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1.論点整理

1)農地保有合理化事業に対する経済的効果評

価の視点

農地保有合理化事業は、「公的機関である農地

保有合理化法人がその公的信用力を基礎として、

農地等の権利移動に直接介入することにより、農

家間の相対取引に委ねていては解決することが困

難な担い手の農業経営の規模の拡大、農地の集団

化その他農地保有の合理化を図る」1)ことをねら

いとしている。この事業は、構造政策の中核をな

しており、わが国の農政上の最大の課題である土

地利用型農業の再編にとっても大きな意義を持つ

ものである。また、その実績を見ても、認定農業

者など担い手を中心に農地の利用集積が図られる

とともに、農地流動化の促進、団地化など農地利

用の再編、新規就農者の定着促進、遊休農地化の

防止といった様々な効果を挙げてきている。

このような農地保有合理化事業の効果は、生産

性、生産費(社会的コスト)、価格水準、農業経営

の収益性など経済的側面と、農業生産活動の維持

に伴う環境や景観の維持、農村生活における利便

性の向上、農地の遊休化の防止などの社会的側面

の2つの観点から捉えられる。

また、その効果の発現が確認される段階として、

マクロレベル、セミマクロレベル(地域レベル)、

ミクロレベル(個別経営レベル)の3段階が考え

られる。このうち、マクロレベルは、わが国全体

における経済的効果を見るものであり、概念的に

は、農地保有合理化事業による生産性の向上を通

して、米、麦、大豆などの作物の供給曲線が右方

にシフトすることによりもたらされるものである。

同時に、それに伴う価格水準の変動に応じて、生

産者余剰及び消費者余剰も変わる。したがって、

例えば生産性の向上から生産物価格が大きく低下

した場合には、消費者余剰の変化を通して、最終

的には消費者に対してもその経済効果がもたらさ

れることになる 2)。

一方、ミクロレベルの効果は、経営改善効果で

あり、規模拡大や作業効率の向上、あるいは新規

部門の導入など、事業の多角化を通した収益増加

額などから把握される。

但し、前述したマクロレベルの経済的効果にお

ける供給曲線のシフトは様々な要因により生じる

ものであり、農地保有合理化事業の効果のみを純

粋に取り出して考察することは困難である。特に、

この事業の最大の意義である農業構造再編という

点をマクロレベルで明示的に表現することは難し

いo

一方、ミクロレベルの効果は、担い手の経営発

展の度合いから把握するという点では明快であり、

また、試算の手続きを工夫することで、農地保有

合理化事業に伴う効果をかなり限定した形で計測

できる。しかし、このような方法についても、上

述のマクロレベルでの評価と同様に、農地利用が

合理化され、かつ、担い手の育成が図られること

に伴う地域内での農業構造再編の効果は把握し得

ない。この点で、農地保有合理化事業の経済的効

果を解析する上では、集落、あるいは旧村など一

定の範囲の地域を前提に、そこでの農地利用調整

と担い手への利用集積に伴う地域農業の変化を総
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体として捉え、その上で、それらが地域に及ぼす

経済効果を捉えていくことが有効である 3)。

2)分析対象の設定

以上のような概念整理のもとで、本稿では、農

地保有合理化事業が実施されている2つの地域を

対象に、その取り組みの現状や、合理化事業がも

たらした効果を具体的に把握することを目的とす

る。特に、現状、あるいは事業の効果が最も発揮

された状況(望ましい将来像)と、事業が実施さ

れなかった場合に想定される姿とを比較すること

を通して、農地保有合理化事業の経済的効果を地

域レベル(セミマクロレベル)で具体的に提示す

る。

なお、土地利用型農業の今後の展開に対しては、

大別すると、集落農場を形成して、集落ぐるみの

営農体制の構築を図るというケースと、地域内で

特定の担い手に対して貸借等により耕作の集中を

進め、その担い手が生産性の高い水田営農を展開

していくという二つの方向が考えられる。そのた

め、ここでは、集落営農組織を設立し、そこにお

いて集落内での土地利用及び作付・栽培協定の実

施や、担い手への農地・作業集積を通した営農再

編を進めている福島県A町Y集落と、大区画汎用

圃場において、一括利用権設定により地域の担い

手として農地の集積を受け、新技術を導入した生

産性の高い水田輪作営農を構築している福島県H

市T法人の二つの事例をもとに検討を行う。具体

的には、それぞれの事例に対する関係機関の担当

者、組織及び経営の代表者等への聞取調査結果と、

各事例の経営データ(会計資料、作業記録、指導

機関による取り纏め資料)を整理するとともに、

それらデータによる経営シミュレーション等を実

施することを通して、農地保有合理化事業の経済

的効果を把握する。

2.農地保有合理化事業による経済的効果の

発現状況

1)集落営農組織育成に向けた取り組み－

福島県Y生産組合の事例－

(1)地域の概要

当地域は、会津盆地に位置する水田地帯であり、

気象は内陸型気候で、豪雪地域でもある。農家数

及び農業就業人口はいずれも減少傾向にあるが、
一方、65歳以上の農業就業者の割合は2000年時点

で60%に達するなど高齢化が急速に進行している。

農業の担い手としての認定農業者は2005年3月末

で315名(うち、法人7)となっているが、認定辞

退者も生じるなど、近年、その増加率は鈍化傾向

にある。しかし、経営耕地規模別農家数の推移で

は、2000年度における3ha以上農家の割合は1995

年対比で1.8%多い15.9%となるなど、着実に経営

規模が拡大している。

この地域では水田が81.4%を占めており、耕地

利用率は92.4%となっている。また、農業産出額

においても、米が全体の70%を超えており、水稲

作を基幹とする地域であると言える。

(2)新たな集落営農の展開

このY集落では、会津盆地の高い生産力を背景

に、稲作を中心とする個別完結型の営農が長年続

けられてきた。特に、この集落では、後述するよ

うに一戸当たり平均水田面積が2haと大きいこと

もあり、兼業に従事しながらも、個々の農家が必

要な機械をそれぞれ所有し、経営内の家族労働力

に依存しつつ高米価に支えられた農業経営を行っ

てきた。

しかし、1970年以降、生産調整面積が拡大する

中で、転作への取組みは個別対応に止まり、水田

の高度利用は図れなかった。また、圃場条件につ

いても零細で、かつ、所有地も分散しており、作

業を実施していく上での効率は低かった。とりわ

け、水利は開水路であり、上流に位置する農家の

取水を待って作業を実施するなど、地域の水利慣

行に依存せざるを得ず、多大な労苦を必要とした。

また、近年は、農業労働力の高齢化や米価水準の

低迷が進む中で、地域の生産体制の脆弱化も進ん

でいる。

このような状況を踏まえ、このY集落では、以

下に述べるように、圃場基盤の整備と、農地保有
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合理化事業を通した営農再編を図り、優れた地域

