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公的機関による地代水準提示の意義に関する一考察
──新潟県村上市の参考賃借料制度を対象として──

堀部　篤*・伊藤亮司**

要約：2009 年の標準小作料制度廃止後，円滑な地代交渉を行うために，公的機関（農業委員会や市
町村など）が先導して，従来の標準小作料に変わる参考賃借料を算定・公表している地域がある。本
稿では，その中でも 2014 年産米価格の下落を受けて参考賃借料制度を導入した新潟県村上市を対象
に，当制度の導入に至る過程および公的機関の果たした役割について考察した。
　村上市において当制度が導入された要因としては，①地代負担が過重だったこと，②特に深刻な地
域で制度導入の実績をつくり，それを他地域に波及したこと，③行政による支援があったことが明ら
かとなった。また，当参考賃借料制度の導入の効果については，地代の低下と，地代の統一による担
い手間の借地交換や畦畔除去による圃場大区画化が確認された。

キーワード：標準小作料，参照点，農業委員会

Ⅰ．　は じ め に

⑴　問題の所在
　2014 年産米価格の下落や米の直接支払い交付
金の削減など，近年水田の経営環境は悪化してお
り，特に借地経営における農地の地代負担は小さ
くない。経営環境の悪化に伴い，地域によっては，
地代の低下や受け手不足による使用貸借の広が
り，さらには耕作放棄地化が進行している。しか
し，米の主要な産地では，現状でも担い手が一定
程度存在しており，借り手相互の牽制や「多数派」
を占める貸し手を含む集落合意・地域慣習の下で，
農地の借り手が貸し手に対して，経営環境の悪化
を理由に地代の引き下げを提案することは容易で
はない。特に，2009 年の農地法改正によって標準
小作料制度が廃止された影響が懸念されている1）。
　桂（1998）は，従来，地代の交渉は，標準小作
料を参照点として行われていたと指摘している。
この参照点が更新されなくなったことにより，取
引費用が増大するだけでなく，米価下落による経
営環境の悪化を地代に反映することが難しくなり

かねない。米価水準に応じた地代設定（引下げ等
の変更）が難しいとなると，特に政策的な育成対
象である大規模経営体にとって大きな負担となっ
てくる。
　このような状況のもと，いくつかの米産地で
は，円滑な地代交渉を行うために，公的機関（農
業委員会や市町村など）が先導して，従来の標準小
作料に変わる参考賃借料を算定・公表している。
当制度で示す地代水準はあくまでも参考であり，
当事者間の交渉で価格を決めるのが原則である。
また，標準小作料制度における減額勧告のような
拘束力は無い。
⑵　既存研究の動向と本論文の課題
　参考賃借料制度の導入の全国的な状況について
は次節で触れるが，その存在自体，業界紙で紹介
されるのみで，研究対象とはなってこなかった。
しかし，地代（小作料，借地料，農地の賃借料）に
ついては，盛田（2013），東山（2013），有本・中嶋
（2010）が整理しているように農地制度，農地市場，
農業経営における生産費に関連して，豊富な研究
蓄積がある。古くは，農民層分解論において，階
層分岐点や農地流動化の進展可能性を検討する際
に，農業所得，農業剰余と合わせて地代が重要な
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指標となっていた。ただし，近年は，農地の集積
方法や利用調整主体に論点が移っており，地代を
議論の中心に置いた経済学的研究は，宮崎（1985）
以降は少なくなっている。
　本稿は，参考賃借料制度を対象として，地代に
ついて政策との関連から検討するものであるが，
地代政策の変遷については島本（2001）に詳しい2）。
また，盛田（1998）は，実勢地代の動向と政策との
関係をブロック別に統計整理しているが，事例対
象地域は北海道が二つで，都府県は長野県宮田村
の先進的ではあるが特殊な事例のみである。
　このほか，実勢地代への標準小作料制度の影響
については，いくつかの現地調査報告が時期別に
行われている。まず，1980 年代中葉までの地代上
昇期については，荒井（1988），鈴木（1989）がある。
荒井（1988）は，東北地方を対象に，高収量・低
労賃を背景として全国的にも高地代が形成された
とし，①分解基軸の上昇，②下層農家の所得形成
力がなお強く，支払地代を上回っているため，借
地展開の条件は成立していない，③借入農家の労
賃が保障される地代水準の形成のためにも標準小
作料制度が重要である，とした。鈴木（1989）は，
標準小作料制度の算定と運用について，東北，北
陸，中部地方の 6市を対象に検討し，標準小作料
制度が，当初期待されたほどには機能していない
こと，だからこそ各地で異なる運用の工夫が行わ
れていることを指摘した。なお，生源寺（1998）は，
ミクロ経済学による農地市場の理論的整理を行う
中で，注においてではあるが，標準小作料制度が
3年に 1度の改訂であることから，実勢地代が下
方（上方）硬直性を生んでいるとしている。
　1990 年代には，標準小作料の低下とそれを上回
る実勢地代の低下によって両者が近接していっ
た。また，2000 年には定額金納制が廃止され，各
地で要望が多かった物納が認められるようにな
る。この時期は，標準小作料がどのように機能し
ているか，また地域で規範を有しているかについ
て，各地の調査報告が行われた3）。いくつかの例
外的な地域はあるものの，多くの地域で標準小作
料制度が規範力を有しており，運用上の課題への

指摘は見られるが，総じて制度自体へは肯定的な
評価がされている。特に荒井（2000），石川・加藤
（2000），中村（2003）は安定的な農業経営のため
に当制度を高く評価している。
　ところが 2009 年に標準小作料制度は廃止され
るわけだが，この時期に行われた研究は堀口（2009）
があるのみで少ない。標準小作料廃止後，2013 年
以降の水田経営環境の悪化を受けて吉田（2015）
は，主要な米産地である山形県酒田市と新潟県村
上市の小作料問題を取り上げた。山形県酒田市
は，標準小作料制度廃止後も，参考賃借料制度を
実施し続けてきた地域であり，ここでは当制度の
有効性が指摘されている。また，新潟県村上市は，
高地代地域とされ，参考賃借料制度が地域の農業
者から要望されていたが，吉田の調査後に，村上
市は実際に当制度を導入することとなった。
　このように，当制度導入の要因や当制度が農地
賃貸借市場へ与える影響は，水田経営の費用分析
としても，農業構造政策を検討する上でも，また
農地賃貸借市場分析においても重要であるにもか
かわらず，その内実や算定・公表の方法は，ほと
んど検証されていない。そこで本稿では，2014 年
産米価格の下落を受けて参考賃借料制度を導入し
た新潟県村上市を対象に，公的機関が地代水準を
提示する意義を考察する。具体的には第一に，参
考賃借料制度の全国的な動向および地代負担の地
域性から，事例を位置づける。続いて，村上市に
おいて当制度が導入された要因を考察する。さら
に，提示する地代水準の決定方法と当参考賃借料
制度の導入効果について確認する。最後に，これ
らを踏まえ，公的機関による地代水準提示の意義
と課題を考察する。

