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北海道の大規模水田地帯における農地流動化

　　　　　　　　　　　に関する考察

　　　一個別経営の規模拡大と農地の移動形態を中心として一

菅　原　　優

1．はじめに

2．堅甲における個別経営の規模拡大と農地流動化

　1）龍村における個別経営の規模拡大

　2）北村における農地の移動形態

　3）地域水田農業ビジョンにおける農地賃貸借の助成

3．調査農家における規模拡大と農地移動の実態

　1）対象地域の農家概要

　2）事例農家による規模拡大過程

4．おわりに

1．ばじめに

　WTO・FTA交渉が進展をみせるなかで，国内の新たな食料・農業・農村基

本計画の見直しと連動した農政改革が進められている。その政策改革の「主要3

課題」の一つが「担い手・農地制度関係」であり，施策を集中化・重点化する担

い手の明確化と，それらへ農地を集積するための法制度の検討が行われている。

　これまで北海道では，都府県とは異なり離農跡地を取得し自作地の拡大により

規模拡大が進展してきたが（註1），稲作中核地帯の空知地域では，1980年代後

半から農地の賃貸借が増加している。そのなかには農地保有合理化事業（以下，

公社事業と称す）による中間保有期間の一時貸付も相当含まれているため，公社

事業を経由した農地の賃貸借は売買へ移行する過渡的な移動形態として把握され

てきた（註2）。北海道の水田地帯で公社事業の利用が開始されたのは1980年代

後半であり，95年以降はUR農業二二関連対策として公社事業が拡充され，公社

による買入実績も急速に進展したが，米価下落後の97年以降はやや停滞しており，
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逆に近年では中間保有期間における一時貸付を経た公社から農家への売渡実績が

増加する傾向にある。そして高齢化の進展がみられる水田地帯においては，離農

による農地流動化が予想されている。

　しかしながら，近年の米価の低下基調・地価の下落が続くもとでは，大規模農

家といえども投資意欲は減退しており，積極的な農地取得による規模拡大は抑制

される傾向にある（註3）。農家の後継者の有無や資金対応の面から農地の買い手

となる農家が特定化されっっあると考えられ，農地需給のミスマッチ現象といっ

た事態も予測されてくる。したがって農地の売買を基調とした地域にあって買い

手の現れない事態に対し一時的ではあるとは雷え，農地の賃貸借によって農地流

動化対策を行うことに意味があると言える。

　また，「米政策改革大綱」を皮切りに，従来の米の生産調整がi抜本的に見直され

ており，市場重視の考え方に立った「米づくりの本来あるべき姿」の実現（2010

年）に向けて，20◎4年から各地域で地域水田農業ビジョンの策定および対応が行

われてきている。地域水田農業ビジョンには，それぞれの地域が抱える固有の地

域課題が反映されているといえるが，とくに担い手を明確化し，それらへ農地を

集積するための農地流動化対策が重要な施策となっている。

　本稿では，これらの問題意識から，これまで公祉事業を利用した農地の売買に

より規模拡大が進展した南空知地域の北村を対象として，個別経営の規模拡大と

その農地の移動形態に着目し，農地流動化対策のもとで一時的ではあれ，農地の

賃貸借が増加してきた背景について明らかにすることを課題とする。

2．北村における個別経営の規模拡大と農地艶話化

1）北村における個別経営の規模拡大

　北村は，北海道空知支庁管内のなかでも南空知を代表する大規模；水田地帯の一

つである。そして士地基盤として泥炭地を多く含み，戦後開拓入植によって耕地

化・開田が進んだ地域である。

　表iは，北村の農家戸数の推移を示したものである。エ980年から2000年まで

は「農業センサス」（9◎年・2000年は販売農家），2003年以降は北村役場の資料

によるので，時系列での単純比較はできないが，9◎年代の農家戸数の減少率が高

く，一戸当たり耕地面積も90年の8．9haから2000年の11．6始へと大きく増加し

ている。そして経営耕地規模別農家割合における10ha以上農家割合は9◎年の

29。8％から2000年の54．5％へと増加しており，この間の農家の離農と規模拡大
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資料：1980年から2000年までは斯業センサス」各年次、2003年以降は北村役
場生産調整関連；資料

