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はじめに

農地保有合理化事業に期待される役割は、中間

保有機能を有効に活用した農地の面的利用改革の

推進である。個々の農家の私的契約行為による農

地の流動化を介して、特定の担い手を選別的に育

成するといった旧農業基本法以来の施策は、規模

拡大の過程で農地の分散を回避できないまま、少

なくとも都府県の実態をみる限り破綻した 1)。こ

うした中、加速度的に進む農業構造の弱体化に歯

止めをかけ、改めて「零細農耕からの解放」とい

う構造問題に切り込んでいこうとすれば、農地の

面的利用改革に焦点を据えた「新世紀の農地改革」

への挑戦を避けて通るわけにはいかないであろう。

現行制度上、最もそれをよく成し得るのは、「むら

ぐるみ集合事業」や「一括利用権設定」による農

地の再配分に取り組んできた農地保有合理化事業

を置いて他にはない。

「農地の面的利用改革」は「零細農耕からの解

放」のみならず「不安な食」や「環境負荷型農」

からの解放を推進していく上でも不可欠である。

ポジティブリスト制への対応にしても個々の農家

単独で行うには限界がある。農地利用改革により

作目別生産ほ場の計画的配置や使用資材の統一な

どを広領域で徹底しうるような体制整備が必要に

なろう。もはや社会問題といってよい「不安な食」

や「環境負荷型農」からの解放もまた、農地利用

改革による面的環境保全型農業、もっといえば「環

境保全型農場制農業」への転換と、その普及・定

着にかかっているといっても過言ではない。

翻ってみるに「貧しさからの解放」や「飢餓か

らの解放」が戦後の農地改革に課せられた課題で

あった。それとの対比でいえば「零細農耕」、「不

安な食」、「環境負荷型農」からの解放など、現代

版農業問題への対応が「新世紀の農地改革」に課

せられた課題であろう。

本稿では第1に、農地保有合理化事業の推移を

概観し、改めて「むらぐるみ集合事業」や「一括

利用権設定」等に焦点を当てながら保有合理化事

業に期待される今日的役割について検討してみた

い。

第2に、県公社単独で今日まで一貫して「集合

事業」を推進してきた福島県農業振興公社の事例

を紹介し、併せて農地の売渡信託事業や貸付信託

事業への取り組みにも言及してみたい。

第3に、農地の面的利用改革に対する先駆的取

り組みとして評価が高い宮城県亘理町荒浜地区の

事例によりながら、「むらぐるみ集合事業」の導入

を可能にした条件、合意形成手法、成果と課題な

どについて分析する。

第4に、一括利用権設定による農地の面的利用

集積計画を策定し、実施に踏み切る直前にまで至

っている宮城県角田市枝野地区の事例によりなが

ら、一括利用権設定の導入を可能にした条件や今

後の課題について分析する。

第5に、農地の面的利用改革の可能性、導入条

件、合意形成手法等について総括的に検討すると

ともに、その結果をやや将来へ引き伸ばしながら、

「零細農耕」、「不安な食」、「環境負荷型農」から

の解放を視野に入れた参加型農業構造改革のモデ

ルとして「テナントビル型農場」の創設を展望し

てみたい。
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1.農地保有合理化事業の推移と期待される

今日的役割

農地保有合理化事業(以下保有合理化事業)は

1970年の農地法改正により創設された。その前史

には、65年、66年の二度に渡る国会提出にもかか

わらず廃案となった「農地管理事業団法案」(以下

事業団法案)があった。農業構造改革の推進をね

らいとして農地の売買や貸借等に公的機関を介入

させるという「事業団法案」の主旨は、その後や

や修正される形で農地保有合理化促進事業に受け

継がれることになった。大きな違いは、事業団法

案では事業団が全国一律に事業を実施するとして

いたのに対して、保有合理化事業では都府県およ

び市町村単位に公社を設置し、事業を行うことと

した点であつた。その後、1993年の「農業経営基

盤促進法」により「農地保有合理化事業」が法定

された2)。

保有合理化事業の実施主体である合理化法人は、

現在(2006年4月1日)都道府県公社(都道府県

が社員又は寄附財産の拠出者となった民法法人)

が47公社、合理化法人の資格を有する市町村及び

農協(市町村段階で事業を実施する合理化法人)

がそれぞれ18市町村、386農協、市町村農業公社(市

町村段階で事業を実施する主体として市町村等が

社員又は寄附財産の拠出者となった民法法人で

1992年に追加)が160公社となっている。

合理化事業には、①農地売買等事業、②農地売

渡信託事業、③農地貸付信託事業、④農業生産法

人出資育成事業、⑤研修事業など5種類の事業があ

る。このうち基本をなすのは、農地の売買や貸借

に公社が介入する農地売買等事業である。都道府

県公社による買入及び借入面積の推移を示した図

1を見ると、一貫して買入面積が借入面積を大幅

に上回っている。ただし、バブル経済崩壊以降、

農地価格の下落により中間保有リスクが増大し、

買入面積は急速に減少に転じている。この間、借

入面積はやや増える傾向にあるものの、2003年に

3,300haに達したあと再び2,600ha程度に落ち込ん

でいる。

図1農地俣右合理化事業の実績(都道府県公社、全国)

売買事業は図2にみるように当初未墾地も多か

ったが、1990年代以降、大半が農地となった。ブ

ロック別に農地売買面積を表示した図3によると、

売買は北海道が圧倒的に多く、他は東北、九州ブ

ロックがやや目立っ程度である。これに対して貸

借事業は図4のように東北ブロックを中心に各ブ

ロックに広がっているが、2000年以降は東北ブロ

ックの面積増加が際立っている。以上は都道府県

公社の動向であるが、貸借事業は市町村公社等で

も行われている。その推移を示した図5によれば、

2000年以降借入面積は増加傾向にあり、2004年の

実績は8,698haと都道府県公社の同年の実績
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2,711haの3.2倍にも及んでいる。しかも、都道府

県公社のような東北ブロックが際立って多いとい

3

った特徴はみられず、各ブロックにまんべんなく

広がっている。

図2農地、未墾地別買入面積(都道府県公社、全国)

図3農地買入事業の推移(都道府県公社)-面積-

図4農地借入事業の推移(都道府県公社)一面積一
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図5ブロック別借入面積の推移(市町村公社等)

表1市町村農地保有合理化法人の借入件数、面積の推移

市町村公社等による過去5年間の借入実績の動

向を示した表1をみると、JAの借入実績が年々

増加し、2004年借入面積の74%にも及んでいる。

ついで市町村公社が25%と両者で面積大半を占め

市町村の実績は面積にしてわずか41ha弱に留まっ

ている。

以上のように、保有合理化事業35年の推移をみ

ると、事業の中心をなす①農地売買等事業は売買

事業から貸借事業にシフトしつつあること、②貸

借事業は市町村レベルの事業が都道府県のそれを

大幅に上回りながら全国各ブロックにまんべんな

く広がりつつあること、③市町村レベルの事業に

占める農協の割合が7割を超えるまでに至ってい

ること、といった傾向が読み取れよう。

こうした傾向が強まったのは、保有合理化事業

が農地価格の下落による中間保有リスクを回避し

ながら地域実態を反映した取り組みを強化してき

たことからすれば、当然の成り行きであったに違

いない。問題は、JAなど市町村公社等による農

地流動化への介入を通して、いかに農地の面的利

用改革を図っていくかである。

ちなみに農地流動化に対する合理化法人の介入

率は、表2のように2003年実績で北海道が3割を

超えているが、都道府県は16.4%と2割弱に留ま

っている。今後中心をなすであろう借入について

は、北海道は皆無に近い。都道府県も市町村合理

化法人を中心にその比率が高まる傾向にあるもの

の、いまだ合計で15%程度に留まっている。面的

利用改革を図ろうとすれば、まずは介入率を大幅

に引き上げていくことが求められよう。同時に「規

模縮小農家等の農用地を買入又は借入れて、担い

手農家等に売渡し、交換し、又は貸付ける」とい
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った現行の農地売買等事業の抜本的な見直しも避

