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はじめに

1調 査研究の趣旨

本アンケー-ト調査は、㈲全国農地保有合理

化協会が平成7～8年 度の農林水産省委託調

査として実施 している 「大規模借地経営の展

開とその安定的発展方策に関する調査研究委

託事業」の一環として、平成7年 度に実施 し

たものである。

(1)本 調査研究の趣旨

本調査研究の趣旨は、 「大規模借地経営の

展開とその安定的発展方策に関する調査研究

委託事業について」(平7.8構 造改善局農政

部農政課)に よれば、次のとおりである。

「賃貸借を中心とする農地流動化の推進に

より、借地利用の集積によって規模を拡大し

た大規模経営が増加 してきており、その経営

農地に占める借地の割合は経営規模が大きく

なるほど高くなっている。 これらの大規模借

地経営が今後とも効率的 ・安定的な経営体と

して維持 ・発展していくためには、これら経

営体に借地を中心とする一層の農地利用の集

積が図られるとともに、それが経営農地とし

て継続的に、かつ効率的に利用されていくた

めの条件整備が不可欠である。

そのためには、各地域の農業経営の目標に

即 して、地域で位置付けられた担い手への農

地利用の集積とその効率的利用を図っていく

ための不断の利用調整の取り組みが必要であ

るが、そのためには、これ ら担い手の経営農

地の利用がその農地提供者の相続等の発生や

離農 ・離村(不 在村化)等 に伴 う第三者への

売却 ・転用、あるいはその他の理由によって

中断等の影響を受けたり、また、大規模化に

伴って経営農地の分散化や未整備地が増加

(零細 ・分散錯圃の問題)し たり、農道 ・用

排水路等の施設の管理や肥培管理などの負担

が増加する等の問題が解消される必要があり、

更に、近年増加してきている大規模区画圃場

整備事業に連動した農地流動化 ・担い手への

面的集積の取 り組みにおいても、そのための

効果的運用が図られることが必要となってい

る。

このため、本調査研究においては、大規模

借地経営の一層の展開と安定的発展を図るた

めに、①農地の利用集積の実態と一層の規模

拡大のネックとなっている問題点、(i)借

入農地の提供者の相続や離農 ・離村(不 在村

化)の 発生等がこれ ら借入地の継続的利用に

与える影響、(ⅱ)大 規模化に伴 う圃場の分

散 ・未整備地の増加の問題、(ⅲ)諸 施設の

管理や肥培管理作業の負担の増加とその対応

の実態、(ⅳ)こ れ らの問題に対する担い手

経営の要望、更に、(v)大 区画圃場整備事

業(地 区)に おける農地流動化 ・担い手への

面的集積の実態と問題、②大規模経営におけ

る後継者の確保状況と後継者不在の場合の第

三者等への経営承継の見通 し等について調査

し、一層の農地利用の集積及び経営農地の効

率的利用を図るための利用調整、大規模借地

経営における経営の円滑な承継の仕組み等に
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ついて検討を行う。」。

(2)本 アンケー ト調査の基本事項

(1)の趣旨から、本年度のアンケー ト調査は、

計画的に経営耕地規模の拡大 ・農業経営の改

善に取 り組んでいる農業経営基盤強化促進法

に基づく認定農業者(水 稲作主体で、かっ家

族経営を基本とする。)の 農業経営の実態と

今後の経営展開に対する考え方、 とりわけ、

経営耕地規模拡大 ・効率的利用の取り組みと

そこでの問題点、今後の経営承継等に対する

意識について行った。

調査の基本事項は、次のとおりである。

① 調査対象認定農業者の農業経営の現状と

農業経営改善計画の内容について

② 農業経営 ・所得の向上のための今後の経

営の改善策についての考え

③ 大規模稲作経営を目指す担い手が一層の

経営耕地規模の拡大 ・効率的農地利用を図

る上での問題点について

ア 耕地規模の拡大を図る上で最 も問題と

なっている点

イ 大規模化に伴 う耕地の分散 ・未整備地

の増加の問題と対応

ウ 大規模化に伴 う管理作業(水 管理 ・畦

草刈 り等)へ の対応の実態

工 地域の資源管理等に対する考え

④ 農業後継者の確保状況と今後の経営の承

継対策に対する意識について

⑤ 経営改善計画の実現上、市町村 ・行政に

望む支援措置等について

2調 査対象の選定と調査の実施

(1)調 査対象の選定

平成7年6月 末現在の経営基盤強化法に基

づく経営改善計画の認定結果に基づいて、

①対象道府県の選定については、全国の水

稲作地域における認定農業者の実態と意向が

カバーできるように、 「稲作単一経営」を目

標とする認定農業者が一定程度存する1道27

府県を選定 し、

②対象市町村については、経営改善計画認

定の進捗状況から、北海道、東北、北陸にお

いては認定農業者が10人以上、関東、東海、

近畿、中国、九州においては3人 以上を選定

できる、全国で182市 町村を対象とした。

③また、調査対象認定農業者については、

⑦家族経営を基本とするが、法人格を有して

いる場合でも、実質的に一戸の世帯の経営に

限ること、④現状において 「借入地」のある

認定農業者のなかから、現状の水田面積(自

作地+借 入地)が 大きい順に、㊥⑦～④の基

準で所定の対象者数に足らない場合は、 「計

画」の目標において 「借入地」拡大を考えて

いる認定農業者のなかか ら、現状の水田面積

が大きい順に選定することとし、㊤その対象

者数については、②の事情から、市町村別に

「稲作単-経 営」を目標とする認定農業者の

数を考慮 して、全国で1,506戸(法 人)を 選

定した。
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(参 考)ア ンケー ト調査 ・集計の対象
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(3)調 査の実施

調査は、平成8年1月 に、構造改善局農政

部農政課、㈱全国農地保有合理化協会(調 査

の企画、調査票の設計)-道 府県(対 象市町

村の選定)-市 町村 ・農業委員会(調 査農家

の選定及び調査票の配布 ・回収)の 組織を通

じて行い、調査票の言臥 についてはできるだ

け経営主の方ご自身が行うようお願いした。

調査票の配布 ・回収、集計の状況は、次の

とおりである。

(3)調 査結果の分析

調査対象の認定農業者については、家族経

営を基本とし、法人格を有 しているものの場

合でも実質的に一戸の世帯の経営に限ること

としたが、結果的に、法人経営が43法人含ま

れた。

ところが、調査結果をみると、法人経営の

場合は対象は少数なが ら、個人経営の場合と

では経営耕地面積や労働力の規模、農業経営

に対する戦略等において、明らかな相違が認

められる点が少なくなかった。そのため、集

計は基本的に、個人経営と法人経営について

は区分 して行った。この報告は、個人経営に

関する部分を基本にしながら、法人経営に関

する部分を補足する形で整理 した。

3調 査対象認定農業者(稲 作主体)の 属性

(1)謁 査(集 計)対 象の認定農業者 は、全

国で1,372戸 で、そのうち法人経営が43戸 含

まれ る。その地 域別構成 は、北 海道17.7%

(243戸)、 都府県82.3%(1,129戸)で 、都府

県のなかでは経営改善計画認定の進捗状況か

ら、東北(35.9%)、 北陸(19.2%)、 関東

(8.7%)な どに偏 ってお り、東山(4.0%)と

近畿以南の各地域で相対的に少ない。(表-

1)

(2)地 域類型別には、平地農業地域(47.2

%)を 中心に、都市的地域24.3%、 中間農業

地域24.3%、 山間農業地域4.3%で あ る。

(表 一2)

(3)対 象者(経 営主)の 年齢別構成をみる

と、40～49歳(51.6%)を 中心 に、50～59歳

が27.1%、30～39歳 が15.3%、 全体 の平均年

齢は46歳(北 海道45歳 、都府県47歳)で 、全

地域的に一般(販 売)農 家の世帯主の平均年

齢(平 成6年 、56.9歳)よ り一段 と若 いと言

え る。(表 一3)
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表一1地 域別にみた対象者数

表-2地 域類型別にみた対象者数

表-3対 象者(経 営主)の 年齢別(法 人を含む)
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1.経 営耕地規模 ・労働力の現状と目標

