経営に貸し付けてい
る。畑は20a（1枚）を別の耕作者に貸し付け、残
り30a（2枚）に自家用野菜を作付けている（註
28）。なお、h経営から支払われる地代は物納1.5
俵/10aである」。
地主の世帯構成は、h-T本人（59歳）、妻、長男（30
歳）、父（80歳）、母の5人世帯であり、長男は市
内に勤務している。この他、東京に勤務している
次男がいる。h-Tはもともと専業農家であり、30
歳（1984年）までは両親と3人で水田1ha、畑50a
を耕作していた（この他に養豚を経営したことも
ある）。その後、h-Tは水戸市にある鉄道車両関
連の下請け会社に勤めて兼業農家となり、父が60
歳で離農した1993年からは1人で農業を営んでき
た。ただし、25歳（1979年）のときに約10人でH
営農組合を組織し、機械の共同利用をしてきた。
55歳（2009年）のときに、機械の更新期に合わせ
て営農組合を脱退し（註29）、田1haをh経営に、
畑20aを別の耕作者に貸し付けた。畑の残り30aに
は、父と2人で自家用野菜を作付けている。長男
は市内であるが勤務しているため農業を継ぐ者は

いない。h経営に貸し付けた理由は、「近隣世帯
である」こと、また「近隣の圃場を耕作していた」
ことを挙げている。
（2）h-K（貸付面積122.4a、貸付枚数4枚）
h経営の分家にあたるh-Kは、H集落に居住しH
集落に4枚の圃場を所有しており、その圃場位置
は第10図（○印）に示す通りである。現在、「田
1.3ha、畑80aを所有しており、田は全てh経営に
貸し付けている。畑は10aに自家用野菜を作付け、
残り70aは作付けをしていない（註30）。なお、h
経営から支払われる地代は物納2俵/10aである（註
31）。
地主の世帯構成は、h-K本人（69歳）、妻、長
男夫婦（長男は38歳）、孫の5人世帯である。h-K
はもともと専業農家であり、両親は1970年頃まで
田1.3ha、畑80aを耕作していた（この他に養蚕を
経営したこともある）。h-K自身も耕作をしたが、
米価が下落して機械を購入しては採算が合わない
と考え、30歳（1975年）からは田1.3haをh経営に
貸し付け、妻と2人で近隣の住宅関連機器工場を
経営してきた（雇用者11人）。現在、自動車修理
工場に勤めていた長男が、その工場を改修して経
営している（雇用者3人）。畑10aには、自家用野
菜を作付けているが、農業を継ぐ者はいない。h
経営に貸し付けた理由は、「H集落内で大規模に
経営しているのはh経営しかいないため」である。

　3）n経営の地主実態（血縁関係）

n経営の地主のうちn経営自身を除く49人（た
だし、n経営の自作地13枚のうち、もともとの所
有地を除き購入した11枚の元地主8人を含むもの
とする）の平均貸付面積（元地主8人については
売渡面積）は32.0a、平均貸付枚数は1.5枚である。
これを社会関係別に見ると、第18表となる。n経
営にとって最も高い割合を占める社会関係であ
る「知人・友人による紹介（c1）」に分類される
地主は、平均貸付面積30.9a、平均貸付枚数1.4枚
である。また、最も低い割合を占める社会関係で
ある「血縁（a）」に分類される地主は、貸付面積
46.0a、貸付枚数2枚と、平均よりも多い枚数で大
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規模の面積を貸し付けている。
ここでは、（a）に分類される地主n-Uについて、
その貸付経緯を整理する。第3節において見たよ
うに、o、h経営は圃場の所在集落と地主の居住
集落がほぼ一致し典型的な出作パターンを示した