けられない。中間保有機能を活用しながら認定農

業者等へ個別的に農地を仲介・斡旋したとしても、

必ずしも面的利用改革につながらないという限界

が露呈しつつあるからである。保有合理化事業等

に期待される今日的役割が「農地の面的利用改革」

であり「新世紀の農地改革」であるとすれば、あ

まりに多岐に渡る事業内容を整理統合するととも

に、改めて面的利用改革の促進策を再構築してい

かざるを得ないであろう。

)参刀日里下再造改革の展呈2 5

その意味で注目されるのは、1983年に創設され

た「集合的利用権等調整事業」(以下集合事業)で

ある。この事業は、集落等の農地の利用権を一且

公社に集積した上で、集落内農家の話し合いによ

り策定した土地利用計画に基づき、これを再配分

し、農地の有効利用や生産性の高い農業経営の育

成をねらいとしたものであった。農地の「点」的

権利移動ではなしに、「面」的・「集団」的権利移

動 3)により構造改革を推進しようとしたこうした

事業こそ、農地の「面的利用改革」にふさわしい。

表2農地保有合理化事業の農地市場への介入状況(農地)

ちなみに、福島県の「農業振興公社」では、県

単独事業として「公社版集合事業」を創設し、「む

らぐるみ管理型(むらぐるみ参加型)」や「利用権

等調整型」事業を継続的に実施している。宮城県

亘理町荒浜地区は、集合事業創設以来これに取り

組み、今日45haを超える大規模農家が創出された。

宮城県角田市枝野地区では、ほ場整備事業と併せ

て角田市農業公社へ地区内農地200haを一括利用

権設定し、担い手等へ再配分する計画づくりが進

んでいる。

以下ではこうした事例分析を通して「面的利用

改革」の可能性、実現条件、合意形成手法等にっ

いて検討してみたい。

2.福島県農業振興公社における「集合事業」

の取り組み

福島県農業振興公社(以下「振興公社」)では、

今日もなお「公社版集合事業」に取り組み「農地

保有合理化事業推進プラン」(計画期間2006年～

11年)でも「地域ぐるみの集団的利用調整を重点

的に推進する」といった目標を掲げている。この

ほか農地信託事業(売渡信託、貸付信託)につい

ても詳細な事務手続等の様式を定め、前向きに取

り組んでいる。以下では、こうした振興公社の取
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り組みをかいつまんで紹介しながら、「農地の面

的利用改革」の可能性、実現条件、合意形成手法

を探り出してみたい。

(1)公社版集合事業

公社版集合事業は、集落を単位とした農用地の

利用を一旦公社に集積し、地域の利用計画に沿っ

て各農業者に再配分するというものであり、具体

的手法としては「むらぐるみ管理型(むらぐるみ

参加型)」4)と「利用権等調整型」の二つに分か

れている。

このうち「むらぐるみ管理型」は県公社が集落

等の相当程度の農用地を一旦一括して、借り入れ

たり作業を受託したのち、当該集落内で策定した

土地利用計画に沿って再配分する。具体的には図

6のように、A、B、C農家グループから公社が

一括して農地を借り入れ、これを各グループの希

望に応じて再配分するというやり方である。これ

により、分散していた農地がA、B、Cグループ

に利用集積する形で再配分される。

図6村ぐるみ管理型(むらぐるみ参加型)

これに対して「利用権等調整型」は、図7のよ

うに再配分の目標時期を定め、この間に振興公社

が可能な限り地区内の農用地を縮小・離農希望農

家のBグループから借り入れたり、買い入れたり

作業受託する。こうして集積した農用地をAグル
ープの拡大希望農家に土地利用計画に沿って配分

するというやり方である。これにより、農地は拡

大希望農家に利用集積されることになる。ただ、
一括利用権設定による「むらぐるみ管理型」に比

べれば、面的利用集積を徹底するまでには至らな

いケースが多いし時間もかかる。

いずれにしろこうした農地利用調整は、市場原

理による農地の自由な売買や賃貸借により解決し

にくい問題を、ある種の計画原理を導入すること

で解決しようとするものである。農地利用調整の

実効性を確保しようとすれば、その推進体制なり

推進手法は地域の実情に応じた創意工夫が必要に

なる。振興公社は図8のような事業の推進体制を

雛型として提示している。
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図7利用権等調整型

図8公社版集合事業の推進体制
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それは、公社を中心に4っの組織によって構成

されている。まず、「農地集積推進委員会」が担う

のは事業の必要性等合意形成の役割である。「営

農改善組合」は全員参加型の農用地利用改善団体

であり、農用地利用規定の策定や各自の役割分担

等を調整しながら振興公社へ一括利用権設定等を

行う。「生産者部会」は先のA、B、Cグループな

ど希望に応じて利用権を転貸されるメンバーによ

り構成され、その中の現状維持グループなどは公

社へ作業を委託する。公社の農業機械リース事業

を活用しながら作業を受託するのが「生産組合や

担い手グループ」となる。

こうした推進体制はのちに見るように地域によ

り必ずしも一律でない。しかし、少なくとも計画

原理に基づく「合意形成推進組織」、農用地利用改

善など「一括利用権等設定の母体としての役割を

発揮する組織」、利用権や農作業の再設定を受ける

「担い手組織」、これら組織の「連携体制の構築」

などが決め手になろう。それなくして、農地の面

的利用改革といった人為的かつ高度な調整作業を

遂行することは難しいからである。

(2)集団農地利用調整の実績

振興公社の資料「農地を守る」によれば、2004

年度の農地流動化に対する公社の介入率は表3の

ように自作地有償移転は17.7%と低い。しかし、

利用権設定は40.5%と先にみた全国平均の3倍近

くに及んでいる。さらに、05年度の公社による集

団的な土地利用調整の実績は、全県61市町村のう

ち22市町村、83地区、220集落に及び、利用権設定

面積は1,769ha、農作業受委託面積は247ha、とな

っている。集団的土地利用調整は、「利用権調整

型」が多く、「むらぐるみ管理型」は数ヶ所の事例

に留まっている。集落など地域内農家の大半から

一括利用権設定等の合意を得ることは至難の業だ

からである。以下では、「むらぐるみ管理型」の代

表的事例である南相馬市・高(たか)地区の取り

組みを紹介する。

表3農地流動化に対する公社の介入率-2004年-

(3)南相馬市・(高)地区の取り組み

当地区は、南相馬市の平坦地域に地位し、農家

戸数101戸、農地面積80ha、1戸当たり平均0.8ha

の兼業農業地帯である。地盤沈下対策など特殊事

情も手伝って、旧来から農家間の協力関係が強か

った。こうした当地区で「むらぐるみ集合事業」

が実施されたのは2005年度である。これにより、

図9のように地区内農地の大半を占める76.3haの

農地が振興公社に一括利用権設定された。その上

で、引き続き耕作を希望する農家40名に対しては

42.9haが再配分された。残りの33.4haは当地域の

担い手9名で組織する「高機械利用組合」に再配

分された。再配分にあたっては面的利用集積がな

されるよう調整された。なお、この組合は2002年

に農業生産法人(有)高ライスセンターに改組さ

れ、同時に特定農業法人となった。また、集合事

業の濃密タイプを活用し、5条刈コンバインとド

リルシーダーを公社から借りている。

転作については、農用地利用改善団体として当

地区に設立された「高営農改善組合」が、地区内

農地を3分割りして、ブロックローテーション転

作(稲→麦→大豆)に取り組んでいる。転作作業

は一旦公社が請け負い、全て(有)高ライスセン

ターに再委託されている。また、稲作や転作作業

の合理化により生み出された余剰労働力を活用し

て、3戸の農家がハウストマト栽培に取り組んで
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図9高地区の土地利用調整