の生産システムを構築した。その中で、福島県農

業振興公社(以下、県公社)は、農地の面的調整

や、その利用集積を図るための連絡調整会議にお

いて中核的役割を果たし、集落の農地の合理的利

用や、営農活動に係る組織化、担い手育成に関す

る合意形成を強く促した。

Y集落の概況については、表1に示すように、

総戸数17戸のうち専業農家は2戸(認定農業者)、

第1種兼業11戸、第2種兼業が4戸となっている。

また、表2は農地の利用状況を整理したものであ
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るが、集落の耕地面積は34haで、その大半が水田

である。そして、主な作付作物として、水稲26.4ha、

そば・小麦4.8ha、アスパラ0.98haが栽培されてい

る。

表1 Y集落の農家戸数と専兼別内訳

表2 農地の利用状況

このY集落で実施された営農再編の経過と、そ

こで形成された地域営農の仕組みは、以下の通り

である。まず、この地域では、1991年にM生産組

合が設立された。この組織は、カントリーエレベ
ーター利用のための水稲収穫組織であり、稲作部

分作業受託を目的としたものである。その後、1994

年には国営かんがい排水事業及び県営圃場整備事

業が完了し、バルブ灌慨による60a～1haの大区画

水田へと整備が図られた。また、1991年からは、

21世紀型水田農業モデル圃場整備促進事業が開始

され、圃場整備の効果をより発揮するための営農

体制の装備が図られることになる。

特に、1998年からは、県公社が農地利用調整に

係る指導、助言に積極的に乗り出し、1999年には、

農地の利用集積や農地利用計画の立案を図る「H

営農改善組合」が設立された。この組合は、同年

4月に農用地利用規定が承認され、農用地利用改

善団体として正式に位置付けられることになった

が、このことにより、Y集落では、地域の土地利

用調整を担う組織体制が確立されたことになる。

また、このような状況を踏まえ、地域の水田の耕

作を担う経営及び営農組織の育成を目的に、1999

年に、水稲の基幹作業(育苗、耕起、代かき、田

植、収穫・乾燥調製)の受託と、転作作物を栽培

するY生産組合が設立されることとなった。

(3)集落営農の特徴

この組織の仕組み及び概要は図1に示す通りで

ある。Y集落の農家17戸全戸(基盤整備の受益者)

により、H営農改善組合が構成される。これは地

域営農再編の姿を示す場合によく用いられる2階

建て組織と呼ばれる方式のいわゆる一階部分に相

当するものであり、農地利用調整及び地域資源管

理を行う。なお、この17戸の中には4戸の農地貸

付農家(いわゆる土地持ち非農家)がいる。この

4戸を除く13戸により生産者部会が形成されてい

るが、この部会では、集落全体の営農計画、及び

転作計画に係る作付調整(どの圃場を転作地とす

るかなど)、さらには、水稲に関する品種配置や、

減農薬有機栽培及び直播栽培圃場の設定等に関す

る栽培協定を行う。

そして、この集落の農地は、図2に示すように

県公社に対してすべて一括して利用権が設定され、

その上で、担い手への農地集積を考慮しながら、

再度、生産者部会の構成農家に農地が配分される。
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図1 Y集落の農業の組織構造

図2 Y集落における県公社を通した農地利用調整の仕組み

(注)福島県農業振興公社資料より引用。

なお、この13戸の生産者部会の中には、自経営

地の耕作のみを希望する農家や、将来的には作業

の委託を希望する農家もある。一方、担い手とし

て、生産活動の充実・強化を図ることを目的に認

定農業者となっている農家も2戸ある。そのため、

生産の中核を担う組織として、8戸からなるY生

産組合が組織され、利用権が配分された水田にお

ける稲作の基幹作業は、全てこの生産組合に再委

託するという方式をとるとともに、転作部門であ

る小麦、そば、アスパラについても、この生産組

合による協業での生産となっている。

このように、この地域は、農地利用調整組織(営

農改善組合)、作付栽培協定決定組織(生産者部会)、

さらに担い手組織(生産組合)という3つの組織

の重層的な構成となっている。これは、集落内の

農家が、土地持ち非農家と専業経営とに階層分化

していくのではなく、兼業の形態で現状のままの

営農の継続を希望する農家も一定数存在している

ことによる。すなわち、この地域では、専業農家

に全て貸借という方式で農地を集積していくとい

う方式を採用することは、地域条件から見て適当

ではない。しかし、そうであるからといって個別

完結的な営農を継続していては、地域の農業生産

の効率化やその発展は期待し得ない。そのため、

この集落では、コスト増加の最大の要因となって

いる個人での機械所有を止め 4)、稲作の主な機械

作業と育苗、さらに、転作作物の栽培を生産組合

に委託するという方式を採用したのである。これ

により、後に具体的に示すように、機械の共同所

有及び共同作業を通した稲作コストダウンが図ら
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れることとなった。

なお、農地の再配分の過程では、図3に具体的

に示すように担い手を中心に農地及び作業を集積

することで、その育成につながるような農地の利

用調整が実施された。さらに、この地域では、一

度、農地を県公社に一括して利用権を設定し、そ

れを配分した上で、再度、基幹作業を全て生産組
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合に再委託するという、地域条件を考慮したシス

