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畑作経営に対する経営所得安定対策の検証と土地利用

に与えた影響

吉　仲　　　怜

目　　　次

１．はじめに

　１）問題意識

　２）分析の枠組み

　３）本研究の課題

２．畑作土地利用の変化と政策変化による影響

　１）調査対象地の土地利用変化

　　（１）農家数及び経営形態の変化

　　（２）畑作土地利用の変化

　２）調査農家の概要と作付対応の特徴

３．対策前後における調査農家の所得変化と土地利用行動

　１）対策前後における所得変化の有無

　２）対策前後における土地利用行動の定量的観察

４．おわりに

１．はじめに

　１）問題意識

　北海道の主要な畑作農業地域では、小麦・てん菜・馬鈴薯・豆類（大豆・小豆・

雑豆等）による輪作が実施されている。これら地域の畑輪作は、対象作物の経

営経済的環境によって大きく変化している。その多くが政府管掌作物であった

畑作物は、販売価格に占める政府補助金等の割合が大きい。特に、1980年代後

半以降、その価格は引き下げ基調にあり、それに応じて畑作経営は所得の維持・

確保に向けた様々な対応を採っている。
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　そのため、現在は後述する政策変化による土地利用の後退が懸念される。畑

輪作実施の条件は、価格条件、栽培技術条件などの与件に加え、農業支援体制、

集出荷体制などの地域的な条件、労働力・経営規模・保有機械等の個別的条件

に左右される。そのため、これら諸要因が輪作実施に及ぼす影響を総合的に把

握することが必要である。しかしながら、多作物ゆえの実態把握の困難性、圃

場に即した作付交替の経年的把握の必要性、土地利用の地域的差異の大きさ等

により、研究の進展は低調である。

　

　２）分析の枠組み

　畑作経営の所得拡大・維持策には、経営規模の拡大による販売額の増加を図

りつつスケールメリットを発揮させる一方、経営部門再編、すなわち土地利用

再編を図る方法が目指される。特に、畑野菜作部門の導入など、収益性の高い

部門の導入を模索しながら、かつ大規模となった経営面積を維持する上で、土

地利用型部門の配置が検討されている。

　そういった中、2007年度より「水田・畑作経営所得安定対策」が実施された。

この対策の導入にあたっては、当初より様々な問題点が指摘されてきた。北海

道畑作経営における注目点としては、制度設計や制度導入当初より、収益減少

や収益性の品目差とその変化が指摘されていた。そのため、畑作経営や地域に

おいて作付構成が変化する可能性が指摘されていた。その一方で、固定払いの

支払い期間の見直し時期・対象の不透明性や、輪作体系の維持などの理由から

作付転換は起きにくいとの見方もあった。このような政策変更による作付変化

の実態を、個別経営の側面から検証することが必要である。

　これまで筆者は、農業経営における土地利用の変化を、非換金性作物である

休閑緑肥作付行動に着目した分析を行っている【２】【３】。休閑緑肥作付の経

営経済的効果を検討し、その導入条件を明らかにしてきた。これら成果は、農

業経営研究における土地利用方式論に対する議論の素材を提供するものであ

る。本研究は、直接所得補償政策や資材価格高騰など、近年それらの影響が懸

念される土地利用型畑作農業を対象とした研究である。特に、政策が大きく変

化している中、政策変更が個別経営に如実に影響を与えている部分、影響を与

えていない部分の検討が必要であるが、これまで、政策変更が畑作経営行動に
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与える影響については、モデル分析による定量的な評価【４】が中心となって

