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１．はじめに
本稿の目的は、水田作を主とする法人を含
めた大規模個別経営について、農地利用をめ
ぐる現状と今後の展開に向けた課題を明らか
にすることである。なお、北海道については
都府県と農業構造が大きく異なることから、
本稿ではさしあたり都府県に限定して考える
こととする。
まず、農林水産省の農業センサス等の統計
を用いて、近年における個別経営の動向を確
認する。
次に、秋田県を対象として実態分析を行う。
一つは、担い手経営へのアンケートにより、
農家減少による地域農業への影響に対する認
識や規模拡大への対応方策の実施状況につい
て確認する。もう一つは、大規模個別経営の
事例分析である。急速に規模拡大した非法人
の家族経営（１経営体）および一戸一法人タ
イプの法人経営（２経営体）について、農地
集積のプロセスと集約化の方策、規模拡大へ
の生産技術や資源保全の対応状況という視点
からみていく。
以上を踏まえて、最後に大規模個別経営の
今後の展開に向けた課題について考察を行う。

２．大規模個別経営の動向
１）対象の限定

統計によって大規模個別経営の動向を確認
するにあたり、資料の制約上、非法人である
「個人経営体」に限定する。2020 年の農業セ
ンサスにおいて設定されたこの個人経営体
は、「個人（世帯）で事業を行う経営体」を
指し、「法人化して事業を行う経営体は含ま
ない」とされている。そして個人経営体以外
の経営体は「団体経営体」とされた。
2015 年センサスまで、農業経営体は家族
経営体と組織経営体という分類で把握可能に
なっており、家族経営が法人化した「一戸一
法人」は家族経営体の中の法人として表章さ
れていた。しかし、2020 年センサスでは上
述した個人経営体と団体経営体という分類に
なり、一戸一法人は団体経営体に統合される
ことになった。執筆時点では 2015 年センサ
スの分類による 2020 年の組み替え値は公表
されていないため、直近の一戸一法人の動向
を把握することは難しい。こうした事情から、
個人経営体に限定して統計を見ていくことに
した。なお、2015 年における個人経営体数は
家族経営体の値から法人の家族経営体の値を
差し引くことにより求めた。
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２）水田作経営の収支構造

まず、直近の農業経営統計調査の「営農類
型別経営統計」から作成した表１によって、
2019 年における水田作経営の個人経営体の
水田作作付規模別収支状況を確認しておく。
第１に、稲作の作付比率は、上位層になる
ほど低下する傾向にある。５ha未満層では、
90％以上であるのが、５〜10 ha層、10〜15 ha
層では 80％台へ、15〜20 ha層、20〜30 ha層、
20〜50 ha層では 60〜70％台へ、50 ha以上
層では 52.9％へと約半分にまで低下する。
第２に、上記の傾向がありながらも、作物
収入に占める稲作収入の比率は 0.5〜１ha層
の 72.9％を最低値、５〜10 ha層の 89.8％を
最高値として、概ね 80％台をマークする階
層が多い。転作作物の販売価格や単収の低さ
がその背景にある。
第３に、作物収入から農業経営費を差し引
いた収支は、15〜20 ha層では 107千円とわず
かにプラスであったが、それ以外はすべての
階層でマイナスの値となっている。30〜50 ha
層では 2,564 千円、50 ha以上層では 14,960 千

円に及ぶ。
第４に、この収支のマイナスを補填するの
が共済・補助金である。作付規模が大きい階
層ほど農業粗収益に占める共済・補助金の比
率が高まる傾向にある。15 ha以上層では20％
を超え、50 ha以上層では 35 ％弱に達する。
その結果、第５に、農業所得をみると作付
規模が大きくなるにつれて増大しているが、
１ha未満層はマイナスである。１〜３ha層
で 42千円と、かろうじてプラスに転じ、５
〜10 ha層では 1,593 千円となるも、これで
生計を立てることは厳しい水準である。10〜
15 ha層でようやく 4,173 千円となり 4,000 千
円台を超える。15〜20 ha層では 7,080 千円、
20〜30 ha層では 8,788 千円と続き、10,000 千
円を超えるのは 30 ha以上の階層である。
第６に、規模が大きくなると農業経営費に
占める雇人費や借地料の比率も高まるが、そ
の上昇幅は借地料比率より雇人費比率の方が
大きい。このことから大規模経営になるほど
経営資源における雇用の重要性が高まり、そ
の有効活用が課題となってくることが伺える。

　　　（単位： 、千円、％）
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資料：農水省「農業経営動向調査」。

表１　水田作経営・個人経営体の農業経営収支（都府県、 年）
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表１　水田作経営・個人経営体の農業経営収支（都府県、2019年）
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以上のように、水田農業で生計を立てよう
とすれば、水田作の作付延べ面積 10 ha以上
が一つの目安となることが伺える。ただしそ
の所得は共済・補助金の合算を前提とするも
のであることから、政策変動の影響を大きく
受ける状況にあるといえよう。

３）個人経営体数の動向

水田作の延べ作付面積 10 ha未満層におい
て農業で生計を立てることが容易ではないこ
とは構造変動にも表れている。表２は、2015
年から 2020 年にかけての経営耕地面積規模
別に個人経営体数の増減率をみたものである。
第１に、都府県全体では 22.7％の減少で
あった。地域ブロック別にみると、すべての
地域で 20％台の減少で、もっとも激しい減
少を記録したのが北陸で、27.3％の減少で
あった。
第２に、経営耕地規模別にみると、南関東

と四国、沖縄を除けば 10 ha未満層で減少、
10 ha以上層で増加となっており、10 haが経
営体数の増減分岐点となっている。
第３に、こうした階層変動の結果、2020
年において、個人経営体数のうち 10 ha以上
層が占める比率は、都府県全体で 6.1％、東
北と北陸ではそれぞれ 11.7％、10.0％を占め
るに至っている。

４）大規模個人経営体への農地集積

増加している大規模個人経営体における農
地集積の動向をみておきたい。図１は、2015
年における経営耕地面積 10 ha以上の個人経
営体の農地集積率と 2015 年から 2020 年にか
けての同集積率の増加ポイント数を地域ブ
ロック別にプロットしたものである。
第１に、2015年時点における10 ha以上層の
面積シェアが高い地域ブロックほど、その後
５年間の面積シェアの増加ポイント数が高い