テムとなっている。また、このような手続きは全

て県公社により実施されていることから、集落の

農家の事務処理に係るコストを大幅に軽減すると

ともに、地代や作業代金の受渡しに関する農家の

安心感を醸成する要因となった。

図3 Y集落における農地保有合理化事業を通した担い手への農地・作業の集積状況

(注)Y集落への現地調査資料より引用・加工。

なお、このようなシステムが形成された背景に

は、この集落には農地解放の際に残された共同管

理水田があり、そこに対する共同作業の実施や、

その水田から得られた収益の共同管理などが、集

落の連帯感をもたらしたという点がある。しかし、

同時に、県公社によって、地域の実情に即した営

農体制が選択され、そこへの誘導が積極的に図ら

れたことが大きく影響していると言えるのである。

この集落は、例えば、西日本の安定在宅兼業地

帯に見られるような同質な兼業農家から構成され

ているわけではない。前述したように認定農家と

して農業を主体に従事する農家、営農継続を希望

するがあくまで自経営の範囲内での就業に止まる

農家、肥培管理は可能なものの主な機械作業は委

託を希望する農家、農地の貸付けを希望する農家

など様々である。このような農業構造を前提とし

て、なおかつ、地域として営農再編を図り、稲作

のコストダウンや、新技術の導入、生産調整への

対応、担い手の育成といった目標を達成していか

なければならない。それがために、図1に示した

ような重層的な連携関係が構築されたのである。

この点で、このようなY集落の営農再編の仕組み

は、東北や北陸、九州など、兼業から専業まで多

様な農家層を持つ地域に対しても適用可能なビジ
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ネスモデルとなると思われる。

(4)集落営農再編の成果

Y集落における取り組みの成果は以下の点に見

出すことができる。

第1は、稲作のコスト低減である。表3は、主

な機械の装備状況を示したものである。稲、麦、

アスパラの生産に必要な機械等は全て生産組合で

所有されており(但し、乾燥・調製の多くはJA

のカントリーを利用)、個人所有の機械はない。ま

た、リースや、組合員からの借り上げ、あるいは

貸借というようにコストを抑制し得る方式で機械

施設が装備されている。主な機械については、ト

ラクター3台、田植機1台、コンバイン2台とい

う台数である。しかし、もし組織再編がなされな

かったら各農家がそれぞれ1台、したがって、集

落全体では生産者部会員に限ってもそれぞれ13台

必要となるわけであり、このような比較からも明

らかなように、機械の共同所有は大幅な農機具費

の削減を可能とした。

表3 生産組合所有の施設・機械の状況
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上述したように、生産部会の部会員の稲作に

ついては主要作業(育苗含む)は生産組合に全

て委託するという方式が採用されており、また、

一部、集落外からの受託もある。表4はそれら

水稲作業受託の状況を整理したものであるが、

最も多い刈取りで30.4haという作業実績となっ

ており、また、耕起や田植作業受託では26～29ha

である。上述したように、この生産組合の主な

機械装備は、トラクター2台、田植機1台、コ

ンバイン2台であるから、田植機1台当たり移
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植面積は30haとなり、直播栽培が実施されてい

ることを考慮しても、かなり効率的な機械の稼

動となっていると言える。また、トラクターや

コンバインについても、耕起と代かきを合わせ

た延べ作業面積及び収穫面積に対して、それぞ

れ1台当たり約15haの稼動面積が確保されてい

る。仮に、組織化が図られていなければ、1台

当たり2ha程度にすぎないこと 5)を考慮するな

らば、その経済性の高さは明らかである。

表4 水稲作業受託の状況

なお、生産組合では、機械施設に係る費用はリ

ース代及び借入金返済という形式で取り扱われて

おり、償却費など厳密な意味での費用は算出でき

ない。そのため、指導機関が作成している資料か

ら稲作部門の減価償却費に関する県平均との比較

結果を見たものが表5であるが、これよれば、10

a当たり7,218円と、県標準の21%までコスト削減

が図り得ていることが分かる。

また、表6は、基盤整備前(従前)と現在につ

いて稲作労働時間を比較したものである。この表

からそれぞれの作業において大幅な省力化が図ら

れており、県平均と比べてもかなり少ないことが

分かる。特に、直播栽培における省力性が顕著で

ある。

このような労働時間の削減は機械作業において

確認できるが、とりわけ水管理に係る労働時間の

減少が大きい。これは、水利施設が整備されたこ

とに加え、水利の自由度が大きく増加したことに

よる。すなわち、国情整備による区画の大型化、

整形化、農道の整備、水利施設水準の向上、農地

の集団化、品種や栽培方法別の団地形成、作業の

共同化、作業機械の大型化・高性能化といった、

農地保有合理化事業の実施に伴う地域農業の組織

化や土地利用調整によりもたらされたものであり、

そして、それらが、作業効率の向上や移動時間の

削減等を通した労働時間の減少につながったと言

えるのである。なお、このような水利の自由度が

増加したことは、当然、稲作における水管理の効

率化に寄与し、労働時間の減少だけでなく、収量

向上という点でも大きな効果を及ぼしたと考えら

れる。

表5 水稲部門の減価償却費の節減状況
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表6 稲作労働時間の比較(Y生産組合事例)

