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はじめに

1本 調査の趣旨

(1)本 報告が分析対象とする 「非農家の農

地の所有 ・管理意識等に関するアンケー ト調

査」は、平成5～6年 度に実施されたF承 継

農地等の利用適正化システムに関する調査研

究」(農 林水産省構造改善局農政部農政課か

ら㈱全国農地保有合理化協会への委託)の 一

環として、平成6年11月 に行われたものであ

る(注)。

(注)平 成5年 度は、同調査研究の一環とし

て、わが国の農地相続の実態等に関する

調査を実施した。

(2)本 調査研究の目的は、概ね、次のとお

りとされている。

「担い手」の育成、経営規模の一層の拡大

を推進 していくためには、育成しようとする

経営体の円滑な承継 ・発展と併せて、経営主

の高齢化 ・兼業化等によって経営を縮小又は

廃止していく農家等の農地が効率的にその育

成 しようとする経営体の利用に供されていく

ための諸条件の整備が不可欠である。

ところが、近年増加してきている、相続の

発生等による経営主以外の者の農地の取得、

あるいは高齢農家の引退や兼業農家の離農等

によって発生して くる土地持ち非農家の所有

農地の管理等をめぐっては、その所有者の土

地資産としての所有意識や土地条件の整備の

ための事業実施の困難性、特に不在村地主に

おいてはそれ らの所有農地に関する情報の不

足等から、ややもするとそれらの農地が有効

に利用されず、遊休地化される場合も少なく

ない。

そこで、本調査の目的は、これらの所有農

地の利用適正化に関する検討のために、土地

持ち非農家の発生の経緯や農地所有の実態、

及び今後の管理 ・処分等に関する意識等につ

いて把握 しようというものである。

2.調 査の実施 ・回収状況

(1)調 査対象の選定

調査対象の道府県、市町村及び非農家の選

定については、次のとお り行った。

①対象の道府県については、90年農業セン

サス結果を基にして、そこでの非農家率及び

非農家の所有耕地率の高い市町村を多 く有す

る道府県から優先的に、各ブロックを代表す

る26道府県を選定。

②対象市町村については、①の対象道府県

の協力により、そこでの非農家率及び非農家

所有耕地率が高く、かっ管内に相当量の農地

が賦存する候補市町村のなかから、当該道府

県における農業地域類型区分別の市町村数の

ウエイ トを考慮 して、全国で200市 町村(北

海道25、府県各7)を 選定。

③対象の土地持ち非農家については、当該

農業委員会の協力により、その所有の耕地面

積がより大きい非農家を優先的に、1市 町村

当たり、(i)在 村非農家20戸程度、(ii)不在

村非農家5戸 程度を選定 した。
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(2)調 査の実施

①調査は、平成6年11月 にアンケー ト方式

により、農業委員会の調査協力員の配布(発

送)、 回収等の協力(特 に、不在村非農家に

対 しては、地元市町村農業委員会長か らの調

査協力依頼を添えてのメール調査)に よって、

(1)の方法で選定した非農家を対象に、その在

住地が所有農地の所在市町村内であるか、あ

るいは他出しているかの区分により、 〔在村

土地持ち非農家調査〕、 〔不在村土地持ち非

農家調査〕の2本 立てで実施 した。

併せて、調査対象市町村(農 業委員会)に

対しても、非農家の所有農地に管理上の問題

点や所有者からの相談事項、その利用適正化

のための取 り組み内容等について調査を行っ

た。

②非農家調査の調査票の配布(発 送)・ 回

収及び集計の状況は、次のとおりである(道

府県別には、別掲 「土地持非農家アンケー ト

調査の対象非農家数」を参照)。

3土 地持ち非農家についての既存統計の把

握

土地持ち非農家に関する全国的な統計とし

ては、農業センサスの 「統括編」で、1975年

農業センサスか ら世帯用照査票レベルでの調

査結果 として、その世帯数と所有土地面積

(耕地及び耕作放棄地面積)に ついて掲載さ

れているのみである。

90年農業センサスでは 「土地持ち非農家」

とは、 「耕地及び耕作放棄地を合わせて5a

以上を所有 している非農家世帯」と定義され

ているが、不在村の非農家世帯については、

事実上、照査票作成の過程で調査対象か ら除

外されているので、農業センサスの 「土地持

ち非農家」の調査値は、在村非農家に限って

の把握値と言える。(但 し、80年、85年農業

センサスでは西日本の経営耕地の下限面積が

5aで あったので、両年のセンサスの把握値

は経営耕地の保有面積が5～10aの 世帯は含

まれていない(「農家」として区分される。))。

このような不十分な点はあるが、90年農業

センサスでは、土地持ち非農家世帯数は全国

で77万5千 戸(統 計は正確には連続 しないが、

80年の2.46倍)、 所有耕地面積が22万1千ha

(同2.99倍)、 所有耕作放棄地が6万6千ha

(同2.11倍)と なっている(表-1、 表-2)。

4本 調査の基本事項と分析の視点

(1)本 調査の基本事項

〔在村土地持ち非農家調査〕及び 〔不在村
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(参考)土 地持 ち非農家 ア ンケ― ト調査の対 象非農家数
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表-1土 地持ち非農家の所有耕地面積の推移

表-2土 地持ち非農家が所有する耕作放棄地面積の推移
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土地持ち非農家調査〕に関する基本事項は、

次のとおりである(調 査票は稿末)。

①土地持ち非農家の発生の経緯一以前は農

家であった者の離農、あるいは以前から非農

家であった者の農地取得の経緯(そ の理由、

年次)及 び農家であった者の離農時の農地の

処分状況

②所有農地の現在の管理 ・利用の状況(所

有農地の規模と所在、貸付の条件等)

③今後の農業への復帰見通し及び農業に復

帰 しない場合の今後の農地の管理 ・処分等に

ついての考え(貸 付等の相手、相談相手等)

④ これらの農地等の相続等に対する意向

⑤ これらの農地等の土地改良への参加 ・負

担、施設の管理等に関する意向

とりわけ、不在村者に対 しては、これらに

加えて、

①他出した理由と他出後の経過年数

②郷里での実家の有無や帰郷の目的 ・頻度

③今後の帰郷 ・農業復帰についての見通 し

及び帰郷 ・復帰 しない場合のその農地の管理

・処分等にっいての考え。

また、調査対象市町村に対 しては、管内の

非農家の所有農地の管理上の問題点やその適

正な利用のための市町村 ・農業委員会の取 り

組み等について筆記式で調査した。

(2)調 査結果分析の視点

本調査のねらいは、今後とも増加 して くる

であろう土地持ち非農家の所有農地が、専業

的に農業経営を目差していこうとする地域農

業の 「担い手」によって適正かつ効率的に利

用されていくために、そこでの非農家の所有

農地の管理の実態と、今後の管理 ・処分、そ

の農地の相続についての意向等を総合的に把

握することである。

したがつて、分析にあたっては、これら農

地の適正な管理 ・利用を図る観点か ら、農地

所有の経緯、引いてはその管理のための情報、

利用 ・処分のための諸条件や考え方が大きく

異なってくると考えられる在村非農家の場合

と、不在村非農家の場合 との対比を基本に据

えなが ら、次の点に注意して調査結果をみて

いきたい。

第1に 、土地持ち非農家の発生の経緯や農

地所有に対する考え方が基本的に異なる北海

道の場合と府県の場合では、その農地所有や

今後の管理 ・利用に対する意識においてどの

ような差異があるか、そして府県の各地域で

どのような特性が窺えるか。

第2に 、その発生の経緯(農 家歴の有無や、

以前農家であっても、離農の原因が経営主の

高齢化によるものか、兼業への専念によるも

のか。)と の関連、その世帯主の就業状態や

年齢、離農後あるいは他出後の経過年数との

関連で、所有農地の管理実態や今後の対応に

違いがみられるか。

第3に 、非農家の所有農地の規模との関連

で、どんな違いがみられるか。

第4に 、今後の農業復帰や、不在村者にと

っては帰郷への意向との関連で、所有農地と
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の日頃の関り方やその農地の土地改良等に対

して、どのような意識の違いが生まれて くる

だろうか。
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1在 村土地持ち非農家に関する調査結果

(注)調査結果の分析に関する統計は一括し

て後半に掲げた。

1調 査対象在村土地持ち非農家の性格

(1-1-(1)(2)(3))

(1)回 答者(対 象非農家)は 、続柄別には

世帯主である場合が89.3%(北 海道92.0%、

府県88.9%)と 圧倒的に多い。また、その年

齢別には、北海道の場合は65歳以上が65.6%

と高齢者が大半を占めているのに対 して(40

～60歳は21.5%)、 府県の場合は同じ高齢者

の割合が43.6%を 占めなが らも、40～60歳 の

壮年層が41.8%と 相当割合を占めている。

(2)そ の就業状態をみると、北海道の場合

は 「無就業」が46.5%と 農業を引退 した者の

割合が高く、 「日雇い」(27.7%)や 「恒常

的勤務」(18.3%)な ど現在就業している者

に並ぶ割合にほぼ相当しているのに対 して

(注)、 府県の場合は 「恒常的勤務」(40.8

%)及 び 「自営業」(18.1%)な ど農業以外

の就業に従事 している者の割合が62.7%と 大

半を占めており、 「無就業」の割合は37.1%

と相対的に低 くなっている。

それは地域別には、南 ・北関東、北陸、東

海及び近畿では 「恒常的勤務」ないし 「自営

業」など就業の者の割合がかなり高くなって

いる一方で、北海道のほか、山陰、四国、南

・北九州などの遠隔地と山陽においては相対

的に 「無就業」の割合が高 くなっている。

(注)北 海道 においては、非農家(離 農後の)

の就業状態 は(離 農の理由やその時の年

齢 とも関連するが)無 就業の者が多数を

占め るという実態は、次の 「離農実態調

査」結果(北 海道庁が1970年 以来独 自に

実施。)に おいて も確認で きる。

北 海道 における離 農後 の就業 先別構 成

-北 海道庁の 「離農実態調査」結果よりー

2在 村土地持ち非農家の発生の経緯と離農

時の農地処分の状況

(1)在 村土地持ち非農家の発生の経緯

土地持ち非農家の発生とは、要するに、以

前から農家でなかった者にとっては何 らかの

事情による農地の取得の経緯であり、以前は

農家であった者にとっては離農一基本的に農

地貸付けの経緯である。

それは、在村非農家の場合と不在村非農家

の場合ではその主たる発生要因に差があるで

あろうが(そ の意味で、実際の調査のなかで
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はもっと具体的な区分でその要因を調査して

いるのであるが)、 基本的に、次の3つ のパ

ターンに類型化 して考えることができよう。

第1に 、以前から非農家であった者が相続

(生前 ・死後)等 を通 じて農地を取得する場

合。

経営農地の相続や、その相続後の管理の問

題では、本来、農業後継ぎ以外の2・3男 等

が相続する場合=経 営農地の分割化と分割農

地の管理の問題がその中心であったが、近年

は、長男が相続する場合でも農業を継がない

場合が少なくな く、これが不在村土地持ち非

農家、あるいは在村非農家で以前から農家で

なかった世帯の基本的な発生要因であると考

えられる。

また、非農家の農地取得の契機としては、

稀に、この承継等に因るもののほか、開墾等

による場合があるものと思われる。

第2に 、以前は農家であった者が兼業の深

化等によって離農(農 地の貸付け)す る場合。

したがって、当該非農家は、次の経営主の

高齢化によって離農 したケースに較べても、

自ら農業を廃止 した一代目がほとんどである

と考え られる。 また、 「以前は農家であっ

た」在村非農家の離農事由として独立の項目

で調べている 「負債整理で農地を処分」の場

合も、広義にはこのケースに入ることになろ

う。

第3に 、農業あとつぎのいない高齢農家が

生前の引退や病気 ・死亡によって経営を廃止

(農地の貸付け)す る場合。

「以前は農家であった」在村非農家の離農

事由では、これらの高齢経営主の死亡(相 続

の発生)に 因る場合もこのケースに含めて把

握 している。

(2)在 村土地持ち非農家の前歴(農 家歴)

(1-2一(1))

調査対象として選定 した在村非農家の前歴

(農家歴)の 構成をみると、全国で 「以前は

農家であったもの」の割合が88.6%、 「以前

から農家でなかったもの」は11.1%と なって

おり、ブロック別には北海道(91.9%)、 北

陸(95.9%)、 山陽(94.6%)で 農家歴を有

するものの割合が高 くなってお り、北関東

(16.1%)、 東海(13.4%)、 近畿(13.3%)、

南九州(14.0%)の ほか、東北(14.8%)に

おいては 「以前から農家でなかったもの」が

高い割合を示している。

また、農業地域類型別には、農家歴を有す

るものの割合は平地農業地域(90.5%)、 中

間農業地域(89.5%)に おいて、所有農地の

規模との関連(府 県)で は、より大規模層に

おいて高くなっている。

(3)「 以前は農家であった」在村非農家の

離農理由と離農時の農地処分の状況

(1-2-(2))