のに対して、n経営はその不一致が特徴である。
n-UはN集落に居住し⑭集落に圃場を所有してお
り、n-Uからの借地は、複雑な圃場と地主の分布
パターンを形成する一要素となっているためであ
る。なお、全地主のうち貸付面積が1位の地主は
76a、2枚（b1）、2位の地主は73a、1枚（d）であ
るが、49位は5a、1枚（d）、48位は6a、2枚（b1）
と10a未満の圃場の貸し付けもある。
n経営の本家にあたるn-Uは、N集落に居住し⑭
集落に2枚の圃場を所有しており、その圃場位置
は第11図（○印）に示す通りである。現在、「田
45a、畑1haを所有しており、田は全てn経営に貸
し付け、畑は6aに自家用野菜を作付け、残りは全
てn経営に貸し付けている」。
地主の世帯構成は、n-U本人（76歳）、夫の2人
世帯である。n-Uの父は、母と祖父母と4人で農
業を営んでいたが、もともと所有していた土地（田
は約1.5ha、畑は約1ha）がN集落や⑭集落に分散
していたため、土地を交換してN集落への集約を
図っていた。しかし、道路や施設の建設のため田
を売却した経緯から、田の面積はN集落内の20a
にまで減少した。n-Uの父は田20a、畑50aを耕作
し、残りの畑50aはN集落の別の耕作者に貸し付
けていたが、60歳（1973年）で農協理事となった
ことを契機に、田20a、畑1haをn経営に貸し付け
た。ただし、n経営は1998年（n経営は51歳、n-U
の父は85歳）にこの田20aを埋め立てて作業小屋
としているため、今回の調査では「圃場」として
カウントしていない。同時期に、n-Uの父は売却
した田の代替地として⑭集落の圃場2枚を購入し
（註32）、1人で耕作していたが、94歳（2007年）
で体調を崩してn経営に貸し付けた。
n-U自身は、25歳（1962年）のときに、現在の
筑西市に嫁ぎ、教員の夫と子ども4人と世帯を持
ち、自らも教員として勤務していた。父が97歳
（2010年）で亡くなってからN集落に戻って家を
継いだ。畑6aには、現在も筑西市とN集落を行き
来する夫と2人で自家用野菜を作付けているが、
n-Uの長男は筑西市で勤務し、長女は結城市に嫁
いでいるため、農業を継ぐ者はいない。n-Uの父

第11図　n経営の地主圃場（n-U）

資料：聞き取り調査より筆者作成。

第18表　社会関係別にみたn経営の地主の貸付状況
社会関係 人数（人） 平均貸付面積（a） 平均貸付枚数（枚）
a 1 46.0 2.0
b1 12 38.5 1.9
b2 3 34.0 1.7
c1 17 30.9 1.4
c2 6 24.7 1.2
d 8 27.1 1.1
x 2 33.5 1.0
y 0 - -
計 49 32.0 1.5

資料：聞き取り調査より筆者作成。
註：   「a」兄弟、本家 ‐ 分家関係、婚姻関係、その他親戚関係などの血縁関係にあ

る地主
   「b1」近隣、周辺集落に居住する地縁関係にある地主
 「b2」地縁関係以外の友人・知人関係にある地主
   「c1」知人・友人に紹介された地主
 「c2」農業公社などの仲介組織に紹介された地主
 「d」単に近隣圃場であり、社会関係を伴わない地主
 「x」関係不明
 「y」共有地・国有地

ｎ
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は、もともとn経営に貸し付けることを念頭に⑭
集落の土地を購入しており、n経営に貸し付けた
理由は、「血縁（本家‐分家）関係にある」ため
である。