-調 査対象経営の農業経営改善計画の内容-

1経 営耕地規模の現状と目標

(1)個 人 ・法人経営別

農業経営改善計画は、計画的に農業経営の

改善を図ろうとする農業者が5年 後を目標と

して作成 し、市町村からその経営基盤強化の

ための基本構想に照 らして認定を受けたもの

である。調査対象認定経営の農業経営改善計

画の内容から、個人 ・法人経営の別に、稲作

を主体とする認定農業者の経営耕地(自 作地

+借 入地)規 模の 〈現状〉(計 画の認定時)

と 〈目標〉を対比 してみると、次のとおりで

ある。

① 調査対象を(借 地を含み)水 田規模の

大きい農家か ら優先的に選定していることも

あり、個人経営の場合は、現状の経営耕地規

模は北海道では 「10～20ha」が62.8%で 、都

府県では 「5.0～7.5ha」 が32.2%と 最 も多

く、地域別にみても東海(「7.5～10.0ha」

が28.0%で1位)、 近畿(「10ha以 上」が

51.4%で1位)を 除いては 「5.0～7.5ha」

層が中心となっている。(表1-1)

一方、目標 とする経営耕地規模をみると、

北海道では 「10～20ha」が5&4%、 「20～30

ha」が28.3%、 「30ha以上」が7.3%と 、現

状において過半を占める 「10～20ha」層 と同

一階層、あるいはその1ラ ンク上の 「20～30

ha」 に目標を設定 している者が大部分である

が、都府県(全 体)で は 「10ha以上」に目標

を設定 してい る者が過半を占め(51.4%)、

地域別にみて も、その割合差 はあるものの、

各地域 とも目標経営耕地規模を 「10ha以上」

としている者の割合が最 も多 い。

② また、法人経営の場合 は、現状 の経営

耕地規模は、北海道で は 「10～20ha」 が55.6

%、 都府県では 「10ha以上」が55.9%と 過半

を占めてお り、 目標耕地規模で も北海道では

「10～20ha」 が55.6%を 占めているものの、

都府県では 「10ha以上」 とす るものが79.4%

を占めている。(表 Ⅰ-2)

(2)経 営耕地規模 の現状と目標の相関

表1-3で 、 〈現状 〉 の経 営耕地規模 と

〈目標〉 との関連について、少 し詳 しくみて

みたい。

北海道の場合 は、現状が 「7.5～10ha」

「10～15ha」 などの中堅層で は、それぞれ1

ランク上の規模を 目標に掲 げているものが多

いが、 「20～30ha」 「30ha以上」の大規模層

にな ると、現状と同一の規模を 目標 としてい

るものの割合が大部分を 占める。

一方、都府県では、現状が5.Oha未 満の小

規模層は各層 とも 「5.0～7.5ha」 程度への

拡大を目指 してお り、5.Oha以 上の各層では

それぞれ1～2ラ ンク上の 「10～15ha」 ない

しは 「15.Oha以上」を 目標 としてい るものが

多い。
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表 Ⅰ-1経 営耕地規模別農家数の構成(個 人)

〈現状(認 定時)〉

〈 目 標 〉
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表1-2経 営耕地規模別構成(法 人 現状 と目標)

表1-3経 営耕地規模農家の現状 と目標の相関
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21戸(法 人)当 た りでみた実質的経営耕

地面積(〈 現状〉 と 〈目標〉)

(1)個 人 ・法人経営別

1戸(法 人)当 た りの実質的経営耕地面積

(自作地+借 入地+農 作業受託(農 作業面積

を受託作業数で除 した面積)(注))と その内訳

をみると、次の とお りである。

(注)「計画」の 「農業経営規模拡大の 目標」

では、農作業受託については作業面積基幹

作業別に記載 し、 〔作業受託面積(計)÷

作業数〕で換算 している。

① 現状の一戸当たり面積は、個人経営の

場 合は北海道では15.4ha(う ち自作地10.6ha、

借入地5.7ha、 農作業受託5.9ha)で あ り、

都府県では10.6ha(う ち自作地3.4ha、 借入

地3,9ha、 農作業受託5.3ha)と なっている。

(表 Ⅰ―4)

一方、 目標 は北海道で は19.1ha(う ち自作

地15.lha、 借入地5.4ha、 農作業受託が&7

ha)で あ り、都府県では16.9ha(う ち自作地

4.2ha、 借入 地7.5ha、 農 作業受託 は7.7

ha)と なっている。(表1一4)

法人経営の場合 は、現状の実質的経営耕地

面積は北海道では25.1ha(う ち、 自作地14.O

ha、 借入地13.5ha、 農作業受託20.Oha)、 都

府県では29.Oha(う ち、 自作地3,4ha、 借入

地11.8ha、 農作業受託15.5ha)で あるのに対

して、 目標 は北海道では31.4ha(う ち、自作

地20.5ha、 借入地15.5ha、 農作業受託20.O

ha)、 都府県では49.1ha(う ち、 自作地4.1

ha、借入地23.6ha、 農作業受託22.7ha)と な

っている。(表 Ⅰ-5)

② 全農家平均でみた実質的経営耕地面積

に占める内訳の構成比をみると(現 状)、 北

海道 では自作地68.6%、 借入地28.6%、 農作

業受託2.8%と 自作地が大半を 占めているの

に対 して、都府県では自作地31.7%、 借入地

33.2%、 農作業受託35.2%と 、各 々3割 程度

の構成 になっているのが対照的である。なお、

地域的には、東北が 自作地(47.7%)、 近畿

が借入地(60.1%)、 東海(62.6%)及 び東

山(54.9%)が 農作業受託中心の構成 となっ

てい る。目標において も、ほぼ同様の傾向が

認め られる。(表1-6)

また、法人経営についてみると、北海道で

は個人経営 に較べて借入地の割合が、都府県

では借入地及び農作業受託の割合が高 く、個

人経営に較べて全体的に自作地の割合が小 さ

くな っているが、それは構成員の所有地につ

いて借地等の扱 いにされている部分がかなり

あるためと思われる。(表1-7)
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表 Ⅰ一4農 家1戸 当たりの実質的経営耕地面積(個 人)

表1-5一 法人当たりの実質的経営耕地面積
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表1-6農 家1戸 当たりの実質的経営耕地面積の構成

表1-7一 法人当たりの実質的経営耕地面積
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(2)地 域類型別

地域類型別(都 府県)に みると、一戸当た

り実質的経営耕地規模の大きさは 〈現状(認

定時)〉 、 〈目標〉ともに、 「都市」 「平

地」 「中間」 「山間」の順位となっており、

その理由は自作地及び借入地規模においては

各地域とも大差は認められないものの、都市

的地域では農作業受託面積が 〈現状〉 〈目

標〉が相対的に大きいことに因る。(表1-

8)

表1-8地 域類型別にみた1戸 当たり実質的経営耕地面積(都 府県)
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(3)後 継者の有無別

農業あとつぎの確保状況別(都 府県)に み

ると、 〈現状(認 定時)〉 及び 〈目標〉いず

れにおいても、後継者が 「既に農業に従事」

や 「農業を継 ぐ見通 しがある」などの後継者

の確保力可 能な場合は、その面積規模が相対

的に大きいことが認められ、その内訳では後

継者が 「既に農業に従事」 している場合は自

作地、借入地面積及び農作業受託面積とも大

きくなっており、 「農業後継者がいない」農

家においてはその面積規模は小さく、その内

訳でも農作業の受託への依存割合が大きくな

っていることが認められる。(表1-9)

表1-9後 継者の有無別にみた1戸 当たり実質的経営耕地面積(個 人)

113



3農 業労働力の状況(現 状と目標)