註：1）90年と2000年は販売農家、2003年以降は水田農家（水購を保有する農

家）を対象としている。一欝巌たり藁積は、1980年から20GO年までは耕地面
積、2003年：以降は水田面積による。

が急速に進んだことを示している。そして2003年から2004年の水田農家戸数は，

1年間で一7。9％の高い減少率を示しており，一戸当たり耕地面積（水田面積）は

12．9haへと拡大している。このなかで，とくに20縮以上の農家割合が8．3％から

15。0％へと大きく増加している点に注目することができる。

　さらに表2は，北村における農業後継者の確保状況（2003年）と離農者の状況

を示したものである。まず経営主の年齢別構成を農家戸数別でみると，50歳以上

の経営主が全体の57．6％（水増面積は51．7％），65歳以上が8．9％（水田面積は

4．6％）を占めている。そこで経営主年齢50歳以上に限定した2003年時点におけ

る農業後継者の確保状況は23．0％，同居後継者がいる農家は37．8％，同居後継者

が不在の農家は39．2％となっている。一方，同居後継者が不在の農家割合をみて

みると，経営主年齢50歳以上では39．2％，50－54歳では33．9％，55－59歳では

24．3％，60－64歳では44，8％，65歳以上では66．7％となっていることから，高い

年齢層では後継者の確保が困難な農家が一定程度存在しており，農家世帯の一世

2北寧における　業後継者の確保状溌（2◎03年）および離農轡の状況 単位：戸、ha、％

理由別

経鴬主年齢

農家数

@照合

水飼面積

@　割合

うち農業後

p看がいる

@農家

@　割合

うち岡居後

p者がいる

@農家

@　割合

うち同居後

p者が不在
@の農家

@　割合

03年度離

_戸数

@　星合

後継者

s在
負債

労働

ﾍ不
ｫ等

65歳以上
U0－64歳

45　　8，9

U7　13．3

2？繧　　4．6

V03　亙1．9

3　6．7
Q3　3褄．3

12　26．7

P4　20．9

30　66．7

R0　44．8

12　26．7

P5　22．4

711 54

二

55－59歳

T0－54歳

？0　13．9

P09　21．6

802　13．5

P，286　21．7

17　24，3

Q4　22．0

36　5L4
S8　44。0

17　2農．3

R7　33，9

3　4．3

T　喋．6
1

33
！

50　£上 291　57．6 3065　5L7 67　23．0 110　37．8 11篠　39．2 35　i2．0 19 15 1

⇒す欝 505　夏000 5930　100．0 281　55．6 110　2L8 114　22．6 43　8．5 21 22 5

蜜料：北村役場慶業課、及び農業委員会蜜料より作成。

謎：1＞農業後継暫の確保状況については2003年度巌初時点の農業生産法入の2法人を除く505芦を対象としている。なお、経
営主年齢49歳以下（単身春を會む）については農業後継者と見なして表示を省略しているが、北村書聖には農業後継音がいる農

家に倉めて籔示している。

註：2＞筒居後継者がいる農家は、経営主が50歳以上で19歳以上の男子または女子が嗣目している農家である。
註：3胴患後継者が不在の農家は、経雷密が50歳以上で岡居している後継者が不在の漫象で、経営主が単身の農家も含まれ
ている。
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代化・高齢化が進展していると雷える。したがって，中長期的にはこれら後継者