（単位：％）

全階層 未満 〜 〜 〜 〜 〜 以上

都府県 ▲ ▲ ▲

東北 ▲ ▲ ▲

北陸 ▲ ▲ ▲

北関東 ▲ ▲ ▲

南関東 ▲ ▲ −

東山 ▲ ▲ ▲ −

東海 ▲ ▲ ▲

近畿 ▲ ▲ ▲ −

山陰 ▲ ▲ ▲ −

山陽 ▲ ▲ ▲ −

四国 ▲ ▲ ▲ −

北九州 ▲ ▲ ▲

南九州 ▲ ▲ ▲ −

沖縄 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ −

資料：農林水産省「農業センサス」。

　注： 年の数値は、家族経営体総数から法人の家族経営体数を差し引くことにより求めた。

個人経営体

総数に占め

る 以上

層の比率

（ 年）

経営耕地面積階層別増減率（ 年→ 年）

表２　個人経営体数の増減表 2　個人経営体数の増減
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傾向がみられる。例えば、2015 年における
10 ha以上層の面積シェアが 15〜16％であっ
た北関東や東北では、面積シェアが５〜７ポ
イント高まったのに対し、2015 年の面積シェ
アが３％程度であった四国は２ポイントの増
加に留まっている。
第２に、いくつかの特徴的なグループをみ
ることができる。一つ目は当該期間に集積が
一層進んだ北関東と東北のグループである。
東北は集落営農組織化が進んでいる県もある
が、その一方で個人経営への集積も進んでき
ている。二つ目は都府県平均の周辺に位置す
る東海、北陸、南九州のグループである。三
つ目は、個人経営体への集積がそれほどでも
ない東山、近畿、山陰、山陽、四国、北九州
のグループである。以前から集落営農により
農地を保全・利用する取り組みが進んでいる
地域を含んでいることから、個人経営体への

集積は比較的緩慢である。南関東と沖縄は特
異な位置にある（沖縄はこの間 10 ha以上個
人経営体への集積はほぼ進まなかった。南関
東は2015年に８％であった面積シェアが15％
へと７ポイント上昇した）。
以上のような個人経営体数およびその面積
シェアの動向から、2010 年代における農業経
営体数の激しい減少は依然続いており、離農
する個人経営体の規模が 10 ha近くまで上昇
してきていること、大規模な個人経営体が成
長してきた地域では、一層の集積が進んでき
たことを確認できる。

５）農業後継者不在の家族経営

本稿の対象である家族を中心に営まれる経
営体の基本的な課題として、経営継承がある。
表３は、2020 年における個人経営体と、そ
れとの比較として一戸一法人が含まれる団体

資料：農林水産省「農業センサス」。
　注：1）2015年の個人経営体の数値は、家族経営体数から法人経営体数を差し引くことにより
　　　2）シェアは農業経営体および自給的農家の経営耕地面積合計を母数として算出。

都府県
東北

北陸

北関東
南関東

東山 東海

近畿
山陰山陽

四国

北九州

南九州

沖縄

R² = 0.3356

以
上
層

の
面
積

シ
ェ
ア

増
加
ポ

イ
ン
ト

（
→

年
）

以上層の面積シェア（ 年、％）

図１ 経営耕地面積 以上の個人経営体における

経営耕地面積シェアの地域別動向図 1　経営耕地面積 10 ha 以上の個人経営体における経営耕地面積シェアの地域別動向

資料：農林水産省「農業センサス」。
　注：1）2015年の個人経営体の数値は、家族経営体数から法人経営体数を差し引くことにより
　　　2）シェアは農業経営体および自給的農家の経営耕地面積合計を母数として算出。
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図１ 経営耕地面積 以上の個人経営体における

経営耕地面積シェアの地域別動向
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経営体の法人について後継者の確保状況をみ
たものである。残念ながら経営耕地規模別の
数値は表章されていないので、本稿では全体
の数値でみるしかない。
この表から指摘できるのは第１に、個人経
営体の実に７割強が農業後継者を確保してい
ないことである。地域ブロック別にみても
69.6〜77.1％の間に収まっており大きな差は
ない。５年以内に継承する後継者を確保して
いるのは、都府県全体で 23.9％となっている。
地域ブロック別にみると、19.1〜25.9％の間
にあり、大きな相違はない。
第２に、参考として団体経営体のうち法人
についてみると、後継者を確保している率は
高まる。都府県で 44.2％。地域ブロック別に
みると、法人化が進展している北陸の 52.1％
が抜きん出ているが、あとは沖縄の 31.1％と
東山の 38.6％を除き、多くが 40％台にある。
第３に、親族が後継予定者である率は地域
によりばらつきがある。北関東、南関東、南

九州、沖縄は５年以内に継承する後継者を確
保している経営体のうち、７割が親族への継
承である。その一方で、北陸や近畿、山陰、
山陽では 30％台と、親族という枠をこえた
継承が進みつつある地域もある。
このように、個人経営体において後継者の
確保が十分にできていないことから、今後も
さらなる離農と農地供給が予想される。増減
分岐点が 10 haにまで上昇してきたことと併
せて考えると、５〜10 ha層という、かつて
担い手農家と呼ばれた規模層からの比較的ま
とまった面積の農地供給も予想され、それを
どう円滑に集積につなげるかがますます重要
な課題になっている。

３．構造変動の進展に対する個別経営体
の認識─秋田県担い手アンケートより
本節では、著者が関わった秋田県の担い手
に対するアンケート１）で得られた大規模家
族経営 30 経営体のデータから、近年におけ

　（単位：経営体、％）

親族が後継
予定者

②

親族継承率

②／③

都府県

東北

北陸

北関東

南関東

東山

東海

近畿

山陰

山陽

四国

北九州

南九州

沖縄

資料：農林水産省「農業センサス」。

表３　農業後継者の確保状況（2020年）

５年以内に
継承する後
継者を確保

①

経営体数

団体経営体のうち法人個人経営体（非法人）

５年以内に
継承する後
継者を確保

農業後継者
を確保して

いない
経営体数

表 3　農業後継者の確保状況（2020 年）
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プラス
ややプラ
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影響なし
ややマイ
ナス

