
調査資料Ⅱ

農地流動化施策の効果的な推進に関する

アンケート調査結果(概要)

－市町村担当者の農地流動化施策の効果的な推進・活用に関する意識－

全国農地保有合理化協会

はじめに

1.本調査のねらい

今年度の調査のねらいは、農地流動化施策

の効果的な推進・活用の方策を探ることであ

る。そのために、本アンケート調査は、市町

村の農地流動化担当部局の担当者を対象に、

農地流動施策の推進にあたり、市町村、農業

委員会、農協、農地保有合理化法人等の各推

進機関の役割や機能の発揮の状況、運営の実

態等を明らかにするとともに、各種の農地流

動化施策等を有機的に結合させ、効果的に推

進していくための方策、そのための国、県、

市町村の支援のあり方や関係機関等の推進体

制の在り方等についての考え方などを把握す

るために行ったものである。

〔アンケート調査の基本事項〕

(1)市町の農地利用・圃場整備・

担い手の育成・流動化の状況等

(2)対象市町村における農地流動化進展

の契機・各施策の活用状況

(3)関係各機関の各農地流動化施策推進

上の役割

(4)圃場整備事業の実施を契機とした農

地流動化の取り組みについて

(5)水田の転作助成対策と農地流動化対

策の取り組みとの関連について

(6)今後の農地流動化の推進体制、取り

組みの一元化について

(7)農地流動化施策の推進に関する国、

県に対する意見・要望等

2.調査の実施方法

(1)対象市町村の選定

相当規模以上の農地面積を有し(北海道

2,000ha以上、都府県500ha以上)、認定農

業者制度及び農地流動化施策(事業)の推進

に積極的に取り組んでいる(利用権の設定率

・認定農業者数が相当程度)市町村を、各ブ

ロック別の対象市町村の抽出率を考慮しなが

ら1,250市町村を選定して実施した(相当の
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市町村数に満たない東京、神奈川、大阪、奈

良、和歌山、沖縄の6都府県については対象

から外した)。

(2)調査の具体的実施

調査は、全国農地保有合理化協会が平成10

年1～2月に、対象市町村を有する都道府県

農業公社の協力（対象市町村への調査票の配

布・回収)を得て行った。

調査票の配布・回収・集計の結果は、次の

とおりである。

・対象都道府県数　　　　　　　　 41都府県

・対象（配布)市町村数　　　　1,250市町村

・回収（集計)市町村数　　　　1,023市町村

(都市173、平地347、中間377、

山間126)

Ⅰ 調査対象市町村の特性

1.水田・畑面積の割合と借地率(Ⅰ-1)

①調査対象市町村の水田・畑面積の割合

は、北海道水田17.8%、畑81.5%

都府県水田73.1%、畑26.9%

②そこでの借地率は、

水田は、全国11.2%、北海道14.3%、

都府県10.8%

畑は、全国9.2%、北海道10.7%、

都府県7.2%

(注)平成7年センサス(農地調査)結果

では、水田の借地率12.4%、畑の借地

率12.3%。

2.水田の圃場整備の状況(Ⅰ-2)

水田について10a以上の区画状況を調べた

ものであるが、

① 北海道では、30a以上の区画は59.6%、

うち50a以上は12.7%、未整備が21.0%。

② 都府県では、30a以上の区画は27.8%、

うち50a以上は5.0%、未整備が28.0%。

（注)構造改善局計画部の統計(平成7年

度末)では、「整備済」とされる30a

程度以上に整形済みの水田は、全国で

54%、北海道は90%、東北52%、関東

54%、北陸55%、東海56%、近畿48%、

中・四国35%、九州52%。

3.認定農業者等担い手育成の現状と目標

(1市町村当たり平均)(Ⅰ-3、4)

調査対象市町村が目標に掲げる認定農業者

数とその現状を聞いたものであるが、

① 全国平均では、認定農業者の目標数は

127.3人(全農家の9.4%)、現在の認

定農業者数は53.9人(うち法人1.7人)、

「今後認定農業者になりうる農家数」は

61.5人(うち法人1.0人)となっている。

②北海道では、認定農業者の目標数は

203.9人(全農家の51.9%)、現在の認

定農業者数は72.4人(うち法人2.4人)、

「今後認定農業者になりうる農家数」は

126.1人(うち法人3.0人)。
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③ 都府県では、認定農業者の目標数は