６．まとめと今後の課題

本稿は、農地集積の制約要因と捉えられてきた
地理的特性と社会的特性の関連付けを行い、農地
集積の地理的分布に対して社会関係が与える影響
を明らかにしようとしたものである。その影響を
把握できると考えられる地域・経営として、茨城
県桜川流域の個別農家3戸を選定し、調査・分析
を行った。本節では、これまでの考察を通して「農
地集積の地理的分布に対する社会関係の規定性」
をまとめるとともに、今後の課題を整理したい。
第3節では、圃場分布パターンを規定する地主
分布の類型を提示した。そこでは、規模の水準に
関わらず「各集落の地主から各集落の圃場を集積」
している経営と「集落外の地主から集落内の圃場
も集積」している経営に分類でき、「集落外の地
主から集落内の圃場も集積」している経営では、
圃場・地主ともに高い度合いで分散していた。し
かし、ここでは圃場分布パターンを規定する地主
分布の類型を提示したものの、類型差の背景まで
は説明できていない。その背景は集落の形成過程
や地主の農地取得の経緯にあると考えられる（た
とえばN集落について、そこに圃場を所有する地
主の多くが居住している�集落は総戸数が多く、
古くは城下町であったという歴史がある）。今後
は集落の形成過程や歴史が類似しているか否かと
いう視点を地域選定の際に取り入れ、比較分析し
ていくことにより、圃場分布パターンに対する地
主分布の規定性を検討していくことが課題として
残される。
第4節では、圃場分布パターンを規定する受け
手と出し手の個別の社会関係を明らかにした。そ
こでは、「親戚関係」や「友人・知人関係」というチャ
ンネルを持つ集落では出入り作が多く、「集落内
の協業組織」というチャンネルを持つ集落では出

入り作が少ない（仙北谷）、あるいは「同一集落」
の社会関係が集落内の農地を、「血縁」及び「結
社縁」の社会関係が集落外の農地を維持する根拠
となっている（吉田）、といった既往研究の結論
に対して、たしかに血縁関係にある地主から集落
外の圃場を借り受けている場合や、同一集落内に
居住する地縁関係にある地主から集落内の圃場を
借り受けている場合が見出せた。しかし、それだ
けでなく、血縁関係にある地主から集落内の圃場
を借り受ける場合や、同一集落内には居住してな
いが地縁関係にある地主から集落内外の圃場を借
り受けている場合についても整理することができ
た。さらに、従来の血縁・地縁のみならず、血縁・
地縁以外の知人・友人関係として、過去の経営作
目による農家間のネットワークを検出した。
また、今後いっそう増加すると見込まれる「知
人・友人による紹介」や「仲介組織による紹介」
に関しても、その実態を調査し、地理的分布に与
える多様な影響を把握した。知人・友人の紹介で
は、知人・友人が以前の耕作者である場合が多く、
その分散の度合いがそのまま次の耕作者に引き継
がれていた。仲介組織の紹介では、農地の受け手
にとって望ましい借地が見られた一方で、組織に
所属する紹介者が、受け手または出し手と近い縁
を持つ場合には、分散の度合いを高めていた。
さらに、第5節では、各経営に農地を貸し付け
ている代表的な地主の実態と貸付経緯を整理し
た。ここでは、自ら農業を営んできたか否かに関
わらず、血縁関係や地縁関係における前代からの
付き合いを理由に、複数の圃場を一括して特定の
経営に貸し付ける場合が確認できた。また、調査
した全ての地主世帯において、後継者は農外就業
しており、県外に居住する場合もあることから、
今後は地主の代替わりに伴う農地貸借関係の変化
についても注視していく必要がある。
以上にまとめたように、本稿が対象とした地域・
経営においては、具体的な社会関係が、農地集積
の地理的分布を規定していた。すなわち、農地集
積の地理的分布に対して、農地の受け手と出し手
の社会関係が与える影響は決定的に重要であると
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言える。また、その分散の度合いは、農地の受け
手と何かしらの社会関係を持った地主（または地
主の紹介者）が、経営者の耕作する圃場付近に圃
場を所有しているか（耕作していたか）否かに左
右される。このように、社会関係の影響が強く働
く地域における農地集積の地理的分布は、結局の
ところ、歴史的に零細分散錯圃とされる地主の土
地所有構造に依存していると言えよう。
最後に、今後の課題を述べる。本稿は組織経営
体の少ない地域を選定して考察してきたが、組織
を含めて他の担い手との関係を分析していない。
具体的には、本文註3に挙げるような同一村落内
の法人経営体と、本調査対象の経営体は、どのよ
うに農地を分配し合っているのか、そこに地主の
意思決定がどのように働いているのか、という問
点である。今後は他の担い手との関係性という視
点も導入して、農地集積の動向を分析していく必
要がある。
さらに、本事例とは異なる農業構造を示す他地
域との比較分析は必要不可欠である。すなわち、
個別相対取引ではなく仲介組織が大きく機能して
いる地域との比較において、農地集積の地理的分
布に対する社会関係の役割の差異を検討すること
で、農地取引の特性をよりいっそう明らかにする
ことができるであろう。こうした課題に取り組む
ことにより、農業構造問題に対して有意味な示唆
を得られるものと考える。

