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ば振興計画・事業推進と「畑研」活動との対応関

係をもっと明確にして欲しかったことである。

本書は、十勝の一農村を舞台に 40年にわたっ

て調査研究と営農指導にあたった関係者の苦闘の

記念誌でもある。評者として意を尽くせなかった

点は多々あるが、農業・農村の調査研究・営農指

導の貴重な参考文献として一読をお勧めしたい。

谷本一志•坂下明彦編著

『北海道の農地問題』

筑波書房 1999年 334頁

専修大学北海道短大 ~本千名夫

ー

日本の農政は、旧農業基本法・食管法体制から

WTO・ 新農業基本法（食料・農業・農村基本法）

• 新食糧法体制へと大きく変貌を遂げた。しかし

ながら、今までの所、北海道農業は、この劇的な

転換によって明るい展望が切り開かれつつあると

は決して言えない状況にある。特に、稲作地帯に

おいては、ミニマム・アクセス米の増加、しかも、

道産米と競合する低価格米の急増、によって、か

えって事態が深刻になりつつあるというのが現実

である。また、畑作、酪農地帯においても、来年

度から予定されている市場原理の導入によって、

稲作同様に厳しい事態に直面することが予想され

る。したがって、北海道農業にとって、この農政

の大転換が、再建、新しい展開への契機となるの

ではなく、反対に、厳しい現実が加速度的に進行

する契機となる可能性も出てきている。

上述のような北海道農業が直面している厳しさ

は、農地問題として、耕作放棄地の増大、農地価

格の下落、規模拡大農家の農地取得債務の重圧等

という形で、具体的に発現してきている。このよ

うな状況下にある北海道の農地問題に対して、問

題状況を構造的に把握し、具体的な政策提言をす

べく、正面から立ち向かったのが本書である。本

書は、 1995年から続けられてきた『北海道農地

価格検討調査』（北海道地域農業研究所）の成果

を踏まえつつ、谷本一志、坂下明彦両氏によって、

改めて整理、絹集されたものである。

本書の構成と執筆者は以下の通りである。全体

は、論点開示、実態分析、課題整理・政策提言と

いう構成になっている。論点開示に当たるのは第
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一部で、「序章 基本問題と分析視角」（谷本一志・

坂下明彦）、「第 1章 農地問題の統計分析」（谷

本一志•吉野良明）の二つの章からなっている。

第二部は実態分析である。第 2章は、稲作地帯

で、 1 . 「中規模稲作地帯における賃貸借の展開

と農地問題一石狩川中流域・深川市の事例ー」

（吉川好文）、 2. 「地価下落と大規模稲作地帯の

対応一石狩川下流域• 岩見沢市の事例ー」（東山

寛）、 3. 「北限稲作地帯における水田価格の変動

と土地利用ー上川北部・士別市の事例ー」（吉川

好文）となっている。第 3章は、畑作地帯で、 1.

「中規模畑作地帯にみる土地利用変化と流動化問

題一十勝・帯広市の事例ー」（谷本一志）、 2.

「畑作地帯における農地賃貸借の構造と農地集団

化事業一十勝・清水町の事例ー」（柳村俊介）、 3.

