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分 散 錯 圃 と 集 団 化

1.は しめに

分散錯圃は,そ の内容としては,分散的土地所

有と分散的耕地保有という異なる2つ の面をもっ

ている。もちろん自作農体制のもとでは, この2

つの面を分けて考える必要はないかもしれない。

が,土地所有と土地経営が農業・農村の場面にお

いても,必 らず しもその経済的利益を同一の方向

に有さず,し かも所有者の中に農業における土地

の直接的な経営を行なわないものがあらわれてい

る現在, 2つ の側面に分けて分散錯圃の問題を考

えてみる必要があろう。土地資源を農地 として有

効に効率よく利用するためには,即わち労働生産

性,土地生産性をともに発展させるためには,集

団耕地・農場制創出が望ましいことは異論のない

所であろう。

が,所有する土地もまた経営する耕地も細か く

分散 している現在の耕地分散制のもとで,た とえ

農場制農場が分散耕地の上に成 立 す る非農場制

「農場」よりも労働生産性が高 く (土地生産性は同

一として)高い地代支払能力 をもつと理論的には

いえたとしても,地片売買が規定する土地市場の

もとで,限界純収益に強 く影響された高水準の地

価は (ま してや都市や工業における地代が代替地取得

という形にせよ,転用という形にせよ, より強く農業

における土地市場 。地価に影響を及ぼしている現在で

は),自 動的に農場制創出を期 待 することは無理

であろう1)。 もちろん平均純収益だけからなら,

農場制農場のほうがより高い地代支払能力がある

から,一括の農場売買なり貸付が現実にあれば,

農場制は自動的に創出されるだろう。が,耕地の
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集団化以前に,土地所有の集団化も,北海道を除

いては日本にはないといえるから,農場制は自動

的には生まれてこない。

その意味で,所有と経営が土地についての経済

上の期待を分離する傾向があるとしても,経営の

側面からだけでなく,所有上の集団化の検討も,

農場制創出に必要なことだと思われる。分散錯圃

の問題を所有,経営の 2側面から検討するのはそ

のためである。

もちろん,自 動的に農場制が創出されないとい

っても,徐々にせよその方向に進むではあろう。

技術革新が進み,大規模生産の有利性がますます

増大 し,小規模生産との格差を拡大するならば,

たとえある範囲内にその耕地が分散 しているにせ

よ,不利をカバーしなが ら,土地市場における小

規模生産者との土地獲得競争で徐々に勝るかもし

れないからである。

だが,ま だ自作農が分散錯圃のもと広範に分散

して存在している現 状 で は,い っきに「資本家

的」農場制農場を創出して,それ らの農場におけ

る生産価格が市場価格を規定し,分散・小規模家

族経営「農場」の費用価格よりも低い生産価格を

実現して,工業におけるような家族経営駆遂とい

ったものにはとうてい及ばぬ程度の,遅々たる歩

みでしかないことも認めねばならない。しかも,

農業経営の意欲を失なった,ま たその必要性もう

すれた所の小規模・分散・土地所有者が増えては

いるが,資産としての土地所有行動のもとでは,

必 らず しも集団化する必要性を感じない。市街化

区域に移したいとする希望はあるとしても,農業

経営のために所有する土地を集団化する意欲はな
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いものといってよい。

そのため,徐々に規模拡大の傾向とともに耕地

の集団化傾向があるといえども,遅々たる歩みで

しかないであろう。そのような遅々たる歩みをよ

り早 く進めるために,農民が各種の工夫をして集

団化した事例を,以下いくつかのタイプごとにみ

てみよう。それをみることで現行の農地の所有 ,

利用関係のもとで,どの程度まで,あ るいはどん

な方法で集団化が可能であるかということがあき

らかになるとともに,集団化を妨げる要因なり,

あるいは今の土地の所有利用関係のもとで市場経

済を通じて集団化をすすめることの困難性なり限

界もあきらかにしえよう。

2.代替土地ス トックと集団化

農地保有合理化法人たる鹿児島県開発公社は第

1表にみるように,合 理 化 事 業による買入面積

が,全国の動きと比べてかなり大きい。特に買入

面積は,46年で県下の 3条有償・移動面積のうち

の14%を もしめ,農地流動にとって意味ある大き

さとなっていた。もっとも「列島改造ブーム」の

地価高騰以降は,表には示さなかったが,鹿児島

においても合理化事業による土地取得は減少して

きている。だが,45～ 48年にかけての鹿児島県開

発公社の合理化事業による土地取得は,志布志湾

岸沿いの市町村に集中しており,1970年農業セン

サスによる各市町村の総経営耕地面積の中にしめ

る公社の買収面積は,大崎町3.2%,鹿屋市1.6%,

串良町2.8%,有明町1.9%,志布志町 1.0%と な

っていて,県全体のそれの 0。 8%よ り大きい。

このようなかなりの大きさにな る公 社 所有地

(及びこの他に貸借の農地もあるが, 45～ 48年 の時点

では買収に比べて大きなものではない)を利用して,

農場制創出が,県の事業一
企業農場団地創設事

業一
として行なわれた。この県単事業の実施過

程をみることで,他県よりも,又他市町村よりも

かなりおおくの公社有地をもち,そ の土地を直接

あるいは間接 (代替地として)に提供することが,

農場創設にどの程度の意味があったのか,かつま

たどのような限界があるかをみてみよう。

第 1表 農地保有合理化法人の買入売渡面積

(単 位 ho,%)

