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1990年代後半以降の米需要の多様化を受けた水田農業の

構造変動と農業経営・ＪＡの販売戦略の転換

―茨城県下構造変動急進展地域を事例として―
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１．問題の所在と課題の設定

　１）水田農業の構造変動と問題把握の契機

　我が国の水田農業が、近年急速な構造変動に見舞われていることは周知の通

りである。そのような構造変動をどのような視角で把握していくかということ

に現状分析における重要な問題があるが、それは現実の水田農業を取り巻く環

境の変化に求めるべきであろう。

　第１に、昭和一桁世代の引退が担い手問題の深刻化をもたらすとする、農家

労働力の脆弱化・枯渇に注目した議論がある。この視角については、古くは兼

業化問題による農家労働力の脆弱化として議論され、近年はその深化と世代交

代による「家族農業経営の脆弱化＝危機」（谷口〔10〕）として提起されている。

　第２に挙げられるのが、米価の下落と米流通の変貌である。米価格形成セン

ターの平均指標価格は、最高であった1992年産の21,990円／ 60kgから（不作

であった93・03年産を除く）、07年産の15,075円／ 60kgへと31.4％も下落して

いる。また、1995年の食管法廃止・食糧法施行による米小売への新規参入制限

の撤廃を核とした流通規制の大幅な緩和は、米流通の姿を大きく変えた。大規

模量販店や大規模中食・外食業者の存在感は増大し、彼らのバイイングパワー

を基礎とした流通の再編が指摘されている１）。

　第３に、転作の拡大と「本作化」政策の展開がある。米価下落への対応と食

料自給率向上政策の具体化として、2000年以降一連の転作「本作化」政策が実

施されていく。「本作化」政策が転作面積のさらなる拡大とともに、「強い生産

政策的・構造政策的傾斜」（佐伯〔９〕）を持つ以上、水田農業の構造変動に与

える影響は大きいといえる。

　以上のように、３つの視角を設定したが、現在議論の主流となっているのは

第１の視角によるものである。第２、第３の視角に基づいた研究は少なく、特

に第２の視角を明示的に意識して水田農業の構造変動を分析した近年のまと

まった業績は極めて乏しい２）。

　２）1990年代後半以降の消費・流通問題の構図

　本稿では以上検討した３つの視角のうち、第２の視角に主に注目していくが、
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まずは現局面における米の消費・流通問題の基本的な構図について簡単に整理

しておこう。

　　（１）転換点としての1997年

　1997年は、経済危機を契機とした米消費構造の転換が、流通、生産に新たな

展開を促すことになった転換点として特筆されるべき年である。

　３月の消費税率引き上げは個人消費を一気に冷え込ませ、11月の北海道拓殖

銀行破綻、山一證券廃業に端を発した金融危機は日本経済を奈落の底に突き落

とすことになる。99年１月から2000年11月にかけての22 ヶ月間という戦後最

短の景気拡大期間を挟みながらも、02年１月に景気が底を打つまで経済は一貫

して沈滞したといっていい。00年４月には政府月例経済報告で公式にデフレが

宣言され、02年１月にはバブル後最悪のＩＩＰ（鉱工業生産指数）87.3、03

年３月には戦後直後の混乱期を除いて最悪の完全失業率5.8％を記録するなど、

まさに記録ずくめの経済危機となった。

　97年以降の日本経済の特徴は、ほぼ一貫して賃金水準が低下を続けたことで

ある。例えば、02年１月に景気が底を打って以降、07年10月までの戦後最長の

景気拡大期間において、労働分配率は一貫して低下を続けた３）。賃金水準の低

下は、個人消費を低迷させたままにするとともに、当然ながら食料消費にも影

響を与えることになった。

　　（２）低価格志向を主軸とした需要の多様化

　①低価格志向の深化と米価下落

　現局面における米需要の特徴は、最終消費者段階の動きを反映して、低価格

志向の深化を主軸とした需要の多様化と規定できる。その中でも、主軸である

低価格志向は97年以降明瞭な形で見られるようになった。図１を見ると、97年

を画期として１ヶ月当り世帯主賃金に代表される賃金水準の低下が、家庭購入

米価の下落と連動するようになっていることが分かる４）。総務省『家計調査』

の年間収入階級別に米購入価格を見ると、年間収入が最も多い第Ⅴ階級と最も

少ない第Ⅰ階級との差が、85年から97年までは139円／５kgから100円／５kgま

で縮小したのに対し、不況が深化した97年から03年までに289円／５kgと大幅

に拡大していること、そしてそれが１ヶ月当り世帯主賃金の減少に連動してい

ることが分かる。
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　そして低価格志向の深化は、量販店等が行う特売需要への集中といった購買

行動を通じて、現在も続く米価下落の直接的な要因となっている５）。

　一方で、安全・安心志向も一定の広がりを見せている。そして、安全・安心

志向は高付加価値志向との結びつきが見られる点に特徴がある。しかし、それ

はあくまで副軸としてのニーズであり、主軸である低価格志向を凌ぐものでは

ない６）。

　②中食・外食需要の拡大

　以上のような、主に価格に関する消費者ニーズの分化の一方で、消費形態の

変化によるものとして中食・外食需要の拡大を挙げることができる。農林水産

省『米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針』における推計を参考に、一

部修正を施して米の中食・外食消費率の推移を示したものが図２である。75年

には21.6％であった中食・外食消費率はその後ほぼ一貫して上昇を続け、97年

には既に36.1％となり、07年には41.6％にまで達している。

図１　１ヶ月当り世帯主賃金と家庭購入米価の動き（1985 ～ 2007年）

資料：総務省『家計調査』より作成。

注：１）「２人以上の世帯」「農林漁家世帯を除く」「勤労者世帯」のデータである。

　　２）1ヶ月当り世帯主賃金は1997年の各階級の数値を100とした指数で示した。

　　３）94年、04年は米価が暴騰したので図から省いた。その間を点線で結んである。

　　４）05年以降は農林漁家世帯を含むデータである。
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　中食・外食需要の拡大により注目されるのは、１つは米流通における中食・

外食業者の存在感が増大することである。もう１つは、中食・外食業者は原料

である米の仕入れに際して、極めて強い低価格志向７）とともに、均質なロッ

トの安定供給に対する要求が強い８）ということである。このような彼らのニー

ズが、生産構造に対してどのような影響を与えるのかという点が論点となる。

　　（３）ロットの大規模化

　①実需者のロット確保要求の強まり

　流通規制の緩和により米流通への新規参入が進んだが、その中でも実需者と

しての大規模量販店チェーン、及び大規模中食・外食業者の与える影響は大き

図２　中食・外食消費率の推移

資料：農林水産省『食料需給表』『生産者の米穀現在高等調査結果』『農業センサス』『農業

構造動態調査』、総務省『家計調査』『人口推計』より作成。

注：農林水産省『米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針』による推計に一部修正を

加えて計算。計算の手順は以下の通り。

　①農林水産省『食料需給表』の主食用供給純食料を歩留り率を利用して玄米換算。

　②農林水産省『生産者の米穀現在高等調査結果』の農家自家消費量、無償譲渡量を差

し引く。ただし83年以前の無償譲渡量は、84 ～ 93年のその他出荷米に占める平均割

合53.3％を利用して推計（94年以降は有償譲渡割合が激増するため）。

　③総務省『家計調査』の１人当り年間家庭購入量（総世帯）に、総務省『人口推計』

の期中平均総人口から農林水産省『農業センサス』『農業構造動態調査』の農家人口

を差し引いたものをかけて、家庭購入量を算出。歩留り率を利用して玄米換算する。

ただし、90年以降の農家人口は販売農家の値である。

　④②で求めた値から③で求めた値を差し引いて、中食・外食消費量を求める。

　⑤②の値を分母として、中食・外食消費率を求める。
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い。彼らは本部一括仕入れを基礎に、従来型の米穀小売業者とは隔絶したロッ

トの大きさを要求する。90年代に進んだ大店法の廃止等の小売規制緩和が小売

業者の規模拡大を著しく進め、ロット拡大の一因となったことも見逃せない。

　ロット要求は単にロットが大きければいいということではなく、品質の整っ

たものでの取引が求められる。それは、大規模中食・外食業者が同品質の商品

を全国的に販売することから生じる。均質な米を大ロットで確保するために、

彼らは産地指定等を行って自ら産地を選別していく。彼らのロット要求に対し

て、卸売業者、そして産地は安定的な供給を果たしていく必要が強まっている。

よって、産地段階においてもいかにして均質的なロットを、安定的に確保して

いくかということが重要となってくる。

　また、ロットの大規模化は低価格と結びつくことが指摘されている９）。ロッ

トが大きくなるにつれて１単位当りの流通経費が低下していくとともに、取引

表１　業態別食品小売業の現状

資料：経済産業省『商業統計　業態編』より作成。

注：１）企業数＝単独事業所数＋本店数

　　２）１チェーン当り事業所数＝（事業所数－単独事業所数）／本店数

３）百貨店と総合スーパーの売場面積当り食料品販売額は、これらの業態は店

舗での食料品以外の販売額が多いので、他の業態と同様の計算ができな

かった。
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の場で売り手が様々な値引を行うからである。また02年の米政策改革以降、県

毎の米需要量算定の際に６月時点での在庫量、実需者との結びつきが加味され

るようになったことも、産地に対してなるべく早く売り切るように誘導し、そ

のような値引合戦を激しくさせているといえる。

　②リージョナルチェーンの台頭

　では、流通一般においては全国的に店舗を展開している全国チェーンが優位

な地位を占めているかといえば、必ずしもそうとはいえない。表１は、食品小

売業の現況について、経済産業省『商業統計　業態編』から検討したものである。

97年から07年の間、各業態の中で食料品スーパーが唯一事業所数を、14.3％ほ

ど増やしていることが分かる。１事業所当り食料品販売額も食料品スーパーが

最も増加率が高い。一方で、１チェーン当り事業所数を大幅に増やした総合スー

パーは１事業所当り食料品販売額は－10.9％と唯一減少させており、必ずしも

店舗展開の加速化がチェーンの収益性上昇につながっていないことが分かる。

　食料品スーパーの躍進の最大の要因は、デフレ経済下での価格競争の徹底で

ある。売場面積１m2当り食料品販売額を22.6％も低下させて他の業態を圧倒し

ており、この間の値下げがいかに激しいものであったかとともに、食料品スー

パーが他業態に比較してより効率的なＳＣＭ（サプライ・チェーン・マネジメ

ント）を構築できたことを物語っているといえよう10）。そして、このような食

料品スーパーの１チェーン当り店舗数を見ると18.7店である。この規模は、ほ

ぼ地域的に展開するリージョナルチェーンの規模と考えていいであろう。そし

て、リージョナルチェーンは食の安全・安心に対する関心が高い傾向にある11）。

　同様の動きは、外食産業でも見られる。表２は、総務省『事業所・企業統計』

から民営事業所である一般飲食店について、96年から06年までの動きを見たも

表２　一般飲食店の現状

資料：総務省『事業所・企業統計』（民営事業所）より作成。
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のである。単独事業所の大幅な減少を中心とした一般飲食店全体の事業所数の

減少が見られる一方で、１本所当りの支所数が10年間でほぼ２倍となっており、

ここでもチェーン展開が進んでいることが分かる。

　では、どのような規模の企業でチェーン展開がより進んでいるのかという点

を、資本金規模に注目して検討したものが表３である。この表によると、１企

表３　資本金規模別一般飲食店の現状

 

資料：総務省『事業所・企業統計』（会社企業・名寄せ統計）より作成。

注：会社企業で名寄せが可能であった事業所のみを集計対象としているの

で、全事業所を網羅していない。
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業当り事業所数の増加率が大きいのは、3,000 ～ 5,000万円で27.6％、１～ 10

億円で111.8％、50億円以上で97.0％である。資本金が１億円を超えるような

大企業とともに、3,000 ～ 5,000万円程度の中小規模の飲食店で活発にチェー

ン展開が行われている点が注目される12）。これらの中には、地域的に展開して

いく外食産業が多く含まれていると思われる。

　　（４）生産者直接販売の停滞とＪＡ共販の動き

　①生産者直販の停滞

　消費・流通の変化の影響を受ける形で、産地段階においても大きな変化が起

きている。図３は、市場に出回る米のうち、生産者が直接販売を行ったものの

割合の推移を推計したものである。生産者直販率は84米穀年度以降、上昇を続

けてきた。87年には食管制度下での売買逆ざやが解消され、95年には食糧法施

行により生産者の政府への売渡義務が制度上も撤廃されると、生産者直販はま

図３　生産者直販率の推移

資料：農林水産省『食糧統計年報』より作成。

注：以下の方法で推計した。

　　①市場供給量＝前米穀年度生産量＋年度初現在高－年度末現在高－農家自家消費量

　　②生産者直販量＝市場供給量－政府買入数量－自主流通米数量－その他買入数量（予

　　　約限度超過米等）

　　③生産者直販率＝生産者直販量／市場供給量

　　④前後３カ年平均で表示した。
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すます拡大していった。しかし2001米穀年度以降、生産者直販率は明らかに停

滞を見せ始めている。

　②単協独自販売の拡大

　生産者直販の停滞と時を同じくして、単協による全農を通さない独自販売が

拡大してきた。農林水産省『米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針』に

よると、01年産では28 ～ 68万トンであった単協独自販売量は、06年産では84

～ 163万トンと約３倍になっている。米流通において、これまでは集荷に徹し

て販売は上部団体に委託してきた単協が、本格的にマーケティング主体として

登場してきたのである。

　単協独自販売拡大の背景については後で詳しく検討するが、１つの要因とし

て農協合併の進展による単協の大規模化、それに伴う米取扱量の増大、つまり

はロットの確保を挙げることができる。農林水産省『総合農協統計表』による

と、97年度は全国で総合農協は2,112組合、１組合当り米取扱高は７億7,862万

円であったが、07年度では818組合にまで減少する一方で取扱高は11億5,529万

円と増大している。ロット要求を強めている実需者に対して、単協レベルで対

応できる余地が広がりつつあるのである。

図４　コシヒカリ作付率の推移

資料：農林水産省『作物統計』より作成。
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　③良食味米作付拡大からの転換