表7 Y生産組合における小麦及びアスパラの収支状況



農地保有合理化事業の経済的効果

集落営農再編による第2の成果として、転作田

が団地化され、小麦やそば、さらにアスパラとい

った作物が導入されたことが指摘できる。麦やそ

ばは、団地化し、省力的に作業を行ってはじめて

収益が確保できる作物である。また、アスパラガ

スは、女性や高齢者の就業機会の確保という点で

も大きな効果を及ぼす。さらに、このような作物

が導入されたのは、2001年という水田農業経営確

立対策が開始された以降の時期であり、より多く

の政策的助成を得るという観点からも有効であっ

た。
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なお、この小麦やアスパラガスについて2002年

度の生産状況、収益、及び経費の実績を示したも

のが表7である。これにより、減価償却費相当額

を含む経費を控除した後には、小麦で約35万円、

アスパラで約120万円の所得が生み出されたこと

が分かる。なお、ここでの経費には出役した者へ

の労賃は含まれておらず、前述の所得は労働報酬

にほぼ等しいが、このような新たな就業機会を生

み出したという点からも、これら作物導入の意義

は大きいと言える。

表8 特色ある米づくりの実施状況

加えて、この集落では、組織再編の進展と合わ

せて特色のある米づくりも始めており、2005年度

において、湛水直播栽培を5.7ha、特別栽培(減農

薬減化学肥料栽培)を3.7ha実施している(表8参

照)。この湛水直播栽培は、従来は打込み式点播機

により実施されてきたが、2005年度からは多目的

田植機を用いた方式となっている。直播栽培の収

量は高水準に安定しており、新技術として確実に

定着している。なお、この水稲直播栽培は、福島

県では県が総力を挙げて取り組んできた技術であ

り、この会津地域でも広範に普及している。また、

その過程では、指導機関による技術対応面での支

援もなされてきた。しかし、直播栽培を安定化さ

せるには、圃場の選択や水管理など、その特性に

応じた稠密な管理が求められる。特に、直播栽培

に適した圃場(直播の播種時期が移植よりも早い

こともあり、水利の面で早くから用水を確保でき

る圃場が望まれる)において、団地としてまとま

ってこの技術を適用していくことが重要である。

したがって、単に栽培技術の習得のみならず、Y

集落では農地の利用調整がなし得ていることも、

この新技術、あるいは売れる米づくりといった企

業的な組織活動を成立させている要因と言えるの

である。

表9 水田の利用状況
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表9は、Y集落における水田の利用状況及び作

目別栽培面積の推移を示したものである。従来は

水稲とそばという体系であったが、2001年からは

より収益性のある小麦が作付けされるようになり

(2004年は長雨のため小麦が播種できなかった)、

また、稲作の効率化と併せた労働力の活用の場と

して、アスパラガスも導入されている。そして、

2005年には、再び、そば－小麦体系が導入されて

おり、土地利用の高度化が図られている。

(5)集落営農再編に関する今後の方向

なお、この集落における営農再編に向けた今後

の方向として重要となるのは、平成19年産から開

始される品目横断的経営安定対策にいかに対応し

ていくかである。この施策の対象となる作物は、

この地域では、現状では小麦及び水稲であるが、

小麦の現在の面積は、2005年の実績では要件を満

たさない規模である。また、水稲について経営所

得安定対策等の対象となるには、部門として協業

にしなければならない。現状のままでは、現在い

る2名の認定農業者は施策の対象に該当するが、

他の農業者は要件を満たさず、一方、それがため

にこの2名に全て農地、あるいは作業を集積する

ということも現実的ではない。この点で、この新

しい施策に対応するために今後どのような組織的

再編を図っていくかは、地域農業にとって非常に

大きな問題となっている。

このような状況に対して、この集落では、新た

な施策に対応していくための一つの方向として特

定農業団体を設立することが検討されている。す

でにH生産改善組合が形成されていることから、

農用地利用規定に係わる問題はない。また、転作

部門については協業となっており、さらに、認定

農業者など主たる従事者としての候補者もいる。

問題は、栽培管理が個人対応でなされ、個人名義

での販売となっている米について、経理の一元化

が可能かという点である。すなわち、稲作部門に

ついて協業とすることと、集落営農組織が将来的

に法人化を目指していくことの是否が基本的な論

点となる。

集落営農組織の将来的な方向性や、これまでの

取り組みを考慮すると、それが一つの経営として

発展していく形態が望ましいように考えられるが、

しかし、これまでの経過もあり、急速な組織構造

の変更を図ることも困難である。このようなこと

から、現段階においては、要件を満たすために、

水稲も含め経理の一元化は図るものの、個々の肥

培管理による収量水準の違い等の存在を勘案し、

それら収量差に伴う収入格差を一種のプレミアと

いう形式で構成農家に配分していくことで、栽培

管理の良し悪しに関する不満の解消を図っていく

こと、そして、その過程において、段階的に技術

の平準化を図り、協業ということに向けての構成

員の意思統一を図っていくことが考えられる。そ

して、このようなプロセスを踏まえて、協業化に

対する意識改革及び合意形成がなされれば、将来

的には法人形態をとっていくことも可能となろう。

なお、このような施策展開に対応し得る体制は

すでに構築されてきている。重要な点は、農地利

用調整組織と担い手組織が、それぞれ農地保有合

理化事業を通して連携が図られており、地域にお

ける合理的な土地利用、作付計画、担い手への農

地・作業集積に向けた集落の合意形成が図られる

システムが形成されているという点である。そし

て、このようなシステムの存在そのものが、上述

したような経済的効果を発生させる要因となって

いるのである。

2)土地利用型法人経営の育成に向けた取り組

み－

福島県H市T法人の事例－

(1)地域の概況

H市は、福島県の太平洋沿岸に位置する商工都

市である。農業の概略は、耕地面積3,653ha、農家

戸数2,306戸、一戸当たりの経営規模は1.58haであ

り、水田率が80%、圃場整備率は60%となってい

る。今回事例とするT法人が所在する地区は、H

市南部の平坦地に位置している。また、市街地に

も近接していることから就労機会に恵まれており、

第二種兼業農家が大多数を占めている地域である。



農地保有合理化事業の経済的効果

この地区では、1998年に地域の農家101戸が参加

し、農用地利用改善団体である「T営農改善組合」

を設立し、ブロックローテーションによる集団転

作など、地域の農地利用調整を行ってきた。1999

年からは、県公社を仲介して集合的利用権等調整

事業に取り組み、認定農業者等への農地集積率は

77%にも達している。そして、後述するように水

稲の基幹作業及び転作麦の生産は、T機械共同利

用組合(現在、T法人)が県公社から受託してい

る。

(2)T法人の展開

T法人の所在する地域は、基盤整備前は零細な

圃場条件下にあり、作業効率も悪く、水稲単作的

土地利用がなされていた。生産性も低く、地域の

平均耕作面積も0.8haにすぎない。そのため、前項

の会津地域と比べると、規模の零細性と併せて、

農業部門からの収益性も低い地域である。

このような圃場基盤の状況と、農業における交

易条件の悪化や高齢化が進展する中で、農作業へ

の委託希望が増加したことから、1985年にT機械

共同利用組合が設立され、40ha規模の共同乾燥調

製施設の導入による稲作の部分作業受託が開始さ

れた。前項で述べたY集落の組織活動も稲作の収

穫作業受託を契機としているが、これは、稲作の

作業別コストにおいては収穫～乾燥・調製過程が

最も多くを占めており、零細な稲作経営において

は、この作業を個別に実施していくことが最大の

経済的負担となっていたからである。

しかし、当時の地域農業の状況は、圃場は未整

備田が大半を占めており、受託圃場も分散すると

ともに、地盤沈下による不陸が発生するなど、受

託者にとっての作業の非効率性は顕著なものとな

っていた。また、委託者にとっても、他の稲作の

作業については個別対応に止まっていた。

このような事態のもとで、1991年から、市単独

事業として「集落営農モデル事業」により圃場整

備に向けた合意形成が図られた。そして、1993年

に「県営低コスト化水田農業大区画圃場整備事業」

が始まり、また、これは、21世紀型モデル圃場整
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備事業の指定を受けた。この事業は、50%の農地

