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はじめに

「事業効果フォローアップ検討調査(農地

流動化促進効果調査)」は平成10年から15年度

の6年間にわたって実施された。年度毎に調

査実施地区に関する報告と簡単なまとめ(た

だし12年度を除く)が報告書として作られて

いる。また12年度にはそれまでの3年間の調

査結果の中間的とりまとめが別に行われてい

る。今年度で6年間の調査が終了するにあた

り、ここでは調査目的に係るいくつかの項目

について、特徴的な地域を限定的に取上げ、

その状況を簡単に列挙することによって全体

のまとめとした。

調査したどこの地区においても、ほ場整備

事業実施に際して地域の実情を踏まえた様々

な工夫と努力が見られ、言うまでもなくそれ

らの取り組みから学ぶべき点は多い。それゆ

え調査地区の詳しい実態は、各年度の報告書

を参照していただくことをぜひお願いしたい。

1.ほ場整備事業実施についての合意形

成の特徴

まず初めに事業の合意形成の過程において

特徴的な取り組みが見られた地区を取り上げ

る。ここではハード事業における合意形成と

ソフト事業における合意形成とを分けてある

が、地域によっては両者は一体のものとして

行われそれを分けて述べることが難しい地区

も多い。その点をあらかじめお断りしておき

たい。

(1)ハ-ド事業実施の合意形成

①農業の担い手、若い人等が中心にな

って事業を推進

・青森県出来島地区:同地区においては、事

業に対して何よりも主体的な地元農家の対

応があったということが大きな特徴として

挙げられる。出来島地区への事業導入の契

機は、「県が日本一農家負担を軽減したほ

場整備を創設」と地元新聞が報道した内容

に促されるように、地元農家が手を挙げた

ことであった。その時真っ先に手を挙げ、

町や県の出先機関に採択を訴えた人物がほ

場整備組合の組合長に就任している。現在

は他に特段の役職をもっておらず、農業委

員、農協理事、町議会議員、区長、等の役

職者の一部がほ場整備組合や生産組合の役
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員になっているものの、あくまでも中心的

な人物群とは異なっている。また、転作作

業の受託組織である生産組合の組合長は、

オペレーターの中でも一番若い35歳の人物

であり、言わば、ほ場整備事業に関係する

役員や営農組合の中心人物も地区内の既存

の人事等にとらわれない人材配置になって

いる。つまり、ほ場整備の必要性を痛感し、

中心的に行動するにふさわしい人物が役員

も務めるという構造になっている。さらに、

ほ場整備事業に関わる利用集積状況や、生

産組合の日常的な業務管理も地元農家が行

っている。ほ場整備組合と生産組合の日常

業務は、ほ場整備組合の1理事で生産組合

の「マネージャー」役を務める人物が管理

しており、総会資料等もほとんど自力で作

成している。

かつて、ほ場整備について行政からの働

きかけがありつつも事業が見送られてきた

という過去はあったものの、少なくとも今

回の事業に関しては、全体として地元主導

で進められていると言うことができる。

・山口県宇生賀地区:阿武町の国営事業を利

用した積極的な農地整備事業の推進を受け、

宇生賀地区では平成2年に自主的に「あす

の宇生賀を考える会」を設立し、地域農業

の方向、特に農地の有効利用や水田転作の

取り組みを検討した。翌年にはほ場整備事

業の導入を視野に「宇生賀地区農地再編パ

イロット事業研究会」に組織を再編した。

この組織は集落選出の委員を中心に地区の

半数近い農家によって構成されており、①

水利部会、②営農部会、③賦課償還金部会

の3部会を設置、ほ場整備事業の具体化を

進め、集落営農体制の必要性が確認されて

いる。そして国営農地整備事業の導入が合

意された平成7年に「宇生賀農地再編整備

事業組合」へと再編され、地元推進組織と

して活動を開始している。このように宇生

賀地区では6年間という時間をかけ、地域

農業の将来像を描くことでほ場整備事業の

意義を全員で確認し、合意形成している。

・島根県頓原上地区:この地区における担い

手育成基盤整備事業は、農業後継者世代の

親睦組織の力によって実現した。

頓原上地区でのほ場整備事業の実施は

1995年の着工で町内でも遅かった。これは、

ひとつには、県の要請で県営ほ場整備事業

として取り組むことになったからであるが、

今ひとつの事情として、年配の戸主層が「大

区画になると後の管理が大変だ」、「担い手

農家がいない」などの理由で、消極的であ

ったことがあげられる。

そうしたなかで、中心的な推進力となっ

たのが、地区内の青年組織「あすなろ会」

であった。会は、農業後継者を中心に20～

40代の青年40名からなり、会員相互の親睦

を図るとともに、県民の森『大万木山』登

山道や県道の花壇の維持管理など地域環境

整備を中心に地域づくりに取り組んできた。
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会員に、機械共同利用組合組合長を経て現

在担い手組織である特定農業法人＝有限会

社ファーム木精社長を務めるA氏や事業取

り組み開始当時頓原町土地改良区職員でそ

の後ファームの取締役となったB氏らがい

た。ほ場整備への取り組みが始まると、彼

らのリーダーシップの下に「会」で独自に

営農体制の検討を始めた。あすなろ会を母

胎として、1996年8月、地区改良区営農専

門部会が発足し、ここでの議論の中で、ほ

場整備区域内4集落を一つの集落と見なし

一営農組織による共同作業を目指す構想が

打ち出されていく。

このように、後継者世代が中心となって

営農体制づくりが進めたれたために、オペ

レーターの確保は比較的スムーズに進んだ。

・宮崎県富吉地区:事業実施の準備段階で設

立された準備委員会がそのまま施行委員会

に移行し、その後にできた換地委員会と連

携をとりながら事業実施を進めてきた。施

行委員会は19名から構成されているが、実

際の担い手農家が8名含まれており、将来

の地域の営農プランを反映できる組織体制

となっている。実際の換地作業の説得役を

果たす換地委員会のメンバーは15名で、4

つの工区から区長経験者を中心に年配者が

選出されている。将来の農業構想を持って

事業推進にあたる施行委員会と集団化のた

めの困難な説得作業に当る換地委員会の機

能分担関係が、そのメンバー人選をみても

理解できる。

過去の事業導入に失敗した経験を乗り越

えて、今回事業実施に至った最大の要因は、

担い手育成基盤整備事業がハウス移転費を

計上でき、ハウス農家の負担を軽減できる

というメリットを持っていたからである。

概して多くの兼業農家は事業に消極的であ

っても、施設園芸農家を主体とするリーダ

ー層が強いインセンティブをもつことで、

事業推進が可能であった。もちろん、転作

強化、米価下落というコメをめぐる環境が

大きく変化する中で、基盤整備をして流動

化したいという要因が働いていたことは言

うまでもない。

②工事開始前に換地計画等の同意を取

るなど事前の取組みを重視

・群馬県板倉川北部地区:板倉川北部地区で

は、1979年に、県主導で邑楽土地改良組合

が主体となって板倉町中央部621haを対象

とする県営ほ場整備事業計画案が提起され

たが、事業費負担金問題、過去の土地改良

事業時における不信感などがあり、この時

は地権者の同意が得られなかった。そこで、

以下のような工夫がなされ、合意を形成す

ることができた。

第1は、推進母体を町に移し、工区を分

割縮小して同意率の高い地区から着手する、

ほ区の大きさや施工方法を見直し事業費負

担の軽減を図るなど、事業内容を見直し、

町の行ったアンケート調査で80%以上の合
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意が得られた区域で、事業に取り組むこと

にした点である。第2は、過去の耕地整理

事業における換地に対する不信感から、事

業参加に躊躇する農家が少なくないなかで、

不安を解消するために事前に換地計画をつ

めたことである。この案をもとに、促進委

員会の役員が力を合わせて、地権者と交渉

して同意を取り付けてまわった。第3は、

一部ではあるが、地区外に所有地を持ちな

がら事業実施を希望する農家と、地区内に

農地があるが整備を希望しない地権者との

間で、土地改良区が世話して事前の交換分

合を行ったことである。第4は、非農用地

創設換地を取り入れることによって、事業

費を減歩方式で調達するとともに、さらに

農地売却希望農家の要求を受け止められる

ようにしたことである。

・宮城県城内地区:宮城県下における再ほ場

整備事業の最初の事例であるが、その大きな

特徴を整理すれば、①ほ場整備地区内外の交

換、②売買、③貸借、④作業受委託、の多様

な農地移動の形態を組み合わせることによ

って、農地所有者や耕作農家の意向に適切に

対応しているということである。特に、再ほ

場整備地区としての合意形成を進める上で

重要な役割を果たしたのが、①のほ場整備地

区内外の交換、であると言える。

交換の様相を整理すると、従前地498筆

76.6haの中で、101筆12.1ha、交換件数とし

て55件が対象となった。設定地区内の、よ

り条件の悪い農地について地区外農地との

交換を求める意向が強かったようである。

交換の件数で言えば55件であるが、農地所

有者数で言えば地区内の農地の出し手が39

人、受け手が32人という数値になっており、

この時点で農地所有者数について7人相当

分が集約されたことになる。この際の受け

手は、生産組織メンバーないし、生産組織

メンバーへの貸付者、さらには生産組織へ

の作業委託が継続的となっている者が中心

となっている。この交換に当たっては、土

地改良区を中心として、きめ細かな対応を

行っている。特に、原則として等積交換を

実現するため、地区外地の分筆を数多く実

施しており、この点は特に骨の折れた作業

であったとのことである。農家意向に対応

する土地改良区の行動は特筆に値すると言

ってよいであろう。

③非農業的土地利用開発との結合

農家の公共施設の整備要求と結びつけてほ

場整備を実施した地区もある。このことは同

時に農家の事業費負担を減らすことにも当然

結びついている。農家の事業費負担をなるべ

く少なくする工夫は、どこの地区においても

スムーズに事業を実施に至らしめる大きなポ

イントであることはいうまでもないが、ここ

で取上げる地区はどちらかといえば、単に事

業費負担を減らすためというばかりでなく住

民の公共施設整備のニーズに応えることをほ

場整備の実施に結びつけることによって事業
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実施の合意を取り付けた点に力点がある。

・長野県田島地区:本地区で比較的容易に地

権者からほ場整備実施の合意を取り付ける

のに成功したのは、生活環境整備も併せて

行うということを前面に出したことが大き

いように思われる。地権者の共通の利益を

どのようにして実現するかという点をほ場

整備に折り込んでいくことが、農業生産か

ら離脱する農家が多くなる現状では重要な

ポイントになると思われる。

・新潟県神林第2地区:神林村では共同減歩

方式によって公共用地を生み出し、その公

共用地の売却費を事業費の農家負担金に充

当することで、関係農家に事業実施の合意

を促し、ほ場整備事業を速やかに進めるこ

とが出来た(このような整備の推進の仕方

は神林方式と呼ばれている)。事例地区の神

林第2地区の事業(昭和63年から平成14年)

でもこの方法が採用された。共同減歩によ

って生まれた公共用地は、高速道路、運動

公園、学校用地等である。減歩率は公共用

地相当が5.6%、自然減歩が1.4%、合計

7.0%である。公共用地の売却益はほ場整備

の地元負担分(約25%)に充当し、結果的

に農家負担は無しですんだ。この方式は役

場(村長)が積極的に推進し、昭和61年か

ら全村的に取り組むことになった。7%の

減歩率は小さくないが、事業費の農家負担

の大幅軽減(当初の役場の計画公表の段階

では負担金ゼロの見込み)との引き換えで

という条件の下で比較的スムーズに理解が

えられたという。農家としては多少所有す

る農地が減少しても工事費の負担がない方

がよいという選択をしたことになる。なお、

高速道路(日沿道)の計画が村におりてき

たのは昭和61年より後であったが、高速道

路の線引きが先に決まってからでなかった

のが幸いしたと思われる。さらに、この方

式は農業の開発と非農業の開発を同時に行

う方式でもある。

・兵庫県室見台地区:一つは道路開通との絡

みである。土日には観光客の車が渋滞する

ため、昭和61年秋頃国道426号のバイパスの

概略ルートが提示され地元で検討されたが

用地提供後分割により狭小で不整形の田が

残る等でこの時は同意が得られず実施され

なかった。昭和63年に室見台を通る国道の

バイパスの話が持ち上がりほ場整備をこの

バイパス設置と絡めて行うことが合意され

たのである。もう一つは病院建設等との絡

みである。県道改修工事により出石町老人

福祉センターを6年度には移転する必要が

あったし、公立出石病院の新築が計画され

ていた。これらの建設用地をほ場整備によ

って生み出すことが期待されたのである。

事業の実施に向けてのイニシャティブは町

が発揮し地元の意向の取りまとめ等を行っ

た。地元説明会等は14集落を三つの地区に

分けて行われた。また土地改良区の幹事会

が推進組織となった。町では農村整備係、
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農政係、農産物振興係の3係が事業を担当

