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【現地調査報告】

福岡県における地域農業支援システムの構築

-

品目横断的経営安定対策への対応に着目して-

秋田県立大学アグリビジネス学科准教授佐藤加寿子

福岡県においても農業協同組合や市町村の合併、

行政組織の再編の中で農業支援組織の再構築が模

索されているが、近年は特に品目横断的経営安定

対策の対象となる担い手の育成に力点を置いた組

織体制の整備がおこなわれてきた。福岡県では県

段階で行政と農協が協力体制を組み、「福岡県担

い手・産地育成総合支援協議会」を立ち上げ、そ

れを地域段階で農業改良普及センターを核に展開

しているところに特徴がある。本稿では県段階と、

地域段階の取り組みとして朝倉地域を事例に、福

岡県での地域農業支援システムを品目横断的経営

安定対策への対応に着目して紹介したい。

1.福岡県における県段階での農業支援シ

ステムの再編

福岡県における総合的農業支援は「福岡県担い

手・産地育成総合支援協議会」によってその枠組

みが作られているが、まずはその事務局を担当し

ている財団法人「福岡県農業振興推進機構」にっ

いて見ておこう。

(1)財団法人「福岡県農業振興推進機構」の設立

と独自の事業

財団法人「福岡県農業振興推進機構」(以下

「推進機構」)は平成15年4月に、福岡県農業総

合開発公社(県外郭団体・農地保有合理化法人)、

福岡県農業振興基金(県外郭団体)を統合し、新

たに農業振興協会(全農福岡県本部、以下「全農

ふくれん」の組織)が参画し発足した。つまり、

それまでは県単独の事業であったところに、福岡

県農業協同組合中央会(以下「JA福岡中央

会」)と全農ふくれんが参加し、連携を強めるこ

ととなったのである。

推進機構の現在の組織体制を図1に示した。総

務課、農地課、担い手課、企画振興課の4課体制

をとっているが、これは平成17年4.月にそれまで

の2課体制(総務課と事業課)を再編したもので

ある。調査時点(平成18年12月)で職員数は正職

員が11名、臨時職員が4名、正職員のうち推進機

構プロパーが3名、JA福岡中央会からの出向者

が2名、全農ふくれんからの出向者が6名、嘱託

職員(県のOB)が2名である。各課の担当事業

内容は表1のようになっており、事業内容に応じ

て、総務課と農地課は機構専従職員が、担い手課

はJA福岡中央会と嘱託職員が、企画振興課は全

農ふくれんからの出向者が担当している。

推進機構による政策対象としての担い手育成は

後述する「福岡県担い手・産地育成総合支援協議

会」の一員として取り組まれているので、ここで

はそれ以外の事業で特に課題となっている点を取

り上げる。

まず、担い手課が担当する新規就農支援事業に

ついてである。新規就農についての相談会を開催

すると、1回で70名ほどの希望・相談者が集まる

ほど、新規就農希望が高まっている。会場では8

つのブースを開設し、相談業務をおこなっている

が、そこで特に必要性が実感されるのが情報の一

元化である。新規就農希望者に情報提供をおこな

う際、農地、労働力、機械・施設、家屋について

の情報が一元的に提供できることが必要となるが、
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それができていないとのことである。縦割り体制

の中でマッチングが要請されている。

また農地に関しては、集落営農をもってしても

品目横断的経営安定対策に対応できない農地に対

する対策が急務である。そのような農地について

は農地保有合理化事業とその受け皿をセットで用

意しないと対応できないと認識されており、JA

の農地保有合理化法人資格の取得と農地の受け皿

としてのJA出資法人が構想され、この問題につ

いてのJAの積極的な役割が期待されている。現

在、福岡県下の15JAで農地保有合理化法人資格

を取得し事業を実施しているが、今後はこれを25

あるすべてのJAに拡大する予定である。但し難

しいのがJA出資法人の設立で、JAは赤字発生

への懸念と組合員農家(特に集落営農)からの反

発とで模様見の状態であるという。

図1(財)福岡県農業振興推進機構の組織

表1各課の業務内容
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(2)「福岡県担い手・産地育成総合支援協議会」