マイナス

農地貸付要望増加

農地集積進展

農地売却要望増加

役職負担増加

情報入手困難

地域人口減少加速

季節雇用調達困難

コミュニティ活動停滞

地域の発言力低下

遊休・耕作放棄地増加

資源保全負担増加

土地改良区経営悪化

JA経営悪化

共同作業困難

農地貸付要望増加

農地集積進展

農地売却要望増加

役職負担増加

情報入手困難

地域人口減少加速

季節雇用調達困難

コミュニティ活動停滞

地域の発言力低下

遊休・耕作放棄地増加

資源保全負担増加

土地改良区経営悪化

経営悪化

共同作業困難

図２ 農家減少による影響に対する認識

プラス ややプラス 影響なし ややマイナス マイナス

資料：秋田県の担い手に対するアンケートの結果をもとに著者作成。

注：農家数の減少で予想される各項目の減少について、自身の経営にとってプラスになるかマイナスになるかを、５点尺度法で回答してもらった。

　　スコアは「プラス」＝２点、「ややプラス」＝１点、「影響はない」＝０点、「ややマイナス」＝ −１点、「マイナス」＝−２点とした平均値。

スコア　有効回答数　　

る個別経営の動向を簡単にみておきたい。回
答のあった経営体の経営者の平均年齢は 63.4
歳、平均経営面積は 38.1 haであった。サン
プル数が多くないので、単純集計にとどめざ
るを得ないものの、ある程度の傾向を掴むこ
とはできよう。

１）農家減少による地域農業への影響に関す

る認識

農家数の急激な減少は、個別担い手を取り
巻く環境に様々な影響を及ぼすと考えられ
る。図２は、そうした影響に対して、個別経
営の経営者がどのように認識しているか回答
してもらったものである。
第１に、自身の経営にプラスになることと
して、肯定的回答が半数を超えた項目は、農

地貸付要望が増加する（スコア 0.83）、農地
集積が進展する（0.79）、農地売却要望が増
加する（0.32）と規模拡大につながることを
認識していた。これらの項目は自身の経営に
マイナスとなるという回答は２割未満と少な
いのが特徴である。
第２に、10 項目においてスコアはマイナ
スであった。それらの回答の内容をみていく
と、経営にとってマイナスになるという回答
が半数を超えるのは、「地域の発言力低下」
（−0.29）、「遊休・耕作放棄地増加」（−0.30）、
「資源保全負担増加」（−0.30）、「JAの経営悪
化」（−0.33）、「共同作業困難」（−0.41）で
あった。「土地改良区の経営が悪化する」こ
とについては、経営にとってマイナスになる
という回答の比率が高くスコアは−0.32 で

図 2　農家減少による影響に対する認識
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あったものの、影響がないとする回答の比率
も４割近くあった。
第３に、経営にとってマイナスになるとい
う回答の方がやや多かったものの、プラスに
なるという回答も比較的多かった項目として
あげられるのが、「役職負担増加」（0.10）、「地
域人口減少加速」（−0.18）、「コミュニティ活
動停滞」（−0.29）であった。「情報入手困難」
（−0.18）は影響なしが７割を占めた。「季節
雇用調達困難」も影響なしという回答が35％
程度と比較的多かった。
以上のように、地域内の農家が減少するこ
とは、農地集積の観点からは自身の農業経営
にプラスと感じていることから、規模拡大意
欲がうかがえる。ただし、農業経営を補完す
る役割を果たしてきた集落やJA等の組織が
脆弱になることは、経営にマイナスの影響を
及ぼすと認識している経営者が少なからずい
ることも示唆される。

２）規模拡大に伴い必要と考えられる経営方

策の実施率

自身の経営にとって農家の減少を農地集積
という面ではプラスに捉える経営者が多いこ
とが確認されたが、拡大する経営耕地を有効
に活用するためには、経営規模に応じた生産
手段および技術が必要となる。図３は、規模
拡大に伴って必要と考えられる方策として９
項目を掲げ、それぞれについて、現在取り組
んでいるもしくは次年度確実に取り組む予定
であるという回答比率（実施率）を示したも
のである。
最も実施率が高い順に、「排水改善」が
61.5％、「耕地分散解消」が 42.3％、「小作料
引き下げ」が 30.8％で、規模拡大による転作
対応や作業効率の向上、地代負担の軽減に向
けた取り組みが行われている。生産過程に係
る項目がそれに続き、「堆肥施用」が 23.1％、
「共同利用・作業」と水稲の「直播栽培」が
ともに 19.2％だった。作土層の拡大と団粒構
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小
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図３ 現在取り組んでいる技術等

資料：秋田県の担い手に対するアンケートの結果をもとに著者作成。

　注：複数回答で、各項目の有効回答数に対する比率。

図 3　現在取り組んでいる技術等
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造の形成に寄与する「プラウ耕」は 11.5％に
とどまった。地権者への管理委託は 3.8％と
ほとんど実施されておらず、ほぼ自らの経営
で実施できている。
このように、農家減少を自身の経営にとっ
てプラスと捉えつつ、経営耕地の分散解消や
小作料引き下げ交渉を行い、さらに水稲作以
外の転作に対応するために排水対策に取り組
む経営像が浮かび上がる。ただし、技術的に
は直播やプラウ耕などの実施率は低く、従前
の移植栽培体系の延長で規模拡大に対応して
いることが伺える。

４．秋田県における大規模水田作経営の
事例分析
本節では、2010 年代に入り急速に規模拡
大を遂げた３つの大規模個別経営について、
農地集積のプロセスと集約化の方策、規模拡
大への生産技術や資源保全の対応状況という
視点からみていく。

１）大規模家族経営・SY経営

　①経営概況
潟上市は秋田市の北に隣接する人口約
31,000 人の市である。耕地面積 3,340 haに対
する水田率は 93.7％で、2019 年における農
業産出額 39 億８千万円のうち米が８割弱を
占める平坦水田地帯である。農聖・石川理紀
之助の生まれた地域としても知られている。
日本海側の砂質土壌地帯を除いて概ね水田は
粘土質で稲作に適しており、SY経営もその
ような地域に立地している。
SY経営の経営主であるSY氏は 63 歳で、
妻（60歳）と二人暮らしで、農業後継者は不

