
調査資料

農業生産法人の経営展開と地域の農地管理に

関するアンケート調査結果(概要)
-(米麦作)農業生産法人代表者の意識-

全国農地保有合理化協会

はじめに

1.本調査のねらい

近年、米麦作等の土地利用型農業を主体と

する法人経営(農業生産法人)は増加してき

ており、法人経営に対しては、地域における

農業生産の担い手として、またそこにおける

農地管理の担い手としての期待が高まってい

る。地域農業を維持発展させていくためには、

水管理・土地利用等の面で地域の協力・協調

が必要であり、農業生産法人(注)にも他の

農業者と協力して、そのために重要な役割を

果たすことが期待されているのである。

そこで、本アンケ-ト調査は、地域におけ

る農業の担い手の育成・農地流動化施策の効

果的な推進方策を検討することを目的として、

地域の水管理や農地利用に最も関わりの深い

米麦作(水稲、麦、豆類)を主業とする土地

利用型の農業生産法人の代表者を対象にして、

今後の経営展開の方向や地域における水・農

地管理のあり方、市町村・農業委員会・農協

等各関係機関によって取り組まれている農地

流動化施策等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。

調査の基本事項は次のとおりである。

(1)対象法人の経営内容と今後の事業展

開の方向

(2)対象法人の経営耕地の拡大・集団化

をめぐる問題と今後の対応

(3)米の関税化・米価の低下傾向と対象

法人の対応

(4)経営の拠点となる集落における今後

の水・農地管理のあり方

(6)各関係機関が取り組んでいる農地流

動化施策等に対する考え等

(注1)まず、「農業生産法人」の要件等に

ついて説明しておく。

(1)農地法では、農地を適正かつ効率的に

耕作する者でなければ、その権利取得を

認めないこととされているが、法人につ

いては、農地を取得し、又は借り入れて

農業を行うことができるのは、現在、次

の「農業生産法人」の要件に該当する場
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合に限られている。

〔農業生産法人の要件(農地法第2条第

7項)〕

① 形態が農事組合法人、合名会社、合

資会社又は有限会社であること(法人

形態要件)。

② 事業が農業(関連事業を含む。)に

限られること(事業要件)。

③ 構成員は、(ア)農地の権利を提供し

た者、(イ)その法人の事業の常時従事

者、(ウ)その法人に現物出資を行った

農地保有合理化法人又は農協、(エ)産

直契約者やライセンス契約を締結した

種苗会社等で、農業サイド((エ)以外)

が総議決権の4分の3を超えること

(構成員要件)。

④ 役員の過半数が、その法人の常時従

事者である構成員で占められているこ

と(業務執行役員)。

(2)先般の「食料・農業・農村基本問題調

査会」(平成9年4月～10年9月に開催、

平成10年9月に答申)や「農政改革大

綱」(平成10年12月決定)の策定過程に

おいては、農業生産法人制度の見直し

(農業生産法人の一形態として株式会社

を認めることなど)をめぐって、そのこ

とが投機的な農地の取得や地域社会のつ

ながりを乱すことにならないかなどとい

う問題が大きな論点となったが、「大・

綱」では、「こうした株式会社の参入に

つき指摘された様々な懸念を払拭するた

めの実効性のある措置を確保しながら、

農業生産法人の一形態として株式会社を

認めていく」こととされた。

(注2)農業生産法人の概況(全国)

農林水産省構造改善局農政課調べによると、全国の農業生産法人の概況は次のとおり。

(1)法人形態別法人数(平成10年1月)

(2)主要業種別法人数(平成10年1月)
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(3)農業生産法人の経営土地面積(平成7年1月)

2.調査の実施方法

(1)対象農業生産法人の選定

全国の農業生産法人(平成10年1月現在で

5,246法人、うち米麦作1,127法人(21.5

%)のなかから、（社）全国農業法人協会の協力

を得て、水稲作、麦・豆類作のいずれかを主

要業種とする農業生産法人(全国で526法

人)を選定してアンケート調査を実施した。

(2)調査の具体的実施

調査は、（社）全国農地保有合理化協会が平成

11年2月に、(1)により選定した対象農業生産

法人にアンケート調査票(別紙様式)を直接

配布(郵送)・回収する方法(回収について

は対象法人の所在する道府県農業公社の協力

を得る)で行った。

調査票の配布、回収・集計の結果は、次の

とおりである。
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Ⅰ(米麦作)農業生産法人の現状と今後の

規模拡大の方向

1.調査対象(米麦作)農業生産法人の特性

(1)法人設立の状況

①法人の設立後の経過年数(Ⅰ-1)

