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〔1〕はじめに-問 題の所在

農業経営基盤強化促進法にもとつく認定農

業者制度は、市町村の基本構想に示される経

営規模に到達することを目標として営農計画

を策定し、それが実現可能であるという認定

が得 られれば一定の要件を備えた経営体に農

地の利用集積を誘導していくという選別的性

格(エ リー ト農業者育成)を もった構造施策

であり、そのこと自体に危惧の念をもつむき

も多い。しかし、今日のような担い手不足が

深刻化する下では、こうした認定農業都 渡

が選別的となるかどうかは、地域における担

い手の存在状況、地域の合意形成や取り組み

の仕方によって一様ではない。どのような形

態で地域の農業を支えていくかという方向づ

けをきちんと議論し、その地域を支えていく

農業者(個 別経営体あるいは組織経営体)を

絞り込んでいくプロセスが問題になってくる。

これまでのように、構造政策の柱になって

きた農地流動化施策は、単に特定の農家に農

地を集積させて効率的な経営をつくり出すと

いう発想で、担い手を絞り込むのではなく、

"地域農業及び地域社会維持"の ためにはい

かなる農業構造の改革が必要であるのかとい

う再編方向を明確に掲げ、それを保障する地

域 レベルでの土地利用関係の調整を行う仕組

みを編成し、地域合意のもとに合理的 ・効率

的経営構造の再編成を進めていくという観点

が必要である。

この認定制度は、平成元年の農用地利用増

進法の改正によって発足 した 「経営規模拡大

計画認定制度」を拡充したもので、規模拡大

を伴わない経営複合化や集約化志向農家及び

新規就農者等も対象にしており、経営類型と

しても畜産から施設園芸に至るまで、また単

-経 営から複合経営に至るまですべてを含み、

かつ経営発展の方向も 「面積、飼養頭数、販

売額の増加といった量的な拡大から、経営管

理の合理化による経費の節減といった内部の

質的な充実に至るまでを含む広範囲に及ぶも

の」 とされている。地域農業の展開過程で形

成されてくる多様な担い手を対象にすること

にしており、表一1に 示 したように、まだ全

国で74,456人(平 成8年8月 現在)で あり、

認定市町村における平均認定農業者数は28.6
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人 という認定状況ではあるが、認定農業者の

経営類型及び認定プロセスは市町村によって

多様であり、単に認定農業者数の実績を競う

のではな く、認定農業者を絞 り込んでいくプ

ロセスの評価(地 域農業の展開方向)が 重要

である。

ここでは、地域農業システムづくりの一環

に認定制度を位置づけて取り組んでいる長野

県南曇野郡豊科町を対象にして、認定制度が

地域農業再編のあり方、展開方向にいかなる

影響を与えているかについて、以下の課題を

設定 し実態調査及び結果分析をおこなった。

〔Ⅱ〕調査地域における課題

第一の課題は、認定制度と地域合意の関係

をどう考えるかということである。

多様な担い手として認定農業者を把握 し、

地域農業展開にどのように位置づけるかの議

論が必要である。市町村 レベルでは 「経営感

覚に優れた効率的 ・安定的な経営体」が 「生

産の大宗を担 う農業構造」の実現をめざす方

向が示されており、そのための農業経営改善

計画をつ くり、認定農業者に流動化する農地

及び他の諸施策を集中する仕組みが整備され

表-1認 定農業者の認定状況
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ている。 しか し個別経営体の育成方向だけに