在である。SY氏が農業専従で、妻は水稲育
苗や稲刈りをサポートしている。家族労働力
に加え、３人の臨時雇用（アルバイト）がい
る。まず妻の兄（69 歳）は日給で代掻きや
稲刈り、自己保全管理田の草刈り作業を担当
してもらっている。次に隣集落の地権者の男
性（72歳）で、時給制で種まきや田植え補助、
畦畔草刈りと水管理を担当してもらってい
る。さらに同じ地区に在住する地権者の男性
（75 歳）で、種まきと田植え補助作業の時に
手伝ってもらっている。この男性は、たばこ
作を行っていたが 2021 年を最後に離農した
のを機にSY氏の元で臨時雇用として働いて
いる。
そして 2020 年からは上記の臨時雇用に加
え、YM氏（男性 25歳）を通年雇用している。
後に詳しく述べるように、将来の農業後継者
として見込んでいる。
現在、SY経営の経営耕地面積は 37 ha（自
作地３ha、借地 34 ha）である。このうち４
haは作業条件が悪いため自己保全管理と
なっており、農産物の作付面積は 33 haで、
すべて稲作である。一時期、転作として大豆
作にも取り組んだが、米による転作が可能に
なってからは米に特化した。21年産の品種別
作付面積と10a当たり単収は次のとおりである。
ちほみのり  13 ha  642 kg（10. 7 俵）
あきたこまち  10 ha  543 kg（  9. 1 俵）
ゆめおばこ    9 ha  608 kg（10. 1 俵）
作況が 102 と「やや良」を記録した秋田県

中央部の単収（ふるい目 1.90 mm）は 551 kg
だったので、これとほぼ同等かやや高い単収
となっている。
米は全てJA系統出荷である。資金調達先
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としてJAは重要であることから、独自に販
売することは考えていない。
主要な農業機械をみると、トラクターは
54 馬力と 65 馬力の２台、田植機は８条植の
側条施肥付が１台、コンバインは５条刈と３
条刈である。３条刈コンバインはあくまで予
備であるため、ワンセット体系と考えてよい。
乾燥機は３基で、籾摺機と色彩選別機、保冷
庫をそれぞれ１台所有している。水稲育苗に
用いるパイプハウスは 11棟あり、合計約 700
坪となっている。
小作料は米１俵、JA概算金の単価と決め
ている。米価の変動に小作料が連動する仕組
みである。現物納付の要望も少なからずある
ため、金納となる中間管理機構は通していな
い。保冷庫に 300〜400 袋保管し、SY氏自
ら地権者へ米を配達している。そのついでに
次年度の契約を交わしている。相対で農地集
積してきたからこそ、地権者とのコミュニ
ケーションを大事にしている。

　②農地集積とそれへの対応
これまでの経営耕地面積の動向を図４に示
す。SY氏は農業高校卒業後、一旦就職する
が、父親が一人で農業を続けるのが
難しくなったため、1977 年に仕事
をやめて就農した。その後は春・秋
の農繁期に休める会社に入社して、
仕事をしながら農業を手伝ってい
た。1984年に父親が病気で亡くなっ
たため通年勤務の仕事は辞め、水田
作と冬期だけ働ける農外の仕事を続
けてきた。2000 年代に入ると、一
時期大豆に取り組んだが、その後は

中止し稲作に特化することにした。2010 年代
に入ると、急速に農地の貸付要望が多くなっ
てきた。そこでJAから資金を借り乾燥施設
等を整備し、30 haを超える規模まで一気に経
営規模を拡大した。2021 年時点での経営耕
地は 162 筆、地権者数は 30 名を数える。
個別相対で農地集積を行ってきたので農地
は分散している。一部の圃場で他の担い手農
家と交換耕作を行っているが、集約化には遠
い道のりである。しかも、９割弱が 30 a未満
の圃場となっている。これらの中には農道の
整備が不十分だったり不整形だったりと、作
業条件の良くないため自己保全管理にせざる
を得ない農地も少なくない。

　③規模拡大に対応する方策
SY経営はすべて移植栽培であり、直播は
行っていない。早晩性の異なる品種を組み合
わせることにより規模拡大に対応している。
すなわち秋田県の中心品種であるあきたこま
ちは早生に位置づけられるが、これを基準に
出穂期・成熟期がより早いちほみのりと、よ
り遅いゆめおばこを組み合わせることにより
作期を拡大しているのである。

資料：聞き取り調査により筆者作成。
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図４ ＳＹ経営の経営耕地面積の動向図 4　SY経営の経営耕地面積の動向
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畦畔の草刈りや水管理はSY氏と季節限定・
時給制の臨時雇用で対応しており、現在のと
ころなんとか処理できている。
農業資源の保全管理についても、地域の多
面的機能支払いにかかる組織が行っているた
め、SY経営にとっての支障はない。
このように、SY経営は農地の分散を抱え
ながらも、稲作機械ワンセットを所有し、家
族労働力に臨時雇用を加えた体制で稲作単一
の専業農家として生計を立ててきた典型的な
経営事例といえるだろう。しかし、今後はさ
らに農地の貸付希望が増えることも見込まれ、
それに対応する労働力の調達や、SY氏自身
および臨時雇用労働力の加齢を考えた時、次
の一手を打つ必要があると考えていた。その
一つが第三者継承に向けた準備である。

　④経営継承に向けた取り組み
SY氏は 60 歳を超えた頃、経営継承につい
て考え始め、潟上市の農政担当部署に相談を
持ちかけていた。そこで紹介されたのが現在
通年雇用しているYM氏であった。
YM氏は、関東地域の非農家の生まれであ
る。高校時代から就農したいと考えていたた
め、秋田県の農学系学部のある大学に進学し
た。在学中も、県と大学が主催するする若手
農業者向けの研修プログラムに参加し、就農
に向けて準備を進めた。卒業後は秋田県内の
農業法人に就職したものの、実際に働いてみ
ると条件が見合わないと感じることが多かっ
たことに加え、早く独立自営したいとの気持
ちが強くなっていった。そこで農業法人を辞
め、土地勘のある出身大学の周辺地域で自営
就農の可能性を探るため、潟上市の農政担当