昭和37年に農業生産法人制度が創設されて

以来、米麦作を主業とする生産法人は、昭和

52年には全国で約900法人にまで増加したも

のが昭和60年には約550法人にまで減少した

が、近年は増加の傾向にあり、現在(平成10

年1月)は全国で1,127法人(生産法人全体

の21.5%)となっている。

調査対象法人の設立後の経過をみると、北

海道と都府県ではその経過年数は著しく異な

るが、全国平均では設立経過年数が10年未満

のものが7割以上を占めており(全体では

「10年以上」が28.5%であるのに対し、「5

～10年」が30.9%、「3～5年」が25.6%)、

設立後の平均経過年数は9.2年(北海道20.8

年、都府県7.0年)となっている。

②法人設立の発意者(Ⅰ-2)

法人設立についての発意者(経営の法人化

を強く進めた人)について聞くと(択一回

答)、全体の72.8%が「現在の代表者」(北

海道67.2%、都府県73.9%)と回答している

が、地域によっては一定割合が構成員以外の

者を挙げているところがみられる。「現在の

代表者」以外には、「農協の担当者」(6.6

%)、「構成員の後継者」(5.6%)、「市町

村の関係部局」(3.6%)、「農業委員会事務

局」(2.3%)、「普及所の担当者」(2.0%)

などを挙げている。

(2)法人の組織形態(1-3)

農業生産法人の形態は、農地法によって現

在、農事組合法人、合名会社、合資会社又は

有限会社に限られているが、全国の生産法人

はその大部分が有限会社(72.7%)か、農事

Ⅰー1回答総数、法人の設立経過年数
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組合法人(26.8%)であるが(前掲「農業生

産法人の概況(全国)」(2頁)参照)、調

査を実施した米麦作を主業とする法人につい

てみると、有限会社が77.7%(北海道90.2%、

都府県75.4%)、農事組合法人が22.1%(北

海道9.8%、都府県24.3%)、合資・合名会

社が併せて0.3%となっている。

(3)法人の構成世帯数と構成員メンバ―

①法人の構成世帯数(Ⅰ-4)

法人の構成している世帯数についてみると、

全国では1戸1法人が44.7%を占め、1法人

当たりの平均構成世帯数は4.6戸となってい

Ⅰ-2法人設立についての発意者(択一回答)

Ⅰ一3法人の形態
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るが、北海道の場合は7割以上(74.5%)が

1戸1法人で、1法人当たりの世帯数は平均

1.6戸であるのに対して、都府県は1戸1法

人が39.1%、2～5戸が40.5%で、1法人当

たり平均8.2戸となっている。

②法人の主な構成員メンバー(Ⅰ-5)

その法人の構成員メンバーの主な関係につ

いてみると(択一回答)、相当な部分が1戸

1法人であることから、半数近くが「後継者

を含む家族」(全国46.5%、北海道72.1%、

都府県41.8%)としているが、それ以外に

「知人・有志」が34.6%(北海道6.6%、都

府県39.7%)、「親戚」7.6%、「集落ぐる

み」6.1%などとなっている。

Ⅰ-4法人の構成世帯数

Ⅰ-5構成員メンバ―の主な関係(主なもの1つ)
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2.(米麦作)法人経営の現状

(1)法人の経営耕地と圃場整備の状況

①経営耕地面積の現状(1法人当たり

平均)(Ⅰ-6)

対象法人の経営耕地面積は、全国平均で

27.5ha(うち、法人所有地4.6ha、借入地

22.9ha)となっている。その地目内訳は、調

査対象を「米麦作(水稲、麦・豆類)」とし

ていることから、そのうち水田が23.5ha(う

ち、法人有2.7ha、借入地20.8ha)、畑が

4.Ohaとなっている。

ところが、表掲のとおり、北海道の場合と

都府県の場合とでは経営耕地の法人所有地・

借入地の構成と、水田・畑の構成は著しく異

なっている(北海道は法人所有地の割合が相

対的に高く、かっ畑(畑作)の割合が相当高

い(1法人の経営耕地は32.5haで、うち水田

19.6ha、畑12.9ha)のに対して、都府県の場

合は圧倒的に借入地の割合が高く、水田の割

合が高い(1法人の経営耕地は26.6haで、う

ち借入地が24.6ha、水田が24.2haを占めてい

る)。

②経営水田の圃場整備の状況(Ⅰ-

7)