おり、実態調査を踏まえた検討が求められると考える。

　また、輪作体系の経済的評価を行う上では、個別経営の経験則に基づく評価

に頼らざるを得ない部分が多く【５】、実証性に欠ける。そのため、輪作の実

施程度と農業収益性との関係をみる点は、先行研究にはみられない分析フレー

ムワークである。

　３）本研究の課題

　本研究の課題は、政策変更という与件変化の下で、個別経営の土地利用ひい

ては輪作体系の構築への影響を検討することである。この点に基づき、本研究

は大きく以下の２点の分析を行う。

　第１に、政策変更下における作付変化の態様をデータ解析により明らかにす

る。対象は北海道道東地域Ａの畑作経営である。政策変更の土地利用に与える

影響を検討する上では、過去の土地利用との差異を検討する必要がある。作付

データに基づき、個別経営の政策によるインパクトを作付の面から検討する。

　第２に、現状の畑輪作の評価を行った。政策変更による土地利用への影響は、

畑作の輪作体系の再編を促す。地力の発現といったインセンティブが機能する

ためには、輪作の励行にプライオリティを置くことが望ましいが、反対に収益

性を追求する行動も考慮される。そこで、①輪作実施の程度の数値化・実証、

②数値化された輪作実施程度の行動差の規定要因の分析、について検討した。

特に政策変更により、大きく判断基準が変化していることが考慮される。

　以上の分析を通じて、与件変化局面における畑作土地利用における個別経営

の行動実態に接近する。

　本論文は以下の構成をとる。第２節１）では、調査対象地の土地利用の経年

変化と経営耕地規模との関係を明らかにする。第２節２）では、調査農家の土

地利用及び土地利用の判断基準を整理し、その特徴を整理する。第３節１）で

は、政策変更前後の土地利用と所得変化の実態を調査結果より整理する。さら

に第３節２）では、輪作の実施程度に関わる指標値と上記点との関係性を明か

にし、結論とする。
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２．畑作土地利用の変化と政策変化による影響

　１）調査対象地の土地利用変化

　　（１）農家数及び経営形態の変化

　はじめに地域農業の概要と畑作経営所得安定対策（以下、「対策」と称する。）

前後の変化を整理する。

　調査対象は北海道十勝地域Ａである。農業を基幹産業とする道内でも有数の

大規模畑作地帯である。地域Ａを含め農業は、小麦、馬鈴薯、てん菜、豆類の

生産を主とした土地利用型の経営形態が採られている。さらに地域によっては

酪農経営も多くみられる。近年では、野菜や肉用牛の導入など、既存部門との

複合化を目指す取組も行われている。

　農家戸数の減少率は近年やや低下している。農業センサスによれば農家戸

数の減少率は1985 ～ 90年が2.0％、90 ～ 95年が2.5％であったのに対して、95

～ 2000年が1.5％、2000 ～ 05年が1.4％である。1980年代後半から90年代前半
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にかけて農家戸数が大きく減少し、95年以降はそのテンポがやや小さくなって