集積が要件となっていたこともあり、農地流動化

推進委員会が設立されたが、この過程で県公社は

大きな役割を果たすことになる。

圃場整備は1997年に完了し、1ha区画、パイプ

ライン灌漑、暗渠排水、地下灌漑を有する大区画

汎用圃場が完成した。このような圃場整備は、後

述するように、労働時間の削減のみならず、水稲

乾田直播栽培など新技術の導入、さらには麦－大

豆作の導入による水田利用の高度化など、地域の

営農に大きな効果をもたらした。

このような圃場整備を受けて、地区内及び地区

外の入り作農家を含む101戸からなる「T営農改善

組合」が設定され、農地の利用調整組織として活

動を始めるとともに、そこにおいては将来に向け

た営農ビジョンが作成された。また、このビジョ

ンの担い手として、前述したT機械利用組合が設

立された。

このT機械利用組合は、その後、稲作の基幹作

業受託組織、及び団地化・ブロックローテーショ

ン化された転作作物の耕作を行う主体として展開

を図ることになる。特に、1996年からは、水稲乾

田直播栽培が導入されたが、東北では湛水直播が

主流となっている中で、乾田直播栽培の定着に向

けた取り組みがなされたこと、そして、それらが

作付体系として稲－麦－大豆の輪作体系の中で取

り入られたことは極めて重要な意義を持つもので

ある。

また、経営展開の過程においては、表10に示す

ように2002年より麦・大豆体系が採用され始める

が、この大豆については不耕起播種という新しい

技術が導入された。これは、汎用型不耕起播種機

を用いて、耕起－整地作業を行わないで不耕起状

態で大豆の播種を行うというものであり、省力化、

適期作業、収穫ロスの軽減など多くの効果が期待

できる技術である 6)。特に、小麦から大豆作にか

けての作物切替時期の作業競合が厳しい場合にお

いて、省力化や降雨リスクの回避を図りつつ安定

的に大豆を栽培していくことを可能とする。この

ような新技術を導入した体系が採用されている所
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に、このT法人の特色があるのであるが、それが

可能となったのも地域的な土地利用調整と担い手

への農地集積がなされたからである。

なお、このT機械利用組合は、任意組織である

ことから農地に関する利用権の設定はできない。

そのため、2002年に、有限会社T法人として法人

化が図られるとともに、特定農業法人として認定

され、地域の農地利用に責任を持つ担い手として

展開するに至った。

(3)法人の経営概要

法人化後は規模拡大も図られてきており(表10

参照)、2005年度の作付及び作業面積は、水稲

40.5ha(うち移植10ha、直播30.5ha。なお、直播

の中には全作業受託8.5haを含む)、小麦24ha(う

ち転作耕作受託13ha。大豆についても同じ)、大豆

24haである。直播の作業受託も含めた場合の経営

面積は64.5haであり、この中には地区外も含むが、

T地区の耕地面積が78haであることを考慮すると、

地区の多くの農地がこのT法人に委ねられている

ことが分かるのである。

表10 T法人における作付作物別面積の推移

このようなT地区に対する農地保有合理化事業

の仕組みと実績(2001年時点)を示すと図4の通

りである。農地所有者114名は、一括して県公社に

利用権を設定する。その面積が73.5haである。そ

して、地域のT営農改善組合は、地区を3つのエ

リアに区分して、転作のブロックローテーション

や直播団地の決定などの土地利用調整を行う。そ

の上で、それら農地が再度、県公社に再委託され、

それが再びT機械利用組合(現在のT法人)に作

業及び農地の利用権が集積される方向で再配分さ

れるという仕組みとなっている。

図4 T地区における農地保有合理化事業を通した農地集積の仕組み

(注)福島県農業振興公社資料より引用。



農地保有合理化事業の経済的効果

この地域は、前項のY生産組合と比較すると、

特定の担い手であるT法人に集中する方式で、作

業や利用権が集積されている。これは、この地区

では元々の農地所有面積が小さく、兼業部門とし

て営農を継続していく経済的メリットが小さいこ

とが、地域として階層分化を促す方式での農業展

開を可能とした。すなわち、Y生産組合がいわば

集落農場型の展開であるのに対して、このT地区

では受託組織育成型の対応がなされたのである。

しかし、このような規模拡大に向けての取り組

みをT法人自らが単独で実施したとすれば、多数

の地権者との交渉や調整、代金徴収事務などに関

して多大な時間的、精神的、金銭的コストを要し

たと考えられる。また、仮に面的集積が一定程度

図られたとしても、圃場は分散し、現状のような

生産性の高い水田利用方式を成立させることは困

難であったであろう。この点で、農地保有合理化

事業の効果は極めて大きかったと言えるのである。
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(4)T地区における営農再編の成果

このような取り組みの成果を整理すると、以下

の通りである。

第1は、稲、麦、大豆作における生産性の向上

である。表11～表13に、それぞれの作物の作業別

労働時間を整理したが、農林水産省統計部の各作

物の大規模層に対する調査データと比較してもか

なり労働時間が少ない。これは、大区画圃場であ

ることによる作業効率の良さ、水利施設の整備、

土地利用調整による圃場間の移動時間の節減、さ

らに、直播栽培及び不耕起栽培といった省力技術

の導入によるものである。なお、稲作については、

従前における労働時間との比較も示したが、前項

のY生産組合と同様、水管理や畦畔草刈りなどの

管理作業を中心に大幅な省力化が図られているこ

とが分かる。

表11 稲作労働時間の比較(T法人事例)
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表12 小麦作に係る労働時間の比較(T法人事例)

表13 大豆作に係る労働時間の比較(T法人事例)