(1)個 人 ・法人経営別

農業経営改善計画の内容か ら、個人 ・法人

経営の別に、稲作を主体とする経営の農業労

働力の現状と目標についてみると、個人経営

の場合は、現状では家族従事者2.8人 、常雇

い1.8人 、臨時雇い47.9(延)人 で、 〔経営

者夫婦+後 継 ぎ又は親〕及び常雇いの常時従

事者が約4.5人 に、臨時雇2ケ 月程度という

労働力保有の状況であり、将来(目 標)に お

いても現状の家族従事者(2.8人)を ベースに、

常雇 い(目 標で2.1人)及 び臨時雇 い(同 じ

く69.6(延)人)を 若干増やす とい う内容に

なっている。

一方、法人経営の場合は、現状は家族従事

者3.3人 及び常雇 い3.7人 の常時従事者7.0

人に、臨時雇 い167.5(延)人 で、計画では家

族従事者3.5人 及 び常雇い4.1人(常 時従事

者7.6人)、 臨時雇い220.4(延)人 とな って

お り、労働力の確保状況や規模 において個人

経営の場合 と明 らかな違いがみ られる。(表

1-10)

表1--10農 業労働力の現状と目標(1戸(法 人)当 た り)
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(2)経 営耕地規模別(現 状)

現状の経営耕地(自 作地+借 入地)規 模別

にみると、北海道、都府県とも、大規模化

(北海道20ha以上、都府県10ha以上)に 伴い、

家族従事者数は若干増加 していることがうか

がえる。常雇いを含めた常時従事者数は階層

間で大差は見られない。ところが、大規模層

においては臨時雇いの増員で必要労働力を確

保していることが認められ、今後(目 標)に

おいても同様の考えでいることが確認できる。

(表1-11)

表 Ⅰ-11経 営耕地規模別にみた農業労働力の現状と目標(1戸 当たり)
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Ⅱ.経 営の改善 ・所得の向上、米の販売対策

の方向

1経 営の改善 ・所得向上のための取 り組み

(1)個 人 ・法人経営別

今後、農業経営の改善を図り、所得の向上
　 ロ コ コ 　

を達成するために、最 も重点的に取り組んで

いこうと考えていることについて、個人 ・法

人経営別にみ ると、次のとおりである。

① 個人経営では、北海道 ・都府県ともに、
　

約半数が 「経営耕地規模の拡大」について最

ロ コ ロ 　

も重 点的に取 り組 もうと してい る(北 海道

47.9%、 都府県49.6%)。 次いで、全体で は

「分散 している耕地の集団化」(17.0%)、

「良質米の栽培等生産 方式の改善」(14.0

%)と なって いるが、 どち らか と言えば、北

海道で は 「栽培等 生産方式の改善」(27.8

%)に 、都府 県では 「分散 している耕地の集

団化」(18.7%)の 方を取 り組みたいとする

ものの割合が 高い。(表 Ⅱ一1)

表Ⅱ-1経 営改善 ・所得向上のための重点的取り組み項目(個 人)
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② 一方、法人経営の場合は、全体では 「経

営耕地規模の拡大」が30.2%、 「分散 してい

る耕地の集団化」20.9%、 「稲作以外の作目

への取 り組み」14.0%、 「良質米の栽培等生

産方式の改善」14.0%、 「販売方法の改善」

14.0%と 、個人経営に較べて多様で、かつ経

営耕地規模の拡大以外の分野で経営 ・所得向

上の戦略を重点的に考えていることが認めら

れる。北海道では個人経営の場合 と同様、

「栽培等生産方式の改善」等を取 り組むとす

るものの割合が相対的に高いのに対 して、都

府県では耕地規模の拡大の他には耕地の集団

化(23.5%)、 「稲作以外の作 目への取り組

み」(14.7%)、 「販売方法の改善」(14.7

%)を 挙げているものの割合が高い。(表 Ⅱ

-2)

表Ⅱ-2 経営改善 ・所得向上のための重点的取り組み(法 人)
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(2)経 営耕地規模別(現 状)

北海道の場合は、7.5ha未 満層ではほとん

どが耕地規模の拡大を挙げており、それ以上

の層では耕地規模の拡大のほか、各階層で

「良質米の栽培等生産方式の改善」を挙げて

いるが、その割合は大規模層ほど大きい。

都府県では、 「15ha以上」層を除く各層農

家の約5割 前後が耕地規模の拡大を挙げてい

る。そ して、15ha以 上層 になると、 「分散耕

地 の集団化」(24.5%)、 「販売方法 の改

善」(15.1%)、 「良質米の栽培等生産方式

の改善」(13.2%)と しているものの割合が

大 きくなっている。(表 Ⅱ-3)

表Ⅱ一3経 営耕地規模別にみた経営改善 ・所得向上のための重点的取り組み項目(個 人)
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2米 の販売対策の方向(複 数回答)

(1)個 人 ・法人経営別

本アンケー ト調査の実施時期(平 成8年1

月)は 、新食糧法(平 成7年11月 施行)の 施

行直後にあたった。

今後の米の販売対策についての考えを聞 く

と、個別経営の場合は、北海道 と都府県では

明らかな違いが認められる。北海道の場合は、

大部分が 「ニーズにあ った品種の拡大」

(70.4%)と ともに 「農協中心の販売の取組

強化」(75.1%)を 挙げており、系統を中心

に消費者のニーズの動向に応じた対策を考え

ているのに対 して、都府県では、 「ニーズに

あった品種拡大」(62.7%)及 び 「農協中心

の販売強化」(55.4%)と ともに、 「契約販

売の拡大」(41.4%)を 考えている割合が大

きい。

一方、法人経営の場合は、農協 との関連に

おいて北海道 と都府県では若干の差がみ られ

るが、双方 とも 「契約販売の拡大」(北 海道

55.1%、 都府県63.6%)を 考えているものが

多 く、 「ニーズにあった品種の拡大」(北 海

道66.7%、 都府県54.5%)、 「加工販売の拡

大」(北 海道22.2%、 都府県24.2%)を 挙げ

ている。(表 Ⅱ-4)

表 Ⅱ一4米 の販売対策の方 向く複数 回答 〉
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(2)経 営耕地規模別(現 状)

経営耕地規模別にみると、北海道では 「20

～30ha」層で 「契約販売の拡大」が30.0%、

「グループ出荷による販売力の強化」23.3%、

「30ha以上」では 「契約販売の拡大」33.3%

と、大規模層ほど独自の工夫による販売対策

を考え る傾向が認め られ、都府県で も、10ha

以上層 になると、契約販売の拡大(「15ha以

上」が55.8%)や グループ出荷(「15ha以

上」が32.7%)な どの対策を考えている農家

の割合が一段 と高 くな っている。(表 Ⅱ-

5)

表 Ⅱ-5経 営耕地規模別にみた米販売対策の方向(個 人)
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皿.経 営耕地規模拡大上の問題

1経 営耕地規模拡大上の問題点(複 数回答)

(1)個 人 ・法人経営別

これらの稲作主体の認定農業者が耕地規模

の拡大を図る上で問題となっている点につい

て聞 くと、次のとおりである。(表 Ⅱ-1)

① 個人経営の場合は、大半が 「農業の将

来の見通 しがたたない」(全 国68.2%、 北海

道75.1%、 都府県66.8%)を あげているが、

それ以外に、今後の経営の取り組みやそこで

の耕地規模拡大の方法とも係わってくるが、

北海道で は 「新たな投資が必要 となる」

(41.6%)、 「購入 したいが条件にあう農地

がない」(38.6%)、 「土地改良償還金の負

担を伴う」(28.3%)な とご新たな土地購入

・施設投資や土地改良の負担などを主たる問

題点としてあげているのに対 し、都府県では

各地域 とも 「借地拡大したいが貸し手がいな

い」(38.3%)、 「ほ場が分散して手が回ら

ない」(38.8%)、 「管理作業や出役の負担

が大変」(32.1%)な ど、借地の確保難やほ

場の分散 ・管理作業の負担などをあげている

ものが多い。

表 Ⅲ-1 耕 地 規 模 拡大 上 の問 題 点 く複 数 回答 〉
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② 一方、法人経営の場合は、 「農業の将来