「地域農業の開発序列と農地移動一網走畑作地帯・

訓子府町の事例ー」（坂下明彦）となっている。

第4章は、酪農地帯で、 1 . 「大規模酪農地帯に

おける農地問題と交換分合の性格一根釧草地型酪

農• 別海町の事例ー」（坂下明彦）、 2. 「酪農地

帯における農地問題と飼料生産ー天北草地型酪農．

豊富町の事例ー」（谷本一志）、 3. 「畑地型酪農

における農地移動の特徴と土地利用ー道南• 八雲

町の事例ー」（菅沼弘生• 坂下明彦）となってい

る。さらに、補論として、「中山間地帯における

農地問題一日本海沿岸• 初山別村一」（柳村俊介）

が取り上げられている。

第三部は課題整理・政策提言となっている。前

者は、「第 5章 農地売買の動向と中間保有機能

の強化」（谷本一志）、「第 6章 地価下落と農地

担保金融」（吉川好文）、「第 7章 耕境後退と農

地保全の課題」（柳村俊介）、「第 8章 農地保全

の組織的対応ー地域連携型法人に着目して一」

（井上誠司）となっている。後者、第 9章の政策

提言は、 1. 「農地問題対策の基本方向」（柳村俊

介）、 2.「農地問題発現の地域的相違とその対策」

（坂下明彦）、 3.「農地問題の諸対策」（坂下明彦）

である。

結びは、「終章 農地問題の本質と支援のあり

方」、「おわりに」（坂下明彦• 谷本一志）となっ

ている。

II 

以上のように、本書は、北海道の地域農業全体

を念頭に置き、さらに、現段階の農地問題が抱え

ている具体的な課題の整理を試み、その上で政策

提言を行うという、非常にスケールの大きい構成

となっている。したがって、コメントもまた、細

かな問題ではなくて、大きな問題に焦点を合わせ

ることにしたい。

最初に、本書の積極的な諸論点を確認していき

たい。第一に、本書の出版のタイミング、農地問

題に対する基本姿勢について言及したい。冒頭で

述べたように、北海道農業は、農政の大転換を迎

えて、非常に厳しい状況に置かれている。耕作放

棄地の増大、農地価格の下落、規模拡大農家の農

地取得債務の重圧等の農地問題は、これ以上放置

しておくことはきわめて難しくなってきている。

このような時期に、本書は、正面から、農地の公

的管理、ゾーニング、公社による保全管理・中間

保有機能強化等の大胆な政策提言を行っている。

このような出版のタイミング、基本的な姿勢にま

ず敬意を表したい。

第二は、本書が、一部の政策提言の書において

見られるような、抽象的な政策の羅列の書ではな

い、という点である。本書では、まず第二部にお

いて、北海道の主要農業地帯の農地問題の分析が

行われており、しかも、この主要農業地帯の基本

骨格は、稲作、畑作、酪農の地帯構成と旧開、新

開の開発序列との組み合わせであり、中山間地帯

をも分析の対象としている。このような枠組みは、

これまで北海道農業研究会を中心として議論され

てきた北海道農業地帯構成論を基礎にして構築さ
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れている。このように、北海道の農地問題及び政

策提言が抽象的に論じられているのではなくて、

主要農業地帯ごとの農地問題の分析、課題整理・

政策提言が具体的に提起されているのである。こ

の点に、本書の論理構成の堅実さを読みとること

が可能である。

第三は、本書の課題整理、政策提言の内容の確

かさと大胆さである。この点を、主要農業地帯別

の実態分析、現段階の農地問題の論点・課題整理・

政策提言へ至る論理展開において、確認してみた

い。この具体的な課題整理は、上述の第 5章から

第8章のタイトルに集約されているように、農地

価格の下落と「中間保有機能」（第 5章）、同様に、

「農地担保金融」（第 6章）、耕境後退とゾーニン

グ、地域、新たに展開される中山間地での直接支

払を念頭に置いた「農地保全の課題」（第 7章）、

「地域連携型法人による農地保全」（第 8章）とさ

れている。その上で、第 9章において政策提言が

なされることになる。

そこでは、まず、 1 . 「農地問題対策の甚本方

向」において、「自作地化対策の限界と借地保全

の重要性」と「農地管理の強化と農地利用の計画

化」の二点を確認した上で、 2. 「農地問題発現

の地域的相違とその対策」の考察に移っている。

そこでは、地域的相違が、第二部の実態分析を踏

まえて、「高地価・借地型地域一土地利用調整問

題ー」、（＝「平場中核農業地帯内の旧開地帯」）、

「低地価・売買型ー農家負債問題ー」（＝「同新開

地帯」）、「中山間地域一過疎化・地域問題ー」と

して類型化されている。その上で、具体的に、 3.