経営水田の圃場整備の状況をみると、30a

以上の区画のものは全経営水田の34.2%(北

海道84.0%、都府県27.3%)であるのに対し

て、「未整備」の割合が8.1%(北海道6.2

%、都府県8.3%)となっており、整備田の

割合は余り高いとはいえない。(注)

(注)農林水産省構造改善局「土地利用基盤

整備基本調査」で把握する全国の田の整備

状況(平成9年3月末)によると、「30a

程度以上」の整備田の割合は全国では55.2

%であり、地域別には、北海道90.8%、東

北53.4%、関東54.8%、北陸56.1%、東海

1-6法人の経営耕地面積の現状(1法人当たり平均)
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56.7%、近畿49.5%、中国44.0%、四国

20.8%、九州(沖縄を含む)53.3%となっ

ている。

(2)経営耕地の団地数とその所在集落数

①経営耕地の団地数(分散の状況)

(Ⅰ-8)

法人の経営耕地(田・畑併せて)の団地数

(分散の状況)をみると、全国平均では8.9

団地(北海道4.9団地、都府県9.6団地)と

なっており、それは地域によってかなり差が

あり、四国(20.7団地)、東海(15.7団地)、

近畿(10.9団地)などで分散度が高くなって

いるが、それは各地域における1法人当たり

の経営耕地面積の大きさと必ずしも相関性が

Ⅰ-7 経営水田の圃場整備状況(全経営水田面積=100.0)

Ⅰ-8経営耕地(田・畑)の団地数(分散の状況)
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あるとは認められない。

② 経営耕地の所在集落(Ⅰ-9)

それらの、経営耕地の所在集落の数でみる

と、法人の経営耕地は全国平均では6.5集落、

北海道2.7集落、都府県7.1集落に散在して

おり、北海道ではその分散が小さいが、1農

業集落当たりの耕地面積が小さい近畿、中国、

四国ではより多くの集落に散在している。

(近畿12.9集落、中国13.9集落、四国10.6集

落)。(注)

(注)1農業集落当たりの経営耕地面積

(1990年センサス結果)は表Ⅰ-15を参照。

Ⅰ

-9経営耕地(田・畑)の所在集落数

Ⅰ

-10法人経営の収入(総売上金額)
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(3)法人の総収入(総売上額)と各部門別

の構成

① 総収入(総売上額)(Ⅰ-10)

調査対象生産法人の年間の総収入(平均9

年度の総売上金額)は、全国平均で7,856万

円、北海道4,157万円、都府県8,516万円

(5,000万円以上が、全国では全体の41.2%、

北海道は22.1%、都府県44.7%)となってい

る。

②売上額の各部門別の構成(Ⅰ-11)

売上額の各部門別の構成をみると、全国平

均では「水稲作」(50.5%)を中心に、それ

以外には「その他部門(加工等)」が18.4%、

「転作」が13.9%、「稲作以外の作業受託」

が12.4%などとなっており、地域によってか

なり差があるが、北海道は「水稲作」(50.3

%)のほかは「転作」(33.2%)が、都府県

では同じく「水稲作」(50.5%)のほかは

「その他部門(加工等)」(20.2%)、「稲

作の作業受託」(14.4%)や「転作」(10.5

%)などが主なものとなっている。

3.(米麦作)法人経営の今後の規模拡大の

方向

(1)経営耕地拡大の意向とその目標

①今後の耕地規模拡大等に関する意向

(Ⅰ-12)

対象(米麦作)の法人経営は、今後の経営

耕地規模について、全体の85.6%(北海道

66.7%、都府県88.6%)が「拡大」の意向を

持っており、一般農家の耕地規模の拡大に関

する意向とは明らかに異なり(注)、拡大の

Ⅰ

-11売上額の各部門別の構成
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Ⅰ

-12今後の耕地規模拡大等に関する意向

Ⅰ

-13経営耕地規模の現状と今後の目標
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意向が強い(「現状維持」は11.2%、「縮

小」は3.3%)。

また、その拡大の内容については、地域に

よって大差はあるが、借入地の拡大を考えて

いるものが73.3%(北海道33.3%、都府県

79.7%)と大半を占めており、所有地の拡大

を考えているものも34.6%(北海道52.9%、

都府県31.6%)となっている。

(注)平成6年の「農業構造動態調査(水稲

部門)」(農林水産省統計情報部)によれ

ば、一般農家(販売農家)は水稲部門の経

営規模について、全体の73%が「現状維

持」の意向であり、「拡大」の意向を有し

ている者は18%にすぎない。

なお、水稲作付規模が3～5ha層では

「現状維持」が68%、「拡大」が26%であ

るのに対して、10ha以上層では「拡大」が

66%、「現状維持」が32%となっている。

②経営耕地規模拡大の目標(Ⅰ-13)