不在の農家のリタイヤを中心として農地の流動面積は増加するものと推測される。

　なお2003年から2004年にかけての離農は，北村全体で43戸であったが，その

うち経営主年齢60歳以上が27戸となっており，年齢階層に占める割合も60－64

歳の22．4％，65歳以上の26．1％が離農しており，高齢農家の離農が確認できる。

なお，離農の理由では，経営主年齢50歳以上では後継者不在（年金受給等を含む）

が最も多く（19戸），次いで負債（15戸），労働力不足等（1戸）となっている。

後継者不在・年金受給のために離農する高齢農家が多いと同時に，負債による離

農も全体の約半数程度を占めており，負債整理の際には農地の売却処分が行われ

ていると考えられる。

　以上より90年代および近年の北村の農家戸数と規模拡大の動向を整理すると，

後継者不在による高齢化や経営不振による負債整理を背景とした農家の離農によ

って，さらなる規模；拡大が進み，2003年から2004年にかけて農家の階層分化が

いっそう進展したといえる。

2）北村における農地の移勤形態

　北村においては，1988年から公社事業の利用が開始されて以降，その事業利用

率は高く推移し，農地流動化に果たしてきた役割は大きいといえる（註4）。すな

わち，米価下落等により農業の収益性が悪化し，同時に地価下落（註5）による

土地の担保能力が低下しているなかで，公社事業を利用することで，公社の保有

期間中は極めて低負担水準で規模拡大ができるといったメリット（註6）がある。

　図1は，1995年以降の北村における農地流動化を示したものである。近年の離

農の増加を反映して，売買による農地移動が増加しており，しかも公平事業を利

用した所有権移転が多くを占めていることがわかる。同時に農地の賃貸借が2003

年以降に急増している点が注目されるが，北村の農地流動化手法として公社事業

を利用する際に，事業予算枠との関係で一旦賃貸借契約を結び，年内に売買（公

社買入）契約を行っている事例が多いため，これらの賃貸借には売買へ移行した

賃貸借も含まれている。この点を詳しくみたものが表3であり，2002年から2004

年までの農地（水田）の流動化状況を示している。実質売買と新規賃貸借のなか

でも年内に売買へ移行しない賃貸借を合計した実質流動化面積は，この間増加傾

向にある。

　また，一般売買と公社買入を合計した実質売買面積は増加しており，公祉事業

利用率（売買）も2004年には93．6％にまで増加している。公社の事業別では長

期育成事業（公社の保有期間は原則10年以内最長15年間，賃借料は買入価格の
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　　　　図1　北村における農地流鋤化

資料：北村農業委員会蜜料より作成。

註：1）賃貸借（薪規〉のなかに公歓から農家への一時貸付による賃貸借

　　は會まれていないが、年内に売買へ移行した簡穣が含まれている。

3　　珂ヒ・に＝、け フ繊の・1　化び 単立；鼓a

2002年
ﾊ

2◎03年

ﾊ．

2004年
E

売買計　　　　　　　　　①諜（2＋③廻） 339．7 238．4 256．2

一般売買　　　　　　　　　② 57．0 27．0 14ほ

公社買入　　　　　　　　　③ 115．1 155．3 2三8，6

長期育成事業 63．8 92．8 175．0

担い手育成事業 5L2 62．5 43．6

公社売渡　　　　　　　　　4 167．5 56．1 23．6

実　売買）　　　　　　　　　5べ2紹） 172．圭 三82．3 232．7

賃借計　　　　　　　6・（7）組1） 181．0 421．6 46L圭
新規賃貸借　　　　　　　　⑦＝（⑧＋⑩） 111．6 216．5 330．7

うち年内売買へ移行　　　　　8 60．6 92．6 80．8

うち公社買入へ移行　　　⑨ 47．2 92．6 80．8

うち年内売買へ移行しない　　　玉G 5LO 圭23．9 249．9

公土　・　　　　　　　　　　宝1 69．娃 205．0 130．3

実　流動ヒ面　）　　　　　　1＝（5報。） 223．1 306．2 482．6

公止　　1率　岡　　　　13躍3　2÷3＊100 66．9 85．2 93．9

公ま事　il用率里　謝　　　1躍（9牽11）／6＊100 64．4 70．6 45．8

資料：北村農業委員会資料の集計（麿年）により作成。

2，75％）が多くなっているが，北村は一件当たりの移動面積も比較的大きいため，

公祉事業のメリットを生かすために長期育成事業の利用が多いといえる。

　その一方で，新規賃貸借面積は2002年以降111．備a，216。5ha，330．7haへと

大きく増加しているが，その内訳をみてみると年内に売買へ移行しない賃貸借が
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増加している点に着目することができる。