Ⅱ．　参考賃借料制度の全国的な動向

　全国農業会議所および道県農業会議への聞き取
り調査，全国農業新聞，各農業委員会ホームペー
ジから，参考賃借料制度の全国的な動向を表 1に
まとめた4）。2009 年の農地法改正後も標準小作料
制度と同様の制度を継続させた地域と，2014 年の
米価下落に対応して新たに参考となる地代水準を
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設定することとした地域に大別される。前者で
は，標準小作料制度と同様に作成主体が農業委員
会である。また，北海道と山形県の水田地帯では，
広範に見られ，そのほかの静岡県，佐賀県でも，
単独地域ではなく，近隣地域とともに実施してい
る。標準小作料制度について存続の要望がなされ
ていたにも関わらず，法改正後に独自の取り組み
として継続した農業委員会がそれ程多くないの
は，①法律で廃止された制度を公的機関が継続す
ることは難しいこと，②情報収集や会議開催のた
めの予算が廃止されたことが要因と考えられる。
　一方，後者の米価下落対応型は，新潟県村上市
や石川県玖珠市で導入されている。どちらの地域
も，農業委員会が重要な役割を果たしながらも，
実施主体としては農業委員会単独とはなっていな
い。農業委員会が単独で実施しづらい理由は，過
去に廃止した経過があること，農地法改正の趣旨

に逆行すること，貸し手と借り手で利害が異なり
どちらかに立ちにくいことが考えられる。本稿の
事例は，この米価下落対応型である。

Ⅲ．　米価および地代の地域性

　まず，経営および地代に影響を与えると考えら
れる米価の推移を確認する。表 2は，出荷業者か
ら流通業者への相対取引価格の推移であるが，全
国の主な米産地と全銘柄平均を示した。2006 年以
降，明確な低下傾向とは見えないが，2014 年は福
岡を除いて，大幅に下落した 2010 年よりも低い
金額となっている。また 2006 年からの指数で見
れば，全銘柄平均で 78.7，新潟県は 84.6 と北海道
に続いて下落率は小さい。しかし，JA概算金で
見れば，80.0 であり，2013 年からの下落は 1,700
円となっており，米の直接支払い交付金の半減（5
年後の廃止）と合わせれば，米産地に与えるショッ

表 1　全国の参考賃借料制度の導入状況
タイプ 導入時期 都道府県 農業委員会 名称 作成主体 備考

標準
小作料
継続型

2010 年 北海道 深川市ほか 参考賃借料 農業委員会 10 を超える市町で策定

2010 年 山形県 酒田市ほか 参考賃借料 農業委員会等 庄内地区及び置賜地区。酒田市は，2015 年度か
ら市農地集積センター参考賃借料検討協議会。

2010 年 静岡県 牧之原市ほか 参考小作料 農業委員会 御前崎市，菊川市など

2010 年 佐賀県 小城市ほか 参考小作料 農業委員会 江北町では標準賃借料

米価下落
対応型

2015 年 新潟県 村上市 参考賃借料 再生協と農業委員会

2015 年 新潟県 上越市 参考賃借料 農業委員会 村上市の導入が契機

2015 年 石川県 珠洲市 参考賃借料 水田参考賃借料検討会

（出所）各農業委員会ホームページ，全国農業新聞および全国農業会議所，北海道農業会議，山形県農業会議，新潟県農業会議への調査をもとに筆者作成。

表 2　主な産地・品種別の米の相対取引価格の推移
（単位：円/玄米 60 kg）

都道府県 品種 2014 年産 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

全銘柄平均 11,967 78.7 14,341 16,501 15,215 12,711 14,470 15,146 14,164 15,203 100

北海道 きらら 397 11,400 88.9 14,211 15,393 14,106 11,196 13,669 13,772 13,133 12,823 100
宮城 ひとめぼれ 11,564 76.9 14,278 16,278 14,689 12,044 14,526 15,056 13,743 15,038 100
秋田 あきたこまち 11,620 76.8 14,034 16,874 15,315 12,457 14,603 15,097 13,849 15,125 100
栃木 コシヒカリ 11,583 76.2 13,792 16,659 15,558 12,680 14,235 15,056 13,765 15,206 100
新潟 コシヒカリ 15,451 84.6 16,697 18,302 18,399 15,653 16,286 17,166 16,390 18,272 100
富山 コシヒカリ 12,995 80.9 14,706 16,882 16,181 13,786 14,721 15,937 14,863 16,068 100
滋賀 コシヒカリ 12,689 84.2 14,915 17,234 15,935 13,277 14,617 15,269 14,078 15,074 100
福岡 ヒノヒカリ 12,546 84.1 14,776 16,135 14,635 12,224 14,079 14,777 13,808 14,917 100

新潟
JA概算金 コシヒカリ 12,000 80.0 13,700 15,500 14,100 12,300 13,700 14,000 10,000 15,000 100

（出所）農林水産省「米の相対取引価格（出荷業者・通年平均）」，原資料は農林水産省『米穀の取引に関する資料』から作成。
注：1）主食用 1等米，消費税込みの金額。ただし，2014 年 3 月分までは 5%，同年 4月以降は 8%。
2）新潟は，魚沼，佐渡を除く，新潟一般および岩船の金額。
3）2014 年の右欄には，2006 年を 100 とした指数を示した。
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ク，危機感は強いものであったと思われる。
　続いて，標準小作料制度廃止後の田の賃借料の
ブロック別の変化から，新潟県の位置づけを確認
する。表 3は農林水産省『農地の権利と移動』の田
の賃借料であり，当該年度に新たに契約された金
額の平均である5）。2010年は，都府県平均1万3,200
円/10a で，最も高いのは北陸 1 万 7,700 円/10a, 