平成5年の経営基盤強化法の改正を受けて、福

岡県においては「担い手育成支援協議会」が立ち

上げられた。しかし、この協議会がサロン化して

いるとの反省から、実働部隊として機能するよう、

平成13年頃から同協議会の再編が議題となってい

た。

新体制についての具体的な議論は平成16年から

始められ、1年間かけて平成17年7.月に「福岡県

担い手・産地育成総合支援協議会」(以下、「県協

議会」)が設立された。

その組織体制を図2に示した。県協議会を構成

するのは、福岡県農政部、福岡県農業協同組合中

央会、福岡県信用農業協同組合連合会、全国農業

協同組合連合会福岡県本部、福岡県酪農業協同組

合連合会、福岡県農業共済組合連合会、福岡県花

き園芸連合会、福岡県農業会議、農林漁業金融公

庫福岡支店、財団法人福岡県農業振興推進機構

の各組織である。これらの組織が縦横に連携する

ことで、一体的な指導・支援体制の強化を目指し

たものである。県協議会の会長は福岡県農政部長

が務め、事務局は前述の福岡県農業推進機構が担

当している。県協議会には「担い手育成部会」

「農業経営指導部会」「生産振興部会」の3部会

が設けられ、現段階での主要な事業は、担い手育

成部会は品目横断的経営安定対策の対象となる担

い手(認定農業者、農業生産法人、集落営農)の

育成、農業経営指導部会では農家の負債対策、生

産振興部会は米以外の作目の振興である。

また県協議会の下には県下11の普及センター単

位(図3一普及センター管区図)に「地域担い

手・産地育成総合支援協議会」(以下、「地域協議

会」)が組織され、役員は地域農業改良普及セン

ター所長、管内市町村長、管内農業委員会会長、

管内農業協同組合組合長、農林事務所所長で構成

されることになっている。地域協議会の事務局は

当該地域所轄の普及センターが担当する。したが

って、地域協議会段階では普及センターの活動が

鍵とならざるを得ない。また地域協議会でも県協

議会と同様に、担い手育成部会、農業経営指導部
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会、生産振興部会の3部会を設置している。

実際の品目横断的経営安定対策の担い手育成に

関しては地域協議会が実働部隊となるわけだが、

県協議会を設立したことで地域協議会における行

政、JA、普及センターの協力体制が組みやすく

なったことがメリットとしてあげられている。県

協議会の中に担い手育成部会を置き、地域協議会

における担い手育成部会との連携をとらせる体制

としたことで、品目横断的経営安定対策など新施

策についての研修会を市町村、JA、県庁、農業

委員会、普及センターの共同で実施し、情報を共

有することができるようになった。この情報の共

有化によって、現場では集落に入るチームが組み

やすくなったとのことである。

組織の改善点としては、協議会会長を農政部長

にしたことで決済に関連4課(農業技術課、農業

振興課、生産流通課、農業経済課)の課長を通さ

なければならず、時間がかかる体制となってしま

ったので、決済の迅速化、機動力をもたせる体制

作りが挙げられている。

今後の担い手育成事業の推進の際に留意するこ

ととして、まず①施策対象となる担い手要件を満

たすための対策があげられ、次に担い手育成事業

をいかに②構造改革と③経営改善へつなげていく

か、さらにそれが④地域の活性化に発展すること、

が認識されている。これらの課題を検討するため

に平成19年1.月に研究会の立ち上げが計画されて

いる。

(3)JA福岡中央会の積極的関与

①「JAグループ福岡中期方針」

県協議会のなかで、積極的な役割を果たしてい

るのがJA福岡中央会である。JA福岡中央会は、

平成18年10月の「第24回JA全国大会決議」を受

けて、同年11月に「JAグループ福岡中期方針

(以下、中期方針)」を策定した。この中期方針

の中にJA福岡中央会の担い手育成に関する考え

方と目標が示されているのでその部分を確認して

おく。

この中期方針では、「担い手」とは「『経営政策



図2福岡県担い手・産地育成総合支援協議会組織図
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図3福岡県の地域農業改良普及センター管区図