の見通 しがたたない」 とす るものは42.9%

(北海道50.0%、 都府県41.2%)と 個人経営

に較べて少なく、 「ほ場が分散して手が回ら

ない」(42.9%)、 「管理作業や出役の負担

が大変」(42.9%)と するものが高い割合を

示 している。

(2)経 営耕地規模別(現 状)

北海道では、規模拡大途上の5.0～15ha層

では 「新たな設備投資が必要 」、 「購入 した

いが条件に合 う農地がない」ことを問題にし

ており、20ha以上の大規模層ほど土地購入の

条件を問題にしなが らも、 「農業の将来の見

通 し」に不安を抱いている。

都府県では、5.0～10ha層 は規模拡大志向

のものが多数を占めたが、そこでは 「借地拡

大したいが貸 し手がいない」ことを最 も問題

としながらも、 「管理作業や出役が負担」す

るものの割合が高く、特に15ha以上層になる

と未整備田が増え作業効率の悪化を問題とす

るものが増えている。(表 Ⅱ-2)

表Ⅲ一2経 営耕地規模別にみた耕地規模拡大上の問題点(複 数回答)
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2経 営耕地規模拡大の方法

(1)個 人 ・法人経営別

経営耕地規模拡大の方法(個 人経営)と し

ては、北海道では 「購入を中心に」(54.2%)

を中心に、 「借地を中心に」(38.3%)な ど

所有権以外の方法でとするもの も相当割合を

占めている。都府県では 「借地を中心に」

(51.8%)と 「農作業受託を中心に」(38.2

%)を 基本 としている。なお、地域別にみる

と、それはむ しろ 「出し手」側の条件と関係

してくると思われるが、関東(61.1%)、 北

陸(63.9%)、 近畿(72.2%)な どでは借地

中心の拡大意向が強いが、東北(45.2%)、

東海(40.3%)、 中国(41.3%)、 九州(47.

4%)な どでは、購入や借入などの権利の設

定による方法だけでなく、作業受託によって

拡大 しようとする意向がみられる。

法人経営の場合は、北海道では 「購入を中

心に」(85.7%)と いう傾向が個人経営の場

合よりも強いことが認められ、都府県ではほ

とんどが借入(67.6%)あ るいは作業受託

(29.4%)に よる拡大でという傾向が個人の

場合よりもより顕著にうかがえる。(表 Ⅱ-

3)

表Ⅲ-3耕 地規模拡大の方法
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(2)経 営耕地規模別(現 状)

個人経営について耕地規模別(現 状)に み

ると、 「購入中心」が過半を占める北海道で

は、20ha以 上層になるともっと その傾 向が強

くなる(「20～30ha」63.3%、 「30ha以上」

66.7%)。

一 方、都府 県の場合 は、当面5.0～7.5ha

程度 の拡大 を 目指す者が多 数を占める5.Oha

未満層では、農作業受託中心の拡大を考えて

いる者が5割 前後を占めているのに対して、

5.Oha以 上層では借地を中心にとする者が過

半を占めている。そのなかで、15ha以上にな

ると購入意向が増えてきており、大規模層で

の自作地拡大の意向が うかがえる。(表 Ⅱ-

4)

表Ⅲ-4経 営耕地規模別にみた耕地規模拡大の方法(個 人)
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(3)後 継者の有無別

農業後継者の確保状況が、各農家の耕地規

模拡大の方法にも表われている。

あとつぎが 「既に農業に従事」や 「農業を

継 ぐ見通 しあり」などの後継者の確保の見通

しがついている場合は、北海道では自作地拡

大により、都府県では自作地及び借入地拡大

の方法により耕地規模の拡大を考えている傾

向がより強いと言えるが、 「農業後継者はい

ない」や 「他産業従事で未定」など後継者の

確保見通 しが立っていない場合は、北海道で

は借入地拡大により、都府県では作業受託の

拡大を志向する農家の割合が一段と高 くなっ

ている。(表Ⅲ-5)

表Ⅲ-5後 継者の有無別にみた耕地規模拡大の方法
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3「 作業受託を中心に拡大」とする場合の

理由(複 数回答)

そのなかで、特に 「農作業受託を中心に拡

大」とするものの理由を聞くと(個 人経営)、

都府県では 「借地より採算がよく拡大 しやす

い」(56.3%)、 「管理作業の負担がない」

(53.9%)及 び 「転作がつ いて こない」

(50.6%)こ とを過半のものがあげている。

(表Ⅲ-6)

なお、この点については、借地と作業受託

がどういう関係になっているかなどについて、

実態的にもっと掘 り下げなければならない。

作業受託を選択する理由も、 〈受け手〉側の

条件だけでな く、各地域の 〈出し手〉側の条

件が影響していると考えるが、取敢ず、ここ

で作業受託を選択 した農家のみについて抽出

集計し、このアンケー トのなかで 〈受け手〉

側の条件と考えられる項目について、全農家

の場合と比較 しながら、(附)と して掲載 し

たので併せて参考にされたい。

表Ⅲ 一6 作業受託を中心に拡大する理由く複数回答〉
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4規 模拡大にあたってのほ場の零細 ・分散

問題の解決方策(複 数回答)

(1)個 人 ・法人経営別

次に,経 営耕地規模拡大上の1つ の課題で

あるほ場の零細性や分散の問題の解決方策に

ついて聞 くと、個人経営の場合は 「交換耕

作 ・交換分合で集団化」を考えているもの

(67.8%)が 最 も多い(こ れはアンケー トの

結果でこれ以上の検討ができないが、その現

実的な方法や交換耕作の取り組みの事例など

は実態調査等で掘 り下げ る必要がある。)。

次いで 「零細 ・分散農地は借 りない」(33.2

%)、 「品種配置等栽培 ・作業管理の合理

化」(30.1%)、 「農委等の利用調整の取 り

組み」(31.5%)に 期待 している。

また、法人経営の場合は交換耕作 ・交換分

合での集団化(59.5%)の ほか、零細 ・分散

農地を避けたい とするもの(50.0%)の 割合

が高 くなっている。(表 皿-7)

表Ⅲ ―7規 模拡大にあたってのほ場の零細 ・分散問題の解決策〈複数回答〉
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(2)経 営耕地規模別(現 状)

それを経営耕地規模別(現 状)に みると、

北海道 ・都府県とも、大規模経営ほど 「交換

耕作 ・交換分合で集団化」や 「零細 ・分散農

地は借 りない」、 「品種配置等栽培 ・作業管

理の合理化」など、ほ場の零細 ・分散問題に

ついて個別 レベルで解決が図 られる分野にお

いては、独自にその解決を考えている傾向が

うかがえる。(表 Ⅱ一8)

表Ⅱ一8経 営耕地規模別にみた規模拡大にあたっての

ほ場の零細 ・分散問題の解決策〈複数回答 〉
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(3)「 交換耕作 ・交換分合で集団化」を考

えている1団 地当たり規模

「交換耕作 ・交換分合で集団化」を考えて

いる農家の現状の1団 地当たりの平均耕地規

模についてみると、現状は1団 地当たり北海

道が4.97ha、 都府県が1.14haと なっている。

(表皿-9)

また、そのような農家が望ましいと考えて

表Ⅲ-9

いる目標の1団 地当たりの平均規模 は北海道

は10.Iha、 都府 県3.13haで 、目標 とす る実質

的経営耕地規模(自 作地+借 入地+農 作業受

託)か らす ると、 目標 とす る団地数は、北海

道(目 標19.1ha)で はおおむね2団 地、都府

県(目 標16.9ha)で は5団 地 にあたる。(表

Ⅱ一10)

交換耕作 ・交換分合を考える農家の1団 地の平均規模別農家数(現 状 ・個人)

表Ⅲ-10 交換耕作 ・交換分合を考える農家の望 ましい規模別農家数
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5現 在の支払い小作料水準についての評価