　北村では，後継者不在や負債整理のために農地の売却希望者が潜在的に存在し

ており，実質売買面積は増加傾向にあるが，とくに2004年には売買に移行しない

賃貸借面積が増加しており，従来までの北村の農地流動化の基調に変化がみられ

るようになってきたと言える。

　なお，今後は公社から農家への農地の所有権移転面積，公社売渡面積の増加が

予想されるため，農地購入のための資金需要も増加することが推測される。ただ

し農業負債整理関係資金の借入を行っている農家にとっては，土地の購入等に必

要な資金対応が制約されてくる。加えて，農地の購入の際に公社事業の利用にあ

たっては受け手農家の年齢要件や面積要件が設定されているため，農地の受け手

は限定性を帯びたものとなり，当面の営農継続が期待される農業後継者のいる農

家のみでは，農地の受け手は確保しきれず，「土地余り」が懸念されてくるといえ

る。そして近年の米価下落による稲作の収益性の低下や転作助成金（2004年から

は産地づくり交付金）の低下によって農家所得が低下すると既存の借入資金の返

済にも窮する状況となり，農地の買い手はますます制約を受けることになる。さ

らに地価の下落も進行しているため負債圧が上昇し，オーバーローンの危険性も

増すことが考えられる。

3）地域水管農業ビジョンにおける農地質黛借の助成

　2002年12月に「米政策改革大綱」が発表され，2◎04年度以降の米の生産調整

の仕組みが大きく変わり，6年後の2010年を團標とする「米づくりの本来あるべ

き姿」の実現に向けた農業の構造改革が，「地域水田農業ビジョン」によって各地

で取り組まれている。とくに生産調整のメリット措置である転作助成金の仕組み

としては，従来までの全国一律の要件・単価による助成金体系から，2004年度以

降（2006年度まで）は「産地づくり推進交付金」として地域農業の担い手の育成

や地域の様々な取り組みを支援する助成金体系へと大きく転換していることは周

知のとおりである。

　北村の地域水田農業ビジョンは，北村を含めた広域合併農協であるいわみざわ

農協として地域水田農業推進協議会を設置して産地づくり交付金体系を定めてい

るが，独自の「担い手」要件を設定して交付金に格差を設け，担い手による農地

の賃貸借に対して交付金を交付している。

　以下，概略を説明すると，まず，生産調整推進対策として，生産調整への参加

に対して基本助成として17千円（10a当たり）が定められる。そのうえに認定農

業者，2戸以上の経営体によって構成される農業生産法人，特定農業団体，一定
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の条件を満たす生産集団（註7）には「担い手」として8千円（10a当たり）が