① 「以前は農家であった」在村非農家の離

農理由

「以前は農家であった」在村非農家の離農

理由をみ ると、全国で は 「高齢のため」
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(20.8%)、 「病 気 のた め」(12.0%)、

「農業従事者の死亡」(17.2%)な ど経営主

の高齢化 ・農業 あとつ ぎの欠落に因るものが

半数を占めてお り、次 いで 「農業以外の仕事

に専念」(32.7%)、 「耕地条件 ・収益の悪

化」(6、1%)、 「負債 整理 で農地処 分」

(0.8%)、 「その他」(10.4%)の 構成 と

な っている。

それが、北海道では経営主の 「高齢化のた

め」(25.5%)や 「病気のため」(15.0%)、

「病気のため」(11.2%)と 農業あ とつぎの

いない高齢農家の離農 に因 るものが主流で あ

るのに対 して(注)、 府県で は高齢化 ・農業

あとつぎの欠落に係 る理由 も相当の割合を占

めているものの、特に、兼業への専念のため

とす るもの(34.8%)が 高い割合を示 してお

り、それ は北関東(40.8%)、 南関東(38.6

%)、 北陸(41.5%)に おいて一段 と高 くな

ってい る。

農業地域類型別には、その理由において特

に著 しい差異は認め られないものの、平地農

業地域では高齢化等によ って引退 した者の割

合が より高 く(50.1%)、 「耕作条件 ・収益

の悪化」を挙げている者は中山間地域で高い

割合を示 している。

また、所有耕地の規模 との関連で は、当然

の ことなが ら、大規模層においては北海道、

府県 とも兼業専念のために離農 したとす るも

のの割合は小 さく、かつ 「高齢のため」又は

「病気のため」 とする ものが最 も高 い割合を

示 している(北 海道 の20ha以 上層 においては

兼業専念のためが15.0%と 各層のなかで最小

であ るのに対 して、 「高齢のため」 とする も

のは40.0%と 最大、府県の3.Oha以 上層にお

いて も 「高齢のため」(29.4%)が 兼業専念

のため とす るもの(29.4%)が 同率である。)。

(注)北 海道庁による前掲の調査による離農

農家の離農事 由の構成 を示す と、以下の

とお り。

北海道における離農農家の離農事由の構成

②離農後の経過年数

「以前は農家であった」在村非農家の離農

後の経過年数についてみると、回答者は一般

的に自家農業を実質的に廃止 した時点か らと

意識するために、経営耕地の下限面積割れに

よってセンサスの定義上 「離農」とされる時

点から考える場合よりは一般に長期に答える

ものと考えられるが、北海道では10年未満 と

するものが53.8%と 過半を占めているのに対
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して、府県の場合は10年 以上とするものが

66.2%を 占めており、離農後 も長期に所有し

ているのが普通である。

それを離農事由との関連(全 国)で みると、

それぞれの場合の離農時の年齢に関係するこ

とであるが、離農後 「20年以上」と回答する

ものは、兼業に専念するために離農 したもの

(42.8%)や 「耕地条件が悪 く収益低下」

(36.2%)を 離農事由とするものが最も高い

割合を示し、 「高齢化」、 「病気」や 「負債

整理で農地を処分」を理由とするものは5～

9年 の比較的短期所有のものが最も多い。

また、所有農地の規模別(府 県)に は、小

規模層ほど 「20年以上 の長期所有の ものの

割合が高 くなっている。

③ 「以前は農家であった」在村非農家の離

農時の農地処分(複 数回答)

全国平均では、 「農地で売却」(3.3%)、

「転用で売却」(2.5%)、「 贈与 した」(6.7

%)、 「貸付けている」(77.8%)、 「耕作

放棄」(15.8%)の 構成で、所有農地につい

ては基本的に貸付けて離農していることが確

認できるが、他に、 「耕作放棄」するケース

も府県(17.5%)、 とりわけ北関東(24.5%)、

南関東(33.8%)、 東山(31.4%)及 び東海

(31.0%)で は比較的多 く、北海道(9.6%)、

東山(9.3%)で は 「農地で売却」 も一定の割

合を示 している(注)。

それを農業地域類型別にみると、平地農業

地域で は 「貸付 け」の割合が一段 と高 く

(83.2%)、 かっ 「耕作放棄」の割合が低い

(10.3%)の に対 して、都市的地域及び中間

農業地域では逆に 「耕作放棄」の割合が高 く、

その分 「貸付け」の割合が低 くなっている。

また、離農事由との関連(府 県)を みると、

経営主の高齢化や兼業化などの一般的な事由

による離農においては大部分が 「貸付け」で

対応 しているが、 「負債整理で耕地を処分」

に因る場合は 「農地で売却」(63.6%)や

「転用で売却」(18.2%)な どの対応が中心

で、 「耕作条件が悪 く収益低下」に因る場合

は 「耕作放棄」(37.1%)に 向う割合が一段

と高 くなっている。

所有耕地の規模別には、北海道 ・府県とも

基本的に大規模層ほど 「貸付け」の割合が高

く、かつ売却処分や 「耕作放棄」するものの

割合は小さいのに対 して、逆に、小規模の所

有層ほど、農地であるいは転用で売却処分、

耕作放棄するものの割合が高くなっている。

(注)北 海道における離農跡地の処分は、従

来、離農時における売却処分が特徴であ

ったが、近年は賃貸借によるものが過半

を占め、売却と賃貸借が併存する形でな

されていることが、次の道庁による調査

結果(前 掲)か らも確認できる。

ただ、あとつぎ不在の経営主の高齢化

が離農理由の基本である北海道において

は、本来、離農跡地については売却処分

が基本的形態であり、非農家の離農後の

農地所有期間は比較的短期のもの過半占

め(前 述2-(3)-② 参照)、 その貸付け

はいずれ売却に移行する一時的な性格の
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も の と言 え る 。

北海道における離農跡地の処分形態の構成

(4)「 以前か ら農家でなか った」在村非農

家の農地所有の経緯(1-2-(3))

①農地所有の経緯

「以前か ら農家でなか った」在村非農家の

農地所有の経緯をみると、全国では 「相続 に

よ る取得」(74.8%)が 圧倒的に多 く、その

他に、 「受贈」が11.3%、 「その他」13.9%

となっているが、 「受贈」によって取得 した

とす る農家が北海道(27.3%)、 山陰(35.7

%)、 南九州(22.2%)で は相当割合を示 し、

その分 「相続」 とするものは少な くな ってい

る。

また、農業地域類型別には、都市的地域に

お いて 「相 続 」 によ るとす る ものの 割 合

(87.9%)が 他の地域 より一段 と高 くなって

い る。

② その農地の所有名義の構成

そ こでの農地の所有名義者の構成をみると、

「世帯主 」が76.0%(北 海道89.2%、 府 県

74.6%)、 世帯主の妻5.0%、 世帯主の父母

14.0%、 その他5.0%と なっている。

3.在 村土地持ち非農家の所有農地の現在の

管理状況

(1)所 有農地の規模とその所在範囲

(1-3-(1))

① 在村土地持ち非農家の所有農地の規模

在村非農家の1世 帯当たりの所有農地の規

模についてみると、調査対象の選定において

所有規模がより大きい非農家を優先に選定し

ていることを考慮 しなければならないが、府

県では平均87.4a(一 般農家の経営耕地の所

有規模は86a)、 北海道では721a(同1024

a)と なっており、ほぼ一般農家の所有規模

と変わらない大きさとなっている。

農業地域類型別(府 県)で は、平地農業地

域(114.7a)に おいてその所有規模が一段 と

大きくなっている。

また、同じ在村非農家であっても、その所

有規模は農家歴の有無別(府 県)に よって差

があり、 「以前は農家であった」 ものは1世

帯当たり平均91aで 、 「以前から農家でなか

った」非農家の所有規模(同65a)を 上まわ

っている。

②所有農地の所在範囲

在村非農家の所有農地の所在範囲は、住居

と 「同一集落内」とするものが76.5%、 「同

一旧市町村内」が9.5%、 「同一市町村内」

が14.1%の 構成となっている。それが北海道

においては旧市町村の範囲を越えているもの
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が26.8%と 離農 に伴 って 旧来の集落を離れ る

傾向が相対的に強いことが認め られるものの

(注)、 北海道 ・府県 とも7割 以上が住居 と

同一集落内に所有 している。

(注)前 掲の 「離農実態調査」結果 も併せて、

この点について触れてお く。

北海道 における離農は、元来、地場で

の労働市場が狭 く、兼業が困難であ り、

その後の生活資金獲得のためにも全農地

を売却 して挙家離農(離 村)す るという

のが特徴的な形態で あった。

ところが、近年は、地域内で兼業機会

が拡大 してきた ことや、札幌など都市部

での地価高騰等か ら農地売却額だけでは

都市部での生活再建が困難 になって きて

お り、そのため、離農後 も、居住地 は下

表 の とお り,近 くの町場 に出る ことは

あって も同一市町村内にとどまり、農地

処分 も農地の譲渡課税との関係 もあって、

分割売却 ・一一部は賃貸借に出 しなが ら、

順次に処分 してい くケースが増加 してい

る。(前 記1-2-(3)-③ 参照)

北海道における離農後の居住地別構成

(2)所 有農地 の現在の管理状況

(1-3-(2))

所有農地の現在の管理状況を 「貸付 け」、

「耕作放棄」及び 「自作」の構成 に注 目して

みると、全国お しなべて 田は畑の場合 よりも

「貸付け」の割合が高いことが認め られ(畑

が81.9%に 対 して田は89.7%)、 その一方で、

畑 において は 「耕作放棄」(田 が5.2%に 対

して畑は8.7%)及 び 「自作」 と して いるも

の(田 が3.7%に 対 して畑 は20.4%)の 割合

が高 くな っている。

また、ブロック別にみ ると、耕作 放棄の割

合は田畑 とも北海道 よりも府県において、そ

のなかで も、 田は東海(21.8%)、 南九州

(21.6%)、 畑 の場合 は南関東(32.1%)、

北陸(38.8%)、 東海(37.2%)等 でその割

合が高 くなってお り、農業地域類型別には平

地農業地域以外の地域で一段 と高 くな ってい

る(例 えば、畑 の場合 「平地 」が5.0%で あ

るのに対 して、 「都市」 は21.7%、 「中間」

毒ま10.6%)。

(3)農 地を貸付 けている相手方

(1-3-(3))

農地を貸付 けている相手方 についてみると、

全国では 「知 り合い」(44.4%)、 あるいは

「親戚縁者」(26.4%)と す るものが最 も多

く、その他、 「地域の担 い手」(26.0%)と

す るものが相 当割合 を示 してい る。 それを

「以前 は農家であ った」 ものに限 って、その

離農後の経過年数 との関連でみると、経過年
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数が長期のものほど貸付け相手を 「知 り合

い」としているものの割合が高く、逆に 「地

域の担い手」としているものの割合は小さく

なっている。

(4)農 地貸付け後の集落農業との関り

(複数回答)(1-3-(4))

在村非農家の農地貸付け後の集落農業との

関りをみると、その関 り方は所有農地の所在

とも関係するものと考えられるが、全国では

「畦の草刈 りを行 う」とするものが9.5%、

「水管理を行 う」が4.4%、 「農繁期の手伝

い」が5.0%に す ぎず、 「何 も行わない」 と

するものが北海道(72.9%)、 府県(71.7%)

ともにかなりの割合を占めている。

農地の所有規模別(府 県)に は、所有規模

の大きい(1ha以 上)層 の方が小規模層(50

a未 満)に 較べて 「何も行わない」とするも

のの割合が高くなっており、農業への復帰意

向との関連(全 国)で みると、復帰希望者は

「畦の草刈り」が18.7%、 「水管理を行う」

が9.8%、 「農繁期の手伝い」が6.9%と 、

集落農業と何 らかの関りを有している者は延

べ4割 にも達するが(「 何 も行わない」は

58.3%)、 「復帰 しない」意向の者において

は何 らかの関りを有 している者は延べ13.1

%、「 何も行わない」の割合が78.5%と 、大

部分が既に集落農業との関わりは薄 くなって

いる。

(6)所 有農地の貸付けに当たっての最初の

相談相手(1-3-(5))

全国平均で は、 「親戚、友人、知人」

(34.4%)と するものが相当割合も占めてい

るものの、 「農業委員」、「農業委員会職員」、

「市町村職員」、「農協職員」等の公的機関を

最初の相談相手としている割合は36.9%と 高

く、特に、北海道においてはその割合が68.0

%と 一段と高 くなっている(府 県32.0%)。

また、 「以前は農家であった」者に限って、

離農後の経過年数との関連でみると、経過年

数が10年未満の離農後間も無い非農家は相談

相手を農業委員、同職員、農協職員としてい

るものが高い割合を示 しているが、離農後10

年以上と長期間経過 して くると、これ らの公

的機関を相談相手とす る者は減少 し、 「親戚、

友人、知人」とするものあるいは 「相談者な

し」とするものの割合が増えている。

4在 村土地持ち非農家の今後の農業への復

帰見通 しと農地管理処分に関する意向

(1)在 村土地持ち非農家の農業への復帰見

通 し(Ⅰ 一4-(1))