T法人が実施している水稲乾田直播栽培は、愛

知県農業総合試験場で開発された技術であり、不

耕起Ⅴ溝直播と呼ばれる。その特徴は、不耕起状

態で播種を行うことや、圃場の均平化により冬季

に代かきを実施するという点にあり、これにより

安定した出芽苗立ちが確保され、省力性も高い。

但し、この不耕起乾田直播を実施するには、漏水

に耐え得る圃場条件にあるとともに、団地として

まとまって栽培されることが、水の横浸透の防止、

鳥害への対応、除草剤散布作業等における移植水

稲への薬剤の飛散の回避等につながる。すなわち、

農地の利用調整が実施されていることは、この不

耕起乾田直播栽培を成立させる上で非常に重要な

条件なのである。

この乾田直播の実施面積の推移を示したものが

表14であるが、当初は耕起乾田直播であったが、

2002年からは不耕起乾田直播が導入された。品種

はひとめぼれが中心であり、2005年の直播実施面

積は、作業受託も含め、30.5haに達している。ま

た、表15は、この乾田直播の収量、作業時間、費

用合計の推移を示したものであるが、労働時間は

10a当たり5.2時間と少なく、60kg当たり費用合計

も2002年時点では1万円を下回る状況にある。こ

のような生産性の高さが、T法人における乾田直

播の定着につながっており、かつ、省力的な水田

輪作体系を成立させる基礎的条件となっている。

表14 水稲乾田直播栽培実施面積の推移
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表15 水稲乾田直播栽培における収量、作業時間、費用の推移

第2は、稲－麦－大豆作の輪作体系を採用する

ことで、それら圃場では150%の土地利用率となっ

たという点である。先の表10にT法人の水田利用

の状況として作物別面積の推移を示したが、上述

した直播栽培面積の増加とともに、麦類について、

当初の大麦から、近年はより収益性が期待できる

小麦に転換されるとともに 7)、土地利用率の高い

大規模な水田輪作体系が構築されたことが注目さ

れる。

なお、図5にT法人の年間の旬別労働配分の状

況を示したが、これら複数の作物を導入すること

で、複数の従業員を雇用する法人経営にとって重

要な課題となる「年間を通した就業機会の確保」

が図られつつあることが分かる。

図5 T法人における作目別労働配分の状況

(注)T法人の作業日誌データ(2004年度)より作成。

第3の成果として、法人化が図られたことで、

企業的な経営戦略が採用されるようになったこと

がある。T法人では小麦を作付けているが、福島

県のこの地域の小麦の品質評価は必ずしも高くな

く、原料として販売するだけでは十分な収益性は

期待できない。そのため、T法人では、自経営で

生産した小麦を製粉会社に委託して粉にしてもら

い、それを買い取って、再びその粉をうどんにす

るよう加工を依頼し、そのようにして生産された

うどんを自社ブランドの製品として自ら販売して

いる。

このような原料としての出荷ではなく、加工し、

付加価値を付けた上で販売活動を行っていくこと

は、生産者に対して市場ニーズを実感させるとと

もに、経営者能力を高め、企業体としての体質を

強化していく上で極めて有効な手段となる。また、
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それは、水稲や大豆作においても、市場志向的な