119.3人(全農家の8.2%)、現在の認

定農業者数は52.0人(うち法人1.7人)、

「今後認定農業者になりうる農家数」は

54.7人(うち法人0.7人)。

（注)現在(H10.6)の全国の1認定市

町村当たりの認定農業者数の平均は、

全国が46.3人、北海道72.7人、都府県

44.4人。

4.基本構想に定める農用地利用集積の目標

と達成率(Ⅰ-5)

「市町村基本構想」に掲げる農用地利用集

積面積の目標とその達成率を聞いたものであ

る。全国の市町村基本構想に定める集積目標

(H9.3現在)は、全国平均が59%、北海

道94%、都府県48%(うち東北57%、関東・

東山41%、北陸55%、東海50%、近畿53%、

中国・四国34%、九州51%)となっているが、

① 調査対象市町村の掲げる集積目標でも、

北海道では大部分(97.4%)の市町村が

「80～90%」又は「90%以上」と定めて

いるが、都府県は「50～60%」の市町村

が23.4%、「40～50%」又は「30～40

%」、「30%未満」としているものがそ

れぞれ21%台となっている。

② また、その達成率をみると(H9.12

月末現在)、50%以上達成したとするも

のが、全国では34.4%、北海道では73.5

%、都府県では30.5%となっている。

Ⅱ 農地流動化施策（事業)の活用状況と各

関係機関の役割

1.農地流動化進展の契機（要因)(Ⅱ-1)

調査対象市町村で、これまで農地流動化が

進展したことについて、どのようなことがそ

の契機(要因)になっているかを聞くと(2

つ以内で回答)、全国平均では、「流動化推

進員の掘起活動」(48.3%)及び「流動化助

成金の交付」(32.7%)と、「圃場整備事業

の実施」(48.6%)が基本的要因となってお

り、その他に「共同利用施設・機械の導入」

(17.2%)、「集落営農の取組」(14.5%)、

「米の生産調整対策の取組」(9.0%)となっ

ている。

そのなかで、北海道では「流動化推進員の

掘起活動」(60.0%)が最も多くあげられて

いるのに対し、都府県では「ほ場整備事業の

実施」(50.8%)が、特に、東海(62.7%)

以西の近畿(56.8%)、中国(53.4%)、四

国(57.1%)、九州(56.5%)ではその要因

が多くあげられている。

2.取り組まれている農地流動化施策（事業)

と担当機関等

(1)取り組まれている農地流動化施策（事

業)(Ⅱ-2(1))

そこで取り組まれている事業について聞く

と（複数回答)、最も多くあげられているの

は「農用地利用調整特別事業」(80.7%)と

「農地保有合理化事業」(79.0%)である。
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それ以外に、「農地移動適正化あっせん事

業」69.2%、「先導的利用集積事業」31.9%、

「農協の農業経営受託事業」24.5%のほか、

「経営基盤強化資金等の融資」については

65.8%、「農地譲渡所得税の特別控除」にっ

いては46.7%の市町村が活用しているとして

いる。

（注)「農用地利用調整特別事業」…「先

導的利用集積事業」とともに、UR対

策として取り組まれている農地流動化

促進のための基本政策の1つで、その

内容は、農家の意向把握とこれに基づ

く利用調整計画の策定、農地流動化推

進員による農地の掘り起こし活動等の

実施等。

（注)「先導的利用集積事業」…農用地利

用改善団体等による農用地の利用調整

活動によって、認定農業者等に一定以

上の農用地利用の集積がなされた場合

に、その実績に応じて促進費が交付さ

れる。

(2)各施策（事業)の主たる担当機関(Ⅱ

-2(2))