いる。

以上のように公社に対する一括利用権設定と再

配分により担い手農家や特定農業団体に農地利用

が集積され、併せてブロックローテーション転作

も計画的に行われている。公社への一括利用権設

定による所有権と利用権の分離、担い手に対する

再配分を通して、土地利用型農業の構造改革を推

進している優良事例といってよい。

公社での聴き取りによれば「個別相対で農地の

流動化や作業の受委託を進めても、自分の農地の

近くに出し手を見出すことは偶然でもない限り期

待できない以上、公社の中間保有機能を活用した
一括利用権設定と再配分は土地利用型農業の構造

改革を推進する上で不可欠である」と述べていた。

こうした認識があるからこそ、これまで公社版集

合事業にねばり強く取り組んできたのであろう。

近年、担い手への農地集積を全面に据えた「集

合事業」の流れを引き継ぐ「農地保有合理化担い

手育成地域推進事業」(2008年度まで)が創設され

た。これについては「公社版集合事業」と違い担

い手への農地集積を際立たせていることから、農

村特有の平等意識に抵触する可能性があるとの見

方をしている。あくまでも「むらぐるみ管理型」

=「むらぐるみ参加型」の農地利用改革に取り組

んできた振興公社からすれば、合意に基づく結果

として担い手等に利用集積されるはいいとしても、

最初から差別的と受け取られかねない流動化手法

は農村社会になじまないからであろう。

(4)集合事業による「面的利用改革」の実施条

件

福島県の取り組み事例から、集合事業による面

的利用改革の実施を可能にする条件を探り出して

みると、およそ以下のようなことが指摘できよう。

第1は、「公社版集合事業」を独自に創設し、継

続的に事業に取り組んできたという「ゆるぎない

信念」である。保有合理化事業は時々の農政事情

を反映し、多岐に渡る事業が創設され、今日に至

っている。しかし、一連のこうした事業の実施に

あたっても「公社版集合事業」の信念が随所に貫

かれてきた。このことが、先に触れたように第3

次「農地保有合理化事業推進プラン」の基本目標

にも「地域ぐるみの集団的な利用調整を重点的に

推進する」という形で色濃く反映されている。構

造改革のネックが農地の分散であり、これを回避

するには農地の面的利用改革を推進するしかない

との認識に裏打ちされた信念であろう。

第2は、個々の農家の多様な思惑が交差する農

村社会の中で、農地の面的利用改革を可能にする

条件を見極めながら事業が仕組まれていることで
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ある。具体的には、一括利用権設定等による「む

らぐるみ管理型」事業については、全面的兼業化

により農業からの離脱志向を余儀なくされる小規

模農家が大多数を占める高地区のような地域に導

入されている。こうした地域であれば、地域内農

地を面的に保全管理するという意味でも一括利用

権設定に対する合意形成を推進し易いからであろ

う。

これに対して、「利用権等調整事業」は、相対的

に担い手が存在する地域に導入されている。こう

した地域であれば、個々の農家の判断を重視し、

時間差を活用しながら徐々に利用集積を推進する

方が現実的だからであろう。このように地域事情

を反映した柔軟な対応が、農地の面的利用改革の

推進を可能にしているといってよい。

第3は、公社主導による参加型合意形成システ

ムや農地利用調整システムの構築など、きめ細か

な計画原理手法が採用されていることである。農

地利用改革は農地市場における自由な取引により

達成し難いと判断しているからである。

少なくとも振興公社の取り組みから抽出される

集合事業を可能にしているポイントは、以上の3

点である。引き続き「むらぐるみ集合事業」の先

駆的取り組みとして名高い、宮城県亘理町荒浜地

区の事例に基づき、同様のことを検討してみたい。

ただその前に、振興公社の農地信託事業にっい

ても言及しておこう。これもまた、農地利用改革

と無縁ではないからである。

振興公社では農地の売渡信託事業のほか、2005

年の基盤強化法改正により創設された貸付信託事

業にも前向きに取り組んでいる。売渡信託は、93

年の基盤強化法改正により創設されたもので、県

農業公社が売渡信託を引き受けるとともに委託者

に対して信託財産の評価額の7割を限度として無

利子の資金を貸し付けるというものである。事業

の契約期間は5年。振興公社の実績は表4のよう

に93年から97年までに信託された農用地約9.5ha

を94年から2001年までに全て売却している。新た

な信託業務は行われていない。しかし、今後、農

地売却希望農家が増えると予想されることから、

売渡信託事業とむらぐるみ集合事業をセットで運

用することを検討しておいてもいいであろう。売

渡信託であれば、振興公社での実績にもみるとお

り売買リスクを回避することも可能であるし、売

買を介した利用集積にも貢献できそうだからであ

る。

表4売渡信託事業の実績

貸付信託事業にっいては、創設されたばかりと

いうことで今のところ実績はない。ただ、売渡信

託業務に取り組んできたことから、振興公社にそ

のノウハウは蓄積されている。当面のターゲット

は不在村の農地所有者であり、その対象者をリス

トアップしたところ、2005年度末の貸付契約保有

量のうち、県外在住所有者は16市町村の31地区で

69名、面積にして35haであったという。差し当た

りこれら対象者に信託制度に関するダイレクトメ

ールを発送し、委託者を募ることにしている。そ

の後は地元関係者へも説明を行い、貸付信託の対

象を県内在住の不在村者や在村の土地持ち非農家

も拡大していくことを計画している。貸付信託は

信託期間の農地の所有権が受託者である公社に移

ることから、委託者の同意を得ることなく貸付先

を変更できるというメリットがある。このため、

ブロックローテーション等により定期的に借受者

を変更する場合や貸借権を再設定する場合、その
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都度所有者の同意を得なくても済む。地域内農地

の一括信託が可能になれば農地の面的利用改革は

はるかにやり易くなろう。以上のように、農地信

託事業は「むらぐるみ集合事業」と一体的に運用

することで農地利用改革の推進機能を発揮できる

と思われることから、振興公社の今後の取り組み

に期待したい。

3.むらぐるみ集合事業の先駆的取り組み事

例-宮城県亘理町荒浜地区

荒浜地区では、1983年に創設された「集合事業」

を全国に先駆けて導入し、以来今日まで農地の面

的利用改革に精力的に取り組んできた。その結果、

経営規模45ha以上の大規模農家に加え平均経営規

模7.Ohaの認定農業者等も16名を数え、地区内の水

田367haの42%に相当する154haがこれら農家に集

積されている。

当地域は水田地帯として必ずしも恵まれていた

わけではない。歴史を遡れば海上輸送の基地とし

てあるいは漁港として栄えた半農半漁の当地区で

は、飯米用のわずかな水田を所有する零細農が多

かった。加えて、海抜0メートルの水田は、水害、

塩害に悩まされ続けてきた。1960年代以降大規模

かんがい排水事業の導入により、徐々に条件整備

が進められたものの、稲作農業にとっては条件不

利地域という時代がしばらく続いた。

やがて、高度経済成長の波が東北地域にも及ぶ

につれ、仙台市に近い荒浜地区では多くの零細農
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家が農業に見切りをつけ農外就労を急増させた。