つづいて東北 1万 4,600 円/10a となっているが，
北陸では新潟県が 2万 1,100 円/10a と圧倒的に高
く，新潟県の他には，東北を上回る県は北陸には
ない。低い金額は，順に中国，近畿，東山となって
いる。2014 年には，都府県平均が 1万 2,500 円/10a
と 700 円/10a 減少し，地代が元々高かった東北
が 1,900 円/10a とブロック別では最も下落してい
る。新潟県は1,300円/10a下落したものの，19,800
円/10a と依然として全国的にはかなり高い水準
である。
　このような地代の変化が，経営にどの程度影響
しているかを確認するために，表 4では，主な借
り手として想定される大規模層（3 ha 以上）に着
目し，米生産費調査における生産費，特に支払地
代と水利費の推移を示した。北陸（新潟県を含む）
の方が東北よりも物財費も支払い地代も高い。北
陸の方が地代水準は低いのに，支払い地代が大き
いのは，借地率が高いからと考えられる。また，
新潟県は，物財費は北陸と同様に大きく，特に，
水利費，支払地代が大きい。

表 3　田の借賃の水準の変化
（単位：100 円/10a）

2014 2010 増減

 全国 125 131  －6
北海道 107 105  　2
都府県 125 132  －7
東北 127 146 －19
関東 123 133 －10
北陸 166 177 －11
　　新潟 198 211 －13
　　富山 100   96  　4
　　石川  85   98 －13
　　福井 120 120  　0
東山  90   87  　3
東海  93   96  －3
近畿  83   84
中国   72   69  　3
四国  92 105 －13
九州 125 134  －9
沖縄  56   88 －32

（出所）『農地の移動と転用』より作成。

表 4　米生産費および支払地代の推移（東北・北陸・新潟県・村上市）
（単位：円/10a）

年 2014 2012 2010 2008
平均 3 ha 以上 平均 3 ha 以上 平均 3 ha 以上 平均 3 ha 以上

東
北

物財費
　うち水利費
支払地代
全算入生産費

 73,477
    4,608
    4,286
125,487

  66,361
    3,977
    6,568
113,253

  77,820
    4,998
    4,936
130,051

  66,134
    4,259
    8,321
113,488

  75,733
    5,864
    4,560
129,950

  62,604
    5,651
    7,475
109,737

  78,027
    6,586
    4,554
134,276

  63,712
    6,096
    7,983
111,932

北
陸

物財費
　うち水利費
支払地代
全算入生産費

 84,265
    6,944
    7,592
140,175

  73,230
    8,215
  11,895
125,098

  85,077
    7,144
    7,602
140,125

  73,655
    8,762
  12,691
122,714

  83,224
    6,980
    7,156
141,495

  66,633
    8,739
  13,581
115,092

  88,159
    7,634
    7,549
151,093

  71,895
    9,509
  13,274
121,617

新
潟

物財費
　うち水利費
支払地代
全算入生産費

 82,989
    9,309
    8,938
142,283

  76,659
  10,529
  13,158
132,889

  82,491
    9,896
    8,613
139,358

  73,055
  12,101
  13,834
  125,721

  80,324
    9,283
    8,650
138,437

  67,751
  10,755
  15,088
118,253

村
上

物財費
　うち水利費
支払地代

 69,346
    3,238
  21,959

朝
日

物財費
　うち水利費
支払地代

 82,229
    6,251
  28,200

（出所）朝日地区は，村上市朝日支所調べ。それ以外は，原資料は『米生産費調査』。ただし，東北及び北陸は e-Stat，新潟は北陸農政局
『農林水産統計年報新潟県』，村上市は村上市農業再生協議会資料より作成。

注：1）うち水利費は，物財費うち土地改良および水利費。
2）村上市は，2013 年 5 ha 以上。朝日地区は，2014 年第 1地域の数経営体抽出。
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Ⅳ．　村上市における参考賃借料制度導入の要因

⑴　村上市の概要
　現在の村上市は，2008 年 4 月に旧村上市，荒川
町，神林村，朝日村，山北町が新設合併して誕生
した。岩船米の産地であり（JAの概算金は新潟コ
シヒカリと同額），中山間地域である山北地区を除
いて，荒川沿岸の荒川地区，神林地区，三面川沿
岸の村上地区，朝日地区は高地代地域として知ら
れている。合併後の 2008 年度も標準小作料は旧
市町村単位で検討，設定されている。
⑵　参考賃借料制度導入の経過

　村上市における参考賃借料制度の導入の経過を
表 5に示した。2015 年 3 月の農業委員会で市内五
地区の参考賃借料が承認され，5月 1 日付市報に
掲載することで周知されるが，そこに至るまでに
は，2013 年度から関連した取り組みがあった。
　2013 年 4 月に，村上市農業再生協議会（以下，
再生協）メンバーに担い手経営主数名を加え，「地
域農業活性化」検討委員会（事務局は市農林水産課）
が発足した。検討課題は，米の販売促進や野菜，

畜産振興など広範に渡るが，発足当初から水田経
営における地代負担の大きさが課題として挙げら
れていた。その後，経営所得安定対策の見直しや
JAの米概算金の減額を受け，2014 年 10 月 10 日
に当検討会から市および農業委員会に対して，「村
上市農業施策に関する建議」が行われた。建議の
内容は，参考賃借料制度の創設のみであり，そこ
では廃止された標準小作料制度の影響から地代が
「高止まり」しているとの認識のもと，農業経営
が成り立つような地代水準の算定と情報提供が市
および農業委員会に求められた。
　建議に先立ち，朝日地区内の舘腰地域では参考
となる地代水準についての議論を先行させてい
た。そして 11 月には農業委員会において，舘腰
地域の参考賃借料制度の取り組みが承認された。
また同時に，朝日地区だけでなく，他地区でも行
うこととなった。このように朝日地区以外からも
早急な導入を求める声が強く，2015 年 1 月には，
他地区では 2015 年度に取り組む予定だったとこ
ろ，急遽 2014 年度内に設定することとなった。
これにより，直後の 2月に残りの各地区で検討委