生産活動を誘発していく契機ともなる。この点で、

T法人における小麦の製品、販売化は、経営の多

角化戦略として高く評価されるものである。そし

て、このような企業的な経営行動も、法人経営の

設立によるものであり、このことも、農地保有合

理化事業による担い手育成に向けた取り組みに起

因していると見るべきであろう。この点で、担い

手育成という活動は、その経営発展過程の中での

イノベーションの創出を通して、新たな価値を生

み出すことになるのである。

(5)T地区の営農モデルの今日的意義

最後に、この地域の営農モデルとしての独自性

について指摘しておこう。このT地区では、農地

保有合理化事業を通して、農地管理組織と担い手

である法人経営が連携して地域農業が担われてい

ることは先に述べた。このように、このT法人は、

地域の土地利用型の農業部門を担う経営として成

立している。一方、T法人の構成員は、自らの経

営部門として、ハウストマトといった施設野菜や

施設花きの生産など、水稲とは別の事業も行って

いる。すなわち、省力化されて生み出された労働

力は、法人の規模拡大や多角化への対応と同時に、

自経営の集約部門に対しても活用されるのである。

そして、このような営農方式は、土地利用型農業

の将来像として極めて興味深いビジネスモデルを

提示している。

これと同様の事例が千葉県にもある。そこでは、

施設野菜や養豚、果樹などの複合部門を持つ水田

作経営の担い手が、それぞれの複合部門は自らが

経営する一方で、地域の水田については農事組合

法人を組織して、その法人が耕作を請け負うとい

う方式をとっている。この地域の水田も大区画圃

場であり、栽培技術として汎用型不耕起播種機を

用いた不耕起乾田直播が導入され、省力的な水稲

生産が行われるとともに、そこでの収益は従事分

量に応じて配当されている。さらに、この法人の

メンバーに加えて他の農業者も参加する販売組織

(別の経営として法人化)も設立し、自経営の米

の他に、地域から野菜、果樹など様々な農産物を

集荷して、道の駅において直売を行っている。す

なわち、個人の経営、地域の土地利用型農業を担

う経営、販売を実施する経営という重層的な構成

となっているのである。

このような経営の機能に合わせた異なる法人の

設立と、農地利用調整を担う土地利用調整組織と

が、農地保有合理化事業を通して有機的に連携し

ていくという方式が一つのシステムとして形成さ

れていけば、それは、農地の貸借が進展しており、

かつ、消費市場に近い地域における今後の土地利

用型農業の新たなビジネスモデルに成り得ると思

われる。この点で、T法人の実践は、前項の集落

営農の再編という方向とはやや異なる観点に立つ

ものの、しかし、農地保有合理化事業による農地

利用調整と担い手育成という点では共通する、わ

が国の水田農業の一つの将来像を示すものである。

3.農地保有合理化事業の経済効果の計測

本節では、農地保有合理化事業の経済効果につ

いて、事業実施前と比較した収入、生産費、労働

時間、純収益、所得の変化から考察する。

まず、Y集落について見ると、表16に示すよう

に、稲作収入は、現状の生産組合の稲作収入が不

明である(稲作は協業ではない)ことから、従前

(農林水産省統計部平成15年産「米及び麦類の生

産費」の福島県平均による稲作収入を設定)と同
一としたため、変化がない。小麦、アスパラは実

績値である。生産費は、小麦、アスパラは実績値

を、稲作については、資材費は県平均を用いてい

るが、機械の共同利用、共同作業、農地の集団化

等を通した減価償却費及び労働費の削減から、い

わゆる社会的コストを意味する稲作の生産費(費

用合計)は、従前に比べ、35%近く低減している。

労働時間は、先の表に示すように従前が22.29時間

/10aであったのに対して、現状では、同じ移植

栽培でも半分以下の10.26時間/10aに、直播栽培

ではさらに少ない6.8時間/10aと大きく減少し

た(なお、表では面積に応じた加重平均値を示し

ている)。また、小麦についても、生産組合による



農地保有合理化事業の経済的効果

協業方式の採用によって、5.83時間/10aと、都

府県5ha以上層と同等水準の労働時間となってい

る(表17)。
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表16 農地保有合理化事業の経済的効果(Y集落事例)

表17 小麦作に係る労働時間の比較(Y生産組合事例)

純収益は、収入から費用合計を差し引いたもの

であり、いわゆる土地純収益である 8)。すなわち、

資材費及び労働に対する対価を支払った後に生み

出された社会的価値を意味している。これらは、

小麦やアスパラではマイナスである、稲作では約

4万円/10aの純収益の増加となっている。さら

に、私経済的便益として所得の変化を見ると、稲

作所得で約2万円/10a増加するとともに、新た

に小麦5,222円/10a、アスパラ120,701円/10a

の所得が生み出されたこととなる 9)。

以上の10a当たりのデータをもとに地域全体と

しての経済的効果の変化を見ると、表16の右欄に

示すように、収入で427万円、生産費63万円、労働

時間2,428時間の増加となっている。そして、特に

注目されるのが純収益及び所得の増加であり、前

者は、従前に対して1.6倍の1,007万円、農業所得
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は、1.28倍の728万円増加している。このように、

地域(集落全体)で見ても、Y集落の場合には集

落営農という性格からそれ自体の耕作規模は変化

していないが、それでもなお、営農の組織化や農

地の利用調整によって、大幅な土地純収益、及び

私経済的便益としての農業所得の増加 10)が図られ

たことが分かるのである。

また、表18は、同様に、T法人における農地保

有合理化事業の経済的効果の発現状況を整理した

ものである。なお、10a当たりの数値は、T法人

の現状値と、組織化される前の個人経営の状況を

比較している。また、地区全体として見る場合に

は、従前は転作対応は調整水田及び牧草作付けな

どで対応されていたとのことであったので、水稲

作付面積は現状のT法人と同等とし(すべて移植

栽培)、転作については上記の対応が継続されると

いう前提で整理した。

表18 農地保有合理化事業の経済的効果(T地区事例－現状規模－)

、

稲作収入については、現状はT法人の2004年度

の実績値であるため、米価が低迷しているという

時代背景もあり従前を下回るが、麦及び大豆の収

入も合わせて地区全体 11)として比較すると、1,872

万円の収入増加となる 12)。一方、生産費は、労働

費や減価償却費が大きく減少した。そのため、地

区全体での金額は従前とそれ程変わらない。また、

10a当たりの稲作労働時間が先に示したように従

前の34.68時間/10aに比べ、現状では移植栽培で

12.62時間、直播栽培では8.68時間と少なくなって

いることから、地区全体での労働時間はむしろ減

少するという試算結果となる。

このような収入増加、及び生産費の削減により、

社会経済的価値の変化を示す指標と言える純収益

(土地純収益)で見ても、地区全体では、従前に

比べ、1,779万円(256%)増加している。そして、

農業所得としても、1,556万円の増加(180%)と

なっている。この点で、国民経済的及び私経済的

に非常に大きな効果をもたらしたと言えるのであ

る。

なお、このT法人の場合には、農地保有合理化

事業によりさらなる担い手への農地集積が図られ

ることも可能であろう。そのため、そのような環

境条件が整うことを前提に、規模拡大が可能とな

った場合にどれだけの収益増加が可能となるかを、

T法人を素材に営農モデルを作成し、当該経営の

収支及び労働時間データを用いて線形計画法によ

り試算した。

その結果を示したものが表19である。これは、

表に示すいくつかの前提をおいた上での試算であ

るが、これによれば、労働力6名のもとで、最適

(最大)規模及び部門構成として、経営面積70.6ha、

水稲移植20.2ha、水稲直播15.1ha、麦、大豆がそ

れぞれ35.3haという計算結果となる。すなわち、

述べ作付面積で、現状の72haから約30ha多い、

105.8haまで作付可能と試算されるのである。
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そこで、この結果をもとに、そこでの規模での

収入や純収益、所得の変化を試算すると、表20に

示すように、地区全体で見て、4,700万円(対従前

比で213%)の収入増加、純収益で3,145万円

(376%)、農業所得で3,193万円(265%)の増加
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が期待されることになる13)。

以上の点から、農地保有合理化事業の推進は、

地域全体で見て、従前の2～4倍近い経済的便益

を生み出す条件となり得ることを示すものである。

表19 T法人への農地集積を考慮した場合の最大経営面積と部門構成

表20 農地保有合理化事業の経済的効果(T地区事例－最大規模－)

4.農地保有合理化事業の経済的意義

わが国の土地利用型農業が将来目指す方向とし

て、日本型農場制農業の創出の必要性が言われて

いる。この、「日本型」という表現には、西欧諸国

で見られたような先住地の開拓や侵略による農場

制の形成、あるいは囲い込みによって大規模な農

場を確保するのではなく、地域における多数の農

地所有者との合意形成を図りながら、それを前提

に、一定の目的意識的な土地利用及び土地利用権

の調整を進めるということが合意されている。そ

して、そのような地域的な合意を基礎に、農地の

利用調整や、特定の経済主体(担い手)への利用

権等の集積が図られ、そこにおいて、いわゆるト

レーガーと呼ばれる生産力の担い手が、合理的な
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土地利用方式を実践しつつ、新たなイノベーショ