在村非農家は農業への復帰見通 しについて、

復帰意向の割合が全国で16.9%(北 海道10.5

%、 府県17.9%)、 「復帰 しない」は51.0%、

「わからない」32.1%と なっており、非農家

は農業への復帰については限定的であると言

える。

農業復帰を志向する者は、その契機につい
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て 「定年退職」(6.6%)、 「後継ぎが戻 った

ら」(4.2%)、 「勤め先の都合が悪くなった

ら」(1.4%)、 「早い時期に」(2.0%)な ど

と考えている。一方、 「復帰 しない」ものの

割合をみると、北海道の場合は72.3%と 、府

県の場合(47.8%)に 較べて、一旦離農する

と農業に復帰 しないという傾向が鮮明である。

それを世帯主の年齢別にみると、復帰意向

がある程度の割合(2割 以上)を 示 している

のは60歳程度までであり、その場合、定年退

職を契機とする場合が多い。

また、所有農地の規模との関連(府 県)で

は、2.Oha以 上においては 「復帰 しない」と

するものが過半を占め、規模の大きい非農家

は農業に再び復帰 しないとの考えをより明確

にしており、離農(貸 付け)後 の集落農業と

の関り方 と共通性がみられる(前 記3-(4)参

照)。

(2)在 村非農家の今後の農地の管理処分に

対する意向(1--4-(2)(3)(4)(5))

①今後の農地の管理処分に対する意向

在村非農家は、今後の農地管理については、

大半が 「引き続 き貸付け」(63.3%)と して

いるが、 「売却希望」(8.1%)、 「自分で転

用」を考える(6.1%)な どの意向も出ている。

特に、北海道の場合は 「売却希望」(26.8

%)の 割合が一段と高くなっている分、貸付

け意向のものは56.0%と 低 くなっているが、

府県の場合は、継続貸付意向が64.4%と 相対

的に高いが、その中でも北陸(80.5%)、 四

国(70.8%)、 九州(70.4%)で はその割合

が一段と高くなっており、府県における在村

非農家の所有農地の処分 ・利用に対する考え

は、今後とも離農時の 「貸付け」を継続して

行きたいとするのが基調と言える。

ただ、農業地域類型別にみた場合には、平

地農業地域では継続貸付け(70.4%)と する

ものが他地域に較べて高 くなっているものの、

都市的地域では売却志向(10.5%)が 、中山

間地域ではそのまま放棄を考えているものの

割合が相対的に高 くなっていることが認めら

れる。

また、所有農地の規模との関連(府 県)で

は、大規模の所有者ほど継続貸付けや 「新た

に貸付け」など、今後とも農地としての利用

意向が強いのに対 して、小規模所有者などは

売却処分や 「そのまま放棄」を希望するもの

の割合が高く、かつ 「わからない」とするも

のの割合が高い。

②農地の貸付け相手についての意向

農地の貸付けの相手としては、今後 も 「親

戚」あるいは 「知 り合い」とするものが38.9

%と 相当あるものの、 「きちんと管理 してく

れる人なら誰でも」(30.5%)の ほか、 「公

的機関があっせんした者」(21.3%)、 「地

域の担い手」(24.6%)と するものがかなり

高い割合を占めている。それは、貸付け相手

が 「親類縁者」あるいは 「知 り合い」が7割

以上を占めている農地貸付けの現状(前 記3

一(3)参照)と して対比すると
、今後とも農地
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利用の方向づけが困難な状況では決 してな く、

むしろその必要性が強いことを物語っている。

③農地の貸付け上の問題点

次に、在村非農家が所有農地の貸付けに当

たっての不安事項について調べているが、

「心配ない」 と回答 しているものが52.6%

(北海道63.7%、 府県50.9%)と 過半に達し、

これまでの農用地利用増進法に基づ く利用権

設定等促進事業の普及 ・定着を通 して、小作

地化をめぐる不安の解消がかなり進んできて

いることをうかがわせる。

逆に、 「心配がある」とするものは府県

(49.1%)で 相対的に高くなっているが(北

海道36.3%)、 その内容は一部に 「一旦貸す

と返さない」(11.7%)と か、 「返却時の離

作料支払い」(7.0%)を 挙げているものがあ

るものの、む しろ 「小作料が安い」(20.7

%)や 「貸付相手がいない」(11.6%)な ど

の 「借 り手」に係わるものであり、あるいは

「土地改良の負担金支払」(17.6%)に 関す

るものである。

④所有農地の問題についての主な相談先

在村非農家は所有農地に関する問題につい

ては、今後とも、農業委員(36.O%)や 同職

員(19.2%)、 市町村職員 ・農協職員等の公

的機関を主な相談先 と考えているが高い割合

を示 しており(「 親戚、友人、知人」とする

ものは27.0%)、 特に、北海道では府県に較

べて農業委員(49.5%)、 同職員(27.4%)

とするものの割合が高い。

また、以前農家であったものについて、離

農後の経過年数別(府 県)に みると、離農後

かなり経った者になると、上記の公的機関を

相談相手とするものの割合が減少 し、 「親戚、

友人、知人」とするものの割合が高 くなって

いる。

(3)在 村土地持ち非農家の農地相続に関す

る意向(1-4-06))

在村非農家の農地について相続意向は、全

国平均では 「長男が一括相続」とするものが

半数(50.6%)に のぼるものの、分割相続を

考えている者も少なく無く(「 家にいる者で

分割」4.2%、 「子供連で分割」10.0%、

「その他」6.8%)、 農業を廃止 した後の農

地についての相続意向は、一般農家の農地相

続についての傾向(「 あとつぎに一括」の意

向が84.6%。 表一3参 照。)を 残 しつつも、

「長男に一括相続」ということにこだわらず、

分割相続の意向が高くなっていることが確認

できる。

また、北海道では、一般農家の場合は 「あ

とつぎに一括」相続を考えている者が79.6%

であったが、非農家(農 業が継続できなくな

った後)の 農地相続においては長男への一括

相続にこだわ らなくなる傾向がはっきり表れ

ている(今 後の農地相続について 「わからな

い」が43.5%で 、 「長男に一括」相続が22.1

%)。

それを所有農地の規模別にみると、北海道

の場合は5ha未 満の小規模層においては長男
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表-3一 般農家の農地相続に対する意向

172



に一括相続と考えている者が多い一方で、大

規模層では 「長男に一括」にはこだわ らない

が、 「わからない」と意向を固めていない者

の割合が高くなっており、府県の場合は、逆

に1ha以 上の大規模層において長男に一括相

続 し、家産として残そうとする傾向がうかが

える。

また、今後の農業への復帰意向との関連

(府県)で は、復帰希望者の場合には後継者

が戻ることをその1つ の契機としていること

から、長男に一括相続とするものが62.2%と

多くなっている(「 復帰 しない」場合は53.4

%)。

5在 村土地持ち非農家の土地改良への参加

・費用負担等 に関する意向

(1)今 後の土地改良事業への参加意向

(Ⅰ-5-(1))

在村非農家の土地改良事業への参加意向は、

全 国で は 「参加す る」50.7%、 「参 加 しな

い」49.3%と 、参加 ・不参加 は相半ばするが、

参加意向の主な理 由としては 「皆で決 めた こ

とだか ら」 とするものが2&0%、 「先祖代 々

の農地だか ら」13.2%、 「将来農業に復帰」

4.0%等 であ り、他方、不参加の主な理 由 と

しては 「自分で耕作 していない」が17.3%、

「事業費の償還が困難」15.7%、 「転用で き

ない」が6.0%等 とな っている。

特 に、北 海道の場合 は、不参 加が77.5%

(その主な理 由は 「自分で耕作 していない」

39.5%、 「事業費の償還が困難」20.8%等)

と参加意向は極めて低く、農地はあくまでも

自ら耕作 していく場合における生産手段であ

るという考えが強 く、かつ集落内でのつなが

りも府県に較べて弱いことから、経営を廃止

すると、自らその農地の改良に参加 しようと

する意向は、農地を家産として考える傾向が

強い府県の場合に較べて極端に低 くなるもの

と考え られ る。府県のなかでは参加希望

は、近畿(66.2%)、 山陽(64.4%)、 四国

(63.0%)に おいて高くなっている。

それを農業への復帰意向との関連でみると、

将来農業に復帰希望を持たない者は希望者に

較べて、土地改良への参加意向の割合は一段

と低 くなっている(参 加意向の割合は復帰希

望者が64.5%に 対 して、希望 しない者は43.6

%)。

(2)集 落内の農道 ・用排水路管理への参加

・費用負担に関する考え(1-5-(2))

①在村非農家の農道 ・用排水路管理への参

加意向

在村非農家は集落内の農道 ・用排水路管理

作業等への参加に関 しては、全国平均で 「共

同出役に出る」(40.8%)と 、 「耕作者にま

かせる」(42.2%)と するものが相半ば して

いるが、北海道の場合は 「耕作者にまかせ

る」とするものは58.2%(府 県40.0%)に の

ぼっている一方で、 「共同出役に出る」は

15.1%(府 県44.5%)に すぎない。
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②農道 ・用排水路の維持 ・改修費の負担に

関する考え

在村非農家は、所有農地のある集落内の農

道 ・用排水の維持 ・改修費等の負担について、

「集落内で平等に負担すべ き」が14.0%、

「所有面積 に応 じて負担すべ き」が24.8%で

ある反面、 「耕作面積に応 じて負担すべ き」

(23.6%)、 「市町村 が一括負 担すべ き」

(25.1%)、 「土地改良区が一 括負担すべ

き」(12.6%)の 考 えも少な くない。
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Ⅱ 不在村土地持ち非農家に関する調査結果

(注)調査結果の分析に関する統計は-括 し

て後半に掲げた。

%が 同じ道内に居住 しているが、府県では同

一県内が62.4%、 県外が37.6%と 、県外他出

者の割合が北海道と較べて高い。

1調 査対象不在村土地持ち非農家の性格

(Ⅱ-1-(1)(2)(3)(4)(5))

(1)調 査対象不在村非農家の続柄別 は、北

海道 ・府県 とも世帯主が北海道77.4%、 府県

81.8%と 大部分であるが、それ以外に北海道

では 「世帯主 の父母 」が20.2%、 府 県で は

「世帯主の妻」が7.8%と な っている。

それを年齢別 にみると、北海道では65歳 以

上が過半(56.1%)を 占めているのに対 して、

府県の場合 は高齢者 の割合が相 当割合(42.7

%)を 占めなが らも、40～60歳 の壮年層が過

半(53.0%)と な っている。

(2)就 業状態別には、北海道 は在村非農家

の場合 と同様、 「無就業」(48.2%)の 農業

引退者 と 「恒常的勤務」(18.8%)や 「日雇

い」(18.8%)、 「自営業」(14.1%)な ど

の現就業者が相半ばを占めているが、府県の

場合は 「恒常的勤務」(55.1%)及 び 「自営

業」(15.6%)な どの現就業者の割合が72.9

%と 在村非農 家の場合 よ りも一段 と高 く、

「無就業」の割合は27 .1%と その分少な くな

っている。

(3)ま た、不在村非農家の所有農地の所在

範 囲(=所 有農 地の所 在県か らみた他 出先

別)を み ると、全国的に は 「同一 県内」が

66.1%と 過半を 占め、北海道の場合は88.5

2不 在村土地持ち非農家の発生の経緯

(1)不 在村土地持ち非農家の前歴

(Ⅱ一2-(1))

不在村の土地持ち非農家の前歴(農 家歴 ・

離村の経緯等)に ついてみると、北海道 と府

県では対照的な内容となっている。

北海道の不在村非農家は、 「以前は農業を

していた」(89.4%)と するものが基本で、

その内訳は 「自分の代に出た」(67.1%)と

するもの、すなわち一代目が大部分であり

(それ以外に 「親の代に出た」2.4%、 「就

職で単身で出た」5.9%等)、 「以前か ら農

業を していなかった」とするものは10.6%に

すぎない。

これに対 して府県の場合は、 「以前は農業

をしていた」とするものが過半(63.7%)を

占めているものの、 「以前から農業をしてい

なかった」とするものが36.3%で 、その場合、

「就学 ・就職等で郷里を出た」(20.7%)と

するケースが多い。

(2)離 村後の経過年数(Ⅱ 一2-(2))

不在村非農家の離村後の経過年数をみると、

以前農家であったものが約9割 を占め、かつ、

いずれ農地の売却処分を基調としている北海

道においては、離村後10年未満の短期のもの

が60.5%(う ち 「5年未満」46.9%、 「6～
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10年」13.6%)と 過半を占めている。