　以上の動きに合わせるように、水稲の作付品種選択もこれまでの良食味米の

作付拡大から転換を見せ始めている。図４によると、良食味米の代表格である

コシヒカリの作付率はこれまで長期に渡って上昇を続けてきたが、これも2000

年頃から停滞へと転じたのである。

　従来の生産者・産地の戦略は、消費者の良食味米志向の高まりを背景とし、

良食味米の作付を拡大して有利販売を実現し、産地間競争・生産者間競争を勝

ち抜くというものであった。食糧法施行にともなって米価が急落して以降、生

産者・産地はいったんはそのような戦略に沿ってますます良食味米作付を拡大

していったが、それがデファクト・スタンダード化13）することによって、ま

た消費者が低価格志向を強めていく中で、近年では必ずしも有利販売につなが

らなくなってきていた。そこで、生産者・産地としては良食味米の作付拡大を

抑えつつ、従来の販売戦略を見直していく必要に迫られているのである。

　３）先行研究の検討

　以上の整理により、90年代後半以降米需要は大きく変貌したこと、そしてそ

れに合わせて生産サイドの動きにも変化が見られることが明らかになった。そ

こで、90年代前半以前に米需要のあり方と生産サイドの変化について分析をし

てきた佐伯尚美と、吉田俊幸の研究14）について検討を加えておこう。そのこ

とにより、現局面における論点がより明瞭になるからである。

　　（１）佐伯尚美の自主流通米研究

　佐伯の問題関心は、69年に発足した自主流通米制度が統制システムとしての

食管制度をどのように変質させていくかという点にあった。70年代～ 80年代

前半を対象とした佐伯の研究の骨子は、

①所得向上とともに消費者の良食味米志向が強まっている

②自主流通米制度の発足を契機に、各産地は良食味米作付を増大させてより

高値での有利販売を競っている

③産地間競争の結果、新潟・宮城のような良食味米産地と、北海道・青森の

ような政府米産地へと分化が進んでいる

④産地間競争の場は、経済連レベルでの競争となっている
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というものであった。佐伯は、消費者の良食味志向の高まりを起点とした産地

間競争の展開を、米の「商品的性格の復活」と捉えたのであった。

　　（２）吉田俊幸の「販売力格差」論

　吉田の場合は80年代後半の政府米売買逆ざやが解消されるという状況変化の

中で、生産者レベルでの良食味米作付、販売競争を分析し、農民層分解の規定

要因の変質を明らかにした。その要点は、

①消費者の良食味米志向が高まるとともに、米流通の自由化が進んで生産者

が独自に販売活動を行う余地が増してきている

②上層農家は良食味米生産を拡大し、共同計算によりその成果が評価されな

い農協共販から離脱しつつある

③生産者は、より高く米を売ることができる直接販売を増やしている

④直接販売をする生産者としない者の間で収益力に格差が生じ、分解の規定

要因となりつつある

というものであった。吉田によると、直接販売を行い、その蓄積によって上向

展開を遂げつつある「商品稲作生産者」が、米生産の新しい担い手として登場

してきたのであった。

　　（３）1990年代後半との差異

　両者の問題意識は、食管制度改革の是非をめぐってのものであった。しかし、

筆者の問題意識に引きつけて現在から振り返ってみると、両者の研究は生産力

格差の貫徹の是非を中心に議論されてきた従来の分解論に対し、米流通の自由

化という状況の変化を捉えて新しい視角を提起した点で画期的なものであった

といえる。

　では、両者の視角を現在もそのまま適用することは可能であろうか。両者の

研究は、いずれも共通のフレームワークを持っている。それは、【消費者の良

食味米志向の高まり→産地・生産者の良食味米作付・高価格志向】というもの

である。佐伯が70年代から80年代前半、吉田が80年代後半という時期的な違い

があるとしても、そのフレームワーク自体は変わらない。とするならば、本稿

でこれまで指摘してきたように、消費者の低価格志向が進み、産地も良食味米

作付を抑制しつつある現状の中では、良食味志向が強まり、またまがりなりに

も食管制度下の米価下支えによって米価水準が高止まりしていた時期に構築さ
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れた分析のフレームワークを、直接的に適用することはできないであろう。

　具体的には、以下の２点の修正が必要である。１点目は、両者とも分析は価

格に注目してなされていることである。高価格の追求だけで生産サイドの行動

を理解できた時期は過ぎたことは先述の通りである。よって、ロット、販路等

の様々な要因から検討していく必要があるのである。

　２点目は、高価格追求を中心とした有利販売は、実は小規模農家でも実施が

可能であるということである。産地としての良食味米の作付拡大は小規模農家

を巻き込んだものとなるし、縁故米程度の直接販売なら小規模農家でも対応可

能である。現在起こっている構造変動は、片方の極には80年代とは比較になら

ない数10ha規模の経営を層として形成しているのであり、彼らに相応しい有利

販売のあり方は当然80年代とは異なるのである。

　４）課題の設定と分析視角

　以上の整理を念頭に置きつつ、課題と分析視角の設定に移っていこう。

　　（１）本稿の課題

　本稿の課題は、1990年代後半以降に見られる米消費・流通の変貌が水田農業

の構造変動に与える影響、及びそれに対応した農業経営者・ＪＡの販売戦略を、

実態調査に基づき実証的に明らかにすることである。消費・流通の変化を念頭

に置き、主に生産構造とＪＡに焦点を当てて最近の変化を検討していこうとい

うのである。

　　（２）本稿の分析視角

　本稿の分析視角は、以下の通りである。

　①消費・流通の変化が農業構造に影響を及ぼす経路

　本稿では、消費・流通の変化が農業構造に影響を及ぼす具体的な経路として、

価格とロットを取り上げる。なぜなら、米価の下落とロットの増大という２点

が、先にも検討したように現在の消費・流通の変化を最も端的に示しているか

らである。米価の下落については、それが小規模農家の収益性と農地貸付に与

える影響、そして大規模経営・ＪＡの販売戦略に及ぼす影響について検討して

いく。

　ロットの確保とは、産地・生産者にとっては実需者の安定供給への要望に応
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えることである。市場で要求される様々なロットに対して、大規模経営、単協、

全農（旧経済連）といったそれぞれの段階でどのような戦略を持ちながら確保

しようとしているのか、その取組に焦点を当てていく。

　②生産者直販とＪＡ共販の関係

　農業経営及びＪＡの販売戦略に関して、生産者直販とＪＡ共販の関係が新た

な局面に入りつつあることは先にも指摘した。しかし、生産者直販の停滞は、

彼らの従来型の全農への委託販売を中心とした系統共販への復帰を意味してい

るわけではなく、単協の独自販売の拡大という新しい動きを伴っていた。

　そのような局面において、大規模経営、単協、全農（旧経済連）のそれぞれ

の関係を改めて検討することは重要な論点であろう。本稿では、それら３者の

関係の変容にも焦点を当てて分析を進めていく。

　　（３）研究対象事例の位置づけ

　本稿で研究対象とするのは、主に茨城県における米流通・生産の動きである。

具体的には、筑西市田谷川地区における水田農業の構造変動、田谷川地区にお

ける大規模経営、ＪＡ北つくば及び全農いばらき県本部の販売戦略である。

　茨城県の主力品種であるコシヒカリは、図５にあるように極めて全国平均的

な価格形成をする。そのような茨城県産コシヒカリを主力商品として、ＪＡ北

図５　茨城県産コシヒカリの月別落札価格の推移

資料：米価格センター資料より作成。

注：月に２回取引があった場合は、落札量で加重平均して求めた。
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つくばは07年産において単位農協としては全国初の米価格センターへの単独上

場を果たした。また、翌08年産においては買取方式による直接販売を全面化す

るなど、活発な販売活動を展開している。そのようなＪＡ北つくばの管内で、

田谷川地区では近年構造変動が急進展するとともに、ＪＡ出荷以外に直接販売

を実施していくような大規模経営が成長してきている。以上の条件は、取り上

げる研究対象が本稿の課題に適合的であることを示している。

　５）本稿の構成

　本稿の構成は、以下の通りである。

　２では、消費者ニーズ及び流通の変化を受けて、系統共販でどのような動き

が見られるのか、全農いばらき県本部とＪＡ北つくばを例にとりながら、全農

米穀事業改革と単協独自販売の拡大に焦点を当てながら検討していく。

　３では、主に米価の下落が農業構造に与える影響について、農地流動化進展

に注目しつつ田谷川地区での実態分析を通じて検討していく。

　４では、構造変動の中から生まれてきた担い手が米の販売面でどのような行

動をとるのか、また構造変動の中でＪＡがどのような対応をとっているのか、

確保できるロットの大きさに関連づけながら論じていく。

　５では、以上の検討から得られた結論をまとめ、有益な示唆を引き出してい

きたい。

２．全農米穀事業改革と単協独自販売の拡大

　１）全農米穀事業改革の現状

　　（１）全農改革の背景

　2000年代は全農にとっては改革の時期であった。全農改革を推し進めた要因

として、各方面からの全農批判の高まりがある。例えば、小規模農家を優遇す

るＪＡ系統が構造改革の推進を妨げているという視点からの批判として、総合

規制改革会議が02年に答申した「規制改革の推進に関する第２次答申―経済活

性化のために重点的に推進すべき規制改革―」がある。また、農協のあり方に

ついての研究会が03年に公表した「農協改革の基本方向―「農協のあり方につ
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いての研究会」報告書―」では、全農関連会社に発覚した食品偽装表示事件の

発生も踏まえつつ、「全農の改革は「農協改革の試金石」」とまで言って「全農

改革の断行」を迫っている。

　このような「外圧」が高まる一方で、全農内部においても米穀事業を中心と

した経済事業の抜本的な改革を促す要因が形成されてきたことも見逃せない。

図６は近年の全農米穀事業の実績の推移を見たものだが、米産出額のうちの全

農取扱高の割合を示す系統経由率は低下を続け、近年は50％を下回っているこ

とが分かる。それに伴って販売手数料も減少を続け、近年では100億円を切っ

ている。系統経由率の低下は、生産者の米のＪＡへの出荷が減少していること

ともに、特に近年では単協が上部団体への販売委託を減らして独自販売を増や

していることによる。販売手数料の減少は、全農の米取扱高の縮小とともに米

価の下落に拠るところも大きい。事業規模の縮小が顕著に見られる中で、全農

としても米穀事業を抜本的に立て直す必要性に迫られていたといえる。

　　（２）全農米穀事業改革の理念と進捗状況

　変化する米流通への対応を目指して、05年に策定されたのが「新生全農米

図６　全農米穀事業実績の推移

資料：農林水産省『総合農協統計表』『生産農業所得統計』、農協関係資料より作成。

注：１）系統経由率＝『総合農協統計表』の系統利用高／『生産農業所得統計』の米産出額。

 ２）販売手数料は、『総合農協統計表』の販売手数料に、00年度の系統手数料率4.3％の

うちの経済連・全農分（1.1％）の占める割合（1.1％／ 4.3％＝25.6％）を掛け合わ

せて求めた。なお、手数料率は、第１回農協のあり方研究会（02年９月27日）に提

出された農林水産省資料から引用した。
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穀事業改革」である。「新生全農米穀事業改革」の詳しい解説は他に譲るが15）、

その要点を示せば以下のようになろう。

①統合全農による県間販売の一元化、県本部機能の県域販売への限定。

②パールライス部門の東西パールライス会社への集約・強化による精米販売

の拡大と実需者接近型事業の強化。

③複数年産共計の原則廃止と早期精算の実施。

　①はこれまでの過当な県間競争を抑制し、統合全農による一元販売によって

セリングパワーの発揮を狙ったものである。②は、特に業務用需要に代表され

る実需者の大規模化に対応し、パールライス会社を活用して最終需要との安定

的な結びつきを確保しようとしたものである。③は、後述するように仮渡金を

「手取米価」として重視する生産者の要望に沿ったものである。

　「新生全農米穀事業改革」に沿った米穀事業の改革は、様々な要因により必

ずしも順調に進捗しているとはいえない。まず②についてであるが、精米販売

の拡大を通じた実需者への接近が、従来全農が取引をしていた卸を中心に警戒

感を抱かせた。さらに、①によって統合全農の機能強化を掲げたことも、卸に

全農を潜在的な競争相手として意識させることになった。よって、彼らの警戒

に配慮したこともあり、現在においては県本部の機能は残され、当初期待され

たような統合全農としての一体性は必ずしも確保されているとはいえないので

ある。また③については、米価下落が今後も継続すると予想され、しかも対前

年比下落率が大きくなる年産が多い不確実な状況の中では、より緻密な販売計

画が要求される早期精算の実施が困難となっている。

　　（３）全農米穀事業改革下の全農いばらき県本部の動き

　全農いばらき県本部でも、「新生全農米穀事業改革」に沿った形で販売戦略

を立てつつも、米の集荷・販売をともに主体的に行うなど、従来の県本部機能

を大きく残した運営方法をとっている。

　いばらき県本部の販売戦略の基本は、最終需要先を確定した販売と、販売先

に安定的に供給する体制の整備である。産地と消費を具体的に結びつけていく

ことが、安定的な取引関係の構築につながると考えているからである。

　米の直接の販売先は主に県外の卸売業者であり、販売量の過半は最終需要先

を確定している。最終需要先は、近年は量販店よりも中食・外食業者の方が多
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くなっている。中食・外食業者は品質の均整性、調理のしやすさ等の要求が厳

しいので、連携をとるためにも最終需要先の特定が重要となってくる。よって、

全農・卸・最終需要先は頻繁に会合を持ち、情報交換を密にしている。

　いばらき県本部では、パールライス部門についても県本部の中にパールラ

イス課を設置し、東日本パールライスとは別に存在させている。パールライス

部門は、県外販売が主である県本部の販売を補完するものとして位置づけられ

ており、販売量のかなりの部分を県内販売が占めている。これは、いばらき県

本部が近年、地産地消戦略を重視しているためであり、パールライス部門がそ

れを担っているのである。仕入量の過半は県本部からのものであるが、その他

の業者からの仕入れも多い。ただし、その他の業者から仕入れる米もなるべく

ＪＡグループでもともと販売したものを優先するようにしているとのことであ

る。取り扱う米穀の出所、そして最終需要先を確定した業務展開を図りたいと

しているからである。

　一方で、米の集荷部門は低迷を続けている。いばらき県本部の資料16）によ

ると、89年には16.6万トンあった米集荷数量は、07年度には8.5万トンまで半

減している。農林水産省『作物統計』における両年の茨城県米生産量で単純計

算すると、集荷率は89年の38.3％から07年の21.0％まで低下した。減少の要因

としては、生産者直販の広がりとともに、後述するように近年は単協独自販売

の広がりによるものが大きい。

　２）いわゆる「7,000円ショック」の要因と影響

　07年産の集荷において、全農が仮渡金を全国一律で7,000円／ 60kgに設定し

たことは、米生産者に大きな衝撃を与えた。いわゆる「7,000円ショック」で

あるが、特に茨城県はその影響が大きかったといえる。以下では、「7,000円

ショック」による茨城県での影響について検討していこう。なぜなら、「7,000

円ショック」をめぐる生産者・単協・全農の対応の中に、現在の系統米穀事業

の論点が集約されているからである。

　　（１）米価下落下での生産者にとっての仮渡金・精算金の意味

　まずは、米価が下落する中での生産者にとって、系統米共販の仮渡金制度が

どのような意味を持っているのかという点について見ておこう。
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　米価下落による影響が最も目に見えるのが、仮渡金制度への影響である。仮