全  国

1,903

(2.8%)

1,090

(■ 6)

注 1)九 州,鹿児島は九州農政局「九州における農地の動き」より。い

ずれ も暦年,鹿児島の ( )内 のhoは年度計 (鹿児島県開発公社

資料)である。

全国は「農地移動実態調査」による。

2) ( )の %はそれぞれの自作地・有償所有権移転面積にしめる

割合。

3)い ずれも農地のみ。

県単事業の企業団地創設事業とは,「規模の大

きい生産性の高い企業農家を集団的に育成するた

め,農用地の集団化,土地基盤の整備,経営近代

施設等の導入および就業構造の改善等の改善策を

総合的に推進し,一定規模の作目団地に個別経営

からなる協業組織によって,企業農場の集団を育

成する」というものである。ねらいの主たるもの

は,(1)耕地の集団化と作目集団化,(2)基盤整備 ,

経営施設改善のための既存の補助金事業の集中化

と制度資金の補助残融資について末端金利 が 2.5

%(永年作目は5年間,単年生作目は3年間)|こ なる

ように利子補給を行なう,と いう2点にしぼられ

る。その際,耕地の集団化に県開発公社が所有農

地(ないし借入している農地)を動員 して積極的に協

力し,そ の結果,集団化された経営耕地上の同一

作目で機械化のメリットを発揮 しようというもの

で,いわば大型企業・農場制的農場を上から育成

しようとするものである。さらに, この事業のた

めに集団化寄与奨励金を交付することを定め,集

団化のために協力した農家 (た だし事業不参加農家

のみ)には,農地を売渡した場合 10a当 り4万円

(未墾地売渡は2万 円),貸付けた場合は 2万 円 (未

墾地貸付は1万円)を ,当初 1回限りではあるが,

県が払うことになっている。具体的には,農業委

員会が中心となり,耕地の集団化を,線引きした

団地予定地内と周辺地との農地の売買,交換,借
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地 あるいは開発等の手段により行なうが,その契  可能性 もあるのである。そのため余計に複雑な問