部署に相談することにした。すると潟上市か
ら、いきなり独立自営は難しいが、経営を継
いでくれる若者を探している農家がいるから
しばらくそこで働いてみないかとの連絡が
あった。SY氏のことである。こうしてSY氏
とYM氏が出会い、数回の協議を重ねた結果、
まずは 2021 年３月から正社員としてSY氏の
もとで働き、継承に向けて準備を進めていこ
うということになった。
YM氏はSY氏の自宅まで車で 10 分程度の
住宅地にアパートを借りて一人暮らしをして
いる。基本的に日曜日は休みである。雇用１
年目となる 2021 年は、年間を通じた仕事の
スケジュールを覚えてもらうため、SY氏は
YM氏と一緒に作業を行った。加えて、YM
氏にはパソコンを用いた事務仕事や経営耕地
マップの作成を担当してもらっている。２年
目からは一部の水田をYM氏に任せてみよう
と考えている。水稲単一経営で独自販売も
行っていないので、１〜２月の冬期間は仕事
があまりないが、当面は農の雇用事業を活用
し、その期間内にYM氏も含めた労働力状況
に見合った事業量に拡充していく予定である。
SY氏は今後 10 年程度かけて計画的にYM氏
へ経営を継承していきたいと考えている。

　⑤小括
SY経営は周辺農家の離農が増加する中で、
その農地を借り受けて規模拡大してきた大規
模家族経営・専業農家である。農業後継者不
在の中で、第三者継承に向けて経営者と後継
候補者が並走し始めたところである。今後、
YM氏の通年雇用を契機に、さらなる経営面
積拡大や複合部門等の新規導入・拡充による
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農業経営組織の再編や経営多角化が必要に
なってくると考えられる。その経営展開の基
盤として農地の集約化が大きな課題として
残っている。

２）Ｙ法人

　　─規模拡大への技術的・経営的模索─

　①経営概況
株式会社Ｙ法人が拠点とする湯沢市は秋田
県の最南東部に位置し、人口は約 42,000 人で
ある。県庁所在地の秋田市からは直線距離で
約 70 km、車で１時間強である。東方の奥羽
山脈、西方の出羽丘陵に囲まれた横手盆地を
貫流する雄物川と、その支流である皆瀬川、
役内川沿いに豊かな水田地帯がひろがってい
る。耕地面積に占める水田面積率は 87.2 ％で
ある。県内でも積雪量が多く、冬期の田畑に
は雪に閉ざされる。
市の中央部には水田が広がり稲作が行われ
ているが、県内でも酒米の生産量が多いこと
が特徴である。その周縁部ではセリやオウト
ウ、リンゴなどが生産されている。2019 年の
農業産出額の合計は 89 億 6,000 万円で、そ
のうち米が 47億 6,000 万円で 53.1％を占める
が、野菜類が 18億 5,000 万円（20.6％）、果実
が 12 億 5,000 万円（14.0％）、畜産が７億円
（7.9％）と続く。県内でも経営複合化が進ん
でいる地域である。 
Ｙ法人の母体は 2000 年に５戸の有志農家
で設立した大豆転作受託組織である。受託面
積の拡大に伴い、雇用労働力が必要となった
ことを契機に、2003 年に農事組合法人を設
立した。その後、農地の貸付要望も多くなり、
借地面積も増大していった。2012 年に売上

高１億円を突破したのを契機に、意思決定の
スピードアップと多様な事業への展開を見越
して株式会社へ転換した。
Ｙ法人の代表取締役は農事組合法人の時代
から代表を務めるST氏（70 歳）である。株
式会社化にあたってST氏が殆どの株式を所
有することになったことから、１戸１法人と
して捉えることができる。役員は７名でその
うち農作業に従事するのは３名である。また、
通年雇用は４名で、１名は法人所在集落内に
在住する者で、他の３名は集落外在住者であ
る。そのうち農作業に従事するのは３名であ
る。このほか４〜11 月の季節雇用が５名で
ある。
2021 年における経営耕地面積は 185 haで
ある。そのうち借地は 170 haで、15 haは法
人の所有地である。農地取得にあたっては、
政策金融公庫の農地取得資金融資や農業経営
基盤強化準備金を活用してきた。作付面積は
水稲が 70 ha、大豆が 107 ha、牧草が３ha、
野菜が５haとなっている。
米、大豆ともにすべて独自に開拓した卸売
業者、実需者への販売を行っており、JAへ
の販売はない。2008 年にトラクター購入費用
と運転資金を政策金融公庫から調達した際、
併せてJAからの借入金も完済した。それを
契機に独自販売に取り組むようになった。
JAは資材購入において利用している。

　②農地集積プロセスと集約化に向けた取り
組み
Ｙ法人の経営耕地面積の動向を図５に示す。
2000 年代前半、大豆転作を足がかりに規模
拡大を進めた。その後、農地貸付の要望も高
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まり、借地面積も次第に増大していった。
2000 年代半ばになると経営面積は 100 ha前
後で一旦頭打ちとなるが、2010 年代に入る
と再び伸び始め、毎年 10〜20 ha程度のペー
スで経営耕地面積が拡大してきた。
主として自社の所在する昭和旧村の範囲内

で、農作業委託あるいは農地貸付要望
があれば断らない方針で規模拡大を重
ねてきた。耕作を依頼されるのは未整
備の小区画圃場や、傾斜地など作業条
件、栽培条件の良くない農地が少なく
ないが、そうした農地も原則同じ条件
（小作料や作業受託料）で引き受けて
きた。こうした努力が農地集積につな
がった。
法人の経営耕地の分布状況を図６に

示す。法人事務所から半径約３km圏内に
1,500 筆もの圃場を抱える。分散している経
営耕地の集約が課題となるが、同法人では３
つの方策で集約化を図っている。
第１に、さらなる農地集積を進めることで
ある。最初は分散していたとしても、一定程

図 5　Ｙ法人における経営耕地面積の動向

資料：聞き取り調査により筆者作成。
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図５ Ｙ法人における経営耕地面積の動向
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図 6　Ｙ法人の農地集積状況（2020）