①〔農地保有合理化事業〕については、

その基本的実施機関である農業委員会

で取り組まれているとする市町村が過

半を占めているが（全国61.5%、北海

道76.1%、都府県59.7%)、農協や市

町村公社等の合理化事業の進展状況を

反映して「農協」とする市町村が16.2

%、「市町村公社」とするものが4.1

%あり、一方、こうした農地保有合理

化事業についての具体的な取組機関の

無い市町村において市町村自身が対応

していると答えているものと思われる

(16.4%)。

北陸、東海及び近畿では、農協で取

り組んでいるとする市町村が相当割合

を占めている（北陸33.8%、東海41.3

%、近畿44.1%)。

②〔農地移動適正化あっせん事業〕の

場合は、ほとんどの市町村が合理化事

業の場合よりも一層その実施機関であ

る農業委員会が担ってする市町村の割

合が高く(全国93.4%、北海道98.8%、

都府県92.6%)、〔農協の経営受委託

事業〕の場合も同様で、ほとんどその

実施機関である農協が担っているとし

ている(全国92.4%、北海道88.9%、

都府県92.6%)。

③市町村を実施主体としている〔先導

的利用集積事業〕については、都府県

では市町村自身が実施しているとする

市町村が過半を占めているが(全国

64.6%、北海道31.6%、都府県67.4

%)、北海道では57.9%の市町村で農

業委員会が実施しているとしている。

④〔農用地利用調整事業〕は、実施要

綱上は実施主体は市町村、市町村公社、

農協、農地保有合理化法人のなかから
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市町村推進会議で協議して決めること

になっているが(市町村が実施主体の

場合は原則として農業委員会が執行機

関)、全国的には過半の市町村が、特

に北海道の場合は大半の市町村が農業

委員会で実施しているとしている(全

国62.1%、北海道82.9%、都府県59.9

%)。それ以外の市町村は、大体、市

町村自身が実施しているとしている

(全国36.9%、北海道15.8%、都府県

39.2%)。

⑤〔農作業受委託の促進事業〕につい

ては、現実には構造改善局の事業とし

て、「農作業受委託促進事業」（実施

主体は農地保有合理化法人)や「認定

農業者連携事業体育成事業」（実施主

体は市町村、農協等)、農産園芸局の

事業として「農業機械銀行・コントラ

クター支援導入事業」（実施主体は農

協等)などとし実施されているが、農

協で実施しているとする市町村が最も

多く(全国42.6%、北海道70.0%、都

府県41.7%)、それ以外に市町村自身

とするもの(全国26.6%、北海道20.0

%、都府県26.8%)、農業委員会とす

るもの(都府県19.0%)がある。

⑥〔農業経営基盤強化資金(L資金)

等の融資の取組〕については、融資自

体が農業経営改善計画（貸付対象者:

認定農業者)に基づいて行われ、融資
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の実行までは農業経営改善計画の認定

手続きに始まり、資金利用の説明や

「資金利用計画の作成」、特別融資推

進会議(事務局:市町村)等を経て、

農協（窓口)への「借受申込書」の提

出となっていることから、大半の市町

村がその前段を担っている市町村自身

(全国79.4%、北海道60.8%、都府県

81.9%)や農業委員会(全国9.1%、

北海道1.4%、都府県10.1%)をあげ

ている。

もっとも、「資金利用計画の作成」

の段階から農協で担当している市町村

もあり、農協を主たる担当機関として

いる市町村は全国で1割程度となって

おり(全国11.2%、北海道37.8%、都

府県7.6%)、特に北海道の場合には

その割合が高い。

⑦〔農地の譲渡所得税の特別控除制度

の取組〕では、その内容は(i)農地

保有合理化のための農地等の譲渡(800

万円の特別控除。農地保有合理化事業、

農地移動適正化あっせん事業、利用権

設定等促進事業が関連)、（ⅱ)買入

協議に基づく農地保有合理化法人の買

い取り(1,500万円の特別控除)である

が、それらの事業の取組機関が対応し

ており、そのなかでは農業委員会とす

るものが最も多く(全国71.2%、北海

道84.8%、都府県68.5%)、市町村と



するものも相当割合を占めている(全

国23.8%、北海道12.1%、都府県26.1

%)。

(3)各施策（事業)の今後の必要性(Ⅱ-

2(3))