約には必 らず県開発公社が介入し,奨励金交付を  題をこの事例はもちこんでいる。だが作目の集団

行なうシステムにして,従来から保有する県公社  化という課題は,輪作や水利の関係,あ るいは作

の農地と組合わせて,集団化を円滑に進めようと  業の効率化等の要因からいって,属地的にある大

するものである。46年から48年 までの実績として  きさをもって集団化 (農家の経営耕地の属人的な

は,鹿児島県下で 3年間に14団地, 222haを対象  集団化とは別に)せざるをえない。その意味で集

としたが,農用地集団化寄与奨励金の対象とした  団化の課題は,所有権,利用権の集団化を属人的

面積は 114hcで 団地面積のおよそ半分にあたり,  にのみ達成すれば解決するもの で もな ぐ,経営

そのウェイ トは大きい。 114hcの うち,買受けが  者,所有者個々の枠をのりこえた範囲の属地的集

70ho(う ち未墾地21hc),借地 44hc(い ずれも10年以  団化の課題もになっているといえ るだ ろ う。特

上の長期賃貸借)と なっている。          に,零細・分散錯圃の経営が広範に存 在 す る場

ここで検討するのは大崎町持留部落での畑地上  合,属人集団化と属地 (作 目)集団化の課題にあ

に施設園芸団地を建設した事例である。なお調査  る矛盾が大きいものといわざるをえない。大崎町

対象地のある畑地は,県営圃場整備事業が39年か  の事例は,属地的な集団化を達成する場合の問題

ら実施され,45年 までに完了している。調査対象  を扱っていることになる。だが施設そのものが長

地の中持留部落の農家の圃場はほぼ39年から40年  期に固定化するために,で きうる限り所有者と耕

にかけて終了しており,そ の際換地も行なって,  作者を一致させ,一致できない時も事 業 参 加者

ある程度の耕地集団化を行なった。        (事 業用地内で施設園芸を経営する農家)が事業

が,圃場整備事業である程度耕地が集団化され  用地の所有者となり,事業参加農家間の長期賃貸

ており, しかも県下最大の量がある県公社の保有  借となるような形での,属地と属人 (主 として属地

地を動員 し,集団化寄与奨励金をつけ,施設園芸  に重点をおいた)集団化の調整を図った。だがこの

というそれほどの広大な面積を必要としない作目  調整は,事業用地内の集団化にとどまらず,当然

の集団化でさえもなお,ま た所有権移転による集  に事業外の農地の所有権及び利用権にも波及する

団化だけではなく,賃貸借権設定による経営地と  ことになる。その波及を県公社が保有していた農

しての集団化という柔軟さをとりながらもなお,  地が代替地のス トックとしておおいに役立 ったと

集団化がスムーズには進まず,事業参加者の会長  いうことがこの事例では云える。しかし県下一の

が個人所有地を代替地のス トックにはき出すこと  保有量をもつ公社保有地も,事業用地に直接関係

でようやく話 しがまとまらざるをえなかった。も  する用地でなければ,代替地として役にたたず,

っともこの企業農場の事例では,耕地の集団化だ  事業用地及び事業用地の外にも農地を有する事業

けではなく,作 目の集団化を入れることで,一般  参加者の会長が個人所有地を広 く提供することで

的な耕地の集団化より複雑な問題を入れているこ  はじめて,公社のス トックも役にたったというこ

とはたしかである。他の作目で集団化を願つてい  とがいえる。たしかに公社保有という形でのス ト

る農家の農地が企業農場の事業予定地内に入いっ  ックの 存在は 集団化にとって 意味 あるものであ

た場合,そ の農家にとって事業そのものが自己の  り,施設園芸団地という,狭い,県下か らみれば

圃場の減少ないし分散につながる可能性もある。  点でしかないような面積での集団化すら,公社の

あるいは事業に参加する農家にとっても,事業の  ス トックなしには成功しなかったともいえる。

施設用地が他の参加農家とともに同一の所に団地   ともあれ,具体的に事業の,結 果 を み てみよ

化して施設園芸のための固定設備,土地改良の点  ぅ2)。

では便利かもしれないが,自 己の圃場全体の配置   企業農場団地創設事業の初年度の46年は約10戸

からいえば,分散して不便になってしまうという  でハウス 2万ぽをこなし,最終的には 4万ぽ (1
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戸当り1,2∞坪)で キュー リを栽培するという計画

だった。話 しがにつまって,結局,「大崎町持留

園芸協業組合」に参加したのは,46年度 9戸であ

って,そ の 9戸 でまずハウス集団化のための耕地

集団化を行なおうとした。集団化の具体的経過は

あとでのべるとして,結果としては46年に 9戸の

農家が 9戸の自作地1.8hcを基礎に, 7戸から2.9

hcの借地と4戸から80aの購入 (借入先の7戸,購

入先の4戸,いずれも企業農場参加者を含む)に よっ

て,5.6hcの ハウス用農地を集団化した。

翌47年に施設整備の 1年 目として水資源開発の

ためのボー リングを行ない,団地に必要な 1日 当

り450ト ンの水を確保した。県単の土地改良事業

で圃場の再整備と配水管の設置を行ない,施設に

ついては農林省の野菜指定産地生産出荷近代化事

業で育苗施設 3,9∞ ば,鉄骨の栽培ハウス 2万」

の他,温室管理棟,暖房機 20台 , 換気扇 74台 ,

動力噴霧機 5台,蒸散機10台などを 3,000万 円の

事業費で設置した。

48年度は,企業農場参加者を持留以外の部落に

まで広げて希望者を募った所, 4名新たに参加が

あった。当初 9人の内 1人はやめたので,現在 8

戸と4戸あわせて12戸で企業農場が続けられてい

る。始めは 1戸約 1,200坪 (約600坪ハウスを2棟)

で計画していたが,あ とからの参 加 者 は半分の

600坪 を希望 したため, 9人 (1戸 1,200坪)の残

を 4人 (1戸600坪)でそれぞれ 600坪づつ経営 し

第 1図 企業農場・圃場図 (斜線部分)

1/4,000

第 2表 企業農場の現所有者,耕作者一覧

現耕
作者

備 考
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計 6人

ている。第 1図 は 4千分の 1のハウス圃場図であ

り,斜線部分がハウス敷地である。道路をはさん

ではいるが,1ケ 所にまとまっている。ハウス敷

地のそれぞれの圃場の番号に対応 して,現在の所

有者と耕作者を一覧にしたものが第 2表である。

現所有者,現耕作者いずれも企業農場の参加者で

ある。それも46年度の当初から参加している8戸

のうちの 5人が所有者になっている。そして公社

がこれ らの所有者か ら10年間の長期賃貸借で借り

受け (反当2万円の小作料を10年分前払い。なお貸手

は企業農場参加者なので,集団化寄与奨励金は受けられ

ない), そして企業農場参加者に公社が 10年間の

契約 (小作料は毎年払い)で貸しつけているのであ

る。たしかに賃貸借についても公社が間に入いっ

ているが,こ のメリットは貸手への小作料の前払

分の利子を負担して くれるだけであって,そ の他

に直接のメリットはない。

問題はむしろ所有権を移転させての耕地集団化

にある。表にみるように,会長のA氏の,企業農

場にかかわる所有面積の大きいことが特徴的であ

12人

面積 a 現所
有者



第 2図 A(会長)の畑地と企業農場

との関係

r o 増カロ分

几例{ X減少分

tZZも とからあって動かなかった分

注 :1. 点線内が企業農場敷地

2. A以 外に耕地集団化のために努力した分は 1件 のみ。

△α (23a)と △β〈2a)と の交換で,△βの旧所有者はB,△

β の 1日 所有者は不参加農家である。

(増加分)         (減 少分)=も とか らの所有地
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耕地集団化   その土地の所有者である参加者が,他の企業農場