これに対 して、府県の場合は離村後10年以

上 とするものが82.9%を 占めており、そのな

かで 「20年以上」とするものは64.3%と 、そ

の割合は在村非農家の離農後の経過年数の場

合(「20年 以上」が28.5%)よ りも一段と高

くなっている。

(3)不 在村土地持ち非農家の農地所有の経

緯(Ⅱ-2-(3))

不在村非農家の農地所有の経緯をみると、

全国平均では、 「農業従事時の農地」とする

ものが38.4%、 「相続で取得」57.6%、 「贈

与で取得」5.8%、 「その他」5.3%の 構成

となっているが、以前農業従事 していた時の

農地とするものを除くとほとんどが相続によ

る取得農地である。

北海道 ・府県別には、両者における不在村

非農家の前歴(前 期Ⅱ-2-(1))の 差異と関

連することであるが、北海道の場合は不在村

非農家であってもほとんどが以前は農家であ

り、 しかもその大部分が自分自身の代に郷里

離れたもので、その所有農地は 「農業従事時

の農地」であるものが70.2%を 占めているの

に対 して、府県の不在村非農家の場合は以前

は農家でなか った ものが相当割合を 占め

(36.3%)、 その所有農地は 「相続で取得」

としたとするものが63.3%と 大半を占めてい

る(「 農業従事者の農地」は33.1%)。

3不 在村土地持 ち非農家の所有農地 の管理

状況

01)所 有農地の現在の利用状況

(Ⅱ一3-(1))

不在村非農家の所有農地の現在の利用状況

につ いてみ ると、在村非農家の場合 と同様、

田 ・畑 とも 「貸付け」(田83.8%、 畑79.9%)

を基本 としているが、在村非農家の所有農地

の利用状況に較べて、不在村非農家において

は 「耕作放棄 」の割合が高 くな っている。

府県の場合は、田よりも畑の場合に 「耕作

放棄」 とす るものの割合が高 く、特に、北 陸

(56.7%)、 山陰(59.8%)、 山陽(56.8%)、

四国(57.5%)で は高い割合を示 している。

(2)農 地を貸付けている相手方

(Ⅱ-3一(2))

その農地 を貸付けている相手方 についてみ

ると、 「知 り合い」が60.8%(北 海道66.7%、

府県59.7%)あ るいは 「親戚」21.4%(北 海

道15.4%、 府県22.5%)と す るものが、全国

の各地域押 し並べて最 も高 い割合を示 してい

る。

(3)不 在村土地持ち非農家の郷里での実家

の有無(Ⅱ 一3-(3))

郷里の実家の状況をみ ると、全国平均では、

「親が住んでいる」20 .0%、 「兄弟等が住ん

でいる」15.5%、 「実家があ るが誰 も住んで

いない」42.8%、 「実家はない」21.8%の 構

成 になっている。

ところが、北海道 ・府県別にみると、北海
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道で は 「実家 はない」とす るものが48.8%と

最 も高 く(他 に、 「実家があるが誰 も住んで

いない」が23.8%)、 離農 ・他出すると郷里

との関係 は薄 くな っているが、府県の場合 は

「実家がない」 とす るものは16 .9%と 僅かで、

「親が住んでいる」が27・7%、 「兄弟等が住

んでいる」が14.2%、 「実家があるが誰 も住

んでいない」が46.2%と 、北海道 に較べて、

離村後 も長期間に農地を所有 し、かつ実家 も

保持 しなが ら、郷里 とのつなが りは深いもの

が あると考え られる。

04)帰 郷 の頻度 と目的(Ⅱ-3-(4)(5))

不在村非農家の帰郷の頻度 についてみると、

「年に1回 以上」が89.1%(北 海道75.3%、

府 県91.5%)、 「2・3年 に1回 程度」が8.0

%、 「5年 以上帰 らない」が2.9%と なって

お り、その頻度は、全国押 し並べて高 く、か

つ、離村後の経過年数の長短 に関係無 く、概

して高いと言え る(府 県の場合)。

その帰郷 の 目的 につ いてみ る と(複 数 回

答)、 「墓参 りのため」が61.0%と 最 も高 い

ものの(北 海道41.3%、 府県64.3%)、 「農

地の管理作業」のためが29.9%、 「農地管理

等の相談」のためが24.7%と なってお り、他

に 「親に会 うため」が20.5%と な っている。

(6)所 有農地の貸付 けに当たっての最初 の

相談相手(Ⅱ-3-(6))

全国平均で は、 「親戚、友人、知人」 とす

るものが47.5%と 、在村非農家の場合(34.4

%)に 較 べて一段 と高 く、 「農 業委員」や

「農業委員会職員」、 「市町村職員」、 「農

協職員」等の公的機関を最初の相談相手とし

ている割合は27.5%(在 村非農家は36.9%)、

「相談相手な し」が17.6%と なっている(前

記1-3一(6)参 照)。

そのような中で も、北海道の場合は公的機

関を相談相手とするものが60.0%と 在村者の

場合(68.0%)と 同様に過半を占めており、

一方、府県の場合は 「親戚、友人、知人」と

するものが51.2%と 、在村者の場合(36.7

%)に 較べて一段 と高くなっている。

また、それを非農家の農地所有の経緯との

関連=「 農業従事時の農地」を所有 している

場合と 「相続」により取得した場合を対比 し

てみてみると、いずれの場合 も相談相手を

「親戚、友人、知人」とするものの割合が約

5割 を占めているものの、どちらかと言えば、

前者は公的機関を相談相手とするものの割合

が高 く(35.7%)、 後者は逆にその割合が低

く(24.2%)、 かつ 「相談者なし」とするも

のが高くなっている。

(6)不 在村非農家の所有農地の管理につい

ての考え方(Ⅱ-3-(7))

「集落内の農地については農業的利用が図

られるべきだ」とする意見について不在村非

農家の考えを聞くと、 「積極的に進めるべき

だ」とするものが12.3%、 「集落の意向な ら

委ねる」が31.9%と 、集落内の農地の農業的

利用に関 して理解を示す考えも少なくないが、

「土地改良負担がなければ委ねる」が15.7%、
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「所有農地 は対 象外 に して欲 しい」が8.9%、

「誰に も貸 した くない」が2.5%な どと、限

定付 きあ るいは消極的な意見 もあ る。

また、現在進 めている農地 の利用調整に関

す る制度 ・事業等 に対す る認識度についてみ

ると、 「農業委員会」について知 っている者

の割は77.9%(北 海道87.3%、 府県76.3%)、

「利用改善団体」については17.3%、 「利用

増 進事業」 につ いては22.1%、 「合理化事

業」については13.7%と なっている。

4不 在村土地持ち非農家の今後の帰郷 ・所

有農地の管理等に関する意向

(1)今 後の帰郷意向(Ⅱ 一4一(1))

不在村非農家の今後の帰郷意向についてみ

ると、全国平均では帰郷希望のものが42.4%

(「帰 らない」30.8%、 「わからない」26.8

%)で 、意味は異なるが在村非農家の帰農意

向の割合(16.9%)と 対比 してみると、比較

的高い割合と言える。

それが、北海道の場合は、帰郷希望のもの

は22.9%に すぎないが、反面、 「帰 らない」

とする者が56.6%と 過半を占め、北海道では

その大部分が 「以前は農家であった」もので

あるにもかかわらず、在村非農家の場合でも

農業への復帰見通 しは 「復帰 しない」が72.3

%で あるのに対 して、復帰希望が10.5%と か

なり低 くかったように(前 記1-4-(1)参 照

照)、 不在村非農家の場合も一度離村(離

農)す ると帰郷 しないとする傾向がより鮮明

である。

一方で、府県の場合は、帰郷希望の割合が

45.9%と 比較的高 く(「 帰 らない」は26.2

%)、 その時期 については 「定年退職後」

(23.3%)、 「仕事を辞めて早 く」(5.3%)、

「仕事は辞めず住みたい」(4.4%)な どとし

ている。

それを世帯主の年齢別にみると、帰郷を希

望するものがある程度の割合(5割 以上)を

示 している年齢層は60歳程度までであり、同

年代の在村非農家の農業への復帰志向(概 ね、

2割 程度)と 対比すると、比較的高い帰郷意

向を示 していると言える。その場合、定年退

職を契機とする場合が多い。

また、所有農地の規模との関連(府 県)で

は、帰郷希望の方はその規模の大きさとは明

確な関連性が認められないものの、30a未 満

の零細層と2ha以 上の大規模層においては

「帰らない」とするものの割合が高い。

(3)不 在村土地持ち非農家の今後の農地処

分等に対する意向(Ⅱ 一4-(2))

不在村非農家の場合も、今後の農地管理に

ついては 「引き続き貸付け」(64.3%)と す

るものが過半を占め、この点に関しては在村

非農家の場合と同様の傾向を示 しているもの

の、 「売却を希望」するもの(23.6%)や

「自分で転用」 とする意向(12.4%)は 在村

非農家の場合よりも強いことが表われている。

特に、北海道では 「売却を希望」とするも

のが49.4%と 一段と高 くなっており(「 引き
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続 き貸付け」56.5%)、 府県では継続貸付け

が66.1%(北 陸74.4%、 近畿78.5%、 山陰

80.0%、 山陽75.0%)と なっている。

その帰郷意向との関連でみると、帰郷希望

の者は 「引き続き貸付け」が72.7%(「 売却を

希望」8.2%、 「自分で転用」22.9%)で あ

るのに対して、 「帰 らない」とする者は継続

貸付けは52.7%と 一段と小さくなり、 「売却

と希望」が47.9%、 「自分で転用」が3.6%

と売却希望の割合が大きくなっている。

また、農地所有の経緯別(府 県)に は、継

続貸付けの希望はその経緯の違いか らは余り

差異が認められないものの、相続による農地

取得者においては 「売却を希望」の割合がそ

れ以外の者に較べて僅かに高 くなっている。

(3)農 地の貸付け相手についての意向

(Ⅱ-4-(3))

不在非農家の貸付け相手に関する意向につ

いて聞くと、農地の貸付け相手として、今後

とも 「きちん と管理 して くるれ人なら誰で

も」が35.7%(北 海道41.7%、 府県34.8%)、

「公的機関があっせんした者」が37.3%(北

海道20.8%、 府県39.6%)と 、在村非農家の

場合と同様、所有者の意向としては今後とも

農地利用の方向づけが困難な状況ではなく、

むしろ、その必要性が強いことを示 している

と考えられる。

(4)不 在村非農家の農地相続に関する意向

(Ⅱ-4-(4))

不在村非農家の所有農地の今後の相続意向

をみると、 「長男が一括相続 とす るもの」が

41.9%と 最 も高 い もの の、一般農家(84.6

%)や 在村非農家(50.6%)の 場合に較べて

一段 と低 く(前 記1-4-(3)参 照) 、一方で、

「子供連で均分相続」(16.3%)、 「家 にい

る者で分割」(6.3%)の 比率が高 くな ってお

り、相続を契機 にした農地の分割化 は不在村

非農家においてより著 しく進行 してい くもの

と考え られ る。

特 に、北海道の場 合は 「わか らない」 とす

るものが39.5%を 占めているとは言え、 「長

男が一括相続」は19.8%に す ぎず(「 子供連

で均分相続 」が17.3%、 「家 にいる者 で分

割」9.9%、 「その他」13.6%)、 離農(離

村)後 は一括相続に必ず しもこだわ らない傾

向が表われてお り、府県で も一括相続は45.5

%と な っている。

これを、農地所有の経緯 との関連(府 県)

=「 農業従事時の農地」を所有 してい る者 と

「相続」により取得 した者について対比 して

み ると、 「長男が一括相続」の割合 は前者の

方が一段 と高 くな っており(前 者が52.5%、

後者 は40.8%)、 今後の帰郷意向との関連で

は、帰郷希望の もの(55.3%)が 帰郷希望の

ないもの(39.2%)に 較べて 「長男 へ一括相

続」 とす るものの割合は高い。

5不 在村土地持ち非農家の土地改良への参

加 ・費用負担等に関する意向

(1)今 後の土地改良事業への参加意向
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(Ⅱ-5-(1))

不在村土地持ち非農家の土地改良事業への

参加意向をみると、全国平均では 「参加す

る」が52.0%(そ の理由としては 「皆で決め

たことだから」21.6%、 「先祖代々のて農地

だか ら」19.3%、 「将来農業に復帰」4.6%)

と、参加意向と不参加が相半ば しているが、

北海道の場合は不参加が74.1%(そ の理由と

しては 「自分で耕作していない」が38.3%、

「事業費の償還が困難」が24.7%、 「転用で

きな くなる」3.7%)と 、農業廃止後はその

農地改良に対 しても極端に関心が低 くなって

いる(府 県の場合は43.6%)。

それ も不在村者の帰郷希望との関連でみる

と、在村非農家の農業への復帰意向との関連

(前記1-5-(1))ほ ど鮮明ではないものの、

将来帰郷のつ もりの無い者は希望者に較べて、

土地改良への参加意向の割合は低 くなってい

る(参 加意向の割合は帰郷希望者が58.1%に

対 して、希望 しない者は42.0%)。

(2)農 道 ・用排水の維持 ・改修費の負担意

向(Ⅱ-5-(2))