今後(7～10年程度後)の耕地規模の目標

について聞くと、全国平均では47.6haで、現

状(27.5ha)から7割以上の拡大を考えてお

り、そのうち、法人所有地が8.2ha、借入地

が39.4haとしている。また、北海道の場合は

59.4ha(うち法人所有地33.3ha、借入地26.1

ha)で、都府県の45.7ha(法人所有地4.2ha、

借入地41.5ha)に較べて一段と規模が大きく、

所有地の構造が大きくなっている。

(2)耕種部門(作付面積)の今後の目標

(Ⅰ-14)

耕種部門(作付面積)の今後(7～10年程

度後)の目標を聞くと(都府県)、水稲32.5

Ⅰ

-14耕種部門(作付面積)の現状
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ha(現状17.9ha)、転作11.5ha(現状7.9ha)

などとしており、拡大した水田ほとんどにお

いて水稲を中心とした作付の拡大を考えてい

る。

4.「拠点となる集落」における法人の農地

利用集積の見通し

(1)法人の拠点となる集落における農地利

用のカバー状況(Ⅰ-15)

法人の経営耕地の所在(全国平均)は8.9

団地、6.5集落に分散している状況を確認し

てきたが(前掲Ⅰ-2-(2)、9頁参照)、法

人の「拠点となる集落」(法人の保有農地等

の所在する集落のなかで最も中心となる集

落)(注)おける法人の農地利用のカバー状

況(農作業の受託面積を含む。)をみると、

(ア)全国平均では、1拠点集落の農地面積

64.3haのうち、法人の利用面積は17.1ha

(集落農地の26.6%)、うち経営耕地が

13.2ha(同20.5%)、作業受託が3.9ha

(同6.1%)、

(イ)北海道では、1拠点集落の農地面積

Ⅰ

-15「拠点となる集落」における法人
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139.9haのうち、法人の農地利用面積は

21.6ha(集落農地の15.4%)、うち経営耕

地が21.1ha(同15.1%)、作業受託が0.5

ha、

(ウ)都府県では、1拠点集落の農地面積51.1

haのうち、法人の農地利用面積は16.3ha

(集落農地の31.9%)、うち経営耕地が

11.8ha(同23.1%)、作業受託が4.5ha

(8.8%)、

となっている。

(注)「拠点となる集落」については、アン

ケート調査上は、最も拠点となる1集落に

ついての回答を想定していたが、回答の内

容は複数集落で答えていると考えられるも

Ⅰ-16今後の「拠点となる集落」における法人の農地利用面積のシェアー(択一回答)

Ⅰ

-17今後の法人の経営承認の見通し(択一回答)
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のが少なくなかった。

(2)拠点となる集落における法人の農地利

用面積シェアの見通し(Ⅰ-16)

今後(7～10年程度後)の、その拠点とな

る集落における法人の農地利用面積のシェア

ーの見通しについて聞くと、まだ3割未満と

するものが45.6%(「20%未満」が27.7%、

「20～30%」が17.9%)になっている一方で、

「70%以上」としているものは全国では16.4

%(北海道26.1%、都府県14.7%)となって

いる。

5.将来の法人の経営承継の見通し(Ⅰー17)

将来における法人の経営承継の見通しにっ

いて聞くと(択一回答)、「構成員の後継者

に承継」とするものが52.7%(北海道61.0%、

都府県51.2%)である一方で、「従業員を育

てて承継」が24.8%(北海道10.2%、都府県

27.4%)、「他地域や外部の者でも承継」が

11.1%、「集落の中で引き承ける者に承継」

が3.1%などとなっている。

Ⅱ経営耕地の拡大・集団化をめぐる問題と

今後の対応

1.法人経営の経営耕地拡大上の問題(Ⅱ-

1)

これら米麦作法人経営が経営耕地の拡大を

図る上で問題となっている点について聞くと

(複数回答)、約半数が農産物価格の低迷や

生産調整の強化等「将来が見通せない」(全

国48.8%、北海道74.1%、都府県44.2%)こ

ととしており、特に、北海道の場合は7割以

上がその回答をしている。

それ以外には、北海道では農業の見通しに

対する懸念等とも関連して、「機械・施設へ

Ⅱ一1法人経営の経営耕地拡大上の問題(主なもの3つ以内)
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の投資が困難」(48.3%)とするものが約半