内にもともと耕地をもたない参加者に長期に貸し

付けるという同意のうえで「 始めて企業農場が成

立している。いわば事業を行なうために関係する

自作農を参加させ,同時に施設園芸という土地集

約的 。労働集約的な部門で余剰地を出して,他の

参加者に貸しつけが可能だという状態を作り出し

ているのである。逆にいうならば,集約的な方向

でなく,酪農等の頭数の規模拡大が耕地規模拡大

に直接結びついているような部門では,企業農場

の形成は非常に困難な問題が多い。耕地集団化で

さえ困難なうえに,耕地の規模拡大も企業農場に

どうしても要請されがちなものだからである。

耕地が集約的に利用されるという施設の場合で

も,耕地の集団化をまとめるだけ で 大 変 であっ

た。ひとつはやはり線引きした中に,不参加農家

があったということ,そ してそれ らの農家は長期

賃貸借は反 2万円 。単年度のみの寄与奨励金があ

ったとしても貸付は望まず,集団化に最後は協力

することになったが換地を要求 し,換地が無理な

場合にのみ買収へと妥協した。

またもうひとつの問題は,も ともと線引きされ

た中に耕地をもっていて,そ れ らの一部にハウス

をたて企業農場に参加するが,残りの部分を他の

参加農家に長期貸 しつけるという参加農家の場合

もやはり,代替地を要求したことである。もとも

と線引きされた中に参加者が多かったと前にのベ

たが,こ れも会長がそれらの参加者に代替地を出

すことで,始めて参加することに話がついた場合

も少なくないということだ。

第 2図をみてほしい。注にあるように,会長以

外に耕地集団 化 に 努 力した分は 1件のみであっ

て,それも企業農場内の不参加農家と企業農場外

に土地をもっていた参加農家との間でほぼ同一面

積,同一条件 (図 のaと bと の交換で,同 じように道

路ぞいの土地)の もとにある農地 のみの交換であ

る。

これ以外の耕地集団化の努力はほとんどが会長

のものである。まずA(33a)の不参加農家 (ジ ャ

パンファーム勤務, l hoの 経営耕地)の土地と,会

OA33a (46年 )交換

oB12a 買  収

×A′ 37a(不 参加農家と)

(不参加農家より)

X C10a(C,企 業農場に80aかかって飼料畑

がな くなったため売却)

(不参加農家より)

〈A′,C,Fの かわりとして公社より売却さ

る。)
×F23a(B家の父の隠居畑のために提供)

OD9a  買  収

OE121at4年 すでに公

OE218 aメ 社で買収ずみ

増加分計 93a r内 60aは他の

,企場農場参加者

1に反2万円。10

年`契約で貸付。

減少分計 70a

元からあって動

かなかつた分

/①85aは妹の夫に夕′ヽコとして貸付 (47年

2お aう ち |よ り),貸付料はハウス手伝。 ②16a ③

1ヽ9aは飼料畑自営。

企業農
ξ塾瞥}_修 筏L>所 有地 (う ち貸付地145a)

|

総計
(企業農場内)30a← 0 借 地

263a(―――-295a 経営耕地

る。この実態をみ る た め に,第 2図をみられた

い。企業農場予定地内にはもともと会長の所有地

は多 くはなかった (1-1, 1-2, 1-3, 1-4
のみの93aのみ)。

ただ会長が非常な努力で企業農場の耕地集団化

に努力する。もっとも企業農場団地の 3分の 2近

くの土地はもともと企業農場参加者の所有であっ

たものが多かった。あるていどそういう耕地が,

まとまった形にある現在,参加者をつのり,ま た
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長のA′ (37a)と の交換である。ただもちろん集