関心がむ く傾向にあるようである。特に農用

地利用集積計画等に関 しては、地域の農業の

将来をどう考え、その担い手をどう確保 ・育

成していくのかという問題とかかわ らせて考

えていくことが必要不可欠になっており、そ

のための関係者の話 し合い、合意形成の取 り

組みが特に重要になっている。そもそも農地

利用の方向づけについては、地域的合意にも

とづく自主的な計画が必要になる。その自主

的な合意形成の方向は多様であろう。それは

今日の混住化農村における兼業常態化、高齢

化及び経営分化のもとで、農業の担い手を多

様性と重層性においてとらえることの必要性

を示唆 している。

耕地基盤整備事業や農村環境整備事業等の

補助事業の採択にあたっては、この認定農業

者育成が条件化されており、地域 ・集落のな

かでの認定農業者の明確な位置づけが求めら

れている。その際、意欲ある農業者を育てる

とともに、多様な農村住民の意向を反映 した

土地利用計画のもとで形成される集落営農体

制も認定農業者制度の対象として検討してい

くことが必要になっている。

第二の課題は、認定農業者を育成支援する

経営改善支援センターを地域農業の発展 とい

う観点からどのように位置づけるかというこ

とである。

地域農業構造の相違、市町村をはじめ関係

者の取り組みの姿勢の相違、農協等がどれ く

らい農地管理に関与 し、担い手育成に力を入

れてきたかが認定農業者の認定状況にも反映

している。農水省農政課地域農業対策室の指

導施策としては 「平成7年 度から全国、都道

府県、市町村の各段階に経営改善支援センタ

ーを設置し、認定農業者をめざす者や認定農

業者に対する相談窓口を開設するとともに、

認定農業者制度の説明会、経営改善計画の作

成や達成のための研修会、認定農業者の能力

開発活動として関連異業種との交流、情報収

集提供活動などを行うように指導 し」 「認定

農業者が高度な経営管理を行 うため、中小企

業診断士、公認会計士、社会保険労務士、税

理士等の専門家を都道府県段階に登録 し、認

定農業者の相談に応ずる体制を整備する」と

している。また 「担い手育成基盤整備事業、

地域農業基盤確立農業構造改善事業など、地

域 ぐるみでの経営体の育成、支援を目的とす

る各種補助事業が設けられており、現場にお

ける積極的な活用」注)が 期待されている。

このような経営改善支援センタ―の役割は、

地域 ・集落の関係者(非 農家世帯を含む)の

合意形成の場を創出するところにあり、認定

農業者及び志向農業者の単なる個別的なメリ

ットの追求ということだけではなく、地域住

民にも受益の及ぶ地域づくり、地域活性化を

促進することも併せて期待されている。

注)奥 野和夫 「認定農業者制度のねらいと推

進状況」『農業と経済』1995.10P14-23参

照
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〔Ⅲ〕調査地域の概況

(1)農 業構造の変化と地域農業再編方向

豊科町における産業の特徴は、精密機械や

家庭電器メーカ―等の下請け工場 としての製

造業の比重が高いことである。町内全産業従

業者数(他 市町村在住者含む)の44.8%を 製

造業従業者が占める。産業別就業人口割合の

推移をみると、第1次 産業の低下(90年 、

11.7%)と ともに第2次(同3&2%)・ 第3

次(同49.7%)産 業の安定 ・微増加がみられ

る(表-2)。 そのうち製造業へ就業 してい

る人口割合は、全産業就業人口の29.3%(90

年)に 及んでいる。第2種 兼業農家及び離農

する農家の就業の場は、松本市等の周辺市町

村への就業及び町内製造業を中心として確保

されている。

周辺町村と対比 した豊科町の特徴の一一つは、

町内の土地が線引きされていることである。

町総面積3,911haの うち市街化区域463ha

(町総面積の11.8%)、 調整区域3,448ha

(同88.1%)、 農業振興地域2,513ha(同

64.2%)で ある。線引きを行っていない穂高

町、堀金村、三郷村等の周辺町村でみられる

ような農地の宅地等への転用が著 しい状況と

比べると相対的に農地の転用は線引きによっ

て歯止めがかけられている。

豊科町の農業は、水田単作地帯として発展

してきた。新食糧法の下JAあづ みのブラン

ド米(コ シヒカリ)と して 「えんむすび舞」

が販売 され始めた。現在 も水稲作が中心であ

るが、水稲作 と他品 目を組み合わせた複合的

な経営あるいは施設園芸等の他品目の専作 も

み られている。

町総面積3,911haの うち田面積 は1,530ha

で39.1%を 占める。同様に畑118ha・3.0%、

山林508ha・13.0%、 原野106ha・2.7%で あ

る。宅地は534ha・13.7%で ある。

県営の圃場整備事業は93年 度 にほぼ完了 し、

豊科 町耕地面積全体の65%に あたる1,002ha

が30a区 画の水田に整備 されている。

表-3に 示 しているが、各農家の所有耕地

面積 は、95年 において2.Oha未 満が大多数で

ある。0.5～1.Oha規 模層が最 も厚 く、町内

総農 家の36.3%を 占め る。特に0.5～1.5ha

未満層の減少数が大 きい。所有耕地最大規模

農家 は5.0～7.Oha層 に1戸 あ り、次 いで

4.0～5.Oha層 に2戸 、3.0～4.0ha層 に1

戸あ る。2.Oha以 上の規模層は30戸 で、町内

総農 家の1.5%に 過 ぎない。 自作地拡大によ

る規模拡大農家はほとん どみあた らない。

一方で表-4に 示 したが、経営耕地総面積

は着 実 に減 少 して お り、95年 の総 面 積 は

1,424haで ある。その推移は70年 代前半 まで

は微減、70年 代中頃か ら80年 代中頃の間は安

定 していたが、それ以降85～90年 に114ha、

90～95年 に97haの 規模で減少が続いている。

表-5で 各農家の経営耕地面積を規摸別にみ

ると、2.5ha規 模を境 にしてその様相が異な

る。95年 での経営耕地面積が2.5ha未 満の農
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表 一2産 業 別 就 業 人 口

表-3所 有 規 模 別 農 家 数

表-4兼 業種類別農家数

表-5水 田作付状態別農家数
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家数は1,841戸 で町内総農家の97.9%を 占め

るが、近年の2.5ha未 満のどの階層 において

も微減 傾向を示す。特に0.5～1.5ha規 模層

の減少数が大 きい。最 も厚い層は0.5～1.O

haの 規模層で 町内総農家の33.2%を 占める。

次 いで 自給的農家であ る0.1～0.3haの 農家

が23.2%を 占める。一方2.5ha以 上規模層の

農家数 は微増傾向を示 しているが、95年 にお

いては町内総農家のわずか2.1%を 占める39

戸で しかない。規模拡大農家が微増 してはい

るが点 としての存在 にすぎない。10.Oha以 上

の規模農家はわずか3戸 であ る。

また、95年 での田のある農家数は1,866戸

で町内総農家1,880戸 の99.2%に 至 り、 うち

過去1年 間に稲をつ くった総農家数 は1,834

戸であ る。その1,834戸 の水稲作面積規模を

み ると、2.Oha未 満が総水稲作付 け農家の

87.6%と 大勢を占めている。2.Oha以 上水稲

を作付 けた農 家は44戸 ・12.4%と 点的存在で

あ る。 その うち5.Oha以 上 の農 家は9戸 、

10.Oha以 上 となるとわずか3戸 で しか ない。

表-6で 農産物年間販売金額をみると、

200万 円未満の農家が大勢を占めている。各

年度の状況によって各層の農家数も推移して

いるが、傾向としては200万 円未満以内での

推移である。95年では、特に15～200万 円の

層が厚 く、総農家の69.3%を 占める。販売が

ない農家も総農家の8.6%に 至る。豊科町が

農業経営基盤促進事業で目標とする今後育成

すべ き経営体の主たる従事者の年間所得は

660万 円としているが、95年では660万 円を

超えている700万 円以上の農家数は43戸、町

内総農家の2.2%、500万 円以上としても72

戸、町内総農家の3.8%で ある。1,000万 円

以上の農家は31戸、町内農家の1.6%で ある。

農家の絶対数の減少とともに農家の性格も

変化 している(表 一7)。 総農家数の減少は、

60年の2,388戸 か ら95年の1,880戸 へと508

戸(22.4%減)の 離農があった。農家率は、

60年に61.4%の 農家率が95年 には22.6%と な

っている。特に85年以降の減少は著 しい。85

年の2,203戸 か ら90年の2,029戸 、95年 の

表-6 経 営 規 模 別 農 家 数
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表-7農 産物販売額規模別腹家数