いる。図１には、地域Ａの農家戸数及び平均耕地面積の推移を示した。ここで

は、畑作経営と畑酪・酪農経営を便宜的に区分して示した。酪農経営に比べて

畑作経営の残存率が高く、かつ平均面積も飼料作を有する酪農経営に比肩する

経営規模に達している。

　表１には、経営耕地規模別の農家戸数の推移について、主たる年次間の動態

変化として示した。特に注目すべき点は、50ha以上層の形成が顕著に進んでき

ていることである。1990年は20戸であったが、2000年には54戸、2010年には86

戸まで増加している。
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　　（２）畑作土地利用の変化

　図２には、作付作物別の面積より土地利用の全体の推移を示した。地域Ａ

では、小麦、てん菜、馬鈴薯、豆類の畑作物４作物による土地利用を基本とし

ている。このうち小麦は、1980年時点では706haと全体の6.5％を占める程度で

あったが、2004年には2,190ha、18.9％まで作付が増加している。豆類は全体

では大きく変化していないものの、作物間での作物選択には変化が生じている。

特に1980年代後半以降、大豆の作付が急減するとともに、いんげんの作付が増

加しており、更に近年では小豆の作付が増加している。また、馬鈴薯の作付は

1990年代前半までは最も多かったが、近年では若干減少している。また、てん

菜は1990年以降増加に転じている。

　地域Ａは、十勝地域の中でも集約野菜作部門の進展が低調であった地域であ

る。特に、1990年代前半にかけて野菜類の作付面積が増加しているものの、そ

れほど増加がみられない。しかしながら後述するように、対策後、新規作物と

して野菜作の拡大が進んでいるとみられる。

　このように、豆類偏作的な土地利用から馬鈴薯、てん菜を増加させ、さらに

小麦作付が増加することにより、豆類、馬鈴薯、小麦、てん菜の４作物による

作付が行われるようになった。普通畑作物の作付面積の占める割合が大きく、

これら４作物による作物選択が採られている。
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　次に、表２では畑作農家について作物別の作付変化についてみた。特に対策

による影響をみるために、2004年を100とした指数でその変化を追う。対策の

固定払いの根拠は2004年から2006年の対象作物の実績にほぼ基づく。そのため、

実績面積を上げるための作付の変化が、当初より懸念されていた。実際には指

数値でもわかるように、対象作物である大豆、小麦、澱原馬鈴薯の作付拡大が

起こっている。ただし、てん菜については全道段階で決定される生産数量に基

づき作付面積が割り当てられているため、それほど大きな変化をみせていない。

このように、基幹作物の作付面積の推移は、政策対応的な側面も持っていたた

め、より優位な作物作付へと対応が採られることとなったが、前述の３作物の

うち、小麦はその後面積を減じている。

　また、この間の作付変化において代替性がみられる作物には、小豆・菜豆（大
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豆との代替）、飼料作物・その他（野菜類）の作付増加として現れている。また、

休閑や休閑緑肥作といった非換金性作物の作付急減といった傾向がみられる。

この点は、政策の性格が作付行動に大きく影響していることが推察される。

　このように、対象作物を中心として作付の増減が短期的に生じていることに

加えて、基幹作物の作付変動は基本的な輪作体系の構築を困難にする可能性が

懸念される点でもある。ただしこういった作付行動は、作物選択というよりは

むしろ、粗収益確保を前提とした作付面積の調整過程とも一方ではみてとれる。

その点は、作付戸数自体に大きな変化がみえないことからも伺える。

　さらに経営耕地面積規模と作付の特徴をみていく。表３には、規模と作物選

択の関係を整理した。また、この作付面積規模階層毎の作付構成の相違につい

て検討する。経営規模による作付構成の差異は、特に豆類、小麦、馬鈴薯に強

く表れており、反対にてん菜については規模階層間での差異は小さい。特に小

麦作付面積は、作付面積規模が大規模層になるにつれて安定的に作付比率を増
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加させており、馬鈴薯作付比率とともに位置づけは高い。また近年では、特に

大規模層において豆類の作付比率が高いことが確認できる。

　しかしながら、対策後の2010年になるとその傾向に変化がみられる。特に、

大規模層について、馬鈴薯のうち生食・加工用馬鈴薯の比率を高めている。こ

れは、澱原馬鈴薯の固定払いを確保した上で、より単価の高い生食・加工用へ

の変化なども考えられる。

　２）調査農家の概要と作付対応の特徴

　このように畑作土地利用においては、規模階層別に異なった作付変化が生じ

ている。そこで、経営実態調査にもとづき、作付に対する規模階層間の相違を

みていく。表４には、調査対象23戸１）の経営概要について示した。経営主年
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齢は40歳台後半から50歳台後半に分布しており、経営規模間で大きな相違はみ

られない。また、家族労働力数は２～４人が多く、経営主夫婦とその親世代、

もしくは後継者世代といった構成をとっている家族経営が中心である。対象と

した事例は比較的後継者世代が充実しており、家族労働力が確保されている経

営が多いとみられるが、この点についても類型間での大きな差異は認められな

い。なお経営耕地面積は、最も大きいもので81ha、最小で33haであった。

　作物選択は、ほぼ全ての事例で一般畑作物４作物の選択がみられる。ただし、

一部事例では豆類の作付がないといった経営もみられる。キャベツやカボチャ

といった重量野菜を中心とした畑作４品以外の作付も半数以上で取り組まれてお
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り、またバイオディーゼル燃料用の菜種の栽培を行っているケースもある。