ンを通して経営発展を行っていくという姿が、こ

こで示す日本型農場制農業である。すなわち、そ

こでは、土地利用調整と担い手の形成が基礎的要

件となる。
一方、わが国における今後の水田農業の発展方

向としては、新たな水田輪作体系の構築が求めら

れよう。ここで言う「新たな水田輪作体系」とは、

①分散した圃場の下での輪作ではなく、地域的な

土地利用に支えられた農場制農業として、②転作

対応を主な目的とするブロックローテーションを

さらに発展させた、技術合理性に基づく作付体系

が構築されており、③慣行技術に依存した稲・麦・

大豆・飼料作ではなく、不耕起栽培や直播栽培な

どの新技術を導入したより生産性の高い営農方式

が採用され、④地域の農業構造が再編される中で、

新たな制度的条件下でも発展可能な中核的担い手

による水田輪作体系である。このような水田輪作

体系が構築されることは、アジア諸国の水田農業

に対しても普遍性を持つものであると考えられる。

この上述した日本型農場制農業、及び新たな水

田輪作体系は、いずれも共通して、その成立のた

めには、地域内の農地の利用調整や担い手への農

地集積を必要とする。重要な点は、土地利用調整

と担い手という二つの要素が上述の農場制農業及

び水田輪作体系には不可欠であり、この両者を結

びつけるものとして、農地保有合理化事業がねら

いとしている機能は不可欠であるという点である。

また、さらに留意すべきは、今回事例とした二

つの地域の取り組みは、地域性の違いからその展

開のタイプは異なるものの、上述した新たな水田

輪作体系の要点を備えていたという点である。す

なわち、前項までの検討は、新たな水田輪作体系

の具体像を示したものに他ならない。

前述した二つの事例における農地保有合理化事

業実施前の姿をイメージするならば、それは、零

細分散錯圃と呼ぶべき圃場条件の下で、零細な経

営による高コストな水稲単作での営農である。そ

のような農業を表現するキーワードを挙げるなら

ば、単作、高コスト、低収益、零細分散錯圃、兼

業、非効率、放棄地化、後継者不足、粗放的土地

利用が考えられる。そこには、合理的土地利用は

なく、担い手による新たな事業展開の可能性も見

出し得ない。また、この構図は、その程度に相違

はあるものの、今日の多くの水田地帯で見られる

姿である。
一方、対象地域の現状を表現するキーワードと

しては、低コスト、高生産性、高収益、イノベー

ション、担い手、新技術、水田高度利用、輪作体

系、構造再編、地域活性化、ビジネスモデルとい

った言葉が想起される。このような2つのキーワ
ードを対置するならば、そこには大きな格差が存

在することが見てとれるのである。

前項の試算値は、いわばモデル分析ではあるが、

現状の技術、資本装備を前提に可能と考えられる

姿であり、これにより、農地保有合理事業の経済

効果が具体的に確認され得るのである。そして、

このような大きな経済的効果の可能性を持つもの

として、農地保有合理化事業は、今後、わが国の

農政においてより一層の積極的位置付けがなされ

ていく必要があろう。

注

注1)農地保有合理化事業研究会資料より引用。

注2)この点については、梅本雅・平泉光一(1996)「土

地改良事業の社会経済的効果の帰属と費用負担」農業

研究センター経営研究、第35号、p41-64、農業研究セ

ンター農業計画部・経営管理部を参照されたい。

注3)なお、この場合、本来は社会的効果も含めていく

ことが求められるが、それら農村環境の維持などに係

る社会的便益をどのように具体的、数量的、かつ、実

証的に把握・評価していくかは今後の課題である。

注4)そのため、個人の機械はJAに売却する、あるい

は、生産組合で借り上げるといった対応を実施してい

る。

注5)Y集落の平均面積である2haの作業を実施するに

は歩行型の田植機やコンバインではかなりの労力を

要することから、労働負荷を現状と同等水準に保つな

らば、2haでも、現在の組織所有に近い性能、規格の

機械装備が求められることになることに留意する必
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要があろう。

注6)この技術の特徴については、梅本雅(2004)「ディ

スク駆動式汎用型不耕起播種機による大豆不耕起狭

畦栽培技術の開発」、機械化農業、第3033号、p13-17

を参照されたい。

注7)この小麦生産をもとに、2002年からは、自経営の

小麦を使用したうどんの加工、販売が開始された。

注8)労働費については、労賃単価を1,500円/時間と

見積もって計算している。

注9)なお、ここでは、聞取調査から、事業前の転作対

応が個別対応であり、調整水田などの取り組みも多か

ったということであったため、従前における転作部門

からの所得は無しとしている。その意味で、従前の所

得は過小評価となっているという点は留意が必要で

ある。但し、ここでの分析では、転作助成金は加えて

いない。

注10)なお、ここでは、省力化を通した可能労働時間の

増加に伴う農家所得への影響は考慮していない。

注11)ここでの分析では、T法人の経営面積48ha(麦－

大豆は二毛作)を地域全体と見なすこととした。

注12)稲作が減少しても全体が多くなつているのは麦及

び大豆収入の増加が影響しており、転作地24haの収入

を従前はゼロとしていることが試算結果を左右して

いる。しかし、麦－大豆二毛作の成立は、農地保有合

理化事業による農地集積や農地利用調整が行われた

からであり、このような前提条件の設定は、必ずしも

非現実的なものではないと思われる。なお、ここでの

麦大豆作の収入に生産調整に係る助成金は含めてい

ない。

注13)なお、ここでは生産費のうちの固定費も面積に応

じて増加するという仮定で計算しているが、線形計画

法では、基本的に、資本装備は一定という条件の下で

の試算なので、本来は、純収益及び農業所得の増加額

はより多くなることに留意する必要がある。
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【追記】

本稿を取り纏めるに当たっては、(社)全国農地

保有合理化協会の小野調査広報部長より懇切なご

支援を得るとともに、森永副会長、深谷次長には

現地調査にも同行して頂いた。また調査に当たっ

ては、福島県農業振興公社の片平参事を始め県公

社の皆さん、さらに、現地調査では、Y生産組合、

H営農改善組合、T法人の代表者や、関係機関の担

当者の方々に多大な協力を頂いた。ここに記して

感謝申し上げる次第である。