表 5　村上市における参考賃借料制度の導入の経過

年 日付 市 朝日
地区

舘腰
地域 出来事 備考

2013 4 月 ○ 「地域農業活性化」検討委員会発足 再生協メンバーと担い手経営主数名で組織，事務局は市農林水産課。

12 月 経営所得安定対策の見直し 米の直接支払い交付金を 2014 年度から半額，2018 年度に廃止。

2014 8 月 18 日 全農新潟県本部米概算金決定 岩船産は 60 ㎏ 1 等 12,000 円（前年産比 1,700 円下落）。

8月 ○ ほ場整備事業の実施の打ち合わせ 農地中間管理事業を検討し，その際，賃借料の統一が課題とされる。

10 月 10 日 ○ 村上市農業施策に関する建議 「地域農業活性化」検討委員会座長から市長および農業委員会長へ建議。

10 月 27 日 ○ 農業委員会定例会 建議の取り扱いについて検討。

10 月 30 日 ○ 農地中間管理事業
舘腰地区担い手会議

朝日地区の舘腰地域において，農地の面的集積の推進と合わせ，賃借料
についても資料を検討。

11 月 11 日 ○ 舘腰地区農地連携推進会議 借り手 6名，貸し手 4名，地域担当農業委員により，参考賃借料を検討。

11 月 25 日 ○ 農業委員会定例会 参考賃借料の対応を承認。

12 月 9 日 ○ 舘腰地区地代検討会 受け手代表 17 名，出し手代表 17 名，地域担当農業委員が参集し，舘腰
地域の参考賃借料について合意。

12 月 22 日 ○ 朝日地区区長会 舘腰地域以外の 4地域でも同様の取り組みを推進。

12 月 26 日 ○ 朝日地区 4地域・担い手会議 4地域の出し手代表により参考賃借料を定める方向で合意。

2015 1 月上旬 ○ 朝日地区 4地域・地代検討会 4地域の受け手代表，出し手代表により。

1月 21 日 ○ 農業委員会定例会 各地区でも朝日地区と同様の推進を図ることとする。

2月 ○ 各地区で検討委員会を開催 当初は新年度に行う予定だったが，急遽 3月の農業委員会定例会に間に
合うように各地区で 2回程度開催。

3月 25 日 ○ 農業委員会定例会 各地区の参考賃借料に関する検討状況を報告し，承認。

5月 1日 ○ 参考賃借料の公表 再生協議会と農業委員会の連名で，チラシを市報に差し込み全戸配布。

（出所）村上市農業委員会，村上市農業再生協議会，村上市朝日支所，A法人の聞き取り調査をもとに作成。
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員会が開催され，3月の農業委員会で承認，5月
に農業委員会と再生協の連名で公表となった。
⑶　導入の要因
1）　地代負担が大きい
　村上市で参考賃借料制度が導入された要因の第
一は，全国的に高米価地帯とされる新潟県内でも，
水田経営に占める地代負担が大きかったことであ
る。新潟県農地部『小作料の標準額一覧（平成 20
年度版）』によれば，標準小作料が廃止される前
である 2008 年では，新潟県内 13 振興局の内，村
上は実勢小作料で 2万 6,272 円と南魚沼についで
高く，実勢小作料と標準小作料との差額は 5,144
円と県内で最も大きい（県平均は 1,548 円）。
　表 4の『米生産費調査』においても，村上市の
5 ha 以上経営体の支払い地代は 2万 1,959 円（村
上市再生協調べ）と新潟県の 1万 462 円よりも 1万
円以上高い。また，村上市朝日支所による借り手
農業経営体の抽出調査では，朝日地区（第一地域）
において 2万 8,200 円となっている。
　このように，借り手にとって地代負担が大き
く，米価下落のもとで，それが経営を圧迫し担い
手の経営が不安定化することは，最終的には貸し
手にとっても農地の受け皿が保証されなくなるこ
とから，引き下げを含む地代水準の公的な参考値
の提示について，貸し手側にも一定程度理解され
やすい環境があった。
2）　特に深刻な地域から波及
　要因の二つ目は，当初から市内五地区で統一的
に導入したのでは無く，特に高地代問題が深刻で
あり，地権者側も含めて合意が得られやすい地域
から波及したことである。最初に導入のための検
討が行われた朝日地区舘腰地域は，平地において
も基盤整備が行われておらず，一区画が 5～10a
と朝日地区の中でも区画が小さく生産性が低いた
め，地代の負担感が大きかった。また，畦畔除去
等により区画を大きくするために，借り手間で借
地交換する取り組みが目指されていたが，その際
に地代が同一であることが望ましいことも，参考
賃借料が望まれた理由である。当地区は，神林地
区や荒川地区と比較して，担い手も減少していた

ことから，標準小作料よりも低い金額の参考賃借
料制度を導入することに，大きな反対は見られな
かった6）。
　市再生協による建議にも見られるように，朝日
地区以外の地区でも，参考賃借料制度の導入が要
望されていたが，引き下げが予想される中での制
度導入は，一般に貸し手側の合意が得られにく
い。しかし，市内のある地区で先行した取り組み
が行われることにより，他地区でも合意が得られ
やすくなる。他の地区でも担い手層を中心に早期
導入を求める強いニーズがあったため，2014 年
度内に，実施する予定を早めて導入された。
3）　行政による支援
　要因の三つ目は，行政による支援である。市農
林水産課は，再生協事務局としてだけでなく，地
域農業活性化検討委員会の立ち上げと運営，建議
のための基礎資料の作成，地代検討会の資料作
成，地代検討会の開催と進行（舘腰地域および市内
五地区），を行ってきた。基礎資料作成にあたっ
てはⅤ．で述べる算定方法により，2014 年産米の
概算金水準を前提とした場合の地代負担力を現行
水準より大幅に低く算定し，参考賃借料の「引き
下げ」提示への方向性を誘導した。
　また，農業委員会は，前述したように当制度に
関して直接行動しにくい状況であった。しかし，
建議の存在や，農業者および地権者にとっては，
当制度の運用は再生協よりも農業委員会の業務で
あると期待されたことにより，積極的に関わりや
すくなった。そのため，当初は地区別の独自の取
り組みを了承するといった姿勢だったが，2014
年 12 月ころからは全市的策定へと推進すること
とし，各地区の地代検討会議では農業委員が円滑
な議事進行をサポートした7）。これらにより，農
業委員会と再生協による連名で，公表されること
となった。市としても，農業委員会だよりや農業
者への回覧物だけではなく，全市民向けの市報へ
掲載し，周知を図った。
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Ⅴ．　参考賃借料水準の決定要因と効果