した。

(2)ソフト事業実施の合意形成

①取り組み主体の努力

・熊本県日記堂地区:この地区の参加農家の

自主的な取組みを重視し、リーダーが粘り

強く合意形成に向けた努力を積み重ねた事

例である。当初、ほ場整備事業の導入につ

いては「21世紀型事業」の導入によって事

業費の農家負担が3%程度であることを前

提に合意形成されていたが、国の制度改正

(「担い手育成型」への移行)によって農家

負担が10%となり、大区画ほ場の形成と利

用権集積が負担軽減の新たな条件とされた。

このため合意形成は仕切直しとなった。新

たな合意形成過程のポイントは役場・行政

は決して前面に出ず、あくまで地区の話し

合いによる自主的な合意形成を推進したこ

とにある。地域が主体的に事業導入を決定

することで、トラブルの発生を避けて事業

をスムースに進めるとともに、地域農業再

編・担い手育成に地域が責任をもつことが

できる、という考え方であった。こうして

地域のリーダーたちは事業に反対する兼業

農家に積極的に足を運び、各農家の将来に

ついて相談に乗りながら、同意を得る努力

を積み重ねた。また担い手については話し

合いの中で、集落単位の生産組織化という

基本方針を決定している。

・新潟県三島南部地区:この地区では農家の

本音を出し合える仕組み、農家の自主的な

事業実施とするための工夫をしている。

ほ場整備地区に、事業実施後の経営につ

いての意向調査、担い手の掘り起こし、土

地利用調整などを行う機関として「三島南

部地区担い手育成土地利用推進会議」が組

織された。その下部組織として、各集落に

組織された農家組合長を責任者とする集落

推進協議会が、農地利用や農作業受委託の

調整などを行う実働部隊として組織された。

換地計画もこの集落推進協議会が担い手の

自作地を中心に連坦化を考慮して作ること

になっていた。しかし実際の一時利用地の

指定は連坦化率が非常に低いものであった。

連坦化を進めるために県単農地集積促進ほ

場整備支援事業に取り組むことにしたが、

その際いくつかの措置を講じている。一つ

は集落で開く説明会を担い手農家・自作農

家を対象としたものと出し手農家を対象と

したものに分けて開催している。立場の違

う農家が本音を出し合える場を作り、その

中から合意を作り出そうとしたのである。

第二は集落が責任を持って取り組むという

姿勢を作ろうとする努力である。地区のほ

場整備協議会から町長宛てにこの事業を取

り組みたいという要望書を出させている。

町からいわれて事業を実施するのではなく

自ら主体的に行うのだという姿勢の確認の

ためである。また集落での推進体制を強化

するために役員(正副組合長)はこの事業
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が終わるまで交代しないことを、町がこの

事業を実施する条件とした。集落推進協議

会の代表の任期が一年のために集積事業の

継続性、集落農業の方向付けに困難がある

ということが問題とされていたからである。

集落の推進委員は「県単農地集積委員」と

して任期を事業完了までとした。

その後作られた集落営農協議会には、担

い手農家・自作農家・生産組織の営農部会、

農地貸付農家・作業委託農家・高齢生きが

い農家の委託部会、営農部会と委託部会の

代表者を構成委員とする調整部会が設けら

れた。借り手と貸し手には利害の違いがあ

り一緒だと率直な意見が出ず、本音で話す

には別々の部会がよいということで上記の

組織体制となったものである。

・栃木県中岡本地区:この地区は途中から条

件の有利な担い手型へ切り替えたために、

短期間で活性化計画を作らなければならな

かった。それゆえ担い手への集積などの事

業内容を組合員によく理解してもらい協力

を得る為の取り組みが必要であった。これ

らの取り組みを土地改良区が中心となり、

県の担当部署の協力を得ながら行ったとこ

ろにこの地区の特徴がある。そのため総会

資料を配付する際にはその時々に必要な内

容を盛り込んだ独自の分かりやすい資料を

作り配布している。同時にそれを読んでく

れるように言葉を添えて配布するなどきめ

細かい取り組みをしている。担い手(オペ

レーター)の周知徹底もこの方法で行い、

担い手に集積するように誘導していった。

②合意形成がスム-ズに進むために土

地利用を工夫

・茨城県五平地区:この地区はほ場整備を契

機に3名の担い手への農地集積と土地利用

型経営を目指す1名の新規就農者の誕生を

実現している。こうした農業構造の再編が

可能となった要因として、農家を1軒1軒

訪ね歩き、「所有と利用とは全く別」であり

集積したとしても権利には何ら影響がない

こと、担い手への農地集積が実現しないと

負担金が高くなる、「このままでは誰も借

りてくれなくなる」等を説いて回った町役

場の担当者の強力なリーダーシップがある。

同時に、以下のような土地利用上の工夫を

している。①一時利用地の段階から合意を

取り付けて担い手へ農地を集積(利用権設

定)したことによって農家に土地に対する

執着心を持たせないことに成功している。

一度耕作するとその土地に愛着が湧いてし

まい、どうしても手放せなくなる事態を事

前に防止したといえよう。②交換耕作や移

動耕作を駆使し、自作を希望する農家をま

とめて団地化することで担い手への面的集

積を実現したことであり、これが本地区に

おける農地集積成功の最大の要因である。

・兵庫県室見台地区:この地区では担い手へ

の集積を進めるために、担い手農家以外で

は飯米農家だけにしか事業実施地区内での
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耕作を認めないことにした。このことによ

って担い手農家への集積を促進したのであ

る。これが可能であったのは、室見台地区

の地権者は地元集落でも水田を持っている

という構造であったからだと考えられる。

③集団転作地の受託による集積

・長野県田島地区:この地区は、ほ場整備事

業を契機に集落単位から地区単位へ営農組

合を再編し、同時に転作ブロックローテー

ションを実現することによって、地区内の

6割の農地集積に成功している。つまり転

作ブロックローテーションによる担い手へ

の農地集積効果が大きかったのである。転

作率が30%を超える現状では、転作ブロッ

クローテーションを確立し、その作業を担

い手に集積するだけでかなりの面積の農地

集積が可能になるという現状では、転作作

業受託だけでは経営体として自立できるだ

けの農業所得の確保は困難という問題は残

されているが、転作を農用地の利用集積に

結びつけていくための努力は、経営体育成

にとっても担い手育成基盤整備事業の要件

クリアにとっても大いにプラスには働いて

いる。

2.ほ場整備事業による経営耕地等の集

積と集団化及びその進め方の方法・特徴

ほ場整備を契機にした担い手への経営耕地

の集積・集団化の方法としては、所有権(換

地)によるもの、利用権によるもの、交換耕

作によるもの、作業受託によるものなどがあ

る。内容に立ち入ると担い手への経営耕地の

集積は、一部は売買によるものも見られるが、

その中心は利用権、あるいは作業受託による

ものである。また担い手の集積地の団地化は、

換地(所有権)、利用権、交換耕作、作業受託

などにおいて様々な工夫が見られる。

(1)所有権(換地)を中心とした集積・集

団化

①担い手を中心とした換地

・新潟県神林第2地区:この地区では農地の

集団化にあたって、それぞれの耕作者の所

有地をまとめるだけでなく、担い手経営の

所有地の近傍にその経営の借地を集めて換

地する方法で、担い手経営の農地が所有地

と借地を含めた経営耕地全体で団地化され

るように工夫されている。第2地区のすべ

てのほ場でこのような換地の方法がとられ

ているわけでないが、可能な場所ではこの

方法が採用されている。この方法が実現し

た前提条件として、次の2点を上げること

が出来る。第1点は、担い手農家の確保育

成対策である。神林村では各集落で一定の

基準で担い手農家を推薦し、村のレベル(神

林村集落農業推進協議会)で認定している。

この認定は経営基盤強化法の認定農業者制

度とは別個の神林村独自の制度である。担

い手農家は農業生産の中核として位置づけ

られ、ほ場整備にあたっても特段の配慮が

働いている。第2点は、換地工区が全町的
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な範囲(5つの地区、約1,700ha)で設定さ

れている点である。このため、集落間の入

作・出作等で分散した農地も含めて調整の

対象にすることができ、本格的な農地(耕

作地)の集団化を可能にしたといえる。

・新潟県三和北部地区:換地設計基準によれ

ば換地の順序は、非農用地→特殊地(高圧

線の鉄柱のある土地は元の所有者に換地)

→集落別換地→面的集積促進団地→営農グ

ループ換地→個人別換地、の順に行うこと

になっている。1戸当たりの団地数は田畑

それぞれ1か所を目標とした。換地は集落

単位で行ったが、沖柳集落、越柳集落は比

較的原則に忠実に行い1ヶ所ないし2ヶ所

に団地化できた。担い手を中心にしての団

地化である。賃貸借地は耕作者につける方

針で耕作者中心に団地化を行った。しかし

神田集落は担い手が多く団地化は難しく原

地換地だったのでその結果数ヶ所に分かれ

ている。

・滋賀県伊香具地区赤尾集落:この地区の換

地は従前地照応で行われた。従前は隣の北

布施集落からの入作地が数カ所あった。それ

を、同時に整備が行われた隣接集落の条件の

良い所へ優先的に換地し、ほぼ入作地を解消

した。入作が転作などの集落単位での取り組

みに際し種々困難をきたしてきたことから

入作の解消には努力を払ったようである。こ

れにより集落の和が強まった。また、換地に

際して新たな貸し付け意向も把握し、貸し付

け意向者の農地は担い手農家に接続して換

地するように努め、畦畔無しで工事設計をし

た。また耕作希望者は、大区画でも畦畔をつ

けて工事設計をしている。

②ゾーニングによる換地

・鳥取県印賀地区:この地区のように担い手

の経営耕地の集団化を進めるためにゾーニ

ングの手法を導入しているところも見られ

る。ここでは①創設換地と不換地との組み

合わせにより担い手経営への農地集積を促

進するとともに、②換地の空間的配置の工

夫により、農地の集団化を実現している。

この地区ではほ場整備事業と並行して県

道バイパス整備事業を実施したが、その際、

全農地売却希望農家の所有地分を不換地と

し、これらの土地を源にして、創設換地に

よりバイパス用地を捻出するとともに、農

道用地等向けの減歩に充当する構想であっ

た。しかし当初の予想以上に売却希望は多

く、その大半が担い手組織である農事組合

法人ファームイングへの参加農家によって

買い取られている。担い手経営への集積が

それだけ容易になった。

また、換地の方法としては、原地換地方

式を排して、ファームイング参加農家の所

有農地を連坦団地としてまとめることにな

った。すなわち、工区を東西に貫通する県

道バイパスの南側を1ha以上の大区画ほ区

とし北側をやや小さい50a～1.Oha区画中

心のほ場した。その上でファームイング参
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加農家の農地を工区西側の大区画が集中す