1,880戸 へと各5年 間に174戸 、149戸 の減

少があった。

農家構成の変化をみると、専業農家は60年

には827戸 、総農家の34.6%を 占めていたが、

60年代に大 きな減少があり、70年代以降はお

よそ200戸 、総農家の10%前 後で数的には安

定 している。

兼業農家は60年時には1,561戸 、総農家の

65.4%を 占めていたが、95年 には1,642戸 が

兼業農家であり、兼業農家全体としては数的

には大きな変化はないが、第1種 兼業農家か

ら第2種 兼業農家への移行は大きい。60年 に

は第1種 兼業農家が総農家の37.3%、 第2種

兼業農家が同2&1%と いう構成であったが、

95年には第1種 兼業農家が同9.8%、 第2種

兼業農家が同77.6%と なっている。95年には

全兼業農家のうち、兼業の就業形態が雇用で

ある農家は1,461戸 で89.0%を 占める。その

うち雇用の形態が恒常的勤務である農家は

1,438戸 で全兼業農家の87-6%を 占めるに至

っている。その他の形態は、日雇 ・臨時雇の

形態である農家が23戸(1.4%)、 他産業自

営 との兼業による形態の農家が181戸(11.0

%)と なっている。

農家率の低下、さらに農業を生業 とする専

業農家数と第1種 兼業農家数の減少によって、

町全体における農業の位置づけは低下してい

る。農業を生活の中心に据える家は少数派 と

なっており、農業が家にとって絶対的なもの

ではなくなっている農家が多数派を占めてい

ると考えられる。このような農家の変化は集

落のあり方にも影響を及ぼす。農家の多様化

・異質化は集落内での合意が困難となり、地

域農業を支える体制も大きな転換を迫られて

いる。

(2)新 生産調整推進対策

新食糧法の施行に伴い生産調整 も96年度か

ら新たな転換が迫 られることになった。

80年代における厳 しい生産調整の結果、田
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の転作実施農家は90年 には1,778戸(町 内に

田のある総農家の88.1%)、454ha(町 内田

総面積の31.2%)が 転作 され、田での不作付

地 も472戸 ・70haに 及んでいた。

93年 に起 きた冷害による大不作 によ って減

反が緩和 された影響を受 けて95年 には794戸 、

田のある総農家のうちの42.5%の 農家 となっ

た。95年 度の転作 は21.1%の 生産調整で、転

作 目標面積289.5ha(基 本 目標面積239.5ha

と指標面積50.Oha)で あ った。そ こか ら他用

途利用米、面積のみカウン トす る改廃カウ ン

ト・果樹等定着分89.4haを 差 し引いた200.1

haに ついて各農 家に一律配分 し200.8ha・

100.2%の 達 成率で あ った。実施 農家数 は

1,835戸 で、 町内総農家1,880戸 の97.6%で

あった。転作作物別の面積の内訳は、一般作

物(麦 ・大豆 ・そば ・飼料作物)62.5ha(31.1

%)、 永年作物(果 樹)0.8ha(0.4%)、 特

例作物(野 菜)93.9ha(46.8%)、 調整水田

等43.4ha(21.6%)で あった。

しか し、新食糧法の下での新生産調整にお

いて96年 度の転作は強化 された。生産調整は、

33%に 及ぶ446.Ohaと なった。95年 度 と比較

して18.9%・245.9ha分 が増加 された。一農

家平均当たり0.13ha分 が増加す ることにな っ

た。

この新生産調整の対処手段 と して、 とも補

償が導入され ることになった。JAあ つみ管

轄町村内では、豊科町のみ町内4支 所合同で

協議会を設置 し、町内で一括 して対処す るこ

とにしている。他町村では各農協支所 ごとに

協議会を設置 しており、町村内で複数の協議

会が存在 している。

国からの補助金である地域調整推進助成金

を受ける条件は、①参加農家が4分 の3以 上

であること、②基金の積み立てをし、とも補

償事業をすること、③計画区域内で生産調整

目標面積が達成されていること、④拠出金は

助成金以上(同 額でもよい)の 金額を事前に

基金として積み立ててお くこと、である。

以上の条件を満たすためには地域内の各農

業者の協力が必要となる。減反しない農家の

分については、他の農家が代替 しなくてはな

らないことになる。協力 しない農家が増加す

ればするほど、協力者の負担分が増えること

になる。

また、樹園地、畑地等へ転換 した土地であ

って、水田への復帰が物理的に困難である潜

在作付面積については、96年度においては生

産調整分に組み込まれるが、法改正にしたが

い97年度より廃止する方向になっている。

従来の他用途利用米と同様である新加工米

については、新対策では計画流通米の一部と

して位置づけられ、生産調整の態様か ら除外

されるため、その部分が需要量及び水稲の必

要生産量に追加された。新加工米とも補償に

ついては、JAあづ み一括のとも補償を組む

ことになっている。

このような生産調整下において、特に稲作

を主体とする専業的農家にとっては非常に厳
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しい状況に立たされることになっている。規

模拡大志向農家が農地の集積を図っても、そ

のうち三分の一が減反分となる。農政及び関

係機関 ・団体等が図ろうとしている認定農業

者を中心とす る大規模農家への農用地利用集

積の取り組み とは明らかに逆行することにな

っている。認定農業者制度が端緒にっいたば

か りで、これか ら規模拡大を進めていこうと

した矢先に、新生産調整の壁に突き当たるこ

とになったかたちとなっている。

(3)認 定農業者の現状と農用地利用集積の

取り組み

1)農 業経営基盤強化促進法による利用権

設定状況

表-8で 農業センサスで捕捉された豊科町

全体における借入地の状況をみると、借り入

れする農家数は80年以前までは減少し、80年

代には安定 していたが、90～95年 に再び減少

した。95年には286戸 、町内総農家の15.2%

の農家が借 り入れしており、-借 入農家当た

りの平均借入面積は0.65haである。借 り入れ

する農家数が減少する一方で、借り入れする

総面積は80年以降増加している。80年の88ha

を底に95年には186haに 至る。これは町内総

農地面積1,530haの12.1%に あたる。95年の

借入地を面積規模別にみると、0.1～0.3ha

が最も多い。0.7ha未 満を借り入れする農家

が大勢を占め、借入総農家の82.8%で ある。

3.Oha以 上の大規模層は13戸である。零細な

表一8借 入 ・貸付耕地のある農家数と耕地面積
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規模を借 り入れしている農家が大多数であり、

