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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

研究事業」の一環として、平成8年 度に実施 した調査結果の概要である。
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1.本 調査の目的 ・実施方法

(1)本 調査の目的

本調査は、認定農業者などの地域農業の担

い手の一層の規模拡大とその安定的発展を図

るための具体的な推進方策を検討するために、

代表的な農業地域における農地流動化推進員

の推進活動の実態、各担当集落における農地

流動化 ・担い手育成の状況と今後の見通 し、

認定農業者の位置づけとそのための推進活動

の活性化方策についての考えなどを把握する

ために行ったものである。

[調査の基本事項]

① 回答者(農 地流動化推進員)の 役職

や経験等

② 担当集落の農業 ・農地利用等の特性

③ 農地流動化推進員としての活動の実

態

④ 担当集落における農地流動化 ・担い

手育成の現状と問題点

⑤ 担当集落における担い手育成 ・農地

流動化の見通しと必要方策について

⑥ 農地流動化推進員の行政に対する意

見等

(2)調 査の具体的実施方法

① 調査の対象者

代表的な水稲作地域であって、認定農業者

の認定及び利用権設定等による農地流動化が

相当進展している市町村における農地流動化
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推進員。

② 対象の都道府県 ・市町村及び農地流動化

推進員の選定

ア 対象の都道府県については、代表的な水

稲作地域を有する都道府県の中から、北海

道、東北で青森、岩手、宮城、秋田、山形、

福島、関東 ・東山で茨城、栃木、千葉、長

野、北陸で新潟、福井、東海 ・近畿で三重、

滋賀、中国で鳥取、島根、岡山、九州で福

岡、大分を選定 した。

イ 対象市町村については、①の要件に合致

する市町村のなかから、北海道においては

8市 町村、各部道府県においては5市 町村

(全国で103市 町村)を 選定 した。

ウ 対象の農地流動化推進員については、上

記イの市町村において、農地流動化の取 り

組みに積極的な農地流動化推進員を15名選

定 した(全 国で約1,500名)。

調査票の配布 ・回収 ・集計の結果は、次の

とおりである。

2.農 地流動化推進員の役割と設置状況

(1)農 地流動化推進員の活動と役割

現在、各部道府県 ・市町村においては、力

強い農業構造 ・農業経営を早急に実現するた

めに、農業経営基盤強化促進法に基づく農業

経営基盤の強化に関する基本方針 ・基本構想

に即 して、認定農業者など地域で位置づけら

れた農業の担い手への一層の農地利用の集積

を推進しているところである。

農地流動化推進員は、そのための売買や貸

し借りの対象となる農用地、受委託の対象と

なる農作業の出 し手 ・受け手を掘り起こし、

相互に結びつけるなどの農用地利用調整活動

を行うために集落段階に設置されているもの

である。具体的には、ウルグアイ ・ラウン ド

農業合意関連対策(そ の合意に伴う国際化の

進展に対応するために、農地利用の集積目標

を農業合意の期限である平成12年度までに達

成するために実施されている施策)の 一環と

して実施される 「農用地利用調整特別事業」
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のなかで市町村長からの委嘱を受けて設置さ

れている。

農地流動化推進員については、同事業の実

施要領等により、農業委員や集落の代表者等

の地域の農業事情に精通 し、地域社会におい

て信望の厚い者の中から委嘱することとされ

ているが、その役割については、次の活動を

行 うこととされている。

① 集落座談会等へ出席 し、農家の意向等や

それに基づいて作成された農用地利用 調

整計画の周知

② 農家への戸別訪問等による農用地の利用

権の再設定の促進、農作業の出し手 ・ 受

け手の掘り起こし活動及び利用調整の実施

③ 各種の農地流動化施策の普及

④ 遊休農地の現況確認及び有効利用に向け

ての活動

⑤ 認定農業者等への農用地の利用の集積状

況の把握

(2)農 地流動化推進員の設置状況

農地流動化推進員の設置及び活動自体が、

集落段階における農地流動化活動の前提にな

っていると言っても過言ではない。

その設置状況(平 成8年 度末)を 見ると、

全国の95.1%(2,926市 町村)で 設置され、

8万 人以上の推進員が活動 している。地域別

でも北海道が8割 を切っているものの、各地

域の95%以 上の市町村で設置されている。ま

た、1市 町村当たりの推進員数は平均27.6人

(都府県28.1人 、北海道17.7人)で あるが、

その人数は地域によってかなり差がある。こ

れは、同一都道府県内の市町村間でも同様の

ことが見受けられるが、都道府県あるいは市

町村の農地流動化への取 り組みだけでなく、

集落数やその構成の大部分を占める農業委員

数の差などから生まれてくるものと考えられ

る。(表2-1)