支援の対象となる担い手』とそれ以外の『地域担

い手』の両者のことで、地域の実情に合わせて、

JAで育成方針を策定し、共存のもとで地域農業

振興を図ることが望まれ」*1ると位置づけており、

政策対象と政策対象から外れる農家を一体的にと

らえた地域農業の振興を目指していることが、そ

の特徴として上げられよう。対象農家選別的な政

策に対して、一定の距離を置いた農業振興を目指

しているとも読み取れる。

また中期方針には「JA農業ビジョン」の策

定・実施が挙げられている。「JA農業ビジョ

ン」とは、「地域農業戦略(地域農業振興計画)」

「地域水田農業ビジョン」「JA中長期経営計画」

「地産地潰運動計画」などの農業関連諸計画から

重点事項をピックアップし総合的なビジョンとし

て策定し、その中で特に担い手創出・育成、主要

農産物の作付、営農担当職員の育成、地産地潜の

取り組みの4項目に関して目標を明確化するもの

である*2。これを各JA毎に策定・実施すること

により、地域農業戦略計画等との整合性と統一的

な取り組みによる効率化を図るとともに、組合員

へ明確な目標を示すことでより確実な実践が目指

されている。とりわけ営農指導体制については

「地域実態に応じた営農担当職員の専門体制の確

立をはかる」*3こととしており、営農指導担当職

員を「営農企画・担い手グループ」「技術指導グ

ループ」「販売グループ」の3つに分け、より専

門性を活かした営農指導体制への移行が図られて

いる。

さらに推進機構でもふれた農地保有合理化事業

の展開に加えて、福岡県版マッピングシステムの

活用が上げられている。マッピングシステムにつ

いてはすでにJA福岡中央会が農地地図情報管理

システム「F-MAPSS」を開発し、実費にてJAに

システムの提供をおこなっている。これは農地保

有合理化事業対応のパッケージソフトであるが、

汎用性を高め、圃場毎の所有、賃借、作業受委託

関係、作物の作付・育成情報、土壌診断情報など
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を盛り込むことで、単に農地保有合理化事業によ

る利用権設定だけではなく、農作業受委託、需給

調整、営農指導の各事業、さらには地域営農戦略

の策定や進行状況の把握に活用できるよう設計さ

れている。

以上のように、福岡県ではJA福岡中央会を中

心に独自の中期目標を明確に打ち出して、担い手

への事業支援の充実と強化を図っているのである。

②品目横断的経営安定対策への対応

品目横断的経営安定対策の対象となる担い手育

成については、JA福岡中央会のきめ細かな現状

把握によって、福岡県下の麦・大豆について、平

成17年度の作付面積の9割を施策対象に集積する

のに大きな役割を果たした。具体的には福岡JA

中央会がとりまとめ役となり、図4のような項目

についてJAに目標を設定させ進行状況を定期的

に報告させた。まず、平成17年度の麦・大豆の作

付分に関して生産者と面積を、「個別農家による

もの」と「生産組織によるもの」とに分け、さら

に「施策対象となるもの」と「ならないもの」に

分けて把握した。施策対象にならない個別農家の

作付分については、「施策対象となるよう当該農

家を発展させるもの」と、「施策対象の個別農家

に委託するもの」、「施策対象の組織に委託・参加

するもの」、「作付をやめるもの」、「方針が未確定

のもの」に分けた。施策対象にならない組織にっ

いては、「施策対象へ発展させるもの」「発展しな

いもの」「方針が未確定のもの」にわけた。特に

個別農家作付分の「作付をやめるもの」「方針が

未確定のもの」、生産組織による作付分の「施策

対象へ発展しないもの」「方針が未確定のもの」

について施策対象となるよう推進し、平成18年か

らは毎月進行状況をとりまとめた。このような取

り組みの成果として福岡県においては平成17年度

の麦・大豆作付面積の9割以上を品目横断的経営

対策の対象とすることができた。

さらに担い手に関しては、平成17年度にJA福岡

グループが共同で「JAグループ福岡担い手(経営

体)総合支援室」を設置し(事務局は前記の福岡

県農業振興推進機構)、金融・共済・購買・販

売・情報などの総合的な事業支援の整理を図って

いる。

図4品目横断的経営安定対策の取り組み状況確認
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2.「朝倉地域担い手・産地育成総合支援協

