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北海道道央水田地帯における担い手農家の将来規模と課題

1.課題

2.最近における農業構造変動の概要

3.後継者不在農家，及び担い手農家の存在状況

1)後継者不在農家の存在状況と将来動向

1 .課題

北海道石狩川流域・道央水田地帯の上川振

興局，空知振興局は我が国における大規模水

田農業地域として展開してきでいる.

その大規模化過程は次のように整理され

る.①高度経済成長期の1960年，..._.75年期で

は狭障な労働市場の下，離農頻発と残存農家

による跡地集積が進んだ.②その後の低成長

期の1975，..._.1985年期になると離農は沈静化

し，規模拡大も緩やかとなる.③だが， 1980 

年代後半以降では再び離農発生が著しく，規

模拡大も活発となっている.その契機は依然

として狭障な労働市場の下，後継者層を他出

させてきた後継者不在高齢農家の増加，及び

同農家の大量離農である注1)

特に1990年代以降では離農が激しく，それ

に伴って規模拡大も加速傾向にある.この中，

農業の担い手は家族経営であり，新たな担い

手として協業法人展開も見られるものの，大

宗を占めるのは前者である.だが，寒地条件

下で田植え適期が短いことから，現行技術体

系による家族経営の水田作経営の限界規模は

概ね40haと大きくない注2) その一方，現在

も高齢農家が増加してきでいる.こうした点
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2)担い手農家の存在状況

3)農地需給構造の地域性

4.担い手農家の将来規模

5. 結語

から，地域における農地の維持・継承も不安

視されている注3) 従って，先ずは担い手農

家たる家族経営にどれほどの農地集積が要請

されるのか，その追究が必要となる注4)

その際，留意すべきは 1つに道央水田地帯

は石狩川上流域から下流にかけて上川中央，

北空知，中空知，南空知に区分され，地域性

が存在することである.具体的に①開拓時の

優等地，劣等地に基づく 1戸分配分面積の相

違が作用し，近年でも経営規模は相対的に小

規模な上川中央，中空知，中規模の北空知，

大規模な南空知といった性格にあり，序列と

しては上川中央く中空知く北空知く南空知の

関係にある(最近，北空知は大規模化).② 

あわせて，同左規模の違いに応じ，高齢農家

化の度合いも上川中央>中空知>北空知>南

空知の序列が形成されている.

2つに経営規模が大きい下，経営主の早期

リタイア，後継者の早期継承が一般的なこと

がある注5) これには農業者年金制度における

経営移譲年金受給年齢の65歳到達をもってリ

タイア=離農する者が多いことが作用してい

る.つまり，上記年金受給年齢到達による親

世代の早期リタイアは後継者による早期継承
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を意味するが，それは後継者不在であれば早

期の離農にも直結するのである.

以上を踏まえ，本稿の目的は道央水田地帯

を対象に担い手農家の将来規模を予測し，そ

こでの課題点を解明することである.方法は

農業センサス個票組み替えによる水田作経営

の集計・分析である注6) 分析の手順としては

①最近の構造変動概要を敷街し，②後継者不

在農家の存在状況を示す.③担い手農家を抽

出し，④農地需給構造の地域性を示した上，

④担い手農家に要請される将来規模を予測す

る.

2. 最近における農業構造変動の概要

表 1は直近 5年間における農業構造変動の

概要を示したものである.

そこでは第 1に依然として農家数減少が激

しく進む下，残る農家群による経営規模拡大

もいっそう進行している.この間の農家数減

少率として，石狩川上流域の上川中央が22.5

%と 5分のー強が離農しているのを筆頭と

し，中流域の北空知，中空知で10%台後半，

また下流域の南空知も20%の高水準にある.

同時に， 1戸当たり経営規模では上川中央，

中空知が10ha台に到達しているが，北空知，

南空知ではいっそう大きく各々15haにまで拡

大している.

第 2に，協業法人も展開してきでいる.い

ずれの地域も着実な増加を示し，その経営規

模も上川中央，中空知で各々40ha，50haクラ

スに至るが，北空知，南空知になると60ha，

80haとなっていっそう大規模である.ただ

し，それは未だ全くの少数の存在に過ぎない

状況にある.

