
提 言

農地保有合理化事業の新たな展 開を

馬 場 道 夫

わが国農業が直面 している最大の課題の一

つは、担い手問題であろう。農業の構造問題

を考える上で、担い手の育成と担い手への農

用地の利用集積をどのように進めて行 くかが

問われているといえよう。

農業経営基盤強化促進法に基づいて、都道

府県が定める農業経営基盤強化促進基本方針

は、平成5年 度中に策定を了し、市町村が定

める同基本構想は当初計画を1年 前倒して平

成6年 度中にほぼ全体の3,048市 町村で策定

を完了した。また、基盤強化法の目玉でもあ

る農業経営改善計画の認定すなわち認定農業

者の数は、平成7年3月 末現在で19,193人(

うち法人712)に 達した。2月 末に比 し、1ヵ

月で351市 町村、8,946人 の認定農業者が誕

生したことになる。市町村基本構想 もこの1

ヵ月で776市 町村が最終期限にすべり込んだ。

当初、認定農業者の出足の遅れが心配され

たが、ここにきて急速に進展することになっ

たのは、一部に駆け込み認定もあったと想定

されるが、認定農業者に対する各種支援措置

(スーパーL資 金、スーバ―S資 金等の超低

利資金制度の創設、機械施設の割増償却制度

等)に よるところも大きいと思われる。都道

府県別の認定者数では、北海道が3,659人 と

ダ ントツで、岩手県1,215人 、長野県1,338

人、山形県1,215人 と続いている。また市町

村別には、北海道芽室町436人 、山形県酒 田

市355人 、北海道富良野市336人 、岩手県花

巻市309人 、北海道訓子府町279人 となって

いる。このように都道府県別では、北海道、

東北、東日本で進んでおり、同一府県内の市

町村別でもかなりのバラツキが見られる。

現段階で既に認定を行っている市町村は、

全体の1/3に すぎず、残 り2,000市 町村はこ

れからで、現段階で即断することは困難であ

るが、新政策で打ち出した 「農業、農村の将

来展望」(平 成12年)に おける試算目標の終

着点は、なお先の時期であるが、その道程は

なお険しいものがあるといえるだろう。もっ

とも試算目標の経営体は、認定農業者だけが

担 うものではな く、それ以外の意欲のある比

較的規模の大きい中核農家層によっても担わ

れることとなろう。認定を受けた計画の経営
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形態は、最新時点のものは不明であるが、数

ヶ月前の時点でみると、稲作等の土地利用型

単一経営は2割 以下で、稲作と野菜作、施設

園芸、畜産等を組み合わせた複合経営が多い。

これは、一定の地域内の農地事情からみて、

稲作のような土地利用型大規模経営が成立す

る余地が乏 しく、また経営規模目標と現実 と

の大きすぎるギャップの存在とそこに到達す

る土地集積の難 しさに加え、将来の米価への

不安や基本構想における所得目標との格差を

埋めきれないという問題もあろう。

農業経営や地域の農業構造は、いうまでも

なく、農業者自身の主体的条件、その地域に

おける自然的条件、土地や労働力事情、市場

等の社会経済的条件に規定されて、多様な形

態をとることとなる。大規模稲作単一経営の

成立が将来の方向の一つ として重要度をもつ

て論ぜ られているが、今のところ、未だ少数

である。稲作するという形の相対的に規模の

大きい経営がある程度の層をもって存在する

地域、兼業農家を包撮した農作業の受委託を

中心とした集落を基盤とした地域、更に進ん

で集落農場的地域、兼業 と高齢自給農家中心

の地域等各種の類型がある。そのなかで、地

域の自主性を尊重しつつ、認定農業者、その

他の中核農家、集落組織、第3セ クター等適

切な担い手の育成についての支援措置を講ず

ることが重要であろう。

農家の高齢化、兼業化の進行とりわけあと

つぎのない高齢世帯や土地持ち非農家の増加

が顕著である。反面、担い手は十分に育 って

おらず、農地の取引きは、受け手(買 い手、

借り手)市 場の傾向が強まっており、中山間

地帯を中心に遊休農地の増加等農地の荒廃化

現象が拡がっている。ウルグァイ ・ラウン ド

による米、畜産物の輸入の増加傾向からみて、

離農、大巾な経営縮小、稲作か らより収益性

の高い集約作 目部門への経営転換等によって、

農地の供給圧力が一層高まることが懸念され

る。

近年の農地流動化の動向は、売買、貸借 と

も3ha以 上層への集積効果が高まっている。

「平成6年 度農業白書」の分析によれは、売

買による農地流動化の経済的条件の一つであ

る農地価格に対する土地純収益の割合は、北

海道や東北の大規模稲作経営で高い水準を示

し、同地域の活発な売買実績を裏付ける結果

となっている。また、大規模経営では土地純

収益が借地料を上廻り、大規模層への農地流

動化の経済的条件が裏付けられている。この

ように大規模経営への土地集積の経済的条件

は成熟 しつつあるといえようが、後継者問題

や将来の農業経営の見通 しの不安 もあって、

広範な受け手層の形成には到っていない。

このような農地の出し手、受け手の事情の

もとで、両者を繋 ぐものとして、農地保有合

理化事業の中間的保有機能、再配分機能がそ

の役割を果さなければならない。 しかしなが

ら、農業依存度が大きく、売買による農地流

動化の比率が高い北海道、東北等における農
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地価格は、下降傾向にあり、とくに北海道の