不在村者の農道 ・用排水の維持 ・改修費の

負担に対する考えを聞いてみると、 「市町村

が一括負担すべき」が38.2%、 「所有面積に

応じて負担すべき」23.0%、 「耕作面積に応

じて負担すべき」22.1%、 「土地改良区が一

括負担すべき」が10.5%、 「集落内の皆で平

等に負担すべき」が6.1%の 構成である。

おわ りに

(1)冒 頭で触れたように、各年次の農業セ

ンサスで把握 している土地持ち非農家数(そ

の把握値は在村非農家に限られているが)は

かなり増加してきており(昭 和55年の31万5

千戸か ら平成2年 には77万5千 戸(昭 和55年

の2.5倍 増))、 その非農家が所有する農地面

積も平成2年 には22万1千ha(昭 和55年 の7

万4千haの3.0倍 、総経営耕地面積 の5.1

%)、 同 じく、所有耕作放棄地面積は平成2

年には6万6千ha(耕 作放棄地面積全体21万

7千haの30.5%)と 増加している。

しかも、土地持ち非農家の発生に最 もつな

がりやすい農業あとつぎのいない高齢農家や

「安定的」第二種兼業農家(恒 常的勤務+自

営兼業農家)、 及びその保有耕地面積は増加

傾向にあり、今後 とも、土地持ち非農家とそ

の所有農地面積は増大していくと見込まれる。

(2)こ れ ら土地持ち非農家の大半は在村者

であり、その発生は、農業あとつぎのいない

経営主の高齢化や兼業の深化が基本的要因と

なっており、全体からすると、以前から非農

家でなかった者が相続によって土地持ち非農

家になったという部分は未だマイナ―である

と考えられる。

そして、調査の結果、これら非農家の所有

農地の管理 ・処分、相続や土地改良、施設管

理に対する考え方は、一般農家の場合と明ら

かに異なり、とりわけ、不在村非農家におい

てはなおさらであった。しかも、それは今後
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の農業 ・農地政策の推進上、プラスになる面

ばかりでないことも明らかにされたと思う。

現在、農業経営基盤強化促進法に基づく農

地流動化の推進等により、地域農業の 「担い

手」となる大規模経営層における借地面積の

ウエイ トは一層高まってきている(平 成6年

の農業構造動態調査結果によれば、借地のあ

る農家の3.0～5.Oha層 が20.7%、 同 じく

5.Oha以上層は40.3%)。

これらの 「担い手」層の農業経営が維持 ・

発展 して行くためにも、これら非農家の所有

農地がこれら 「担い手」経営に継続的、かつ

効率的に利用されていくための対策が必要で

あるが、この点に限って本調査研究を通じて

出された課題について要約すると、概ね、次

のとおりである。

第1に 、 「担い手」経営の継続的発展を推

進するに当たって、とりわけ、借地経営の継

続性の確保のためには、貸付地 ・作業受託地

にかかわる相続の発生に伴い、借手経営の継

続利用が阻害されないような措置が必要であ

り、公的機関(農 業委員会、農地保有合理化

法人等)の 介入による農地移動 ・利用の方向

づけ、公的機関による信託制度の活用が一層

図 られるべきである。

また、零細経営層の経営移譲に際しての農

業者年金制度の第三者移譲の推進、特定処分

対象農地の第三者への分割移譲、経営移譲の

や り直し等の方策も推進すべきである。

第2に 、非農家の所有農地の利用 ・管理の

適正化のためには、市町村 ・集落段階での土

地利用計画、利用区分、その下での利用規制

・利用義務の明確化などの対策が必要であり、

その農業的土地利用の促進のためには、分散

した地片の非効率な土地利用から、集落全体

の土地利用への再編や農場的利用等集落 レベ

ルでの農地利用 ・管理システムの構築が必要

である。

特に、これ らの農地管理については、農地

の処分あるいは利用権の設定 ・再設定のため

の相談 ・仲介、なかでも不在村非農家の所有

農地などに対 しては必要に応 じた多様な管理

の代行の取 り組みなど、農地の保有機能を有

する公的機関(農 業委員会、農地保有合理化

機関)の 整備や公的機関による土地情報 ・管

理システムの構築が必要である。そうした場

合、集落の機能や末端自治体に如何なる機能

を付与するのか、その位置づけを検討する必

要がある。

第3に 、土地改良事業への参加、改良投資、

地域資源は、耕作者が負担することを基本に

据えざるを得なくなってくるのではないか。

そうした場合、費用負担のあり方、改良投資

の回収のあり方などの検討が必要である。
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(参 考)

1.「 承継農地等の利用適正化に関する調査

検討の取 りまとめ」

2.「 非農家の所有農地等の管理 ・利用の適

正化に関する実態調査報告」

(1)北 海道深川市(田 畑 保 著)

(2)福 島県大沼郡会津高田町

(後藤光蔵 著)

(3)群 馬県伊勢崎市(村 山元展 著)

(4)石 川県加賀市(島 本富夫 著)

(6)高 知県中村市(田 山輝明 著)

(6)福 岡県宗像市(田 代洋一 著)

3.「 農地相続と農地利用 ・管理問題-農 家

相続等に関す るアンケー ト調査結果の分

析一」(田 畑 保 著)

(いずれも、平成6年 度承継農地等の利用適

正化に関する調査報告書(全 国農地保有合理

化協会)所 収)
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土地持ち非農家の農地の所有 ・管理意識等に関する調査結果(統 計表)

Ⅰ 在村土地持ち非農家に関する調査

ム

１調査対象非農家の性格

２在村土地持ち非農家の発生経緯と所有農地の処分状況

３在村土地持ち非農家の所有農地の管理状況

４在村土地持ち非農家の今後の農業への復帰見通しと所有農地の管理処分に

関する意向

5在 村土地持ち非農家の土地改良への参加 ・費用負担等に関する意向

185

185

186

193

198

205

Ⅱ 不在村土地持ち非農家に関する調査

U

１調査対象非農家の性格

２不在村土地持ち非農家の発生経緯

３不在村土地持ち非農家の所有農地の管理状況

４不在村土地持ち非農家の今後の帰郷 ・所有農地の管理等に関する意向

５土地改良への参加 ・費用負担等に関する意向

208

208

209

211

216

219

〔参考〕農業委員会における非農家の所有農地の管理上の問題 ・相談の内容と利用適 の

取 り組みに関する調査結果 一 市町村概況調査結果の概要 一221

〔参考〕非農家の農地所有 ・管理意識等に関する調査票(在 村者用)(不在村者用)236
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1在 村土地持 ち非農家に関する調査

(2)回 答者 の年齢別

(3)回 答者の就業状態別

185



2.在 村土地持ち非農家の発生経緯と所有農地の処分状況

② 農業地域類型別(全 国)

③ 所有農地規模別(府 県)

186



(2)「 以前は農家であった」在村土地持ち非農家

① 「以前は農家であった」在村非農家の離農の理由

187



イ.農 業 地域 類型 別(全 国)

O

ウ.世 帯 主 の就業形態別(全 国)

工1

188



② 「以前は農家であった」在村非農家の離農経過年数別

189



③ 「以前は農家であった」在村非農家の離農時の農地処分の状況(複 数回答)

190



イ 農業地域類型別(全 国)
・

ウ.離 農 理 由別(府 県)

エ.所 有 農 地 規 模 別

191



(3)「 以前か ら農家でなかった」在村土地持ち非農家(複 数回答)

i

192



3在 村土地持ち非農家の所有農地の管理状況

(1)所 有農地 の規 模 と所 在範 囲

① 所 有 農 地 の 規 模

ア.ブ ロ ッ ク別

イ.農 業地域 類型別(府 県)

② 農家歴の有無別にみた在村非農家の所有農地の規模(府 県)

193



③ 所 有 農 地 の所在 範 囲

(2)所 有 農地の現在 の管理状況

194



② 農 業地 域 類 型 区分 別

①

(
3
) 農地を貸 し付 けてい る相手方

ブ ロ ッ ク別

② 「以前 は農家であ った」者の離農後の経過年数別(全 国)

195



04)貸 付 け後の集落 との関 り

① ブ ロ ッ ク 別

(複 数回答)

② 所有農地規模別(府 県)

③ 農業への復帰意向別(全 国)

196



(6)所 有農地の貸付けに当た って の最初の相談相手

① ブ ロ ッ ク別

② 以前農家であった者の離農後の経過年数別(全 国)

197



4.在 村土地持ち非農家の今後の農業への復帰見通しと所有農地の管理処分に関する意向

(1)今 後 の農業へ の復帰意向

① ブ ロ ッ ク別

② 世帯主の年齢別(男 女計)

③ 所有農地規模別(府 県)

198



(2)今 後の農地管理処分に関する意向

① 府 県 別

199



② 農業地域類型別(全 国)

③ 所有農地規模別(都 府県)

(3) 農地 の貸付 け相 手に対 す る意向(複 数 回答)

200



(4)農 地 貸付 け上 の問題点(複 数 回答)

(5)所 有農 地 の問題 に対 す る相談 相 手

① ブ ロ ッ ク別

201



② 以前農家であった者の離農後の経過年数別(府 県)

202



①

(
6
) 農地 相続 に関す る意 向

道 府 県 別

203



② 所有 農地 規模 別

(北海道)

(府 県)

③ 農業への復帰意向別(府 県)

204



5在 村土地持ち非農家の土地改良への参加 ・費用負担等に関する意向

(1)今 後の土地改良事業へ の参加意向

① 府県 別

205



② 農業への復帰意向の有無別

206



(2) 集落内の農道 ・用排水管理へ の参加状況

(3) 農 道 ・用 排 水 の 維 持 ・改 修 費 の 負 担 意 向

207



Ⅱ 不在村土地持ち非農家に関する調査

1調 査対象非農家の性格

(1)回 答者 の続柄 別

(2)回 答 者 の 年 齢 別

(3)回 答者の就業状態別非農家数

(4)世 帯主の既婚 ・未婚別非農家数

208



(5) 所有農地の所在か らみた他出先状況

2不 在村 土地持 ち非農家 の発生経緯

(1)不 在村土地持 ち非農家の前歴'

209



(2) 離 村 後 の 経 過 年 数

(3)不 在村土地持ち非農家の農地所有の経緯(複 数回答)

210



3.不 在村土地持 ち非農家の所有農地 の管理状況

(1)所 有 農 地 の現 在 の利 用 状 況

(2)農 地 を貸付 けて い る相手 方

211



(3)不 在村非農家の郷 里での実家の有無

① ブ ロ ッ ク 別

② 離 村 後 の経 過 年 数 別
ヒ (単位:%)

〔都府県〕 (単位:%)

212



㈲
①

帰 郷 の 頻 度
北 海 道 ・都 府 県 別

② 離村後 の経 過年数別(都 府県)

(6)不 在村非農家の帰郷の目的(複 数回答)

213



(6)所 有農地の管理(貸 付 け)に 当た っての相談相手

① ブ ロ ッ ク別

② 農 地 所 有 の経 緯 別

214



(7)所 有 農 地 の 管 理 に つ い て の 考 え 方

① 集落 内農地 の農 業的利用 につ いての意 向

② 農地の利用調整事業等に関す る認識度
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4.不 在村土 地持 ち非農 家の今後 の帰 郷 ・所有 農地 の管理等 に関す る意向

(1)今 後 の帰 郷 意 向

① ブ ロ ック別

② 世 帯 主 の年 齢 別

③ 所有農地規模別(府 県)
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①

(
2
) 今後の農地処分 ・利用 に関す る意向(複 数回答)

ブ ロ ッ ク 別

② 今後の帰郷意向別(全 国)

③ 今後の帰郷意向別(府 県)
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(3)農 地 の貸付 け相 手 に対 す る意向(複 数 回答)

(4)農 地 相 続 の 意 向

|
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② 農地所有の経緯別(府 県)

③ 帰郷希望の有無別(府 県)

5土 地 改良 へ の参 加 ・費 用 負担 等 に 関す る意 向

(1)今 後の土地改良事業へ の参加意 向

① 道府 県 別
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② 帰 郷希望 の有無別

(2)農 道 ・用排水の維持 ・改修費の負担意向
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〔参 考 〕

農業委 員会にお ける非農 家の所有農地 の管理上の問題 ・

相談 の 内容 と利 用 適 正 化 の 取 り組 み に関す る調 査 結果

-市 町 村 概 況 調 査 結 果 の 概 要 一

調査対象市町村200市 町村(北 海道25、都府県175)

回収市町村166市 町村(〃22、 〃144)