表 1 道央水田地帯における最近の農業構造変動の概要

販売農家うち水田作経営 協業法人うち水田作経営

地域 農(家戸数) 同左減! 1戸当たり規模 経営(体体)数 ! 1体当たり規模
少率 (ha) (ha) 

2005年 2010年(%) ! 2005年 2010年 2005年 2010年 2005年 2010年

上 )111 4，851 3，637 -25.0: 9.5 11. 6 33 56: 32.2 39目 3

空 知 6，695 5，393 一19.4! 12. 1 14.2 33 59! 62.3 70.9 

上川中央 2， 785 2，157 10.5 20 41. 2 

北空知 1，817 1，474 -18.9 ¥ 12.8 15.2 7 13¥ 50.5 61. 4 

中空知 1，519 1，271 -16.3 1 9.8 11. 2 7 111 46.3 51. 7 

南空 知 3，597 2，849 -20.8: 12.9 15.4 19 35: 72目 6 80.4 

資料:2005年，及び2010年農業センサス個票組み替え集計より作成.

注 1) [販売農家うち水田作経営J[協業法人うち水田作経営」は水田率60%以上，水稲作

付け10a以上として抽出.

: 2)協業法人とは農事組合法人株式会社，有限会社，合名・合資会社を中身としている.

: 3)各地域の構成市町村は2005年時点の市町村を示すとともに， 2010年農業センサス・

水田率60%以上で挙げている。各地域内の市町村は次の通り.

①上川中央:旭川市，鷹栖町，東神楽町，当麻町，比布町，愛別町，東川町.

②北空知 :深川市，妹背牛町，秩父別町，雨竜町，北竜町，沼田町.

③中空知 :芦別市，赤平市，滝川市，砂川市，奈井江町，浦臼町，新十津川町

④南空知 岩見沢市，美唄市，北村，栗沢町，南幌町，由仁町，長沼町，栗山町，

月形町，新篠津村.

: 4) 2010年農業センサス個票組み替え集計は「北農セ第23120102号」をもって農林水産省

に申請し，農林水産省 [23統計第973号(平成23年12月21日)J，[農林業センサスに係

る調査票情報の提供について(通知)Jによって利用許可を得たものである
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3. 後継者不在農家，及び担い手農家の

存在状況

1 )後継者不在農家の存在状況と将来動向

表2は同居農業後継者がいない経営主年齢

55歳以上の農家割合を示している.そこでは

①経営規模の相対的に小さい上川中央では実

に60%台前半を占めている.また，中空知も

50%超の水準にある.②同時に，経営規模の

大きい北空知，南空知にしても40%前後を占

める状況にある.①ここでは先の経営規模の

違いが作用し，後継者不在農家割合は上川中

央>中空知>北空知>南空知の地域性が見ら

れる.②だが，全ての地域で分厚く後継者不

在農家が存在している点には変わりない.

表3は離農発生率，供給農地シェアの2020

年までの将来予測を行ったものである.

これは先の同居農業後継者のいない経営主

55歳以上農家がいずれ離農し，農地の出し

手(供給者)となる見込みの動きを示してい

る.その 1つの契機は経営移譲年金受給年齢

表2 同居農業後継者がいない農家割合

(経営主年齢55歳以上層)
(単位・%)

同居農業後継者がいない農家の存在割合 考()参全

地域 経営主年齢 農家平
均の経

55~59 60~64 65~69 70歳以 同左言十 営主年
歳歳歳上 齢

上 }I!I 13.7 14.8 12. 1 15. 1 55.7 60.3 

グエU 知 13.6 12.9 7.6 8.8 43.0 58.0 

上川中央 12.7 15.7 15.4 19.0 62目 9 62.5 

北空知 13.4 13.3 7.4 6.6 40.6 58.3 

中空知 12.2 14.6 10.5 14.6 51. 8 59.8 

南空知 14.6 11. 6 5.8 6.8 38.8 56.8 

資料:2010年農業センサス個票組み替え集計より作成

注:1)集計単位は「販売農家うち水田作経営」であり，協

業法人は含んでいない.