このことについては、各事業についての各

市町村の取り組み度合や、これまでの流動化

の進展の要因との関連、回答者が市町村担当

者自身であることなどを考慮して、更に検

討を深める必要があるが、各事業についての

「拡充を要する」、「現在のまま」、「廃止

して良い」の区分を聞くと（全国)、次のと

おりである。

有権移転（売買)は、経営基盤強化法

に基づいて処理されたものが件数ぺ―

スで85.1%、面積べ―スで60.2%を占

めているが、調査対象市町村における

その処理区分を聞くと（択一回答)、

「農地法、強化法の両方」とするもの

（全国)が78.9%(北海道91.7%、都

府県77.6%)と大半であり、「農地法

のみ」は19.8%(北海道1.0%、都府

県21.7%)、「強化法のみ」は1.3%

(北海道7.3%、都府県0.7%)とな

っている。

3.所有権移転（売買)・貸借についての処

理とその基準（理由)

(1)所有権移転（売買)についての処理と

その基準（理由)(Ⅱ一3(1)、(2)、(3))

①所有権移転（売買)についての処理

……現在(平成8年)の耕作目的の所

②基盤強化法で処理する場合の基準

（理由)……農地法・基盤強化法の両

方で処理している市町村について、所

有権移転（売買)を基盤強化法で処理

するものの基準（理由)を聞くと(全

国、複数回答)、「受け手要件に合致
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しているもの」が63.3%(北海道65.9

%、都府県62.9%)と、「合理化事業

関連のもの」が61.2%(北海道75.3%、

都府県59.5%)と最も多く、それ以外

に「買入協議制度の関連もの」38.7%

(北海道6&2%)、「推進員が掘り起

こしたもの」38.2%、「嘱託登記が出

来るから」が32.9%となっている。

③また、農地法で処理するものの基

準(理由)については(複数回答)、

「強化法の受け手要件不足のもの」が

67.9%(北海道67.1%、都府県68.0

%)と最も多く、次いで、「年金の第

三者移譲関係のもの」37.0%、「農地

管理上の都合から」24.4%、「あっせ

ん事業関連のもの」23.3%、「農地保

有合理化事業関連のもの」が5.9%と

なっている。

(2)貸借についての処理とその基準（理由)

(Ⅱ-3(4)、(5))

①貸借についての処理……現在の耕作

目的の賃借権の設定をみると、経営基

盤強化法に基づいて処理されたものが、

件数ベースで98.4%、面積ベースで

93.9%と、圧倒的部分が基盤強化法に

基づく処理となっているが、調査対象

市町村における処理区分を聞くと(択

一回答)、「農地法、強化法の両方」

とするもの（全国)が88.0%(北海道

83.3%、都府県88.5%)と大部分を占

めており、「強化法のみ」は10.6%

(北海道15.6%、都府県10.1%)、

「農地法のみ」は1.4%(北海道1.0

%、都府県1.4%)となっている。

②農地法で処理する場合の基準(理

由)……両方で処理している市町村に

ついて、農地法で処理するものの基準

（理由)を聞くと（複数回答)、貸借

でも「強化法の受け手要件不足のも

の」が51.3%(北海道63.6%、都府県

50.1%)と最も多く、次いで、「年金

の第三者委譲関係のもの」48.0%、

「農地管理上の都合から」23.9%、

「あっせん事業関連のもの」13.3%、

「農地保有合理化事業関連のもの」が

7.3%となっている。

Ⅲ 今後の農地流動化等の推進体制のあり方

1.今後の農地流動化の推進体制についての

考え(Ⅲ-1(1))

近年、農地流動化・担い手育成の取り組み

を強化するために、一部の市町村では総合的

な窓口の設置や農業公社を設立するなど、流

動化推進の一元化の動きがみられる。

このような動きに関連して、調査対象市町

村に対して、今後の農地流動化等の推進体制

としてどのような仕組みが望ましいかを聞い

たものである(最も望ましいもの択一回答)。

①「農業委員会が中心となった流動化の

推進」とするものが21.0%(北海道25.0
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%、都府県20.6%)、「構造政策推進会

議を中心とする各関係機関の取り組み」

が16.7%(北海道24.0%、都府県15.9

%)、「農協が中心となった推進」が

11.2%、「合理化法人の機能を活用した

取り組み」が8.2%、「市町村部局が中

心となった推進」が5.7%などと、既存

の推進体制を中心にその強化を図るとす

るものが全体で6割以上を占めるが、

②一方で、「新たな総合的推進組織の設

置等」と考えるものが22.9%(北海道

25.0%、都府県22.6%)、「現場条件に

合った事業の創設・改善が必要」とする

ものが11.7%となつている。

2.市町村公社設置についての考えと目的等

(1)市町村公社設立についての考え(Ⅲ-

2)