と対応方向

(1)現 在の支払い小作料水準に対する評価

現在の支払い小作料水準に対する評価につ

いて、個人経営の場合は 「自分の経営状況か

らみて高い」 とす るものが、全体の62.8%

(北海道58.9%、 都府県63.6%)を 示してい

る。これを地域別にみると、水田小作料の水

準(高 位地帯(東 北、北陸など)、 中位(関

東、九州など)、 低位(東 海、近畿など))

との相関は必ず しも明確に見られず、対象農

家の集落の標準小作料や実勢小作料の水準 と

の関連においても同様のことが言える。

ところが、現状の経営耕地規模 との関連

(都府県)で みると、大規模層において 「自

分の経営の状況からみて高い」 とする評価の

割合が高くなっている。(表 Ⅲ-11・12・13)

表Ⅲ-]2小 作料水準地域別こみた小作料水準
についての評価

表皿-11現 在の小作料水準についての評価
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また、法人経営の場合は、 「高い」(54.8

%)と するものが、 「適正」(45.2%)と す

るものの割合を若干上回っている。

(2)高 額小作料に対する対応方向

「自分の経営状況か らみて高い」と回答 し

た者に対 してそれに対する考えを聞 くと、

「農委の引き下げ指導」に期待 している もの

が58.9%と 過半を 占めている(北 海道73.4%、

都府 県56.1%)も のの、約1割 が 「個人で

貸 し手に交渉す る」(11.9%)と してお り、

「貸 し手の事情(土 地改良の負担 など)か ら

下 げられない」 とす るものが11.3%と な って

表Ⅲ-14高 い小作料に対す る考え
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いる。

経営耕地規模別には、小 ・中規模層では農

委の指導に期待 しているものの割合が相対的

に高い割合を示 しているが、大規模層になる

と、個人又はグループで貸手に交渉するなど

の個別の対応の割合が高 くなっている反面、

「拡大のためには仕方ない」とする考えも増

えている。(表 Ⅲ-14・15)

また、法人経営の場合は、農委の指導に期

待 しているものが約半数(47.8%)い るもの

の、個人で貸 し手に交渉す るとす るものが2

割以上(21.7%)い る一方で、 「拡大のため

には仕方ない」 とする ものが1割 以上(13.0

%)い る。

表 Ⅲ-15 経営耕地規模別にみた高額小作料に対する考え

132



6借 入水田の水管理 ・畦草刈リの状況と今

後の対応方向(複 数回答)

(1)現 在の借入水田の水管理 ・畦草刈りの

状況

① 現在の借入水田の水管理 ・畦草刈りな

どの管理作業の状況について聞くと、個人経

営 も法人経営も基本的に自分で行っている

としている(個 人98.7%、 法人92.7%)。 一

部に、 「第三者 に委託」(個 人0.8%、 法人

9.8%)、 「集落の共同作業で」(個 人5.5

%、 法人7.3%)、 「地主に委託」(個 人

2.8%、 法人4.9%)と す るものがあ り、法

人の場合 は個人 より外部に依存 している現状

にあることが うかがえるものの、その割合は

僅かである。(表 Ⅲ一16)

表Ⅲ-16借 入水田の水管理 ・畦草刈りの状況〈複数回答〉
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② それを現状の経営耕地規模別(個 人)

にみると、北海道、都府県とも、 「集落の共

同作業で対応」している部分が数パ 一セント

あるものの、現状では各規模層とも基本的に

自分で対応 していることが確認され、都府県

の15ha以上層で地主に委託 しているとする割

合が1割 ほどにのぼっていることが注目され

る。(表 Ⅲ一17)

表Ⅲ―17経 営耕地規模別にみた借入水田の水管理 ・畦草刈りの状況〈複数回答 〉
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(3)水 管理 ・畦草刈 りなどへの今後の対応

① その中間管理作業についての将来の解

決方法として、個人経営の場合は 「将来とも

自分で行 う」(北 海道80.9%、 都府県70.1

%)と するものが大部分を占めているものの、

将来は 「貸 し手等労力的に余裕のある者に依

頼」 したいとするものが一定割合(北 海道

10.9%、 都府県20.0%)あ ることが確認でき

る。

中間管理作業を他人に期待する傾向は法人

経営の場合がより顕著で、将来とも自分で行

うとする法人は半数以下(47.6%)で 、貸 し

手など労力的に余裕のある者に依頼したいと

する法人は4割 近 くにのぼる(35.7%)。

(表Ⅲ-18)

表Ⅲ一18規 模拡大に伴う管理作業への対応方向
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② 経営耕地規模別をみた場合、個人経営

でも大規模化に伴って、中間管理作業の将来

の解決方法として、 「貸し手等労力的に余裕

のある者に依頼」したいとする農家の割合が

高 くなっている(都 府県の場合、全体が20.0

%に 対 して、10～15ha層 が32.0%、15ha以 上

層が30.8%)。(表 Ⅲ-19)

表 Ⅱ一19経 営耕地規模別にみた規模拡大に伴う管理作業への対応方向
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7地 域の農地 ・道水路の管理等に対する

考え

(1)地 域の農地 ・道水路の管理等に対する

考え

大規模経営の形成(=一 部農家への農地利

用の集積)に 伴って、そこの地域全体の農用

地、諸施設等の資源管理は1つ の課題である

が、こうした少数の専業農家の側からも、地

域の土地改良施設や農道、水路の管理が負担

になってお り、また、 ほ場整備を進めよ うと

しても貸し手側の同意がとれないなどの問題

が ある。

そこでの土地改良施設や農道、水路等の管

理負担に対する考えを聞いたものであるが、

個人経営の場合、 「少数の大規模経営で地域

全体の農地管理ができる」とするものは1割

足らずで、将来とも 「地域の各層農家が協力

し合って管理できる」と考える者が3割 程度

(29.9%)で 、 それ以上の者が 「パイプ給水

等維持管理に省力的な事業の推進」(35.3

%)を 望んでいる。また、1割 程度は 「集落

等とは別の公的な維持管理」(北 海道20.0%、

都府 県9.5%)な どに期待 している。(表 Ⅱ

-20)

表 Ⅲ-20地 域の農地等の管理についての考え
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(3)今 後の借入地のほ場整備(大 区画化な

ど)に 対する考え

① 個人 ・法人経営別

そこで、今後の借入地のほ場整備(大 区画

化など)に ついての考えを聞 くと、北海道で

は 「無理をして行 うメリットがない」(57.7

%)が 過半を占める一方、 「借 り手負担でも

進めたい」が23.0%を 占めているが、都府県

の場合は 「貸 し手負担で進めるべき」とする

者(47.9%)が 約半数を占め、 「借 り手負担

でも進めるべき」とするものは14.6%に すぎ

ない。

法人経営になると、 「貸し手負担で進める

べき」(52.5%)と の考えが多 くなっている。

(表Ⅲ一21)

② 経営耕地規模別

経営耕地規模別にみると、北海道、都府県

とも 「借り手負担でも進めたい」とするもの

の割合は大規模層において強くなっている。

(表Ⅲ一22)

表Ⅲ-21大 区画ほ場整備についての考え 表Ⅲ-22大 区画ほ場整備についての考え
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ⅠV.農 業後継者の確保状況と経営の承継に

対する考え

1農 業後継者の確保状況

(1)個 人 ・法人経営別

農業後継者の確保状況をみると、経営主の

年齢構成から、個人経営の場合は 「子供が小

さくて不明」(36.2%)が 相当割合を占める

が、 「既に農業従事」(12.6%)や 「農業を

継 ぐ見通 しがある」(26.5%)な ど、後継者

の確保に見通 しがついているものは約4割

(北海道37.2%、 都府県39.5%)で 、 「他産

業に従事」などで後継者の確保が未定の者は

17.8%、 「いない」とする者は7.0%で ある。

法人経営の場合は、 「既に農業従事」が

28.6%、 「農業を継 ぐ見通 しがある」が33.3

%な ど後継者の確保可能なものが6割 以上と、

個人の場合より見通 しがついているものの割

合が高いと言える。(表５Ⅳ-1)