付記
本稿は、著者が2014年3月に東北大学大学院農
学研究科に提出した修士論文の調査に基づき、論
文を再構成したものである。そこに示された見解
は、著者個人のものであり、著者の属する機関と
は一切関係がない。本誌掲載に当たっては、東北
大学の盛田清秀教授、農地保有合理化協会の深谷
成夫氏にお世話になりました。また、調査先の農
家の方には、毎回長時間の聞き取りに応じていた
だき、その多大なるご協力がなければ、この調査
は実現しませんでした。記して謝意を表します。

註
（1）橋詰（2011）は、地域の水田農業の「中心
的な担い手」を「大規模個別農家」と「農家以外
の農業事業体」に分け、「各5年間に増加した借入
田面積の引き受け手としての貢献度合いを『寄与
率』（借入田面積総量の5年間の増加面積に占める
各主体の借入田面積の同増加面積の割合）として
求め」、「農家以外の農業事業体」の寄与率が高い
「組織対応型」、「大規模個別農家」の寄与率が高
い「個別農家対応型」、両者の寄与率が拮抗する「組
織・個別農家分担型」に分類している。
（2）調査時点における2013年産の米価（茨城県
産コシヒカリの市中相場）は12,500円/俵なので、
現金換算すれば18,750円/1.5俵となる。
（3）対象経営であるn経営（真壁地区旧M町）
の周辺には70ha規模のy農園、o経営（筑波地区
旧O村）の周辺には40ha規模のs農産などが存在
する。
（4）2006年以前は、新治地区にも転作組合とし
ての営農組織が存在したが、土浦地区と合併して
土浦市となった後には、土浦市に割り当てられた
転作が土浦地区の蓮田によってカバーされるよう
になり、新治地区に転作組合が不要となったため
である。
（5）年齢は、2013年の調査時点のもの。以下同様。
（6）O集落は、筑波地区旧O村9集落のうち6集
落からなる水田農業確立対策協議会を構成する1
集落であり、田約80haのうち約25haに転作を割
り当てられている（2012年度における6集落全体
の転作率は33%）。O集落にはo経営を含めて3人
の担い手が存在し、各人の面積規模に応じて割り
当てられる転作分（約20ha）と、誰にも農地を
貸し付けていない農家の農地を3人で平等に配分
する分（約5ha）がある。以下では、「各人の農
地のうち面積規模に応じて割り当てられる分」は
分析対象に含めるが、「3人で平等に配分する分」
は、農地を貸し付けていない農家の参加・不参加
により毎年変動するため含めない。2012年度にお
けるo経営の配分は、前者20haのうち7.5ha（分析
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対象とする）、後者5haのうち1.3ha（分析対象と
しない）であった。
（7）つくば市の経営体育成事業では、法人化・
家族経営協定・規模拡大の3条件を満たさなけれ
ば融資を受けることができない。o経営はこのう
ち法人化の条件のみ満たしていない。
（8）2012年度にn経営が作付けを行った畑面積
は17.6haであった。
（9）廃作奨励金28万円/10aが支給された。
（10）総合開発研究機構（1995）は、零細分散
錯圃の問題について、理論的整理を行い、解消に
向けた取組事例の調査、及び日本型農場制農業の
確立に向けた政策提言をまとめている。また、最
近では安藤編（2013）が各地の実態調査から日本
型農場制農業の実現プロセスを検討している。
（11）これまで、高橋（1963）が新潟県白根市
において、作業の往復時間と運転距離から経営内
運搬費を算出し、接続地での規模拡大と遠隔地で
の規模拡大における限界運搬費を比較して前者の
有益性を実証したことに代表されるように、移動
時間や距離、孤立圃場の数や割合によって耕地分
散の実態が示されてきた。井坂（2014）では、「標
準距離」の概念（2次元における事象の分布の散
布度を示すときに一般的に使用される値であり、
1次元における分布の散布度を示す標準偏差に相
当する概念）を導入し、それと等しい値を半径と
する「標準偏差円」を図示している。
（12）圃場どうしが点ではなく辺で接している
とき、その圃場を「連坦している」とした。ただ
し、道路を挟む場合も含む。
（13）わが国農村における社会関係については
農村社会学による研究蓄積があるが、ここでは、
近世初期検地を契機として相対的に自立した小農
経営に着目し、その生活諸関係として家や村をと
らえ、小農相互の補完的共同の組織としての組や
講について分析した竹内利美の整理を参照する
（以下、細谷（1998）の整理による）。竹内は、「村
落」社会の構成単位としての「家」が、生活協同
の機能を充足するためにさまざまな生活契機にし
たがって他の「家」と近隣諸関係をとりむすんで