渡金制度とは、全農の販売予測に基づいて出来秋時に予定価格の大部分を仮渡

金として支払い、その後は販売状況に応じて複数回の追加払、最終精算金を支

払っていくシステムである。これまで仮渡金は最終価格の８割～９割程度に設

定され、ＪＡに出荷する生産者にとっては「手取米価」として認識されている

という点で重要であった。

　近年の米価下落の中で、生産者は仮渡金の水準、そして年内の価格水準に極

めて敏感になっている。仮渡金の水準を見て、「今年も米価が下がったか」とか、

「今年の米価はまずまずだな」と感じるのである。また、茨城県のように転作

受委託による小麦の作付が多い地域では、大規模経営にとっては11月に小作契

約をする場合の基準として追加払を含めた年内の価格水準が重要となる。

　　（２）「7,000円ショック」の発生と影響

　表４は、茨城県産コシヒカリ（ＪＡ米・1等）における共同計算の価格支払

状況を見たものである。「新生全農米穀事業改革」では早期精算の実施を唱え

ていたこともあり、05年産は最終精算を除き仮渡金のみの支払いとなった。仮

渡金は12,550円／ 60kg、最終精算価格の92.8％の水準に達し、また最終精算

までにかかった期間も、04年産に比べて半年短くなっている。しかし、下落基

表４　茨城県産コシヒカリの共同計算による価格支払状況

 

資料：ＪＡ北つくば提供の資料より作成。

注：１）ＪＡ米・１等のデータである。

　　２）「生産対策費」として支払われた価格も追加払に含めている。

　　３）08年産の最終精算価格と産地指定メリットは、09年4月現在での見込である。
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調の不安定な市況の中で仮渡金一本で価格支払いを行っていくのは厳しく、06

年産では仮渡金は10,600円／ 60kg、77.3％と大きく低下するに至った。

　そして、07年産では仮渡金が7,000円／ 60kg、最終精算価格に対して55.8％

と大きく下に振れることになる。いわゆる「7,000円ショック」である。07年産は、

生産者団体主体の生産調整への移行第１年目ということもあり米の作付過剰が

懸念され、また天候に恵まれ豊作が予想されたために、出来秋以前から市況は

過剰基調で推移することが予想されていた。また、米価格センターの入札制度

改革による全農指値の弾力化17）という要因もあり、米価がどこまで下落する

か予想ができない状況となっていた。そのような中で、全農としては最悪のケー

スとしての集荷円滑化対策における区分出荷価格を基準とし、全都道府県一律

に仮渡金7,000円／ 60kgとすることを決定したのだった。

　全都道府県一律の仮渡金設定は、ある意味では統合全農への権限集中の成果

を試す試金石ともいえた。茨城と千葉の両県本部は、両県が早場米地帯である

こともあって仮渡金7,000円／ 60kgのまま集荷を開始した。しかし、両県の動

きを見たその他本部は、到底7,000円／ 60kgでは集荷がままならないというこ

とで、仮渡金に独自の上乗せを行うケースが続出した。この結果は統合全農が

本当の意味での米穀事業の一体化をまだ果たしていなかったことを示すととも

に、いばらき県本部としては全国で２県だけ独自の上乗せをしなかったという

ことで、生産者・単協からの猛烈な反発を受けることになった。その後、年内

に２度の追加払いを行って年内価格は11,500円／ 60kgにまで達した。しかし、

それでも価格水準は前年産の年内価格よりも低いばかりか、仮渡金時点の低さ

が生産者、単協へ与えた衝撃を払拭するには至らなかった18）。

　「7,000円ショック」は、結果として単協独自販売の拡大を加速させたといえ

よう。2000年代に入り、茨城県下でも単位農協による独自販売が増加してきた。

米価が下落する中で、自らもマーケティング能力を身につけていこうとする中

で開始された独自販売であったが、06・07年産の仮渡金引き下げに敏感に反応

した生産者の反発を受けて大きく拡大した。その結果、いばらき県本部の集荷

量は、04年度の11.5万トンから05年度10.4万トン、06年度9.3万トン、07年度8.5

万トンと大幅に減少するに至った。
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　３）ＪＡ北つくばの買取方式による独自販売の実施

　　（１）独自販売開始の経緯

　茨城県内でも、ＪＡ北つくばは特に独自販売を拡大している単協の１つであ

る。範囲は筑西市、結城市、桜川市の一部と県西一帯に広がり、93年に下館、協和、

大和、真壁、明野、関城、結城の各ＪＡが、06年にはＪＡ岩瀬が合併して誕生

した広域農協である。07年度で正組合員は18,567人、販売高は150億２千万円（う

ち、米は38億１千万円）と、茨城県内でも最大の規模を誇る。以下では、茨城

県のＪＡ北つくばの事例から単協独自販売の背景と現状について検討していこ

う。

　ＪＡ北つくばが最初に独自販売を始めたのは、97年のことである。旧経済

連に全量委託していたＪＡ北つくばであったが、直販課を立ち上げて委託分の

一部を買い戻し、それを販売することを手がけた。その当時の買い戻し量は約

2,400 ～ 3,000トンであり、集荷量の６分の１程度であった。00年にいったん

独自販売は中止になるが、02年に再び特販課を立ち上げ買い戻し販売を再開し

た。

　「新生全農米穀事業改革」では、買い戻し販売は基本的に行わないことになっ

た。しかし、07年産の出来秋において独自販売は転機を迎える。仮渡金を手取

米価と捉える生産者にとって１俵7,000円の衝撃・反発は大きく、ＪＡ北つく

ばとしては集荷率を維持するためにも何らかの対応をとることを迫られた。特

に、運転資金の確保に窮する懸念が強まった大規模経営の中にはＪＡ出荷を見

直す者も出始めた。そこでＪＡ北つくばは、買取方式の実施と独自販売の拡大

に本格的に取り組むこととした。生産者に対して、米を買い取ることによって

出来秋に支払う価格を高くするというものである。

　「全農に委託して一定の手数料をもらっていた方が楽だが、生産者のことを

考えるとそうもしていられなくなり、リスクを承知で買取方式を実施した」と、

ＪＡ北つくばの担当者は語る。07年産は全農と出荷確約契約を締結しておらず、

違約金の発生しない一般米を対象としたので、約1,500トンにとどまった。08

年産は、出荷契約を行う５月の時点で生産者に従来の全農への委託方式と、Ｊ

Ａ北つくば独自の買取方式の２つの選択肢を提示した。その結果、出荷予定数

量の７割、1万3,000トン程度が買取方式を希望するに至った。なお、買取方式
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の対象者は生産調整達成者に限られている。

　ＪＡ北つくばが独自販売に踏み切ったもう１つの要因は、確保しているロッ

トの大きさと、販路の目途がついたという販売戦略上の要因である。ＪＡ北つ

くばの集荷量は平年において１万8,000トンと大きい。卸等の流通業者と取引

する際に確保すべきロットの目安は１万トンと言われているが19）、ＪＡ北つく

ばはそれをクリアしている。ＪＡ北つくばがこのような大量のロットを確保で

きるのは、先に指摘したように広域合併によって誕生した広域農協であるため

であり、そしてＪＡ集荷率が20％程度の茨城県の中で、ＪＡ北つくばは例外的

に37.7％ 20）とある程度の集荷率を維持しているからである。また、ＪＡ北つ

くば産コシヒカリはこれまで全農委託分に占める産地指定が15 ～ 20％を占め

ていたように流通業者の間での人気も高く21）、直接販売した場合の販路の確保

にもある程度の目星がついたのである。

　こうして、ＪＡ北つくばは本格的に流通市場にマーケティング主体として登

場することになったのである。

　　（２）買取方式による価格設定の性格

　では、買取方式によって設定された価格はどのような性格を持っているので

あろうか。

　買取に当たってＪＡ北つくばが生産者に提示した価格は、08年産出来秋時

にコシヒカリ確認米（ＪＡ米と同基準）・1等で13,100円／ 60kg、11月末に追

加払いで450円／ 60kg加算し、合計13,550円／ 60kgである。一方で、全農いば

らき県本部により生産者に示された価格は、再び表４を見ると、前年産の反発

を踏まえて出来秋時に12,000円／ 60kgと05年産並の価格を確保し、また早期

精算の動きも速く12月に第１次追加払いで1,000円／ 60kgと年内価格で13,000

円／ 60kg、３月末に第２次追加払いで500円／ 60kgを加えて合計13,500円／

60kgとなった。予定の段階ではあるが、最終精算までの期間は１年４ヶ月とさ

らに短くなっている。今後、その最終精算価格が現在の価格に付け加わること

を考慮すると、全農価格がＪＡ北つくば買取価格を上回るように思われる。そ

れに対して、ＪＡ北つくばもさらなる追加払いを検討しているようである。

　全農いばらき県本部が09年産の早期精算を可能としたのは、これ以上の単協

直接販売の拡大を避けたいとする危機感とともに、取引先との交渉において早
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期に締結できる契約を優先し、３月までに大半の集荷量について契約をまとめ

ることができたという販売努力による。いばらき県本部にとって、09年産は「信

頼回復のための第一歩」という位置づけであった。一方で、ＪＡ北つくばが支

払った年度内の13,550円／ 60kg、特に出来秋時の13,100円／ 60kgという水準

には、買取方式を選択した生産者の間でも「もっとリスクをかぶるべきだ」と

の批判が強かった。しかし、出来秋時の全農仮渡金12,000円／ 60kgをにらみ

つつ、これ以上の価格の提示は難しいという判断だった。

　ＪＡ北つくばにとって買取方式を行う意味の１つは、早期精算によって年内

に従来の仮渡金水準並かそれを上回る価格を生産者に提示することだった。こ

れは年内価格、特に仮渡金で支払われる価格を「手取米価」と受け止める生産

者に応えたものであった。ということは、ＪＡ北つくばの買取方式による価格

決定は、二重の意味で全農価格に規定されているといえる。１つは従来の全農

仮渡金水準を維持するという意味で、もう１つは当年産の全農価格を意識しつ

つ価格を決定するという意味で、である。その意味では、買取販売を実施した

からといってＪＡ北つくば独自の論理で価格決定がされているわけではないの

である。

　買取価格が全農価格に規定されている以上、全農の仮渡金引き上げ、早期精

算の実施もあって、独自販売１年目は生産者にとってはさほどそのメリットを

感じるものではなかったようである。一方で、単協独自販売の拡大が刺激となっ

て全農の精算がより早期化され、また従来通りの仮渡金制度が維持されたので

あり、単協独自販売が系統共販に投げかけた問題提起が大きかったことも否定

できない。

　４）ＪＡ北つくばの販売戦略

　　（１）独自販売における販路の確保

　現在、ＪＡ北つくばが取引を行っているのは22業者であり、卸、商社、スー

パー、米小売と多岐にわたる。直接販売を大々的に行うまでは商社を中心とし

た販売であったが、現在は卸を中心とした販売に切り替え、販売量の６～７割

を占めている。ほとんどが県外の業者への販売であり、県内向け販売は1,000

トン程度である。
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　販売先に卸が多いのは、最終需要先を確定しやすいからである22）。ＪＡ北つ

くばとしては、最終需要先が特定されている取引の方が、産地と消費を結びつ

けることになって安定的な取引関係が構築できるのではないかと考えている。

卸を通じて販売した米がどのような最終需要先に流通しているのかという調査

も行っている。

　北つくば産米の最終需要先は、中食・外食業者よりも食品スーパー等の量販

店が多い。今後も卸とともに新規取引先の開拓を狙うが、最終需要先はスーパー

を中心に考えている。08年産からの新規取引先として、神奈川県を中心として

展開する25店舗程度のスーパーチェーンに420トンの出荷を始めた。ここでも

卸を間に挟み、ＪＡ北つくば独自の包装を使用し、継続的な取引関係を構築し

たいと考えている。

　販売ロットについては、現状では１卸業者当り1,000 ～ 5,000トン程度の取

引が多いが、将来的には300 ～ 500トン程度23）の取引を増やしていきたいとの

ことである。その理由は、なるべく多くの業者と小口の取引をしてリスク分散

したいということと、その程度のロットの取引先ならば最終需要者まで特定す

ることが容易との判断による。

　取引相手への販売価格は、「全農販売価格と同等」に設定しているとのこと

である。取引先にとって単協と直接取引をするメリットは、全農を通さないこ

とによって500円／ 60kg程度安く仕入れることができる点にあるそうだが、そ

れではＪＡ北つくばにとっては独自販売に踏み切る意味はない。取引相手に対

しては、「北つくば産のコシヒカリが確実に手に入る」という点を前面に出し

て交渉している。ちなみに、08年産の全農販売価格は、コシヒカリＪＡ米・１

等で14,500円／ 60kg程度だそうである。

　なお、買取米のうち2,500トン程度が全農を通して業者に販売されている。

以前に全農県本部と共同で開拓した販路については、現在も全農の関与を残す

形で利用されている。

　　（２）販売戦略と連動した営農指導の実施―「生産者管理」の展開―

　ＪＡ北つくばでは、独自販売の拡大も含めた販売戦略の展開に対応して、営

農指導を通じて生産体制の整備を進めている。表５は、ＪＡ北つくばの取り揃

えアイテムを見たものである。様々な条件に合わせて細かな価格設定がなされ
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ているが、基本は生産資材の指定・投入の削減を基準としたＪＡ北つくばオリ