表Ⅳ-1後 継者の確保状況
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(2)経 営耕地規模別

北海道では 「15～20ha」層あたりから、都

府県でも 「5.0～7.5ha」 層あたりから、大

規模層ほど後継者もすでに農業従事 している

ものの割合は高 くなり、 「継 ぐ見通 しがあ

る」 ものを含めて、大規模層ほど農業後継者

の確保の見通 しのついている割合は高いと言

える。(表Ⅳ-2)

表Ⅳ-2後 継者の確保状況
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2農 業経営の承継に対する考え

(1)個 人経営の場合

今後の経営の承継については(個 人経営の

場合)、 「自家の後継者に引き継ぎたい」が

43.6%と 最 も高いものの、 「法人化」を考え

ている者が19.8%で あり、これ以外に、この

相当規模に達 している認定農業者においても、

「適当な第三者にでも」 とするものが20.2%、

「合理化法人等公的機関への依頼」は12.9%

(北海道20.5%、 都府 県11.3%)、 「1代 限

りで、農業 を廃止 す る」 と して いる ものが

3.5%と なっている。(表 ⅠV-3)

表IV-3経 営承継に対する考え
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(2)経 営耕地規模別

経営耕地規模別にみると、それは、大規模

層ほど農業後継者の確保の見通 しがついてい

るものの割合が高いことの反映でもあると考

えられるが、北海道、都府県ともに大規模層

ほど 「自家の後継者に継ぎたい」とするもの

の割合は高くなっている。(表Ⅳ ―4)

表Ⅳ-4経 営承継に対する考え
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3第 三者に経営承継する場合の問題点

(1)個 人 ・法人経営別

経営を第三者に承継するとした場合の問題

については、個人経営の場合、北海道では

「借入残額の処理」(41.0%)及 び 「自己所

有地の処分等」(36.0%)な どが最も問題と

なると考えているのに対 して、都府県では

「借入残額の処理」(25.3%)、 「機械 ・施

設の処分等」(21.0%)、 「自己所有地の処

分 ・貸付」(21.9%)と 並んで、第三者への

承継に伴う借入地の利用の継続や返還の問題

であろうが、 「借地について貸 し手 との調

整」(21.4%)を 問題点に挙げていることが

注目される。

法人経営の場合は、北海道 ・都府県 とも

「借入残額の処理」(45.5%)と するものが

最 も多い。(表Ⅳ-5)

表Ⅳ-5第 三者への承継上の問題点
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(3)経 営耕地 ・借入地規模別

北海道の場合は、大規模層ほど 「借入金銭

の処理」とともに、 「自作地の処分、貸付

け」を最重要な問題として挙げているが、都

府県の場合で も、大規模層ほど借入残額の処

理を問題としている傾向は北海道 と同様であ

るが、それと並んで、 「機械 ・施設の処分 ・

承継」や 「借地についての貸 し手との調整」

を挙げるものが増えてくる。(表Ⅳ-6)

機械 ・施設の処分 ・承継や借地の調整を第

三者への承継上の問題と挙げる傾向は借地規

模との関連でみるとより顕著と言える。(表

Ⅳ-7)

表Ⅳ-6経 営耕地規模別にみた第三者への承継上の問題点

表Ⅳ-7借 入地規模別にみた第三者への承継上の問題点
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V.経 営改善計画の実現のために市町村など

行政に望む支援措置 ・意見

〔北海道〕

・ほ場整備償還金の利息を3%台 くらいに下

げて欲 しい。

・-一年に一度程度は、行政側の人たちと意見

の交換をする機会を作って欲しい。

・幹線道路用地の雑草処理(草 刈 り)は 、行

政で対応 していただきたい 儂 免道路と言

っても実態は通勤道路になっている。)。

・今の経済を考えれば、農地価格が少々高く

ても、現行(2%)よ りも安い利息の資金

制度を設けた方が規模拡大を進めるために

売り手 ・買い手を刺激 して、双方にとって

良いと思う。

・3戸 の離農農家より、当時、70～80万 では

買えな くて金利程度の小作料(4%)3万

で借 り受け、現在では改訂で2.2万 となつ

ているが、現在の地価(30～40万)の 金利

(2～3%)か らすると1万 ぐらいだと思

う。国は、地価が上がれば譲渡所得税でと

れるのだから、その差額を補填できないか。

・農地保有合理化人などの強力な機関が農地

の需給調整を図る必要があり、荒廃地を作

らないための何 らかの方策が必要である。

また、地域に何 らかの形で人がのこるため

の、あるいは新規就農の受け入れ等の対策

も重要である。

・認定農業者制度の活用に関する研修会の開

催や事例等に基づく〈計画〉の実践に関す

る研修会の開催。

・生活環境の整備一トイレの水洗化、道路の

整備-に 対する行政の支援。

・補助律の改善を伴 う圃場の大区画化事業の実施。

・一律配分や実績配分などの米や生乳の画一

的な生産調整の是正、合理化法人の事業 ・

機能の強化、市道 ・土地改良施設 ・農道 ・

用排水路の維持管理のための財政的支援。

・2%資 金の借り入れに行ったが、手続きが

大変面倒で断念 した。事務手続の簡素化を。

・トラクターなどの農業資材が高すぎる。

・規模拡大を図ってきたが、農地 ・施設 ・機

械などの拡大資金の返済のために、所得の

向上が困難。現在の借入資金 も含めた利子

助成の拡充、価格水準など3～5年 先が見

える政策を望む。

・現在の負債の長期低利の資金への代替を。

-地 価が下がって担保力が少な くなって、

施設の拡大ができない。

・規模拡大や転作の引き受けのためには大農

具の購入が必要だが、そのための低利資金

や、助成をお願いしたい。

・作付けや、価格などの急激な変化がないこ

と。

・生産調整などの制限がある限り、稲作の将

来に先が見えない。集落内では8年 度の追

加転作のことで大変です。

・国民全体に食糧自給の大切さを認識 しても
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らうべきだ。