る地区と東方部分の2カ所に集中換地し、

個人耕作希望者の土地を残りの地区に配置

するというものであった。これによって担

い手であるフアームイングの集積地の集団

化は容易になった。

・熊本県酒水永地区:永地区では、ソフト事

業の要件をクリアすべく、二つの集落でそ

れぞれ営農組合を結成して農業生産の面的

集積と土地利用調整が図られた。営農組合

結成にあたっては、関係農家の意向を把握

しながら慎重に進められた。あわせて、経

営類型、地縁、血縁などを考慮した土地の

集団化も模索された。その過程で、一人一

団地化の方向で換地作業が進められた。同

時に、営農組合に加わる意志のない農家の

希望を調整し、集落近くに自給的作付地を

割り振った。こうした換地委員会による独

自の換地作業の成果により一人一団地化が

実現し、それにより営農組合による連担化

した大区画ほ場の作業が可能になった。

③公社の介入による売買

・宮城県城内地区:同地区は、宮城県下にお

ける再ほ場整備事業の最初の事例であるが、

その大きな特徴を整理すれば、①ほ場整備

地区内外の交換、②売買、③貸借、④作業

受委託、の多様な農地移動の形態を組み合

わせることによって、農地所有者や耕作農

家の意向に適切に対応しているということ

である。

このうち、所有権(換地)を中心とした

集積・集団化に貢献しているのが、①のほ

場整備地区内外の交換、と②の売買である。

売買にあたっては、宮城県公社が積極的に

介入をおこなっており、地区内の25筆2.7ha

を買収し、公社が事業参加者となった。こ

の部分は現在も公社所有地となっており、

5年間の暫定貸付となっている割合が多い。

この他、事業開始前に県公社が間に入って

売買されたものが7筆1.2haあり、一般売買

も2筆9aあった。この点に関しては、土

地改良区と宮城県公社のタイアップという

点も注目に値する。隣接する迫町に、県公

社の出張所がおかれ、恒常的に管内のほ場

整備事業への取り組みをおこなってきてい

たという背景がある。

・山口県赤地区:同地区では、ほ場整備事業

実施に伴う営農意向調査を何度かにわたっ

て実施してきたが、その中で特徴的であっ

たのは、調査の都度、不換地希望者が増加

していくことであった。それだけ、地域の

中で離農志向農家が多かったということを

示している。そこで、山口県公社が農地保

有合理化事業(経営転換タイプ)で買い入

れ、担い手に売り渡す手法が積極的に用い

られることになった。不換地の買い入れ(公

社売り渡し)農家の概要を見ると、比較的

若い年齢のものが多い。一方、不換地の売

り渡し(県公社買い入れ)をした農家は、

既に不在地主で、売却時点では住居も残っ
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ていなかった農家や在村の場合には高齢者

で後継者なし、もしくは他出している形態

のものが多い。

さらに、集落別に売り渡し農家、買い入

れ農家を整理すると、特定の集落に売り渡

し農家が偏在する一方、買い入れ農家はそ

の隣接集落に偏り、2つの集落はほ場整備

事業と公社介入の農地売買を通じて、水田

の所有権をめぐる地位があたかも逆転した

ような形をもたらしたという興味深い実態

となった。

④その他

・宮崎県富吉地区:この地区の換地の特徴は、

ハウス団地を最優良地に配置した点にある。

この地区は近隣のほ場整備地区を視察し、

換地を終了してハード事業に入るという方

針をとり、起工式時点では換地は全て終了

していた。換地の方針は①個人が所有して

いる最も広い水田がある箇所にまとめる②

ハウス団地を最も優良地にまとめる③工区

内での移動を原則とした。

このような基本方針で換地を行ったが、

当然、意向調査に基づいた貸借、受委託希

望も考慮され、零細な地権者で自作の意思

がなければ大区画の中央に配置し、当面は

自作したいという意思の地権者は、端に配

置するという換地も行っている。しかし換

地にあって最も重要な点は、ハウス団地を

優良地に配置したことである。通常は大区

画ほ場の作業効率を考慮して集約的農区は

事業地区の端に位置するケースがあるが、

当地区では2団地にまたがって工区の中央

に位置することとなる。この配置決定に当

っては、すでに事業以前から任意組織(2

組織)での共同生産活動の実績のあった「ハ

ウス園芸組合」の中で議論され、日照等の

条件を考慮してハウス団地移転案を換地委

員会に提示している。これにより、まずハ

ウス団地の位置が決まり、その後大区画水

田等の換地が行われている。

当然、ハウス施設を持たない農家からは

ハウス農家に有利な配分に異議を唱える者

もおり、結局ハウス事業費については、ハ

ウス農家が負担することとなっている。

その後の換地作業は受託組合の組合員と

換地委員会のメンバーで実質的に行われて

いる。つまり、担い手(ハウス園芸組合員

が殆ど)＝受託組合員は、ハウスを優先し

て配分して団地化するというメリットを享

受する一方で、換地作業と農地集積の労を

とるという役割を果たしている。

・鹿児島県笠木原地区:ここの換地は、町耕

地課職員と地区担当換地士による第三者換

地という方法で行われた点が特徴である。

この笠木原地区での換地手法は、県下初の

取り組みと評価されている。母地主義を原

則としつつ、貸借や農作業受委託の現状を

考慮し、かつ集落別に集積することが念頭

におかれた。そして同年12月に換地計画原

案が決定され、公表された。公表の結果は、
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当日に承認した者が80%、保留が20%であ

った。原案に対する要望内容として、「更に

集団化を希望」が17件、「耕作者の隣に集団

化希望」が11件、「従前地に換地希望」が5

件、「その地」が6件であった。また異議申

し立ても数件あった。要望に基づき、換地

原案の組み替え作業が行われているが、こ

れは「大変な作業」(圃場整備委員長談)だ

ったようである。

(2)利用権を中心とした集積・集団化

利用権設定による経営耕地の集積であって

も、個別経営儂家あるいは法人)による集

積もあるし、また特定農業法人のような法人

組織が主として構成員の農地について利用権

設定している場合がある。また農地保有合理

化法人が間に入り、土地所有者から利用権設

定された農地を、担い手の経営耕地を団地化

するように再設定する取組みも見られる。

①個別経営による利用権設定

・山形県鮎貝地区:ここでは1つの法人組織

と2つの個別経営が集積対象の担い手とな

っている。当初の想定以上に農地の貸し付

け希望者が多くなり、平成15年4月段階の

農地利用集積率は64.2%にまで達している。

特に、1つの法人組織のみでほ場整備地区

内の過半を耕作しているという状況にある

点が注目される。

・愛知県知立南部地区:本地区について特記

すべきは、担い手農家への農地集積の手法

がほ場整備事業の実施前後で大きく変化し

た点である。即ちほ場整備前は「一旦、部

分作業受託を経過した後に利用権が設定さ

れる」というのが通例のパターンであった

が、ほ場整備後は「地主は最初から賃貸借

に出してしまう」傾向が強まり、利用権設

定が加速した。ほ場整備事業の実施が農地

流動化の促進にプラスの効果を与えたとい

えよう。

・滋賀県伊香具地区赤尾集落:赤尾集落では

ほ場整備を通じて農地流動化が大きく促進

され、1戸の担い手農家に大半が貸借によ

り面的に集積された。貸借契約は農地組合

を通じて行われ、借地率は68.2%と高くそ

れは集落の借地面積の89.8%を占めている。

しかも面的集積が図られている。農地流動

化の背景には兼業化の著しい進行がある。

通年施工+転作により数年米作りから疎遠

化することが農地流動化に拍車をかけてい

る。また、大区画化により従来の機械装備

が陳腐化することが大型機械を有する担い

手農家への貸付を促進している。その意味

で、大区画ほ場整備事業が農地流動化に与

える影響・効果は大きいと言える。また従

来の集落の農業組織(農業組合)が生産部

門(米作農家組合)と農地利用調整部門(農

地組合)とに分化して、農地の利用調整を

専門に行う組織が設立されたことも農地流

動化の促進につながっている。

・兵庫県船坂地区:担い手への集積は3作業

受託は少なく利用権による集積が圧倒的に
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多いことが特徴である。しかしその際に特

別の取り組みを行なっているわけではない。

にもかかわらずほ場整備を契機に多くの農

家が連鎖反応的に離農している。土地改良

区が実施した工区別のアンケート調査では

所有権を減らしても良いというのも多く見

られたし、作業委託や貸付けを考えている

農家も多く見られた。このことの反映であ

る。通年施行のために1年間耕作しなかっ

たことも離農や縮小農家を多く生んだ要因

であった。

②特定農業法人による構成員農地の利

用権設定

・島根県頓原上地区:この地区は主に利用権

設定を通じて、特定農業法人＝有限会社フ

ァーム木精への農地集積が進んだ。換地で

は、分散農地の集約と区画整形を行ったが、

位置的には従前地が基本であったし、面積

的に農地の所有集積を進めた農家はいない。

2002年度におけるファーム木精の経営耕

地面積約43haのうち、32名の社員からの借

入地は、事業地区内32.9ha(受益面積の

62%)、地区外7.6haで合計41ha程度である。

これらの社員からの借入れについては、

1999年12月のファーム木精の設立直後に10

年間の利用権を設定している。このうち

39.2ha分は先導的利用権集積事業の対象と

なり、うち30.7haが連坦加算を適用されて

いる。

社員所有の利用権設定農地での水稲栽培

については、機械作業は会社が行うものの、

水管理と畦畔管理については所有者に委託

し、土地所有者に生産物の精算時に地代の

ほか、受託管理費(通称「米代」)を支払っ

ている。形式上は利用権設定の形態をとり

つつ、管理作業を所有者が受託することに

より、農地所有者は機械作業をファーム木

精に全面委託しつつ稲作経営を行っている

のとほぼ同等の収益を得る仕組みである。

③農地保有合理化法人を介在させた利

用権設定

・兵庫県室見台地区:6年間のほ場整備期間

中の耕作は出石郡農協の農業経営受託規程

に基づいて、年度毎に受託者と受託面積、

ほ場が決められ、稲作期間のみの経営受委

託事業で行われた。その背景としては、全

工区を1換地工区としているために、工事

完成年度毎に一時利用指定を行うことにな

り原案について十分な議論ができない、非

農地整備との調整が困難で照応する土地が

なく一時利用指定した場合個人間で相当な

格差が生じる等々いくつかの理由があった。

事業が終了した11年度からは土地所有者

は全ての農地を農協(農地保有合理化法人)

に利用権設定し、それを農協が担い手であ

る耕作者に限定して利用権設定(6年間)

する方法をとった。設定期間6年は、1年

や3年は耕作者にとって短すぎる、10年は

委託者にとって長過ぎ死ぬまで自分の土地

を一回も耕せないという声によって決まっ
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た。

(3)交換耕作を中心とした集積・集団化

・富山県石王丸地区:ここはほ場整備後、農

業経営の主体は30ha以上の大規模家族経営

と10haクラスの兼業農家集団としての協業

型生産組織の2つの主体に集約され、零細

な規模の農業経営はなくなった。農地の流

動化が一気に進んだだけでなく、交換耕作

による耕作者間の高度な土地利用調整が実

現している。それぞれの経営主体は誰の農

地を預かっているかにかかわらず、所有地

の場所に関係なく農地を利用している(ち

なみに換地の方針は従前地照応主義であ

る)。その土地利用形態の特徴は2つある。

第1に、耕作する農地はなるべく所有者に

かかわらず概ね東西へ2分割されるように

大きな団地になるように配置されている

(所有地と利用地の位置の分離としての耕

作地の集団化)。第2に、一つの区画に複数

の所有者がいても、所有の境界に関係なく

区画を造成している(農地の最小の所有単

位と利用単位の分離による区画設定)。こう

した農地に関する2重の所有と利用の分離

(農地所有単位からの利用単位の独立)を

支える土地利用調整は、耕作者からみた高

いレベルでの連担団地化とともに大区画化

の実現を可能にした。この地区では大規模

家族経営と協業生産組織は農家から個別に

農地を預かっているのではなく、農地はい

ったん集落が預り、集落を介して農地を配

分するという考え方がとられている。この

方式は正式な制度にのっとっていないとし

ても集落が事実上農地の中間保有と耕作者

への転貸を行っているといえる。

・福井県片上地区:この地区では2ha以上の

団地を約80%作るという集積目標は大変だ

った。そのため取り組みの過程で、次のよ

うな合意や工夫を作り出した。①集積は集

落に責任を持って取り組んでもらう、②飯

米を自分で作りたい人は決められた場所に

交換耕作で移ってもらう、③担い手に生産

組合に入ってもらう、④集積は集落毎に決

められた担い手組織が行うことを前提に、

経営地を団地化するために集落間の出入作

を見直す、それに伴って耕作地の移動が起

こるので地主に納得してもらう、等である。

つまり、まず自作農家の経営耕地を、交換

耕作という方法で集落毎にゾーンを決めて

まとめたこと、また集落間の出入作を担い

手組織間での交換耕作によって整理したこ

とによって担い手の経営耕地の団地化を実

現したのである。

(4)作業受委託を中心とした集積・集団化

作業受託による集積・集団化は、利用権設

定まで分解が進んでいない地区で見られる。

と同時に転作の比重が高くなっているために

転作の受託として取り組まれるという性格も

ある。また実態は個別農家間で貸借として流

動化が進んでいるが、連坦団地の形成という

条件をクリアし易いように、担い手農家で担
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い手組織を作り、その組織が作業受託で集積