ジナルブランドの「うつくしき」、量販店との契約栽培による特別栽培米（特

栽米Ａ）といった、消費者の安全・安心志向を重視した高付加価値アイテムと、

ロット対応アイテムとしての一般米・確認米に分かれる。多様なアイテムを揃

えることで、販売先のニーズに応えていこうとするものである。

　また、表記はしていないが09年産から卸の要望に応えて、業務用米である「あ

さひのゆめ」の契約栽培に取り組んでいる。初年は生産者84人、100haで作付

を実施し、コシヒカリに比べて1,100円／ 60kg安く買い上げる。この品種は多

収で、１俵程度の増収でコシヒカリの手取を上回る計算になっている。管内に

おけるコシヒカリ作付率は95％程度に達する。その点についてはＪＡ北つくば

も限界を感じており、品種分散化の一環としてこの品種への取組を位置づけよ

うとしている。

　いずれにしても共通しているのは、一般米を除いて栽培基準・資材の指定、

播種前の出荷確約契約の締結といった生産者に対するタイトなルールの取り決

表５　ＪＡ北つくばの米アイテムの構成

資料：ＪＡ北つくば提供の資料、及び聞き取り調査より作成。

注：加算金の水準は買取方式が始まる以前のデータ。ただし、買取方式導入後も各アイテ

ムの価格差は同様に保たれている。
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めが一般化していることである。農協が米のマーケティングを展開していく上

で産地統制を強めるために、価格プレミアムの設定を背景とした品質区分や栽

培様式の統一、作付品種の地域配分の決定、出荷確約契約等を通じて生産者を

組織化していくことを青柳斉は「生産者管理」と呼んだ24）。これは理論的には、

ＪＡが個別農家の経営権の行使である経営計画と販売物処分への介入を、使用

資材の指定と出荷義務強化を通じて行っていくということである。青柳の指摘

は、強力な生産者の組織化を進める北海道の状況を念頭に置いたものであるが、

ＪＡ北つくばにおいてもマーケティング主体としての単協の性格が強くなって

いく中で、生産者の組織化を通じた「生産者管理」を強めていく方向に近づい

ていくと思われる。

　５）全農いばらき県本部とＪＡ北つくばの今後の戦略と課題

　　（１）両者が描く今後の戦略

　本節の最後に、全農いばらき県本部とＪＡ北つくばが、今後どのような販売

戦略を展望しているのか検討しておこう。

　「新生全農米穀事業改革」には、単協の直接販売について「連合会出荷より

も高い生産者手取を実現できる場合には、ＪＡの責任において直接販売を実施

することは否定しない」としているが、いばらき県本部としてはやはり将来的

にはＪＡ北つくばとの販売機能の再統合を行いたいと考えている。そのような

意向の背景としては、最終需要者の仕入ロットが巨大化する中で、売り手とし

てもそれに対抗するためにはロットの確保が重要であるという認識があるから

である。ただし、ＪＡ北つくばに限らず買取方式による単協直接販売がある程

度の展開を見せている以上、委託方式による共同計算を基本としつつも買取方

式を一部導入せざるを得ないとも考えている。

　一方で、ＪＡ北つくばは10年産も直接販売を継続していく予定である。運

送業者の選定、米穀倉庫の運営の見直しを通じてコスト削減が相当可能であ

ると考えており、それによって組合員への利益還元を行っていきたいとのこと

である。また、北つくば産コシヒカリの品質を強調して高価格販売を図ってい

きたいとしている。ＪＡ北つくばが目標とする生産者買取価格は、14,764円／

60kgである。これは、ＪＡ北つくばの調査により、管内の水稲作付面積1ha規
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模の生産者が労賃を含めて生産費を賄うことができる価格として設定されたも

のである。またロットの増大については、今後県西４ＪＡと共同で販売を実施

していく構想を持っている。

　　（２）単協独自販売から見る系統共販の課題

　全農としては今後も早期精算を着実に行うことが重要となるであろうし、Ｊ

Ａ北つくばにとっては高値での販売と運送費等のコスト削減で生産者手取額を

いかに大きくしていくかが問われている。また、ＪＡ北つくばの最大の武器と

なるのは、販売戦略と営農指導を連動させることが可能な点である。販売先の

ニーズを直接生産現場に伝えることができ、ニーズに即した生産を有利販売に

繋げていくことができるのなら、単協独自販売が拡大していくことも考えられ

る。

　しかし、両者は最終需要先の確定による安定的な取引関係の構築、実需者へ

の安定的な供給体制の整備という、基本的な戦略においては同じ方向を向いて

いる。また、全農の早期精算が今後も続き、ＪＡ北つくばの買取価格が全農の

年内価格と同水準となれば、生産者にとって両者の違いは見えないものとなる。

　現状では、単協独自販売と全農委託販売の集荷量について、ＪＡ北つくばと

いばらき県本部の間ではしばらくは変化しないのではないだろうか。そうであ

るならば、両者の違いは販売時のロットの大きさの違いということになる。両

者の関係は、米の集荷をめぐっての対立という側面を強調するよりは、販売先

のロットの大きさと、それに照応した実需者のニーズへの対応を軸とした、適

切な役割分担の構築へと持って行く必要があるといえるかもしれない。

３．田谷川地区における構造変動と大規模経営の形成

　１）筑西市農業の構造と田谷川地区の概要

　以下の節では消費・流通サイドの変化を受けての生産構造の変動について分

析を進めていく。まずは、本稿で対象とする茨城県筑西市、及び田谷川地区の

農業構造について、簡単に整理しておこう。

　　（１）筑西市農業の基本的性格

　茨城県筑西市は茨城県西地方に所在し、05年に旧下館市・関城町・協和町・
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明野町が合併して誕生した。本稿で検討の対象とする田谷川地区は旧下館市に

属するので、ここでも旧下館市農業の概況について見ていく。

　表６は、旧下館市農業の基本的性格を見たものである。まず１点目に、1.0

～ 3.0ha層に代表される中間層の分厚い堆積が特徴的である。そして２点目に、

小作料水準の高さが挙げられる。10ａ当り実納小作料で見ると、都府県平均を

大きく上回る茨城県の中でも、旧下館市は23,000円とさらに高くなっている。

広い経営地とそこから発生する自作地地代の獲得による経営内抵抗力の大き

さ、そのことを基礎とした小作料水準の高さが、これまで当地域の農地流動化

を阻害してきた25）。とは言いつつも、小作料の水準は米価下落に伴い最も高かっ

た時期に比べて10,000円余り低下しており、現在その水準が借り手にとって大

きな問題として認識されているわけではない。むしろ現在では、大規模経営間

の借地獲得競争の激しさが、小作料水準を高めに保っているのである26）。

　３点目は、第２種兼業化率・世帯主恒常的勤務率の高さ、そしてデータの都

合上茨城県全体の値ではあるが、全国平均と同等の男１時間当り給与額27）に

表６　旧下館市農業の基本的性格

 

資料：米ＪＡ取扱率はＪＡ北つくば提供の資料及び農林水産省『総合農協統計表』『生産農

業所得統計』より、男１時間当り給与額は厚生労働省『賃金センサス』より、実納

小作料は全国農業会議所『水田小作料の実態に関する調査結果―平成19年―』より、

それ以外は農林水産省『農林業センサス』より作成。

注：１）経営耕地1.0 ～ 3.0ha未満農家率は総農家数を、第２種兼業農家率については販売

農家数を分母に取った。

　　２）男１時間当り給与＝（きまって支給する現金給与額＋年間賞与その他特別給与額

／ 12）／（所定内実労働時間＋超過実労働時間）

　　３）『賃金センサス』のデータは、５人以上規模企業・全産業民公営計のうち、一般労

働者と短時間労働者の加重平均を各年算出し、その５年間平均の値をとった。

　　４）米ＪＡ経由率＝『総合農協統計表』の系統取扱額／『生産農業所得統計』の農業

粗生産額。ただし、旧下館市についてはＪＡ北つくば下館支所販売額を代用した。

　　５）旧下館市の実納小作料は、２俵＝11,500円／ 60kg（2007年産コシヒカリＪＡ米１

等仮渡価格＋年内追加払価格）×２＝23,000円、で求めた。
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示されるように、農外労働市場が比較的広範に展開していることである。そし

て４点目に、そのような状況下で近年構造変動が急激に進展している。表７か

らも分かるように、近年農家数が減少しているのは経営耕地面積1.0ha未満の

零細層だけでなく、これまで分厚く形成されてきた1.0 ～ 3.0haという中間層

である。中間層の分解は、今後も農地流動化を推し進めることが予想される。

　５点目に、ＪＡ集荷率が比較的高いことが挙げられる。ＪＡ集荷率が20％程

度と極めて低い茨城県の中で、旧下館市は04年度で59.6％と例外的に高い数値

を維持している。

  　（２）田谷川地区の概要

　本稿でいう田谷川地区とは、茨城県筑西市田谷川土地改良区管内の11集落（大

字）、受益面積550ha（うち、水田500ha）を指す。既に全地区で圃場整備は終

了しており、一部10a区画を含みつつも、概ね30a区画に整形された水田が広がっ

ている。

　当地区では1990年からブロックローテーションを実施しており、現在は３年

に１回全ての圃場に転作が回ってくるようになっている。転作時には概ね麦・

大豆の二毛作が実施されている。ただし、転作地は完全に団地化されているわ

けではなく、各集落に転作地が公平に配分されるように土地改良区の方で配慮

している。93年には転作用機械（特に、汎用コンバイン）を所持している生産

者の中で、各集落から規模拡大意欲の強い農家の経営主を最低１名ずつ選び、

田谷川協業組合が設立された。現在当地区で積極的に規模拡大を行っているの

表７　旧下館市における農家の階層変動

 

資料：農林水産省『農業センサス』各年版より作成。

注：１）「3.0ha以上」「5.0ha以上」「10.0ha以上」「20.0ha以上」欄は、それ以上

層の累積値である。

　　２）05年センサスでは経営耕地規模別農家数の表記は販売農家のみであった

が、上層から差し引いていくことによって最下層の農家数を計算した。
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は田谷川協業組合のメンバーであり、彼らは地域農業の担い手として位置づけ

られている。なお、田谷川協業組合は「協業」という言葉を使ってはいるが、

メンバー間での協業関係は無く、担い手を明確化する目的、担い手の連絡組織、

補助金導入の受け皿としての性格が強い。

　コシヒカリ作付率が約95％と極めて高いことも、当地区の特徴である。その

ため稲作の適期は短く、田植・稲刈ともに２週間程度であり、鋭い労働ピーク

を形成する。春は田植の後に麦刈、大豆の播種が、秋は稲刈の後に大豆刈取と

小麦播種が控えている。いずれも作業適期は２週間程度であり、緊張度の高い

作業が間断なく続くことになる。

図７　田谷川地区における農地流動化の推移

資料：田谷川土地改良区提供の資料より作成。

注：１）いずれも通年賃貸借地（わずかに、利用権設定をしていないものを含む）

を対象としたもので、作業受委託・転作借地は除いている。

　　２）入作地率は、各集落（大字）の入作地を合計したものを分子として用いた。
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　２）田谷川地区における農地流動化の進展と要因

　　（１）農地流動化の進展

　当地区においても近年急速に農地の流動化が進展してきている。当地区にお

いては、90年代までは高額の転作奨励金を背景とした転作借地、及び稲作作業

受委託として展開してきたものが、近年は大部分利用権設定である通年賃貸借

によるものへと切り替わってきている。また、担い手は田谷川協業組合のメン

バーにほぼ限られるようになり、流動化した農地は彼らに集積されている。図

７は当地区における農地流動化の推移を見たものであるが、通年貸借地率と田

谷川協業集積率は90年代後半以降、着実に上昇を続けていることが分かる。そ

して、08年時点では双方とも40％に達している。

　また図７では、それと並行して入作地率も上昇していることが分かる。これ

は、近年の農地流動化が集落を超えて展開していることを示している。当地区

における大規模経営は集落の垣根を超えて農地を集積しているのであり、集落

によっては集落内の農地の半分以上が集落外の大規模経営によって耕作されて

いる所もある。

　　（２）作業受委託と利用権設定による収益分配の違い

　当地区での農地流動化の形態は、近年は通年賃貸借が主流となりつつも、ま

だ稲作作業・転作受委託も併存している。そのため、流動化の形態によって

収益配分も異なり、３年で１回転のブロックローテーションを実施しているこ

ともあって複雑である。表８はそれを整理したものである。稲作作業・転作受

表８　作業受委託と通年賃貸借による収益配分の違い

資料：聞き取り調査より作成。

注：１）10a当りの値である。

　　２）委託者水稲所得＝水稲粗収益－機械作業委託料金－物財費等

　　３）水稲所得＝水稲粗収益－必要経費

　　４）転作受託収益＝転作作物販売代金－必要経費（地代は5,000円／ 10a）

　　５）転作収益＝転作作物販売代金－必要経費（地代は２俵／ 10a）
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委託の場合、水稲作の年は受託者は機械作業料金を得られる一方で、委託者は

粗収益から機械作業委託料金と物財費等を差し引いた委託者水稲所得が得られ

る。転作の年においては、受託者は作物の販売代金から必要経費を差し引いた

転作受託収益のみが得られ、委託者は転作奨励金全額と受託者から支払われる

5,000円／ 10aの転作地代が配分される。なお、後述するように作業委託と転

作委託は必ずしもセットになっているわけではなく、転作時のみ転作委託を行

い水稲作付時には自作する委託者もいる。

　通年賃貸借の場合、委託者には水稲・転作の関係なく小作料２俵が支払われ

る。一方で、受託者には転作年に転作奨励金が分配される点が、作業受委託と

は異なる。

　　（３）農家の農地貸付行動の類型

　農地流動化の形態を観察するために、当地区のＳＮ集落の事例を取り出して、

農民層分解の状況について示したものが表９である。この表より、田谷川協業

組合メンバーのＩを除いた農家の貸付行動は、水稲作付と転作への対応によっ

て以下の４類型に分けられる。主要機械の所有状況について見た表10と合わせ

て検討していきたい。

　①稲作自作＋転作自作【Ⅰ】

　自脱型コンバインを所有して稲・麦ともに自作し、自己完結的な経営を行っ

ている。ただし、転作裏作の大豆については汎用コンバインの導入が必要となっ

てくるので、作付を大規模経営に委託して機械の導入を避けている場合も多い。

当地区においてこのような対応ができる農家は担い手を除けばかなり限られて

おり、経営耕地面積で２～４ha規模の農家である。ＳＮ集落では、②・③・⑤・

⑥がこれに当る。

　②稲作自作＋転作委託【Ⅱ】

　水稲については自作するが、転作時には大規模経営へ転作貸付を行う。2ha

未満の規模の農家がこれに当る。兼業深化・高齢化等で労働力が脆弱化した農

家は、まずは転作から耕作を断念し、大規模経営へ委託を始める。従来の小規

模農家の対応はこの稲作自作＋転作委託【Ⅱ】、もしくは稲作作業委託＋転作

委託【Ⅲ】が主流であり、大規模経営は転作借地の集積によって規模拡大を達

成してきた。また、露地野菜や養豚等の複合部門を抱えている農家も、労働力
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表９　田谷川地区のＳＮ集落における農民層分解の状況