資料：Y法人提供資料を著者が一部加工し作成。
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度集積が進むことによって連坦する農地も次
第に増えていく。
第２に、地域の担い手農家や農業法人との
間での交換耕作である。2020 年には水稲作
付が 100haを超えるに至ったが、本田雑草が
繁茂したり、畦畔の管理作業が追いつかない
などで単収の減少や品質が低下してしまうな
ど問題が発生した。そのため 2021 年には水
稲の作付面積を減らすとともに、自社の経営
耕地に隣接する水田を耕作する経営体と協議
して、作付交換を行うことで連坦化を図って
いる。2021 年の水稲作付 70haのうち、13ha
程度の圃場において８経営体と交換している。
第３に、もう一つユニークな取り組みとし
て、担い手不在集落との連携による農地集約
があげられる。図６においてT集落のエリ
アにおいて農地が集約化されているのが見て
取れる。T集落は谷あいにあり、その農地は
1970 年代の圃場整備事業で基本区画 30aに
整理されたが、水稲単収は平坦部に比べて２
割ほど低い。2019年時点の総戸数は28戸で、
そのうち販売農家は１戸のみとなっている。
集落の水田面積は 24haで、そのうち 21haが
Ｙ法人に貸付けられている。
1980 年代半ば以降、T集落では集落外の
農家や農業法人への農地貸付や農作業委託が
増加していった。Ｙ法人も 2000 代年半ば頃
からT集落に出作するようになっていた。
2010 年代になると、T集落の７ha規模の担
い手農家が急逝、離農するという出来事が
あった。もうひとりの担い手農家で集落自治
会長を務めていたSS氏は、このままいくと、
いずれ集落の農地は荒廃してしまうとの認識
を強くするようになった。そこで農協青年部

時代からの知り合いであるＹ法人社長のST
氏に、T集落の農地をまとめるので、その受
け手になってもらえないかと相談を持ちかけ
たのである。T集落としては、Ｙ法人が農地
を利用するとともに多面的機能支払の資源保
全組織の構成員に加わってもらうことで、交
付金を確実に受けることができることと、中
間管理事業の地域集積協力金を獲得できると
いうメリットがあった。Ｙ法人も団地化され
た農地を集積できるのであればぜひ受けたい
ということで、両者の意見が合致した。そし
て 2016 年からT集落の農地貸世帯と、その
受け手であるＹ法人をはじめとする農家や農
業法人との協議・調整を開始した。T集落自
治会長のSS氏は集落の地権者をまわってＹ
法人への農地貸付について働きかけを行った。
Ｙ法人も、T集落に入作していた農家２戸と
農業法人２社に、T集落内にある経営耕地の
交換をもちかけた。こうした協議・調整を経
て 2017 年、T集落農家の９割弱の農地がＹ
法人に集積されることになったのである２）。

　③規模拡大への対応
Ｙ法人では規模拡大に対して次のような対
応をとっている。第１に、水稲作と大豆作の
バランスの見直しである。2021 年には水稲
の作付面積を前年までの 100 ha強から 70 ha
へ減らし、大豆のそれを 50 ha強から 100 ha
強に増やした。加えて水稲作は全面湛水直播
栽培から 30 ha程度を移植栽培することで、
単収向上と春先における労働投下の均一化を
図っている。ただし、2021 年単収はあきた
こまちで 420 kg／10 a、多収品種のちほみの
りで 550 kgと課題が残る水準であった。今後
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も模索が続くとみている。
第２に、水管理のための臨時雇用である。
Ｙ法人では水管理に関しては基本的に一人の
従業員が行っているが、上述したT集落の農
地については同集落からの季節雇用に担当し
てもらっている。Ｔ集落の農地を集積・集約
した当初は、そこでの水管理、肥培管理、畦
畔管理をすべてＹ法人が行っていた。ところ
が水管理で問題が生じた。T集落の水田を潤
す河川は小さく水量が十分ではないため、分
水工のきめ細かい操作が要求されるが、不案
内なＹ法人の従業員ではうまくそれができず、
水位不足から本田内に除草剤が行き届かず雑
草が繁茂してしまったのである。そこでＹ法
人は水利条件を熟知するT集落の住民を２
名、５〜８月の４ヶ月間雇用し、当該エリア
の水管理や一部除草剤散布作業を担当しても
らうことにしたのである。
第３に、畦畔の草刈り作業の合理化である。
従業員総出により１回草刈りを実施した後は、
畦畔用の除草剤散布で対処している。
第４に、２台のドローンによる除草剤散布
および病害虫防除を行っている。これにより
１週間ですべての経営耕地面積を処理できる
ため、適期作業の実施が可能となる。近年は、
水稲の播種作業もドローンでできないか試行
しているところである。

　④小括
以上のように、Ｙ法人では 2010 年代以降
ハイペースで農地の集積が進んできたが、い
くつかの方策による集約化及び農業経営の作
付け構成の見直しや新技術の導入によって対
応していた。しかし単収水準は、水稲作付面

積の見直しによりやや向上したとはいえ、決
して高い水準にはなかった。土作りや畦畔管
理、水管理の水準を維持しうる生産構造と、
それを可能にする技術選択や人材育成をどう
図るかが課題となっている。

３）有限会社Ｏ法人─担い手不在地域─

　①地域概況
Ｏ法人は、秋田県由利本荘市の日本海沿岸
北部に所在する農業法人である。秋田市や由
利本荘市中心部まで車で 30 分程度と、在宅
兼業が可能な位置にある。中間農業地域に属
し、標高 150 ｍ程度の山林が連なっている。
わずかな平地と、谷間を縫う河川の両脇に水
田が拓けている。10 aに満たない未整備田も
数多く存在する。
Ｏ法人は 2005 年に出資者６名、資本金 300
万円で設立された。現在の取締役社長は創業
社長から継承したM氏（41 歳）である。M
氏はＯ法人所在地に隣接する地区の非農家出
身者である。首都圏の民間企業で働いていた
が、2011 年にUターンしＯ法人に入社した。
その後は総務部長というポジションを与えら
れ、農作業のみならず、人事や経理など経営
管理に関わる仕事も任されるようになった。
その後、創業社長が病気になったことを機に
2019年にM氏が正式に継承することになった。
2021 年における経営耕地面積は 90 haで、
すべて借地である。無償でいいから農地を譲
渡したいという要望もあるが、固定資産税な
どの負担も増加するので農地所有はしない方
針である。作付面積をみると、水稲が 46 ha、
大豆が 15 ha、そば 16 haの他、野菜作として
タマネギ 50 a、馬鈴薯 50 a、ネギ 50 a、タラ
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の芽１haなどとなっている。残る
10 haは作付けなしの自己保全管理
となっている。畜産部門として比内
地鶏を15,000羽飼養している。また、
事業所近くの国道沿いの敷地に店舗
を設置し、自社の農畜産物および加
工品の販売事業に取り組んでいる。
水稲作付は、ササニシキ６ha、あ
きたこまち8.5 ha、ひとめぼれ（直播）
15 ha、めんこいな（直播）17 haである。
10 a当たり単収はそれぞれ 564 kg、
486 kg、510 kg、540 kgと地域の平均と同等か
やや落ちる程度である。
主要な機械装備は、トラクター４台、田植
機３台、直播（条播）専用機２台、水稲コン
バイン２台、汎用コンバイン１台、フォーク
リフト２台、ローダー２台、バックホー２台、
ミニライスセンターとなっている。
従業員は正社員が９名で平均年齢は 36 歳
と若く、その多くは地区外で非農家出身者で
ある。経営面積の拡大に合わせて雇用労働力
を増員させてきた。
小作料は作物の作付けがある場合は 5,000
円／10 aまたは地主の希望があれば玄米 30 kg
／10 aでの現物納付としている。条件が悪く
作付けしない自己保全管理圃場については小
作料ゼロである。