都市的地域30市 町村

平地農業地域44市 町村

中間農業地域54市 町村

山間農業地域38市 町村

1.非 農家の所有農地の利用権の設定 ・継

続的利用あるいは売却 ・転用等について

問題となったこと、あるいは相談を持ち

かけられたこととその内容

回収市町村166市 町村

有効回答市町村138市 町村

無記入市町村28市 町村

〔都市的地域〕

・耕作者より、不在地主からの利用権設定の

仕方について。

・非農家か ら、条件の悪い小作地の返還を受

けたが新たに耕作を引き受けてくれる人が

いないか。

・非農家か ら、①転作利用させている農地に

対する苦情にっいての対応策について、②

利用権の設定をしている農地を転用する場

合の雑作補償について。

・相続農地で分家住宅を建設したいとの相談

一ほ場整備済の甲種農地のため断念 しても

らった(ほ 場整備後9年 経過)。

・農地 としては売れないので、ただ漠然 と

「宅地」や 「雑種地」にしたいとの相談。

・3人 が相続で取得 したが管理できないので

転用したい。-甲 種農地に該当し、転用は

困難である旨指導したが、不動産業者が仮

登記済み、県議を通 じて圧力がかかる。

・相続農地にっいて農業を始める意志がない

ため売ることに したが、相手が下限面積を

満たさず売買不成立となった。-こ のよう

にわずかなが らでも取得し耕作 したいとい

う相談は多い。

〔平地農業地域〕

・農地売買に伴 う譲渡所得税、農業者年金の

相談。

・父からの相続地を売却 したいが、相続協議
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が成 立しない。

・売却 したいが相手が30ア ールの下限に達 し

ない。

・在村70歳超の老婦人から、継続利用を断 ら

れ、借 り手不足で困っているとの相談。

・東京在住の地主から相続農地の処分につい

て―農地についてのあっせんによる売買の

依頼があり当該集落の担い手に処分。

・不在村地主か ら売却先のあっせんを して欲

しいとの要請。

・農地取得制限があるにもかかわらず売買契

約を結ばれることが時々あるが、許可を得

られずに仮登記のままの状況にある。

・資材置場の目的で転用申請がなされ、第3

者に転売され転用目的外の利用をされた。

・農地を貸 したいが借 りる人がいない。

・継続利用を断 られ、荒地にはできないので

耕作のあっせん依頼(小 作料は要 らない。)

あり。

・非農家から利用権設定等のあっせん依頼。

〔中間農業地域〕

・①年金受給者より、売却及び転用したいが

「年金の受給資格はどうなるのか。」とい

う相談。②離農者(非 農家)か ら10年～15

年もの間小作契約を している借人か ら売却

について打診 して欲 しい旨の相談。

・利用権存続中に地主(未 亡人)が 死亡。期

間満了をむかえて息子3人 に通知 したいが、

長男(在 村)以 外は所在不明であった。終

了後もそのままの状態。

・①借賃をどのくらいにしたらよいか。②農

地を貸 したいが適当な受け手がいないか、

③売買に際 しての近傍農地の価格等につい

ての照会。

・①土地改良で仮換地まで済んだ農地につい

て相続が発生し、兄弟で分割 した。②不在

村地主が土地改良区域の農地に住宅を建築

したい旨を相談にきた。転用できない旨を

伝え、本家と相談 して他の土地と交換 して

はどうかと話したところ逆におしかりを受

けた。農地相続には一定の制限が必要では

ないか。

・相続未登記の場合、売買や利用権設定の際

権利者全ての同意が得 られにくい。

・不在村の非農家か ら市内の土地を全部処分

したいとのことであったが、ほ場整備済み

農地でもあり、小作人 も多額の金を出 して

まで購入できないとのこと。国に買っても

らえないかとの話があるが難 しいとのこと。

・道路など公共事業の買収対象になった農地

についての利用権設定の解約についての相

談。

・10年くらい前に転出 した地主(神 奈川県

在)か ら売却処分 したく、売却先、価格等

について仲介 してほしいとの相談があり、

あっせん処分した。

・小作料の額について、水準の認識について

ずれがある。地主は都会の相場での話 とな

る。
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・水田については利用権設定されているが、

畑について家の周辺を除けばかなりの不耕

作地があるため、これらの畑の管理上雑種

地にできないかとの問い合わせがある。

〔山間農業地域〕

・① ここ数年間離農者が多 く、条件の悪い

(傾斜地等)農 地は特に買受 ・借受者がい

ないこと。②不在村者か らは在村者より、

地目変更又は山林等への転用相談が最近非

常に多い。

・老齢(73歳)非 農家から農地を売却(5千

㎡)し たいが、農業者には希望者がなく、

旅館経営者が自家用野菜畑としての買収希

望。

・賃貸 したいが借り手がみつからない。

・村外の地主か ら、会社勤めで耕作が困難な

ため、誰かに貸 したいが良い方法はないか

との相談。

・不在村の地主が利用権設定、売却等をする

場合、相手を知 らないのでためらうなど流

動化が進まない面がある。

・①農振農用地区域内農地での耕作放棄。②

耕作できない等の理由による優良農地での

転用の相談。

・①小作料の相場についての相談。②農委、

付近農業者に相談なしで他町村在住者へ売

却済となっていることがある。

・不在村の非農家がヤ ミ小作で貸し付けてい

る農地の耕作者から、20年耕作を続けたら

耕作者に所有権が移転すると言われ相談に

きた。

2.非 農家の所有土地について、土地改良

の実施 ・負担金の承継、耕作放棄の迷惑

等に関する問題及び相談の内容

回収市町村166市 町村

有効回答市町村141市 町村

無記入市町村25市 町村

〔都市的地域〕

・農業用排水路について、年数回、地区毎に

耕作者が総出で草刈りや泥上げ等を行って

いるが、近年、委託耕作の非農家が増えて

作業参加者が減っているため、耕作農家へ

の負担が大きく、集落内の互助や連帯の気

風が損なわれつつある。

・山間地の沢田や未整備地域の田について不

耕作により荒廃化が進み、病害虫等の発生

の原因となっており、隣接周辺の耕作者よ

りその対応策について相談を受けた。

・①相続税で国へ物納 した農地が荒れていて

困る(隣 接住民から)。 ②隣の畑(荒 れた

桑園)か ら毛虫が大量発生 し、家まで入 っ

てきて困る(隣 接住民から)。

・耕作放棄により、雑草等の種の飛散被害、

火災の心配等の相談あり。

・耕作放棄による雑草の苦情が隣接の農地や

付近の住民から寄せられる。
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・耕作放棄による雑草、荒地の苦情は多々あ

り。電話 とハガキにより農地としての適正

な管理を指導 しているが、ほとんどが業者

等へ委託で管理 しているようだ。

・耕作放棄されているため雑草が繁茂し害虫

が発生 し、周囲の耕作者が迷惑しているの

でなんとかならないのか。

・地元負担金を出してまで事業する必要はな

いという考えが多い。

・耕作放棄による雑草の苦情については、そ

の都度所有者に草刈りのお願いと、あわせ

て今後の土地利用 ・維持管理についての意

向調査票を同封 している。

〔平地農業地域〕

・耕作者が参加する場合の受益者負担金の関

係。

・放棄されて原野状態となっているので手入

れが必要 との問い合わせ一隣接耕作者か ら

3件 、地域か ら4件 。

・耕作放棄されており、隣接地耕作者から虫

の被害についての相談。

・地主か ら、特に畑地の場合は負担金が小作

料に対 して高いと。

・耕作放棄の状態にあり、隣接民家の住民か

ら雑草繁茂等について何とか してほしい。

・在村の元借人(70歳)か ら、 「土地改良時

に負担金を納めたが借地の返還にあたり支

払った金を地主に請求したが払ってもらえ

ない。」と。

・耕作放棄に対する隣接地耕作者からの苦情

で、地主にその旨連絡 したが解決しない。

・耕作放棄についての隣接地の耕作者や住民

からの苦情。

・用排水工事の負担金について耕作者、所有

者のどちらが支払 うべきかについての相談。

-地 区担当の農業員の仲介による話 し合い

で解決。

・10年契約の小作田のほ場整備の償還金を9

年間支払ってきたが、これを地主に請求し

てよいものかの相談があった。一農業委員

会としては地主負担で指導 している。

・地元農家と利用権設定を行っており耕作放

棄はない。

・耕作放棄地の雑草等の処理で地主と一般住

民との トラブル発生が多い。

・非農家となったが、小作料は少なく償還金

の負担が大きくなっている。今後、米価が

下がるようなことになると余計に負担が大

きくなってくる。

・耕作放棄で雑草が繁茂 し病虫害が発生する

と思われるので、隣接の水田所有者から対

策を講 じるよう要請。

・不在村者の所有地で町内に管理者のいない

農地の遊休 ・荒廃による被害についての相

談。

・土地改良の実施 ・負担金の承継等について

は改良区設立当時に説明を して周知徹底し

てある。

・隣接農家より耕作放棄地の耕作に支障をき
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たすとの連絡があった場合、委員会より草

刈り等の依頼文を発送。

・負担金については売買においては買受人が、

賃借については貸人が負担するよう指導。

〔中間農業地域〕

・隣接農家から放棄地に繁茂 している灌木等

の根が侵入してきて耕作に支障をきたして

いる旨の相談。

・山間地で荒廃地になって他の農業への悪影

響等を及ぼしている所がある。

・非農家からは換地については非農地もしく

は不換地処分の希望が多い。

・毎年、耕作放棄地の調査を し管理の指導を

しているが、周辺農家から草刈 りの指導を

するよう要求がある。

・土地改良について非農家等から反対者が多

い場合は地区から除外される。

・今のところ耕作放棄地については改良区の

役員が借 り手を探 し対応 しているらしい

(直接町まで苦情がない)。 負担金につい

ては土地を所有 しているのだからとの考え

から苦情はない。土地は資産だと思ってい

る。

・後継者がなく、土地改良をやる必要がない

との声がある。

・隣地が耕作放棄のため竹林となり、その根

が耕作している土地まではりだし耕作に支

障をきたしている。農地を荒 らしても何の

罰則もなく竹林の解消を求めても解消され

ない。

・①県外在住の地主が知 らないうちに貸付地

が土地改良されていた。②耕作放棄地の草

刈りについて付近の住民から苦情あり。

・転出した者が所有農地に植林 したが、隣接

農地の境界いっぱいに植林したため隣接地

主より苦情。

・区長から耕作放棄による迷惑で苦情があり

-所 有者を調べたところ他市の会社経営者

であることが判明一早速善処を求め、利用

権設定について説明し、借り手を紹介した。

・農機具の搬入が難 しく、耕作放棄せざるを

得ず隣接地に迷惑をかけているので草刈り

などの管理をしてほしい。

・耕作放棄により雑草が繁茂 し、害虫の住み

かとなる。

・町外者の耕作放棄地に対し地元関係者より

最近苦情が多 くよせられる(ケ ースに応じ

所有者に草刈 り等の管理料を支払っていた

だき成功 している例もある。)。

・高齢者か ら、土地改良実施後の耕作者の確

保、長期にわたる負担金の返済等の相談が

ある。

・地区内の非農家については、土地改良によ

り耕作放棄の解消、流動化が推進され、ま

た、高齢非農家の不換地処分等により実施

が図 られているが、地区外の非農家につい

ては負担金の問題、農地価格の意識の差な

どがあり苦慮 している。
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〔山間農業地域〕

・地域営農集団役員から耕作放棄により発生

する害虫、雑草の種で周囲農家が迷惑して

いるので行政指導願いたい旨苦情。

・借 りている間は土地改良の実施を行ってい

ないのが実態である。

・耕作放棄地からの負担金等の徴収が困難と

なっていると同時隣接耕作農家か らの苦情

(管理)が ある。

・所有権者の死亡により不在村の方が相続し

て従来の借入耕作者へは貸さなかったため

耕作放棄地となり害虫の発生、雑草の繁茂

等隣接田の耕作者に迷惑をかけている。

・土地改良後に負担金を払 う関係で、借地料

を上げてもいいのか。

・地主が土地改良に参加 した くないとの相談。

・①隣接農地所有者より耕作放棄地が病気の

巣となりどうにか指導 してほしい。②土地

改良 しても耕作を続けていく予定がないの

で負担金は重荷になる。また、負担金がつ

W、た農地は買い手もつかない。

・地主か ら利用権設定による賃借料、すなわ

ち小作料か安いのではないかと。

・貸している人が水利や農道の舗道の負担金

をもつことについてよく疑問に思われる。

・①不耕作による雑草等の繁茂により隣接耕

作者からの苦情。②負担金の滞納。

・耕作放棄地の隣接農家より、草刈 りをしな

いとの苦情があった。

・耕作放棄について、隣接農地所有者より病

虫害の発生、水利等悪影響を及ぼすので自

己管理をするよう申立あり。

・不在村地主の農地(山 際で耕作希望者がい

ない農地)で 荒らされて迷惑してるとの相

談があった。

・耕作放棄で問題になったが、本人にそれぞ

れ注意 し雑草などの刈取 り、又は、耕作を

実施させた。

・土地改良の実施、負担金の承継は特に問題

はないが、耕作放棄について町関係機関と

協議するが良案なし。

3.非 農家の所有農地の利用権設定 ・継続

的利用の確保、不在村者の農地管理の実

態等その利用 ・管理の適正化のために農

業委員会 ・市町村はどのようなことを行

っているか。

回収市町村166市 町村

有効回答市町村153市 町村

無記入市町村13市 町村

〔都市的地域〕

・不在村者はほとんど相続取得で面積も少な

く、県外在住者が大半を占めているため実

態把握は困難。特別な方策は行っていない。

・不在村者の農地については、近くの農家へ

の委託耕作がほとんどであり、利用の適正

化について推進員を中心に指導。

・終期が近づいてきた場合は終期通知を送付
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して再設定を呼びかけている。また地主よ