・高い物材費で低コス トの生産は不可能であ

る。例えば、転作助成でも助成金を直接与

えるのでな く、補助的な方法で農機具 ・施

設、肥料代を助成するなど、専業農家が生

き残るような政策を望む。

・専業的に農業に取 り組んでいる者の支援の

ために、もっと町独自の支援のあり方を考

えるべきだ。

・後継者が専門学校に進むための学資の補助

を望む。

・既借入金の金利負担の軽減を最重点に考え

て欲しい。地域間調整で農地が連坦化する

ための支援措置を考えて欲しい。

・圃場の大区画化の推進、米の販売促進、販

売ルー トの確立。

・例えば、隣接する農地が買えない。農業委

員会の権限をもつと強 くして、農地の集団

化が図 られる利用調整ができるような措置

が必要。

・米価が上が らないのに、農機具、諸資材費

だけは上が っているので、小作料はもっと

下げるべきだ。

・農地価格、小作料の水準が他市町村に比べ

ても割高である。農業委員会の十分な指導

力の発揮を望む。

・規模が拡大 していくなかで、大区画化が必

要と考えるが、競争力のある経営体の育成

のためにもその全額国費の実施を望む。

・農地価格をもっと下げるべきであるが、農

地の取引に農協が介入すると地価の底上げ

になる。農業委員会は農協の言いなりにな

るべきでない。

・〈計画〉は五年を見通しているが、価格 ・

転作などの政策は単年主義で一貫性がなく、

先が見えない。

・大規模農家ほど、基幹労働力が事故などに

見舞われ時のリスクが大きいので、農作業

受託制度の充実を望む。

・農政に於いて、長期的基本政策を望む。

〔青森県〕

・食管法の改正に対応 して、行政 ・農協は米

の価格の安定に努力 して欲しい。

・新食管-転 作の実施に疑問。減反を しない

で個人で自由に売るのはよいが、売り先を

探すのは大変だ。また、L資 金に対する町

の利子助成も切られると言う。転作に協力

してもJAが 全量買 うという保証 もないら

しい。

〔岩手県〕

・転作の強化、米価格の低迷など先行きが不

安で、経営の見通 しがたてられない。

・意欲ある者は、互助金をある程度負担して

も全面作付けを希望しており、経営努力で

カバーできると思っている。

・借地に転作が着いてくるのは仕方ないが、

とも補償事業ができて、助成金が小作料を

上回り、貸 し手から田を戻すよう言われて
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いる。

・圃場整備の負担割合(国:50、 県:30、 市

町村:10、 自己:10)を 国:50、 県:35、

市町村:15)に 。

・今後長期的な農業地域にはパイプライン化

が必要となっているが、国の財政援助がで

きても市に財源がないために見通 しが立た

ない。

・－律24.1%の 転作は4年 に1度 は休業と言

うことである。一律方式は平等かもしれな

いが、公平ではない。農業依存度を考慮 し

た配分をすべきだ。

・雇用労働力銀行的な情報提供 ・斡旋の機関

が必要だと考える。

〔宮城県〕

・認定を受けても必要な資金借 り入れにいろ

いろな制約が多い。また、これからの農業

経営の姿、地域農業 ・集落農業のあり方な

どを普及 して欲 しい。

・市町村公社の早期実現。作業受託料金の見

直しを。

・現状下では規模拡大を進めるのに抵抗があ

る。認定は受けているが、構想に書いてあ

るような支援を期待する。

・公社、農協が-括 して引き受け、そこで新

たな経営者(個 人、法人)を 育成 して行 く

のが必要だと考える。

・－応、5か 年の計画を出しているのだから、

市も5年 間の方針としてきちんと実践して

欲 しい。

・UR対 策として6兆 円も出すというが、転

作手法は変わらず、末端行政の進め方は変

わらない。

・益々、提供農地は増えているにも関わ らず、

後継者が不足というのは儲かる職業ではな

いということだと思う。高い小作料、転作

の配分の方式を改めて欲 しい。

〔秋田県〕

・JAを 中心に法人組織を形成し、その中で

種目別にそれぞれの分担を決めて、やって

いく方がよいと思 う。

・借地 ・作業受託などを希望 しても、個人で

はなかなか見つか らない。仲介機関の積極

的な活動を望む。

・転作に対応して、野菜 ・花き部門の拡大を

考えており、その面の支援を。稲作は集約

化なく規模拡大 してもあまり意味がないと

思う。地域間調整のための行政指導を願 う。

・連坦化が図られるように、受委託地の調整

を進めて欲しい。大区画圃場整備の推進、

交換分合の推進。きめ細かい情報-例 えば、

10ア―ル当たりの草刈 り時間 ・労賃などを

示して欲 しい。

・各集落が営農集団としてのグループ化を形

成し、その中で担い手を育成 し、行政はそ

れを支援して行 くべきだ。

・他市町村でもいいから、水田の購入、借り

入れ、受委託の情報が欲しい。
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・規模拡大をスムーズに進めるために、貸 し

手 ・借り手に助成金などを再度考え直 して

いただきたい。

〔山形県〕

・転作は一律22.2%。 農地を拡大してもこれ

が大きな負担になる。経営面積を五段階ぐ

らいに分けて転作率を下げて配分すべきだ。

・ある程度の規模拡大と集団化を進めてきた

が、少量の米を自分で販売していたのでは

コス トが高 くなるばかり。農協が消費者と

の信頼関係を得て取り組んで欲しい。

・今のままでは、専業農家が先につぶれてし

まう。減反の配分への考慮、資金面の援助

を。

・土地改良負担の軽減、米価の安定、食糧自

給の国民合意を。

・各経営を小グループに分けた研修の実施を。

農業関係機関の窓口の-一本化。具体的な相

談のできる専門員の設置。

・新部門の拡大や規模拡大への立ち上がり、

つなぎ資金として、L・S資 金の拡充を。

集団化のための斡旋の推進。基盤整備費な

ど担い手農業者の諸負担の軽減を。

・L資 金の手続 きは時間がかかりすぎ。添付

書類が多い。保証料を取るのはおか しい。

・水管理 ・草刈 りの負担を軽減するために大

区画化を進めて欲 しい。現在、8ヘ クター

ルほどで、田は49枚、8カ 所に分散 してい

ることが悩みである。

・認定農業者に対 しては、減反を減らすこと、

圃場整備に対する助成を高めるなどの措置

を講 じて欲しい。

・水管理に関する責任制度みたいなものがあ

れば、小作は、慣れない土地に拡大 しても

心配ないと考える。

・地区や集落の仲間による組織 づくりを目指

します。ただ、法人化までは米価の変動が

あまりないように願う。

・水管理や畦草刈りは大 きな負担。貸 し手の

労力支援を受けながら、集落ごとの生産組

織の構築により解決策を見出したい。

・現在の規模は8.5ヘ クタ-ル 程。圃場が15

カ所に分散しているのが悩みです。

・国がいうように、集落で大規模農家だけに

なると、道路端や水路端などの管理ができ

なくなる。新たな管理システムを考えて欲

しい。

・「受委託料」については、これまで基本額、

上乗せ額があり、最終的には当事者で決定

していたと思う。額については農委が もっ

と指導すべきだ。

・土地改良負担金の軽減、生産資材 ・農業機

械費の軽減、団体賦課金の軽減、施設用地

の固定資産税の低減を。

・L資 金の金利についてはもっと下げて欲し

い。しかも農地を買 う場合に、田を担保に

できず、協会に保証料(0.29%)を 払わな

ければならないとの指導はおか しい。

・収益は減反の増減でだいぶ変わって くる。

小作料は減反分を考慮 して設定 して欲 しい。
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・公社の小作料を考え直して欲 しい。

〔福島県〕

・土地改良費の負担軽減。小作料について貸

し手の改良費3万 円(10ア ール)を 考慮し

て払わなければならなくなっている。

・農振地区内の荒廃地については、草刈り・

耕起など最低の管理義務の法制化を望む。

これが、専業農家の賃金確保にも、流動化

の促進にもつながる。

・臨時雇用の確保の便宜が図られる制度を。

・規模拡大 ・コス トの引き下げといわれても、

資材の高価格 ・管理の問題(水 管理 ・畦草

刈り)を 考えたら10～15ヘクタールが限度

だ。拡大 した分、減反の傾斜配分、価格の

補償などは考え られないものか。

・新食管になっても、価格の安定のためと、

以前にも増して転作の拡大。今年の成 り行

きを見て、今後の生産調整の協力は考えた

い。

・現在、規模拡大の障害になっているのが水

管理と草刈 り。圃場の枚数が多すぎる。用

排水路の管理は集落の荷役で行っているが、

近い将来、老人とサラリーマンの集落にお

いては不可能となるだろう。パイプライン

によるスーパー圃場が必要だ。

〔茨城県〕

・今後、米価が下がった場合、機械費 ・設備

費用が莫大だ。何 らかの軽減策を。

・農地の集団化ができれば、米価15～20千で

もやっていける。

・減反が厳 しく、規模拡大は不安だ。自分の

地域は土水路のため、パイプライン化が必

要だ。

・現在の地価や小作料の水準では規模拡大は

難しい。農委の指導をお願いする。

〔栃木県〕

・現在の減反政策は、適 ・不適地、専業農家

・兼業農家一律方式であり、おか しい。

・減反対 策が、1～2人 の反対のために集落

がバラバラにならないように、正直な人た

ちが新 しいグループで取 り組んでいけるよ

うに支援して欲しい。

・3食 で100円 の米がほんとに高いのか。財

界農政では農家はやっていけない。ウルグ

アイの6.1兆 円はどこに使われているのか。

21世紀の人口爆発。今こそ食管、農地法、

家族農業が必要だ。

〔千葉県〕

・認定農家に農地が集積するような対策を望

む。

・小作料がまだ高 く、経営を圧迫している。

基本小作料をもっと下げるべきだ。

・転作についても、 〈計画〉を提出するとき

に手上げ方式により選択できると思ってい

た。一律配分にこだわるなら、非協力 しか

ない。傾斜配分とか、上限の設定など何 ら
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かの対策を望む。