いるとして、その諸関係を「親族＝血縁の関係」、
「居住＝地縁の関係」、「性別年序別集団」に大別
している。さらに、地縁について、「村組（基本
村落の内部をいくつかに分画した一定地域に定位
される家々が、その居住関係にしたがって、一律
的に同じ集団に組織され、特殊な生活関連をもつ
もの）」、「近隣組（『家並』原則と、『基準』戸数
とによって規制されている近隣集団）」、「トナリ
関係（家並に即しながらも、家ごとに異なる交渉
圏を連鎖的にもつ形）」を挙げている。
各集落で確認された組や講は次の通り。
O集落：「庚申様（庚申講）」が年2回行われ、
部落の農家が集って作神様である庚申様を拝んで
いたが、約10年前に廃止された。現在では、部落
内の草刈り（7月）と芝焼き（2月）が部落全戸参
加となっている。この他、部落約130戸を15～20
戸ずつの7班（常会）に分け、行政的な決め事を
持ち寄る。葬式は、村親戚2人が3～4日手伝うが、
最近は葬式を自宅でやらなくなり、家族葬も増え
たので、1人が1～2日手伝うようになった。
H集落：部落を約10戸ずつの班（常会）に分け、
行政的な決め事を持ち寄る。また、これとは異な
る範囲で消防団などの自治組織を組織している
が、詳細は未調査である。
N集落：「観音講」では部落の女性が集い、部
落内の家に嫁入りした女性のお披露目、妊娠し
た女性の安産祈願、出産した女性のお祝いをし
た。昔は毎月の集いであったが、現在は年4回集
う。うち1回は2月上旬の大観音講であり、部落全
戸が参加する。これに対して「大当様（大当講）」
では部落の男性が集い、子孫繁栄の神様である大
当様に拝む。毎年1月末に新年会を兼ねて行われ、
部落全戸が参加する。この他、部落を約10戸ずつ
の班（組内）に分け、葬式を手伝う。
（14）現地調査は2013年6月から12月の期間に独
自に行った（各戸3回。1回半日程度の聞き取り調
査）。各経営から全圃場の地図情報を入手した後、
借地であれば1枚ごとに「出し手」及び「出し手
との個別の社会関係」、「借地年代」や「借地経緯」
を聞き取りした。自作地であれば、先代からの圃
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場か購入した圃場かを確認し、後者であれば同様
に聞き取りした。調査対象の経営は、全て各市役
所の紹介による。
（15）地主調査は2013年12月から2014年3月の期
間に独自に行った（各戸1回の聞き取り調査）。調
査対象の地主は、全て各経営の紹介による。
（16）畔抜きは10万円/10aの補助金が交付され
る。
（17）ただし、N集落と隣接するI集落及びK集
落（第8図）は「N集落とはっきりした境界がない」
という意識を確認し、本稿では3集落を合わせて
「N集落」としている。
（18）②集落の共有地を1人としてカウントした。
（19）嫁いだ者に遺産相続されたという「特別
な事情」により、①及び③集落の農家はその圃場
を耕作したがらず、①集落に居住するo経営の知
人は、「なるべく事情と関係のない農家に耕作し
てもらう」ために、O集落に居住するo経営に耕
作を依頼したという。
（20）地主の親戚がO集落に居住しているが、
その紹介ではなく、近隣圃場であるために貸し付
けている。周囲の農家も「o経営が借地すること
が当然」との認識があったという。
（21）この地主は、n経営とは別の耕作者に作
業委託をしていたが、その耕作者は「時間にルー
ズ」で気が合わず借地をしなかった。n経営はこ
の圃場を耕作するときには「時間に気を遣ってい
る」という。
（22）前者の「地主が友人・知人を介して借り
手を探している」場合は、o経営の1人、h経営の
1人、n経営の2人と少ない。この場合における地
主と紹介者は、血縁・地縁で説明できる関係にあ
ることが多い。o経営の1人は註19に記すように、
「地主の土地相続に関する事情を勘案する者（地
主は嫁ぐ以前は①集落に居住していたため、地主
と紹介者は地縁関係にあると考えられる）」、h経
営の1人は「近隣に居住する知人（地縁）」、n経
営は「いとこの友人」、「弟の同級生」である。
（23）これは註21に記した、⑯集落に居住する
地主が⑯集落に所有する圃場をn経営に貸し付け