議会」における取り組み

前述のような県段階の各組織による連携が、地

域段階ではどのように取り組まれているかを、

「朝倉地域担い手・産地育成総合支援協議会」の

活動を事例に見てみよう。

「朝倉地域担い手・産地育成総合支援協議会」

が担当範囲としているのは朝倉市、筑前町、東峰

村の1市1町1村(この区域を以下「朝倉地域」

とする)で、福岡県の中央部に位置し、筑後川の

中流域である。この朝倉地域は朝倉地域農業改良

普及センター、筑前あさくら農業協同組合(以下「

JA筑前あさくら」という。)のエリアと同一

である*4。これら市町村はいずれも今回の合併で

誕生したものであり、朝倉市は平成18年に甘木市

と朝倉町、杷木町が、筑前町は平成17年に三輪町

と夜須町が、東峰村は平成17年に小石原村と宝珠

山村が合併したものである。

(1)地域農業の特徴と地区の特徴に応じた推進

方針

朝倉地域は管内の耕地面積は8,600ha(うち水

田75%、畑10%、樹園地15%)*5、水田圃場整備

率は要整備面積に対し86.9%が完了している。総

農家数は6,009戸、主業農家1,231戸(20.5%)、

準主業農家1,174戸(19.5%)、副業的農家2,293

戸(38.2%)と主業農家、準主業農家の割合が福

岡県平均と比較して3.8ポイントおよび5.4ポイン

ト高い。水田面積6,400haに対して平成17年の水

稲作付は3,600ha(生産調整率44.3%)であった。

朝倉地域は大きく平坦地と中山間地域とに分か

れる。平坦地は朝倉市甘木地区(旧甘木市)およ

び朝倉地区(旧朝倉町)と筑前町である。水田の

圃場整備はほぼ完了し、生産組織の整備・強化が

図られている。カントリーエレベータでの調整・

乾燥による品質の均質化とロットの確保による生

協との契約栽培、サイロ単位での販売契約という

JA筑前あさくらの米販売戦略とも重なって、朝

倉地域の平坦地は生産組織(米・麦・大豆の機械

利用組合)の育成において福岡県内でも先進的な
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地域である*6。また米麦および転作作物の団地化

やブロックローテーションとともに施設園芸の振

興および面積拡大が進められている。特に朝倉地

区は全国的な銘柄を確立した青ネギ「博多万能ネ

ギ」の中核産地である。これに対し筑前町は米・

麦・大豆の土地利用型水田農業が中心である。朝

倉市甘木地区は園芸作と土地利用型が混合的に展

開している。したがって平坦地では既に組織され

ている集落単位あるいはカントリーエレベータ単

位の機械利用組合、転作ブロックを単位とした転

作作業受託組合を基礎に、個別大規模経営との調

整を図りながら、これらの組合および個別大規模

経営を品目横断的経営安定対策の対象へと育成す

ることが目標とされた。

中山間地域は朝倉市杷木地区(旧杷木町)と東

峰村である。杷木地区では柿をはじめ、梨、ブド

ウ、スモモ等の落葉果樹団地が形成され、主要産

地となっている。また東峰村では山間地域の気象

条件を活かした良質・良食味米や庭先野菜の振興

が図られたり、肉用牛を中心とした畜産が展開し

ている。麦、大豆の作付がほとんどないため、品

目横断的経営安定対策へは対応しない方針である。

また稲作については、杷木地区の平坦部における

水稲作では米のナラシ対策への加入に向けての誘

導をおこなうが、傾斜部では米のコスト低下のた

めの機械共同利用化を推進することとしている。

(2)「朝倉地域農業改良普及センター」と「JA

筑前あさくら」の体制

ここで「朝倉地域担い手・産地育成総合支援協

議会」において主導的な役割を果たしている朝倉

地域農業改良普及センターとJA筑前あさくらの

体制を簡単に見ておこう。

平成4年度までは福岡県下19普及所と3支所が

あったものが、平成5年度に11普及所に統廃合さ

れ、平成6年度に名称が農業改良普及センターへ

と変更された。この平成5年度の普及所統廃合で、

現在の朝倉地域農業改良普及センター管区(朝倉

市、筑前町、東峰村)ができあがった。平成13年

度には定数が削減され、生活改良普及員と農業改
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良普及員の垣根がなくなり、平成16年度には係が