 

資料）田谷川土地改良区提供の資料、及び聞き取り調査より作成。

注）アルファベットで示してある農家番号は、後掲表17と同じ。
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不足のためそのような行動をとる。表９では、①・④・⑨・⑬がこれに当る。

　③稲作作業委託＋転作委託【Ⅲ】

　Ⅰ・Ⅱのような対応をしていた農家で、機械作業が困難となった者、また稲

作用機械の更新時に新規機械の導入を行わなかったために田植機・コンバイン

を所有していない者がこの類型に移行する。その意味では、Ⅱの類型がより深

化したものとして捉えることができ、利用権設定をする農家の一歩手前の状況

ともいえる。しかし、管理作業は行っているので、完全に離農しているわけで

はない。ＳＮ集落では、⑦・⑧・⑩・⑪・⑫・⑭である。

　④通年賃貸借（利用権設定）【Ⅳ】

　管理作業も困難となり、利用権設定を行って稲作・転作を問わずに耕作権そ

のものを大規模経営へ貸し付ける。

　離農する農家は転作から稲作へと作業委託を深化させていき、Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→

表10　ＳＮ集落農家の機械所有状況

 

資料：表９と同じ。

注：１）括弧内の数字は、導入年を示す。

　　２）「－」は不明を示す。
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Ⅳ、と順を追って耕作から離れていく。その中で近年は、ⅢからⅣへの移行が、

つまりは作業委託から通年賃貸借への移行が焦点となっているのであり、その

要因を解明する必要がある。カタカナで番号を表記している元農家がこれに当

る。

　　（４）作業受委託から通年賃貸借へ移行する要因

　①前史としての転作受委託の展開

　通年賃貸借による流動化が主流になる以前の転作受委託の広範な展開を支え

たのが、高額な転作奨励金の存在である。１台1,000万円程度と高価な大豆転

作用の汎用コンバイン購入を躊躇した小規模農家にブロックローテーションへ

の協力をとりつけ、さらに転作委託を促したのは、高額の転作奨励金収入が委

託者の方に見込めたからである。その額はブロックローテーションが始まった

ばかりの92年時点では60,000円/10aにのぼり、04年においては55,000円/10aと

農林水産省『米及び小麦の生産費』による04年産関東・東山地方の稲作所得平

均44,808円/10aをも上回っているのである。

　受託者にとっても、転作受委託は通年賃貸借に比べて委託者の抵抗感が小さ

く、また保有機械の操業度向上も図れる容易な規模拡大の方法であった。その

ため、現在では当地区の転作作付の８割程度が田谷川協業組合のメンバーに集

積されている。

　転作委託を行う農家の水稲作時における対応は、家族労働力を確保している

場合は自作を、兼業深化・高齢化等の要因で確保できない場合は機械作業委託

をして管理労働のみを自ら行う、というものであった。どちらにしても、昭和

一桁世代が農業経営の主力を担っていた時期、90年代の前半までは利用権設定

をして完全に離農をすることはまれだったのである。

　②高齢化の進展と世代交代

　通年賃貸借が増加している要因としてまず考えられるのが、これまで管理労

働を担ってきた親世代のリタイアが進み、それを行う家族労働力を確保できな

くなったことである。表11は田谷川土地改良区の組合員に対して実施されたア

ンケートの結果から、経営主の年齢分布について示したものである。65歳以上

の占める割合が合計で44.7％とかなりの高さに達していることが分かる。特に、

経営耕地面積2.0ha未満の農家では、75歳以上の占める割合が高くなっている
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ことも分かる。当地区においても高齢化の進行は顕著であるとともに、1.0ha

～ 2.0haの中間層においても高齢化が進展していることが分かる。

　しかし、離農世帯は家の後継者については確保している場合が多い。表12は

当地区でも有数の規模を誇る㈲Ｂへ利用権設定をしている地権者の貸付年、世

帯構成を示したものである。委託者数は年々増加し、平均貸付面積も大きくなっ

ていることからも分かるように中小規模の農家の離農が激しくなっているが、

２世代世帯、３世代以上世帯の構成比は高い。これは、離農世帯では必ずしも

労働力が枯渇しているわけではないことを示唆している。農外就業の合間に管

理労働を行うような、細切れの労働力は存在しているのである。そのように考

えていくと、近年における農地流動化の要因は高齢化の進展と世代交代だけで

表12　㈲Ｂに利用権設定をした地権者の貸付年と世帯構成の推移

 

資料：田谷川土地改良区提供の資料、及び聞き取り調査より作成。

表11　田谷川土地改良区組合員の経営耕地面積規模別年齢構成

 

資料：田谷川土地改良区提供の資料より作成。田谷川土地改良区組合員に対する「農

　　　地利用に関する農家意向調査」（2004年２月）のデータ。

注：回答率は44.5％。
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説明できるとはいえない。

　③米価の下落と管理労働へのインセンティブの低下

　もう１つの要因として検討が必要なのが、90年代後半以降に深刻化した米価

下落の影響についてである。米価の下落により、作業委託をして水稲粗収益か

ら機械作業委託料金と物財費等を差し引いた委託者稲作所得よりも、通年賃貸

借をして小作料を得る方が経済的に有利になったのである。表13はその関係を

表13　作業受委託と通年賃貸借の採算比較（委託者）

【単年】　　　　　　　　　　　　 　　　　【３年間】

 

資料：ＪＡ北つくば提供の資料及び聞き取り調査より筆者作成。06年時点でのデータ

である。

【単年】の表について

注：１）粗収益算出に用いた販売単価は06年産ＪＡ仮渡価格＋年内追加払い（ＪＡ米

１等）、単収は聞き取り調査による当地域平年単収。

　　２）水利費とは土地改良事業の償還金を、維持費とは土地改良区への拠出金（一

般的にいう水利費）を指す。

　　３）作業料金は消費税込みの価格を表記してある。

【３年間】の表について

注：４）３年目（麦＋大豆）の「作業委託」の欄には、地主取り分として【産地づく

り交付金（担い手取り分を差し引いたもの：表15の注２）を参照）＋転作地

代＝55,000円／ 10a】を表記した。
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見たものである。表の単年の方を見ると、作業委託をして委託者稲作所得を得

た場合が14,540円／ 10a、小作料を得た場合が物納小作料２俵を06年産米価（Ｊ

Ａ年内支払価格）で換算して25,000円／ 10aと、後者の方が10,460円／ 10aほ

ど有利であることが分かる。

　この点を、経年的により詳しく見ていこう。委託者稲作所得は粗収益から機

械作業委託料金と物財費等を差し引いたものであり、その中には自作地地代と

管理作業労働報酬が含まれる。管理作業労働報酬とは、委託者が稲作の管理作

業を行うことで得られる報酬である。

図８　管理作業労働報酬と農外就業賃金の推移

資料：筑西市提供の資料、農林水産省『米及び小麦の生産費』『作物統計』、米価格センター

資料、厚生労働省『賃金センサス』、及び聞き取り調査より作成。

注１：生産者手取米価は、米価格センターの茨城県産コシヒカリ年間加重平均価格から、流

通経費として3,000円/60kgを差し引いたものを求めた。3,000円/60kgの根拠につい

ては、農林水産省〔19〕を参照。なお、データソースが異なるので06年の米価のデー

タは表13とは一致しない。

注２：物財費は2006年現在の値を『農業物価統計』の指数によって補正したものを用いた。

物財費の費目については表13と同じ。

注３：1時間当り管理作業労働報酬は、委託者稲作所得／管理労働時間、で求めた。管理労

働時間は、『米及び小麦の生産費』の「管理＋除草＋生産管理」労働の時間である。

注４：茨城県男子製造業平均時給＝『賃金センサス』の（きまって支給する現金給与額＋

年間賞与その他特別給与額／ 12）／（所定内実労働時間＋超過実労働時間）
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よって、

　委託者稲作所得＝粗収益－機械作業委託料金－物財費等

　　　　　　　　＝自作地地代＋管理作業労働報酬

となる。

　ここで自作地地代を実勢小作料で評価した場合、委託者稲作所得、管理作業

労働報酬、自作地地代は以下の式に変換できる。

　管理作業労働報酬＝委託者稲作所得－自作地地代（実勢小作料で換算）

　管理作業労働報酬を管理労働時間で割って、１時間当り管理作業労働報酬を

算出し、その推移を見たものが図８である。１時間当たり管理作業労働報酬は

97年から男子製造業平均賃金で代表させた他産業賃金を大きく下回るようにな

り、2000年代に入るとマイナスにまでなっている。管理作業労働報酬が赤字に

なるということは、物財費すらまかなえないことを意味する。そして、以上の

管理作業労働報酬の動きは、生産者手取米価の下落と符号する。

　農外の安定就業機会を得て家計費をそこからの賃金で賄っている後継者世代

にとっては、管理作業を行うインセンティブは著しく低くならざるを得ない。

彼らにとって管理作業を行うことは割にあわず28）、通年賃貸借に出して小作料

を得る方が望ましいのである。このような管理作業労働報酬の低下が、世代交

代に伴って離農を決断させる要因として作用したのであり、世代交代期に差し

掛かり、農業後継者が確保できなかった農家から順に離農が進展しているので

ある29）。90年代後半以降の当地区における農地流動化の急進展は、米価下落に

よる後継者世代の管理作業へのインセンティブ低下が大きな要因となっている

のである。

　ただし、再び表13を見ると、単年では有利だった通年賃貸借が、転作を含

めて３年間で見ると不利になっている。１年目・２年目はそれぞれ10,460円

／ 10aの赤字であった作業委託の方が、３年目に転作奨励金が得られるために、

３年間トータルで見ると9,080円／ 10a上回っているのである。利用権設定を

しない限りは委託者へ配分されるという転作奨励金の配分方法が、現在では農
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地流動化のさらなる展開を阻害しているといえる。

　以上検討した委託所得と小作料の関係の変化は、物財費にほとんど変化が見

られない中では米価、小作料、作業料金の３者の相対関係で決まる。米価が下

落したことが利用権設定を有利にした最大の要因だが、作業料金がこの間ほと

んど変化しなかったことも大きい。表14にあるように、95年を100とした場合、

06年の値は米価が73.9、小作料が73.9に対して、作業料金が101.8と消費税率

が上がった分だけむしろ高くなっている。米価下落に応じて農業委員会が委託

料金を引き下げることができなかった理由は、作業受託をする経営は大型の機

械を一式揃えており、機械償却費負担を考慮すると引き下げは難しいこと、先

に見たように当地区の農外就業賃金は全国平均的な水準にあり、それを作業料

金にも反映させる必要があったことが挙げられる。また当地域の小作料水準の

高さも、３者の関係に影響を与えている。

　④受託者が通年賃貸借を希望する理由

　では、受託者にとって通年賃貸借を受け入れる理由は何であろうか。

　１点目は、転作奨励金の配分が利用権設定することによって受託者へと配分

されることである。表15は、作業受託と通年賃貸借の採算性を受託者について

見たものである。単年では受託者にとっては作業受託の方が11,222円／ 60kg

表14　対象事例地域における生産者手取価格・作業料金・小作料の推移

 

資料：図８と同じ。

注：計算方法は図８と同じ。
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表15　作業受委託と通年賃貸借の採算比較（受託者）

 

資料：後述㈲Ｂ営提供の資料及びＪＡ北つくば提供の資料、農林水産省『米及び麦類の生

産費』『工芸作物等の生産費』2004年産版より作成。いずれも、2004年時点でのデー

タである。

【通年賃貸借の欄について】

注：１）小麦＋大豆時の経営費の地代は利用権設定によるもので計算した。

　　２）産地づくり交付金に担い手取り分が設定されたのは、産地づくり交付金制度が発

　足した04年度以降である。

【作業受託の欄について】

　　３）作業受託の際にかかるコストについては、肥料代・農薬代・租税公課等について

　は委託者負担となるので、それ以外の費用について計上した。

　４）作業受託の場合の10a当り雇用労働時間の計算について。『2004年産　米及び麦類

の生産費』都府県15ha以上の総労働時間より、種子予措0.34、育苗1.78、耕起整

地2.40、基肥0.4、追肥0.38、田植2.12、刈取脱穀2.22、乾燥0.91、間接労働時間0.76、

の合計14.44時間とする。データを利用したＡ経営では経営主は経営管理労働に特

化していることを考えると、これらの労働時間を全て雇用労働時間と見積もって

も問題はないと思われる。

　５）雇用労働費の賃金単価は、Ａ経営の雇用労賃10,000円／日（８時間）とした。

　６）小麦＋大豆時の10a当り作業受託所得は、粗収益（126,060円）－経営費（68,587円：

支払地代は期間借地のため5,000円）＋産地づくり交付金の担い手取り分（14,000

円）で計算した。
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有利であるが、３年間で見ると10,150円／ 60kgほど通年賃貸借の方が有利に

なる。産地づくり交付金64,000円／ 10aの配分が、ここでも効いてくるのであ

る。

　２点目は、利用権設定をすることによって農作物の出荷名義を得られ、受託

者が直接販売に踏み込んでいく際のロットを確保できることである。後述する

ように、当地区の大規模経営の中には近年直接販売を拡大する者も見られ、彼

らには通年賃貸借を積極的に受け入れる誘因が存在するのである。

　３）品目横断的経営安定対策の導入と集落営農の登場

　当地区での借地集積は、主に田谷川協業組合メンバーを中心とした個別経営

によってなされてきた。しかし、自由競争的に展開された借地獲得競争は大規

模経営の圃場分散化を招き、市・ＪＡ・土地改良区等の関係機関の間では計画

的な農地集積と圃場連坦化の重要性が強く意識されるようになった。そこで02

年からは、ＪＡ北つくばを中心に農地保有合理化事業の取組が進められてきた。

　一方で、05年に経営所得安定対策等大綱が発表され07年度からの品目横断的

経営安定対策の実施が明らかになると、集落営農組織化への取組が活発化した。

表16　茨城県内におけるＪＡ別集落営農立ち上げ状況

 

資料）ＪＡ北つくば提供の資料より作成。

注）06年11月現在のデータである。
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政策の対象要件に達せずに転作を自作している農家を、助成対象に含める必要