相対によるヤミ小作が増える一方で、経営規模拡

大にチャレンジする農家も現われた。

しかし、明治・大正時代に10a区画整理された水

田は、売買、相続等頻繁な権利移動により、1戸

平均60aの水田が5ヵ所にも分散していた。このま

ま規模拡大を進めたとしても、ますます分散に拍

車がかけられるだけである。規模拡大にチャレン

ジする農家にとって、分散農地の集積が死活問題

となった。こうした折、宮城県農業公社から集合

的利用権等調整事業の説明を受け、是非とも実施

したいとの気運が盛り上がった。荒浜地区が全国

に先駆けて実施に踏み切ることになった所以であ

る。「集団的利用、大区画整備を促進し、生産性向

上を図り、米1俵1万円でも売れる基盤作り、地

域作りをしよう」というのが率先して事業の推進

にあたった当時の関係者の合言葉であった 5)。ま

ずは集合事業の実績からみていこう。

(1)集合事業の実績

集合事業は1983年から93年の11年間に渡って実

施された。この間、3～4年間に1回の割合で県公

社に集積された農地が、延べ3回に渡って配分され

た。表5のように配分面積の合計は128.5haで、う

ち貸付面積が101.3haと8割近くを占め、売渡面積

27.2haを大幅に上回っている。集団化・団地化割

合も7割を超えている。集合事業がそれなりの効

果を発揮したことが伺われよう。

表5集合事業による農地流動化面積
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第1回目の配分は、集合事業の「利用権調整型」

で行われた。これにより貸付で16.6ha、売渡で

8.4ha、合計25haが配分された。集団化・団地化割

合は85%であった。しかし、「利用権調整型」は先

の福島県の事例でみたように、個々の農家事情に

配慮した集積手法ゆえ「むらぐるみ管理型」に比

べれば集積割合が低くなる。そこで、第2回目か

らは集積手法を「むらぐるみ管理型」に切り換え

た。「農地の売買・貸借は農業公社が介入しなけれ

ばできないと」いわれるほど公社に対する信頼が

高まったことも、スクラムを組んで「むらぐるみ

管理型」に取り組む誘因となった 6)。

2回目の配分面積は41.4haと大幅に増大した。

集積農地の配分にあたっては、規模拡大志向農家

に目標経営規模や集団化希望農地の場所等を記載

した「申出書」を提出させ、これに基づき配分が

調整された。耕作条件が厳しく受け手農家がいな

い農地については、荒浜農協営農課が直営するこ

とにした。これにより地区内の農地は全て受け手

がいることになり、安心して集合事業に参加でき

る体制がつくられた。現在も農協が直営に近い形

で作業受託している農地が10haほどある。農協の

正職員2人とパート4～5人がこれを担っている。

ただ、配分面積が増えたことにより、集団化・団

地化率は68%と1回目を大幅に下回ることになっ

た。もっとも、貸付に限ってみれば73%と比較的

高い値であった。

第3回目の配分面積は62.1haとさらに増え、し

かも貸付面積が56.3haと9割を超えた。集団化・団

地化率も90%に達した。

集合事業の規模拡大に対する効果をみたのが表

6である。資料の都合上、第2回目までの7年間

の配分結果に限られるが、売買は2ha以下層が出

し手となり4ha以上層が受け手になった傾向が読

み取れよう。2～4haの出し手が売り渡し後に増

えているのは、こうした層で集合事業を利用した

農地の買い替えが行われたケースが多かったこと

による。貸借の方は2ha以下層が出し手となり4

ha以上層に集積されたことが明瞭に伺える。これ

により、集合事業が規模拡大に貢献したことが伺

われよう。

表6集合事業(1983～89年)による売買賃借農家の経営規模別移動表

しかしながら、ほ場区画が明治・大正年代の10a

区画のままでは、いかに集合事業により規模拡大

したとしても、機械作業効率の向上やコスト低下

を図ることが難しかった。これを打開すべく県農

業公社は土地改良区の協力を得て、モデル的に1ha

区画(50m×200m)ほ場を整備し、大規模ほ場整備

による農地の集団化効果を見極める実証試験に着

手した。その効果は絶大であった。大区画ほ場整

備に対する気運は一気に高まり、荒浜地区を対象

として1992年～96年(ソフトは97年まで)を工期
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とする「低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業」

(受益面積49ha)が導入された。それまでの5～

10a区画の水田は、キーひとつで水管理を行える

50a～1ha区画の大規模ほ場に整備された。

その過程でほ場整備と保有合理化事業を一体的

に推進する宮城県農業公社版「パッケージング手

法」7)が導入された。大規模ほ場整備事業の農地

の連担化・集積要件をクリアすれば補助率はアッ

プする。しかし、換地手法のみでハードルが高い

遠祖化・集積要件を達成することは難しい。換地

と保有合理化事業を一体的に推進すれば、連担

化・集積要件をクリアすることもはるかにやり易

くなる。10年以上も前から集合事業を実施してき

た荒浜地区では、パッケージング手法の導入にさ

ほど手間はかからなかった。この結果、ほ場整備

事業の受益面積49haのうち、1ha以上の区画が13ha

(27%)、50a区画が36ha(73%)、2ha以上の連担

化農地が257ha(52%)という実績を残すことがで

きた。

現在、当地区の農地利用調整は主として亘理町

農業委員会による全町対象の取り組みを通して行

われている。農地流動化推進委員を中心として利

用集積に配慮してはいるものの、「むらぐるみ集
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合事業」は行われていない。ただ、売買や利用権

設定等に従来通り宮城公社が介入するケースは多

い。保有合理化事業をフルに活用して大規模化を

図ってきたS氏もまた例外ではない。以下ではS

氏の農地集積過程をみておこう。

(2)荒浜地区における大規模農家S氏の農地集

積過程

表7はS氏の農地集積過程をみたものである。

1997年から06年までの10年間に経営規模は17.2ha

から46.8haへと飛躍的に拡大した。この間、水田

の借入は21.9ha、購入は8.6ha。借入、購入は全て

農業公社を通して行われている。当地域ではすで

に公社利用が一般化していることに加え、現場か

ら遠い第3者機関経由の方が契約内容を確定し易

いからだという。貸借期間は大半が10年契約で、

期間を過ぎても自動更新されるケースが多い。特

徴的なのは小作料の物納契約が多いことである。

ちなみに、06年の59件の貸借契約のうち、金納は

わずか13件を数えるに過ぎない。ほかに金納+物

納というのが10件あり、それ以外の36件は全て物

納である。

表7S氏の経営規模の推移

2006年度の亘理町農業委員会のチラシでも、10a

当たり貸借料は金納の場合16,500円～20,500円、

物納の場合60kg～80kgという目安が示されている。

集合事業を開始した当初から、物納希望が多いと

いう事情に配慮して制度化されたものである。具

体的なやり方は、図10のように、農業委員会の指

導の下で農業公社と農協が協定を結ぶ。借り手は

公社から請求された物納小作料の米をひとまず農

協に出荷する。このあと公社の検査願に基づき食

糧事務所(当時)の任意検査を受けた検査米を農

協が貸し手の自宅に配達する。受け取った貸し手

は公社に受領書を発送する。これにより貸し手は

品質が保障された物納米を受け取ることができる

し、借り手は契約期間内における米価下落のリス

クを軽減できる。米価下落が著しい近年、借り手

にとって物納によるリスク軽減メリットは小さく

ないという。S氏によれば、集団化された農地な

ら、更なる規模拡大も可能だと意欲的である。法

人化は特に考えていない。ただ、品目横断対策の

規模要件をクリアできない農家の受け皿として、
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「ぐるみ型集落営農組織」を立ち上げることにし