団化寄与奨励金をだすために,Aは公社が購入し

て会長へ売渡し, A′ も同時点で公社が会長から

購入して不参加農家へ払い下げるという形式を書

類上はとっている。書類の日付けは同じ47年にな

っているが,実際には46年に当事者間で,寄与奨

励金の話しも合めて,交渉が自主的に行なわれて

いたのであり,それを公社が追認する形をとって

いるにすぎない。この形式は以下の土地移動の場

合についてもすべて同様である。

B(12a)は 田12aの農家の畑であって,当初は

C(10a)と交換の予定にしていた。しかし参加農

家のうちで80aも企業農場にかかり,生産牛のた

めの飼料畑がなくなったため代替地を求める者が

いて, これに売却,そのためBは所有者の協力も

あって公社による買収 (寄与奨励金をつけて)で ,

そのあと会長に払い下げたものである。D(9a)
は l hα 経営の農家だが,企業農場団地に快よく協

力してくれた「数少ない」人で,公社が,買収,

会長に払い下げた。

El(21a)と E2(18a)は もともと公社が買収

していた土地で,県下で最大の購入量をもつ大崎

町での公社の活動も,企業農場形成にかかわる土

地取得で,直接的に役立ったのはこの2ケ所のみ

である。他はすべて企業農場計画以降,会長を中

心として農民間の話し合いの結果を,公社が寄与

奨励金と登記手数料を公社で負担して,追認した

形式をとったものでしかない。

F(23a)は ,参加農家のうちで父の隠居畑が企

業農場内に入いってしまって,そ の代替地を求め

ていたため,それに会長が自分 の農地 を売却し

た。

このように,会長が自分の土地を耕地集団化の

ために「テコ」として「供出」しているので,そ
のかわりとして公社有地が会長に払い下げられて

いる。結果からみると会長の所有地は,70aが企

業農場形成のために減少し,かわりに93a増加し

た。さしひき23aの所有地の純増加になる。また

図にみるように,A′ 。C′の飛地を手離し,A,
B周辺とD,E,① ,②,③周辺の2ケ所にほぼ

団地化できたとみれな くもない。その意味ではメ

リットがあったといえなくもないが, しかし企業

農場にもともとあった93aに ,公社からえたA,

B, C,El,E2の計93a,合計186a(企業農場面

積の3分の1に も達する大きさ)の うち153aも の所

有地が企業農場参加者に10年間貸 しつけられてい

るのである。そして自分のハウスは所有地の33a

Oに さらに他の企業農場参加者か ら20a(10-1)

を借地 している。

会長が所有地を増加させ,所有地を集団化した

メリットがあったとしても,その大部分を企業農

場に貸しつけ,ま た他の参加農家のために代替地

を提供し,話 しをにつめていった努力を評価すべ

きであろう。いちおう企業農場団地育成のため,

その耕地集団化にあたっては農業委員会,農協,

農業改良普及所,県公社等のあらゆる機関があた

ることになっている。しかし,実際に交渉し,話

しをつけるのは農家以外にありえない。それも自

分の土地を代替地に出す覚悟で (事実,代替地を多

く求められた)あ たるリーダーがいなければ,集団

化はまとまらなかったといえよう。その実例を会

長が示したといえると思われる。農民間の自主的

交渉のなかで,寄与奨励金も生きてきたといえよ

つ。

ただ企業農場参加者には寄与奨励金は払われな

い。また登記手数料も公社へ企業農場への不参加

農家が売却する時は免除される。参加農家は反 1

万円の手数料はとられるし,寄与奨励金はもらえ

ない。そのため,企業農場の耕地集団 化 の た め

に,土地を 1番動かした会長は,奨励金は全 くも

らえず (妹名儀の分だけ受けられたが), しかも手数

料は全部負担するという,支 出 を しいられてい

る。

ただ集団化をすすめる場合に, このような代替

地ス トックが用意されていなければ,たとえ会長

の努力があったとしても (いやむしろ公社から払い

下げをうけることで所有面積増の条件がなければ,会

長も事業に参加しなかったといえるだろ う), またた

とえ県が奨励金をつけたとしても (広範な面積に奨

励金がつくとすれば,そ れは2重地代にとどまらず,全
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般的な地代水準吊り上げ,集団化の阻害 にむしろ働ら  進めることの困難性はあきらかだから,代替地ス

くことになろう), 施設園芸の団地化も困難であっ  トックを一律強制的に全土地所有者に提供させた

たといえよう。公的なセクターによる集団化のた  らどうか,と いう考えはひとつの方向である。

めの代替地ス トックは,個別経営間での集団化よ   ここで紹介するのは,農業経営としての農地の

りもスムーズに進める条件を作り出 した といえ  集団化ではなく,市街化区域と農用地との区分 ,

る。が,同時に,会長という特定の個人の,すな  振り分け
一

広義の農地集団化一
の事 例 で あ

わち集団化をめざして動かす農地に,所有ないし  る。いわゆる線引きを上から実施したために,市
利用する農地が隣接しており,その隣接した農地  街化区域内に農業希望農家の農地が残り,ま た他