する形態をとる地区もある。こうすることに

よって実質的な担い手農家の経営地に手を触

れずに連坦条件をクリアすることができるか

らである。調査報告書を見ると3作業以上受

託によって集積を行っている地区にはこのよ

うな性格を持つものも見られる。

①利用権設定まで分解が進んでいない

ための作業受託

・茨城県大和桜川地区:この地域は併せてソ

フト事業である県単事業の農地流動化関連

基盤整備緊急対策事業を実施している。ソ

フト事業の終りの年である平成8年の実績

では、全てが3作業以上の受託で集積を行

っている。県単のソフト事業に連坦条件は

ないので、作業受託地が集団地となるよう

な利用調整は行っていない。

しかし現在では3作業受託は無く賃貸借

による流動化が本格化している。3作業受

託はソフト事業の要件をクリアするためと

いう点でも流動化の内容という点でも、こ

の地区においては経過的なものであったよ

うである。

・三重県機殿地区:機殿地区ではほ場整備に

より大区画ほ場が整備され、用排水条件が

完備されることで、大幅な省力化、コスト

低減化が実現できた。行政、JAとの連携

によりソフト事業への集団的対応が進み、

担い手農家への貸借、受委託等を通じた農

地の利用集積が営農組合活動によって実績

をあげてきた。具体的には、転作麦の計画

的作付に加え、稲作3作業を基幹オペレー

ターに集中することで事業要件である担い

手への生産集積率50%超をクリアしてきて

いる。これは地域農業の担い手の高齢化に

ともなう委託、貸付の増加に対応するもの

でもある。専業オペレーター育成のため受

託、利用権を優先的に配分するとともに、

同時に地域に設置された育苗センターへの

就業の機会を提供するなどの支援措置も講

じてきている。ほ場整備を通じて農地流動

化が促進され、担い手への面的利用集積と

転作目標達成とが同時に実現されている。

これにより個別の担い手農家が新たに育成

された。自己完結型地域での大区画ほ場整

備と農地利用集積による個別経営体育成の

典型例と言えよう。

・岡山県槙谷地区:同地区における実施事業

は、「担い手育成基盤整備事業」であるが、

事業は実質的に2回にわたって計画変更が

行われ、1回目は、事業を一般型から担い

手育成型に移行し、2回目の計画変更は、

農用地利用集積促進土地改良整備計画を変

えるなど、ハード、ソフト、両面の変更を

伴うものであった。

ソフト面でのほ場整備後の営農に関わっ

て最も大きな変化は、利用集積対象となる

担い手の変化である。担い手育成型への移

行時点での農用地利用集積促進土地改良整

備計画においては、2戸の担い手農家を想
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定していた。しかし、この計画は現実的な

ものではなく、計画変更とともに、2つの

営農組織による作業受委託による集積計画

が実施されることになった。そこで、営農

意向調査が実施され、営農集団育成に向け

ての動きが本格化することになる。

意向調査の結果、営農集団ができた場合

の5年後の作業委託希望を集計したところ、

その割合は地区内の水稲作付面積に対して、

それぞれ、55%、56%、58%、であった。こ

うして地区内の水稲作業の過半が集積され

るという見込みをもって計画が進められた。

②転作受託を中心とする作業受託

・青森県出来島地区:興味深いのは、面工事

終了後に当初の活性化計画の達成が困難に

なり、計画が大きく変えられたことである。

当初の活性化計画からの変更を含めると、

事実上、2回の変更が行われている。

最初の変更の段階では、まだ、売買と貸

借による集積を進め、貸借の場合には連坦

化加算も展望し、担い手農家の農地に貸し

手農家の農地を隣接配分するという方針が

貫かれていた。

ところが、2000年度からの「水田農業確

立対策」による助成金体系が明らかにされ

ると整備されたほ場で自作をしたいという

希望とともに、何よりも自らで転作対応を

したいという希望が出されることになった。

高額の助成金を受け取るには、団地化など

の要件を満たさなければならないが、全国

平均に比べて経営規模の大きい当地におい

ては、比較的それが容易だという背景もあ

つた。ほ場整備組合の役員の間では、地区

内外で40%という集積増加率目標達成の危

機が認識されることになった。

一方で、制度拡充により、転作作業を実

施している生産組織も担い手として位置づ

けられることになった。これは、まさに、

麦・大豆作の「本作化」を謳う「水田農業

確立対策」に対応したものであったが、出

来島地区も、この制度変更に乗る形で大き

く方針を転換し、転作作業受託組合を設立

して転作作業受託を一手に引き受けること

によって、事業要件達成を展望することに

なったのである。

・群馬県板倉川北部地区:ここでは21世紀事

業への取り組みに当たって、当初、利用権

の設定と作業受委託を通じて、11戸の担い

手農家に受益面積の49.2%を集積する計画

であった。しかし、この計画は実質的に失

敗し、最終的には、麦作転作作業を8戸の

担い手農家が集積する形で集積を実現する

ことになった。

利用権による集積が進まなかったのは、

地権者の多くが施設野菜や施設園芸によっ

てあがる所得を基盤として自己完結型で稲

作機械を持っていたこと、離農・経営縮小

志向の農家の多くが、非農用地創出によっ

て地区内の農地を手放していたことなどが

原因であった。
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そうしたなかで、2000年から麦転作に対

する奨励金が6万3,000円になったことか

ら、担い手農家11戸のうち8戸で麦作組合

を形成し、麦転作の作業受託に取り組むこ

とになり、2003年度には2ha以上の団地だ

けで41.4ha(58.7%)の麦作作業を受託す

るようになつた。麦転作にあたっては、板

倉川北部土地改良区が委託希望を募り、

「板倉川北部担い手農業生産組合」で受託

農家と協議して、受託者ごとに作付地の団

地化を図っている。

・佐賀県鍋島地区:ほ場整備後、鍋島地区全

体を対象とした鍋島地区担い手育成事業生

産組合が設立されているが、実際には地区

内の3つの集落ごとに、経理部、稲作部、

麦作部、大豆部の部会を持った機械利用組

合が設置され、それぞれで農作業の受委託

が行われるというシステムをとっている。

さらに、その集落の実情に応じて受委託の

システムや内容が微妙に異なっている点に

特徴を見出せる。

例えば、江里地区では麦、大豆の生産か

ら販売、収支計算まで完全協業経営化が行

われている。稲作作業については作業受託

である。作業ごとのオペレーター割り当て

もオペレーターの都合を調整しながら機械

利用組合で実施し、機械利用組合ではほぼ

月1回の割合で会議を持ち、作業時期には

週1回の割合で作業出役と賃金計算を行う。

麦・大豆については収穫まですべて行って

賃金をも含めたコストを差し引いて機械利

用組合としての収益を算出する。もちろん、

余剰が出たら所有者へ還元する。

他の2集落、森田、西新庄地区は稲作に

ついては田植え、収穫作業の受託を行い、

麦については収穫作業を受託している。い

ずれも部分作業受託方式であるが、大豆に

ついては完全協業作業体系をとっている。

③連坦条件をクリアし易くするための

作業受託

・栃木県中岡本地区:担い手組織である中岡

本生産組合の集積実績は平成13年度で地区

内集積率30.9%である。集積面積の増加率

は、地区内は2.1倍、地区内外合計では1.77

倍である。実績は活性化計画に合わせて作

業受託として全てが集計されているが、実

際は借地もあるし作業受託もある。

3.担い手の形態と特徴

(1)個別経営を中心とする地区

・群馬県板倉川北部地区:この地区における

担い手は、「米+麦+施設野菜(キュウリ)」

又は「米+麦+豚」の経営を営む8戸の規

模拡大農家が中心である。

板倉町は、日本一のキュウリ産地で事業

地区の農家は、担い手も農地の出し手の多

くも施設園芸で比較的安定的な農業所得を

得ており、比較的若い農業専従者のいる農

家が多い。また、どの農家も経営の中心と

なる耕地が事業地区外にあるという事情も
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加わって、自前の稲作機械を揃えているこ

とが多く、事業地区の農地だけを担い手に

委託しても機械投資の削減につながりにく

い。こうした状況のもとで、当初計画では

11戸の担い手農家に利用権設定と作業受委

託を通じて集積を進め、水稲の規模拡大を

進める構想であったが、この計画はうまく

いかなかった。そうした中で2000年から麦

転作奨励金が大幅に引き上げられたことに

より、先の11戸の担い手のなかの8戸が麦

転作を作業受託によって引き受けることに

なった。受託する土地の空間的配置などは、

「板倉川北部担い手農業生産組合」で調整

を図っているが、作業の遂行はすべて個別

農家が自前の機械を用いて別々にやってい

る。

・茨城県沖洲地区:本地区は、ほ場整備を契

機に1人の担い手に地区内農地の大半を集

積(利用権設定、農作業受託)し、30ha経

営を一気に創出した。その要因の1点目は、

土地利用型の担い手は1人しかいないとい

う担い手枯渇地帯であったことである。既

に担い手が絞り込まれている状況で農地集

積を要件とするほ場整備事業が実施された

のであるから、その1人に農地が集まるの

は半ば自然のことであった。なお、こうし

た客観的な状況とともに、担い手自身の事

業実施に向けた主体的な行動＝自ら積極的

にほ場整備の必要性を訴え、それを受けた

区長が地区の農家をまとめていくという連

携関係がうまく機能した点も見逃すことは

できない。

2点目は、県単事業、特に担い手育成大

区画ほ場整備推進事業によって貸し手の事

業費負担をゼロとする措置がとられたこと

である。創設換地の売却代金と合わせて多

額の資金(1億6,000万円以上)が注ぎ込ま

れたことが、自然に放置していてもやがて

は進んでいたであろう担い手への農地集積

を短時日のうちに、しかも団地化・集約化

されたかたちで実現させることになったの

である。

・愛知県鹿乗地区:安城市鹿乗地区では、ほ

場再整備によりほ場区画が大区画へと拡大

し、機械作業が効率化し、またパイプライ

ン化により用水管理が改善され耕作条件が

整えられた。ハード事業と並行して取り組

まれたソフト事業(農地利用調整)により

集落単位で担い手農家への農地の面的集積

の話し合い・合意形成が進められ、担い手

農家への3作業受委託、利用権設定を通じ

た農地の面的利用集積が進んだ。ほ場整備

により担い手農家6戸の地区内農地面積は、

利用権設定と基幹3作業受託により9.39ha

から23.46haへと増加し、地区内農地面積に

占める担い手農家6戸のシェアーは41.4%

に高まった。

・兵庫県船坂地区:上郡町の特徴の一つは、

集落営農がなく、農協が機械銀行のオペレ

ーターとした農家が中核的な農家として育
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ってきていることである。農地が平坦であ

る上に地価が相生・赤穂よりも低いことも

個別展開を中心に進んできた背景である。

担い手の認定は集落毎に相談しているが、

基準は①農会長の推薦、②後継者がいるか

どうか、③地域のバランス等によっている。

担い手農家は10戸だが最後の方になると認

定の判断となるような差がなく誰を担い手

とするか難しかったという。

・兵庫県室見台地区:担い手は公募である。

最初13人が手を挙げ、1人が辞退し12人が

希望した。この12人を対象に認定基準、例

えば認定農業者、年齢、農地面積、労働力、

能力等々によって担い手を絞ったのである。

結局、年齢オーバーによるもの1人、兼業

が主とされたもの3人、年齢もオーバーし

かつ兼業が主であったもの1人の5人が担

い手から外され7人に絞られたのである。

耕作はこの7人の担い手に集積するとされ

たが、例外として地元集落に水田のない農

家については保有米生産のためとして平均

20aの耕作を認めている。この保有米農家

が26人いる。ただし実際は担い手7人、保

有米農家26人以外に2人が耕作している。

1人は整備前にこの地区で最も大きく耕作

し、担い手を希望したが年齢条件で担い手

と認定されなかった人である。この人につ

いては自作水田58aでの水稲作および転作

についてのみ受託1.7haが認められた。もう

1人はほ場整備事業に賛成しなかった人で、

自作田約1haを耕作している。これら担い

手の経営面積は本人の希望と経営受委託事

業の時の実績(技術)などに基づいて町が

決めたが、割り当てが少ない農家からは不

満も聞かれた。経営耕地の場所は担い手農

家のグループ責任者が原案を作り個々の担

い手と話し合って決めた。

(2)生産組織(＝共同経営)を中心とする

地区

①任意組織の共同経営

・宮城県城内地区:4つの組織が集積対象の

担い手として指定されている。このうち、

地区内での集積面積が最も大きいのが「城

内生産組合」である。同組合は、1984年(昭

和59年)の設立で、3戸の完全協業組織で、

労働力も3戸の夫婦労働力の計6人である。

経営収支も全てプール制であるが、法人組

織とはなっておらず、形式的には個別経営

体3戸の集合体である。水田経営面積は750

aでうち520aが借り入れ地、水稲作業受託

として全作業受託が610a、耕起350a、代

かき350a、田植350a、刈取り350aなどと

なっており、転作麦の全作業受託が1,070

a、大豆の全作業受託が2,000a、刈取りが

1,690aとなっている。大きな特徴は水稲、

転作以外の部門も完全に協業化しているこ

とで、施設を利用したメロン栽培、露地野

菜の生産も行っている。

・三重県上之輪地区:本地区の最大の特徴は、

ほ場整備事業を契機に「1地区1農場制」
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を実現するべく新たな担い手として営農組