たという。S氏がいうには集落営農づくりを通し

て「むらぐるみ管理型」的な農地利用改革を再現

してみたいとの思惑も働いているようだ。

いずれにしろS氏のほかにも荒浜地区には大規

模認定農業者等が16人ほど育っている。これらは

全て品目横断政策の規模要件をクリアしている。

集合事業やほ場整備と連動したパッケージ手法な

ど面的農地利用改革に取り組んできた成果であろ

う。

図10物納小作料支払の体系

(3)集合事業の導入・実施を可能にした条件

最後に、先駆的に集合事業を導入し、一定の成

果を上げるまでに至った諸事情について検討して

おこう。

第1に、集合事業導入の契機となったのは、県

公社が提案した創設問もない事業の導入を瞬時に

同意した地元関係者の熱意であった。集合事業推

進部会の部会長を勤めた当時の荒浜農協の斎藤組

合長は、集合事業の導入に踏み切る2年ほど前に

「米が1俵1万円になっても生産可能な農業者に

なることが信念である」8)と語っていた。公社の

提案を真摯に受け止める素地はすでに出来上がっ

ていたといってよい。

第2に、地元関係者の熱意を盛り上げたのは、

高度経済成長の波が押し寄せた半農半漁の荒浜地

区農業が、農業離脱による零細農地の更なる分散

を余儀なくされ、意欲ある農家の規模拡大もまま

ならないまま崩壊し兼ねないとの危機感であった。

第3に、県公社の職員が地元に溶け込みながら、

2年間に及ぶねばり強い指導・説得活動を展開し

たことである。農地の権利移動の前に関係者の「心

の移動 9)に時間を割いたのが功を奏したといっ

てよい 10)。

第4は、図11のような県公社と地元組織の連携

による事業の推進体制が構築されたことである。

そこには地域農業集団という地権者同士の話し合

いの場もあれば、アンケート調査等に基づき集合

事業の制度設計や広く利害関係の調整に当たる

「集合事業推進部会」という組織もある。農家の

理解を深め事業推進に当たる流動化推進委員も配

置された。計画原理に基づく面的農地利用改革を

推進するための、綿密な指導・推進体制が構築さ

れたのである。

第5に、規模拡大意欲を持つ農家に対して、絶
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望的ともいえる事態を打開し、農地の面的利用集

積の展望を与えたことである。

まとめていえば、地元関係者の熱意とリーダー

シップ、急速な兼業化の進展に増幅された地域農
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業の将来に対する危機感、公社職員の地についた

指導、事業推進のきめ細かな組織体制、こうした

ことが相乗効果を発揮することで集合事業が一定

の成果を上げることができたといってよい。

図11むらぐるみ管理型集合事業の推進体制

4.一括利用権設定による面的利用集積計画

の事例-宮城県角田市枝野地区

角田市枝野地区では、保有合理化事業を活用し

て地区内農地を全て角田市農業振興公社に一括利

用して利用権設定し、担い手など耕作希望農家に

再配分しようとしている。2008年度からの実施を

間近に控え計画は概ね策定済みである。

当地域は仙台市に比較的近いことに加え、積極

的に企業誘致を行ってきたこともあり、315戸の農

家のうち第2種兼業農家が268戸、比率にして85%

にも及んでいる(数字は2005年センサス)。全面的

兼業化の波に洗われてきたせいか、315戸の農家の

うち3ha以上農家が20戸(6.3%)、5ha以上だと

11戸(3.5%)など、規模拡大はさほど進んでいな

い。角田市の「農業経営基盤の強化に関する基本

構想」でも「担い手への農地流動化、具体的には

枝野地区で行われている土地利用組織(アグリセ

ンター)の設立及び角田市・農業振興公社を活用

した一括利用権設定等集団的土地利用を範として、

全市的に展開する」と述べている。全面的兼業化

による担い手の喪失など同様の事情は枝野地区に

限らないからであろう。

先導的に取り組みを開始した枝野地区の農地利

用調整には前史があった。ほ場整備事業と併行し

て実施された工区をまたがるユニークな換地方式

である。相当複雑なこの方式を継続的に実施した

ことが、農地利用調整を半ば当然のこととして受

け止める学習効果となった。まずはそのことから

みていこう。

(1)角田市隈東土地改良区によるユニークな換

地方式

枝野地区では、県営ほ場整備の実施に伴い、ユ

ニークな換地手法が採用された。表8のように第

1工区から第8工区まで8年間に及ぶ200ha以上

のほ場整備事業の期間中、工区を越え、年次をま

たがって継続的に事前換地を繰り返すというやり

方である。いわば時空を越えた換地方式といって

よい。
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通常であれば工区ごとに事前換地を行い事業終

了後に本換地が行われる。この方式だと、農家の

農地が数工区に入れ子状態で分散している場合に

は、工区を越えて集積を図ることは難しい。この

問題を解決するために採用されたのが、時空を越

えた換地方式であつた。

表8枝野地区県営ほ場整備事業の概要

例えばA、B、C農家が、いずれも第1工区内

に農地を分散して所有している場合には、第1工

区内でできるだけ農地を集積する方向で換地すれ

ばひとまずそれで済む。しかし、各農家とも第2、

第3……工区にも農地を分散して所有している場

合には、工区を越えて換地しなければそれ以上の

団地化を図ることは難しい。このため、一旦第1

工区内で換地したあと、次年度に第2工区を含め

て再度A、B、C農地の換地を行う。こうした手

法を第8工区に至るまで毎年繰り返し、これによ

りできるだけ農地の集積を図ろうとしたのである。

事前換地を継続的に実施していく煩雑な換地方式

に対しては、指導機関等による批判も強かったと

いう。にもかかわらず枝野地区ではこれを貫いた。

その成果は表9からも伺われよう。担い手農家

への集積率は97年度の16.2%から05年には61%を

超えるまでに至っている。

表9枝野地区における担い手農家集積面積と集積率

事前換地の連鎖により、当然のことながら農家

は頻繁な農地移動を余儀なくされる。地権者のよ

ほどの理解と合意を抜きにしてこれを実施するこ

とは難しい。それができた主たる理由を挙げるな

ら、①土地改良区に詳細な農地事情が集積され、

地権者の錯綜した利害に配慮しながらこれを有効

に活用できる人材が存在したこと、②ほ場整備事

業により工区を越えてほ場条件の均一化が図られ

たこと、③事前換地の連鎖により事業の連担化要

件をクリアすれば補助金が加算され、地権者にと

っても経済的メリットが大きかったこと、などが

指摘できよう。

しかし、ほ場整備が完了し、連担化要件をクリ

アするといった縛りがなくなれば、個別農家間の

売買、貸借により再び農地が分散してしまわない

とも限らない。それを回避し、更なる農地の面的

利用改革を推進しようとすれば、一括利用権設定

による再配分方式を活用するしかないだろう。こ

うした関係者の判断で、全市の期待を背負いなが

ら枝野地区で一括利用権に向けたシナリオづくり

が始まったのである。

(2)一括利用権設定による配分計画

枝野地区で計画されているのは、むらぐるみ手

法による一括利用権設定である。具体的には図12

のように当地区のほ場整備が完了する約200haの

水田を-一括して角田市農業振興公社に利用権設定

し、それを担い手営農ゾーン、自己完結営農ゾー

ン、転作ゾーンにそれぞれ区画割りして再配分す

るというやり方である。なお、転作ゾーンの作業
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は全て担い手が受託することになっている。