農地流動化の推進や農作業受委託の実施な

どのための市町村公社の設立について聞くと

(択一回答)、「設立は考えてない」とする

ものが78.4%(北海道86.6%、都府県77.5

%)を占めるが、「既に設立している」が

7.1%(北海道4.1%、都府県7.4%)あり、

「設立を準備している」1.8%、「設立を検

討している」が12.8%(北海道9.3%、都府

県13.2%)となっている。

(2)市町村公社設立の理由（目的)(Ⅱ一

3)

公社を「既に設立している」、「設立を準

備している」及び「設立を検討している」市

町村に対し、その理由（目的)を聞くと（複

数回答)、地域・道府県によって多様である

が、全国的には「農作業・経営の受託」とす

るものが78.9%(北海道72.7%、都府県79.2

%)と全国的に最も多く、次いで「担い手を

育成するため」が44.1%(北海道36.4%、都

府県44.6%)、「推進体制の一元化」が43.7

%(北海道36.4%、都府県44.1%)となって

おり、「地域農業振興のため」が32.9%、

「農協等との連携強化」が21.6%、「農地管

理専門家の養成」が7.5%などとなっている。

(3)公社の行う業務内容（複数回答)(Ⅲ

-4)

(2)と同じ市町村に公社が行う（予定の)業

務内容について聞くと（複数回答)、(2)と同

様、各地域・道府県多様であるが、「農地保

全のための農作業の受託業務」(全国62.9%、

北海道70.0%、都府県62.5%)と「作業受委

託のあっせん等の窓口業務」(全国59.4%、

北海道50.0%、都府県59.9%)がもっとも多

く、「農地管理に関する全ての窓口業務」

(40.6%)、「新規参入の受入・育成業務」

(38.1%)、「売買以外の合理化事業の窓口

業務」(30.2%)、「全ての合理化事業の窓

口業務」(23.8%)などを行っている。

3.農地流動化を大がかりに実施するための

方法(Ⅲ-5)

農地流動化の積極的な推進のために、個々
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の農地貸借の推進にとどめず、地域ぐるみで

大がかりに流動化を進めることをねらいとし

て、農地保有合理化法人の中間保有機能を活

用した集合的利用権等調整事業（集合事業)

を実施している地域がある。

ここでは、調査対象市町村で農地流動化を

大がかりに実施するためにどのような方法が

考えられるかを聞いたものであるが（最も適

当なもの択一回答)、「集落全体での担い手

への利用集積活動の強化」とするものが33.1

%と最も多く(北海道37.0%、都府県32.7

%)、次いで「担い手が中心に実行できる仕

組みの導入」が23.9%(北海道17.3%、都府

県24.6%)、「市町村段階の合理化事業の積

極的実施」(15.0%)、「公社による集合事

業の積極的実施」(13.7%)、「農地流動化

推進員の活動の活性化」(7.5%)、「土地改

良区の利用権交換分合等の活用」(5・1%)な

どをあげている。

Ⅳ 圃場整備事業を契機とした担い手への農

地集積や集団化の取組

1.圃場整備事業を契機とした農地集積等の

ための調整活動(Ⅳ-1)

担い手への農地集積や経営耕地の集団化が、

圃場整備事業の実施を契機として一層進展し

ている地域が多くみられる。

調査対象市町村において、圃場整備事業の

実施に当たって、担い手への農地集積や経営

耕地の集団化のために何らかの調整活動が行

われたかについて聞くと(択一選択)、過半

が「特に行わなかった」としているが(全国

57.2%、北海道73.0%、都府県55.7%)、

「計画段階で実施」が20.2%(北海道18.0%、

都府県20.4%)、「事業実施中に実施」が

15.3%(北海道4.5%、都府県16.4%)、

「事業完了後に実施」が7.2%(北海道4.5

%、都府県7.5%)となっている。

2.そこでの調整活動の仕方について(Ⅳ-

2)