　表５は、事例農家における対策前後である2004年及び2009年の作付構成とそ

の変化を整理したものである。小麦、豆類、馬鈴薯については個別間及び経営

規模での差が大きいが、てん菜については小さい。特に、豆類及び馬鈴薯につ

いて、個別差はあるが若干過作気味の傾向があるとみられる事例も散見される。

ただし、野菜などのその他作物、休閑や休閑緑肥作に取り組んでいる場合には、

比率が安定しているとみられる。

　次に表６には、輪作と小麦連作に対する経営主の個人的評価について示した。

畑作においては、こういった作付のバランスへの配慮が、輪作には欠かすこと

ができない。当然だが圃場条件の差により、各作物の作付面積は毎年一定とな 

ることは困難である。しかし、特に事例地域で一般的な秋まき小麦は、他作物

の在圃期間とは異なる。そのため、小麦の輪作を担保するためには、７月中旬

以降の小麦収穫から、９月下旬の小麦播種までの短い期間の中で、他作物の収

穫と耕起・整地作業といったように、小麦播種圃場を確保する作業が必要とな

る。北海道道東畑作経営の輪作は、この小麦の播種圃場の確保の如何に大きく

左右されているのである。そのため、現在の高度化・大型化した機械体系のも

とにおいても、秋作業の繁忙、作業集中が生じており、小麦作付圃場の確保に

は困難が伴っている。そのため、何らかの作業遅延が生じた場合には播種圃場

が確保できない、もしくは、小麦収穫後の圃場に播き返すといった連作行動に

つながる。特に大規模経営においては管理上、天候に伴うリスクが大きくなっ

ているとみられる。

３．対策前後における調査農家の所得変化と土地利用行動

　１）対策前後における所得変化の有無

　以上のように、対策の影響により、土地利用行動への変化が確認された。本

制度の設計・発表時より懸念されていた土地利用の変化は、基幹的な一般畑作

物４品による作付体系を変えうるものである。そこで、以下では輪作体系構築

の上で重要となる農業収益の変化に注目してみていく。なお分析は、最も直近

のデータが得られた2009年と2006年とを比較することで影響の把握を行った。
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2006年から2009年にかけての作況や市況の差異があるため、２ヵ年での比較で

は不十分であるため、ここでの分析は、限定した指摘に留まることに注意され

たい。

　表７には、対策の評価について主観的な評価を整理したものを示した。当初

より農業粗収益の減少が懸念されており、その減少幅も指摘されている。その

割合として当初見込んでいたものは、多くが１割から２割程度とみていたとす

る回答が多い。また、作物選択や単収水準に対する評価についても一様に、当

初より政策変更の見通しが立たなかったために、単収水準の維持・増収や、対

象作物の作付維持といった行動に留まったとみられる。政策が不透明な中で、

経営行動を変化させることに忌避感を持っていたものとみられる。ただし、馬

鈴薯の中での品種変更（澱原用→生食・加工用）を意識している回答も散見さ

れた。

　表８には、対策前後の粗収益の変化を検証するために、２ヵ年の収益性の検

討を行った。本論文ではクミカン２）での収益性を示すことで、交付金との関

係性を検討した。その特徴は以下のとおりである。

　第１に、農産物販売収入が減少している一方で、固定払い交付金が含まれる

農業雑収入が大幅に増加している。そのため、結果的には２ヵ年で差がなく、

むしろ増加している。すなわち、絶対額での収益性低下への懸念は払拭されて

いるとみられる。

　第２に、この傾向は経営規模間で差がある。特に小規模層では、対象作物の

依存度が低いため、農産物販売収入の減少程度が小さい、もしくは増加してい

る経営が散見される。

　第３に、農産物販売収入と成績払い交付金の合計額が経営費（物財費）をど

れだけカバーしているのかを指数化した。2006年時点では農産物販売収入で経

営費のほぼ全てをカバーしており、所得を生む構造になっていた。しかし、農

産物販売収入と成績払い交付金のみでは、経営費をカバーし切れていない。

　このように対策による農業収益変化をみるために、限られた事例ではあるが

固定払い及び成績払い交付金による農業収益への影響を検討した。畑作収益の

減少はいずれの事例においてもみられる点であったが、いずれも固定払い交付

金が含まれる農業雑収益の増加がみられたため、当年における農業収益は大き
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く減少しておらず、むしろ2006年との比較では2009年が上回る結果となった。