大規模な規模拡大を意図 して借 り入れする農

家はわずかである。

他方、豊科町全体における貸付地の状況を

みると、貸し付けする農家数は80～85年 に大

きく減少した後、90～95年 には微減を してい

る。95年 には220戸 、町内総農家の11.7%の

農家が貸 し付けを しており、一貸付農家当た

りの貸付平均面積は0.37haである。貸付総面

積は85年の106haを 頂に90年に85ha、95年 に

83haと微減している。ただし借入地総面積値

と合致しないことから、農家間で相対貸借し

ている農地がかなりあると考えられる。95年

の貸付地を面積規模別にみると0.1～0.3ha

が最多である。貸付地2.Oha以 上はなく、最

高が1.5～2.Ohaに1戸 ある。1.0～1.5ha

に11戸、0.7～1.Ohaに16戸 あり、その他の

大多数が0.7ha未 満となっている。大規模な

農地を貸 し付ける農家はわずかであり、零細

な農地を貸し付ける農家が圧倒的多数派とな

っている。

以上の豊科町全体の農地の貸借の状況を踏

まえて、表一9に 掲げた95年度における利用

権設定の状況をみると、設定総面積は47.6ha

(うち田47.2ha、畑0.4ha)で あった。 これ

は、豊科町内総農地面積1,530haの3.1%に

あたる。

設定期間別にみると、3年(総 設定面積の

32.6%)と5年(同37.9%)の 割合が高 く、

それ以上での6年 、10年の設定は双方とも総

設定面積の10%程 度にとどまっており、長期

での契約はまだ少ない状況である。

農地の貸し手戸数は112戸 で、豊科町内総

農家1,880戸 の6.0%に あたる。貸 し手農地

の平均面積は0.42haである。設定期間別にみ

ると、先述のことから当然3年 、5年 の設定

期間をする戸数の割合が高い。貸付平均面積

に注目すると、10年の期間を設定 している平

均面積だけが0.67haと特に高 くなっている。

他方、農地の借 り手戸数は92戸で、豊科町

内船農家の4.9%に あたる。借 り手農地の平

均面積は0.5haで ある。設定期間別の借 り手

表-9 1995年度農業経営強化促進法の規定による利用権設定
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戸数の割合は、当然3年 、5年 の割合力清 い。

借入平均面積は、5年 、10年がそれぞれ0.60

ha、0.59haと 高い。設定期間6年 のそれが

0.39haであるから、必ずしも設定期間の長さ

と平均面積の大きさに相関関係があるわけで

はないと考えられる。

2)認 定農業者の性格

豊科町では農業専従者のいる農家の減少は

著 しい。70年 には1,268戸 で町内全農家の

54.0%で 農業専従者がいたが、95年には377

戸 ・20.0%に まで低下している。そのうち60

歳未満の男子専従者がいる農家をみると、75

年には319戸 で町内全農家の13.8%、 専従者

のある全農家の36.5%で あったのが、95年に

はわずか66戸 となり、同様に3.5%、17.5%

となっている。

このような担い手の状況の下で認定作業が

進められたが、96年2月 現在、豊科町内には

36人の認定農業者が登録された。これを戸数

でみると、認定農業者がいる農家数は町内総

農家数1,880戸 の1.9%に あたり、60歳未満

の男子専従者がいる農家66戸の54.5%に あた

る。表一10に認定農業者の概況一覧を掲げて

いる。性別では、男35人、女1人(43歳 、営

農類型;ナ メコ+シ イタケ)で あるが、その

特徴は以下のとおりである。

45歳以上の層が厚く、60歳以上の自営農業従

事者が全体の38.4%を 占める。

若青年層の後継者問題は深刻化している。

95年では30歳未満の自営農業従事者は58人で

わずか全自営農業従事者数の5.7%に すぎな

い存在である。40歳未満としてもその比率は

16.6%で しかない。 しかも若年層ほど農業従

事 日数が少ない。春と秋の農繁期のみに従事

す る者が大部分を占めていると考えられる。

40歳未満で150日 以上農業従事する者は7人

で しかない。同様に100日 以上で16人、60日

以上で41人である。

以上のような豊科町全体の農業者の年齢構

成が、認定農業者の年齢構成にも反映してい

る(表-11)。 認定農業者の平均年齢は45.2

歳である。5歳 段階別に年齢構成をみると、

45～49歳 が11人(認 定農業者の30.6%)で 最

も多い。次いで50～54歳が8人(同22.2%)

となっており、45～54歳の層で過半数を占め

ている。この年齢層が豊科農業を担っている

中心的年齢層になっていると考え られる。

表一11認 定農業者年齢別構成

① 認定農業者の年齢構成

豊科町全体の自営農業従事者の年齢構成は

83



表-10 認 定 農 業 者 農 地 集 積 状 況



若青年層での認定農業者は少ない。20歳代

は2人(同5.6%、27・29歳)、30～34歳 と

35～39歳 が各々4人(同11.1%)に とどまっ

ている。40歳未満の認定農業者は町内全体で

10人で しかない。この10人は、これから10年、

20年先の豊科農業の中心的担い手となり得る

年齢層である。

今後、彼 らが離脱しない環境をつくり出し

ていく政策等の質的向上を図る必要がある。

絶対数も十分であるといえないことから、新

たな若青年層の認定農業者を育成 ・確保する

量的な対策も必要となってくる。

② 認定農業者の営農類型

豊科町は水田単作地帯であり、認定農業者

の営農類型においても{水 稲+受 託}型 が9

人(全 認定農業者の25.0%)で 最も多い。次

いで、その{水 稲+受 託}型 にプラスアルフ

ァとして、麦、大豆、そば、野菜、花卉、果

樹等のいずれかあるいは複数を組み込み、複

合的な経営がなされている認定農業者も少な

くない。

その他、花卉、酪農、わさび、エノキ等の

水稲作以外の作目を中心とした複合的な経営

をする農業者もいる。水稲作以外の単作によ

って営んでいる農業者は花卉2人 、エノキ1

人である。認定農業者においては水稲作にと

どまらず多様な作目が導入されている。

今後の認定農業者の営農類型としては、地

域の栽培条件等を考慮して、水稲作を中心と

していく農業者、水稲作と他作目を組み合わ

せた複合的な経営を展開していく農業者、水

稲作以外の施設園芸等の作目による専作化を

推し進めていく農業者、等々の多様な可能性

があると考えられる。

③ 認定農業者の自作地

認定農業者の自作地は、1.0～1.5ha未 満

の規模層が最多であり12人で33.3%を 占める。

次いで0.5～1.Oha未 満、1.5～2.Oha未 満

の規模層が各8人 で各22.2%で ある。0.5～

2.Oha未 満の規模層が28人 ・77.7%を 占める

ことから、この層に水稲作を中心とした認定

農業者が集中している。o.5ha未 満の農業者

が3人 いる。そのうち2人 は、{花 卉専作}

と{ナ メコ+シ イタケ}の 施設型農業であり

土地の規模に左右されないのであるが、1人

(47歳 ・男)は 自作地0.37ha規模でも借入地

4.5ha、 作業受託地15.Ohaを 集積 し{水 稲+

受託}型 で営んでいるということから注目さ

れる農業者であろう。

豊科町の認定農業者のなかで大規模層にあ

たる2.0～2.5ha未 満は2人 、2.5～3.Oha

未満が3人 となっている。最大規模は2.6ha

である。豊科町内の総農家をみると2.0～

3.Oha規 模層に26戸あることから、そのうち

の5人 のみが認定農業者になっていることに

なる。豊科町内には3.Oha以 上の規模をもつ

農家も4戸 あるが、いずれも認定農業者には

なっていない。自作地の大規模層が必ずしも

認定農業者にはなっていないのである。

以上のような自作地の状況下において、今
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後の自作地集積の目標を17人、全体の47.2%