図12枝野地区を200haとした一括利用権設定の流れ

再配分にあたっては、公社の中間保有機能をフ

ルに活用して担い手に集積するほか、転作田の団

地化とブロックローテーションの調整も同時に行

うことになる。推進手法のイメージは先に福島県

の事例で紹介した通りであり繰り返さない。自己

完結ゾーンを設定したのは、引き続き営農を継続

したいという地権者の希望に配慮した措置である。

例えば、100aの水田所有農家が一括利用権設定し

たあと再び営農を継続したい場合には、図13のよ

うなやり方になる。公社に10年間利用権設定した

のち、公社から再び3年間、水稲作付分の70aを自

己完結営農ゾーンから、転作分30aを転作ゾーンか

ら借り受けることになる。ただ、転作作業は担い

手組織に委託する。

また、公社に利用権設定したあと耕作を希望し

ない場合は、図14のようになる。担い手が水稲作

付分の70aを担い手ゾーンから、転作分の30aを転

作ゾーンから借り受ける。転作分は転作ゾーンで

団地化され、担い手組織が作業を受託する。

以上のようなやり方でほ場整備後に地区内農地

の抜本的な利用改革を行おうとしている。それを

中心的に担う組織としてアグリセンターが設立さ

れた。
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図13一括利用権設定後自作する場合

図14一括利用権設定後自作せず頼む場合

●

(3)アグリセンタ-の設立と農地利用調整の推

進体制

アグリセンターの設立に向け、ほ場整備の工区

単位に精力的な説明会が開始されたのは2005年の

夏頃からである。一括利用権設定に向けた合意形

成もさることながら、担い手ゾーンなど区割りの

設定や営農希望別・転作作物別農地再配分など具

体的な調整作業を行うには、地域単位にそれらを

とりまとめる組織の存在が不可欠である。アグリ

センターは、いわば地域に根差した参加型・ボト

ムアップ型農地利用調整組織として、2006年6A

までに5カ所の工区単位に設立された。

このうち設立が2005年4.月と最も早かったのは、

当時アグリセンターという名称こそ使用していな

かったものの、地権者60名で構成するM営農改善

組合である。組合は、「農地利用集積の調整及び集

団転作のとりまとめ」等を行い、地域の担い手と

して期待されているG生産組合に転作や稲作作業

をまとめて委託している。G生産組合の構成員は

6名で、将来法人化する計画はあるものの今のと

ころ任意組織である。農作業受託に限らず直売所

やコイン精米機を運営するなど経営の多角化にも

余念がない。直売所は地区内の関係者45名が運営

委員会のメンバーとして参加している。生産組合

に農作業等の労働力を提供する組織として、地権

者20名(高齢者や女性中心)で構成するOクラブ

という組織もある。G生産組合は単に農地利用を

集積し、規模拡大による経営体としての成長を目

指しているだけではない。組合のパンフレットに

は高齢者や女性を含め「地域農業者の連携と参加

による農村機能維持、継承」や「組合ほ場を利用

した食青活動の展開」といったスローガンも掲げ

られている。M営農改善組合やアグリセンターは

農業を含めて地域社会の底上げを図るといった役

割を担おうとしている。

G生産組合は地代等の条件が折り合わないとい

うことで、今のところ利用権設定には消極的であ

る。M営農改善組合としては一括利用権設定に踏

み切る体制ができているものの、再配分の対象と

なるG組合のような担い手との間で未だ合意が成
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立していない。この点についてはのちに別途検討

してみよう。いずれM営農改善組合の活動を含め

て現在、図15のようなアグリセンターを中心とす
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る農地利用調整の推進体制が構築され、活動が展