・町はネライがあって認定したのだろうから、

何 らかの支援が欲 しい。認定を受けただけ

ではメ リットがない。

・資金や近代化資金の手続きの簡略化を。

〔新潟県〕

・－律減反方式では、 〈計画〉の実現が難 し

い。規模拡大のための投資ができない。

・農家全体が維持できない現状を考え、零細

経営の転換を政策的に助成 して進めてもら

いたい。

・大区画化が必要だと考えているが、貸 し手

の売却などを考えると困難な状況。名義の

如何に関わ らず、連塩化が推進できるよう

にして欲 しい。

・米の自由化に対応 して、今後は米+α で経

営を維持 して行かねばと考えているが、無

知の分野が多 く、技術的にも資金的にも不

安がつきまとい、踏ん切りがつかない。

・長期受託の小作料が、減反の増加、米価の

下落で経営の足を引っ張る。農委や市町村

は小作料が米価に連動するように指導をし

てもらいたい。

・大工圃場整備事業の実施により、大区画、

パイプ灌概、暗渠排水など理想的な地区に

なると思うが、必然的に農機具の入れ替え

が必要となる。それに対する支援を願いた

い。

・認定農家に貸 し付ける貸 し手には、具体的

にメリットがあるような流動化推進のあり

方を考えて欲 しい。

・無理 ・無駄のない大規模化を実現 してもら

いたい。

・国、県、団体は、米価をどの程度に持って

いくのかを示 して欲しい。米価が高いとい

うけれど、農機具、肥料、農薬、土地改良

費、地代、人件費などを外国の水準にして

もらいたい。

・後継者が居ない場合、合理化法人が一括 し

て引き受け、新たな経営者を育成 し、それ

に引き継いで欲しい。

・農協主導の支援をやめてもらいたい。例え

ば、育苗センタ―、カントリ―などは大規

模化を目指す者としては、必要ない。農協

が育苗センタ-を 作ったために受託が減っ

た。

・転作水田の土地改良水利費用は国にお願い

したい。

・転作が避けられないので、複合部 門の開拓

がどうしても必要である。その部門に対す

る助成、指導をお願いしたい。

・村内で認定農業者会などの組織を作って、

情報交換会や学習会などの機会を設けて欲

しい。

・本村では、今年、標準小作料を3千 円引き

上げて、51千 円(整 備済み田)と した。こ

れをすべて借 り手が負担するようでは無理

があるので、行政が奨励金の形で負担する

ことを望む。そうでないなら、標準小作料
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を廃止 し、貸し手 ・借 り手自由にさせたら

どうか。今のままでは、規模を拡大しても

収益が望めない。

・農機具の助成はやる気のある個人や組織に

すべきである。機械利用組織などへの単な

る助成は後に回した方がよい。

〔福井県〕

・田の畦はず しなど連坦化や、交換耕作など

の仲立ち、調整を進めて欲しい。

・米価は下が り、助成金は減少する。農業の

長期見通 しが立たない。政府が農家を見放

しても、身近の行政においては地域特性を

生かして経営を発展させてい く方向を考え

て欲しい。

〔長野県〕

・利用権の調整は農協がやるべきでなく、行

政の農業委員会がやるべきだ。

・認定農業者の会の設立(全 国組織、経営者

の発起による。)、 起農支援センターの活

動の強化=土 地の利用調整、遊休地の改良

など。

・借入地の小作料、畦草刈り料を考えていた

だきたい。

・国は、作る自由、売る自由といいなが ら、

転作を強化する。規模拡大しても転作がつ

いてくる。転作に取り組むためには労力が

いる。

・規模拡大を取り組んでいる農家に対 しては

減反と、小作料を考慮すべ きである。

・大規模経営に関わる転作問題を解決するに

は市町村段階では無理だと思う。国による

介入と支援が必要だと思う。

〔岐阜県〕

・「作る自由。売る自由」の期待が裏切 られ

た。生産調整。米の将来が見通せる施策が

欲しい。

・ここは兼業農家ばかりの水田地帯であるの

で、20～30戸 に一人はリーダーとして地区

内を調整 していける人が必要だ(改 良組合

長など)。

・農地を集積 しても、水利の関係とかで3～

4年 に一度は転作 しなければならない。10

ヘクタ―ル規模であってもお客をつなぎ止

めるために米を買わなければならない。

・転作は今一度考えて欲 しい。今のままでは

転落する専業農家力が少なくないと思う。

圃場整備にはいると、借地は一旦もとの

地主に戻されてしまうが、せっか く拡大し

ても、そのために転職する人も出ている。

〔愛知県〕

・自分の年齢や後継者のこと、経営地が市街

化区域の隣接地であることなどか ら、法人

化を考えているが、隣接の町と一体で設立

できたらと思っている。

・－枚当たりが10ア ―ル程度で、現在、30ヘ

クタールほどで300枚 。2割 がパイプライ
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ンがない。一枚30ヘ クタールの圃場にした

い。

・農業(稲 作)を 維持するのか、田畑を守る

のか、長期の方針を示 して欲しい。そうで

ないと後継者が残らない。町長は農業地帯

を、高速道路や、ゴミ処理場に変えていっ

ている。

〔滋賀県〕

・市町村は、農地保全、主要農産物自給の重

要性についての、消費者、国民への訴えに

ついて、あらゆる方法を使って、働きかけ

て欲 しい。

・スーパーL・S資 金の手続きの簡素化。小

作料が農業委員会の基準より8600円高いが、

自分だけではどうにもならない。

・昨年 の転作の対応を巡り、村の中は農家同

士がガクガクで、今もその傷跡は癒えてい

ない。規模の拡大が村の基礎面積を増やし、

転作率を上げる結果となり、村の人々か ら

恨まれ、八方ふさがりの状態です。

〔兵庫県〕

・行政は目先の援助だけでなく、高い視点か

ら、いくら経営努力 しても採算の合わない

部門や地域に対 しては大事な税金を使うべ

きでないと思う。

き下げて欲 しい。

・借地を減反で荒 らすわけにも行かない。減

反に応 じて、他用途米でも配分 して もらい

たい。

・L資 金を借 りたが、農地を担保にとられ、

また協会に加入し、保証料まで払わされた。

・中山間地では土地条件の整備をすすめて欲

しい。 しかも、賃貸借では採算が合わない

ケ―スがおおいので作業の受託が多 くなっ

ている。

〔岡山県〕

・補助金頼りの農政はやめて欲しい。減反反

対。売る自由 ・作る自由を真に認めて欲 し

い。市場原理に合った農業をやりたい。

〔大分県〕

・本当に農業をしたことのない者に望むこと

はない。支援してもらうことはない。農業

とは他人から言われたり、要望されたりす

るものではない。自分の考えと信念でやる

もの。

・行政が中心になった規模拡大の手助けがほ

しい。例えば、圃場整備地区の農地を3～

5ヘ クタール単位で所有者と調整して認定

農家につなぐとか。

〔島根県〕

・転作率は、経営規模に応じて、段階的に引
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(附)「 作業受託を中心に拡大」を選択する農家の特徴(個 人)

附表-11戸 当たり実質的経営耕地面積(現 状)

附表-2経 営改善 ・所得向上のための最重点的取り組み(構 成比)
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附表一3経 営耕地規模拡大上の問題点 〈複数回答〉

附表一4経 営耕地規模(現 状)別 にみた規模拡大にあたっての

ほ場の零細 ・分散問題の解決策 〈複数回答〉
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附表-5現 在の小作料水準について
の評価

附表一6高 い小作料に対する考え

附 表一7地 域の農地等の管理についての考え 附 表-8大区画ほ情整備 に
ついての考え
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付表 一9後 継 者 の 確 保 状 況 附表-10経 営承継 に対す る考 え

附表―11第 三者への承継上の問題点 〈最重要な問題〉
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〔参 考〕

認定農業者(大規模稲作)の経営展開に関するアンケ-ト調査票

●
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調査対象農家所在の

集 落 概 況 調 査 票(市 町 村 調 査)
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