合を結成した点である。組合は、ほ場整備

事業前の農地賃貸借関係を全て解消しても

らったうえで、組合員の農地を一括して耕

作(20ha)するとともに農産物販売金額な

どの収益から資材費やオペレーター賃金な

どの諸費用を差し引いた残額を地代配当と

して配分するという経営を行っている。本

地区の場合、農場の経営規模が小さく自立

が困難な点(＝後継者の確保も難しい)が

問題だが、こうした組合を市内に幾つも組

織し、JAを軸に1つの経営体にしていく

という方向で解決を図ろうとしている。

②法人組織

・山形県鮎貝地区:集積対象の担い手1法人

2個人のうち、法人組織が組合員6名の「農

事組合法人サンファームしらたか」である。

経営概況は、水田経営面積約53ha(調査対

象のほ場整備地区内では約37ha)、水稲作業

受託(育苗3,400枚、田植4.9ha、代かき3.7ha、

刈取10ha)、水田転作(ホールクロップサイ

レージ栽培→酪農家へ販売)、施設メロン

(育苗施設利用)、啓翁桜6ha、苗床椎茸

17,000玉、などとなっている。元々は個別

の経営の省力化を目的として、共同育苗を

1996年に任意組織の「鮎貝稲作組合」とし

て行っており、当時はほ場整備とは直接関

係なかったが、個々の家族経営の労力に限

界が見えてきたことや、普及センターや農

協から法人化の働きかけもあって、法人を

設立するとともに、折しも事業導入された

ほ場整備事業の集積対象として位置づけら

れることとなつた。地域の離農農家からの

貸し付け増加、法人自身の低コスト化のた

めの団地化推進、構成員の個別経営時の水

田経営面積に差があったため、できるだけ

早く、平均で1番水田経営面積の大きかっ

た構成員の面積に到達するようにという意

思があったことが法人への農地集積を図る

背景となった。

・鳥取県印賀地区:1996年2月、担い手組織

として農事組合法人フアームイングが設立

され、共同経営を行っている。構成員は、

地権者の3分の2にあたる21人である。そ

の意味では後の(4)の特定農業法人と同じ

ような集落ぐるみ的な法人である。

法人設立に当たっては、任意組織による

集落営農方式も検討したが、結局、法人設

立の道を選んだ。すなわち、集落ぐるみの

集落営農は、経営責任が曖昧になりもたれ

あいを生むから脆弱であり、これを避ける

ために法人経営にしたのである。しかし、

個人で農業経営をしっかりやろうという人

が出てくれば、農地を返したほうがよいと

の考えも持っている。

法人の経営耕地20haのうち18ha(86%)

は、構成員が事業地区内に持つ農地の賃借

である(受益面積の57%)。この他に、水稲

の作業受託がある。構成員の中には、自家

飯米確保などの関係で自作地を残している
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者もあるが、大半は換地面積すべてをファ

ームイングに貸し出している。「水稲+白

ネギ+ハウストマト」の複合経営である。

当初の構想では、地元女性に雇用の場を提

供する予定で、白ネギやトマトなど労働集

約的な商品作物を導入したが、現実には、

若い後継世代の女性の就農を見ないまま高

齢化が進んでおり、最近はシルバー人材セ

ンターが斡旋する域外の高齢者への依存が

増えている。

・山口県河原地区:21世紀事業要件をクリヤ

ーするために地区面積の半分を占める一つ

の換地工区を対象に「河原営農改善組合」

を設立した。組織は数年後に「農事組合法

人・河原」へと展開している。組合員は38

人で、地区関係農家の3割程度にとどまる

が、この組織に農地を貸し付けたり、作業

委託している農家を含めると8割の農家が

関係していることとなる。またミニカント

リーを導入するなど積極的な展開をしてい

る。しかし近年、組合員の中から貸し付け

希望農家が増加しており、また組合の中心

的担い手である認定農業者が全員60歳をこ

えるに至り、組織を法人化し、規模拡大と

新たな担い手を受け入れることができる組

織へと脱皮している。

他方、地区には個別経営で稲作の規模拡

大を希望する認定農業者が1戸存在してい

る。21世紀型事業ではこの個別農家も担い

手の一人として積極的に位置づけ、換地の

時にこの農家にも貸し付け希望農家の農地

を連坦化して換地・配分している。

(3)生産組織(＝作業受託組織)を中心と

する地区

担い手が作業受託組織であるという地区は

多いのでここではその中から特徴的な地区だ

け見ておきたい。

①地域の特徴に応じた生産組織

組織される作業受託組織は担い手の状況な

どによって集落ぐるみ的に作られたり、限定

された担い手農家グループとして作られたり

している。

・島根県二条地区美濃:ここで作業受託組織

として位置づけられているのが、「美濃地

区振興組合」である。調査段階の組合参加

農家戸数は8戸(うち認定農業者6名)で

あった。また、オペレーターとして、組合

員農家の中から3名を指定している。他の

1名は自己の経営部分の機械利用のみ、残

り4戸はオペレーターに刈取作業を委託し

ているという形態になっている。設立時の

1989年(平成元年)からみれば、調査段階

で組合全体としての作業量は、刈り取り面

積で約1.6倍になっており、地区内の水稲の

刈り取り作業の概ね45%が振興組合によっ

て担当されているという計算になる。

組合運営の大きな特徴は、作業料金やオ

ペレーター賃金の水準とそれらの計算方法

についてである。組合の運営経費について

は、「機械維持償却費」と「建物維持償却費」
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との2つに大別し、「機械維持償却費」につ

いては、作業ごとの機械についての総費用

(主には補助残の融資返済金、燃料費、修

理費)を算出し、作業面積割(オペレータ

ーは自分の経営地+員外の作業委託者分で

自分で作業をした面積、オペレーター以外

の組合員は自分の経営地)によって各組合

員の費用分担を計算する。また、「建物維持

償却費」については、役員報酬や事務経費

などの共通経費を含んでいるが、調整作業

の量をもとに各組合員の負担割合を算出し

ている。一方、組合員外からの作業受託分

については、市の標準作業料金に基づいて

徴収しているが、その分については、実質

上、オペレーターの個人収入としている。

すなわち、オペレーターは機械の使用料を

組合に支払う形であり、作業量が増えれば、

それだけ収入が増えることになる。

・宮城県大谷地地区:大谷地地区は1,000ha

近い大規模なほ場整備事業であるために、

利用集積を集落単位で取り組むこととした。

その推進組織が集落単位に設立された「地

区アグリセンター」である。しかし集落の

担い手の賦存状況によって利用集積や担い

手像は大きく異なる。農家数86戸からなる

五十五人集落ではもともと自作希望農家が

多く農地利用集積が進まなかったが、専業

農家5人と自作希望ではあるが機械利用共

同に同意する兼業農家11戸の計16戸をオペ

レーターとする営農組合「クリーンライス

55」を設立し、作業受託を通して利用集積

の取り組みを開始している。要するに担い

手が多数存在する中での担い手連合の結成

である。これに対して72戸の農家からなる

後谷地集落では総兼業化がすすみ、担い手

はほ場整備を契機に専業に転換した1戸の

みであった。そこでその専業農家は兼業農

家3戸とともにオペレーターとなり、委託

農家31戸を巻き込んだ営農組合「船形アグ

リ生産組合」を設立した。要するに限られ

た担い手と多くの委託農家からなる連合組

織である。このように集落の実態と担い手

育成戦略にもとついた、多様な担い手組織

作りが取り組まれているのである。

これらに対して集落ぐるみ的に作られた

作業受託組織もある。

・秋田県十文字地区:本地区はふたつの旧村

にまたがる広い範囲をもっているが、その

中で唯一、集落単位の農作業受託組織(集

落営農)を組織し、水稲と大豆転作のブロ

ックローテーション(1年BR)をおこな

う集団的土地利用の秩序を構築したのが

「越前営農生産組合」である。一時利用が

スタートすると同時に組織を発足させ、各

種補助事業を活用して大型・高性能機械の

セット体系を整備している(ただし乾燥調

製は農協のカントリーエレベータを利用)。

主要機械作業の受託と組作業による共同出

役体制をとっている。集落の水田面積はお

よそ70haであるが、この体制のもとで稲作
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が約48ha、大豆転作が約33haの作業規模を

実現しており、特に大豆転作では集落内に

二つの10ha団地を形成すると共に、10ha強

の集落外(員外)受託をおこなっている。

作業料金の設定水準も低くおさえることに

成功しており、標準料金比でほぼ50%水準

を達成している。秋田県では大区画ほ場整

備を契機に組織化をはかったモデル的な集

落営農として知られる。

・新潟県神林第2地区:神林村ではほ場整備

事業を契機に各集落に生産組織を育成し、

独自の集落農業を推進している。神林村で

は発足した「神林村集落農業推進協議会」

を核にして農業者・農業団体・関係機関が

一体となって集落農業を推進している。こ

こでいう集落農業とは「土地利用や農業生

産を自己完結でなく、生活環境も含めて集

落全員の話し合いにもとづき計画をたて、

それぞれの農家の状況などに応じて、実行

する役割を分担し合う事」とされ、「委託者

も受託者も互いに助け合いの精神で取り組

む農業」とされている。平成15年現在で集

落生産組織と位置づけられる組織は40に上

る。その多くは水稲の基幹作業と大豆の転

作を行っている。集落の生産組織には必ず

村で認定された担い手農家が参加すること

が義務となっている。

②転作作業受託を目的とした生産組織

・青森県出来島地区:同地区においては、2000

年(平成12年)3月に、「出来島21生産組合」

が設立されている。2002年度現在の構成員

は組合員が52名で、うちオペレーターは12

名である。原則としてほ場整備地区内で作

業委託をする農家は組合員になることにな

っている。2001年度(平成13年度)の作業

実績は、麦作業受託15.Oha、大豆作業受託

36.2haであり、この段階では、まさに転作

作業の受託のみの組織であるが今後は、水

稲作業の受託を推進していく予定である。

大豆と麦の販売については、あくまでも

売り上げは個々の作業委託農家に帰属する

ものの、営農組合の作業行程の都合から等

級などのバラツキが生じるため、清算はプ

ール計算によって実施している。また豆腐

と味噌の生産を行うため、500万円規模の一

連の加工機械の導入を計画している。

・愛知県知立南部地区:ほ場整備で農地が整

備されたことによって大規模な団地転作

(ブロックローテーションによる麦・大豆)

が可能になり、担い手農家(4名の認定農

業者)によって転作受託組合が結成され、

実質的な規模拡大が一気に達成された(平

成9年の転作受託実績は110haで、市の農地

面積の15.8%に当たる)。

③稲わら確保を目的とした肥育牛農家

の作業受託組織

・大分県荒尾地区:受託部会の中心となる3

戸の担い手は、いずれも大規模肥育農家で

ある。現在の作業受委託システムのもとで

は、受託部門は収益的ではない。しかし、
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水稲作業、とりわけ収穫作業を受託するこ