　ただし、特に相対的に大規模な事例においては農産物販売収入の減少幅が大

きい。特に2006年度までは麦作経営安定資金や大豆交付金等の補助金により高

い農産物販売収入が維持されていたが、2009年の農産物販売収入は大きく減少

している。一方、直接支払いに相当する固定払い交付金は農業雑収入で受けて

いるため、その額が非常に大きくなっている。

　この固定払い交付金は、農業収入とはデカップルされた直接補償的な性格を

帯びている。そのため、農産物販売収入（品代）と当年の生産実績に応じて支
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払われる成績払い交付金が当年の農業収入としての位置づけになる。ところが、

それら合計でも農業経営費をカバーできない、すなわち、固定払い交付金を見

込まないと農業所得がマイナスとなる点も示唆された。そのため、かねてより

危惧されていた、現状の作物作付に対するインセンティブの欠如といった憂慮

されるべき状況は、この限られた事例分析のなかでもやはり見受けられた。

　２）対策前後における土地利用行動の定量的観察

　以上のように、事例に即してみたところ制度変更により農業収入の減少はみ

られたものの、直接支払い額の増分によりある程度のカバーはなされていた。

しかしながら、実際には農産物販売収入のみでは経費をカバーできる水準では

ない。そのため、当初より懸念されていた土地利用の後退の危険性も払拭され

るものとは言い難い。

　そこで、実際の輪作実施程度の変化について、事例地域の特徴を包括的に観

察しておく。ここでは、輪作実施程度を簡易輪作値３）に代替して表現するこ

とにより、その傾向をみる。表９には、経営規模別の簡易輪作値についてその

平均の推移をみたものである。簡易輪作値はその値が大きいほど、特定の作物

の過作程度が小さいこと、すなわち輪作年限が長いことを示している。2010年

についてみると、20ha以上層についてはいずれも3.0ポイント台を示しており、

20ha未満層のみ極端に小さい値を示している。また過去に遡ると、大規模層と

いえどもかなり低い値で推移している時期も存在する。このことは、経営耕地

面積により長期的な輪作体系の実施が困難な点、過去には少数作物による短期

輪作体系が採用されていたことを証左するものである。

　表10には、簡易輪作値の分布と経営規模の関係について示した。簡易輪作値
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の平均は3.3ポイント程度であるが、実際には経営規模階層により、また経営

規模階層内でも差が生じている。特に、地域平均の40ha以上層についてみてい

くと、3.0-3.5ポイント台が最も多く、3.5-4.0ポイントと高い事例も多くみら

れる。反対に小規模層では、特定作物に特化しているため、やはり簡易輪作値

の低い経営が分布している。

　この傾向を対策前の2006年と比較してみていくと、簡易輪作値が上方にシフ

トしている傾向がみられる。このことはむしろ、土地利用型の作付が展開して

いた同地域において、対策による作物別の経営経済性の変化が、特定作物の作

付面積をやや減少させたことが、結果的に計算値を高めることになったものと

考えられる。

　表11には、規模階層別の農業収支について示した。農業収入・農業支出・農

業所得額はいずれも規模階層が上層になるにつれて増加している。この点は

2006年についても同様である。ただし、10a当たりについてみると、特に大規

模層について10a当たり農業収入の減少が大きいため、所得率が低下している

点が確認された。

　この所得率の大小について、表12では、先ほど提示した簡易輪作値別にその

特徴を整理した。輪作実施程度が高い（簡易輪作値のポイントが高い）層につ

いても、各指標値が他階層と同程度、もしくはそれ以上となっている。この点
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は先述したとおり、大規模層といえども簡易輪作値が高い経営も多く存在して