圃場整備事業の「計画段階」、「事業実施

中」あるいは「事業完了後」に何らかの調整

活動が行われた市町村に対して、そこでの調

整活動の仕方について聞くと(択一選択)、

全国的には、「担い手農家に集積するよう

に」とするものが51.2%(北海道72.7%、都

府県50.0%)と過半を占め、「集落で農作業

が担われるように」が24.2%(北海道9.1%、

都府県25.0%)、「特定者に限ることなく、

拡大希望者に農地が集積するように」が15.9

%、「特定者が作業受託するように」が6・3

%となっているが、北海道(72.7%)、東北

(66.7%)、関東(60.5%)及び四国(69.6

%)では「担い手農家に集積するように」と

するものが、近畿(73.3%)では「集落で農

作業が担われるように」とするものが特に高

い割合を示している。
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3.圃場整備事業を契機とした調整活動の主

な担当機関(Ⅳ-3)

ここでの関心事は、各々の調整活動のうち、

一般の場合は、「圃場整備事業参加への意向

把握」及び「集団化のための合意の形成」を

除いては農業委員会を中心とする農地銀行活

動として、平成7年度のUR合意関連対策以

降は「農用地利用調整特別事業」として実施

されてきているものであるが、圃場整備事業

を契機とする場合は主にどの機関が担当して

いるだろうかということである。

①圃場整備事業を契機とした各調整活動

について、それを主に担っている担当機

関を割合で示すと、下表のとおりである。

の計画・実施・指導機関としての市町村

が各調整事業において最も高い関わり度

合を示しており、ほとんどの活動におい

て農業委員会よりも土地改良区を主な担

当機関としているのが相当高い割合を示

していることが注目される(「圃場整備

事業参加への意向把握」31.4%、「将来

の農地利用に関する意向把握」20.8%、

「出し手農家の掘り起こし」20.4%、

「担い手への農地集積の合意形成」23.7

%、「集団化のための合意形成」26.4

%)。

③ただ、北海道の場合は、土地改良区の

関わり度合は、「圃場整備事業参加への

（参考)圃場整備事業を契機とした調整活動の主な担当機関(択一選択)

②ここでの主な担当機関は、市町村、農

業委員会及び土地改良区であるが、その

各者の関わり度合をみると、言わば当然

であろうが、現場におけるほ場整備事業

意向把握」(21.7%)、「集団化のため

の合意形成」(13.0%)を除いては極端

に低いものとなっている(その分、農業

委員会の関わり度合が高い)。
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V水田の転作助成対策と農地流動化の取組

との関連

1.転作助成対策と農地流動化対策の関連

(V-1)

この間は、水田の転作助成対策(助成金の

交付)と農地流動化対策とがミスマッチして

いるという指摘等にっいて、市町村担当者の

意識をうかがったものである。

全国的には(択一回答)、「あまり関係が

ない」とする市町村が44.2%(北海道38.8%、

都府県44.6%)と多数を占めているが、「流

動化対策とミスマッチしている」とするもの

が30.2%(北海道22.4%、都府県30.8%)あ

り、「プラスになるよう取り組んでいる」と

するものが13.9%(北海道19.4%、都府県

13.5%)となっている。

2.ミスマッチしている場合の事情(V-2)

「流動化対策とミスマッチしている」とす

る市町村に対して、どのような事情を指して

ミスマッチしているとしているかを聞くと

(複数回答)、「担い手農家の負担が増大す

る」とするものが51.5%(北海道20.0%、都

府県53.2%)と過半を占めているが、農地利

用の集積に直接関連する事情として、「集団

転作が増え、担い手に集積されない」を34.8

%(北海道20.0%、都府県35.6%)、「貸付

を止めて転作に参加する」を22.9%(北海道

46.7%、都府県21.6%)、「利用権を解約し

て転作に参加する」を16.4%(北海道26.7%、

都府県15.8%)の市町村があげている。

本資料は、平成8年度大規模借地経営の

展開とその安定的発展方策に関する調査研

究事業における第2回研究会(平成8年10

月4日)での報告を取りまとめたものであ

る。報告の主題に関する簡潔な資料である

ことから、本誌に掲載することとした。

(編集者)
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