⑴　参考賃借料の算定方法
　参考賃借料の決定に当たっては，それまでの標
準小作料制度の改訂時と同様に，土地残余方式に
よって基礎的資料が作成された。これは，資料作
成の経験のある農業委員会事務局長の指示のも
と，再生協朝日地区職員（市朝日地区職員）が具体
的な作業に当たった。土地残余方式による算定式
は次の通りである8）。

小作料の標準額＝粗収益－生産費用（A）－経営者
報酬

生産費用（A）＝物財費（B）＋雇用労働費＋家族労
働費＋資本利子＋公租公課

物財費（B）＝種苗費＋肥料費＋農業薬剤費＋高熱
動力費＋その他の諸材料費
＋賃借料および料金＋農機具費およ
び建物費＋土地改良・水利費

つまり，「通常の農業経営が行われた場合に耕作

者の農業経営の安定が図られる水準」となるよう
に，粗収益から生産費用と経営者報酬を引いた残
りを地代の目安としている。これを地目，主な作
目，生産条件に則して計算し，標準小作料算定の
基礎資料としている。
　村上市では，表 6に示すように，転作を加味（面
積の 30％）した経営として算定された。なお，計
算のもととなる数値は，粗収益は地区別の収量と
JA概算金（市統一）であるが，生産費用は米生産
費調査による物財費，雇用労働費などであり，物
財費のうちの薬剤防除費（NOSAI が提供），土地改
良・水利費（土地改良区が提供）など一部の費目の
み地区別で，ほとんどは市統一指標となってい
る。地区ごとに異なる生産条件を反映することは
重要であるが，一方で米生産費調査の対象農家は
それほど多くなく，地区別の数値の代表として用
いるほどには信頼性が高くない。また，経営者報
酬については，1980 年までは物財費の 4％と制度
的に固定されていたが，当地では 2008 年改訂時
には 2,000 円/10a へとすでに減額されていた。こ
れは，標準小作料が実勢地代よりも低くなりすぎ
ないための工夫と思われる。

表 6　土地残余方式による賃借料の試算
（単位：円/10a）

村上 荒川 神林 朝日 山北

粗
収
益

収量（kg）
主産物収入
副産物収入
雑収入
　　　　　計  ア

540
117,117
1,620
7,500
126,237

536
116,250
1,608
7,500
125,358

552
119,720
1,656
7,500
128,876

516
111,912
1,548
7,500
120,960

489
106,045
1,470
7,500
115,015

生
産
費
用

物財費
労働費
支払利子
　　　　　計  イ

80,114
20,528
318

100,960

81,898
20,528
318

102,744

82,072
20,528
318

102,918

82,229
21,712
318

104,259

75,291
24,096
318

99,705

経営者報酬 ウ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

純利益
転作加味
転作収入

エ=ア－イ－ウ
オ=エ * 0.7
カ =転作作物収入（10a あたり）* 0.3

23,277
16,293
1,470

20,614
14,429
3,567

23,958
16,770
2,095

14,701
10,290
3,021

13,310
9,317
335

賃借料の目安　オ+カ 17,763 17,996 18,865 13,311 9,652

2014 年度の参考賃借料 18,000 14,000 18,000 18,000 13,000

（出所）村上市再生協資料より作成。
注：1）米価は JA概算金（13,700 円/60 kg）として計算。
2）生産費用のうち，地区ごとの数値を使用するのは，薬剤防除費，土地改良・水利費，雇用労働費，家族労働費。市内
統一指標は，種苗費，肥料費，高熱動力費，その他材料費，賃借料・料金，物件税・公課諸負担，建物費・自動車費，
農機具費，生産管理費。
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⑵　地区別の参考賃借料の決定過程
　標準小作料の改訂時には，小作料協議会（貸し
手，借り手の代表それぞれ 5人）および学識経験者
（関係機関の職員等 5人以内）を設置し，上記の算定
資料をもとに，十分な協議の上で，決定するとさ
れる。今回の参考賃借料の決定では，この点も踏
襲し，舘腰地域および市内五地区で地代検討会を
設けたのである。地代検討会では，上記の算定資
料が用いられたが，その他に，再生協事務局が作
成した 2018 年の水田経営のシミュレーション資

料も用いられた。これによれば，現行の地代水準
では，2014 年時においても赤字となり，2018 年に
おいて 2014 年度の JA概算金額のもと米の直接
支払い交付金が廃止された場合，大幅な赤字に
なってしまうというものである。つまり，地代の
引下げに有利な資料である。精算時には概算金額
よりも高値となることが予測される点や，米価の
水準が下落した 2014 年産米のまま推移するとは
限らない点を指摘できるが，それまでの米価の推
移や生産調整の廃止の影響予測，当時のTPP 交