数を占めているが、都府県では、「圃場が分

散して手間がかかる」(41.7%)、「管理作

業の負担が過重」(41.1%)など農地の利用

・管理に伴う問題を挙げているのが4割以上

あり、次いで、「農地の出し手が少ない」

(29、0%)、「借地の拡大に伴う転作負担の

増加」(28.3%)、「小作料負担の過重」

(18.1%)などを挙げている。

2.今後の経営耕地規模拡大の方法

(1)今後の経営耕地規模拡大の方法(択一

回答)(Ⅱ-2)

北海道では、「購入を中心に拡大」(50.0

%)を中心に、「借地を中心に」(40.4%)、

「作業受託を中心に」(9.6%)となっている

が、このような調査を重ねる毎に所有権以外

の方法で拡大するものの割合が高くなってき

ている。

都府県の場合は、大半が「借地を中心に」

(73.2%)や「作業受託を中心に」(21.5

%)と所有権取得以外の方法を挙げているが、

それは各地域によってその内容は異なってい

る。

(2)「農作業受託を中心に拡大」とする場

合の理由(Ⅱ一3)

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、「豊凶に拘

わらず収入が確実」(45.2%)とするものが

最も高く、次いで「管理作業の負担がない」

(34.2%)、「小作料が高く作業受託が有

利」(26.0%)、「転作の割当てがない」

(24.7%)など、その選択には米価等の動き

や転作負担、耕地規模の拡大に伴う管理作業

の負担の問題などが関連していることが認め

られる。

Ⅱ-2 今後の経営耕地規模拡大の方法(択一回答)
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3.全農家参加型の営農組合についての考え

(Ⅱ一4)

集落営農の展開は、その度合、個別農家の

参加やその態様等は各地域で差があり、それ

に対する個別の経営はもちろん行政側からの

評価も多様である。

次に、全農家参加型の営農組合などの取り

組みについて対象法人の耕地規模の拡大との

関わりについて聞くと(択一回答)、「集落

営農があるところではそれが優先し、思うよ

うに規模拡大が出来ない」とするものが31.2

%(北海道22.9%、都府県32.3%)ある一方

Ⅱ-3「農作業受託を中心に拡大」の場合の理由(主なもの2つ以内)

Ⅱ-4全農家参加型の営農組合についての考え(択一回答)
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で、「担い手経営への成長の一形態」(全国

34.9%、北海道42.9%、都府県33.8%)と

か、「組合の転作地を引き受けて借地を拡大

している」(全国12.1%)、「オペレーター

となって作業規模を拡大している」(全国

7.4%)などと、相当割合の法人がその取り

組みについて前向きに評価している。

4.支払い小作料についての評価と対応

(1)借地の小作料についての評価(Ⅱ-

5)

対象法人の借入地における小作料水準につ

いての評価を聞くと(択一回答)、農産物価

格の低下等により「割高になっている」とす

るものが39.5%(北海道46.2%、都府県38.6

%)が最も多く、高いが、「貸し手の事情」

(23.7%)や「借入地を集めるため」(5.0

%)などから「やむを得ない」とするものが

併せて30%弱となっており、「圃場によって

差を付けている」(24.9%)や「(自分の)

経営状況から」(7.0%)みて「適正である」

とするものは併せて約30%となっている。

(2)割高な小作料契約への対応(Ⅱ-6)

このような割高な小作料契約への対応につ

いて聞くと(択一回答)、「農業委員会から

の引き下げ指導」(全国46.6%、北海道70.6

%、都府県43.11%)に期待しているものが最

も多く、その他に、米価などの変動に応じて

「途中で契約変更する予定」(19.5%)、

「貸し手と引き下げ交渉予定」(15.8%)な

どと併せて約82%が何らかの引き下げの対応

を考えており、「賦課金があるから」(10.5

%)や「貸し手の生活状態から」(3.0%)な

どの理由から「仕方がない」と考えている法

人は併せて18%程度であった。

Ⅱ一5借地の小作料についての評価(択一回答)
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5.耕地規模の拡大に伴う圃場分散と対応

(1)経営耕地1団地規模の現状と目標(Ⅱ

一7)