: 2) r販売農家うち水田作経営」は水田率60%以上，水

稲作付け10a以上として抽出

到達の65歳以上をもって離農するパターンで

ある.だが， 2つに同年金未加入者も存在す

ることから，リタイア年齢を 5年遅延させた

70歳以上リタイアのパターンも想定する.

その試算結果として，いずれの場合も著し

い離農発生と大量の農地供給が見込まれる.

第 1に65歳以上リタイア論である.上川中

央，中空知では離農発生率が各々60%台前半，

50%超の下，供給農地シェアも40%台後半，

30%台半ばとなる.特に，上川中央では農家

数が3分の 1に減少する中，地域農地の 2分

のl近くが供給される.同時に北空知，南空

知でも離農発生率が40%前後，供給農地シェ

アは前者地域で30%近く，後者地域も20%台

半ばに至る.

第2に， 70歳以上リタイア論でも上川中央，

中空知では離農発生率が各々50%，40%弱に

あるため，供給農地シェアとしても30%台半

ば， 20%台前半となる.また北空知，南空知

では動きがやや緩やかとなり，離農発生率が

表3 離農発生率，供給農地シェアの将来予

測 (2020年)
(単位 %) 

65歳リタイア論 70歳リタイア論
地域

離農発生率 面積シェア 離農発生率 面積シェア

上 }II 55.7 41. 4 42.0 28.0 

空 知 43.0 29.6 29.4 17.2 

上川中央 62.9 46.8 50.2 34.6 

北空知 40.6 29.3 27.3 17.3 

中空知 51. 8 36.0 39.6 23.7 

南空知 38.8 26.5 24.1 13.8 

資料:表2に同じ.

注:1)集計単位は「販売農家うち水田作経営Jであり，協

業法人は含んでいない.

: 2) r販売農家うち水田作経営」は水田率60%以上，水

稲作付け10a以上として抽出.
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各々20%台後半， 20%台半ばの下，供給農地

シェアは20%台， 15%台が示される.

このように全地域で離農発生，農地供給の

顕著な進行が見込まれるとともに，その序列

関係としては上川中央>中空知>北空知>南

空知の順にある.

2)担い手農家の存在状況

表4は農地の受け手となる担い手農家の存

在状況を示している.

ここで担い手農家とは①先ず，同居農業後

継者がいる農家，及び後継者不在でも経営主

50歳未満の若手農家を抽出し，②さらに，そ

の中から「男子専従者2人以上」確保率が50

%以上となる階層=15ha以上を抽出したもの

である. ことに，労働力構成は将来にも亘る

供給農地の受け手，大規模農地の作業遂行者

として専従者の厚みを重視し，厳しい条件設

定を置いたものとしている.

そうした下，第 1に担い手農家の存在割合

として，先の農地の出し手(供給者)の様相

とは逆の関係，即ち南空知>北空知>中空知

>上川中央の序列関係が見られる.先ず，担

い手農家の層が相対的に薄い地域から言うと，

上川中央，中空知では同左割合が前者13.9

%，後者17.0%という低位な水準にある.次

いで，北空知，南空知でも同左割合は決して

高くなく， 30%超を占めるに留まる.しかし

ながら，第2に全地域を通して担い手農家の

1戸当たり経営規模は大きく，いす、れも20ha

台となっている.

3)農地需給構造の地域性

図 1は農地需給構造の地域性を示してい

る.ここでの農地供給者，農地需要者は次の

設定を行っている.先ず，農地供給者は農地

の出し手であり，先述のように同居農業後継

者のいない経営主55歳以上の農家とした

言わば，農地供給者の最大限を見積もったも

のである.次いで，農地需要者は農地の受け

手であり，上記担い手農家とした.そうした

下，農地需給としては上川中央>中空知>北

空知>南空知の順に緩和状態にある.即ち，

表4 担い手農家(農地の受け手)の存在状況 座標の左上方面において農地需給構造がより

現段階 (2010年)

地域
需要者層の 担い手数 その 1戸当
存在割合 (戸) たり規模
(%) (ha) 

上 )11 16.6 605 24.1 

空 知 26.8 1，447 24.0 

上川中央 13.9 299 25.2 

北空知 30.5 449 22.8 

中空知 17.0 216 23.6 

南空知 31. 1 887 24.5 

緩和していることを示し，それは上川中央が

筆頭にあり，そこから右下方面へ順に中空知，

北空知，南空知が位置している.