2-1農 地流動化推進員の設置状況(全 国、平成8年 度末)
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因みに、事業実績によ り全国の推進員の公

職 などの内訳をみると、農業委員63.1%(都

府県81.8%、 北海道62.5%)が 最 も多 く、次

いで集落代表28.2%(都 府県15.2%、 北海道

28.7%)、 農 協職員2.9%と な って い る。

(表2-2)

3.調 査対象推進員とその担当集落の特性

(1)調 査対象者の地域別分布

あらかじめ、選定要件に合致する市町村を

都道府県別に調査対象候補として示 したこと

か ら、北海道8.0%、 都府県92.0%と なって

おり、都府県では東北29.5%、 関東 ・東山

2-2農 地流動化推進員の現公職等の内訳

3-1地 域別調査対象者数 の分布
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20.1%、 北陸7.1%、 東海 ・近畿9.7%、 中

国15.5%、 九州10.0%と な っている。(表3

-1)

(2)調 査対象者の属性

① 推進員 の公職 ・年齢等……推進員の公

職 は事業実績 の結果(表2-2)で 確認 した

とお り、農業委員が圧倒的に多 く、そ して既

に集落の何 らかの役員な どを経験 して いる者

が大部分を 占めてお り年齢的には60～69歳 な

い し、50～59歳 層が 中心 となってい る。

表3-2の とお り、推進員の ほとんど全員

が男性であるが、年齢で は60～69歳 が45.8%、

次いで50～59歳 が31.9%と 最 も多 く、北海道

(49.5%)、 及 び東北(37.2%)の みで50～

59歳 層 の割合が高 い。

現在の公職の構成を見 ると、農業委員を兼

ねてい る者が95.1%(都 府県94.9%、 北海道

97.4%)と 圧倒的 に多 く、それ以外 は土地改

良区理事11.6%、 農協理事7.5%等 とな って

お り、集落の役員 の経験 につ いては実行組合

代表が53.3%、 集落代表(区 長)が46.0%な

ど大部分が何 らかの経験 を してい ると して い

る。(表3-3)

3-2農 地流動化推進員の年齢別(男 女計)

3-3推 進員の現在の公職 ・集落の役員などの経験(複 数回答)
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② 推進員の主な現職 ・経験年数……現在

の主 な職業をみ ると、農業が88.4%(北 海道

は99.1%で あるものの、都府県87.4%)、 都

府県で は 「農業」の他 に、会社員等5.0%、

自営業2.9%、 農協職員が1.6%と な って い

る。(表3-4)

また、推進員の経験年数をみ ると、 「3年

未満」(49.2%)が 最 も多 く、 「3年 以上5

年未満」22.5%、 「5年 以上10年 未 満」18.8

%、 「10年以上」 が9.5%と な って い る。

(表3-5)

3-4推 進 員 の 現 在 の 主 な 職 業

3-5農 地 流 動 化 推 進 員 の 経 験 年 数
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(3)推 進員一人当た りの集落数 とその状況

推進員一人 当た りの担当集落数やそ こでの

担 い手農 家 ・農地面積の規模等についてみ る

と(表3-6)、 ①担 当集落数 は4.0集 落

(都府県3.9、 北海道4.3)、 ②農 家数96戸

(都府県100戸 、北海道53戸)で 、その うち

認定 を受 けて い る農業者 数5.6戸(都 府 県

5.5戸 、北海道6.0戸)、 今後認定農業者に

な りうると見込まれる農家が5.7戸(都 府県

5.3戸 、北海道8.9戸)、 ③担当集落 内の農

地面積は144ヘ クタール(都 府県124ヘ クタ

ール、北 海道344ヘ ク タール)、 うち水 田

118ヘ クタ-ル 、農地面積に対す る借地の割

合 は13.7%(都 府県14.0%、 北海道13.1%)