性があったからである。それは、当地区においてはこれまでブロックローテー

ションを基礎とした転作受委託が大規模経営の規模拡大に重要な役割を果た

してきたこと、助成対象とならない農家の転作からの離脱がブロックローテー

ションの崩壊につながることが危惧されたことによる。

　関係機関の中で、集落営農組織化に最も熱心だったのがＪＡ北つくばであっ

た。表16にあるように、ＪＡ北つくば管内においては、06年中に茨城県下で

設立された集落営農101組織のうち37組織が存在する。特定農業団体について

は、県内38組織のうち実に33組織がＪＡ北つくば管内に集中し、茨城県全体の

86.8％を占めている。

　担当者曰く、集落営農推進は「ＪＡの存立基盤をかけた取組」であったが、

ＪＡ北つくばが熱心に取り組んだ１つの要因に農産物集荷先・資材供給先の安

表17　田谷川協業組合メンバーの経営面積規模

 

資料：ＪＡ北つくば、田谷川土地改良区提供の資料及び聞き取り調査より作成。 

注：調査年は、㈲Ａのみ2006年、その他は2008年である。
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定的な確保という目的があったといえる。設立された各集落営農組合の農産物

出荷・資材購買が、全量ＪＡ利用が基本となっている。ＪＡ北つくばは、直接

販売に踏み切る際に集落営農組合への説明会を真っ先に行ったが、そこでの理

解を得たことが07年産の集荷量確保に大きく貢献した。さらに、ＪＡ北つくば

は集落営農に対して資材統一米、特栽米Ａの推進を活発に行い、これらの販売

アイテムを安定的に生産する拠点を構築している。集落営農組織化は、結果と

してＪＡ北つくばにとっての「生産者管理」の一環となったのである。

　当地区においても、一部の田谷川協業組合メンバーを取り込む形で４集落営

農組合が誕生した。これまで個別経営による自由競争的な借地獲得競争が展開

してきた当地区において、圃場分散の解消を目指しつつもＪＡが主導する形で

集落営農組織が登場してくることによって、構造変動は新たな局面を迎えたと

いえる30）。

表18　田谷川協業組合メンバーの労働力構成

 

資料：表13と同じ。

注：１）括弧内の数字は年齢を示す。

　　２）雇用労働力欄の日数は、それぞれの年間従事日数を示す。
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　４）担い手の性格

　　（１）個別経営

　表17、表18は、田谷川協業組合メンバー、各集落営農組合への調査をもとに、

田谷川地区において現在展開している担い手の経営規模と労働力構成を示した

ものである。また、表19は各経営の機械装備の状況について見たものである。

これらの表の検討、及び聞き取り調査による確認を踏まえて、各経営を以下の

ように分類できる。

　①法人経営【Ⅰ】

　まずは、当地区の担い手の最上層に位置付けられる法人経営㈲Ａ、㈲Ｂで

ある。いずれの経営も米＋麦＋大豆を中心とし、それにソバを加えて経営規

模の拡大を図っている。両経営の経営耕地面積、作付面積は、㈲Ｂが47.6ha、

表19　田谷川協業組合メンバーの機械装備状況

 

資料：表13と同じ。

注：Ｋは田植機以外の機械を集落営農で共有しているので、表示していない。また、Ⅱ類

型の平均値にＫのデータは反映させていない。
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107.5haに達し、㈲Ａは75.0ha、227.0haと、地区外での集積農地をかなり含み

つつも当地区でも飛び抜けて大きい経営となっている。

　これらの経営は家族経営の枠を越え、雇用を恒常的に導入していることが特

徴的である。㈲Ａは常雇９人、㈲Ｂは常雇６人と臨時雇を３人、150人日程度

導入し、いずれも家族労働力の量を上回っている。

　両経営ともに50ps以上の大型トラクター、８条植の田植機、５条刈以上の自

脱型コンバインを複数台所持した大型機械体系を擁している31）。㈲Ａはトラク

ターを10台所有しているが、これによって労働力１人につきトラクター１台の

装備を目安としているからである。乾燥機も50石のものを７台装備し、稲刈作

業の円滑な遂行を可能にしている。㈲Ｂは乾燥機の所有台数が少ないが、これ

は乾燥・調製をＪＡのライスセンターで行っているからである。ただし後で詳

しく検討するように、両経営とも経営面積規模に対して機械装備は若干過大で

ある。短く鋭い春・秋の労働ピークに規定され、大面積での作業をこなすため

には過大な機械装備を抱え込まざるを得ないからである。それでも㈲Ｂの経営

主が「うちはいつも作業が遅れ気味になる」というように、作業適期を逸する

こともしばしばある。

　両経営は雇用労働力の完全燃焼を狙いとして、近年は露地ネギやハウス野菜

といった集約部門に取り組んでいる。

　②規模拡大家族経営【Ⅱ】

　Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ・Ｉ・Ｋである。労働力は家族労働力に頼り、㈲Ａ・㈲

Ｂと同様に米＋麦＋大豆を中心とした規模拡大をこれまで遂げてきた。経営主

の年齢も50代の者が多く、農業後継者も比較的確保できている。法人経営と同

様に大型機械体系を導入しているが、複数セット装備している㈲Ａ・㈲Ｂとは

異なり、作業機毎に保有しているトラクターを除いて１セットである場合が多

い。これらの経営は、後で検討するように機械の操業度が最も高くなり、機械

装備としては適当な水準を実現しているといえる。

　これらの経営のうち、Ｄ・Ｇ・Ｉ・Ｋは集落営農に参加しており、そちらの

方からも影響を受ける。なお、Ｉは近年規模拡大ペースが鈍っていたが、集落

営農設立を契機に集落内の転作が再度集積されつつあるので、Ⅱ類型に分類し

た。
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　③現状維持・規模縮小経営【Ⅲ】

　Ｈ・Ｊ・Ｌ・Ｍ・Ｎ・Ｏ・Ｐである。Ｈを除いて大豆の作付を欠落させてい

るが、それはこれらの経営が転作裏作の大豆を他のより規模の大きい担い手に

貸し付けているからである。よってＨを除いて汎用コンバインの装備を欠くと

ともに、またその他の機械の性能もⅠ・Ⅱ類型に比べて一回り小さい。

　家族労働力の数もⅠ・Ⅱ類型に比べて少なく、経営主も60代以上である場合

が多い。

　　（２）集落営農

　集落営農組合は、田谷川協業組合のメンバーを「主たる従事者」に設定し

て設立された場合が多い。ＡＯ組合のＤ・Ｇ、ＭＤ組合のＫ、ＳＮ組合のＩが

そうである。しかし、これらの集落営農は経理方式としていわゆる「枝番方式」

32）を導入するなど経営体としての内実には乏しい。一部共同作業を含みつつも、

ＪＡとしては組合員が離農する際に組合の「主たる従事者」へ農地を集積する

ことで、担い手の圃場を団地化することを狙っている。もともと集落営農への

取組がＪＡ農地保有合理化事業として開始され、圃場分散化への対応として計

画された経緯が反映されているのである。

　比較的組合としてのまとまりがいいＭＤ組合・ＳＮ組合は、他集落の担い手

からの「貸し剥がし」を含みつつ組合内の担い手への農地集積が進んでいる。

ＭＤ組合のＫは、もともと集落に存在していた協業組合を若手中心に再編し、

組合内の作業の集積を図っている。ＳＮ組合の場合は、集落内の転作作付につ

いてはＩにほぼ一元化されている。一方でまとまりが悪いＡＯ組合の場合、Ｄ

は設立範囲内の圃場は集落営農に参加させつつも、他集落で耕作している圃場

は個別経営のままにしておくという対応をとっている。

４．担い手の販路選択とその規定要因及び条件

　１）各担い手の生産物出荷の状況

　ここまで、米価下落の影響を中心に田谷川地区における構造変動について分

析してきたが、以下では形成された担い手の生産物出荷に焦点を当てて見てい

こう。その状況を示したものが、表20である。また、販路について具体的に見
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表20　田谷川地区における担い手のＪＡ出荷率と米作付対応

 

資料：表13と同じ。

注：１）データが不明であった場合は「－」で示した。

　　２）資材統一米、特栽米Ａの作付率は面積ベースである。

　　３）類型別の平均値は単純平均。データが判明している経営を対象として算出した。

　　４）麦粗収益が㈲Ａとその他の経営で大きく差が開いているが、これは㈲Ａを調査した

06年の実績と07年以降で、品目横断的経営安定対策の導入により麦の価格支払制度

が大きく変更されたためである。よって、Ⅰ類型の麦の平均値は算出しなかった。
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たものが表21である。

　　（１）法人経営

　法人経営である㈲Ａ、㈲Ｂから見ていこう。

　まず、両経営で米のＪＡ出荷率が低くなっていることが指摘できる。㈲Ａの

ＪＡ出荷率80％は、06年時点では当地区の他の経営に比べて低い方であるし、

㈲Ｂの場合は表中の07年産でＪＡへの出荷率を下げて67.1％とし、08年産は表

記していないが３割程度になっている。では、これらの経営が米をどこに販売

しているか、表21を見ると地元の個人飲食店等の地場需要に加え、量販店・外

食産業等の中小チェーンが多いことが分かる。

　一方で、麦・大豆の場合にはＪＡ出荷が大半である。価格メリットもさほど

無く、ＪＡ以外へ出荷する積極的なメリットが無いからである。ただし、事情

表21　直接販売の販路・価格と出荷開始の経緯

 

資料：表13と同じ。
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により㈲ＢはＪＡへの出荷を取りやめている。ソバについては、いずれの経営

もＪＡ以外の業者・飲食店に販売している。これは、ＪＡがソバの集荷に消極

的であること、また業者・飲食店の買取価格が高く収益部門となるからである。

　ＪＡ北つくばが生産拡大に力を入れている資材統一米、特栽米Ａは両経営と

も作付していない。以前は協力をしていた時期もあったが、手間と収益性を考

慮して生産開始１～２年で中止している。

　　（２）規模拡大家族経営・集落営農

　Ⅱ類型である規模拡大経営については、相対的に規模が大きいＣ、ＤがＪＡ

以外への出荷を行っている以外は、麦・大豆も含めてＪＡへの出荷が基本であ

るといえる。ＪＡ出荷100％の経営が多いことがそれを示している。なおＤの

場合は、先述したように個別経営部分を残しており、その部分で生産した米を

自身の持つ直売所で販売しているのでＪＡ出荷率がやや低くなっている。

　ソバについてはⅠ類型と同様の理由から、ＪＡへの出荷率は低い。特にＣは

ソバの作付が多く、販売額も1,000万円を超えて重要な収益部門となっている。

Ｃは独自に販路開拓を行い、現在はソバ屋25軒と取引を行っている。

　資材統一米、特栽米Ａへの取組については、各類型の中で最も積極的である

といえよう。平均作付率の両者合計も68.7％と高く、全ての経営が特栽米Ａの

作付に必ず１回は関わっている。Ⅱ類型の経営については、彼らの規模拡大へ

の意欲とＪＡマーケティングと連動した営農指導がうまく結びついているとい

える。

　集落営農についても、Ⅱ類型と性格を同じとしている。農産物は基本的にＪ

Ａへ出荷され、資材統一米、特栽米Ａの作付率も高い。集落営農にはⅡ類型に

当る大規模経営のうち、Ｄ、Ｇ、Ｉ、Ｋが「主たる従事者」として参加し、ま

た先述のようにＪＡ北つくばが集落営農にこれらの作付を積極的に推進してい

るからである。

　　（３）現状維持・規模縮小経営

　Ⅲ類型の経営についても、Ⅱ類型と同様に経営主が集荷業者に就職してい

るＭを除いてＪＡ出荷が基本であるといえる。米・麦いずれの出荷率もＪＡ

100％としている経営が多い。

　Ⅱ類型との違いは、資材統一米、特栽米Ａへの取組に消極的である点である。
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平均作付率も28.6％と低いが、過去に作付を経験した経営の率も28.6％と低い

のが、Ⅰ・Ⅱ類型との大きな違いである。これは、Ⅲ類型が資材統一米、特栽

米Ａに関心を示さなかったことを意味している。規模拡大に消極的である彼ら

にとって、自らがこれまで慣れ親しんできた栽培方法とは異なる取組を、あえ

て新しく始めるインセンティブは低いのである33）。

　２）生産者直販とＪＡ出荷を分ける要因及び条件

　価格が下落傾向にある中で、より高い販売価格を実現できる直接販売は魅力

的なはずである。しかし当地区においては、最上層であるⅠ類型を除いて必ず

しも直接販売が全面的に拡大しているわけではなかった。以下では、直接販売

とＪＡ出荷を分ける要因について検討していこう。

　　（１）面積規模拡大に関する要因

　第１に、各経営に共通する要因として面積規模の急速な拡大がある。当地区

表22　田谷川協業組合メンバーの経営面積規模拡大のペース

 

資料：表17と同じ。

注：１）通年賃貸借をしている水田と陸田について示してある。

　　２）㈲Ａの値は、土地改良区の資料で把握可能なデータを示している。
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の経営が規模拡大途上であり、しかも近年急速に農地が集積されてきているの

で販売にまで手が回らず、生産者直販の拡大を抑えているのである。

　表22によると、規模拡大意欲が旺盛な経営は毎年数ha単位で規模が拡大され

ていることが分かる。02年から08年にかけて、Ⅰ類型では水田経営面積が平均

して1.9倍に、Ⅱ類型では1.7倍に増加している。また、当地区はブロックロー

テーションを行っているために、同じ圃場でも３年に１回は必ず転作が回って

くる。そのために各経営は毎年異なった農作業体系の組み立てが必要となる。

農作業体系の組み立ては、それが失敗すると適期作業を逃して単収水準が大き

く下がる34）、高い経営者能力を要求される管理労働である。特に当地区では、

コシヒカリ作付率の高さが秋の労働ピークを鋭くし、また稲刈の後にすぐ小麦

播種・大豆刈取と作業が間断なく続くことも、農作業体系の組み立てを重要な

ものとする。よって、現在ではなかなか販売にまで力を入れる余裕はないので

ある。

　直接販売をする場合、後で㈲Ｂの事例で検討するように販売先のニーズに合

わせて袋の大きさを変えたり、精米が必要になったりと新たな手間が多くなる。

また、精米をする場合は精米プラントに2,000万円程度の投資が必要になる。

販売先との契約によっては相手が生産物を取りに来るとは限らず、こちらから

届けに行く必要性も出てくる。その点、ＪＡ出荷は玄米で、しかもフレコン（１

トン袋）での出荷が可能であるなど手間を極力抑えることができる35）。この点

も、大規模経営がＪＡ出荷に傾斜する一因である。

　　（２）機械の操業度に関する要因

　以上の要因を別の側面から見ると、現在の生産力段階ではある程度の規模ま

では作業面積を拡大をするだけで収益性が担保されるということでもある。作

業面積の拡大により機会の操業度が向上する階層と、新たな機械の導入が必要

となってくる階層の違い、これが第２の要因である。

　図９は、各経営の機械の操業度を見るために、トラクター、田植機、自脱型

コンバイン、乾燥機について、性能単位当りの耕起、田植、刈取、乾燥面積を

作業規模別に見たものである。トラクターと乾燥機については作業面積が増大

するにつれて単位当り作業面積も上昇する傾向にあるが、田植機と自脱型コン

バインは作業面積が一定の大きさを超えると単位当り作業面積が逆に低下に向
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かう。そして、２つの機械の操業度を明確に低下させているのが、法人経営の