にあたる認定農業者が現状維持としている。

自作地の規模拡大を希望する農業者は16人お

り、全体の44.4%で ある。そのうち規模拡大

する目標が最大の農業者(男 ・31歳)は7.7

haの規模拡大を目標としており、現在の自作

地と併せて10ha規模の自作地集積を目標とす

る。この農業者は{酪 農+飼 料+水 稲+果

樹}と いう営農形態で、水稲の借入、作業受

託を行 っていないことか ら、その目標とする

農地集積値は酪農関連によるものと推測され

る。この農業者に次ぐのが2.7haの 規模拡大

を目標とする{水 稲+麦 ・そば+受 託}を 営

む農業者であり、目標規模は4.Ohaで ある。

それ以下の目標の農業者は、1.0～1.5ha未

満が5人 、0.5～1.Oha未 満が6人 、0.3ha

未満が3人 となっている。自作地の規模拡大

を希望しつつも、その目標規模は小規模なも

のとなっている。自作地の規模拡大によって

経営規模の拡大を図る傾向はみ られない。

自作地の規模縮小を希望する農業者も6人

いる。そのうち縮小規模が上位4人 の農業者

は、施設農業を専業あるいは中心としている。

縮小希望最大の1.4haの 農業者は{鉢 花(施

設)}単 作である。同様に{エ ノキ}単 作、

{わさび(ハ ウス)+水 稲}を 営む2人 の農

業者は各0.6haの 規模縮小を希望 し、{ナ メ

コ+シ イタケ}の 農業者は0.2haの 規模縮小

を希望 している。他2人 の農業者については、

0.03haと0.09haで ある。 このなかで、現在水

稲作を行っていない{エ ノキ}、{ナ メコ+

シイタケ}、{鉢 花(施 設)}の3人 の農業

者については、将来の自作地を全く必要とし

ておらず、現在の自作地(順 に0.6・0.2・

1.4ha)を すべて売却することを希望してい

る。

④ 認定農業者の借入地

認定農業者の小作地の規模は大きく四つの

層に大別で きる。第一の層は、施設農 業を中

心に営んでおり小作地をもたない農業者の層

で9人 いる。

その第-一層の農業者を除いた借入者27人の

平均面積は3.9haで ある。第二の層は、平均

面積以下の4.Oha未 満の層で17人おり、第一

層を除いた借入者27人のうちの62.9%を 占め

る。第三の層は、平均面積を超えている4.0

～10.Oha未満の層で8人(同29.6%)い る。

そして最大規模層である第四の層は、10ha以

上の大規模層で2人(同7.4%)お り、その

規模は16.1ha{水 稲+麦 ・そば+受 託}型

(男 ・47歳)、21.3ha{水 稲+麦 ・そば+受

野託+菜}型(男 ・57歳)で ある。特に最大

規模の農業者は、認定農業者の中で自作地、

借入地、作業受託地の農地集積合計が最大と

なっている。

目標とする借入地については、水稲作を営

んでいる農業者のほとんどが多少なりとも規

模拡大の希望をもっている。目標借入地の平

均面積は、現状の3.9haか ら7.3haへ と大き

く拡大 している。先述した現状の規模層別に
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分類 してみると、第一の層は9人 か ら6人 へ

第二の層 は17人から11人へ 第三の層は8人

から12人(20歳 代1人 、30歳代3人)へ 、そ

して第四の層が2人 か ら7人(20歳 代1人 、

30歳代な し)と なっており、現在の平均規模

4.Oha以 上の層の増加が大 きい。特に現状の

借入面積か ら目標とする借入面積が10haを 超

える農業者が3人 いる。27.1ha{水 稲+麦 ・

そば+受 託+野 菜}型(男 ・57歳)、11.Oha

{酪農+飼 料+水 稲}型(男 ・52歳)、10.1

ha{水 稲+麦 ・そば+受 託}型(男 ・62歳)

である。

⑤ 認定農業者の作業受託

作業受託を行っている認定農業者は21人

(うち1人 は果樹の受託)で ある。作業受託

を行っていない認定農業者の営農類型は施設

農業あるいは酪農を中心としている農業者で

ある。

ところで、豊科町内の水稲作の作業受託全

体の状況をみると農作業を請け負わせた町内

実農家数は、85年の879戸 を底にして90年に

985戸 、95年には1,297戸 と急増し、町内総

農家の68.9%に まで至ることになっている。

他方、農作業を請け負った町内実農家数は、

95年には132戸 で、町内総農家の7.0%に あ

たる。水稲作の作業受託を行っている認定農

業者が20人であるから、町内作業受託農家の

15.1%が 認定農業者ということになる。平均

作業受託地面積は8.Ohaで ある。平均面積以

下の農業者は13人で、0.5haが1人 、2.0～

2.5haが3人 、3.0～4.5haが4人 、6.0～

8.Ohaが5人 である。平均面積以上の農業者

は7人(20歳 代なし、30歳代1人)で 、すべ

て10ha以 上である。10～15haが5人 おり、

{水稲+受 託}型 が4人 、{水 稲+麦 ・そば

+受 託}型 が1人 となっている。20ha以 上も

20haと23ha規 模の2人({水 稲+麦 ・そば+

受託}と{水 稲+麦 ・そば+受 託+野 菜}の

営農類型)が いる。{水 稲+受 託}と いう営

農類型の水田単作農業者ばかりでな く、複合

的な経営を行う農業者においても作業受託に

よって経営規模を拡大 している。

目標とする平均作業受託地面積は、現状の

8.Ohaか ら10.9haと拡大志向である。現状の

平均面積8.Ohaを 上回る面積を目標とする農

業者は、現状の7人 から11人(20歳 代なし、

30歳代2人)と なっており、いずれも10ha以

上を目標としている。10～15ha規 模を目標と

する農業者が最 も多 く6人 いる。それ以上の

規模では、15～20haが2人 、20～25haが2人 、

そ して目標最大規模が33haで、現在も23haで

最大規模の農業者である。

認定農業者の志向は、自作地、借入地によ

る規模拡大よりも作業受託による規模拡大が

より強い。今後は従来にも増 して作業受託を

中心として規模拡大が展開されてい くことが

予想されるのであり、より効率的な作業受託

の環境を整備することが必要となってくる。

⑥ 農用地利用集積の現況

豊科町内の総農地面積は1,530haで ある。
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表-12利 用集積の現況及び利用集積結果(1996年2月 現在)