表 7　地区別の参考賃借料水準と取引件数
2015 年 2008 年 差 取引件数 土地改良区負担金

地区 区分 参考
賃借料

標準
小作料 参考－標準 件数 割合 金額

（参考） 負担者

村上 第一 金納 18,000 24,000 －6,000 302 24.7 経常
3,000
～4,700
特別
1,600
～2,800

経常は
借り手
特別は
貸し手

物納 90 100 －10 120   9.8
第二 金納 14,000 18,000 －4,000 180 14.7

物納 70 75 －5 123 10.1
第三 金納 7,000 13,000 －6,000 295 24.1

物納 35 55 －20 203 16.6

荒川 第一 金納 14,000 25,000 －11,000 515 13.3 経常
1,500
～3,800
特別
1,000
～3,400

どちらとも
借り手

物納 70 100 －30 361   9.3
第二 金納 11,000 19,000 －8,000 946 24.5

物納 55 80 －25 260   6.7
第三 金納 7,000 17,000 －10,000 1,506 39.0

物納 35 70 －35 278   7.2

神林 第一 金納 18,000 24,500 －6,500 1,288 76.1

経常
1,500
～3,800
特別
1,000
～3,400

経常は
基本的に
借り手
特別は
貸し手

物納 90 100 －10 191 11.3
第二 金納 16,000 21,500 －5,500 73   4.3

物納 80 90 －10   0.0
第三 金納 11,000 15,500 －4,500 45   2.7

物納 55 65 －10 6   0.4
第四 金納 5,000 8,000 －3,000 59   3.5

物納 25 35 －10 30   1.8
第五 金納 話し合い 話し合い  0.0

物納 話し合い 話し合い  0.0

朝日 第一 金納 18,000 23,000 －5,000 704 22.7 経常
3,500
～6,200
特別
2,600
～5,000

基本的に
貸し手

物納 90 95 －5 863 27.9
第二 金納 12,000 17,000 －5,000 273   8.8

物納 60 70 －10 956 30.9
第三 金納 13,000 15,000 －2,000   0.0

物納 - 65 299   9.7

山北 第一 金納 13,000 13,000 0 373 26.9

特になし

物納 60 55 5 565 40.8
第二 金納 11,000 11,000 0 134   9.7

物納 45 45 0 207 14.9
第三 金納 8,000 9,000 －1,000 82   5.9

物納 40 40 0 25   1.8

（出所）村上市農業委員会『賃借料情報』（各年版），村上市再生協・農業委員会『参考賃借料』および村上市農業委員会資料よ
り作成。

注：1）標準小作料制度の区分と参考賃借料制度の区分は異なる地域があるが，集落名を参考に接合した。なお，第一地域はほ
場整備完了地域であり，変更はほとんど無い。

2）取引件数は，2011 年 6 月～2016 年 5 月の取引件数。割合は地区内の割合。
3）土地改良区負担金の金額は，集落毎に様々であるが，目安として示した。また負担者は，参考賃借料公表資料に表示さ
れている地域の主な負担者。

4）荒川地区は土地改良事業の実施の際に公共減歩を行ったため，特別賦課金はない。
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渉の状況を加味すれば，不公平なシミュレーショ
ンとも言えない。
　上記の過程を経て決定された地区別の参考賃借
料および標準小作料の額と，土地改良区への負担
を表 7 に示した。朝日地区舘腰地域では，11 月
11 日と 12 月 9 日の二回にわたって地代検討会を
開催し，土地残余方式による算定資料および再生
協朝日地区が作成した水田経営のシミュレーショ
ン結果から，地代水準を下げざるを得ないことが
貸し手，借り手双方の共通認識となった。その結
果，具体的には，取引件数の多い物納をについて
まずは合意がなされ，第一地域の物納が最小幅の
5 kg を減少させることとなり，95 kg/10a から 90 
kg/10a への減量となった。物納であれば，米価
の下落はそのまま地代の下落にもなるが，土地残
余方式による算定と今後のシミュレーションか
ら，物納の量も減らさざるを得ないとされたので
ある。なお，当地における物納は，文字通り現物
を納める場合もあるが，物量を JA概算金額で換
算した金額を支払う場合の方が多い9）。金納では，
米価が下落していることから，2万 3,000 円から
1 万 8,000 円へと 5,000 円の減額となった。なお
前述のように，当検討会では引き下げに対する貸
し手からの反論はなかった。
　朝日地区では，他の 4地域も舘腰地域を参考に
定め，平地と傾斜部の 2区分とした。朝日地区以

外では，村上地区，神林地区は，朝日地区よりも
収量が多く土地条件も良いが，土地残余方式によ
る試算に近く，朝日地区と同額の 1万 8,000 円と
なった（表 6）。また，荒川地区は，2008 年の標準
小作料は村上地区，朝日地区よりも高かったが，
2年連続の風害の影響もあり，試算よりも 4,000
円程度低い 1万 4,000 円となった。なお，中山間
地域の山北地区では，2008 年の標準小作料策定
時に引き下げた経過があることから，標準小作料
と同額となった。
⑶　参考賃借料の効果
1）　地代の低下
　農業委員会は，前年 6月から当年 5月のデータ
を基に実勢賃借料を公表している。表 8に，地区
別の実勢小作料の推移について，取引件数の多い
二つの地域・金納物納の別，および第一地域の金
納を示した。当制度の導入を先行させた朝日地区
においては，2015 年 3 月に情報がオープンとな
り，2015 年作の賃貸借契約に一部反映された。他
の地区でも参考賃借料を急遽策定し 2015 年 5 月
に公表されたが，農業委員会によれば，2015 年産
米の契約に間に合って新規契約や契約更新を行っ
たのは朝日地区のみで，他の地区は間に合わな
かった。朝日地区の 2015 年第一地域の最頻値を
みると，物納 90 kg, 金納 1 万 8,000 円と参考賃借
料と同額であり，当制度導入の影響が確認できる。