とで「稲ワラが安定的に確保できる」とい

う肥育経営に共通するメリットが作業受託

拡大の最大のインセンティブとなっている。

口蹄疫問題に端を発する稲ワラの安全性

問題と現実の稲ワラ供給不足は肥育経営に

とって死活問題であり、地区の集落営農を

支えながら、受託収入と稲ワラ確保という

メリットは、大きな経済的価値を有してい

る。現状のシステムは、受託作業効率をあ

げるために受託作業地の団地化や作業の協

業化などを試みるよりも、3戸の農家の稲

ワラを収集するために最も適したシステム

なのであろう。

しかし、このように稲ワラ収穫のメリッ

トが大きいと、作業受託面積拡大の制約も

稲ワラとの関係で生じてくる。すなわち、

良質な稲ワラを確保するには、雨にぬらさ

ず適期に収穫する必要がある。受託面積を

現在以上に拡大したために逆に適期収穫が

できなくなると稲ワラ確保のデメリットが

大きくなるのからである。

(4)特定農業法人が担い手の地区

既に島根県頓原上地区の特定農業法人＝有

限会社ファーム木精について触れたが、その

他にもほ場整備後、担い手として特定農業法

人が組織された地区が見られた。

・秋田県上仏社地区:本地区は耕作放棄の発

生も懸念されている、典型的な山村の農業

集落である。ほ場整備によって未熟な水利

施設が整備され、また、排水改良によって

大豆の集団転作が展開するなど、耕作条件

の安定化は飛躍的に高められた。こうした

基盤整備のうえにたって、さらなる生産力

の高度化を意図して特定農業法人を設立し

ている。法人経営は大型・高性能機械を新

たに導入することにより稲作生産力の高度

化をめざすと共に、転作大豆部門と中山間

直接支払協定をも取り込み、集団的土地利

用秩序の構築と耕作放棄的な利用状態にあ

る農地の管理耕作をも視野に入れた活動を

展開する予定である。地域全体の土地利用

のあり方を問題として取り上げる体制を特

定農業法人を媒介に構築したといって良い。

また、中長期的には周辺の山村集落への受

託拡大を構想しており、旧村・旧小学校区

単位程度のエリア戦略を有している。

・福井県牛ケ原地区:本地区の特徴は、換地

によって農家ごと、集落ごとに農地所有の

団地化を図るとともに、さらに旧村単位の

地域営農の法人化(特定農業法人化)を図

り、利用面での一括利用を可能にした点に

ある(8集落、180haの基幹作業を受託)。

集落単位から旧村単位へ考え方を発展さ

せた理由は、①大区画ほ場や機械・施設の

共同利用メリットの拡大、②地域農業の中

核となる若い担い手育成の必要性、③水稲

種子の品質向上による地域ブランドカを強

化することなどであった。そこでの基本的

な考え方は、「個人所有の農業機械を全面
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的に処分し、地域一円の統一した土地利用

計画の下に農業生産を行い、機械作業は全

面的にオペレーター組織に委託する」方式

である。そこには「大区画ほ場を効率的に

活用するためには、個々の農家の経営に任

せていては限界がある」という現状認識が

あったのである。

・山口県宇生賀地区:宇生賀地区では農用地

利用改善団体に該当する「宇生賀農業生産

組合」と担い手である「農事組合法人・う

もれ木の郷」によって地域農業の組織化が

進められている。前者の「宇生賀農業生産

組合」には地区の全農家76戸が参加、「農事

組合法人・うもれ木の郷」には66戸が参加

している。不参加の10戸のうち5戸は農地

貸し付け農家、5戸は兼業自作希望農家で、

将来的には法人に加入するとしている。法

人では高付加価値戦略として、生産した米

の一部を「うもれ木米」ブランドで福岡県

内の生協に販売している。しかし法人の基

本方針は単に儲けることではなく「地区の

全員が作業に参加する組織運営」「全員で

農地を守る」という点に重きを置いている。

オペレーターに作業を集中させず、兼業の

若い後継者でも農作業に参加できるよう配

慮している。

・大分県八坂地区新庄集落:新庄集落ではほ

場整備により大きく農地が流動化した。大

区画ほ場の整備とあいまって、新経営体儂

地利用組合)が結成され、計画的な土地利

用計画のもと米麦作経営を一括して行うよ

うになった。作業形態は一挙に共同化した

ものの、組織は任意組合から出発し、順次

1号法人化、2号法人化、特定農業法人化

と組合員の合意を重視して慎重に法人化を

進めてきた。認定農業者としても組織が登

録された。権利形態も全面受委託から利用

権設定へと進展している。

新経営体の設立により稲作労働時間は大

幅に短縮し、農機具費負担が削減され生産

費は大幅に低下した。生産費低下の効果は、

構成員に配当金となって還元されている。

オペレーターは60歳代が中心であるが、農

家の後継者グループが組織化され、若手が

機械作業に関わるようになってきている。

稲作労働時間の短縮は、小ネギ・イチゴ・

花・畜産などの複合部門の拡充につながり、

栽培面積の拡大、栽培管理・飼養管理の充実、

単収の向上、品質の向上などの効果を生ん

でいる。また女性労働力を活用して商工会

との協力によるふれあい市の開催などを通

じて地域の活性化にも貢献してきている。

4.ほ場整備を契機とした地域農業の展

開方向

ほ場整備を契機にした地域農業生産の展開

は、大機稲作経営の展開、稲作の省力化に伴

う個別農家の複合化の進展、稲作大規模経営

と複合経営の展開という地域複合化の動きと

して見られる。
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(1)稲作の大規模化

ほ場整備が稲作の集約化の契機となり、稲

作経営の大規模化が進んだことはこれまで触

れてきた事例でもわかる。さらに二つの地区

を見ておこう。

・富山県石王丸地区:ここは40ha余の集落の

農地においてほ場整備事業が実施され、そ

の後農地の流動化が急速に進んだ。零細な

規模の農業経営はなくなり、地区の農地(水

田)は家族経営の大規模水田経営1戸が約

27haを、12戸の兼業農家が結成した協業型

生産組織が残りの14ha(うち、大豆4haは

前者の家族経営に委託)を預かるようにな

った。2つの経営主体は、正式に利用権設

定を行っている割合は高くないが、作業受

託でなく経営受託の形で耕作を行っている。

大規模家族経営は水稲と大豆の生産を行っ

ており、経営耕地面積は約38haに達する(内

訳集落内31ha、集落外7ha)。この経営はほ

場整備が始まる前(平成7年)は、13haほ

どを全面受託で請け負っていたが、このう

ち集落内は3haにすぎなかった。整備後は

この経営が集落内で受託する面積が急増し

たのである。この地区には39戸の農家があ

るが、生産組織に参加した12戸を除く兼業

農家のすべてが地区内の大規模家族経営に

全面委託している。他方の協業型生産組織

は地元では「協業化グループ」と呼ばれて

おり、水稲のみを生産している。以前は生

産組織は一つもなく、兼業農家の零細な経

営が支配的であったが、ほ場整備を契機に

効率的な生産体制の実現を目指して生産組

織が結成された。この組織の労働力は12戸

の農家の出役でまかなわれており、費用や

収益はプール計算されている。このように

集落では2つの大規模経営に集約されたこ

とになる。

・愛知県鹿乗地区:担い手農家の規模拡大意

欲も増進し、ほ場整備事業を通じて農地流

動化が促進されている。同地域ではかねて

より農用地利用改善団体活動を通じ、集落

単位で担い手農家を選定し農地の面的集積

を図ってきており、そうした取り組みがほ

場整備事業を通じた担い手農家への農地の

面的利用集積にも有効に作用している。担

い手農家6戸の平均経営面積は16.7haと大

きく、また拡大の意向を示している。その

目標面積は、総じて稲が20ha、麦、大豆が

20～30ha程度においている。規模拡大の方

法は、利用権設定による借地が中心である。

(2)個別経営(個別農家及び法人)の複合

経営化

・秋田県立花地区:本地区は1集落を範囲と

しているが、伝統的な秋冬ネギの小産地で

あった。ほ場整備を契機に集落単位の一体

的な土地利用を構想し、特定農業法人の設

立もおこなわれるが、当初の目標はこうし

た営農体制のもとで大規模なネギの団地形

成をおこなうことであった。その後の経過

の中でネギ栽培は徐々に縮小されるが、こ
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の法人経営のメインクロップのひとつであ

ることには変わりがない。ネギ部門をもつ

ことの意義は、構成員に就業機会を提供し、

出役に応じた労賃収入を保証するという重

要な意味合いをもっている。また、ネギの

販売チャネルは農協出荷と併行してふたつ

の直接販売ルートを開拓し、B品の販路の

拡大を図っている。さらには、毎年1回地

域住民を対象にした「ネギ祭り」(栽培ほ場

の一部を提供して収穫体験・格安販売を行

うというもの)を開催する等活動のひろが

りを見せている。こうしたひろがりをもつ

ネギ生産ではあるが、価格条件に左右され

る面が大きく、平成15年は価格低下が問題

視されており、ネギに代わる新たな複合部

門の展開を模索中である。

・山形県西荒瀬地区:大区画ほ場整備を契機

に、ハウス野菜作を中心とした複合経営が

発展している。複合経営の発展には、専業

的農家群を中心とした大型稲作機械の共同

利用組織(13戸、うち11戸が認定農業者)

が密接な関わりを有していた。即ち、この

生産組織は、各戸の稲作作業従事者の合理

化＝「リストラ」、複合部門の専従者の確保

を通じ、専業志向の農家群が稲作部門も複

合部門も発展させ、共存していくための補

完システムとしての役割を果たしているの

である。現在、農業内で周年就業体制を整

えつつあり、30代の若い世代をも巻き込ん

だ動きとなりつつある。

・栃木県中岡本地区:ほ場整備を契機にした

他部門(畜産、施設園芸)の拡大の中で稲

作の規模拡大ができない農家、規模拡大に

消極的な農家が現れてきていることがここ

での一つの特徴である。このことの背景は

幾つかあるように思われる。ほ場整備を契

機として流動化は進んだが、担い手農家(オ

ペレーター農家)がその延長線上で米・麦・

大豆の土地利用型農業として経営を確立で

きるとの見通しを持てないことがあるよう

だ。ほ場整備によって、規模の小さい農家

は土日で耕作が可能になったために、長期

的には間違いなく進むとしても短期的には

流動化を抑える作用もあるからである。他

方で米価の下落、担い手農家も転作をする

必要がある等の状況下で、施設園芸や施設

花卉などの導入が行なわれ、それが定着し

つつあるからである。

・千葉県清滝第Ⅱ地区:ほ場整備事業を契機

にJAによるコンバインのリース事業や国

の補助事業を活用して集落ごとに数人のオ

ペレーターが組織を作り、集落内の農家か

ら受託する取組みが調査時点では4集落で

始まっている。最初に取り組んだ清滝集落

では2人で受託組織をつくり、刈り取り作

業受託を10haに拡大するとともに、そのう

ちの1戸はシメジ・露地パセリの複合部門

を拡大し1,000万円を超える販売額を実現

している。同様に2人で受託組織を作り、

リース事業を導入した幾世集落の農家では
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受託面積はまだ1haと少ないが、今後の受

託拡大を希望するとともに、すでに露地野

菜とブルーベリーの規模拡大を実現し、700

万円の販売額を実現するに至っている。さ

らに複合化に兄弟共同で取り組む農業経営

では、事業後1年でさらに3haの規模拡大

を実現し20haの経営体となっているが、稲

作拡大のみならず施設を利用したマッシュ

ルームの規模拡大にも取り組んでおり、ほ

場整備事業が大規模複合経営への展開条件

となっている。

・大分県八坂地区新庄集落:先に触れたが、

新経営体の設立により稲作労働時間は大幅

に短縮し、農機具費負担が削減され生産費

は大幅に低下した。稲作労働時間の短縮は、

小ネギ・イチゴ・花・畜産などの複合部門

の拡充につながり、栽培面積の拡大、栽培

管理・飼養管理の充実、単収の向上、品質

の向上などの効果を生んでいる。また女性

労働力を活用して商工会との協力によるふ

れあい市の開催などを通じて地域の活性化

にも貢献してきている。

・宮崎県富吉地区:当該地区は、畜産部門、

施設園芸部門を基幹部門とする農家が多い。

したがって、肉用牛複合経営は、転作飼料

作物の収量増大や裏作の拡大、稲ワラの利

用率向上により、土地基盤を拡大すること

なく規模拡大を可能としている。また、マ

ンゴーとハウスミカンの複合経営は、従来

水稲の作業受託も行っていたが、マンゴー

との作業競合を考慮し現在は既に行ってお

らず、今後さらに水稲の機械作業部門を委

託し、余剰労働力でマンゴーの作期をずら

しながら規模拡大し、年間の労働配分を平

準化させる方向を意図している。

また、畜産農家や施設園芸農家などの複

合農家が存在しているため、従来から稲ワ

ラ、堆肥などの潜在的な需要はあったが、

ほ場条件が悪く、農道も狭隘で舗装されて

いなかったために、これらの中間生産物の

利用は低い状況にあった。しかしほ場、農

道条件が大きく変わったことにより、稲ワ

ラ収穫、梱包作業や堆肥運搬・散布も容易

になり、その需要が一気に顕在化している。

いわゆる複合農家が多いこの地帯では、

ほ場整備の波及効果として稲作のスケール

メリットの発揮という点では、大規模水田

稲作地帯に比べて劣るが、経営内の複合部

門との相乗効果や地域内での中間生産物の

循環という点における波及効果としては、

より大きな効果が顕在化しているといえよ

う。

・鹿児島県笠木原地区:大区画ほ場整備の効

果として、稲作の大型機械の普及、それに

よる作業の受委託進展と作業の効率化・省

力化、及び乾田化にともなう汎用化があげ

られる。その結果、調査農家の規模拡大意

欲は増進している。転作も集団的対応が可

能になり、甘藷、イチゴ、タバコ、ネギ、

花、ブドウ、生産牛、飼料作などの複合部
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門が拡大した。このように複合経営の基盤