を交換等の材料にすることで (つなぐことで), 始  方,農用地 (市街化調整地域や農振地域内)内に農

めてス トックたる公社の代替地も生きてきたとい  地としての利用を望まない土地所有者の土地が残

うことも強調しておかねばならない。ス トックと  ってしまった現実一 各地でみられる
一 を少し

して量的に公社保有地があるとしても,分散して  でも解決するために, 市街化区域と調整区域 (こ

存在している公社有地を集団化の代替地として役  こでは農振地域と全て重なっている)の両者で圃場整

立たせるためには,結局,隣接した農地全体を動  備を実施し,その過程で共同減歩で代替用土地を

かさないことには,そ して隣接地を動かして代替  作り出して,それぞれ市街化区域から農用地へ出

地まで連結しないことには,役立たないこともあ  たいもの,そ の逆のもの,と いった交換をスムー

きらかである。                  ズにするためのス トックにしたものである3)。 対

3.代替地ス トックの強制と集団化
  11繁

、
凩 III暑署島:翼 l考融]17111よ

―
菜1:|[

このような熱心な会長が,あ ちこちにいるとし  り入れ,高度集約的でかつ高い所得の農業を営な

ても,それはひとつの偶然性である。ましてや合  んでいる地域である。直接には溜池を工場用地に

理化事業も地価上昇の波がとまり, しかも地価が  転用したことから始まる住宅用地の進出とスプロ

高位安定化してしまった現在は,取得土地量は少  ―ル化が顕著になったため,農家を中心に,市街

なくなる。なぜなら合理化事業での農地購入 。売  化と農用地との区分と集団化を自主的に進めよう

却 (集団化のために)が補助金なしで成立するため  としていた。

には,地価上昇が与件としてなければならない。   そこへ,農林省,建設省との共管事業である,

その条件が崩れたのだから,い きおい購入そのも  緑農住事業がとりこまれた。緑住区(市街化)と緑

のに合理化法人は慎重にならざるをえない。しか  農区(農村)と いう2つの地域に分けて,土地所有

も高位安定化した地価は,集団化し大規模化した  者,利用者が話し合い,それぞれ交換す る こと

生産性の高い農場にとってさえも採算がとれる水  で,利用形態の集団化を図ろうとする事業であっ

準にないことも (ま た物価上昇率以上の地価上昇率が  た (事業を実施したのは全国で2地域)。 そのために

ない条件のもとではインフレ対策の資産所有としても  も,関係地域に圃場整備をかけ,集団化と土地の

意味がうすれつつある),公社保有量の減少となっ  利用目的にあったものにしようとした。だがこの

ていよう。そして公社保有農地量の減少は,ます  事業が始まる直前に,いわゆる線引きが「上位法」

ます集団化のための代替地ス トックの意義をうす  として神戸市にも施行され,従来,緑住区と農住

れさせる。しかも集団化へと具体的にとり結ぶ大  区に,交換を通じて集団化し,そ の結果として線

崎町の事例での会長のような土地所有者が,自 己  引きをという順序を地元では考えていたものが,

の犠牲によって地域に奉仕することも期待できな  全くその手順が逆になってしまった。そして「上」

い。                       から作られた線引は1本の線を境に地価格差を従

だとするなら,市場経済のもとで漸次集団化を  来以上のものにし,今までの 1対 1.5の交換面積
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率 (市街地区域で行なう区画整理事業の減歩率を3割