とな っている。 これ ら、認定農業者の数、水

田割合及び借地率が高い割合を示しているの

は、調査対象市町村について 「代表的な水稲

作地域」で、 「認定農業者の認定」及び 「利

用権設定」等が相当進展 している市町村のな

かから選定 しているためである。

(4)担 当集落の農業 ・農地整備の状況

① 担当集落の主な農業部門(粗 生産額が

1位)は 、調査対象を都道府県内の代表的な

水稲作地域の市町村としていることから、各

地域 とも 「稲作」とするものが93.2%(都 府

県93.0%、 北海道95.7%)と 大部分(「 稲作

が第2位 」とするものは6.7%)で あり、九

州のみが若干低 く(82.1%)、 「施設園芸」

(7.9%)な どの割合が高 くなっている。(表

3-7)

3.6担 当集落の数 とその状況(推 進員1人 当た り)
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② そこの農地の圃場整備をみ ると、10ア

ール区画以上の整備が完了 して いる農地割合

は全体の78.4%(都 府県77.3%、 北海道81.7

%)で あ り、その うち、30ア ール以上が31.4

%(都 府県23.0%、 北海道60.3%、 東北20.8

%、 関 東36.0%、 東 山(長 野)17.5%、 北 陸

28.1%、 東 海(三 重)13.6%、 近 畿(滋 賀)

16.3%、 中 国17.1%、 九 州29.1%)と な っ て

い る 。(表3―8)

3-7担 当集落の主な農業部門(粗 生産額が第1位 の部門)

3-8担 当 集 落 の 圃 場 整 備 の 状 況
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4.農 地流動化推進員としての活動状況

(1)農 地流動化推進員としての活動

農地流動化推進員 としての主な活動内容

(複数回答)を 聞くと、 「相談窓口の常時開

設 ・対応」が48.1%と 最 も多 く、 「日常的な

戸別訪問による実情把握」28.8%、 「担い手

等 と組んだ掘起活動」28.0%、 「集落座談会

による意 向把握 ・意思疎通」23.9%と してお

4-1農 地流動化推進員としての主な活動内容(複 数回答)

4-2農 地の掘 り起 こし ・利用調整活動上の力点
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り、地域や流動化の進展度合いなどによって

若干の差があるものの、基本的に日常的に相

談窓口を開きながら、戸別訪問や集落座談会

などによって 「出し手」等の農家の掘 り起こ

しを行 うことなどを主な活動 としている。

(表4-1)

(2)掘 り起こし・利用調整活動上の留意点

活動上、特に力点をおいて行っていること

について聞くと、 「集落内農地は集落内農家

へ利用調整」 とするものが24 .1%(都 府県

24.7%、 北海道17.0%)、 「隣接農地への連

担化など作業効率の向上」が19.5%(都 府県

18.8%、 北海道27.0%)、 「供給農地の認定

農業者への集積15.6%(都 府県15.5%、 北海

道16.0%)と している。(表4-2)

5.担 当集落における農地流動化 ・担い

手育成の状況と問題点

(1)担 当集落の流動化の進展度合い

推進員自身か らみた担当集落の農地流動化

の進展度合いについて聞くと、 「あまり進ん

でいない」と考えている者が56.3%(都 府県

56.7%、 北海道52.2%)と 「ほとんど進んで

いない」8.4%で 合計約65%を 占め、「ほぼ

期待どおり進んでいる」が32.5%、 「期待 ど

おり着実に進んでいる」2.7%と なっている。

(表5-1)

それが、圃場整備の状況別に 「進んでい

る」とするものの割合をみると、 「未整備」

や零細区画の集落に較べて区画整備の集落で

は高いことを確認できる。(表5-2)

各市町村では、現在、経営基盤強化のため

の基本構想のなかで、平成12年度までの担い

手農家等(認 定農業者等)の 育成とそれへの

農地利用の集積 目標を掲げ、その加速化を図

っているところである。既に確認 しているよ

5-1担 当集落の農地流動化の進展状況
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うに、調査対象の市町村は認定農業者の認定