㈲Ａと㈲Ｂである。先の類型で行けば、Ⅱ類型からⅠ類型へ移行する際、水稲

作付面積で30ha程度を境として操業度の低下が発現するのであり、図９でも田

植機はその付近で曲線が曲がる。

　Ⅱ類型までは１セットでの機械装備の中型体系から大型体系への移行であっ

た。しかし、Ⅰ類型へは大型体系の複数セット化が必要となる。先に述べたよ

うに、当地区の場合は春・秋の鋭い労働ピークの形成がⅠ類型の経営に過大な

機械装備を要求するからである。田植、稲刈ともに作業適期は２週間程度しか

ない。そして、大型体系複数セットへの移行は、労働力の増加、つまりは雇用

労働の導入を必要とさせる。

　Ⅱ類型までは面積規模の拡大がそのまま機械利用の効率化をもたらし収益性

図９　作業面積規模と機械の性能単位当り作業面積の相関関係

資料：表17と同じ。

注：１）性能単位当りの作業面積から規模の経済性を分析する手法は、梅本〔５〕を参考

にした。

　　２）作業面積は作付面積と作業受託面積を足し合わせたものである。

　　３）協業組織を運営している表17のＫは、田植のみ表示した。

　　４）「１条刈当り刈取面積」は、各経営によって自脱型コンバインを使用する作物が異

なるので、それを反映させて計算した。「１石当り乾燥面積」の乾燥機についても

同様である。
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の向上につながるため、販売はＪＡに任せることが効率的である。一方で、Ⅰ

類型では面積規模の拡大が直接収益性の向上にはつながらない。さらに、雇用

労働の導入によって定期的な人件費支払いが発生する。以上の結果、Ⅰ類型は

直接販売の拡大で高価格販売を求めていくのである。

　　（３）ロット確保に関する要因

　続いて、大規模経営が直接販売に踏み切るために達成しなければならない条

件は、取引先のニーズに応じることができ、またマーケティングに幅を持たせ

ることができるだけのロットを確保できるかどうかという点である。

　各経営のロットの大きさについて検討したのが表23である。ＪＡに主に出荷

する経営の中で規模が大きい方であるＣ・Ｄ・Ｅのロットは60トン程度と、㈲

Ａ、㈲Ｂに比べて一回り小さい。しかもＤは、そのうち集落営農としてＪＡに

表23　各経営の確保できるロット

 

資料：表13と同じ。

注：１）推計値は、地域の平均反収510kg/10aに表17の水稲作付面積を掛け合わせ、２俵＝

120kgで計算した小作料を差し引いて求めた。

　　２）㈲Ｂのみ単収を480kg/10aとしている。

　　３）当地区ではブロックローテーションを行っているために各経営の水稲作付面積が

毎年変動する。そのため、推計量はあくまでも目安である。

　　４）07年産実績値は、ＪＡ提供の資料で確認できたものに、聞き取り調査で得た直接

販売分のデータを加味して記載した。
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出荷しているものが10トン程度あるので、確保できるロットはさらに小さくな

る。この程度のロットだと、安定的かつ大量に生産物を販売することが可能と

なる量販店や中食・外食チェーンといった、個別経営レベルでの大口取引先を

確保することが困難となる。

　また、複数の取引先を確保してリスク分散を図ることも難しくなる。例えば、

後で検討する㈲Ｂのように大口取引先に40トン程度販売した場合、Ｃ・Ｄ・Ｅ

では20トン程度しか残らなくなってしまい、新たな販路開拓ができなくなる。

特定の販路に依存するのは、危険分散のためにも望ましくない。家庭販売の

ような零細な取引先への販売を増やしていくことも考えられるが、それでは手

間がかかりすぎてしまい、面積規模が急速に拡大している下では直接販売のメ

リットが失われてしまう。

　一方で、当地区で最上層に当るⅠ類型の規模にまで達すると、個別経営でも

かなりのロットを確保できる点が重要である。推定出荷量は、㈲Ａで161トン、

㈲Ｂで91トンに達する。この程度のロットを確保すると、個人飲食店のような

零細な取引先だけではなく、中小外食チェーンの要求するロットにも対応でき

るようになる。ある程度のまとまった量を引き取ってくれる取引先が出現する

ことで、直接販売をする際の手間を抑えることが可能になるとともに、安定か

つ大量の販売が実現できる。また、大口の取引先を複数確保することが可能と

なることによってリスク分散も可能になる。直接販売を行う際の販売戦略に幅

を持たせることが可能になるのである。

　取引先の実需者にとっても、農業経営の側にある程度のロットが確保されて

いなければ、年間を通した安定供給について懸念が生じる。実需者にとっても、

ロットは直接取引のための目安となる。

　３）個別事例分析―典型事例経営における販売戦略―

　以下では、典型事例の分析として法人経営の㈲Ｂ、集落営農にも参加しつつ

も個別経営部分で直接販売を行っているＤ、集落営農に参加してほぼ全量ＪＡ

に出荷しているＩを取り上げ、詳しく検討していこう。

　　（１）㈲Ｂ農園の事例―ロットを確保して幅のある販売戦略の展開―

　㈲Ｂは08年時点で経営耕地面積48ha、水稲作付面積29ha、総作付面積＋水稲
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作業受託で108haの大規模経営であり、また雇用労働力を導入した経営でもあ

る。本稿の類型では、Ⅰ類型に当る。㈲Ｂは、以前は米・麦・大豆全てをＪＡ

に出荷しておりそれが経営主の理念でもあったが、大豆は全農とのトラブルが

きっかけで02年から出荷を取りやめ、米は07年産の「7,000円ショック」を受

けて直接販売を増大させる方向に転換した。「7,000円／ 10aでは経営がつぶれ

てしまう」と感じたからである。

　表24は、㈲Ｂの08年産米の販売先について見たものである。まず気づくのは、

販路の多さとロットの多様さである。販売先によって求めるロットが異なるが、

それに応じた出荷が㈲Ｂでは可能になっている。また、販売先のニーズに応じ

て出荷形態も２kg袋、５kg袋、10kg袋、30kg袋と多様であり、精米・玄米のど

ちらにも対応できるようにしている。販売価格はＪＡへの出荷価格が最も低く、

直接販売をすることで高い販売価格を実現していることが分かる。また、ロッ

トに応じて価格が異なっており、ロットが大きくなると販売価格は安くなって

いる。

　市内への販売が少なく、東京の業者が多いのも特徴的である。㈲Ｂによる直

接販売の範囲は、既に地場需要を超えつつあるといっていい。

　㈲Ｂの販路について、主要なものについて見ていこう。まず東京への産直で

あるが、毎月第３日曜日に野菜と一緒に、従業員２人で軽トラックにより行っ

ている。２kg・５kgの袋を用意し、いずれも精米である。従業員への労賃を差

し引くと利益は全く出ないが、宣伝も兼ねてとのことである。

　次に市内の弁当屋である。これは知り合い①からの紹介によるもので、従来

表24　㈲Ｂの米販売先の状況（08年産）

 

資料：聞き取り調査より作成。
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から販売の話はあったが断ってきたものを、「7,000円ショック」を契機に取引

を開始したものである。取引相手も従来の仕入れ先が出荷量を減らしてきた時

だったので、㈲Ｂとの取引に応じた。

　東京の商店街組合へも出荷をしている。毎月800kgずつ、精米で出荷してい

るが、これは知り合い②の紹介によるものである。出荷量は10トン程度にまで

なり、㈲Ｂにとっては外食チェーンに次いで大口の取引先である。

　直接販売で最も販売量が多いのが、東京にある和食の外食チェーンへのもの

である。このチェーンは、東京を中心に10店舗程度展開している。ここへは、

06年に知り合い③から外食チェーンで利用する米の保管・精米を依頼されたこ

とがきっかけである。㈲Ｂが精米プラントへの投資に踏み切ったのもこのこと

を契機としている。出荷量は36トンと多く、玄米で、取引相手が取りに来るの

で価格は15,000円／ 60kgと最も安くなっている。この業者は外食チェーンで

あることもあって追加注文も頻繁にあるが、１回の単位が10 ～ 20トンと大き

い。それに対応できるのも、㈲Ｂがロットを確保できているからである。

　ＪＡへの出荷36）は、減らしつつも3分の1を占めている。直接販売が増えた

からといってＪＡとの関係を絶やしているわけではない。08年産ではＪＡから

依頼された「ゆめひたち」の作付を40aほど行っている。ただし、直接販売の

取引先からの注文増加が今後も見込まれるため、ＪＡへの出荷はさらに減るの

ではないかと考えている。大口取引先からの追加注文は10 ～ 20トン単位であ

るため、ＪＡへの出荷は加速度的に減少していく。また、経営主はＪＡの「生

産者管理」には概して否定的である。特栽米Ａの作付は05年産で中止し、資材

統一米は全く作付けていない。

　直接販売を開始するに当たって、㈲Ｂは精米プラントを購入した。精米機と

1.2トン保管が可能な低温貯蔵庫、色彩選別機、それに基礎工事を合わせて2,500

万円にのぼる大きな投資であった。制度資金は利用せず、全て通常の借入金で

賄った。ここまで大きな投資をした以上、㈲Ｂは独自販売から手を引くことは、

少なくとも精米プラントの償却が終わるまでは無いと思われる。

　興味深い点は乾燥機と籾摺機については、ＪＡのライスセンターを利用して

いることである。乾燥機と籾摺機を所有している経営が多い当地区の中で、㈲

Ｂは一貫してＪＡのライスセンターを利用してきたのであり、この点にも㈲Ｂ
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とＪＡの複雑な関係が伺われる。

　　（２）Ｄの事例―直接販売とＪＡ出荷の使い分け―

　Ｄの08年現在における経営耕地面積は29.6ha、水稲作付面積22ha、総作付面

積＋水稲作業受託は54.8haであり、家族労働力のみで経営を行っている。本稿

の類型ではⅡ類型になる。先にも述べたように、Ｄは自集落に設立されたＡＯ

集落営農組合に副組合長として参加している。ただし、参加面積は経営耕地面

積で12.1haにとどまり、後は個別経営のまま存在している。集落営農はＪＡ全

量利用が原則となっているので、直接販売分の米の生産は個別経営部分で行っ

ている。

　表25は、Ｄの米販売状況について見たものである。大半はＪＡへの出荷であ

るが、自らが経営する直売所で販売する分として「米ぬか米」と「有機米」の

２アイテムを生産している。「有機米」は、除草剤は使用するが化学肥料は使

用せず、かわりに有機質100％の肥料で栽培したもの、「米ぬか米」は除草剤も

使用せず、かわりに米ぬかを使用しているものである。Ｄが直接販売を始めた

のも、環境に配慮した米を生産し販売したいという信念からだった。直接販売

の販売額は253万円に達し、米販売額の19.7％を占め経営の中でなくてはなら

ない存在となっている。しかし、これらの米の生産は技術的に難しく、大変に

手間がかかるとＤは考えている。よって、今後も規模拡大を図っていく中で、

これらの米の生産は現在の1.5ha程度が限界だろうと見込んでいる。また、直

売所での一般家庭向けの販売では、販売可能量も現在の作付面積が最大ではな

いかと考えている。

表25　Ｄの米販売先の状況（07年産）

 

資料：表24と同じ。

注：「米ぬか米」「有機米」の名称は、Ｄの呼び方に準じている。
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　このようにＤの直接販売は地場の零細な需要を対象としたものであり、その

拡大にも限界があることが分かる。よって、ＪＡへの出荷が主とならざるを得

ない。ＤはＪＡ北つくばが推進している特栽米Ａについても、08年産で6haの

作付をしている。この作付面積は、特栽米Ａを栽培している農家の中で最大で

ある。Ｄにとっては、特栽米Ａの考え方は自身の理念に合致するものであり、

そのため作付を拡大しているのである。ＪＡ北つくばの「生産者管理」と、大

規模経営のニーズが合致した事例といえるだろう。

　　（３）Ｉの事例―ＪＡ出荷への依存と集落営農―

　Ｉは経営耕地面積13.4ha、作付面積28.5haを擁する経営であり、労働力は経

営主と妻の家族２人である。ＳＮ集落営農組合に組合長として参加している。

　米の出荷は、近所への販売がわずかばかりあるだけでほぼ全量ＪＡ出荷であ

る。ＪＡの営農指導へは概ね協力的で、特栽米Ａをかつて栽培していたが現在

は資材統一米へと切り替えている。このように、Ｉは米販売は完全にＪＡに頼っ

ている。経営主が言うには、自経営では確保できるロットが小さいので独自販

売をやってもメリットが余り見いだせないとのことであった。実際に、表23に

よるとＩのロットは20トン程度であり、本格的に独自販売を行うには少ない。

　Ｉは、今後は集落営農として米の販売を考えていきたいとしている。自経営

だけでは困難であるが、集落営農として集落の米販売を一元化できるのならあ

る程度のロットが確保できるのではないかと考えているからである。集落営農

の水稲作付面積は08年現在で26haであり、ロットは50トン程度確保できる可能

性がある。これでも、先に㈲Ｂで見たような販売活動の展開は難しい。しかし、

大口の取引先確保を目指すのではなく、近所の一般家庭や個人飲食店等の小口

販売先との取引拡大が可能ではないかと考えている。

５．総　　括

　１）結　　論

　本稿でのこれまで検討した内容をまとめておこう。

　　（１）米価下落が生産サイドに及ぼす影響

　低価格志向の強まりに伴う米価の下落が生産サイドへ広範な影響を与えるこ
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とが確認できたが、本稿では以下の２点について指摘しておく。