開されている。

図15アグリセンターを中心とする農地利用調整の推進体制

このうち、ほ場整備事業の工区単位に設立させ

るアグリセンターは、各地区の地権者集団で構成

され、一括利用権設定による農地利用調整に基づ

き配分計画図面を作成する。なお、アグリセンタ

ーは農用地利用改善団体の認定を受けていない。

しかし、地区の3分の2以上の地権者で構成され

る土地利用調整機能を果たす組織であることから、

必要に迫られればいつでも利用改善団体になる資

格を有している。工区を越えた転作団地の設定や

利用、それに伴う農業用水の配分調整などにっい

ては、各地区アグリセンターの代表者で構成する

アグリセンター協議会で行う。

利用権設定後の配分計画の策定は、各地区の担

い手農家や自己完結農家との間で協議・調整する。

地区を越えた転作団地の受託作業の調整などは、

各地区の担い手が参加する枝野地区担い手部会と

連携してこれを行う。なお、こうした組織は農地

利用調整のみならず、集落課題の整理・解決、地

域活性化、地域の担い手としての信頼獲得など地

域社会の底上げを意図した活動も視野に入れてい

る。参加型・ボトムアップ型を基本とした組織で

ある以上、こうした配慮は当然だという認識が強

い。

利用権設定申出書や集積計画書の作成は、これ

まで事業推進を中心的に担ってきた角田隈東土地

改良区が行い、農業委員会にそれを提出する。農

業委員会はそれを審議・承認の上公告する。農業

振興推進委員会は枝野地区全体の農業振興を協議

し方向づける役割を担っている。関連機関は一連

のこうした取り組みを支援・指導・助言する。計

画原理に基づく農地利用改革を実践するにふさわ

しい、地域に足場を置く、よく考え抜かれた推進

体制である。

(4)一括利用権設定による農地利用改革の課題

当地区に限らず一括利用権設定による農地利用

改革を推進しようとすれば、制度上解決を迫られ

るいくつかの課題が持ち上がる。その対応マニュ

アルを作成するのに土地改良区を中心に一年間も

の時間を費やした。マニュアルの内容は多岐に渡



20

るが、制度上問題となる主なものは農業者年金、

納税猶予、小作料の統一に関するものである。

後継者と使用貸借契約を結び年金を受給してい

る土地所有者が公社に利用権設定する場合、手続

なしにこれを行うと年金の支給停止となる。それ

を回避するには、一旦使用貸借契約を解除した上

で3ヶ月以内に改めて公社と期間10年以上の利用

権設定契約を締結しなければならない。なお、こ

れについては地権者の了解さえ得られれば所定の

手続きを踏むことで解決される。

やっかいなのは、生前一括贈与等を行い納税猶

予の特例を受けている場合である。単に公社に利

用権設定しただけだと、不耕作扱いとなり猶予停

止となるばかりか遡って課税される。これを回避

するには、今のところ「相続税及び贈与税の納税

猶予制度にかかる借り換え特例」を使うしかない。

具体的には、公社に利用権設定する面積の8割以

上の代替地(借受代替地)を別途借りて耕作する

という手続が必要になる。しかも、利用権設定日

前の2ヶ月以内に借り受け、そのことを利用権設

定日以降2ヶ月以内に所轄の税務署に届け出なけ

ればならない。これを行えば納税猶予の特例が継

続される。しかし、集落等で面的に利用集積した

のち遠くから再び8割以上の農地を借りて耕作す

るなど、地権者からすれば理不尽な話である。納

税猶予農地が多い地域だと、公社への一括利用権

設定は端から問題外となる。

なお、2005年3月の税制改正により、納税猶予

制度の法人化特例が創設され、納税猶予の適用者

が認定農業者又は特定農業法人である農業生産法

人に対して適用農地を一括して使用貸借した場合、

納税猶予が継続されることになった。ただし、①

特例適用者が当該農業生産法人の常時従事役員で

あること(当該農業生産法人が認定農業者の場合

には代表権を有すること)、②特例適用者の当該農

業生産法人における農業従事日数が年間150日以

上(当該農業生産法人が特定農業法人の場合には、

緩和要件を措置)で、農作業従事日数が年間60日

以上であること、といつた条件が付されている。

しかも特例の措置期間も2001年度から07年度まで

の3年間に限られている。品目横断対策の集落営

農づくりに適用できる要素が含まれているものの、

農業従事要件などハードルは高い。このほか、集

落営農組織で行う共同作業(耕起、代かき、田植

え、稲刈り・脱穀の全部又は一部の作業)の一部

を委託し、それ以外の作業を自ら行えば、納税猶

予は継続する。

以上いくつか納税猶予農地に対する対策がみら

れるが、一括利用権設定等による農地の面的利用

改革を推進する上では、「不都合な真実」が余りに

も多すぎる。冒頭で指摘したように現代版農業問

題への対応が「新世紀の農地改革」に課せられた

課題であるとすれば、農地の面的利用改革を阻む

要因については、根本的にこれを除去する制度改

革が検討されてよい。例えば、公社に長期間利用

権設定や貸付信託した場合には、それまでの納税

猶予農地に限らず全ての農地を納税猶予の対象に

するといった措置である。私有財としての利用が

公的機関により長期間拘束され、半ば公共財へと

シフトする農地に対するこうした措置に対しては、

社会的合意も得られ易いであろう。

地代水準の統一も一筋縄ではいかない問題であ

る。とりわけ、ほ場整備事業の償還が続いている

場合、その償還額が地代水準の下限となり易い。

農地を貸しても償還金以下の地代しかもらえない

と、割に合わないということで合意を得られにく

いからである。農地に対する自己負担分の投資額

ぐらいは、できるだけ地代として回収したいと思

うのが地主側からすれば当然であろう。とりわけ、

事業費が割高な地域では、たとえ集積要件をクリ

アしたとしても償還金は割高になる。枝野地区の

場合もその例外ではない。暗渠排水やパイプライ

ン灌漑など、地下灌漑方式を取り入れた大区画汎

用ほ場整備事業の農家負担金は、農地利用集積等

による様々な軽減措置にもかかわらず、現地での

聴き取りによれば10a当たり3万5000円以上になる

という。これが2022年まで15年間も続く。

しかし、借地する側からすれば米価が下落基調

を強める中、地代水準が割高なまま下がりにくい

ようだと、借地による規模拡大も難しくなる。事
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実、先に触れたG生産組合も面的利用集積を図る

チャンスであるにもかかわらず、あえて利用権設

定を躊躇した。地代が割高なまま利用権設定して

も採算ベースに乗りにくいと判断しているからで
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ある。表10にみるように、高いといわれる東北で

も、確かに地代は下がる傾向にある。2004年の宮

城県だと21,623円になっているが、枝野地区は未

だに25,000円が相場である。

表10実納小作料の推移

表11米価と地代の変動による農業所得の試算-10a当たり-

地代と米価の変動を組み合わせ、米生産調査の

データから10a当たり稲作所得を推計したのが表

11である。これによれば、現在の手取り米価13,000

円程度だと25,000円の地代を払って利用権設定す

ると、28,000円程度の所得にしかならない。表11

の注4に記載したように標準作業料金で作業受託

した場合には、10a当たりで4万円程度になる。G

生産組織が利用権設定を躊躇するのも頷けよう。

手取米価13,000円で所得が4万円を超えるには、

地代が1万円程度まで下がらなければならない。

仮に米価15,000円なら地代が25,000円でも所得は

4万円を超える。米価2万円なら地代25,000円で

も所得は9万円近くになる。これなら、利用権設

定の経済的有利性は歴然としていよう。また、現

行地代の所得水準27,734円で1,000万円程度の所

得を得ようとすれば、単純計算でも一挙に36ha近

くまで規模拡大が必要になる。これでも6名の組

合員1人当たりにすれば167万円程度にしかならな

い。G生産組合が稲作のみならず経営の多角化を

指向するのも故無しとしないのである。
一括利用権設定による農地利用改革が担い手の

成長に展望を与え、文字通り土地利用型農業の構

造改革といった成果をもたらすには、米価下落の

影響を緩和する「経営所得安定対策」はもとより、

割高な地代水準の引き下げなどが不可欠となろう。

具体的には自治体の財政負担等による償還金の割
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引、金納・現物地代の組み合わせにより米価下落

リスクの軽減、といったことが現地では話題に上

っている。一括利用権設定により農地の公共財と

しての性格が強まるとすれば、一定の財政負担を

伴う措置についても検討に値しよう。現物地代に

ついては荒浜地区のような前例もあり、すでに計

画書にも一部盛り込まれている。問題は、2007年

度から始まる品目横断的経営安定対策によるナラ

シ対策が、米価下落と連動して基準収入も下がる

ように仕組まれていることだ。これだとたとえ基

準収入と当該年度の収入の差額を9割補填したと

しても、経営安定はおぼつかない。

少なくとも一定期間、基準収入を手取り米価

15,000円程度に見合う水準に据え置くといった制

度改正が望まれよう。それだと先の表11にみるよ

うに、地代水準の下げ止まり傾向が続くとしても、

作業受託より利用権設定の経済的メリットが大き

くなる。

5.保有合理化事業を活用した参加型構造改

革の展望

これまで「むらぐるみ集合事業」など一括利用

権設定による農地利用改革を事例に基づき検討し

た。保有合理化事業の推移から分かったことは、

事業が売買から貸借へ、とりわけ市町村単位のJ

A等による貸借へとシフトしてきたことである。

しかし、農地の仲介・斡旋機能に終止したのでは、

面的利用改革につながらない。その意味で注目さ

れるのが、1983年に創設された「集合的利用権等

調整事業」であった。この事業は、99年から「農

地保有合理化総合推進事業」に引き継がれ、04年

からは、「農地保有合理化担い手育成推進事業」

(2008年まで)に衣替えされた。しかし、担い手

育成のみが過度に全面に出てくると、多様な地権

者の合意を得られにくくなる。こうした中、独自

に県版集合事業を創設し、当初の主旨を引き継ぎ

ながら継続的に事業を展開してきたのが福島県農

業振興公社であった。

集合事業を継続し一定の成果を上げたポイント

は、①県公社としての「ゆるぎない信念」、②兼業

化の進展や担い手の動向など地域条件を見極めた

事業推進、③地域に根差したきめ細かな計画原理

手法の導入、などの3点であった。

集合事業を全国に先駆けて導入した亘理町荒浜

地区では、①地元関係の熱意とリーダーシップ、

②地域農業の将来に対する危機感、③宮城県公社

職員の地元密着型指導と合意形成、④事業推進の

きめ細かな推進体制、などが相乗効果を発揮する

ことで事業が一定の成果を上げていた。その過程

で経営規模を45ha以上の意欲的な農家が育ってい

た。

角田市枝野地区では、ほ場整備後の農地を対象

として、市の農業公社への一括利用権設定による

再配分計画が実施直前まで至っていた。当地区で

は、①全面的兼業化による担い手喪失・農地分散

に対する危機感の盛り上がり、②土地改良区主導

で行われたユニークな換地方式による農地利用調

整の学習効果、③農地利用調整マニュアルの作成

と徹底した現地指導、④アグリセンターを中核と

する推進体制の構築、などが事業推進の原動力と

なっていた。

全体を通して特徴的なことをまとめれば、第1

は、集合事業による農地利用改革が、担い手のみ

ならず、自己完結営農ゾーンの設定など多様な農

業継続希望農家にも配慮して行われていることで

ある。むらぐるみ集合事業である以上、地権者全

体の合意形成無しには、結果的・棲み分け的に担

い手に農地利用集積することも難しいからであろ

う。いわば出口は選別的にみえたとしても入口は

参加型で仕組まれている。

第2は、リーダーシップ機能や計画作成・実施

機能を発揮する現地に足場を置く参加型・ボトム

アップ型推進体制が構築され、農地利用調整のみ

ならず、地域社会の底上げをも視野に入れた活動

を展開していることである。

第3は、全面的兼業化、担い手喪失、零細農地

の分散、等々に対する洞察を通して地域農業崩壊

の危機を分析的に体得し、信念を持って面的利用

改革に挑戦する主体が存在していることである。

それは時に個人であり時に組織であつた。
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翻ってみるに、全面的兼業化の進展にしろ地域