とし, また農地で行なう圃場整備の徒歩率を 15%とす

ると,面積比 1対 1.82に なる)で今まで交換に賛成

していた農家は,鑑定士のいう1対 2な いし1対

3の地価格差にみあう面積比を要求するものがで

てきて, 相対の交換 (市街化へ出たいものと,逆に

市街化から農用地に出たいものとの)が大 き く崩 れ

た。こうして従来の,個人間の所有権交換で集団

化をおし進める構想は十分には実現され な か っ

た。そのため,さ らに集団化をおし進める手段と

して考えられたのが,共同減歩分を従来よりも増

して交換のためのス トックとする方法である。み

な一律に共同減歩を受けることで交換のためのス

トック作 りに参加するのである。

具体的には,こ の地域では市街化区域内の酪農

家が農用地に出ることを欲し,逆に市街化区域内

に入いろうとするものは少なく面積も小さかった

ので,共同減歩の上乗せは,農用地での圃場整備

にのみ行ない,代替地ス トックとしての 1%を合

めて,15%の共同減歩にし,代替地を 1ケ所に集

めた。そ こへ市街化区域内の酪農家が,1対1.5の

割合で交換に応じ,一方市街化区域内の酪農家の

農地は宅地として売却され,共同減歩 1%に対応

する収入として土地改良区の収入に合まれ,工事

費の農家の負担軽減という形で回収された。

こうした全員負担による交換のためのス トック

作りは,こ の事例でみる限りは,圃場 整 備 と い

う,全員の農地の形状を大きく動かすことで,共

同減歩で 代替地を 1ケ所に生み 出した わけであ

り,逆にいえば,圃場整備という面的な事業がな

ければむずかしかった,と いえないことはない。

だが, この事例でみておきたいことは,はてし

のない偶然性の結果である個々の交換による集団

化の方法から,全員参加
一

たとえ 1%と いう共

同減歩分であるにせよ
一

によるス トックを手が

かりとして集団化をすすめることの積 極 性 であ

る。酪農家の交換跡地のように売却され共同減歩

に応じた農家の工事費軽減になるとしても,共同

減歩そのものは個々の農家の意志を無視した,ま

た個々の土地の市場価値を無視した,や り方であ

る。このやり方は,圃場整備という,個々の所有

権,利用権を大きくゆるがしそして調整するよう

な時にのみ,実施しうるものだということもいえ

よう。市場経済に任せることな く,所有,利用の

あり方に大きくしかも強制的に立ち入らなけれ

ば,市街化,農地といった大きな集団化の区分さ

えもできないということを, ここではみてとれば

よいであろう。

4.利用の集団化

ここでは所有権の 移動集団化には 手をつけず

に,経営耕地の集団化に重点をおいて事例をみて

みよう。土地改良,圃場整備といった面的整備に

手をつけることなしに,売買による移転にせよ,

交換による移転にせよ,所有権の集団化はきわめ

て困難だ。自作農という形で農業的に土地を利用

するものから,稲作のみの利用,あ るいは転用待

ち,貸付など,そ の土地利用をめぐって形態,程

度,見通し等の要因によって,所有者の対応はマ

チマチである。そういったマチマチの所有者が所

有する農地がマチマチに存在しているから,ま す

ます集団化は困難になる。圃場整備後の換地で ,

転用期待の所有者の農地は,道路沿いに集めたり,

公共施設予定用地として集団化し,他方農業に熱

意のあるものは,農道さえあればということで幹

線道路から離れた所に集団化するような対応は,

現実にあちらこちらにある。だがそのように所有

権を集団化した場合でも,所有権者の性格の変化

によって いくらでも土地利用の 形態はかわりう

る。ましてや圃場整備の進んでいない所ではそう

である。

そのような現実の中から,最近は利用権の集積

による規模拡大の傾向とともに,利用権そのもの

で集団化を達成しようとする動きが 出始 めてい

る。賃貸借成立の条件が一般に成立 しているとし

ても,自 作農あり転用期待の土地所有者あり,そ

れぞれの所有された農地は,そ の利用をめぐって

実に様々な性格をもっている。そうしたさまざま

な性格の所有者の土地が分散して 存 在 している

時,一定の賃貸借料水準なり条件なりで貸付られ
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る農地があるとしても,それもかなり分散してい  ういった参入者を排除できる権限を有していない
るに違いない。最近の個別・規模拡大経営は,そ  し,それが望ましいかどうか,さ らに検討を要し
うした分散している貸付地をピック・アップしな  よう。
がら集めて成りあがったものといえょう。当然に   ここでは都城市の農業機械銀行をみることで検
規模拡大によるスケール・メリットは,耕地分散  討しよう。それもまだ耕地の集団化 まで に至ら
により減ぜられていることはたしかであろう。   ず,作業の集団化にとどまっている事例である。
そういった弱点を調整し,さ らに賃貸借や作業  都城の機械銀行は全国の農業機械銀行で最大の受

受委託の紹介をも行なうことで,経営耕地の集団  託規模をもつ銀行である。稲作主体,それも賃貸
化とさらには賃貸借及び作業の受委託の拡大を図  借は未だ斡旋をしてはいず,作業の受委託業務が
っている組織が各地に増えて きて い る。組織と  主たるものである。ここでは銀行の細かな説明は
は,農協なり農業機械銀行なり,あ るいは地方自  省略して調査地の都城市郡元での調査結果を紹介
治体であったりするものが多いが,それは一定の  しておこう4)。

郡元は都城市の市街地に隣接し,

地域範囲をもつ半官半民的なものが多い。一定の  作業の受委託が機械銀行が成立 (47年)する以前
地域範囲内で委託者から「注文」を受け,それを  からかなり広範に,行なわれていた。1965年農業
受託者 (な いし受託組織)の経営する耕地が集団化  センサスでみると,耕起,代かきは戸数,面積と
するように調整するわけである。そして受委託の  も全体の3～ 4割が作業委託に出していた。それ
条件を整え,委託者にも小作料(作業料)水準や他  も個々の委託者が知合や親戚等の受託者にバラバ

の賃貸借条件を明示して委託者を広く募るという  ラに頼んでいたのである。

市場拡大策も,そ の機能の中に合めているものが   47年に発足した農業機械銀行は,都城農協の管
多いo                       内で,受託農家を登録 (銀行による選定過程も含む)

しかし結果としては,委託者と受託者の相対交  させ,また委託農家の作業委託の注文を受け,作
渉 (例えば貸付の相手を委託者が指定するとかの)を  業料金の請求,支払い業務を行なっている。だが

認めず,利用をめぐる土地市場の完全に自由な成  我々が着目する所の実際の作業の属地別・属人別
立は抑えていることに,半官半民の組織が仲介す  の集団化の調整は,各部落の農事 振 興 会が行な

ることの大きな意味があるといえよう。相対でや  い,農協内 (各支所にも)に設けられた農業機械

れば地代競争なりが受託者間で発生し,よ り耕地  銀行の主たる作業は作業料金の委託者への請求,

分散につながることになろう。それを避けるため  受託者への支払,及び電話でかかってくる注文を

には,一定の範囲の地域について組 織 が「独占  各部落の振興会長に連絡するなり (直接登録作業受

的」調整権を有して調整せざるをえない。もちろ  託者にまわすことも, 畑作作業など, 注文量の少ない

ん,耕地の集団化が,他の分散型経営よりも,そ  ものについてはある)の 業務を行なっているにすぎ
の組織のもとでの経営の地代支払能力を高め,個  ない。そして,実際に受託者の自作地のまわりに

別・規模拡大型の参入を成立させないような地代  委託作業を集めて,受託者間に接配するのは,部
水準を組織が提示しうる,と いう一般論はいうこ  落の圃場の配置をつかんでいる部落関係者以外に

とができよう。もっともいったん水準が明示され  はいない。

れば,他の個別・規模拡大型の経営がその水準を   そうした按配が何年間続いた結果が,第 3図に

上回る条件を提示し,その地域に参入することが  示されている。図中の数字は,黒枠内であればそ

ありえよう。ましてや組織内で一定の数の受託者  の圃場の所有者兼耕作者,他は作業受託者の番号
のみ,土地市場の限界のもとで限定されていると  である。なおAは荒代,Bは植代,Cは 田植であ
するなら,なおさら参入を望むものは個別に市場  る。かなり同一地域に同一農家の受託作業が集ま

を創り出さなければならない。今の所,組織はそ  り,し かも荒代,植代, 田植の3作業 (なお稲刈
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第 3図  51年の郡元の受託水田
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水