加算される。さらには個別経営体では20始以上の経営面積，組織型経営体では

25ha以上の経営面積を要件とした「基幹的担い手」には7千円（10a当たり）が

加算される仕組みとなっており，大規模層へ施策を重点化して農地の流動化を進

めようとしている。

　これら担い手要件によって異なる助成金単価を基盤にして，産地づくり対策と

して水田を利用した作物への助成金が加算される。具体的には重点作物作付推進

加算（秋小麦・春小麦・大豆），輪作作物作付推進加算（小豆・ソバ），土地利用

型重点振興作物作付推進加算（白菜・人参・南瓜・スイートコン）がある。

　そして構造改革対策として，担い手による農地賃貸借に対する助成があり，農

用地利用集積助成として賃貸型と集積型の二つが設定されている（註8）。賃貸型

は，「担い手」による農地集積に対して，農業委員会の手続きを経た農地保有合理

化：事業又は一般賃貸により，5年以上の利用権の設定を受けたもののうち，新規

で前年度面積対比で増加分に対して賃借料の内一定額を助成するものとなってお

り，助成水準としては17千円（10a当たり）を上限とした，実際の借地料に相当

する金額の助成となっている。

　一方，集積型は，農地の流動化が停滞するなか，引き受け手の確保が困難な地

域で「担い手」への農地の集積があった場合に，地域水照農業ビジョンの掲げる

土地利用集積の目標に向けて，農地の利用集積に寄与したと認められる集積に対

して交付するものとなっており，助成水準としては7千円（1◎a当たり）となっ

ている。具体的な助成要件は，新たに集積する農地の面積が水田経営面積の1◎％

を超えることとなっている。

　このようにいわみざわ農協の地域水田農業ビジョンは，従来の転作助成金水準

の低下といった状況のなかで，「基幹的担い手」，「担い手」，「～般農業者」と担い

手を区分し，それらに対する産地づくり交付金に格差を付け，農用地利用集積助

成として借地料を助成することで大規模層へ施策を重点化しながら農地の流動化

を進めようとしている点に大きな特徴がみられる。

3．調査農家における規模拡大と農地移動の実態

　北村では，先述してきたように地域水田農業ビジョンへの対応の結果として，

43戸の離農によって328．3haの農地が流動化し，これらの農地を個別経営が集

積する形で個別経営の規模拡大が進展した。

　表4は，2003年から2004年忌かけて農家の水田面積の変化を後継者の有無別

一47一



4後継　の　無で　た雁愚対応と曲地の　動形態 単立：戸、％、ha

水田面積の動向／離農 拡大農家の移動形態（面積）
水里

_家
i03

N）

現状

ﾜ持
縮小 離農

利用権設
閨i賃貸
@借）

利用権設
閨i公社）

自作地所

L権移転
i売買）

拡大

@　割A
うち

Q0haへ

北寸計 507 78　15．4 28 364 22 43 168．7 184．5 13．1

　　後継　が
｢る／経営主
N齢49歳以下 281 S419．2 19 205 9 13 107．1 122．7 9．4

岡居後継者が

@　いる 110 15　13．6 7 86 3 6 36．6 27．2 1．爆

同居後継者が　　、

ユ14 8　7．0 1 72 10 24 3．3 34．6
一

資料：北村門別産藁誤、及び農業委員会資料より作成。

註：Dこれらの数値は年度カウントであるため、前掲表3の数値とは基本的に一致していない。

舞蝕2）農藁生産法入の2法入の分については、蓑示を省略した。

で示し，拡大農家による農地の集積形態を表したものである。北村全体ではこの

間に規模拡大を行った農家は78戸で全体の15．4％を占めるが，このうち農業後

継者がいるまたは経営主年齢49歳未満の農家では19，2％の農家が水田面積を拡

大している。なかでも規模拡大によって20ha以上の水田面積に達して「基幹的

担い手」になった農家は28戸であるが，このうちの19戸が農業後継者がいるも

しくは経営主年齢49歳以下の農家となっている。そして農地の移動形態では，

北村全体では利用権設定による農地の借入が，売買に対して圧倒的に多いことが

わかる。なかでも公社事業を利用した利用権設定面積が1845haと多いが，公社

事業を利用しない一般の賃貸借による利用権設定面積も168，7haとなっている。

　一方，表5は，規模；拡大することによって20ha以上の水田面積に達し，いわ

ゆる「基幹的担い手」になった農家の農地の移動形態を示したものである。「基幹

的担い手」になった農家の農地の移動形態では，公社事業を利用しない一般の賃

5「　　・　い　に　”た　幽の一bの　　z． 立；戸　中ha

農家噛

利用権設定（賃貸借） 利用権設定（公社） 自作地所有権移転（売買）

一戸当た 一戸当た 一戸当た

A　　計 27 玉7 73．6 2．7 10 49．7 5．0 2 2．0 1．0

農業後継者が
｢る／経営主
N齢49歳以下 19 10 婆1．0 婆．圭 8 娃0．6 5．1 1 0．7 0．7

購居後継者が

@　いる 7 6 31．7 爆。5 2 9．1 4．6 1 1．3 1．3

岡居後継者が

@　不 1 1 0．9 o．9
｝ 一 一 … ㎜ 一

資料：北村役揚産業繰、及び農鑓委員会資料より作成。

二二1）これらの数値は年度カウントである。

駐：2）農藁生産法人は除外してある。

一48一



貸借による利用権設定面積が73．6ha（17戸）となっており，公社事業を利用し

た利用権設定面積である49．7ha（10戸）に比べて多くなっている。すなわち，

北村全体では2003年から2004年にかけて地域水田農業ビジョンへの対応として

規模拡大を行った農家の農地の移動形態は，公社事業を利用した利用権設定が多

いのに対して，「基幹的担い手」になるために規模拡大を行った農家の農地の移動

形態は，公社：事業を利用しない一般の賃貸借による利用権設定によるものが多く

なっていると言える。

　以下では，「基幹的撫い手」に該当するために規模拡大を行った農家の農地の移

動形態の差異に着目し，その要因を明らかにするために，個別経営の事例分析を

行う。なお事例は後継者の有無と関連した3事例とする。表6には事例農家の土