が強化され、後継者確保の条件が整備され

てきている。また、耕作放棄が予想された

ほ場でそれを防いでいる面もある。

・その他にも先に触れた鳥取県印賀地区の担

い手組織である農事組合法人ファームイン

グは共同経営により、白ネギ栽培(2.4ha)、

ハウストマトの養液土耕栽培(29a、14棟)、

及び水稲(12.6ha)からなる複合経営に取

り組んでいる。1998年度にはトマトの後作

にホウレンソウを栽培したこともある。労

働集約的で収益性の優れた白ネギ、トマト

の栽培を通じて、就労機会を増やしつつ所

得を確保し、これに依拠しつつ、大区画ほ

場のメリットを生かして機械化を進めて稲

作の省力化を図り、地域農業を維持してい

くのが、ファームイングの基本的な考え方

である。

同じく先に触れた島根県頓原上地区の担

い手組織である有限会社ファーム木精は、

大規模ほ場を生かして機械化を進める土地

利用型農業部門(水稲、大豆、えん麦、そ

ば)と園芸部門(トマト、アールスメロン、

アムスメロン)及び畑作部門(キャベツ、

レタス)を組み合わせた複合経営に取り組

んでいる。特に園芸部門と畑作部門に力を

入れている。園芸部門については、現在5

棟の専用ハウスと水稲育苗園芸との共用の

小型ハウスとにより、トマトとアールスメ

ロン及びアムスメロンの栽培に取り組んで

いる。また、畑作部門は、キャベツ2.9ha

とレタス0.3haからなり、キャベツについて

はケンタッキー・フライドチキンとの間で

契約栽培を行っており、今後レタスについ

ても契約栽培を広げたいとしている。常時

農作業に従事する専従従業員や常勤役員の

労働力の有効活用を図るうえでも、これら

園芸部門や畑作部門を維持することの意義

は大きい。

(3)地域複合化(稲作の大規模経営化と他

部門の経営拡大化の並存)

・岩手県玉ノ木地区:水稲種子生産の効率化・

均質化を目指し、ほ場整備事業を契機に地

区内の全農家が参加する営農組合(43戸、

うちオペレーター6名)を設立した。この

組合への作業委託による集積が進展し、種

子の品質向上と稲作部門への労働投下が減

少したことにより、ピーマン、ミニトマト、

なばななどの複合部門の導入・拡大が進ん

でいる。

・島根県頓原上地区:先に担い手組織である

有限会社ファーム木精が複合経営に取り組

んでいることに触れた。同時に社員の中に

は、水田耕作をファーム木精に貸し出すこ

とによって労力負担を軽減しつつ、これま

でに蓄積してきた営農技術を生かして和牛

の繁殖や花卉の育苗などを行っている農家

があり、ファームの存在は地域農業全体と

しての複合化にも役立っている。

・山口県宇生賀地区:先に「宇生賀農業生産
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組合」と「農事組合法人・うもれ木の郷」

に触れたが、ここに参加する認定農業者を

はじめとする農業中心の担い手農家は、稲

作の省力化を受けてハウスの規模拡大を進

めている。主要作物はスイカとホウレンソ

ウで、県のハウスリース事業を活用して倍

以上に規模拡大した農家も少なくない。こ

のように稲作の生産組織化は、担い手農家

の集約作物の規模拡大と所得増加も実現し

たのである。

・佐賀県高度利用地区:福富町ではほ場整備

事業によりほ場の区画が拡大し排水条件等

が改良された。それにともない稲作作業の

省力化が進み、賃貸借による農地流動化が

促進されるとともに作業受委託等を通じて

実質上の規模拡大が進んでいる。同時に排

水条件の改良により、転作作物としての蓮

根栽培や裏作としての玉葱栽培の条件が整

い、野菜作の振興を通じた農地の高度利用

が実現している。こうした露地野菜部門の

振興により米+野菜型の複合経営が展開し、

認定農業者が育成されてきている。

ともあれ、ほ場整備事業により稲作等の

作業の省力化が進み、また乾田化により収

穫が安定し農家の耕作意欲は高まっている。

これにより、田畑輪換が可能な栽培体系が

安定的に構築され、農地の高度利用が図ら

れ、米+野菜型の複合経営の類型が確立し

認定農業者が育成されているのである。

・大分県荒尾地区:水稲作業受託は受託部会

が対応する一方、集団転作対応は、アグリ

ヘルパーという受託組織が請け負っており、

受託部会を補完する組織化でカバーされて

いる。アグリヘルパーとは、豊後高田市が

農業経営支援対策として打ち出した制度で、

農作業の受託を始めとして種々の経営支援

のヘルパーと位置付けられている。営農集

団の経営を良好にするためにコントラクタ

ーとして機能している。

さらには、畜産農家の糞尿を堆肥化して、

地域内園芸農家の土地へ還元したり、耕種

農家のワラ類を畜産農家へ供給するという

ような中間生産物の利用についても、この

地域営農システムが存在することによって

かなり展開しているといえる。

以上のように、現実に抱える問題の中で

クリアできるものから取り組んだという無

理のない組織化がこの荒尾地区の取り組み

の評価といえよう。とりわけ、オペレータ

ー等の担い手という観点から、多くの稲作

農家で稲ワラが有効に利用されず、循環し

ていないという現実と肥育農家をはじめと

する肉牛農家が稲ワラ収集に苦労している

現実をみると、地域内で孤立しつつある肉

牛農家を積極的にオペレーターに取り込む

ことが、今後の地域営農システムの中で重

要になってくるであろう。ほ場整備後の農

地有効利用施策と畜産サイドで展開してい

るコントラクー育成施策とのマッチングが

必要になってくると思われる。
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5.農地保有合理化事業(法人)の活用

ほ場整備事業における農地保有合理化事業

のはたしている役割について見ておこう。

一つは、ほ場整備を契機に離農しようとする

農家の農地を買い入れ、それを担い手、ある

いは新規参入者に売却することによって、事

業のスムーズな実施に寄与している。

・兵庫県船坂地区:農地の売買についてみる

と、個人売買はあまりなく、ほとんどが兵

庫県公社による購入と売り渡しである。平

成元年から11年までの11年間で、その実績

は18haあり、購入者は新規就農者あるいは

町内の農家である。

・福岡県畑嶋下地区:夜須町では、これまで

要件を満たす農地売買については全て福岡

県公社事業が活用されてきた。これによっ

て農家は相場よりもやや安い価格での購入

が可能になっているという。今回のほ場整

備地区においても売買において県公社が活

用されると同時に、畑嶋下機械利用組合は

農作業受委託促進特別事業により受託料前

払資金として2,440万円を無利子で借り受

け、運転資金として組合運用に有効に活用

された。

・千葉県清滝Ⅱ期地区:この地区では千葉県

公社の売買における介入が「大区画25%」

要件をクリアすることにも有効な役割を果

たしている。

この地区は事業面積105haの29%をこえ

る1ha大区画ほ場形成を実現しているが、

そのうちの24.7haは不換地＝農地売買によ

る集積であり、売買には農地保有合理化事

業＝県公社が介入している。ハードの事業

要件の一つである「大区画25%」をクリア

する方法の一つとして農地の売買を呼びか

け、117戸が売却、25戸が購入し、それによ

って25カ所、27.8haの大区画ほ場ができた

のである。つまり貸し付け希望農家が少な

い中で、非常に大きな役割を果たしたので

ある。

・山口県赤地区:ここでは売買等特別事業の

経営転換タイプの導入によって、山口県公

社事業を通じた買い入れ農家のメリットと

して、県公社から買い入れる農地と従前地

の一体的換地が可能になった点があげられ

よう。さらに、県公社にとっては保有期間

の利子支払回避、買い入れ予定農家にとつ

ては即時購入か、あるいは5年間の貸借か

の選択が可能になった点がメリットとして

あった。

最終的な不換地希望は150,878㎡で、県・

町道用に創設非農用地換地として処分した

残り120,728㎡のうち、農地保有合理化事業

売買等事業の特別事業経営転換タイプによ

って、78,527㎡を、一般事業として19,223

㎡を県公社介入によって処理している。売

却農家にとっては、合理化事業によって売

買代金の早期入手や譲渡所得税の控除の引

き上げなどのメリットが受けられるという

ことが大きな魅力として映ったようである。
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ほ場整備後の農地流動化の促進に都道府

県公社がかかわっている事例もある。

・宮城県大谷地地区:大谷地地区の農家は規

模が大きいために自作意向が強く、ほ場整

備事業を実施した後も農地賃貸借による流

動化が容易ではない状況が予想された。そ

こで集落単位に設立された農地利用調整組

織「アグリセンター」を基盤に、宮城県公

社が「濃密型の集合事業」を導入し、農作

業受委託調整機能を発揮することで、農地

の利用集積に取り組んでいる。県公社は「県

公社が農作業受委託契約の当事者になるこ

とで集積要件の客観性・証拠性を確保でき

る」「担い手にとっても大型機械のリース

事業を導入することでコスト低減に役立っ

ている」とその役割の大きさを自負してい

る。このように集落単位に農作業受委託に

よる農地利用集積を進めることとを前提に、

その利用集積機能を県公社が果たしている

のである。

第二に、さらに一層、包括的にほ場整備

事業に都道府県公社事業をリンクさせよう

とする取り組みもおこなわれている。これ

らは宮城県や福島県で見られるパッケージ

ングの取組みである。

・宮城県城内地区:同地区は、宮城県下にお

ける再ほ場整備事業の最初の事例であるが、

その大きな特徴を整理すれば、①ほ場整備

地区内外の交換、②売買、③貸借、④作業

受委託、の多様な農地移動の形態を組み合

わせることによって、農地所有者や耕作農

家の意向に適切に対応しているということ

である。

その手段の一つである売買にあたっては、

宮城県公社が積極的に介入をおこなってお

り、地区内の2.7haを買収し、公社が事業参

加者となった。この部分は現在も公社所有

地となっており、5年間の暫定貸付となっ

ている割合が多い。この他、事業開始前に

県公社が間に入って売買されたものが

1.2haあり、一般売買も9aあった。

この点に関しては、土地改良区と宮城県

公社のタイアップという点が注目に値する。

以前、米山町に隣接する迫町に、県公社の

出張所がおかれ、恒常的に管内のほ場整備

事業への取り組みをおこなってきた。特に

米山町においては、今回の城内地区におい

てはたまたま該当農地がなかったものの、

かつて町全域対象に集合事業が実施されて

いる。また、迫川沿岸土地改良区は、3つ

の土地改良区の合併直前の1994年(平成6

年)段階では、計53名の職員を擁していた

組織であり、米山町内でも23年間にわたる

ほ場整備事業関与の実績がある。個別の農

家意向に、きめ細やかに対応できる、こう

したバックアップ組織の存在が今回の再ほ

場整備をスムーズに遂行できた背景の一つ

であると評してよいであろう。

・福島県湊地区:福島県公社は大区画ほ場整

備事業(ハード)と農地集積事業(ソフト)
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のパッケージングを農地保有合理化事業