几   例

農圏饉 51年だけ荒代,植代,田植の3作業とも同一農家

雪爾幣 が受託した圃場

%%m50,51年 と2年にわたって,荒代,植代,日植の

形多%3作 業とも同一農家が受託した圃場

は図示しなかったが稲刈は機械の能率の関係から,集団

化しているものの,担当者は第3図 の番号の農家とは異

なっているものが多い)と もひき受け,そ ういった

受託がここ数年続いていて安定化 し始めているこ

とを示している。

しかし同じ稲作という同一作目のもとで,ま た

自作農が多 く残っているため,部落組織を通じた

集団化(作業の)をおし進めたとはいえ,こ の程度

のものであることも事実である。作業の受託とい

う形での集団化ではあるが,耕地の交換はもとよ

り,作業の集団化も,自作農の農地の散在も調整

できないでいる。しかもこの図にはのせていない

が,機械銀行に登録されていない受託農家が,親

戚,友人等を頼つて,侵食し始めている。今の受

託規模を下げれば,受託作業の採算がとれないこ

ともあって,登録受託農家の数をふやすことには

抵抗が強い。たしかに「ヤミ」受託農家よりも,

はるかに作業が集団化しているので,登録受託農

家のほうが作業コス トは低い。だから作業料金を

めぐる競争では,徐々に登録受託農家が残るであ

ろうが,そ れにしてもそれに至るには長い時間が

かかろう。ヤミ受託者の侵入はスプロール化をよ

リー層進め,コ ス ト低下をはばむか らである。

部落組織を利用 し,又登録農家という形で受託

作業の自由市場をある程度制限して,そ の集団化

のメリットを出そうとしながらもなお,やはり散

在する自作農との作業協業化なり,地域全体での

調整
一

地嚇 培協定なリー を実行しないこと

には,やはり利用の集団化に限定しても,そのメ

リットが十分に生かされないことがわかるのであ

る。

5。  おわりに

頁数がつきたのでひとまずここで今までみた事

例から共通項をみておこう。その理論的整理は今

後に残したい。また農地改革時での集団化の意義
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と実例についての検討もあとに残した。      に資するもののみに払い下げたり,あ るいは一律

集団化については,土地所有 と利用との 2つの  に共同減歩でス トックを作り,交換をスムーズに

側面に分けて考えられうるが,基本は両者ともに  進めようともしていた。

集団しえればそれが望ましい。ただ自作としての   あるいは利用権の移動についても,そ の移動に

集団化も,所有権の売買,交換を通じての集団化  一定の「水路」を設けることで,自 由な競争を妨

はきわめて不十分にしか進みえず,現在では市場  げ,集団化の方向にガイ ドしようとしている。

経済の原理に代わって,代替地ス トックの創出に   そして,それでもなお不十分にしか集団化が進

よる集団化 (そ れも公社の先買い,あ るいは1律提供) みえないとする時, さらに属地全体の交換 (自 作

がとられている。しかしそれでもなお,不十分な  農も含めて),あ るいは作付については土地利用協

集団化にとどまらざるをえないことは事例からみ  定を地域にかぶせるなりしても,従来集団化から

てあきらかである。               おちていた部分も合めて,再構成することが求め

一方,所有権には手をつけずに,利用権のみの  られているといえよう。

集団化 (作業受話も含めて)と いう方向も現実に進   ともあれ,農民的土地所有の性格といった問題

行 している。それは個別経営による規模拡大が必  以前に,土地所有,及び利用の全体的な再編成そ

らずしも集団化と結びつかず,む しろ分散化にっ  のものが,集団化のために必要になっているので

ながることが多いことのためでもある。      あり,ま た逆にいえば,集団化を徹底的におし進

そのため部落なり生産組織なり,あ るいは機械  めるためには,個々の農地の所有,利用のみの検

銀行といった組織が,賃貸借市場あるいは作業の  討ではおさまりがつかないほど,土地所有,利用

受委託市場に介入して,調整し集団化したりする  の問題が広汎になっているともいえよう。

事例が多 くなってきている。自由市場に賃貸借な

り作業受委託を任せてしまうのではなく,一定の   注

団地に属人的にまとめるような手続きをわざわざ   1)阪 本楠彦『地代論講義』(1978年),第 2章第 2

とっているのである。しか しそういった手続きを    ユ|」
:″閾力臥口り」°

lξlか百 1il11、 F全il耕
地が分散していることも 2)島

菖興僣i:「[:ざ lil『:i:lirl爾

告書―鹿児

中′V´ ′′V′V′ ‐‐ヽ ′0                  3)農
政調査委員会『都市化地域内農地の利用高度

ともあれ,今の自由な市場経済のもとでは集団    化対策に関する調査』, 拙稿「神戸市岩岡町にお
化は進みえず,なんらかの非市場原理を導入する    ける農地利用の計画化と利用転換」(54年 3月 )。

ことでしか集団化を進めざるをえないとする事例   の 拙稿「限界地農業の生産組織に関する研究(1)一

をみてきた。                       都城機械銀行を例として一」『鹿児島大学農学部
公的なス トックを用意することで,耕地集団化    学術報告』27号 (52年 3月 )。
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