中田は12年間、東北、九州の中田は8年 間下

降が続いている。従ってこのような地域にお

いては、農地保有合理化法人が、買入れ農地

を長期間保有 してこれを担い手農家に売 り渡

すとうい中間保有機能を発揮することが難 し

く、現実は、売渡 し相手方を予定しうる農地

を取得するという運用をせざるをえなくなっ

ている。

ウルグァイ ・ラウンド対策の一環として、

経営転換タイプの特別事業と合理化法人機能

強化事業が創設された。前者は、離農、大巾

な経営縮小、稲作から施設型の農業経営への

転換等の理由により経営外に出される農用地

を県公社が買入れて保有し、これを直接又は

一時貸付の後
、担い手に売り渡す事業で、時

価による買入れ、売渡 しを原則としている。

後者は、前者の事業の実施によって保有する

農用地等について、地価下落に伴 う損失の一

部の補てん等に充てるために必要な財政基盤

の強化を行う場合に、全国農地保有合理化協

会を通じて助成 しようとするものである。こ

の措置によって、経営転換タイプの特別事業

は、地価下落の リスクを緩和しつつ事業の推

進力河 能となる。なお、この事業は、時価に

よる売買を建前 としているので、農地価格に

ついての理論的、実証的調査研究を深めるこ

とが重要であり、実務的には、耕作目的での

時価のとらえ方、適正な買入れ、売渡 し価格

の決定にっいて関係者の理解が重要である。

零細分散錯圃の所有構造の下での規模拡大

は、売買、賃貸借のいずれによるにせよ、通

常の方法でもってしては、圃場の分散を一層

拡大させることになる。これを回避するため

の一手法 として、集合的利用権等調整事業

(「集合事業」)が ある。これは、地域の農

用地利用に関する調整活動と連携 しなが ら、

利用権を一旦農地保有合理化法人に集中した

上、合理化法人の再配分機能を活用して、話

合いに基づ く土地利用計画に従って再配分す

ることにより、面的集積と担い手の規模拡大

を促進することを狙いとしている。各地で一

定の評価を得ているが、その多 くは、調査、

計画段階に止まっている。そのなかで、宮城

県公社、香川県公社の事例が先駆的役割を果

している。両県公社の事例は、公社の担当職

員が昼夜の別なく地域の関係者と話合いの場

を持って合意形成に努める等献身的努力を重

ね、地域に適合 した集合事業を仕組んだこと

に加え、圃場整備を契機とし、これと結びつ

けて実施することによって、その成果を一段

と大きなものとしたといえるだろう。

宮城県亘理町の例でみよう。ここは、明治、

大正期にかけて既に10a区 画の整備が完了 し

て、米とイチゴの複合経営、安定兼業による

比較的豊かな地域である。昭和58年、零細分

散圃場を克服してより生産性の高い農業を実

現 したいとして、県公社の集合事業がスター

トすることになった。公社は、地元に密着 し、

度重なる話合い、2回 にわたるアンケー ト調
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査を行った上、土地利用計画を策定 し、それ

に従って、公社に集中した土地を2回 にわた

り再配分を行い、団地化を図ってきた。 しか

し、その後、10a区 画の圃場のままでは、規

模拡大をしても生産性の大巾な向上は難 しい

ということがわかった。そこで、公社事業と

して、合理化事業により集まった1.1haの 農

地(17筆 、7人 の地権者)の 畦畔を除去 し、

実証圃場を造成 した。その結果、稲作労働時

間は、県平均10a当 り42時間に対 し10時間を

下廻り、また客土等による増収効果もあって、

農家の深い共感を呼び、本格的圃場整備に踏

み出す契機 となって21世 紀型圃場整備事業が

集合事業と結びつ く形で導入されることとな

った。

平均50aの 所有構造のなかで、2ha以 上の

連塩化と担い手への農地集積が可能となる背

景には、集合事業開始以来、積み上げてきた

担い手への農地集積の合意形成の努力を見落

とすことができない。いわば、集合事業によ

り蓄積された農地流動化のノウハウと圃場整

備事業とをパッケージングすることにより、

大きな成果をあげることができたといえるだ

ろう。これを契機に、宮城県下各地で、県公

社を活用した圃場整備事業が実施されようと

しており、かなりの量の農地が賃貸借を中心

に公社を通 じて、流動化する期待が持たれて

いる。分散圃場を克服 しつつ、担い手への土

地利用の集積を推進するためには、単なる権

利移転のみでは難 しくなってきており、合理

化事業と圃場整備等の事業とのパ ッケ―ジン

グを図 りつつ実施することが効果的である。

もとより、その具体的方法は、地域の実態の

なかか ら、合意形成を図りつつ決定されるこ

とである。これからの集合事業についても、

近年広汎な拡がりをみせている農作業の受委

託との関係をも包撮とした弾力的な事業のあ

り方等についても検討を深める要があるだろ

う。

昭和45年、農地法の一部改正により発足 し

た農地保有合理化事業も25年の歴史を刻むに

至った。この間逐次その内容が整備拡充され、

現在では、農地売買等の資金枠は、1千 億円

を超え、また生産法人出資育成事業、農地信

託等事業、農作業受委託促進事業、遊休農地

等対策事業、合理化法人機能強化事業等多岐

にわたっている。制度面でも、基盤強化法に

おいて、合理化事業、合理化法人、全国農地

保有合理化協会とも必要な位置づけが行われ

た。農地流動化の条件は成熟しつつある反面

難 しさも加速化している。各県公社間の格差

も大きく、多 くの公社の体制整備 も十分では

ない。構造政策の中軸 として、その真価が問

われている今、市町村、関係団体の協力をえ

て、地域の実情を踏まえた積極的な事業展開

が図られなければならない。

平成7年3月

(全国農地保有合理化協会副会長)
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