再編され、現在の体制(図5農業改良普及センタ
ー体制図)となる。平成18年には26名から25名へ

と人員が削減された。

JA筑前あさくらは平成17年12月に品目横断的

経営安定対策への対応として7名の専任者を配置

した「担い手課」を設立した。それまでは担い手

推進として集落へ人員を貼り付けていたが、品目

横断的経営対策への対応では指導内容が専門的な

ので専任の必要性が認識されたためである。26あ

る支店の支店長は支店内での担い手育成推進責任

者として明確に位置づけられた*7。

(3)「朝倉地域担い手・産地育成総合支援協議

会」の組織体制

「朝倉地域担い手・産地育成総合支援協議会」

(以下、「朝倉地域協議会」)は平成17年11.月に設

立された。朝倉地域協議会を構成するのは、朝倉

地域農業改良普及センター、朝倉農林事務所(管

区は朝倉地域に小郡市、大刀洗町、久留米市、う

きは市を加えたもの)、朝倉市、筑前市、東峰村、

管内の農業委員会、JA筑前あさくら、筑後川流

域農業共済組合、両筑土地改良区、甘木朝倉酪農

協同組合である。組織体制は図6のようである。

朝倉地域協議会の会長は朝倉地域農業改良普及セ

ンター長、副会長2名は代表市町村長(現在は朝

倉市長)、JA筑前あさくら組合長である。委員

9名はその他の上述した協議会構成組織の長であ

る。事務局は農業改良普及センター地域振興課長

が努める。

県段階での構想と異なるのは、3部会の上に幹

事会が置かれていることである。幹事会は部会活

動を円滑に進める上での協議を行うもので、協議

会構成員組織の実務責任者がメンバーとなってい

る。幹事会の代表は農業改良普及センターの地域

振興課長で、事務局は後述する3部会の部会事務

局が共同で担当する。

部会体制は県段階の構想にならって、担い手育

成部会、農業営農指導部会、生産振興部会の3部

会制であるが、さらにその下に事業別に担当を分

けている。担い手育成部会に着目して見ると、部

会メンバーは32名、部会長は朝倉市の農業振興課

長、事務局も朝倉市農業振興課が担当する。副部

会長は朝倉市農業委員会事務局長、その他に朝倉

市農業振興課から4名、筑前町農林係3名、東峰

村農林建設課1名、筑前あさくら農協から14名、

朝倉農林事務所1名、農業改良普及センターから

は水田農業係4名、地域係3名が担い手育成部会

へ参加している。担い手育成部会の事業は当面、

品目横断的経営安定対策の施策対象経営の育成を

おこなう担い手事業と新規就農事業、経営参画事

業の3つである。先の担い手育成部会メンバーか

ら会長・副会長を除いた30名の内、担い手育成事

業担当は23名(うち1名は他事業との兼務)であ

り、品目横断的経営安定対策へ対応の厚さがわか

る。

(4)品目横断的経営安定対策への対応

平成17年における担い手部会の活動は表2の通

りである。

まず、地域の土地利用型農業の担い手の現状を

把握するための「樹形図」(図7)が作成された。

この「樹形図」は、もともと筑前町夜須地区にお

いて機械利用組合が多数設立されている要因を分

析するために、福岡県農業試験場の中原英人氏に

よって作成されたものである。集落、転作ブロッ

ク、米・麦の機械利用組合、大豆生産組織、防除

組織の関係を把握するものであったが、それに農

協の支店、品目横断的経営安定対策に係る組織、

大規模経営、JAの担い手育成推進の担当者の項

目を加えたものを作成した。これによって、現状

および目標と責任体制が明確になった。さらに市

町村が農地関係の情報の整理と地図の作成をおこ

なった。

集落への対応はJA筑前あさくらが先頭を切っ

て進めている。まず今回の制度について聞いたこ

とがない農家や、内容をよく知らない農家を残さ

ないことが目標とされた。JA筑前あさくらは各

支店長を統括者とし、支店内で班を編制する。班

は班長以下5名で編制され、1班が3集落を担当
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図5朝倉地区農業改良普及センターの組織

図6朝倉地域担い手・産地育成総合支援協議会の組織

表2朝倉地域担い手・産地育成総合支援協議会の活動(平成17年)
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し、集落説明会を実施する体制である。これを旧

市町村単位での総括担当(担い手課)がとりまと

める。集落説明会へは必要に応じてJA筑前あさ

くらの担い手課の職員や農業改良普及センターの

職員、さらには市町村の担当職員が同行する。制

度概要や法人化手続き(法人化シミュレーショ

ン)等の説明資料作成は農業改良普及センターが

担当している。その後は、認定農業者や集落の意

向や状況をふまえて、具体的な調整作業や組織化

の作業が行われたが、主に認定農業者は市町村の、

担い手組織の育成はJAと普及センターの連携に

よって取り組まれたとのことである。

以上のような取り組みによって、表3のように

麦・大豆の作付面積の100%を施策対象の担い手に

集めることができた。

図7朝倉市朝倉地区の土地利用型水田農業の担い手樹形図

表3朝倉地域における品目横断的経営安定対策加入申請状況(平成18年11月30日)
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(5)今後の課題