いる。そのため、輪作実施程度による収益性の差は過小であることを示してい

る。

４．おわりに

　本論文では、品目別価格支持政策から経営所得安定対策への移行による個別

経営への変化について、畑作土地利用に与える影響といった視点から調査分析

を試みた。明らかとなった点については以下のとおりである。

　第１に、政策変更による土地利用の変化は、特に政策の影響が及ぶ土地利用

型部門の作付の増減という形で生じていた。経営規模階層別にみると、大規模

層ほどその影響は大きい。特に北海道の主要な畑作地帯では個別経営の規模拡

大も進むなか、休閑緑肥の利用など、土地利用・輪作体系の見直しも進められ

てきた。政策変更は、小麦やてん菜などの基幹的作物に留まらず、休閑緑肥や

野菜作などの作付について増減がみられるなどといった影響を確認した。

　第２に、そのようななかで、必ずしも土地利用の後退が発生していない点も
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確認した。特に、当時の政策変更に対する期待や懸念といった点が、個別の作

付行動に影響を及ぼしている。また、本来の輪作体系の採り方に対する個人の

判断基準も重なるため、ドラスティックな作付変更は生じていない。

　第３に、事例地域に限定される点ではあるが、各交付金の実施により対策前

後の収益変化は小さく、農業収入を補いうる程度はかなり高いとみられた。た

だし、年次間による収益性の変化が大きいため単純な比較は早計ではあること

に加えて、地域によって異なる評価があることも事実である。

　第４に、土地利用の変化がそれほど大きくないため、結果的に輪作の程度を

示す指標値はむしろ高まっている点が確認された。輪作体系の採り方は各経営

で異なることに加えて、自然条件や地形条件などの外部与件、内部与件にも左

右される点である。そのため、一概には言えない。ただし、特に大規模層につ

いては、土地利用の単純化が進む中で、政策変化への対応として若干の見直し

を図っている点が、このような数値上の変化に表れたものと考えられる。

　本論文で分析画期とした制度変更以降、政権交代により戸別所得補償制度が

実施された。これまでにも加えて畑作経営は与件変化への対応が求められてい

る。このような政策的リスクへの対応の一端を本論文においても示した。特に、

個別経営が畑輪作を実施するにあたっては、政策与件への対応如何では、その

採り方も変わってくる可能性がある。大規模経営の場合、長期輪作体系として

４年輪作から５年輪作の模索が進められてきた中で、休閑緑肥作の導入や野菜

作部門の導入など、多様な展開がみられる。こういった対応の可否も政策に左

右される点が、本研究からも指摘された。

　ただ、その中でも特に土地利用型畑作経営では、常に土づくりや適当とする

輪作の実施といった経営対応が求められている。そのため、こういった取り組

みを阻害しない政策・制度の設計が求められているといえる。

注

１）調査総数は25戸であったが、有効回答として23戸について示した。

２）ここでは、北海道の系統農協の多くで使用されている組合員勘定制度（以下、クミカン

と称する）の数値を用いている。そのため、労賃や借入地代などが含まれていないため、
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本来の所得とは異なる“クミカン農業所得”（農産物販売収入から物財費を控除したも

の）を評価する基準としている。

３）簡易輪作値は各経営で最も過作となっている作物が何年に１度作付されるかを示して

いる。たとえば、経営面積が40haであり最も過作となっている作物が10haの場合には4.0

となるため、「４年輪作」と、15haの場合には「2.7年輪作」と、具体的に数値化して

示すことができる。詳細は志賀【１】を参照のこと。ただし、この中でも述べられて

いるが、簡易輪作値は同一圃場における作物交替を伴う本来の輪作実態を示すもので

はなく、「過作傾向の強弱を示すもの」である。
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