　①単協独自販売の拡大

　米価の下落は、系統共販体制を大きく動揺させた。特に、仮渡金の水準を重

視する生産者の行動を軸として単協独自販売の拡大が見られるとともに、価格

支払いの早期化が促進された。また、単協は営農指導とマーケティングの連動

を意識することで、産地の組織化を図っていこうとしていた。

　②小規模農家の離農と大規模経営の形成

　米価の下落により小規模農家の自作の採算性が悪化し、世代交代期の各農家

に作業委託による自作継続を断念させることも明らかになった。離農の激増に

よる農地流動化の進展は、大規模経営の展開をもたらす。しかし、転作奨励金

の配分方法が農地流動化のさらなる進展を阻んでいることも確認された。

　　（２）農業経営が生産者直販に乗り出す要因

　農業経営が米をＪＡ以外へ出荷する理由は、年内のＪＡ価格よりも高い価格

を実現するためである。しかし、面積規模の拡大が進展しているからといって、

それに合わせて直接販売が拡大しているわけではない。面積規模拡大と直接販

売の拡大の間には距離があり、価格以外の要因が介在しているのである。

　①機械体系の高度化・雇用の導入により必然となる生産者直販

　現在の生産力段階の下で経営面積の拡大が継続すれば、農業経営が採用する

機械体系は、中型体系→大型体系→大型体系複数セット、へと移行していく。

複数セットに移行する規模の経営（水稲作付面積30ha程度）になると機械の操

業度が低下するとともに、雇用の導入が必要となった。

　複数セットに移行するとともに、経営にとって面積規模を拡大すれば機械の

操業度が上がり収益性も上昇する時期も終わり、直接販売に乗り出す必要性が

生じてくるのである。

　②ロット確保の実現

　100トン程度（水稲作付面積30ha以上程度）のロットを確保できた経営は、

取引先が中小規模であれば安定的な供給要求に応えることができるようにな

る。ロットを確保できない経営にとって、直接販売への取組は手間を増やすば

かりであるが、確保できる経営にとっては販売戦略の幅も広がり、直接販売に

乗り出すメリットを感じられるようになってくる。
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　　（３）価格・ロットによって決定される農業経営・ＪＡの出荷対応

　農業経営・ＪＡがどのような販売戦略、特に販路選択を行うかは、確保でき

るロットの大きさによって決まる。それは、実需者が要求するロットが大規模

化し、品質要求、安定供給要求を強めていることに対応したものであった。

　最も確保できるロットが大きく、５～ 10万トン程度の全農県本部レベルに

なると、県外の業者に向けて、１万トンを単位として販売を行う。最終需要先

は、全国的に展開する量販店、中食・外食チェーンである。

　単協レベルでは確保できるロットは１～２万トン程度であり、県外の業者で

はあるが１業者当たりの販売ロットは300 ～ 1,000トン単位で、なるべく販売

先を分散する形で販売戦略が展開される。最終需要先は、農産物の安全・安心

に関心が高い量販店のリージョナルチェーンが多くなる。

　100トン程度のロットを確保できる生産者は、根強い地元産米需要を持つ地

元の業者へ、もしくは中小の量販店・外食チェーン等へ出荷する。積極的に販

売戦略を進める中で、徐々に地場需要から脱していく傾向も認められた。

　100トン程度のロットを確保できない生産者は、一部地元の個人飲食店等へ

の出荷、安全・安心な農産物を求める地元消費者への直接販売を行いながらも、

大半はＪＡへの出荷となり全国市場への販売へと組み込まれていく。そしてそ

のような生産者は、ＪＡの販売戦略活動と連動した営農指導によって組織化さ

れていく傾向にある。

　２）本稿からの示唆

　以下では、本稿の結論から得られた示唆を示しておこう。

　　（１）良食味米・高価格志向からロット確保・安定供給志向

　　　　―現局面の水田農業構造変動をもたらす消費・流通的要因―

　現局面における水田農業構造をもたらす消費・流通的要因は、「消費者の低

価格志向を主軸とした米需要の多様化が進む中での、生産サイドにおける生産・

販売単位の大規模化を通じたロット確保・安定供給志向への転換」と規定でき

よう。

　それは、かつて70年代から80年代にかけて佐伯、吉田らが明らかにした良食

味米・高価格志向という生産サイドの行動様式が、90年代後半以降は米価下落
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の影響を大きく受けつつ、ロット確保・安定供給志向へと転換を遂げつつある

ことを示している。そしてその背後には、勤労者の所得が上昇する一方であっ

た70年代から80年代かけての時期に対して、所得が明確に低下を続けた90年代

以降の日本経済全体の構造転換がある。現局面における水田農業構造変動につ

いても、そのような歴史的文脈の下でその性格を明らかにしていく必要がある

といえよう。

　　（２）農業経営・単協・全農（旧経済連）の今後の関係

　①単協と全農の販売戦略における調整と役割分担の再構築

　直接販売に踏み切る生産者が限られている現状においては、現在において

もＪＡ共販の持つ意義は大きいといえる。対立的に捉えられがちな単協直販と

全農販売の両者は、実は早期精算の促進と最終需要先の確定という点で同じ方

向を向いていることが本稿の検討では明らかになった。単協独自販売の拡大に

よって投げかけられた波紋を関係者が受け止めつつ、ロットの大きさと対応す

る実需者のニーズに応じて両者の間で販売についての役割分担を再構築してい

く必要性があるといえよう。

　②経営面積規模拡大とＪＡ出荷・生産者直販の関係

　本稿の検討により、現局面における米消費・流通のあり方を前提とすれば、

水稲作付面積が30haを超え、100トン程度のロットを確保できるような経営で

なければ直接販売による利益は小さいと考えられた。その意味では、一般的な

大規模経営にとってＪＡ共販は必ずしも一方的に離脱をしていく対象ではない

ように思われる。

　ここで論点となるのは、現在はＪＡに出荷している経営がこのまま面積規模

の拡大を続けていった場合に、直接販売を本格化させるのかどうかという点で

ある。機械体系の大型体型複数セット化、雇用の導入、法人化といった企業的

性格を強めていくと、直接販売は経営発展の中に必然的に位置づけられていく。

調査対象の経営の中には、集落営農も含めて規模拡大の暁には直接販売を希望

すると述べる生産者が多い。これらの経営が実際に直接販売に踏み切っていく

かどうかは、今後の面積規模の拡大スピードと、ＪＡのマーケティング活動の

充実による「生産者管理」のメリットの確保の程度との関係によって決まって

いくと思われる。
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付記

　本稿は㈶日本農業研究所による平成20年度人文・社会科学系若手研究者助成

事業の成果をとりまとめたものである。

　なお、本稿の作成にあたってご協力いただいた田谷川協業組合、田谷川土地

改良区、ＪＡ北つくば、全農いばらき県本部の皆様、また日本農業研究所の皆

様に心より感謝申し上げます。

注

１）冬木〔12〕を参照。

２）第３の視角については、北関東を対象とした安藤〔２〕や、北海道を対象とした仁平他

〔18〕の研究がある。特に後者の方は、北海道の南空知において転作の拡大と、北海道

米に対する業務用需要の高まりという本稿でいう第２、第３の視角を強く意識した研

究を行っている。

３）内閣府『平成20年度　年次経済財政報告』による。

４）詳しくは、西川〔15〕を参照されたい。

５）西川〔14〕を参照。

６）詳しくは、西川〔14〕を参照されたい。

７）米のブレンドを駆使した中食・外食産業の低価格志向の強さについては、西川〔15〕を

参照。

８）中食・外食産業における品質の安定、ロットの確保への志向については、仁平他〔18〕

を参照。仁平他論文では、中食・外食産業の米に対するニーズが細かく検討されている。

９）薬師寺〔20〕を参照。

10）田村〔11〕では、百貨店や総合スーパーに比べた専門量販店のＳＣＭの効率性が躍進

の要因であることが指摘されている。

11）詳しくは、西川〔13〕を参照されたい。

12）中小企業基本法では、サービス業で常時使用する従業員100人以下、資本金もしくは出

資金額が5,000万円以下の企業を中小企業としている。

13）小野〔７〕を参照。

14）佐伯〔８〕、吉田〔21〕を参照。

15）例えば、小野〔６〕を参照。

16）ＪＡ全農いばらき『2008　全農茨城県本部のすがた』による。

17）06年に行われたコメ価格センターの入札制度改革では、上場数量が販売計画数量の３

分の１未満の場合、売り手の落札下限価格（指値）は年内までとし、年明け以降はス
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トップ高、ストップ安制（対前回比±３％）に移行することになった。この制度改正は、

全農がコメ価格センターへの上場を控えて相対取引を中心に据えていく一つの契機と

なったようである。

18）07年産が品目横断的経営安定対策導入初年度であったことも、対策への対応に苦慮し

た関係者の反発を増幅させた要因であると思われる。

19）全農の担当者への聞き取りによる。

20）ＪＡ北つくば担当者への聞き取りによる。

21）07年12月の米価格形成センター上場時には、コシヒカリで全農いばらきの14,411円／

60kgに対して、北つくばは14,840円／ 60kgをつけた。

22）全農を通した取引が多い卸に対して、商社は通さない場合が多い。その理由は、①特

定の産地の米を出来秋に集荷して売り抜けてしまうというビジネスモデル、②特定の

産地の米を仕入れるための産地指定料のカット、③出来秋時取引のみ手がけるので端

境期まで品質を保つためのＪＡ低温倉庫に依存する必要がないこと、である。そのよ

うなこともあって、商社への販売は産地にとって最終需要先を特定することが難しく、

ＪＡ北つくばの調査においても転売された米のほとんどが商社に販売されたもので

あったそうである。

23）米流通において、「１ロット」といった場合の単位が、大体300トンだそうである。Ｊ

Ａ北つくば担当者への聞き取りによる。

24）青柳〔１〕を参照。

25）安藤〔２〕では宇佐美繁の指摘を引用しつつわが国における大面積経営の集中地域を

いくつか挙げているが、その中で関東利根川下流域地域を、劣等地大面積経営として

存在した農家群がその後の治水・圃場条件の整備と機械化の進展によって優等地大面

積経営として形成された地域として把握した。利根川中流域ではあるが旧下館市周辺、

特に利根川支流の小貝川と鬼怒川が合流する田谷川地区はその名が示すように水害常

襲地帯であり、強湿田地帯であった。

26）田谷川地区では、従前は北部と南部で小作料が２俵と1.5俵という差があったが、近年

は高い方に合わせて地区全体で２俵となっている。

27）80年代頃までは、北関東は不安定就業・低賃金地帯とし把握されてきたことが多かった

（例えば、磯辺〔３〕、宇佐美〔４〕を参照）。しかし現在は、当地域を一括してそのよ

うな地帯として把握することは無理であろう。筆者の調査の限りであるが、当地区に

おいても農家の後継者層のほとんどは、農外に安定的な就業機会を得ていた。

28）ある高齢農家は、「休日ともなれば自分たちが若い頃は水田の見回りをしていたが、息

子夫婦は車で遊びに行ってしまう」と述べていた。

29）低賃金構造を背景とした稲作余剰（本稿でいう委託者稲作所得）と小作料の関係から、

80年代における東北・北関東における作業受委託の優越と、貸付形態での農地流動化

停滞を統計的に観察したものとして宇佐美〔４〕がある。そのような関係の成立は、

筆者の考えでは①戦後自作農が生み出す低賃金構造を反映した作業料金の低さと、②
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米価水準の高さによって生じた関係であり、委託者に管理作業であれ自作を継続させ

るものであった。しかし、この２つの条件は、①世代交代による安定兼業の定着と農

外賃金水準の浸透、②米価の下落によって失われた。作業受委託段階から利用権設定

を中心とした賃貸借段階への移行の背景である。宇佐美は低賃金構造を特に強調する

傾向にあったが、当時の米価水準をあくまで高米価と認識し、戦後自作農が生み出す

低賃金構造のもとではその高米価が労賃ではなく地代に転化せざるをえないと捉えた

磯辺〔３〕の方がよりリアルな認識であったといえるのではないか。

30）当地区における集落営農組織化については、西川〔17〕を参照。

31）「中型機械体系」「大型機械体系」という言葉は、使用する論者によってニュアンスが

異なる場合が多い。本稿では、梅本〔５〕による「中型機械体系」の定義である、ト

ラクター 40ps未満、田植機４～５条植、自脱型コンバイン３～４条刈、を踏まえ、か

つ当地区の実態に合わせて定義付けを行った。

32）「枝番方式」とは、各組合員の口座を集落営農組合の口座と結びつけ、組合の口座を一

応通してＪＡからの振込・引落を行う形式のことをいう。集落営農の口座を通すので

形式上は経理の一元化が達成されるが、各組合員の個別作業を残しそれに応じて振込・

引落が行われるので実質的には集落営農を設立する前と変化は無い。ただし、各組合

員の口座には農産物販売代金から必要経費を差し引いた金額が振り込まれる。

33）特栽米Ａの場合、単収の低さによる収益性の低さも取組のインセンティブが低い要因

となっている。確認米に対してプラス700円の上乗せがあっても、単収が60kg程度低い

ので、10a当りの粗収益は余り変わらない。専用の生ゴミ堆肥を使用するためにはマニュ

アスプレッダーが必要となるが、それを所持していない農家が多く、所持している農

家へ作業委託をしてまで取り組むほどの魅力的なものとは思われていないのである。

34）田谷川土地改良区では、中央農業総合研究センターの協力を得て大豆の播種日が生育

に及ぼす影響の調査を行っているが、それによると06年の場合、播種日が７月12日を

過ぎると明確に分枝数が減少し、７月27日を過ぎると主茎長と主茎節数が低下した。

35）他業者と取引しても農協と同様に配達してくれる資材購買は、規模拡大に与える影響

において独自販売と対照をなしているといえる。実際に、当地区の経営でも生産物は

農協に出荷するが、資材は他業者からの購買が多いという者もいる。詳しくは、西川〔16〕

を参照。

36）ちなみに、㈲ＢによるＪＡへの出荷は、ＪＡ北つくばへの買取方式への出荷ではなく

全農への委託方式へのものである。㈲Ｂが買取方式を希望しなかった理由は、全農か

ら提示された価格が最終精算ではＪＡ北つくばを上回ることと、全農の役割を重視す

る経営主の協同組合に対する理念からである。
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