や利用権の設定の状況が全国レベルに較べて

進展 しているところであったにもかかわらず、

推進員からこのような感想が出てくるのはそ

の目標の達成までにはまだ残りがあるという

ことであろう。

また、全体の約35%を 占める 「期待どおり

着実に進んでいる」及び 「ほぼ期待どおりに

進んでいる」 とする推進員にその要因を問う

と(2つ 以内回答)、 地域によって若干差は

あ るが全体で は 「高齢化が進んだ こと」

(66.8%)を 挙げる者が最 も多 く、 「圃場整

備が進んでいること」50.0%、 「兼業化が進

んだこと」32.6%と している。(表5-3)

(2)農 地の流動化 ・担い手への集積を図る

上での問題点

流動化あるいは担い手への集積を図る上で

現在の問題になっている点について、 「米価

など将来の見通 しが立たないため拡大を控え

ている」(56.4%)、 「転作割当があるので、

拡大意欲が減退 している」(55.7%)の2つ

を除いては、 「出し手ばかりで、受け手がい

ない」(31、7%)が 最も高く、 「集団農地以

外は受けたが らない」(25.0%)、 「家産意

識が強 く、借地に出す農家が少ない」(23.9

%)及 び 「未整備圃場が多いため、担い手が

5-2担 当集 落 の 農 地 流動 化 の進 展 状 況

5-3流 動化の進展集落におけるその要因(2つ 以内回答)
,
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受けたが らない」(21.3%)の3つ をほぼ同 じ割合で挙げている。(表5-4)

5-4農 地の流動化 ・担い手への集積を図る上での問題点(3つ 以内回答)

5-5認 定農業者の位置づけのために行 っていること(複 数回答)
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(3)集 落における認定農業者の位置付け

次に、認定農業者制度の取組を中心に、地

域における農業の担い手の明確化やその規模

拡大のための支援などを図ってきているが、

そのためにどのようなことをしているかを聞

いた(複 数回答)。 「制度の趣旨 ・目的啓

発」(40.0%)や 「公報などで認定状況を知

らせる」(36.9%)に 次いで、 「名前を出し

て掘 り起こし活動」(17.8%)、 「組織化と

地域アピールの支援」(14.9%)等 を挙げて

いる一方で、 「特別な取り組みは行っていな

い」 とする者 も32.2%に 上っている。(表5

-5)

6.集 落における将来の農業生産の担い手と

流動化の見通し

(1)集 落における生産の担い手の見通 し

担当集落の将来(概 ね10年後)の 農業の担

い手についてたずねると、全体では 「個別の

大規模経営が中心 とな って担 ってい く」

(19.7%)や 「農作業受委託組織が大きな役

割を果たす」(15.0%)が 相当の割合を示 し

ているものの、一方で、 「兼業農家 も含めた

集落 ぐるみの取組により担っていく」(18.3

%)、 「兼業 ・高齢農家が個々に大部分を担

っていく」(17.3%)、 さらには 「市町村公

社や農協の取 り組みが重要になる」(22.2

%)と す るものが高い割合を示 している。

これは、地域によってかなり異なった傾向

を示 していることが確認できる。北海道では

「個別の大規模経営を中心に」(30.4%)の

傾向が一段 と強い一方で、 「公社や農協」

(40.9%)に 期待する面 も強 く、東北では

「個別の大規模経営」(南 東北33.5%)や

「農作業受託組織」(北 東北25.3%)の 役割

に期待す る面が、東山(26.0%)及 び北陸

(26.2%)で は 「兼業農家も含めた集落 ぐる

みの取 り組み」への期待が高くなっている。

ところが、東海(三 重)、 近畿(滋 賀)、 中

国では 「兼業 ・高齢農家が個 々に担 ってい

く」 とするものの割合が高 く、 「公社や農

協」に期待するものの割合が高 くなっている。

(表6-1)