対象法人の1法人当たりの経営耕地規模は

27.5ha(うち水田23.5ha)(北海道は32.5ha

(うち水田19.6ha)、都府県は26.6ha(うち

Ⅱ一6割高な小作料契約への対応についての考え(択一回答)

Ⅱ-

7水田・畑の1団地規模の現状

117



水田24.2ha))で、その田・畑の団地数が

8.9団地(北海道は4.9団地、都府県は9.6

団地)となっていることを確認した(前掲Ⅰ

一2-(1)(2)、7～9頁)。

Ⅱ一7は、その水田・畑の1団地規模の現

状と法人が望ましいと考えている面積(目標

規模)を示したものである。

北海道と都府県では大差があるが、北海道

の場合は、水田は1団地の規模が501aであ

るのに対して目標規模は759a、畑は1団地

218aに対して目標規模は389aとしており、

都府県の場合は、水田は1団地の規模が292

aに対して目標規模は570a、畑は1団地

126aに対して目標規模は245aとしている。

(2)水田の利用集積を図る上で考慮する点

(Ⅱ一8)

このような情況の下で、水田の利用集積を

図る上で特に考慮していることについて聞く

と(複数回答)、「現経営地に隣接する水

田」を集積することを優先的に考えているも

のが68.1%(北海道85.7%、都府県65.2%)

と最も多く、「30a程度の圃場整備田」をと

するものが41.9%(北海道42.9%、都府県

41.7%)、「一定のまとまりがあれば他市町

でも」とするものが37.3%(北海道12.2%、

都府県41.4%)となっている。

6.借入水田の水管理・畦草刈りなどの問題

への対応

(1)借入水田の水管理・畦草刈りへの対応

(現状)(Ⅱ-9)

借入水田の水管理・畦草刈りなどの管理作

業の対応状況については(複数回答)、基本

的に自経営で対応しているといえるが(全国

97.1%、北海道94.7%、都府県97.4%)、主

に都府県において、一部に「地主に委託して

Ⅱ

-8 水田の利用集積を図る上で考慮している点(主なもの2つ以内)
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いる」(12.3%)、「第三者に委託してい

る」(6.8%)、「集落の共同作業で対応して

いる」(5.2%)ものが見受けられる。

(2)規模拡大に伴う水管理・畦草刈り負担

の解決方策(Ⅱ-10)

ところが、耕地規模の拡大に伴う水管理・

畦草刈りなどの負担についての解決策にっい

て聞くと(択一回答)、「自経営で行う」

56.5%(北海道70.2%、都府県54.5%)が過

半を占めているものの、将来は、「労力的に

余裕のある人」31.8%(北海道14.9%、都府

県34.3%)、「農協などの引き受け」7.5%、

Ⅱ

-9 借入水田の水管理や畦草刈りへの対応(該当するもの全て)

Ⅱ一10 規模拡大に伴う水管理、畦草刈り負担の解決策について

(択一回答)
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「集落の共同作業で」4.2%などと、都府県

を中心に外部に依存したいとする傾向が認め

られる。

(3)転作実施の対応について(Ⅱ-11)

自らの経営水田の転作実施の対応について

みると(該当の全て回答)、各地域によって

個々の対応の事情に差があるが、「集団転作

地の中で実施」(全国39.2%、北海道32.7%、

都府県40.3%)、「収益性のある作物の導

入」(全国36.1%、北海道55.8%、都府県

32.8%)、「低収量田や分散の水田を充当」

(全国33.6%、北海道34.6%、都府県33.4

%)などの点を配慮しながら実施しているこ

とがうかがえる。

Ⅲ 

米価の低下傾向等に対する対応

1.法人の売上額の拡大方策についての考え

(Ⅲ-1)

来年4月から米輸入が関税化され、中長期

的には米価の低下も想定されるが、そのよう

な情況下で、米麦作法人の経営全体の売上額

の拡大を図るための方策にっいて聞くと(択

一回答)、当面は、「稲の作付の拡大」(全

国21.8%、北海道25.0%、都府県21.3%)そ

のものよりも、「有機栽培等高価格品種の拡

大」(全国32.2%、北海道32.7%、都府県

32.1%)、などの工夫を図るとするものや、

「販売・流通部門の改善」(全国26.4%、北

海道23.1%、都府県27.0%)、「農産加工部

門の拡大」が13.1%(全国13.1%、北海道

11.5%、都府県13.3%)など流通・加工部門

Ⅱ-11 転作の実施方法について(該当するもの全て)