そのうち認定農業者が利用集積(自 作地、借

入地及 び作業受託地)し ている総面積 は

322.6haで あるか ら、町内農地の21.0%が 町

内総農家のうちの1.9%の 認定農業者によっ

て利用集積されていることになる(表 一12)。

一認定農業者当たりの平均集積面積は8.9

haである。認定農業者による農地の利用集積

の形態別割合をみてみると、総農地利用集積

面積に占める自己所有地の割合は14.8%、 一

農業者当たりの平均面積が1.3haで ある。同

様に借入地が33.2%で2.9ha、 作業受託が

52.0%で4.6haと いう割合になっている。自

己所有地による規模拡大という方法ではなく、

借入地及び作業受託によって農用地利用集積

が行われている。

今後育成すべきとしている農業者26人(町

内総農家数の1.4%、 町内総農地面積の8.7

%を 利用集積、一農業者当たりの平均集積面

積5.1ha)に おいても、総農用地利用集積面

積に占める自己所有地の割合は20.9%、 一農

業者当たりの平均面積が1.Ohaで ある。同様

に借入地が26.9%で1.3ha、 作業受託が52.2

%で2.6haと いう割合になっている。農地集

積方法 としては、今後育成すべきとしている

農業者 も認定農業者と同様の傾向を示してい

る。現在のところ、認定農業者と比較して自

己所有地の平均面積に関しては一〇.3haの差が

わずかにあるだけだが、借入地では-1.6ha、

作業受託では一2.Ohaの差がある。認定農業者

並の経営規模にするためには農地集積のあり

方が課題となってくる。

以上の認定農業者、今後育成すべき農業者

に基本構想水準到達農業者4人(町 内総農地

面積の0.3%を 利用集積)を 加えた今後の豊

科農業を中心的に担っていくと考えられる66

人の農業者全体でみてみると、豊科町内総農

家の3.5%に あたる農業者が、町内総農地面

積の30.2%を 担っている。一農業者当たりの

平均利用集積面積は7.Ohaで ある。その利用

集積の形態別割合の内訳は、自己所有地17.6

%で 一農業者当たりの平均面積が1.2haで あ

る。同様に借入地31.0%で2.1ha、 作業受託

51.4%で3.6haと なっている。
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(4)豊 科町営農センタ-構 想と認定制度

1)農 業生産総合振興計画

豊科町はこれまで も、JAと 行政が一体と

なって農業振興方策を進めてきており、既に

93年に農業生産総合振興計画を策定 し、将来

の豊科町農業を担う経営体像 と体制づくりを

基本とした総合的な方針を立てている。

その方針では、2000年 の目標を全農家数

1,675戸(95年 、1,880戸)、 専業農家238

戸(同238戸)、 生産組織参加(オ ペレ―タ

ー従事)220戸(同44戸) 、共同利用組織参

加170戸(同20戸)、 受託組織参加200戸

(同23戸)、 法人参加500戸 を目標としてい

る(表-13参 照)。

生産規模拡大の方針としては、93年度に町

内農地の66.5%に あたる圃場整備事業がほぼ

終了 したことから規模拡大の面的条件が整っ

た。今後地域の話し合いの上に、中核的農家

への農地の流動化及び連担化事業を活性化さ

せ、最終的には地域営農集団による農地の集

積 ・作付けの団地化による生産規模の拡大を

めざす こととしている。数的には、農用地

全面積が1,521ha(1993年)か ら1,409ha

(2000年)と 推移する過程で、連担団地化面

積を199haか ら250haへ 、集団作業を行う面

積を230haか ら500haへ 一経営体当たりの

平均経営規模を0.75haか ら3.5haへ とするこ

とを目標としている。

既に92年度か ら 「地域農業総合支援体制整

備モデル事業」を取 り入れ、町全体をモデル

地域とし、地域農業の支援体制を整備するべ

く取り組みを始めている。今後は集落 ぐるみ

で中核農家の規模拡大と組織経営体(生 産組

織)の 育成推進を行 うことが不可欠であると

している。

その取り組みの一例として真々部地区をあ

げている。真々部地区では、水田農業確立対

策を取り組むために 「真々部生産組合」を組

織し、ブロックローテーションによって作付

けの集団化と作業の効率化、麦 ・大豆 ・そば

の組み合わせによる農地の200%利 用を実現

している。この取り組みによって同地区の中

核農家が作業を受託し、比較的大規模な土地

利用型農業を展開するに至っている。

他地区においても各集落ごとに地域の特性

を生かした農業 ・農村の受け皿づ くりを地域

全体の合意のなかで確立 してもらうという方

向で話し合いを進めており、集落の合意がで

き、新しい取り組みの可能性がでてきた地区

については順次計画に取り組み、集落農業の

確立をめざすことにしている。

地域輪作農法(ブ ロックロ―テーション)

の展開も重要な一方針となっている。水田営

農活性化対策事業の新規導入により、転作田

の水田復帰が大きな問題となっている。町、

JA、 生産組織等が協力 し、より効率的な田

畑輪換を行 うために、組織等を中心とした集

落等の一定地域の広が りのなかで水稲 ・転作

作物の合理的な作付体系 ・団地化を推進 しつ

つ農地の有効利用を図ることとしている。土
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表 一一13 豊科町における農業生産の将来予測