　②農地集積のプロセスと集約化の取り組み
Ｏ法人の経営耕地面積の動向を図７に示す。

設立当初の 30 haから 2010 年代半ばには３
倍近くとなる現在の規模にまで増加した。作
業条件の良くない小区画ほ場や遊休農地につ
いても地権者からの要望があれば、すべて引

き受けてきた。こうした取り組みの積み上げ
が集積につながった。
法人への貸付世帯は約 150 戸、圃場枚数は
約 1,200 筆を数える。圃場を本地面積の大き
さ別にみると、10 a未満の圃場が 72％、10〜
30 a未満が 28％、30 a以上の圃場はわずかに
0. 5％、筆数にして４筆にすぎない。小区画
田が多いのは、農地借入れにあたり、そのよ
うな農地もセットであることが条件とされる
ことが多かったという。
Ｏ法人の経営耕地は法人事務所から直線距
離で５kmの範囲内に概ね収まっているが、
山を超えての移動が必要でかつ分散している
ので実際の通作距離は数倍に達する。そのた
め農地の集約は大きな課題であった。
これに対しＯ法人は、みずから圃場整備を
推進するという、いわば与件変革の取り組み
を行った。すなわち、経営を継承したM氏
は圃場分散を解消していかない限り、経営成
長は望めず、結果的に地域の農地も荒廃して
しまうと危機感を抱いていた。そこでM氏
は、Ｏ法人の経営耕地が比較的多く存在する
地区の地権者を集め、「圃場整備を行っても

資料：聞き取り調査により筆者作成。
経

営
耕

地
面

積
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）

図７ 法人における経営耕地面積の動向図 7　Ｏ法人における経営耕地面積の動向
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らわなければＯ法人は撤退せざるをえない」
と迫ったのである。突然の圃場整備の提案に
反対する者が多かったが、中にはＯ法人を応
援する者もいた。M氏は、彼らと一緒に当
該地区内で圃場整備の同意調達活動を粘り強
く続けた結果、ついに 2019 年に圃場整備が
採択となったのである。受益面積は 43 ha、
総事業費 13 億 5,300 万円、40〜50 a区画を
基本とする内容で、2022 年に面工事が終了
する予定である。圃場整備したエリアにおけ
る効率のよい農業生産を自社の経営の中心に
据え、今後は現状の約 1,200 筆ある経営耕地
を 700 筆程度にまで減らしていきたいと考え
ている。

　③規模拡大への対応
Ｏ法人では規模拡大に次のような対応を
行っている。第１に、ライスセンターの更新
である。規模拡大のボトルネックの一つが乾
燥調整作業であったため、今後の規模拡大を
見据えてより能力の高い設備を導入した。
第２に、水稲直播栽培の導入である。水稲
作付面積のうち30 haを湛水直播で行うことに
より、春作業の労働ピークを切り崩している。
第３に、ドローンによる防除作業である。
一斉防除が必要なエリア以外は自社のドロー
ン１台で処理している。
第４に、耕作状況の異なるエリアごとに農
業用水路の保全作業への対応を変えているこ
とである。まず、Ｏ法人の耕地が支配的なエ
リアにおいては、水稲作付をせず自己保全管
理または野菜を作付けることで保全管理作業
への出役を不要としている。次に、耕作者が
同法人のみとなったエリアで水稲作を行う場

合は自社で水路の保全作業を行う。さらに、
Ｏ法人以外の耕作者が大宗を占めているものの、
関係する集落や水利組織からの出役要請があ
る場合は、法人から正社員を派遣している。

　④小括
以上のようにＯ法人はもともと一戸一法人
という形で、地区外の農地を断らずに引き受
けてきたことで規模拡大を果たしてきた。そ
れを地域外の非農家出身者であるM氏が継
承し、圃場整備を主導するという与件変革行
動によって経営の基盤となる農地の集約を
図ってきた。こうした積み重ねにより、非農
家・地域外集団による農業経営を確立してき
たと言える。今後、これまで引き受けてきた
条件の良くない農地をどうするかが農地利用
上の課題として浮かび上がっている。

５．おわりに─大規模個別経営における
今後の課題─
ここまで水田作の農地利用について、大規
模個別経営の現状をみてきた。2010 年代に
加速した離農を背景として急速に規模拡大が
進展してきている。経営耕地規模別にみた農
業経営体数の増減分岐点は 10 haに達した。
稲作の作付面積比率は規模が大きくなるにつ
れ低下する傾向にあったが、作物収入に占め
る稲作の比率は依然として高かった。ただし
作物収支は概ねマイナスで、それを助成金・
共済金収入が補う構造となっており、農業粗
収益に占めるその比率は２〜３割程度を占め、
政策変動の影響を受けやすい形となってい
た。また、大規模層では雇用労働力のウェイ
トが高まることが見受けられ、かつ秋田県の
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事例分析からは、法人が所在する集落外部の
在住者の雇用が進んでいることが示唆された。
さらに集積した農地は作業条件が良くない圃
場も多くかつ分散しており、それに対して集
約化のための方策を試みている実態をみてき
た（そのような農地を積極的に引き受けてき
たからこそ規模拡大ができたのであるが）。
こうした実態を踏まえつつ、大規模個別経
営の今後の課題について挙げると次のようで
ある。
第１に、集積農地の集約化である。さらな
る経営規模の拡大によって地域内の面積シェ
アが相当高まってくると自ずと連坦化が進む
傾向もみられるが、それだけでなく担い手経
営同士による交換耕作などを通じた農地利用
の調整や、Ｙ法人のように担い手不在集落と
の連携による集約化も視野に入れつつ進める
ことが必要である。こうした担い手経営サイ
ドによる農地集約化の動きを人・農地プラン
の協議に接続していくことが関係機関に求め
られる。
第２に、土地生産性の向上である。本稿で
取り上げた事例では、拡大する経営耕地面積
に対応する技術として、水稲における早晩性
の異なる品種の組み合わせによる作業期間の
延長や、直播栽培の導入、ドローンの導入な
どがみられたが、いずれも単一作物における
労働生産性向上の追求に主眼がおかれてい
た。しかし、一定面積の土地からより多くの
収穫物を得るという視点も依然として重要で
ある。そのための課題として、一点目は排水
性など水田の条件に合った作物選定である。
集積した農地には作業条件が良くないものが
少なからず含まれていた。こうした圃場では