(集合事業)を媒介にして実現する独自の

スキームをもっている(現在の事業名称は

農地保有合理化総合推進事業)。これは東北

の中でも福島県と宮城県にしか見られない

特徴的な方式である。それは、こうした方

式が県農政の中できちんと位置づけられお

り、予算補助の裏づけがあるからである。

本地区の場合、担い手育成・農地集積は集

落単位に進められており、事例として取り

上げたのは1集落における任意の農作業受

託組織の組織化である。福島県公社の集合

事業は、①農用地利用改善団体の設立→②

農作業受託組織の設立→③集合事業+機械

リース事業の導入というパターンをもって

おり、本事例はそのモデルケースとして評

価されている。なお、権利管理を県公社が

一元的に扱うのが集合事業の本旨だと思わ

れるが、この方式では農作業受委託を対象

にした機械リース事業(リースとはいうが

その本質は補助金付き分割払い)をセット

化している点にも特徴がある。こうした方

式が本事例に限らず、福島県のほ場整備実

施地区に広く受け入れられているポイント

のひとつだと思われる。

6.ほ場整備事業の事業費負担の実態

事業費の農家負担は、①実施ハード事業の

種類、②工事の内容、③傾斜度など地形的な

条件、④地元自治体の負担率に規定される。

その上で各地区とも農家負担を減らすべく、

ソフト事業の導入、非農用地の創設などの努

力を行っている。その状況を2003年度の調査

地区について概ね以下のようにまとめておい

た。

一つは先に触れたようにソフト事業の導入

によるその促進費の活用である。山形県は県

独自のソフト事業があるようで白鷹町鮎貝地

区はその助成金も活用している。ただソフト

事業の補助金だけで農家負担をゼロにするこ

とは難しく、鮎貝地区は0.64%、福井県片上

地区は1.4%、山口県河原地区は6.21%の農家

負担となっている。ソフト事業を実施した地

区の中で河原地区の農家負担率が高いのは町

の補助率が低いこともあるが、促進費を事業

費に当てるだけでなく担い手育成のための機

械装備の援助に当てるという取り組みをして

いることにもよる。

農家の金銭的な負担がゼロの地区が3地区

あるが、それらは全て非農地を創出しその売

却代金で工事費償還を行った地域である。例

えば群馬県板倉川北部地区は共同減歩と創設

換地でも合計14.3haの非農地を生み出し、

6.3haを農協に、7.3haを町に売却して工事費

の償還に当てている。この地区の場合、当初

の計画減歩率は1.1%であったが実績では結

局0.6%となった。しかしも最終の農地面積は

103%に増えたという。大区画にすることによ

って農道や用排水路の面積が節約できたから

である。新潟県神林第2地区も同じように共
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同減歩による非農地の売却で農家の負担を実

質ゼロにしている。減歩率(計画)は7%で

あるから高い減歩率である。愛知県鹿乗地区

も個人買収7ha、共同減歩3haで合計10haの

非農地を作りそれを売却して個人負担をゼロ

にしている。

その上で、特徴的な地区について二、三触

れておきたい。

・青森県田舎館地区:青森県は東北の農業地

域の中でも内部に抱える地域差が大きい。

本事例が位置する津軽中南は伝統的な「米

+リンゴ」地帯であり、安定的ではあるが

面積階層構成でも上層がワンランク小さく、

稲作依存度も相対的に低い。従って、ほ場

整備の実施が地域全体の合意形成にたどり

つくのが難しく、整備水準も他県に比べて

低いままである。

本事例はそうした一般的状況を踏まえて

みれば、事業導入をすすめるために村が大

胆な負担金軽減策を打ち出した点に特色が

ある。一言で言えば、「農家負担ゼロ」を掲

げて事業をスタートさせたのである。もち

ろん、本事業はハードが「低コスト」、ソフ

トが「21世紀」のパッケージであり、受益

者負担(10%)に相当する「促進費」(現実

的には毎年の予算補助のあり方に左右され

るため10%とは限らない)の交付を受けれ

ば結果的に「ゼロ」になるのだが、仮に農

家負担が発生した場合でも村はその分を保

証することを明言して事業導入を進めたの

である。また、整備内容はきわめて高度な

水準を達成している(用水パイプライン、

排水パイプライン、自動給水栓、農道ター

ン、しかも通年施工ではなく工事単価がか

かり増しになる冬工事である)。村では本事

業地区をモデルケースとして位置づけ、全

村にほ場整備をひろげていく方針である。

・群馬県板倉川北部地区:ここは以前に県か

ら別の形のほ場整備事業提案があったが、

事業費負担問題もひとつの要因となって実

施に至らなかった地区である。そうした中

で、市販のU字溝ブロックを上下逆さにし

て用いてコンクリート畦畔を造成するなど、

工法の工夫によってコスト削減を図る一方、

公的な事業補助率を高める努力を行ったり、

減歩方式の採用と非農用地の創出により、

農家の金銭負担ゼロで事業を実施している。

工法の工夫で工事費の削減に努力している

点が特徴である。

公的な事業補助を増やす措置としては、

①ハード事業を高生産性大区画ほ場整備事

業(低コスト)とし、また、事業着工後で

あるが、ソフト事業として21世紀水田農業

モデルほ場事業を導入し、地元負担率を

20%に引き下げたこと、及び②町内の事業

としては初めて町が補助することになり、

受益者負担は半額の10%になったことであ

る。

減歩方式は、農地10アール当たり11㎡の

比率(1.1%)で土地を拠出し、非農用地と

 

82



して整備し売却利益を事業費の地元負担金

に充てる計画であったが、最終的な減歩率

は0.6%にとどまった。創出された非農用地

は町とJAが買い取り、資源化センターや

カントリーエレベータの建設用地などに用

いられている。

・山口県宇生賀地区:宇生賀地区におけるほ

場整備事業では、「営農組合＝農事組合法

人・うもれ木の郷」を設立し、その土地配

当金で法人に加入する農家の事業費負担金

がカバーできることが合意形成のポイント

であった。そこで地域では10a当たり年償

還額2.4万円に対し、3.65万円を支払ってい

る。「確定配当」と呼ばれる土地配当金であ

り、形式上は①小作料2.4万円と②最低保障

部分1.25万円によって構成されている。

しかし実際にはほ場整備事業を導入する

際にリーダー達が当時の米価を前提に2俵

水準の小作料を保証することを約束した経

緯がある。したがって米価が下落する今日、

営農の組織化による徹底した低コスト化が

要求されることとなっている。

7.その他の特記事項

農地流動化を促進するための努力が行われ

ている。

・島根県二条地区美濃:同地区においては、

農地流動化のための益田市単独事業が活用

されている。1993年度(平成5年度)から

実施されたもので、名称は「農地流動化促

進事業」である。借り手(1ha以上の経営

面積をもつ耕作者で水田転作の実施者であ

ることが条件)に対して、3年間以上の利

用権設定について、契約期間や新規・再設

定などの条件に応じて奨励金が交付される。

また、認定農業者である場合には加算が行

われる。さらに、契約に関与した農地流動

化推進委員に対して、売買・貸借契約1件

につき、報奨金も出される仕組みとなって

いる。

・香川県三野川西地区:この地区においては、

農地流動化のための3つの県単独事業と1

つの町単独事業が活用されている。県単事

業の1つは、ほ場整備地区内を対象とした

「ほ場整備推進農地流動化奨励事業」であ

り、農地の出し手への助成という正確をも

つ。さらに、一般的な農地流動化施策とし

て、県単独事業として「農地流動化促進事

業」(出し手への助成)および「認定農業者

育成支援事業」(受け手への助成)が実施さ

れている。三野町の単独事業は「農業経営

規模拡大助成事業」という受け手への助成

措置である。

他方で稲作をめぐる環境の厳しさはほ場

整備の実施をますます難しくしている様で

あり、次のような地区もあった。

・新潟県三島南部地区:未整備田の農地価格

が10a200万円台であるのに対して、ほ場整

備田の価格のほうが安い傾向が見られると

いう。これは、整備田は転用が困難である
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という転用可能性との関係に規定されてい

るからだという。これが偶然的な事例では

なくある程度この地域で一般性をもつとす

れば、農業経営に熱心でない農家のほ場整

備への参加意欲はこのことによって一層阻

害されることになりほ場整備実施の合意形

成の難しさは増すだろう。

担い手の育成のための工夫も行われてい

る。

・鳥取県印賀地区:ここでは高生産性農業促

進事業の加算金をプールして、担い手法人

の経営維持支援資金を作り出す試みが行わ

れている。同地区では、高生産性農業促進

事業の利用権等加算と作付連坦加算導入に

より促進費合計3,600万円余りの交付を受

けることになったが、そのうち、40%を地

権者の事業費負担軽減に用い、残る60%を

担い手法人である農事組合法人ファームイ

ング向けの経営助成にあてることになった。

こうした措置が可能になったのは、これ

らの加算制度が事業採択時に存在せず、後

になって導入されたせいで、その一部をフ

ァームイング支援に回しても、予定された

助成を削られたとは感じにくかったためで

ある。それどころか、頭抜けた担い手農家

が存在せず、過疎化や高齢化で農地の耕作

主体が弱体化していくもとで、既にファー

ムイングに農地を貸し出したり作業委託し

ている者はもとより、現在自作中の農家に

とっても、ファームイングを抜きには地域

の農地の将来を語れなくなっている。そう

した状況の下での工夫として参考にしたい。

担い手組織の視野は地域農業、地域社会

に向かって広がってきている。

・島根県頓原上地区:先に触れたが担い手組

織である有限会社ファーム木精は、利用権

設定を通じて社員農家の農地を集積してい

るが、その際、水稲作の水管理と畦畔管理

を農地所有者に委託するというユニークな

方法を採っている。つまり水管理と畦畔管

理については原則として所有者に委託料を

払って委託することにしている。

このような仕組みが作られたのは、第1

に、利用権設定によって安定した農地の集

積を図りつつ、作業委託することにより農

地所有者に自作と同等の稲作収入を保障す

るためである。第2に、会社は機械化によ

って作業効率の引き上げが可能な分野を引

き受け、それが困難な水管理と畦畔管理は

ほ場毎の土地条件をよく知った農家に任せ

たほうが合理的であり収量も高まる。第3

に、水管理と畦畔管理を農家の手に残し、

管理作業への参加を収益性に結びつけるこ

とで、農家の農業離れを防ぐことができる

といわれている。地域農業の営みには、地

域資源管理、ないし環境財の供給機能とい

った側面もあり、こうした活動の負担を私

企業としてのファーム木精が全面的に引き

受けるのでなく、地域住民としての農家の

参加を引き出す方策として、きわめて興味

 8
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深い取り組みである。なお、高齢化等によ

り管理作業ができない社員については、会

社が全作業を引き受ける通常の借地方式も

行っている。

・山口県宇生賀地区:ほ場整備事業を契機に、

地域の全農家の女性が参加する「四つ葉サ

ークル」が発足している。営農組織「農事

組合法人・うもれ木の郷」を構成する男性

陣からの「女性達も4つの集落を一つにし

た活動をしてはどうか」という働きかけが

きっかけとなっている。「四つ葉サークル」

は①生活クラブ(自給野菜の生産と野菜加

工の取り組み)、②加工クラブ(地域の農産

物を利用した菓子・ジュース・ジャム加工、

漬け物等を生産し、山口市内の生協や町内

の老人ホームに出荷)、③環境クラブ(地域

内に花の植栽活動)、④交流クラブ(他地区

の女性達との交流、ミュージカル等の鑑賞、

練習を重ねた独自の演劇の披露等の活動)

の4つのクラブ活動によって構成されてい

る。こうしてほ場整備事業と農業の組織化

を契機に、女性達の組織化も行われ、地域

農業再編から地域づくり・むらづくりへと

大きく展開してきている。

本報告は、本協会が農林水産省の委託により平成15年度に実施した「事業効果フォロー

アップ検討調査(農地流動化促進効果調査)」の結果報告(「現地実態調査(6年間)のま

とめ」)を収録したものである。

 

85



土地と農業No.34
2004.3

編集発行人　森永正彬

発行

印刷

(社)

全国農地保有合理化協会
東京都千代田区紀尾井町3-29日本農研ビル
〒102-0094　TEL 03(3263)9361

共立速記印刷㈱
東京都千代田区飯田橋3-11-24
〒102-0072　TEL 03(3234)5511