地利用型転作作物としては、麦 ・大豆 ・そば

を中心に土地の200%利 用の割合を増加させ、

団地化についても推進する。同時に水稲作付

けの団地化 も図り、効率的な作業ができるよ

う努めるものとしている。現状では3年 に1

回の転作を原則としているが、目標年ではお

よそ5年 に1回 の転作を地域の話し合いのな

かで、ブロックローテーションすることとし

ている。合理的な土地利用を実施 している集

落数は20集落中8集 落あり、目標年には13集

落において実施することを目標としている。

生産性の高い転作営農等の展開方針 として、

豊科町内地域の特性を考慮 した複合作付を推

進する。具体的には北部湧水地帯、東部山麓

地帯、その他の平坦地帯の三地域に大別され、

それぞれの地域特性に適応 した展開が推進す

ることとしている。豊科町内に地域営農集団

は20集落中8集 落(7組 織)に 組織されてい

る(表-14参 照)。 オペレーターはすべての

集団におり、オペレーター1人 当たりの平均

請負農家戸数は8.5～18.6人 、1人 当たりの

平均請負農地面積は6.6～13.6haと なってい

る。農地流動化の促進については、利用権設

定等の促進を実施 している組織が7組 織中2

組織にとどまる一方、農作業受委託の促進に

ついては7組 織すべてで実施 している。作付

地の集団化については、転作の団地化 ・ブロ

ックローテーションの実施を7組 織すべてで

実施している。不作地 ・荒 らしづくりの防止

を実施 しているのが5組 織、農作業の共同化

を実施しているのが7組 織、機械施設の共同

利用を実施 しているのが4組 織、地域振興の

話し合いを実施 しているのが2組 織となって

いる。

以上のような92年策定の 「総合振興計画」

にもとついて、地域営農集団が集落内あるい

は複数の集落にわたる地域に育成 ・確保され、

他地域へと普及していく指導事業が進められ

てきた経緯があった。こうした地域営農集団

が認定農業者育成という新しい構造施策とど

のような関連で位置づけられるかである。

実際のところ、集団転作のために町単独の

助成措置を講 じて地域営農集団育成を図って

きたケースが多く、転作緩和措置という政策

変更も影響して組織維持が困難になった地域

も多い。また、この地域は農業用機械の所有

形態においても個人所有が一般的である。町

内農家の全体の傾向は、兼業農家が農業用機

械を個人所有することで自由に土日曜日等を

利用 して農作業が可能となるからということ

等が主要因として考えられる。

さらに、近年では農家の多くに集落への帰

属意識が希薄になってきていることも事実で

ある。 しかし、そのことは農地所有に対する

意識の変化となってあらわれている。特に若

青年層においては顕著であると考えられる。

集落のまとまりが弱まるなかで 「農地は良好

に耕作管理されるべきであり」、 「そのため

には地域の担い手を確定 し(個 人及び集団)」、

「そこに利用集積を図るべきである」という
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表-14地 域営農集団

新 しい土地利用関係を律する規範意識を軸に

して集落を再編成 し、集落の合意をとりつけ

ることが必要 になっている。

2)豊 科町営農センタ―設立の意義

95年6月 より行政、農業関係機関、JAあ

つみと生産者をもって組織される豊科町営農

センタ―(以 下、営農センター)が 設立され

た。南安曇郡内の町村で展開を図る予定であ

るが、96年3月 時点で施行されているのは豊

科町と堀金村の2町 村である(準 備中;穂 高

町 ・梓川村)。 まだ営農センターの活動自体

が始動 したばかりであり、これからの活動に

期待される組織である(図-1参 照)。

この営農センターの目的は、 「豊科町の農

業振興に携わる行政、農業関係機関及び生産
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図一1豊 科町営農センター機構体系図



者が一体となり、効率的かつ安定的な農業経

営の育成と、農村の活性化を図れる方針を策

定し、多彩で活力ある地域農業の振興を図る

ことを目的とする」ものである。

目的達成のため営農センターは、以下の事

業を実施することとしている。

(1)効 率的かつ安定的な農業経営の育成と豊

科町農業振興計画の樹立並びに具体的振興

方針の策定、推進

(2)支 所営農センターなどの育成及び指導

(3)力 強い農業経営者(認 定農家)を 含む多

様な担い手の育成及び指導

(4)農 業振興基本構想に基づいた、農地用の

面的集積等効率活用の推進

(5)機 械、施設の共同利用などによるコスト

ダウンの推進

(6)情 報活用並びに新技術の導入、研究開発

及び普及による営農指導の推進

(7)農 業、農村の機能及び環境の維持、保全

並びに生活改善等による快適な町づ くりの

推進

(8)そ の他目的達成に必要な事業

以上の目的と事業を達成するために、営農

センターは、図1に みられる町全体を包括す

る機構を組織 している。縦のつながりは 「営

農センタ―」、「(JA)4支 所調整会議」、

「(JA)支 所営農センター」、 「集落営農組

合」、そして 「農家 ・経営体等」となってお

り、大きく五段階に組織されている。横のつ

ながりにおいても、縦のつながりにみられた

各段階それぞれに幹事会、専門部会等を組織

し、細密な組織形成をすることとしている。

この組織機構は、営農センターが町全体を

包括する舵取りの役割を担うことになってい

るのであるが、実際の活動の中心は各JA支

所営農センタ―におかれている。営農センタ

ーと各農家 ・経営体との中間に位置する各J

A支 所営農センターの役割が、今後の営農セ

ンターの目的と事業を達成する上で重要な位

置を占めることになっている。

このような組織機構を通 じて、 「地域の実

態に即した効率的かつ持続的な農業生産構造

(地域営農システム)を 構築するため、地域

における話 し合いを基本に、地域の農業構造

の再編成を進める自主的な構造政策推進運動

の展開を図るもの」としている。

今後の豊科町農業の展望において営農セン

ターの存在意義は大きく、重要な責務を抱え

ているといえる。営農センターは、豊科町の

実態に即 した地域農業の確立を見出していか

なければならないし、その可能性も大きい。

問題は政策の重点が認定農業者制度にシフ ト

し、集落、地域営農集団の育成方針 と齪語が

生 じるのではないかということである。特に

この地域のような主穀作に特化 した大規模経

営の形成が困難な地域での対応は、ス トレー

トに認定農業者への農地集積という方向には

進まないと思われるからである。

また、この地域は隣接町村の出入 り作も多

く、行政区域を越えた農地利用調整が必要で
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あり、農協合併問題とリンクしながら広域担