Ｏ法人のように転作を続けることもありう
る。現在、農政では転作助成金の見直しが検
討されているが、大規模層の農業所得におけ
る助成金の比率が高い中、経営に大きな影響
を与える政策変更は慎重に行われるべきであ
ろう３）。二点目は土作りである。比内地鶏の
飼育に取り組むＯ法人では鶏糞堆肥の散布が
行われていたが、秋田県の担い手アンケート
に垣間見えるように必ずしも土づくりは十分
ではないと思われる。加えていずれの事例も
ロータリー浅耕であり、作土層の団粒構造を
促すプラウ耕は行われていない。本稿の事例
分析では取り上げなかったが、例えば飲食店
への米の直接販売を継続する秋田県北部の大
規模水田作経営F法人では、安定した品質と
数量を確保するための土壌基盤づくりとして
プラウ耕が欠かせないとし、水稲収穫後の天
候が安定した時期に同作業ができるよう、同
じ時期に行われる乾燥調製作業のやり方を工
夫している４）。三点目は畦畔管理や水管理と
いった管理作業の合理化である。これらの作
業はスケールメリットが働きにくい上に、場
所によって異なる条件に対応しなければなら
ない。農地集積の量と範囲の拡大はそれを一
層助長する。作業の自動化あるいは遠隔操作
できる機材や、省力化可能な資材等の開発が
待たれる。Ｙ法人で行っていたように、水利
等の条件に詳しい地域住民にアウトソーシン
グすることも有効な手段であろう。
第３に、雇用を契機とした農業経営の継承
とそのための人材育成である。現在、雇用就
農者が就農への有力なルートとなっているこ
とから、当該経営の所在集落や農業に縁のな
い者への継承を想定した支援の拡充が必要で
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ある。その場合、集落在住者が農業を継いで
いくという図式を暗黙の前提としてきた集落
による農業資源保全活動をどのように再編す
るかが一層問われる。

付記：本稿は JP17K07970、JP17H01490、
JP19H03063 における成果の一部である。な
お、事例分析の記述は中村（2019）、中村
（2021）をベースに加筆・修正したものである。
　

注
１） 秋田県の担い手アンケートは、東京大学、愛知大学、

滋賀大学、島根大学、農研機構の研究者と著者が秋田県

農林水産部農林政策課の協力を得て実施した。まず、秋

田県の 2018 年時点における経営規模 30 ha以上の水田作

経営 201 経営体をリストアップし、2021 年２月に郵送に

より配布・回収を行った。回収率は 52.2 ％であった。図

２、図３は得られた 105 サンプルのうち、経営形態が「家

族経営」である 30 経営体のデータによる。

２） 詳しくは中村（2021）を参照されたい。

３）  2022 年末に農水省が水田活用の直接支払交付金（＝水

活交付金）の「見直し」を打ち出した。2022〜26 年の５

年間に一度も水張りが行われない農地は交付対象から外

すというものである。転作作物の作付けが固定化してい

る水田の畑地化や、水稲と転作作物とのブロックローテー

ションを促すことがねらいだとしているが、なぜ技術的

にもハードルの高い水稲作への転換を要件にするのか疑

問が残る。いずれにしてもこの「見直し」は地域農業の

現場に大きな心配と混乱をもたらす。第１に、地権者の

協力のもとで転作による水田利用を行ってきた地域にお

いてその取り組みが水疱に帰す懸念がある。第２に、秋

田県が全国に先駆けて整備してきた園芸メガ団地も転作

田を利用しているため大きな影響を受けることになる。

第３に、担い手経営にとっても打撃が大きい。本稿で取

り上げた３事例もそうであるように、規模拡大を果たし

てきた担い手経営は、生産条件の良くない水田も積極的

に引き受けることで地域の信頼を獲得し、農地を集積し

てきたケースが多い。様々な条件を持つ経営耕地の利用

は、それぞれの経営判断で組み立てられているのであり、

水張り要件はそれを歪めることになる。水活交付金の交

付要件を厳格化するのであれば、まずは水田機能を丹念

にチェックした上で、水田機能の修復か畑地化かを選択で

きるようにするべきである。一律に５年に１度の水張り

で水田機能を証明せよというのはいささか乱暴にすぎる。

４）  F法人は 1997 年に設立された北秋田市の有限会社であ

る。経営面積は約 80 haで 1990 年代から米の直接販売に

取り組んでいる。取引先は主に首都圏で米の産地を表示

してくれるこだわりのある個人経営の飲食店である。正

社員３名で、そのうち１名を営業担当として首都圏に常

駐させている。F法人では、播種時点で当該年産の米の販

売先と量が決まっているが、それは次のような顧客の要

求に確実に応える努力を行ってきたからである。第１に、

米のタンパク含有率の増加を抑え、食味を良くするため、

圃場の特性に応じて 200〜400 kg／ 10 aのペレット堆肥を

施用するとともに田植え時の側条施肥（窒素成分量で

7.5 kg）を行った後は追肥を行わないことである。第２に、

耕起深 20〜25 cmのプラウ耕を定期的に行っている。土壌

の団粒構造を促すとともに、乾土効果を高め、稲わらを

鋤き込むことによって稲体の成長を阻害するガスの発生

を抑制する。第３に、確実にプラウ耕を行うため、稲籾

の乾燥調製作業を二段階に分けている。すなわち乾燥調

製作業にかかる時間を短縮するため、半乾燥状態で一旦

保管することで、プラウ耕に適した 10 月上〜中旬までの

比較的天候が安定した約 20 日間を確保できる。プラウ耕

が終わってから仕上げの乾燥と籾摺り作業を行う。
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