地所有および規模拡大過程を示している。

　まず，農業後継者がおり公社事業を利用した規模拡大を行った1番農家の事例

である。経営主年齢は54歳で，労働力構成は夫婦2人に長男（27歳），長女（24

歳）を含めた4人である。2004年の水田面積は21，1ha，土地所有の内訳は自作

地13．9ha，借入地72ha（うち公社保有3。8ha）となっている。土地利用は水稲・

小麦の他に野菜作（カボチャ・メロン・ハクサイ）の栽培を行う複合経営となっ

ている。なお，1番農家は野菜作の拡大と機械化に伴いカボチャやハクサイの播

種から収穫作業までを2戸で共同作業を行っており，2002年からは4戸でミニラ

イスセンター機械利用組合を設立して，米麦の収穫・乾燥作業の共同作業を行う

などの経営改善を進めてきた経緯がある。

6 の土 および　　の　　ム：；醸 単立：h

土紬所有 農地の規模拡大過程（1990年以降〉

番暑

経営耕

n薗積
i水鋤

自作

x
借入

うち

�ﾐ
o箱

90年

ﾈ降
揄ﾁ
ﾊ積

認定

_業
ﾒ取
ｾ年

激得

O面
年次

移目

ﾊ積
移動形態（舞貸・

@課有期問）
価格・小作料

@（10a＞

資金

ﾎ応
相手の状況、理曲

12．7 97年 L2 購入 39万円 1 縮小（労働力不建）
工 21．1 13．9 7．2 3．8 8．4

2002

N B，9 02年 3．4 借入（3年） L7万円 一 離農（経営憲死t）

17β 04 3．8 豊入（公土・10　） 8．2千円 … （1　理）
8．5 91 7．8 菱入 ．　騨　・ ・　箪 （齢）

2 20．O 18．O 2．0
一 1L5 2001

16．2

､0．3

97年
P〃

2．4

Q．7

O．8

V．6

売却（公社）

щp（公社）
?部（公祉）義入（公士・5　）

49万円

S9万円

S9万円
X．8千円

二＝ 拡大（交換）

g大（交換）

g大佼換〉
@　（力不足）

18．0 02 7．6 入 42万円 公士伽
〃 04 20 臨　　5 17 一 £酷は　　　託70

1LO 96 4．6 魚　（用土・5　） 8．0千
一

〃 01 46 公 38－40 1 公　齋3 20．2 15．6 爆．6
～

7．5 95年 15 p戸
04年ノ’ L2

R、

借入（5年〉北　　5

L7万円
k7

＝ 縮小（71歳・後継者不在）

@　　の・’
資料＝農家鋒萎態野口査（200壌年霧莚施）よリイ乍成。

譲：三）2004駕に欝入している鵬合の小作料については、塵地づくり交付金の農用地等利駕錘積助成による助成が行われている。

註：2）「…」は来γを堺す。

註：3）資金対応は①農触等取得資金、②スーパーL資金となっている。
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　1番農家の規模；拡大過程は，1997年に1．2haを購入（39万円／10a；農地等

取得資金）し，2003年には3．4haを借入（1．7万円／10a）することで17．3ha

となっていた。2004年には公社事業を利用して3．8haを借入（82千円（30万

円の2．75％）／10a）することで21．1haとなり，「基幹的担い手」となった。な

お破手は養豚経営を営み，水顯利用は牧草を20年間作付けしていた農家（54歳）

であったが，負債整理による農地の売却（公社が買入）を行って離農した。圃場

条件は，隣接する他地区とはいえ，自宅から約4k搬の距離にあり，水稲を作付

けするためには均平作業による整備が必要であるため，必ずしも好条件といえる

ものではなかった。しかし，その離農農家の集落では農地の買い手が現れなかっ

たために，ユ番農家に農地の斡旋が行われた。！番農家としては，規模拡大の意

向はあったものの，基本的には地続きでの農地集積を望んでいた。地域水田農業

ビジョンの産地づくり交付金の「基幹的担い手」加算があったため，圃場の悪条

件には目を瞑り，農業後継者も確保されていることから将来は購入するつもりで

公社事業を利用し規模拡大を行ったのである。

　次に，経営主年齢が49歳以下で公社事業を利用せず一般の賃貸借で規模拡大

を行った2番農家の事例である。経営主年齢は43歳で，労働力構成は夫婦2入

に補助労働力1人（母・69歳〉の3人である。200嬢年の水田面積は20ha，土地

所有の内訳は自作地18ha，借入地2ha（公社保有なし）となっている。土地利

用は水稲・小麦・大豆が中心であり，野菜作の栽培は行っていない。

　2番農家の規模拡大過程は，1991年に7Bhaを購入（金額等は不明〉し，97

年には公社事業を利用して5．9haを売却（49万円／10a）し，7．6haを借入（9．8

千円（49万円の2％）／10a）することによって農地を集積して18haとなって

いた。2004年には2．0始を借入（1．7万円／10a）することで20haとなり，「基

幹的担い手」となった。なお相手は隣接する集落の後継者不在の高齢農家（70歳）

であり，数年前から2番農家に対して主要作業の作業委託を行っていたが，2番

農家が「基幹的担い手」に該当するために正式な賃貸借契約を結んでいる。圃場

条件は，自宅から約3kmほどの距離にあるとはいえ，既存の餌壷と隣接してお

り通い慣れた圃場であることからとくに問題視はされてはいない。なお，2番農

家は2002年に97年に公社：事業を利用して借入した7．6haを公社から売渡（42

万円／10a）を受けており，スーパーL資金を借りて購入している。そのため91

年に購入した農地を含めた農地取得関連の負債残高は約6，000万円に達しており，

年間約300万円の償還額となっていることから，経営収支が安定するまでは当面

の規模拡大を抑制する意向を示していた。2番農家としては，賃貸借契約を結ん

で「基幹的担い手」になることで産地づくり交付金の減額を緩和でき，かっ賃借

料に対する助成が行われることで農地を借り入れしたのであるが，現在のところ，
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積極的に農地を購入する意思はない。