い手センターが構想されてきた。

3)農 地保有合理化事業と広域担い手セン

ター

農地流動化については、92年 に農地保有合

理化法人の資格をうけていたが、経営基盤強

化法施行後、農協の広域合併に伴い、合併各

町村の 「農業構想」が策定されたのをまって、

あらためて96年にJAあづ みとして農地保有

合理化法人の資格を取 り直し、町村を越えた

広域の担い手育成及び農地流動化方策につい

ての検討が行われた。各町村の共通の認識は

「構造再編に必要な具体的個別課題への対応

に当たっては、農協支所及び南安曇郡のそれ

ぞれの段階に、課題に応 じた適切な対応単位

を設定し、効果的な改善方策の推進を図る」

ということであった。基本的には各支所の所

在地の町村農業委員会と連絡をとりながら、

本所で図一2に 示 した町村問の調整機能を果

たす 「広域担い手センター」を設置すること

にした。

その設立目的は、 「広域担い手センターは

農業の中核的担い手を育成 ・確保するために

町村の区域を越えた広域的な活動を行う。参

加町村が一体となり、担い手の育成や土地利

用調整の活動を進めることにより、地域全体

の農業振興を図るための拠点として設置す

る」ということである。

実施区域は、JAあづ み管内である南安曇

郡内の豊科町、穂高町、堀金村、三郷村、梓

川村、安曇村、奈川村にわたっている。広域

担い手センター(以 下、センター)はJAあ

つみ本所(豊 科町)に 置かれ、事務局は豊科

町役場に置かれている。

センターは、JAあづ みが推進する農地保

有合理化事業に組み込まれており、各JA支

所 ・地区等やJA本 所 ・町村等を取り結ぶ重

要な位置づけにある(図-2参 照)。 センタ

―の行う活動については、 「広域担い手セン

ター運営会議」を開催 して協議 される。構

成員は、参加町村構造政策推進会議の代表者

(農業委員会会長)、 広域調整員、各町村構

造政策指導員、各町村担当課長、普及所長、

JAあづ み農政課長である。運営会議の補助

機関として 「事務局会議」を置き、その構成

員は各町村農業委員会係長 ・農政係長 ・農政

担当者、普及所担当者、地方事務所担当者、

JAあづ み担当者、広域調整員である。

広域調整員とは、関係町村長か ら委嘱され、

活動区域が町村の区域を越える広範囲のなか

で土地利用調整、農地銀行や担い手と直接に

接 し情報の収集や提供活動を行う者である。

センタ―の活動は、担い手育成活動と広域

調整活動に大別できる。

担い手育成活動では、第一に、担い手育成

方策の策定として、①担い手の育成にあたっ

ての基本方針、②広域担い手連絡協議会の組

織化及び支援方針、③広域土地利用調整方針、

④年度活動計画を実施する。第二に、広域担
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図一2JAあ ずみ農地保有合理化事業推進体制図



い手連絡協議会の組織化として、町村中核農

家等組織に加入 している者を構成員 とした

「広域担い手連絡協議会」の組織化を目指し

普及活動を行 う。第三に、支援活動として、

広域担い手連絡協議会のメンバーを対象とす

る交流会の開催や各種情報の提供などの活動

を行 う。

広域調整活動では、第一に、町村農地銀行

活動として、①町村を越える農地の借り受け

希望者からの申し出により、広域担い手登録

台帳を作成する、②農地銀行の有する情報の

もとに、農用地の関係町村内での利用調整を

実施 し、調整できなかった 「人」と 「土地」

を情報センタ―に報告する、③センターの利

用調整をもとに再度調整を行い、利用増進計

画等を作成する、④新規就農者への農用地の

斡旋等を行う。第二に、広域調整員活動とし

て、 ①担い手育成方向の把握、②町村農地

銀行の調整申し込みにより広域担い手登録台

帳による調整を行う、③センター活動を円滑

に実施するための事務局事務を行 う、④セン

ターのPR等 の普及活動及び担い手情報の収

集を行う、⑤ 「人」と 「土地」の調整円滑化

のための現地調査等の情報収集、提供活動を

行う、こととしている。

以上の活動を通じて、集落、地区、町村の

区域を越えて担い手の育成 ・確保を図るとと

もに農地流動化の円滑化を図ることは、規模

拡大農家が広範囲に行動を展開 している現状

に反映するものと考えられる。

ただし、幾つかの課題 も抱えていると考え

られる。①センターを通じて提供される農地

は集落、町村内で対処 し得なかった条件が悪

い農地が多 く集積されるのではないか。②広

域のセンター運営であり、日常的な農地情報

の提供と蓄積の手法がない段階では限定され

た範囲でしか機能できない。③農地業務に精

通 し、かつ単位町村とのパイプ役をはたせる

担当職員を継続 して配置できるかどうかであ

る。

〔Ⅳ〕むすびにかえて

広域担い手センタ―では、これか らの稲作

の担い手として期待される3.Oha以 上の農家

を組織化(現 在94人)し 、大型稲作協議会を

農協部会として位置づけて支援していくこと

にしている。少数精鋭の認定農業者が地域の

点在する状況のなかで、どのように地域農業

全体の発展に結びつけていくかがセ ンタ―の

役割として期待されるところである。

現実は、この地域の農地流動化の現状でい

けば、まだ1～2ha規 模の経営が生産の相当

のウェイ トを占める傾向は続くものと思われ

る。そうすると、一方では担い手として位置

づけられ、認定農業者として伸びていくため

の支援措置や条件整備が図られると同時に、

そこまではいけないが兼業形態や高齢農家と

して しばらく自作継続の意志のある農家の生

産性を保持するための作業委託や組織化の努
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力も続けていく必要がある。また、豊科町の

認定農業者の多くが複合経営が多いというこ

ともあり、経営発展の方向性 も、農地の利用

集積を志向するのではなく、作業受託を重点

に考えている担い手も多いことも指摘された。

その意味では、このような地域では、ただ点

としての認定農業者の実績づくりに拘泥する

よりも、従来から力をいれてきた集落営農方

式を発展させて、①土地利用型農業の担い手

育成(個 人及び集団)、 ②農用地の利用調整、

③米の生産調整の実行と転作営農、の三つの

機能を併せ行えるような地域農業 システム

(営農センターと広域担い手センターと農地

保有合理化事業の地域連携)を 確立していく

方向が現場では重要視されている。

附 記

この論稿に関わる調査は、平成7年 度農水

省構造改善局農政課 「利用権設定等実態把握

調査及び地域農業経営改善調査」(関 東農政

局企画調整室担当)に よっており、その結果

報告をまとめなお したものである。
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