表 8　村上市における賃借料水準の推移及び参考賃借料

地区 地域 方法 参考
賃借料

2016 年 2015 年 2014 年 2010 年
平均 最頻 平均 最頻 平均 最頻 平均 最頻

村上
第一
第三

金納
金納

18,000
7,000

19,700
16,100

18,000
18,000

21,800
18,000

21,000
25,000

23,900
17,100

21,000
18,000

23,600
11,400

22,500
1,300

荒川
第一
第二
第三

金納
金納
金納

14,000
11,000
7,000

15,900
13,000
13,400

14,000
14,000
11,000

18,700
16,600
16,300

18,000
17,000
17,000

24,300
19,000
19,400

25,000
20,000
20,000

26,400
19,950
17,000

25,000
21,500
17,000

神林
第一
第一

金納
物納

18,000
90

18,600
110

18,000
90

23,900
125

24,500
120

24,400
103

24,500
90

24,500
─

24,500
─

朝日
第一
第一
第二

金納
物納
物納

18,000
90
60

16,400
90
67

18,000
90
60

19,700
104
71

18,000
90
60

26,600
109
76

30,000
120
90

25,500
107
83

23,000
120
90

山北
第一
第一

金納
物納

13,000
60

8,700
58

5,000
60

9,700
61

13,000
60

4,200
59

5,000
60

14,400
57

13,000
60

（出所）村上市農業委員会資料より作成。
注：1）実績賃借料は前年 6月～当年 5月。
2）各地区で取引件数の多い 2区分と第一地区の金納を表示した。
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　2015 年は米価下落の影響から一般的に賃借料
の下落が予測されるが，2015 年は朝日地区のみ
で当制度が導入されたことから，朝日地区の賃借
料の動向と他の四地区の動向の相違から，参考賃
借料制度の参照点としての効果を確認できる。朝
日地区第一地域金納平均では 2万 6,600 円から 1
万 9,700 円と 6,900 円減少しているが，他の地区
の第一地域金納平均では村上地区 2,100 円，荒川
地区 5,600 円，神林地区 500 円であり，朝日地区
が最も減少している。なお，農業委員会会長（元
荒川町農業委員会会長）および農業委員会事務局へ
の聞き取り調査によれば，荒川地区の賃借料減少
は，風害の影響である。他の地区よりも経営環境
が厳しいことから，参考賃借料制度の導入前に，
独自に賃借料減額の交渉を貸し手と行った借り手
がおり，その影響とみられる。
　さらに 2016 年には，村上地区，荒川地区，神林
地区の第一地域金の最頻値が全て参考賃借料と同
額となり，当制度の影響が明確に現れている。
　参考賃借料を用いた地代減額交渉への貸し手の
反応について，詳細な調査は行えていないが，神
林地区の大規模農業法人への聞き取り調査によれ
ば，当法人は賃貸借契約期間途中でも全契約の地
代を参考賃借料と同額に変更するように交渉し
（依頼文書送付），特段の反対意見は無く，変更し
ている。
2）　地代統一による効果
　地域で地代を統一することによる生産性向上へ
の効果が，一事例ではあるが確認された。連担化
するために借り手同士が借地の交換をする場合，
地代が同一の方が貸し手にお願いしやすい。舘腰
地域のA法人は，作業受託組合を前身とした，農
家 2戸による農業生産法人で経営面積，米 43 ha, 
大豆 10 ha, 施設野菜 0.7 ha である。A法人では，
ほとんどの地代を参考賃借料に変更し，他の借り
手と借地交換を行い，畦畔除去による圃場の大区
画化を実施した。畦畔除去による大区画化は，
2015，16 年度で，828a, 83 筆を 25 区画に統合し，
一区画平均 10.2a を 31.2a としている。そのうち，
264a, 7 区画は地区内 4戸の担い手間の地代統一

のもとでの借地交換によって実現された。この地
代統一は，参考賃借料制度の導入を持って可能と
なっており，当制度の効果といえる。

Ⅵ．　お わ り に

　2014 年産米価格の下落を受け，村上市において
参考賃借料制度が導入された要因としては，①地
代負担が過重だったこと，②特に深刻な地域で実
績をつくりそれが他地域に波及したこと，③行政
による支援があったことが明らかとなった。ま
た，当参考賃借料制度の導入の効果については，
地代の低下と，地代の統一による担い手間の借地
交換や畦畔除去による圃場大区画化が確認され
た。本稿の事例地域においては公的機関が参照点
として「妥当な水準」を示す必要性・ニーズは内
在していたことが確認され，公的機関が地代水準
を提示する意義が示された。つまり，米価下落局
面において，担い手側の戦略的な動きやそれを背
後で支える市のスタンスがあったことも確かでは
あるが，それでも農地の貸し手を含む地代検討会
議などを経ての地域合意が作られたことは，地域
の合意形成力の発展として評価できるだろう。
　また，大規模経営体にとっては，多くの貸し手
から農地を借りており，地代低下による直接的な
経営への効果だけでなく，減額交渉を行う際の取
引費用の低下の意義もある。
　ただし，公的機関が参考となる地代水準を示す
ことについては，以下の検討すべき課題があろ
う。第一に，水田経営が成立する水準として，土
地残余法式に近い方法を採るとしても，そのため
の基礎的な情報をどのように収集すれば妥当性が
得られるかである。具体的には，毎年米価の変動
に合わせて改訂されるのか，概算金ベースではな
く精算ベースで計算しなくて良いのか，大規模経
営体が借り手の中心と想定される場合に平均値を
用いて良いのかまた，そのような大規模経営体の
少なくない割合が JA系統外出荷・資材購入して
いるにもかかわらず JA の数値で良いのか，と
いった点である。さらには，米生産費調査のサン
プルで良いのか，その場合，統計法上の問題や，
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別途調査を行うことは可能か等の実務上の課題も
ある。
　第二に，貸し手にとっての地代の意義である。
土地残余法式をそのまま適用すれば，マイナスの
地代となる地域も少なくない。その際の妥当な水
準を検討する際に，貸し手の生活コストをどのよ
うに算定・考慮すべきか。また，地域の水利施設
の維持・更新を行っていくために，通常貸し手が
負担している土地改良区の特別賦課金をどの程度
考慮するか。
　第三に，関係機関の関わりである。本事例では，
再生協（市）が重要なアクターとなったが，再生
協や市町村に本制度の運用を期待して良いのか。
あるいは，従来標準小作料制度を運用してきた農
業委員会がやるべきなのか。その際の各機関の果
たすべき役割の整理とそのための行財政的負担の
あり方である。
　このように，残された検討課題は少なくないも
のの，大規模水田経営体の経営問題という喫緊の
課題に対して，地域および行政による地代政策に
関する新たな取り組みについて本稿では一定の整

理をおこなった。その効果はさておき農地中間管
理事業が広がる中で，妥当な地代水準の算定方法
は社会的に強く求められており，その点でも本稿
は貢献できたのではないか。
　村上市において，当制度の効果が一定程度示さ
れたことから，他地域での導入も予想される。特
に，政策アイディアの波及効果および前例の存在
による説明負担の低下により，農業委員会などの
公的機関にとって当制度の導入はこれまでよりも
容易になったと考えられる。実際，村上市の取り
組みを受け，県内上越市でも同様の取り組みがな
されることとなった。また，中山間地域である石
川県珠洲市ではすでに行われているように，地代
が高くない地域においても，当制度の導入の可能
性もある。上記検討課題および本事例とは経営環
境や農地をめぐる状況が異なる地域で当制度が持
つ意義についての検討は，今後の課題としたい。