4. 担い手農家の将来規模

表 5は担い手農家における将来規模の試算

資料:表2に同じ. を示している.
注:1)集計単位は「販売農家うち水田作経営」であり，協

業法人は含んでいない. これは先述の供給農地を全て担い手農家が
: 2) r販売農家うち水田作経営」は水田率60%以上，水

稲作付け10a以上として抽出. 引き受けることを前提とし，その2020年の

no --



将来規模予測の試算を行ったものである.同 な農地集積が要請される.①それが特に著し

時に，試算結果は先の農地需給構造が反映さ いのが上川中央であり， 1戸当たり集積面積

れたものとなっている 35.6haが求められ，現経営面積の2.4倍への拡

65歳以上リタイア論に基づく展望では大幅 大となっている.次いで，中空知でも集積面

積23.8ha，現経営面積の2倍への拡大となる.

その下， 1戸当たり経営面積は上川中央が実
農 50 (%) 

地
の
出

し
手 45

同
居

農 40

業
後
継

者
が35

し、

な
し、

経 30

営

主

55 

歳 25
以 25 30 
上

上川中央

中空知

-北空知

南空知.

35 40 45 

の 農地の受け手・①同居農業後継者がいる農

面 家，及び後継者いなくとも経営主50歳未満農 (%) 
積 家，②かっ経営規模が15ha以上の農家，の面

図 1 農地需給構造の地域性(面積シェア)

資料表2に同じ.

注:1)集計単位は「販売農家うち水田作経営」であり，

協業法人は含んでいない.

2) r販売農家うち水田作経営」は水田率60%以上，水

稲作付け10a以上として抽出.

50 

に60ha，中空知でも47haに到達する. これ

らは家族経営の限界規模を上回るものであ

る.②北空知，南空知でも， 1戸当たり集積

面積13""'14haが求められ，現経営面積の1.5

""'1.6倍への拡大となる.同時に， 1戸当たり

経営面積として，両地域ともに37ha台への到

達となるのである.これも家族経営の限界規

模に近づいている.

70歳以上リタイア論でも，かなりの農地集

積が求められる.①上川中央では 1戸当たり

集積面積26.3haあり， 1戸当たり経営面積規

模も50ha超となっている.これも家族経営の

限界規模を上回るものである.同時に，中空

知は集積面積15.7haの下，経営面積が40ha

弱となる.②北空知，南空知でも規模拡大は

進み， 1戸当たり集積面積が各々8.6ha，6.9 

表5 担い手農家の将来規模 (2020年)

現段階 (2010年) 652歳0年リタイア論 702歳0年リタイア論
2020;p (10年後) 2020;p (10年後)

地域
需要者層の 担い手 その 1戸当 1戸当たり 経営面積の 経営面積 1戸当たり 経営面積の 経営面積
存在割合 数 たり規模 集積面積 増加割合 (ha) 集積面積 増加割合 (ha) 
(%) (ha) (ha) (倍) (ha) (倍)

A B A+B C A+C 

上 )11 16.6 605 24.1 28.8 2.2 52.9 19.5 1.8 43.6 

空 知 26.8 1，447 24.0 15.7 1.7 39.7 9.1 1.4 33.1 

上川中央 13.9 299 25.2 35.6 2.4 60.8 26.3 2.0 51. 5 

北空 知 30.5 449 22.8 14.6 1.6 37.4 8.6 1.4 31. 4 

中空知 17.0 216 23.6 23.8 2.0 47.3 15.7 1.7 39.2 

南空知 31. 1 887 24.5 13. 1 1.5 37.7 6.9 1.3 31. 4 

資料:表2に同じ。

注:1)集計単位は「販売農家うち水田作経営」であり，協業法人は含んでいない L

: 2) r販売農家うち水田作経営j は水田率60%以上 水稲作付け10a以上として抽出.
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haの下，経営面積もいず、れも30ha超となる.