　最後に，同居後継者がおり公社事業を利用せず一般の賃貸借で規模拡大を行っ

た3番農家の事例である。経営主年齢は56歳で，労働力構成は夫婦2人のみで

ある。長男（30歳）は他出就職しておりUターン就農の可能性は薄く，長女（32

歳）が同居しているが，他産業（栗山町へ通勤）に従事しているため，農業後継

者は事実上不在である。2004年の水田面積は202ha，土地所有の内訳は自作地

15．6ha，借入地4，6ha（公社保有なし）となっている。土地利用は水稲、小麦の

他に野菜作（メロン・白菜）の栽培を行う複合経営となっている。2000年からは

白菜の移植機の油画共同を開始し泊菜の作付面積を拡大することで経営改善を

行ってきた。

　3番農家の規模拡大過程は，1971年の分家時は約5haであったが，その後，

83年頃に2ha（45万円／10a），86年頃に4ha（67万円／10a）を農地等取得

資金や総合施設資金を借入して農地の購入を行ってきた。96年には公社事業を利

用した土地の借入（8千円（40万円の2％）／10a）によって4．6haの規模拡大

を行い15，6haに達していた。なお，2001年には96年に公社事業を利用して借

入れした4．6haを公社から売渡（38－40万円／10a）を受けており，農地等取得

資金を借りて購入している。2004年には2件の農家より合わせて4．6haを借入

（1．7万円／10a）することで20haとなり，「基幹的担い手」となった。なお，

相手（1戸は7，7ha・70歳の高齢農家）はいずれも隣接する他地区の農家である

が，地元では農地の買い手が見つからず，隣接する集落である3番農家に土地の

斡旋が行われた。因みに3番農家の所属する集落は既に20haを超える「基幹的

担い手」が多数存在しており，これ以上の規模拡大の意志も見られないというこ

とから、20haに満たない3番農家をはじめとする集落内の3戸に斡旋が持ちか

けられた。結局、3番農家を含めた3戸で7．7haを分割し、3戸とも20haに達

して「基幹的担い手」となったのである。この際、3番農家は規模拡大に際して

機械投資などの追加的な投資は行わずに済んでいる。圃場条件は他地区とはいえ，

自宅から2k澱以内の距離にあり，とくに問題はみられない。3番農家は農業後

継者が不在であるということと，土地が出たとしても年齢的に融資の対象外とな

ることから2003年時点では現状維持の意向を示していたが，「年間約600万円（土

地及び基盤整備関係）の負債の償還があるなかで、産地づくり交付金の確保や標

準小作料の助成は、自己の経営にとって有利である」として農地を借入して規模

拡大をしたのである。ただし，野菜作を維持しながら将来の労働力と資金対応を

考えると，借地を購入する意思はない。
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4。おわりに

　本稿では個別経営の規模拡大とその農地の移動形態に着囲し，農地賃貸借が増

加してきた要因について明らかにすることを課題としていた。そして公社事業の

利用も含めて農地の借入によって規模拡大を行い，「基幹的担い手」となった農家

の事例分析を行ってきた。これらの事例から指摘できることは以下の3点である。

　第1に，農地の買い手を集落内で確保することが困難であるため，集落や地区

を超えた農地の斡旋が行われている事例があるという点である（3つの農家事例

に共逓）。農地の斡旋は集落内で隣接地を優先して行われてきたが，後継者不在の

高齢農家や負債整理関係の資金借入を行っている農家は斡旋の対象からはずれて

しまい，農地の買い手が集落のなかである程度，特定化されてくるため，結果と

して自集落・自地区に農地の買い手が見つからない場合は，他集落や他地区へ斡

旋を持ちかけざるを得ない状況となっており，圃場の分散化を招く結果となって

いる。

　第2に，既に公社からの農地の売渡によって農地を購入する際に資金の借入を

行っている事例（2番農家と3番農家）においては，米価下落による影響で負債

圧が増加傾向にあり，土地の購入等の将来的な投資に対して消極的な意向を示し

ている点である。農家の経済基盤が厳しいなか，野菜作の拡大によって経営改善

に取り組む事例もみられたが，米価の下落による収益性の低下が農地の購入意欲

を減退させており，一般の賃貸借や公社事業の利用による賃貸借で当面の対応が

行われていると言える。一方，農業後継者が確保されている事例（1番農家）で

は，公社事業を利用した農地の借入が行われている。農家の経済状況や農業後継

者の有無が農地の移動形態を左右している。

　第3に，農地の借入を行ううえで，「基幹的担い手」加算や農用地等利用集積助

成など地域水田農業ビジ謬ンによる施策的誘導が大きく働いている点である（3

っの：事例農家に共通）。産地づくり交付金は従来の転作助成金に比べて総体的に減

額されているが，北村の該当する地域水田農業ビジョンでは，担い手要件を明確

化したことによって，減額の度合いに個人差が発生しており，大規模農家に対し

て手厚い助成内容となっている。下書すれば，それだけ従来の転作助成金が農家

経営の存立に与えていた影響度は大きかったものと言える。そのため限られた農

家層が農地の集積により20ha規模に達し「基幹的担い手」となることで，一時

的ではあれ産地づくり交付金を最大隈確保する対応を見せたと書えよう。

　これらを要約すれば，農地の賃貸借が増加してきた要因は，第1に農地の購入

が見込める農家が負債圧による経済的状況後継者の有無によって限られてきた

こと。第2に地域水田農業ビジョンに代表される施策的支援によるものが考えら
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れる。