付　記
　本研究は JSPS 科研費 16K18759 の助成を受け
たものです。

　　注

1）　標準小作料制度の廃止は，2007 年 5 月第一次安
倍政権下の経済財政諮問会議（EPA・農業ワーキ
ンググループ）で打ち出され，当年 11 月の農林水
産省「農地政策の展開方向について」においても廃
止の方向が示された。廃止すべき理由は，農地の貸
借は民間経済主体同士の取引であり，農地の利用に
対する需給を反映すべきで，公的な基準で誘導する
ことは望ましくないから，とされた。
　衆議院調査局（2008）では，前述のワーキンググ
ループの委員である大泉一貫氏（宮城大学教授）が
廃止の理由を示し，梶井功氏（東京農工大学名誉教
授），田代洋一氏（横浜国立大学教授），柚木茂夫氏
（全国農業会議所事務局長代理兼農地・組織対策部
長），忠聡氏（（有）神林カントリー農園代表取締役）
から当制度廃止への懸念が示されている（全て肩書
きは当時）。なお，忠氏は，本報告の対象である村上
市在住であり，後に示すように，本稿の分析対象に
おいて重要な機能を持つ市再生協の地域農業活性化
検討委員会の座長を務めたキーパーソンでもある。

2）　島本（2001）は，地代政策の内容，政策変化の目
的とともに，実勢地代，標準小作料，稲作生産費の
関係について，全国農業会議所『水田小作料の実態
に関する調査報告』および農林水産省『米生産費調
査』を用いて時期別に整理している。つまりまず，
それまでの統制小作料制度が廃止されて標準小作料
制度が開始された 1970 年から 1980 年代中葉にかけ
ては，実勢地代水準が大幅に上昇し，標準小作料水
準を大きく上回る過程であり，規模拡大農家にとっ
ても地代圧力が著しく高まった時期であった。続い
て，1980 年代後半～1990 年代にかけては，稲作経営
環境の悪化の中で，標準小作料水準は下落するが，
それ以上に実勢地代の下落幅が大きく，両者が近接
しつつある時期とした。両者が近接する過程で，標
準小作料制度は，農地賃貸借の場における個々の契
約地代の目安として定着していると評価した（島本
2002：76）。なおこの間の標準小作料の算定に当たっ
ては，家族労働費と経営者報酬の削減などの「算定
上の努力」（島本 2002：77）を行ってもなお大きな下
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落となる状況であったが，このような工夫により，
実勢地代と近接していったと思われる。
3）　水田を中心に一部普通畑を対象とした現地実態報
告として，荒井（2000），石川・加藤（2000），田畑
（2002）寺本（2001），寺本（2003），寺本（2005a），
寺本（2005b），中村（2003），淵野・稲垣（1999）
がある。規範力を確認できなかったのは，田畑（2002）
が対象とした三地区の内の一つである富山県砺波市
と淵野・稲垣（1999）が対象とした茨城県下館市で
あった。なお，石川・加藤（2000）は，標準小作料
制度自体を研究対象とし，農民の労働価値実現のた
めの制度として，標準小作料を極めて高く評価して
いる。
　中村（2003）は，稲作優等地における標準小作料
の算定方法を考察し，①米価下落局面において，標
準小作料の引下げ幅を縮小させるために算定方法が
変更されたこと，②等変更の背景には，貸し手の小
作料収入への配慮があったこと，③借地拡大の可能
性が縮小していること，を指摘した。なお淵野・稲
垣（1999）は，標準小作料の設定が全市一本であるこ
とや「主たる作物」ごとに算定する方法について批
判しているが，これは標準小作料制度そのものへの
批判というよりは，地域での運用への助言とみた方
が良いだろう。その他，樹園地については桂（2002）
が，土地と資本の合体物であり有益費問題を発生さ
せやすい樹園地においても，標準小作料が取引コス
トの縮減機能を果たすとしている。

4）　全国農業新聞は 2015 年 4 月 10 日，2016 年 2 月 5
日を参照した。聞き取り調査は，同記事の執筆記者，
全国農業会議所の事務局長および担当職員，山形県
農業会議および新潟県農業会議の担当部長に対して
2015，2016 年に行った。北海道農業会議へは電話
調査を行った。農業委員会ホームページは，「参考
賃借料」「参考小作料」「標準賃借料」などの検索に
ヒットした農業委員会を確認した。
5）　地代については，従来，全国農業会議所または（一
財）日本不動産研究所による抽出調査が用いられて
きたが，2009 年の農地法改正後は農林水産省『農
地の移動と転用』で把握できる。なお，宮城県では
2010 年は調査未実施のため，2011 年で代用した。
全国農業会議所および（一財）日本不動産研究所の
調査の性格および問題点は，石川・加藤（2000：
24）を参照のこと。
6）　貸し手 1名，借り手 2名，支所担当者への調査に
よる。
7）　ただし，貸し手，借り手のどちらかの立場になら
ず，公平な立場で参加することが重要とされた。
8）　農林水産省経営局構造改善課監修（2004：p 33）
による。
9）　市朝日地区職員，地区担当農業委員への聞き取り
調査および吉田（2015）における筆者も参加した農
家調査による。物納で契約し，実際には，例えば 1
俵を現物で納め，残りを金銭で支払うなどの例が広
く見られる。
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A Study on the Making Guidelines of Farmland Rent Levels by a Local Government : 
Focusing on Murakami City of Niigata Prefecture
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　　The purpose of this study is to discuss the significance of the making of guidelines for farmland rent levels 
by a  local government.  In  Japan,  agricultural  committees had made  standard  farmland  rent  system  for 
reference point until 2009. After that, the price of rice fell and policy supports for rice famers was reduced, 
therefore,  the rice  farmersʼ businesses worsened.  In this situation, a  few  local governments and agricultural 
committees re-introduced something like the standard land rent systems. This study focuses on the actions of 
the making guidelines of  farmland rent  levels by Murakami city of Niigata Prefecture, and examines  the 
factors and effects of these actions.
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