り農地を貸したいとの申し出があった場合

借主を探 している。

・三大都市圏に存する耕作放棄地の実態調査

をもとに、地元推進員に働きかけ利用権設

定に向けて努力している。

・不耕作農地の推進等による被害防止のため

農業委員会が不在地主に齢 して農協との

保全管理契約を結ばせた。

・現在のところ地元の親戚 ・知人等に委託 し

ている人ばかりなので何も行 っていない。

・雑草の苦情が寄せ られた農地についてその

所有者に対 し草刈りを行うよう指導してい

る。

・売却、貸与などの相談があり、その都度相

手方を探 してはいるが立地条件、金銭面等

で折り合わないケースが多い。逆に、専業

農家から規模拡大を図るために隣接農地を

取得等したいといっても感情的、資産意識

等の理由により成立 しないケースもある。

・耕作放棄及び不適正な管理を防止し利用権

等の設定を推進するため、年に2同 市広報

に啓蒙 ・普及のための記事を掲載している。

〔平地農業地域〕

・非農家の農地の利用権の設定では期間を10

年とし、その間の土地改良については借主

が実施 ・負担する方向で指導 している。

・離農 して町を離れている場合は一括処分

(売買、賃借)の 手続きをする様連絡して

いる。

・借受人が耕作できる間は継続利用し、耕作

できなくなった場合は集落間で調整 してい

る。

・管内はほとんどが優良農地であり、耕作を

担 う農家があり問題となる状況は出ていな

い。

・農地流動化台帳を整備 し、申し出のあった

所有農地については出し手情報 としてス ト

ックしている。

・農地流動化推進員により各担当地域の実情

に応 じ調整 ・情報交換などにより積極的な

掘り起こし活動を行っている。

・銀行活動としてあっせん等の仕事を行って

いるが、不在村の非農家に対 して特別なこ

とは行っていない。そのほとんどが相続等

により土地を取得されたものであり、把握

は非常に困難。

・地区の担当農業委員及び現耕作者の協力等

を得て継続的利用をお願いするとともに利

用権設定の促進を行っている。

・農業委員より情報の提供を受けて改善の必

要があれば文書等により段階的に改善指導。

・利用権設定農用地の終期 ・更新通知書を所

有者と耕作者に通知。

・農地の流動化推進員による土地情報の収集

により利用増進による利用権設定の促進を

図るとともに農業委員会広報(「 ○○農業

だより」)を 送付している。

・新規設定等に関しては農業委員(流 動化推
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進員)を 通 じ指導推進。期間終了等につい

ては耕作者へ案内書を送付。

・従来より、個々に地元の意欲ある農家に耕

作を委託 しており、特に、農業委員会とし

て特別なことは行っていない。

・新規就農農家などに対しあっせんにより利

用権設定などの指導。

・利用権設定期限には所有者に対 し、更新通

知を行っている。

・遊休農地等の掘り起こし活動や広報紙など

で農地の賃借及びあっせんについてPR活

動を行っている。不在村の非農家に対 して

特別なことは行っていない。

・農地流動化推進指導員による借手農家のあ

っせん及び再設定の推進。

・再設定については、 「継続手続き申請書」

の送付により貸人に対 し再設定を行ってい

る。また、管理作業等については町産業課

において所有者に連絡 し管理を行っている。

・経営移転円滑化特別事業により高齢者や土

地持ち非農家に対 し農地流動化の仕組み等

の説明会 ・相談会の実施。

・継続の利用については事前(2～3年 前)

に契約が終了する旨の通知。

・荒地があれば農地流動化推進員に頼んで貸

し借 りの相談をしてもらっている。

〔中間農業地域〕

・利用権が設定された期間満了日の近 くには

必ず事前通知 ・継続更新を行うよう指導 し

ている。不在村の非農家についても実態把

握のための 「農地銀行」の設立を計画。

・改善組合により実態把握 し農地の集積を行

っている。

・在、不在を問わず利用権等の終期管理を着

実に行い、同一人同志の利用権の再設定に

努力している。

・推進員及び行政区長等を通 じ農地の掘 り起

こしを行っている。

・農業委員と推進委員が協力して遊休荒廃化

しないよう利用権の設定を進めている。

・継続利用の確保のため期間満了の6カ 月前

ぐらいに当事者両方に文書で連絡。

・耕作放棄地の草刈 り指導。

・利用権の終期が近づ くと終期のお知 らせと

更新のお願いの通知。

・雑草繁茂等については農業委員会 と検討し

所有者に連絡。

・各集落に1人 の農地流動化推進員を設置し

ており利用権設定更新を行っている。また、

それぞれ農事組合があり農道、水路等の管

理を行っている。

・利用権設定期間満了通知を行う。

・農業委員会等による利用権設定の推進。所

有権移転のあっせん。

・利用権設定の継続については農委としても

お願いしている。耕作放棄地の場合はあっ

せんに苦慮している。

・推進委員(農 業委員)が 担当地区内の農地

を把握 し、優良農地については耕作者が見
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つかるまで世話をする。

・利用権設定の継続等には住居地に通知 して

いる程度。

・利用権設定については、町独自で補助金を

出しているため95%が 耕作されている。畑

ではミカン等の価格暴落で果樹園の放置が

多く、50%が 耕作放棄地である。

・町単独の事業として、60歳未満又は後継者

がいる農家が借 りる場合は、貸人、借人双

方に契約年数に応 じて交付金を交付 してい

る。

・2～3ヵ 月前にそれぞれの該当者へ通知

(終了年月日、地番、面積、相手方を記入

したもので連絡)し 、問題になったことは

ない。

・農地の流動化並びに連担 ・団地化を促進す

るため集落間の話 し合いにより担い手へ農

地を集積 している。平成6年12月 に町農業

公社を設立 したのでそれで対応する。

・パ ンフレット等の配布を している。

・農地銀行を設置し利用権の設定等を農地流

動化推進員の掘り起こし活動を通 じて行 っ

ている。農業委員会だよりやチラシ等で普

及活動。

・3条 又は利用権の設定等を行 うよう広報、

指導を行っている。

・農業委員等により、草刈り等の管理作業の

指導、流動化のあっせんに努めているが、

基盤整備の未実施など耕作条件の悪さとと

もに受け手農家の高齢化、担い手不足のた

めなかなか進行しない。

〔山間農業地域〕

・所有農地の利用権の設定、所有権移転を積

極的に奨励する。

・貸借関係が切れる前に貸 し主、借 り主を集

め話し合いの場を設けている。不在村者に

対 しては電話連絡などを行っている。

・非農家所有農地が転作田のため、目標面積

確保のため地域改善組合へ利用権設定を行

うよう申し入れを行っている。

・①利用権満了6ヵ 月前に通知を し、継続さ

れるよう努めている。②不在村者の農地に

ついては管理の適正化を図るため地区内に

管理人を設定させている。

・利用権設定の推進、また、設定者に対する

終期 ・更新の通知。

・特に継続的に利用されるようにお願いを し

ている。

・利用権の設定等は契約期限終了前に締 し

ている。

・これらの農地では個人的に小作契約等によ

り耕作 している者もおりますが、これに対

する特別な制度や対策は行っていない。

・何も行っていない。

・毎年村内全戸に 「農地借 り手貸 し手調査」

を行い利用権設定を行っている。不在村者

の土地については在村者が農地を管理 して

いるものについて調書にて設定。

・村の単独事業により、平成4年 度より借 り
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手に対 して設定期間に応 じて奨励金を交付

している。

・適正管理の行われていない不在村者農地に

ついては、所有者に対する文書等による指

導及び草刈り等の作業についてのシルバー

バ ンクの斡旋。

・農業委員、推進員にお願いして農地の掘 り

起こし活動を進めている。

・利用権の期間終了前に、往復ハガキで更新

するかどうか通知 している。

4.農 地利用 ・管理の適正化を図るために

必要な今後の農地政策について

回収市町村166市 町村

有効回答市町村132市 町村

無記入市町村34市 町村

〔都市的地域〕

・不在村の売却希望者について-一旦農業開発

公社が買受け し、地域の担い手ができた段

階で売却するか、または、新規就農者の確

保地として一時保有することができないか。

・公社等への集積を図り利用調整を図ること

も考えられる。

・各市町村に農地保有合理化法人の設置を義

務付け、法人の運営については国か らの高

額助成をすべきである。

・地主にも理解を求めてコンセンサスを得な

がら、地形や条件に応 じた土地基盤整備事

業の実施により地域の環境整備や条件整備

を実施すべきである。

・3条 の適用除外となっている遺産分割、財

産分与については、甲種農地の場合、非農

家への権利移動は認めないなどある程度の

制限が必要。

・不在村者の農地の管理について賃借がで き

ないときは必ず在村の管理人を置くなどの

措置が必要と考える。

・農地法の転用規制強化。ある一定面積以下

の遺産分割による所有権移転禁止。畜舎用

敷地等の固定資産税評価額を農地並に評価

して固定資産税の軽減。

・農地法によらない所有権移転について、今

後不在村地主を増やさないよう所有につい

て制限を加えてはどうか。

・一層の農地の転用規制により農地価格を抑

制し担い手に集積すること。整備済み地区

の耕作放棄地については勧告を行い、これ

に従わない場合は課税の強化。

・農地法の規制の緩和(下 限面積の廃止、市

外化区域の農地法の適用除外)す ることに

より誰で も農地を取得」耕作できる環境を

作 ることも必要。

・生前一括贈与の条件緩和(8～9割 の分割

贈与 も可)に より該当者を増やしての分散

化防止。

・特に不在村非農家に対して、 「所有地の管

理者」の届出制度を(農 業委員会等に)確

立 してほしい。また、耕作放棄地について
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適正な管理の義務付け(法 律化)も 必要。 借 り手の年齢制限からの見直 しを。

〔平地農業地域〕

・農地保有合理化法人が取得(買 収)し 、新

規就農者や担い手農家へ貸付けにより再配

分ができる制度が必要。

・市町村農業公社の設立が必要。

・①耕作放棄地については国有地にすべきで

ある。②農地については昔の家督相続制度

的な抜本的な改革必要。

・市町村公社等での一括利用集積を進め、独

自の経営を行えるようにする。

・地域の農地保有合理化事業(農 協等)の 強

化。例えば、財政的強化のため国より援助

し、農地を大規模に長期間保有できるよう

な政策がほしい。

・不在村者が認定農業者に農地を貸し付けた

場合、助成金を交付する等の助成措置。

・特定農地貸付け法による貸し農園の方法を

取 り入れ農村(家)へ の理解を求めている

が、整地するまでに経費が係る。貸 し農園

にするまでの(畑 地転換費用等の助成等)

助成金制度を。

・利用権については一旦町や農協が管理 し相

続農家に振 り分けるような制度の充実を。

・兼業農家の状態で維持 していくために機械

銀行等を充実させ、自分の土地はある程度

自分で管理させる方策が重要である。

・流動化事業を資金面(助 成金や補助金)や

〔山間農業地域〕

・非農家の農地については賃貸借で対応 して

いるが、農業者が安定した経営をするには

所有権移転が必要。

・農地の確保 ・保全を図る上で受け手のいな

い農地を全額国費で買い入れ、一定期間保

有することにより、農地の需給を緩和調整

するとともに、多様な地元ニーズに対応 し

て遊休農地を多目的に利用が可能に。

・農地の売買、賃借の相手方として、公共団

体がなければ遊休農地が増加し農地荒廃に

つながる。現在の農業開発公社制度では対

応できない。

・農業後継者対策も所得向上も、魅力ある農

業政策により保障されることが必要。

・長期にわたる貸付け等について、国による

一括買い入れが必要。

・在村地主の農地については自己管理させる

方向付けで、不在村者の農地については利

用権設定から売買へと移行 していくように

努めている。

・非農家の土地持ちの減少のために、相続制

度による土地の分散を防 ぐような対策が必

要である。農業従事者の高齢化が進み借 り

手農家も手いっぱい。近い将来は、借り手

がほとんどなくなり荒廃農地が増える可能

性が大きい。新規就農者を増やす対策を。

・農業で生活できなければ自然消滅で農業は
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なくなって しまう。借 りて耕作する人等に