た場合を指しているが、n経営が「以前借地して
耕作していた」圃場の近隣の圃場であり、現在は
その近隣の圃場を借地していないため、圃場が孤
立してしまった。
（24）カギ括弧で表す内容は、地主の聞き取り
調査の結果をそのまま記しており、各経営の調査
から得られたデータと正確には一致しないが、今
回の調査ではこれ以上のデータを入手していな
い。
（25）o-B家は延宝5（1678）年の検地以降、明
治時代まで名主となり、O集落の土地900石のう
ち700石を所有して年貢を納というめさせた史料
がある。
（26）o-Bの前々代からの付き合いがある。旧O
村には他にも大規模農家がいるが、その農家の前
代に悪い噂があるために規模拡大が困難であるな
ど、「先代からの付き合いがあり信用がある」こ
とは農地貸付相手の選択にあたって重要な要素と
なるという。
（27）o-Dの父親が区長を務めていた時に、o経
営の父親が副区長を務めており、前代で付き合い
があった。1990年代初頭は、農家が多数いたが、
なかでも付き合いの深かったo経営に貸し付けた。
（28）この他、陸田を10a所有しており、現在は
h経営とは別の耕作者に使用貸借しているが、貸
し付け時期は不明である。
（29）現在H営農組合の組合員は5、6人となり、
高齢化が進んでいるため、今後解散が考えられて
いる。
（30）この他、陸田を30a所有しており、水田を
貸し付けた1975年より以前にh経営に貸し付けて
いる。ただし、2008年からはh経営とは別の耕作
者（註28に記したh-Tが陸田を貸し付けている受
け手と同一）に貸し替えている。理由は、陸田
30aの耕作がh経営にとって負担となると考えた
ため。
（31）地代水準はh-Tよりも高い。第2節第1項
で紹介したように、h経営は、20年以上前から借
地している圃場の地主には2俵/10aを支払ってい
る。
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（32）n-Uの父は、田を売却したことを先祖に
申し訳なく思っており、どうしても代替地の田を
購入したいと考えていたが、周囲に「土地を売っ
てくれ」とは言えずにいた。それを知ったn経営
は、n-Uの父に⑭集落に売地があるという情報を
伝え、n-Uの父はn経営に貸し付けることを念頭
に置いてその土地を購入した。
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