(2)今 後の農地流動化の見通 しと流動化の

形態

担当集落における今後の農地流動化の見通

しについて、 「進むと思う」が47.5%で ある

一方で、 「あまり進まない」 とするものは

45.9%と 、全体 としては半々割合となってい

る。

その 「進むと思 う」とする場合の流動化の

形態については、 「貸借が中心」が64.5%、

「農作業の受委託が中心」30.4%、 「売買が

中心」5.1%と しているが、地域別には各調

査で確認 しているとおり、全ての地域で賃借

の形態とするものが主流を占めているものの、

北海道で は売買(33.3%)が 、東海(40.7

%)、 近畿(41.4%)、 中国(39.0%)で は

作業受委託とするものの割合が相対的に高い

割合を示 している。(表6一2)
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6-1担 当集落におけ る農業生産の担 い手 の見通 し

6-2今 後の農地流動化の見通 しと流動化の形態
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(3)農 地流動化が進む ・進まない理由

「流動化が進む」と考える推進員にその理

由を聞くと(複 数回答)、 「老齢化が進むた

め」86.8%(都 府県85.8%、 北海道98.2%)

や 「後継者が少ないため」77.6%(都 府県

76.7%、 北海道87.5%)を 中心に、次 いで

「農業縮小農家が増加するため」(36.9%)

や 「兼業化が進むため」(28.6%)な どと、

大部分が 「出 し手」側の構造変動の見通 しを

挙げている。(表6-3)

また、 「進 まない」 とす る推進員 は、その

理 由について(複 数回答)、 「収益の悪化 に

よ る規模拡大 意欲 の低 下」47.6%(都 府県

46.6%、 北海道58.2%)や 「受 け手が少な く

な る」41.5%(都 府県38.3%、 北 海道76.4

%)こ とを過半が挙げているが、一部が 「高

齢退職者が就農す るため」(24.7%)や 「基

盤整備によ り自作条件が出来るため」 として

いる。(表6-4)

6-3今 後、流動化が進む と考える理由(複 数回答)
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6-4今 後、流 化が進 まないと考え る理由(複 数回答)

(4)農 地利用集積を促進するための方策

担い手への一層の農地利用の促進のために

必要な方策として、 「集落の担い手としての

明確化」(33.9%)や 「認定農業者への集積

を積極的に進める」(23.0%)、 「認定農業

者を転作割り当てから除 く」(21.1%)な ど、

認定農業者に対するメリットを高 くする方策

を相当割合が挙げており、それ以外に、 「交

換分合など集団化の推進」(24-7%)や 「大

区画化の推進」(19.2%)な どの圃場条件の

整備、 「出し手への奨励金の交付」(30.3

%)な どを一定割合が挙げている。(表6-

5)

(5)担 当集落における農地などの資源管理

に対する考え

少数の担い手農家などにとっては、地域の

土地改良施設や農道 ・水路など管理 していく

ことが負担になってきていると聞く。

最後に、担当集落の農地やその他の資源管

理に対する考えを問うと、都府県では約4割

が 「担い手と兼業農家が協力 ・分担すれば可

能」(近 畿67.7%、 北陸48.5%、 東山47.8%

など)し ているのに対 し、北海道では 「既存

の組織 とは別の公的な管理体制が必要」

(36.3%)が 最も高い割合を示 している。

(表6-6)
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6-5担 い手への一層の利用集積を促進するための方策(複 数回答)

6-6担 当集落における農地などの資源管理に対する考え
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(参 考)

○ ア ンケ ー ト調 査 ・集 計 の対 象
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○ 集計結果表(概 要)

1推進員の現在の公職 ・集落の役員などの経験(複 数回答)
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2.推 進 員 の 現 在 の 主 な 職 業
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3.こ れ まで の主 な推 進員活動 の 内容(複 数 回答)
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4農 地の掘り起 こし・利用調整活動上の力点(最 重要な点)
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5.農 地の流動化 ・担い手への集積を図る上での問題点(複 数回答)
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6.集 落 における認定農業者の位置づ けのために行 っていること(複 数回答)
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7.担 当集落において担い手への一層の利用集積を促進するための方策(複 数回答=2つ 以内)
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地域 にお ける担 い手 の育 成 ・農地 流 動化 の

推 進 に関す る ア ンケ ― ト調 査 票

(社)全 国農地保有合理化協会

(平成8年 度農林水産省委託調査)
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