120



の改善などで経営の売上額の拡大を図ろうと

考えているものが過半を占めている。

2.今後の米生産コストの節減費目について

(Ⅱ一2)

今後、米価低下の動きに対応して、米の生

産コスト節減の対象としては(複数回答)、

「機械・施設の償却費」を最も多く挙げてお

り(全国61.5%、北海道69.8%、都府県60.1

%)、次いで、「肥料・農薬費など」が37.9

%(北海道43.4%、都府県37.0%)、「労働

費」29.5%(北海道13.2%、都府県32.3%)、

Ⅲ-1売上げ額の拡大方策についての考え(択一回答)

Ⅲ

一2 今後の米の生産コストの節減費目(主なもの2つ以内)
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「支払い小作料」25.5%(北海道7.5%、都

府県28.5%)、「土地改良償還金」10.0%

(北海道30.2%、都府県6.6%)となってい

る。

Ⅳ 「

拠点となる集落」の農地・水管理に対

する考え

1.「拠点となる集落」における農地管理上

の基本的課題（Ⅳ-1)

対象法人が考える「拠点となる集落」(法

人の保有農地等の所在する集落のなかで最も

中心となる集落)における現在の農地の管理

上の基本的課題について聞くと(複数回答)、

「集落内農地の中心的担い手への一層の集

積」が42.6%(北海道48.1%、都府県41.7

%)、「中心的担い手による分散解消・効率

利用」40.2%(北海道26.9%、都府県42.4

%)が最も多く、次いで、「高齢者・兼業農

家参加の地域営農システムの発展」が26.0%、

「圃場の大区画・連担化」が20.5%、「集団

的な転作の実施」が19.7%、「耕作放棄地等

の解消」が16.4%となっている。

2.今後の農地の管理・利用のあり方(Ⅳ-

2)

このように、農地の中心的担い手への利用

の集積及びその効率化を集落における農地管

理上の基本的課題としているが、そこでの今

後の農地の管理・利用のあり方について聞く

と(複数回答)、「兼業農家等と協力した農

地管理」(全国49.6%、北海道32.7%、都府

県52.4%)を最も望ましいと考えており、

次いで、「特定農業法人の受託化」が32.8%

(北海道28.8%、都府県33.4%)「中心的な

担い手だけの農地管理」が23.7%(北海道

Ⅳ

-1「拠点となる集落」における農地管理上の基本的課題(主なもの2つ以内)

122



28.8%、都府県22.8%)となっている。それ

以外に、「担い手が受けられない農地の公社

の管理化」が18.5%、「担い手とその他との

利用地区分」が12.9%、「条件の悪い農地は

放棄」とするものが11.0%となっている。

3.「拠点となる集落」の用排水路の管理に

ついての考え(Ⅳ-3)

「拠点集落」の用排水路の管理については

(択一回答)、「農地所有者全戸が行うべ

き」が27.1%(北海道5.6%、都府県30.7

%)、「耕作者全戸が行うべき」が24.2%

Ⅳ

-2 今後の望ましい農地管理・利用のあリ方(主なもの2つ以内)

Ⅳ

-3 拠点となる集落の用排水路の管理についての考え(択一回答)
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(北海道37.0%、都府県22.0%)となってお

り、「中心的担い手が行うべき」とするもの

は7.2%と僅かである。一方で、「パイプ給

水等の推進」(25.5%)や「土地改良区が末

端施設まで管理すべき」(16.0%)等が全地

域的に相当割合を占めている。

4.地域の営農・農地管理面での法人の貢献

内容(Ⅳ-4)

対象の法人経営が考えている拠点とする集

落の営農や農地の管理面での貢献している点

について聞くと(複数回答)、「借地を通じ

た地域農業の担い手」(全国47.2%、北海道

19.6%、都府県52.0%)や「作業受託を通じ

ての地域農業の担い手」(全国44.1%、北海

道23.2%、都府県47.7%)とするものが最も

多く、それ以外に、「管理作業委託による高

齢者の雇用」(15.7%)や「Uターン者雇

用」(11.3%)など「雇用の拡大」に貢献し

ているとするものが併せて27.0%、「特産物

提供を通じてのイメージアップ」を12.9%、

「地域内外との交流の場の提供」を11.5%が

挙げている。

5.「特定農業法人」化についての考え(Ⅳ

-5)

対象法人について、「拠点集落」などの集

落全体の農地管理を「特定農業法人」(注)