助成金の交付をお願いしたい。現在の交付

要件は規模が大 きすぎて実態にあわない。

・集落毎に農地利用計画を立て農地の有効利

用を図る自治体又は農協に対 して補助を行

う必要がある。継続利用する者に賃借料の

助成を。

・非農家の所有地は市町村が取得できるよう

にすることが必要と考える。

・非農家が農地を持っていてもデメリットが

生まれるようにする。

・在村 ・不在村を問わず、耕作放棄地に対 し

ては行政指導により耕作を再開させること

や宅地並の課税ができることなどの法制化

が必要である。

・利用権設定に関して補助金の制度があるが、

補助対象になる条件が以前より厳 しくなり

つつある。

・農地流動化や作業受託を一元的に仲介 ・斡

旋する組織を設置 し経営体の育成を推進す

る。

・町が土地利用について方針を出し理解を得

る。

・遊休農地の実態把握。

・遊休農地の管理 ・適正化については、農業

委員会が現行法ではお願いの域を出ず無理

がある。

・公共投資がなされた農地及びほ場整備すべ

き農地は転用許可を要すが、それ以外の農

地は届出にし、土地の多面的利用を考慮 し

たい。また、ほ場整備で非農用地の設定を

した場合は換地により周辺農地所有者も承

認 していることから届出とし、簡素化され

たい。

・農地の耕作者の確保、農作業の受託者の確

保のため市町村公社の推進と国の援助。

・利用権設定できる耕作者の年齢制限の引上

げと耕作面積の緩和。

・ 「儲かる農業」この一言につきる。

・米の価格安定がなされると、少 しは農地の

管理がなされると思う。

・①新規就農者の育成確保、②中核農家の育

成、③農作業の集団化。

・農地基盤整備の推進、担い手の育成確保対

策、認定農業者制度の推進。

・土地基盤整備、農道整備、近代化施設の整

備の促進並びに高齢化、過疎化により農業

集落の存在さえ危ない地域にあっては、環

境整備の促進 と活性化を図る対策が必要。

〔山間農業地域〕

・離農予定者は農地等の譲渡に伴う課税の軽

減化を考え、長期間で分割的に農地を処分

する傾向にあるため、集団的な農地の流動

化に障害となっているので税対策を図る必

要がある。

・農地利用 ・管理の不適正地においては、一

定期間を定めて税法上で高課税を進めては

どうか(賃 借や売買契約の意志が全 くない

者に限る。)。
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・新たな土地利用区分、低生産性農地の転用

緩和、農地法改正等を求める傾向がある。

・今後考えられる大型農業計画を推進 してい

くには農地の交換分合が考えられ、これら

も含めて活用方策の検討を進める。

・農業振興地域以外の農地の規制緩和(農 地

法改正)。

・農地等の適正管理を行 うためには町土地改

良区の活性化が必要である。そのためには

町はもとより国 ・県の助成も必要。

・農業経営基盤強化促進法の積極的PR。

・①購入してもよいという利用者もいるが不

在村者とは特に価格の点でまとまらない。

②後継者のいない利用者の場合、維持 して

利用 していける期間は見えている。

・下限面積の制限や農業従事日数等の緩和に

より零細農家の農地取得等を容易にすると

ともに、新規就農者が参加 しやすいように

すれば、少 しでも遊休農地の再生 と休耕の

休止につながるのではないか。

・非農家等との役割分担を明確化することに

より、地域資源の維持管理、農村コミュニ

ティの維持を図り相互にメリットを享受で

きるような地域農業のシステム作 りその他

の農地等にも理解を得 る。

・在村非農家でも自家用野菜等のため多少の

農地は耕作している。農地を持たないサラ

リーマン等も自家用野菜のための畑がほし

いというような話がよく聞かれる。市民農

園等の手法 もあるがその他の方法もとれれ

ば。

・遊休農地を洗い出し、農地区分を見直す必

要がある。

・大規模農家志向及び面積集積等の政策が進

められているが、地域に応 じた補助対象面

積の設定を実施 し、借り手、貸 し手に対 し

て補助が受けやすくなるようなシステム作

りが必要である。

・非農家の農地は、小面積や介在農地が多い

と考えられる。これらの農地を遊休化させ

ないために、それぞれの農家が農業の大切

や楽しさを考え、小規模でも農業のできる

体制を町全体でつ くる必要がある。

・地域に根ざした個別経営体、集落を超えた

細緻経営体を確立 していく。

・専業農家、兼業農家そして定年退職後の新

規就農者にも容易に農地が取得できるよう

下限面積の緩和等農地法の改正をす る必要

があると思われる。

・不在村非農家が所有する農地については、

在村する親類等に管理を委託するよう義務

づけた。

回収市町村

有効回答市町村

無記入市町村

166市町村

103市 町村

63市町村
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〔都市的地域〕

・土地持ち非農家は採算の取れない土地改良

には参加 しない。 したがって、一つの経営

体のなかに吸収していくなかで、負担の少

ない土地改良を実施する対策が必要である。

・工事費の負担軽減を図ることが必要である。

・農業振興地域の農用地においては、100%

国費によるほ場整備を行うべきである。

・国内関連対策として国政が関与する農業農

村整備対策のなかで、全額に近い補助率で

土地基盤整備事業を実施すべきである。

・土地改良の際に非農家の所有農地と農家の

所要農地を区分 し(非 農家の農地は転用さ

れる可能性が高いので)、 事業を行うべき。

・換地において耕作者の意見を踏まえた手法

か必要。

・所有者の負担軽減、事業手続 ・期間の短縮、

土地関係職員の予算の増加 ・充実など。

〔平地農業地域〕

・現行の運営 ・国営事業の制度については今

後補助率の引上げ、また、不良土壌地につ

いては更に補助率を引き上げてほしい。

・小作料水準が低く、土地改良事業の工事負

担金さえもカバーできない状況であるので、

土地改良事業の農家負担分の軽減が必要と

考える。

・自己負担をな くす。地域のなかの担い手に

貸付け。

・受益者負担の軽減、維持管理 しやすい整備

(用水、排水等をグレ― ドアップし、補修

等不要化)。

・農家の実収入を増やす方策を講 じ、魅力を

与えなければ。

・非農家所有地に対する土地改良費(特 別負

担金)の 軽減。

・事業補助金を求めても自分に対する直接メ

リットがない。半永久的に耕作者にとられ

るとの感情が出て事業に支障になる事があ

る。非農家に対する負担金対策を。

・①地元負担を少なくする。②小規模でも事

業ができるよう補助率を上げてもらいたい。

〔中間農業地域〕

・山間地域の小規模土地基盤整備事業の補助

率アップと土地改良事業の面積要件の緩和

(1ha程 度でも可能に)。

・農業委員会 ・市等が休耕農地をまず保全管

理できる体制が必要である。また、これに

より土地改良事業の実施に際し規模拡大農

家に貸付けられる制度が望まれる。

・山間部の土地改良地の畦畔の管理。

・土地改良実施時における土地持ち非農家の

負担率の緩和。区域内に入った場合で土地

を手放す場合は税制上の優遇。

・ほ場整備計画地内の耕作放棄地について異

種目換地による非農用地設定に係る手続き

の簡素化及び基準の緩和をする対策が必要。

・相続手続きをされていないケースの場合、

関係者が多数になるが簡便な方策の特別立
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法を。

・完了後の管理体制を整える必要があるが、

農作業受託組合の組織化による受委託の促

進、経営規模拡大をめざす中核農家の育成、

話 し合い活動による集落営農の推進等が必

要である。

〔山間農業地域〕

・農業生産基盤整備に係る農家負担の大幅な

軽減対策、負担の償還に対する手厚い軽減

対策等。

・農地流動化の促進を図る目的で離農者が農

地を売却 した場合は一定の基準による交付

金制度の創設を望む。

・山間 ・中間農業地域における土地改良事業

費負担は全額国としてはどうか。

・土地改良事業の実施は負担が多いので困難

である。国の大幅な助成を期待するしかな

い。

・合理化法人による買い上げ。個人負担の軽

減。

・維持管理の軽減。広域的な貸付政策の実施。

他産業等の農地の多面的利活用。

・負担金の低減、補助率の引き上げ。

・老齢化や過疎化による不耕作者は増す。か

ろうじて親戚の小作をしていても標準小作

料が20,000円 以下で、その小作料を支払っ

ていない現実では改良費さえも持出しとな

る。

このような者の同意が得にくい。

・小面積所有者、畑所有者の換地が難 しい。

大型ほ場化ばかりでなく小規模農地の一団

地形成にも力を入れるべき。

・改良区域に存在する不在村非農家の所有農

地については改良区が時価相場で3条 資格

者をもつ規模拡大農家に売 り渡すような方

策を。
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平成6年 度承継農地等の利用

適正化システムの検討事業

非農家の農地所有 ・管理意識等に関する調査票

(在村者用)

調査のおねがい

この調査は農林水産省か ら委託を受けて(社)全 国農地保有合理化協会が実施するもので、

農林水産省において今後の農業政策を推進 していくために、基礎的な資料 として利用す るた

めの ものであります。

調査結果の利用については、個人の名前 も一切 出しません し、税金等この調査の 目的以外

には一切使用 しませんので、現在の状況やあなたの考え方をありのままに記入して下さい。

ご多忙の ところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

記入後は、同封いた しました回収封筒に入れ、調査協力員の方にお渡 し下 さい。

なお、記入に際して不明の点があ りましたら、お手数で も農業委員会又は調査協力員にお

たずね下 さい。

(1)記 入は、ボールペン等ではっきりとお願いします。

(2)回 答欄に番号のあるものは、該当する番号(1、2、3等)を ○で囲んで下さい。

1つ にするか、2つ 以上を○で囲むかは、各項 日ごとの指示に従 って下 さい。

(3)回 答欄に番号のないものは□ 欄に必要な数字又は事項を記入して下さい.

平成6年11月

全国農地保有合理化協会

〔調査に関するお問合せ先〕

市町村農業委員会又は調査協力員

全国農地保有合理化協会調査広報部 担当:小 野又は加藤

TELO3-3263-9361FAX03-3263-9365

農林水産省構造改善局農政都農政課 担当:下 地又は神崎

TEL03-3502-8111(内 線3492又 は3495)
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問1あ なたの年齢 ・職業の状況 についてお聞 きします。

問2お 宅が農業をやめられた経緯等についてお聞 きします。

問3お 宅の現在の所有農地面積とその管理状況にっいてお聞 きします。
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問4あ なたの今後の計画にっいてお考えを聞かせて下さい。
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問5地 域の土地改良事業への参加 ・費用負担等につ いてお聞 きします。

◎何か農地の管理、土地改良事業等について御意見が ありま したら自由に書いて下 さい。

◎ 書き終えま したら、お手数でもお渡 ししてある封筒 に入れて封を して鯛査協力員の方に渡 して下さい。
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平成6年 度承継農地等の利用

適正化システムの検討事業

非農家の農地所有 ・管理意識等に関する調査票

(不在村者用)

調査の おねがい

この調査は農林水産省から委託 を受けて(社)全 国農地保有合理化協会が実施するもので、

農林水産省において今後の農業政策 を推進 してい くために、基礎的な資料 として利用す るた

めのものであ ります。

調査結果の利用については、個人の名前 も一切出 しません し、税金等この調査の 目的以外

には一切使用 しませんので、現在の状況やあなたの考え方をありのままに記入して下さい。

ご多忙のところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

記入後は、同封いたしました返信用封筒に入れ、市町村農業委員会あてご返送下 さい。

なお、記入に際 して不明の点があ りましたら、お手数でも農業委員会におたずね下さい。

(1)記 入は、ボールペン等ではっきりとお願いします。

(2)回 答欄に番号のあるものは、該 当する番号(1、2、3等)を ○で囲んで下 さい。

1つ にするか、2つ 以上 を○で囲むかは、各項日ごとの指示に従 って下さい。

(3)回 答欄に翻 のないものは□ 欄に必要な数字又は事項 を記入して下 さい.

平成6年11月

全国農地保有合理化協会

〔調査に関するお問合せ先〕

市町村農業委員会

全国農地保有合理化協会調査広報部 担当:小 野又は加藤

TELO3-3263-9361FAXO3-3263-9365

農林水産省構造改善局農政部農政課 担当:下 地又は神崎

TEL03-3502-8111(内 線3492又 は3494)
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問1あ なたの年齢 ・職業の状況 にっいてお聞 きします。

問2お 宅の現在の所有農地 とその管理状況についてお聞き します。
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問3あ なたの今後の計画についてお考えを聞かせて下さい。

問4地 域の土地改良事業への参加 ・費用負担につ いてお聞 きします。
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問5所 有農地の管理等につ いての考えをお聞 きします。

◎何か農地の貸借、土地改良事業等にっいて御意見がありま したら自由に書いて下 さい。

◎書き終えましたら、お手数でもお渡 ししてある返信用封筒に入れて封をしてポス トへ投函 して下さい。
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