「農地問題への諸対策」が、 1. 農地の中間保有

機能の拡充と「土地ファンド」の設立、 2.地域

連携型法人と農業公社による農地管理、 3.農地

担保金融からの脱却、 4.市民農園の導入など農

村の多面的利用の追求として提言される。特に、

1. では、経営的に成立しない農地に対する「買

い手を前提としない購入」＝「国・公有」が必要

であるとする。

以上のように、実態分析から具体的な政策提言

までの論理の展開は、きわめて堅実である。同時

に、従来、慎重に扱われてきた「土地の国有化」

（石狩川下流域に限定された、有償土地国有化）

にまで踏み込んでいるという意味で、きわめて大

胆な政策提言となっていることは言うまでもない。

m
 

次に、若干の疑問点についても言及しておきた

い。第ーは、北海道農業地帯構成と政策提言に関

わる問題である。このような構成は、先にも指摘

したように、稲作、畑作、酪農と旧開、新開との

組み合わせが、高地価・借地型、低地価・売買型

との類型的な差異として整理され、その上で政策

提言がなされているという点で、優れた問題設定

となってる。この立論は、稲作地帯の把握に関し

ては非常に有効である。しかし、畑作地帯に関し

ては、十勝中心部＝旧開、十勝周辺部＝新開とし

て整理しきれるか、さらに、酪農地帯に関しては、

旧開•新開それぞれがどの地域なのか、という問

題が残るように思われる。とすれば、それに対応

する農地政策もそれほど明確な差異とはならない

のではないかと思われる。

第二は、第三部に深く関わっている、柳村、坂

下、谷本各氏の政策提言の微妙なニュアンスの差

異に関してである。坂下氏は、土地ファンドの形

成、土地の国有• 公有にまで触れている。しかし、

柳村氏は、一貰してゾーニングの重要性に関して

言及しているが、所有権の問題に関してはほとん

ど触れていない。谷本氏は、北海道農業開発公社

による中間保有機能の強化を強調されるが、その

ことと土地の国有• 公有との関連については明確

には言及していない。これらの見解の整合性を追

求していく必要性があるのではないかと思われる。

第三は、本書の政策提言の基本は現在の水田、
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畑地、草地という地目構成を前提にしたものでは

ないか、という点である。確かに、この地目構成

のままで維持していければ問題はないが、現状で

は非常に困難な課題であろう。したがって、今後、

田畑輪換、畑地・牧草地の輪換・休閑などの地目

転換を含む農地利用の追求（農法論、地代論両面

から必至とならざるを得ない）も、必要になって

くるように思われる。この視角の重要性は「序」、

「終章」において指摘されてはいるが、まだ、本

格的な展開ではない。

第四は、本書が中核地帯、周辺地帯の農地問題

が主たる検討対象となっている点に関わる。この

ことは、問題状況からして当然のことである。し

かしながら、北海道でも、札幌圏一極集中といわ

れるように、都市化の問題が生じてきていること

も事実である。そういう意味では、都市近郊の農

地問題も考察の対象とする必要があったのではな

いかと思われる。ちなみに、石狩• 南空知では、

最近 20年間で総耕地面積がほぽ3,000haもの減

少となっており、地目別では、特に、水田面積の

減少が顕著になっている。

N 

上述のように、本書が展開している積極的な論

点、若干の疑問点について言及してきた。もちろ

ん、前者の方が重要であることは言うまでもない。

本書が研究者、農業関係者に対して投げかけてい

る具体的な政策提言は重要であり、刺激的である。

本書が多くの人達に読まれ、各地域の農地問題の

把握、解決方向の検討のための素材となることを

期待したい。

松村一善著

『土地利用再編と農作業の調整』

農林統計協会 1998年 145頁

北海道大学大学院松本浩一

ー

現在、わが国の畑作経営は、畑作農家経済の悪

化、畑作の根幹である輪作実施の困難化、担い手

の脆弱化という問題に直面している。このような

状況下における畑作経営の対応方向として、第 1

に経営面積拡大による規模拡大、第 2に労働集約

的な作物導入という 2つの経営展開が想定される。

ところが、作業適期内の作業実施の可否という問

題があり、畑作では、複数作物の適期作業内の作

業実施を可能とする作業体系・労働組織の確立が

必要となる。したがって、限られた労働力をいか

に結合させ、複数作物の農作業に対応していくか

が、今後の畑作経営の展開を考える上でも、重要

な課題となっている。

本書は、以上のような問題意識から、現局面に

おける大規模畑作経営の土地利用再編とそれにと

もなう農作業の対応を、詳細な実態調査に基づき

ながら解明しており、具体的には、第 1に農作業

調整の性格の解明、第 2に特定作目の選択におけ

る農作業調整の特徴の解明を中心的課題とし、そ

れに基づき今後の畑作経営の展開について論究し

た意欲的な書である。

ー

本書の構成は、以上のことを述べた序章「課題

と方法」に続き、大規模畑作経営の典型である十

勝畑作を事例とした実証分析を行う五つの章があ

る。まず、第 1章「大規模畑作経営における経営

展開の特徴」では、考察対象となる十勝畑作の

1980年以降の特徴を、それ以前との比較で検討
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