農業崩壊の危機にしろ何もこれら地域に限ったこ

とではない。程度の差こそあれ、全国津々浦々ど

こでも同様の危機に見舞われている。問われてい

るのは、個人にしろ組織にしろ信念を持って面的

利用改革に取り組む主体の存在である。その範を

示す意味で、まずは百花練乱的に拡大した合理化

事業メニューを整理統合し、面的利用改革に焦点

を絞り込んだ事業のリニューアルが検討されてよ

い。

さらに、面的利用改革を推進する上で、地域に

足場を置く参加型・ボトムアップ型推進体制は不

可欠である。その中核的役割は、近年、貸借事業

のウェイトを高めつつあるJAが果たしてしかる

べきであろう。農地利用改革による担い手の育成

にしろ地域社会の底上げにしろ、いずれも地域組

合としての性格を強めっっあるJAの命運にも関

わることだからである。その上で、これまでみた

ような現地密着型の重層的推進体制を構築しなけ

ればならない。むろんこうした体制は、知恵や技

を存分に発揮できる人材が適切に配置され、機動

力のあるものでなければ意味がない。枝野地区の
一括利用権設定計画や推進マニュアルの策定にし

ても、知恵や技を発揮できる人材や体制がなけれ

ばなし得なかった。県公社など指導機関の果たす

役割は、何よりもこうした体制づくりの指導にあ

る。荒浜地区を筆頭に調査対象事例全てがこのこ

とを雄弁に物語っていよう。

加えて、面的利用改革の制度設計は、参加型を

基本理念として仕組むことが実効性を確保する上

でのポイントである。担い手の育成を過度に際立

たせた制度設計は、担い手の育成にとって少なか

らず障害になる。こうしたパラドックスを政策当

局はもとより、広く関係者が過去の経験からえら

れる貴重な知財として共有しておくことが必要で

あろう。

集合事業など一括利用権設定による面的農地利

用改革が点的にしか進まなかつたのは、相当程度

これまで指摘したようなある種の力業ときめ細か

な配慮を必要とする取り組みを怠ってきたことに
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起因しているのではないか。計画原理に基づく面

的農地利用改革はそれなりの覚悟を持って臨まな

ければならないからである。

年金、納税猶予、地代統一、米価下落、経営安

定等に関わる問題は、先に述べたように主として

政策的対応に委ねられる部分が多い。早急な検討

が望まれよう。

ここまでの総括はこれぐらいにして、最後に面

的農地利用改革による参加型構造改革のモデルに

ついて展望しておこう。およその見取図を示した

のが図16である。

ここでは「農地信託会社」の企画・管理・営業

部が農地の管理を一手に引き受けている。信託会

社の地域組織として支店営業部や代理店なども設

置されている。これまでみてきたように地元密着

型の合意形成組織が不可欠だからである。これら

組織には信託会社本店からも営業担当が足繁く通

い指導にあたっている。

面的利用改革の合意形成がなされた場合、農地

信託の申込みが代理店や支店営業部から本社に上

がってくる。信託方式としては差し当たり個別的

利用権設定、一括利用権設定、貸付信託、売渡信

託などが選択できるようになっている。いわば、

集合事業の「利用権等調整型」、「むらぐるみ管理

型」、「貸付信託」、「売渡信託」に対応したメニュ
ーである。経過措置として、作業受託などもメニ

ューに加えておいていいであろう。

信託契約にあたつては、信託会社としての農業

振興ビジョン、農地利用計画、地代・配当・作業

料金、農地のメンテナンス計画等々が提示され、

それをみて地権者は最終的に意志決定をする。信

託農地の効率的・合理的運用は、農地利用開発部

に任されている。できるだけ高い配当や地代を支

払うためには、農地をどのように区割りして誰に

貸し付けるかなど、その運用が決め手になる。こ

のため、信託農地はテナントビル同様、利用しや

すいように区割りをして、ビルのフロアーに相当

する大小様々な規模のほ場に区分けされている。

それぞれの地域特性に応じてどういうフロアーを

設置するかが、利用開発部の腕の見せどころであ
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図16テナントビル型農場方式モデル
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る。その上で、A、B、C等のフロアーの利用者

を広く募集することになる。

フロアーの利用者は誰でもいいというわけでは

ない。少なくとも、環境保全基準(GAP)を遵

守し、A～Cフロアーを利用して本格的に農業を

行う場合には経営安定対策要件をクリアすること

を義務づけている。環境への配慮がなく安定対策

要件をもクリアできない個人や法人だと、利用開

発部のリスクも大きくなるからである。利用を希

望する応募者の審査はもとより利用状況の監督・

指導、契約違反者の取締りなども、この部で厳格

に行っている。

信託農地の利用は基本的に地元関係者優先とな

っているが、適当な希望者が見当たらない場合に

は、それ以外の応募者にも開放されている。この

ため、A、Bフロアーなど法人経営体向けに設置

した大規模ほ場などは、外部の生協や株式会社な

どが借り受けて、環境保全型農業に取り組むよう

なケースも出てこよう。

このほか、小規模ではあれ農業の継続を希望す

る地元農家向けのDフロアーや市民農園、直売所

などコミュニティ・ビジネス用の特設装置つきE

フロアーなども設けられている。多様なコミュニ

ティ・ビジネスは高齢者や女性など多くの農村住

民に雇用の場を提供して賑わっている。テナント

ビル型農場は農家が希望に応じて参加できるよう

に仕組まれているのが特徴だ。このほかFフロア
ーは、信託会社のバイオマスエネルギー施設用地

として利用され、農場全体にクリーンな自然エネ

ルギーが供給されている。テナントビル型農場の

入居者は、必要に応じて機械作業の受委託や生産

物の直売所や農家レストランへの提供など、横請

けによるビジネス連携に取り組んでいる。入居者

同士でバイオマスエネルギー資材供給のネットワ

ークを作るなど、クラスター循環的な試みも行わ

れている。

加工利用開発部では、農地利用開発部と連携し

て、自前の施設での食品加工、食品メーカーなど

適正な外部事業者への委託加工、契約栽培の斡

旋・締結、学校給食や病院食向けの食材提供、な
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どが行われている。環境保全型農産物に対する加

工需要の増大を見込んだ取り組みである。販売企

画・営業部は、生産・加工品のマーケティングが

主たる業務である。

以上のような4部門を配置し農地信託公社を設

立するとなれば、当面、資格のあるJA組織を含

めて保有合理化法人を母体にすることが適当であ

ろう。ハードルは相当高そうだが、挑戦してみる

価値はある。これにより図の下欄に記載したよう

に、現代版農業問題への対応という社会的にも大

きな役割を果たすことができそうだからである。

[注釈]

1)農水省による府県の担い手202経営体を対象に実施し

た2006年度の調査結果によれば、1戸当たり平均経

営面積14.8haの農地が28.5カ所に分散し、経営する

農地に占める30a未満の小規模農地が53.6%と半数

以上を占めているという(日本農業新聞2007.3.10)。

2)保有合理化事業の推移については、引用・参考文献

〔2〕、〔3〕、および島本〔5〕などが詳しい。

3)この表現は文献〔3〕P23によっている。

4)公社の資料は「村ぐるみ管理型」となっているが本

論文では全て「むらぐるみ管理型」に統一した。

5)荒浜地区の取り組みにっいては現地調査の他、文献〔1〕、

鈴木〔4〕などを参考にした。

6)1984年11月1日付けの広報「わたり」には、「集団

のスクラム」で新しい村づくり-集合的利用権等調

整事業・荒浜地区をモデルにスタート、という記事

が掲載されている。

7)パッケージング手法の導入およびその効果について

は鈴木〔4〕が詳しい。

8)これについては文献〔1〕の冒頭挨拶による。

9)鈴木〔4〕P13にこうした表現が記載されている。

10)この点にっいては文献〔4〕の深谷氏のコメントが

興味深い事実を伝えている。
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