　北海道の南空知地域に位置する北村では，公社事業を利用した農地の売買によ

り規模拡大が進展してきた。しかし，一時的ではあれ，農地の賃貸借が増加しっっ

ある背景には，米価下落による収益性の低下や地価の下落のなかで，農家の負債

圧が上昇しっっあることから，農地の買い手が農業後継者の有無や経済状況によ

って特定化される傾向となっているため，集落内での農地の斡旋が困難になりっ

っあることがあげられる。こうした状況のなかで，当面の農地の遊休化「土地余

り」を防止する観点から地域水田農業ビジョンによる産地づくり交付金のなかで，

農地の流動化を円滑化するための施策として農地の賃貸借に対する助成を行った

と考えられる。

　このように北村では，産地づくり交付金による施策的誘導によって一般の農地

賃貸借が一時的に進展したが，農地の出し手は後継者不在や負債整理による農地

の売却志向が存在していると考えられるため，農地の流動化対策としては，一定

の限界を持つものと考えられる。そのため，今後は農地の買い手となる農家の経

済基盤を安定化させるために，さらなる高収益作物の導入や諏スト低下に向けた

組織的対応による経営改善をすすめる必要性が高まっていると考えられる。

（註）

（註1）北海道農業における農地流動化の変容については，大沼［23を参照の

こと。

（註2）北海道において公社事業の展開が±地市場に与える影響を分析したもの

には，堀口〔7〕がある。また，本稿で分析対象とした北村における公社事業の

分析には，吉川［3コ東山［6］，芦田［1］がある。

（註3）北海道農業会議では，北海道内市町村の農業委員会を対象として，20◎1

年に「市町村における農地流動化等の実態に関する調査」を実施している。その

なかに近年（最近5年間程度）の農地の需給状況に関する設問があるが，農地の

買い手の状況について，「全般的に農地の買い手があった」とする回答は，全道計

の44。4％に対して，空知では43．5％であった。また，「優良農地でも買い手がっ

かない場合があった」とする回答は，全道計の14．6％に対して，空知では13．0％

であった。97年以降の米価下落といった事態が恒常化するもとで，水田農家の土

地購入といった投資行動が抑制されているものと推察される。

（註4）芦田［1］は，北村における賃貸借移動について，短期の賃貸借（主に

1年）が多く，これらの殆どが契約当年中，もしくは翌年に公社事業を利用した
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売買移動に移行しており，純然たる賃貸借移動面積は少ないという点を1990年か

ら97年の移動事例の集計結果から明らかにしている。

（註5）なお，北村の水田地価の動向を嘔畑売買価格等に関する調査結果」で

確認しておくと，純農地の中田価格は1980年代前半の78万円から9◎年代前半に

は55万円台に下落し，2000年以降は35万円台にまで低下している。こうした地

価の急速な下落は，岡時に資金借入の担保価値を低下させるため，いわゆるオー

バーローンの危険性が増しているといえる。また，北海道では2◎01年から既往借

入金の償還が困難な農業者を融資対象とした農業負債整理関係資金（経営体育成

強化資金・農業経営維持安定資金・農業経営負担軽減支援資金）によって，負債

圧対策として低利資金への借り換え・長期化（円滑化）が実施されている。北村

における農業負債整理関係の資金の借入状況をみてみると，2003年までの過去3

年で91戸を数え，水田農家戸数の17．9％を占めており，1騒a以上層では26．8％

が該当している。

（註6）東山［6］を参照のこと。

（註7）～定の条件とは，7ha以上の麦又は大豆の作付け（全作業受託を含む）

と構成員の1人以上が認定農業者であることとなっている。

（註8）地域水田農業ビジョンにおいて，農地の流動化を進めるための助成措置

は，北海道内の各所で見られる。農林水産省で実施した「地域水田農業ビジョン

等の調査結果について」の北海道集計では，助成種類別にみた交付金の使途（複

数回答）のなかで，13◎協議会のうち79協議会（6◎．8％）で「農地の流動化に助

成」している。さらに南空知に該当する9協議会では実に8協議会で「農地の流

動化に助成」している。北村の農業委員の証言によれば，「昔は土地が欲しいとき

は買えたが，今は三資金（農業負債整理関係資金）を借りた場合は，投資するた

めの資金が借りられず，容易に土地が買えない。今年は地域水田農業ビジョンの

膿用地利用集積助成」が功を奏して，春先まで続いていた土地の移動処理がス

ムーズに行えた。一般賃貸借が多く，更薪を迎える5年後には，産地づくり交付

金がなくなるので不安はあるが」としており，土地の斡旋に苦労するなか，一時

的な対処ではあれ，農地の移動が行えた点を評価している。
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