このように，いずれのリタイア論によって

も，各地域では将来的には大幅な大規模化が

予想されるのである注7)同時に，その規模

として上川中央，中空知が北空知，南空知を

上回ることになる.

5. 結語

本稿の検討結果は次のように整理できる.

即ち，第 1に2020年の将来動向として，

担い手農家による急速な規模拡大が要請され

ている.即ち，地域では今日まで絶えざる離

農発生と残存農家による跡地集積が続いてき

たが，その動きは依然として継続する.膨大

な量の農地供給が想定される下，担い手農家

には大幅な農地集積が求められ，規模拡大の

動きは加速するのである.

第 2に，特に上川中央，中空知では急速な

規模拡大が求められている.地域平均で見る

と，確かに上川中央，また中空知は相対的に

小規模であった.だが，今後における担い手

農家の規模では上川中央，中空知が北空知，

南空知を凌駕するという逆転関係が生じる.

そこでは次の課題点が指摘される.即ち，

上川中央，中空知における担い手農家では家

族経営の限界規模を超える拡大が要請される

点である.同時に，そうした規模拡大が実現

されなければ，地域における農地継承は困難

を極めるのである.その意味で，将来の大規

模化に対応した技術的準備が必要である.あ

わせて，このような中では協業法人が農地の

受け手として重要性を増すことになる.

こうした点を念頭に置けば，今後は以下の

追究が要請されると言える。 1つに，いっそ

う省力化を促すような技術体系の開発・確立

である. 2つに地域社会・集落のレベルに下

り，家族経営の動きに加え，協業法人が農地

を円滑に集積しうるか，また農地を効率的に

利用しうるかの検討である.

く注>

1) 1985年を画期として以降，北海道では高

齢農家の増加，離農を契機として構造変化

が開始されたこと，それを最初に指摘した

のは田畑(1992)であり，またそれが水

団地帯で顕著な点を示したのが仁平(1993)

である.

2)仁平 (1991)は北海道における移植稲作の

限界規模は夫婦2人の家族労働力を基本と

した場合， 20ha前後であることを明らか

にしている.従って，北海道の生産調整率

50%を踏まえると，その経営としての限

界規模も40ha程度とされるのである.

3)北海道中核農業地域における同居農業後継

ぎ確保率としても，道央水田地帯は畑作地

帯，酪農地帯に比べて低く推移してきでい

る.これらに関しては細山 (2008)(2012) 

のセンサス分析を参照されたい.

4)平石 (2013)も農業センサスデータから，

道央水田地帯における販売農家 l戸当たり

経営規模の将来予測を行っている.ただし，

それはコーホート分析による試算であり，

本稿のような個票組み替え集計，しかも水

。。
噌

BEa



田作経営抽出に基づいたものではない.同

時に，その予測もあくまで販売農家 1戸当

たり平均のものに留まっている.

5)詳しくは柳村 (1998) を参照されたい.

6)農業センサス個票データを利用した予測手

法にはマルコフモデルもある.これは今期

センサスで言えば， 2005~2010年の 2 時

点間の農家階層間移動を示す農業構造動態

統計表，推移確率行列を作成し，同左推移

確率から階層構成変化，規模拡大動向を予

測するものである.だが，その適用は今期

センサスでは困難である.即ち，この聞に

市町村合併が進み，そうした新市町村では

2時点間データが農林水産省レベルで接続

されておらず，農業構造動態統計表，推移

確率行列の作成も不可能だからである.

7)ここでの留意点として，担い手抽出に厳し

い条件を置いた下での予測であること，従

って予測結果もやや過大となることがあ

る.だが，それにしても，これが実現され

なければ，全農地の継承は困難となるので

ある.
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