として引き受けることについての考えを聞く

と(択一回答)、全体の20.8%(北海道23.5

%、都府県20.4%)が「法人の経営上も有

効」と答えているのに対して、法人の経営上

も地域の農地管理上も「望ましいと思うが、

集落ではまだ抵抗がある」が37.5%(北海道

33.3%、都府県38.2%)、「役割の割にはメ

リットが少ない」が19.2%(北海道23.5%、

Ⅳ

-4 法人が地域の営農・農地管理の面で貢献していると思う点(主なもの2つ以内)
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都府県18.4%)、「管理作業の負担が重い」

が18.9%(北海道17.6%、都府県19.1%)な

どと、全体の約75%がまだ積極的になれない

旨の回答をしている。

(注)「特定農業法人」とは、農業経営基盤

強化促進法(第23条第4項)に基づいて、

担い手不足が見込まれる集落など地域の農

地権利者の合意の下で、その農用地利用規

程(市町村が認定)によって地域内の過半

の農用地の利用の集積を引受けている(集

落等の構成員からその所有農地について利

用権の設定や農作業の委託の申出があった

Ⅳ

-5「特定農業法人」化についての考え(択一回答)

Ⅳ

-6 拠点となる集落の圃場整備について(大区画化など)(択一回答)
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場合は受けなければならない)農業生産法

人である。それに対しては、農用地利用集

積準備のための積立金(損金参入)などの

支援制度がある。

6.「拠点となる集落」における圃場整備に

ついて(Ⅳ-6)

今後の「拠点となる集落」における圃場整

備(大区画化など)について聞くと(択一回

答)、全体の46.1%(北海道30.9%、都府県

48.7%)が「圃場整備は済んでいる」として

いるが、「貸し手が工事費を負担して進める

べき」19.4%とか、「事業費負担が重い」

(11.6%)や「農業の見通しが暗い」(14.3

%)などの理由から、併せて25.9%がメリッ

トがないと回答しており、「借り手が工事費

を負担して進めるべき」は8.6%にすぎない。

Ⅴ 

農地流動化対策の各推進機関に対する期

待(Ⅴ)

現在、各市町村において、市町村、農業委

員会、農協、農地保有合理化法人などの各機

関により、農地の流動化・担い手の育成のた

めの各施策が取り組まれているが、Ⅴ表は、

法人経営が各施策の分野の問題についてそれ

ぞれ最もどの機関に対して支援を期待してい

るかを聞いたものである(択一回答)。

(1)「農地利用のあっせん」については、農

業委員会にとすもるのが66.3%(北海道

88.7%、都府県62.2%)と最も多く、次い

で、農協14.7%、市町村合理化法人(公

社)14.1%、都道府県合理化法人(公社)

13.5%、市町村部局11.8%となっている。

(2)「経営指導・経営管理」の問題について

は、全体では52.4%(北海道31.3%、都府

県56.2%)が農業改良普及センター、次い

で、農協が17.5%、民間会社が15.9%とし

ているが、北海道の場合は54.2%が農協と

している。

(3)「生産・加工技術の向上」については、

農業改良普及センター(全国42.3%、北海

道45.1%、都府県41.8%)及び国・県等の

試験研究機関(全国38.7%、北海道37.3%、

都府県38.9%)を最も多く挙げており、次

いで、農協(16.0%)、民間会社(13.5

%)を挙げている。

(4)「販売力の強化」については、農協(全

国50.3%、北海道69.4%、都府県46.8%)

及び民間会社(全国42.7%、北海道20.4%、

都府県46.8%)を最も多く挙げているが、

そのウエイトは地域によってかなり異なっ

ている。

(5)「加工部門の拡充」については、民間会

社とするものが35.6%(北海道41.0%、都

府県34.5%)と最も多く、次いで、農協が

20.5%、農業改良普及センターが16.3%、

国・県等の試験研究機関が15.9%となって

いる。

(6)「資金の相談・調達」にっいては、農協
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が48.3%(北海道63.5%、都府県45.6%)

と最も多く、次いで、市町村部局が23.1%

(北海道17.3%、都府県24.2%)、農業改

良普及センタ-が14.7%、民間会社が11.7

%、都道府県合理化法人(県公社)が10.8

%となっている。

(7)「基盤整備事業の実施」については、大

部分が土地改良区(全国65.2%、北海道

83.7%、都府県61.4%)及び市町村部局

(全国31.7%、北海道12.2%、都府県35.7

%)を挙げている。

Ⅴ 

農地流動化対策の各推進機関に対する期待
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