今後の課題として残されるのはまず米への対応

である。品目横断的経営安定対策について、麦と

大豆については面積で100%近いカバー率を実現

し、目標を達成したと言える。しかし米にっいて

は特に集落営農で経理の一元化に問題があると指

摘されており、組織による担い手要件の達成が難

しいことが見込まれることから、より一層の推進

努力が求められることになろう。

その際、市町村合併とそれによつて進められて

いる農業委員会の縮小が懸念材料である。朝倉市

では合併前の3市町では合計で88名の農業委員が

確保されていたが、現在37名にまで縮小されてい

る。農業委員一人当たりの農地面積は116haにも

のぼり、十分な情報収集・管理が難しくなつてき

ている。特に甘木地区ではこれまで農業委員会の

活動で流動化を進めてきたとのことで、農業委員

会組織の縮小の負の影響が心配されている。

これに対しJA筑前あさくらではJA福岡中央

会の開発したマッピングシステムの活用と農地保

有合理化法人資格の取得による農地保有合理化事

業への取り組みが検討されている。農地情報の提

供では市町村の役割が大きいが、合併でまだ体制

が整っておらず、また農業関係の部署の縮小も考

えられる。行政、農協、普及センターのワンフロ

ア化も検討されているが、調査時点で確定してい

るのは筑前町だけとのことであつた。農業関係機

関の一層の連携をどのように構築していくかの模

索が続いている。

[注釈]

8ユ

*1JA福岡中央会「第38回JA福岡県大会JAグループ福

岡中期方針」平成18年11月、22頁

*2「JA農業ビジョン」については平成17年6月の福岡

県JA総代会にて特別決議されたものである。

*3前出35頁

*4朝倉地域農業改良普及センターは平成5年の普及所

統廃合で、JA筑前あさくらは平成6年の合併で現在

の朝倉地域を管区とすることになった。

*5ラウンドで合計が100とならない

*6椿真一「地域農業再編下での営農集団による効率的

な農業と担い手創出機能」(農一英知と進歩－No.

260)、(財)農政調査委員会、2001

*7ただし平成18年10月に支店の統廃合が実施されこれ

まで26支店4出張所であったのが、8総合支店(総

合支店は営農・経済事業と金融・共済の事業をおこ

なうもの)、3一般支店(営農・経済事業はおこな

わない)へと再編された。



83

〔編集後記〕

○全国農地保有合理化協会機関誌「土地と農業」

No.37をお届けします。この機関誌は毎年1回3

月に発行しているものです。今号では調査研究

論文を4本掲載しましたので是非ご一読下さい。

○東北大学の工藤先生には、いま最も重要な政

策課題とされている「担い手への農地の面的集

積の促進」を主な視点として、福島県公社、宮

城県公社及び角田市農業公社等におけるヒヤリ

ング結果を基に「農地保有合理化事業による参

加型構造改革の展望」として取りまとめて頂い

た。現在、農水省の「有識者会議」等で議論さ

れている重要かつ緊急な時期に、極めてタイム

リーな論文であり、これら公社の取り組みの経

験と本稿の大胆な提言は政策担当者も是非参考

にしていただきたい。

○北海道大学の東山先生と北海道地域農業研究

所の井上先生には、北海道の水田、畑作、酪農

地帯別の農業・農地の実態と北海道農業開発公

社の売買事業の今日的意義等について、道公社

から地域農研へ委託された調査結果を基に総括

して頂いた。毎年5000㌶を超える道公社の合理

化事業(離農農家等からの農地買入)の政策的

必要性が現地事例等から報告されている。

C横浜国大の田代先生には、経営所得安定対策

が実施過程に入る中において、県(普及)・市町

村・農協・農業委員会等の関係機関が協同して、

担い手・集落営農・法人の育成等の諸課題にど

のように取り組んでいるか、新潟県上越地域の

実態を調査して頂いた。上越地域担い手育成支

援協議会の活動による集落営農(法人化)やJ

A出資法人の設立等、その取り組みは参考に値

する。

○転勤で忙しい中を、秋田県立大の佐藤先生(調

査依頼時点では九大)にも同様の視点で、福岡

県の取り組みを調査して頂いた。報告は調査時

間等の制約から県段階の体制と朝倉地域におけ

る推進体制が主となっているが、普及センタ

ー・市町村・JAが一体となって品目横断的経

営安定対策(集落営農の組織化など担い手の育

成)に取り組んでいる組織体制は他の参考とな

る。また県担い手・産地育成総合支援協議会の

事務局を県機構担い手課(県公社)がJA中央

会と連携し担っているところにも特徴がある。

○去る3月9日に「農地の面的集積に係る論点

と方向」について、上記「有識者会議」の中間

とりまとめが行われた。それによると「農地は

限りある経営・生産資源として有効活用すべき」

との理念を明確化し、その理念の下で「所有と

利用を切り離し、農地の利用について、地域の
一定の組織(面的集積を促進する機能を持つ組

織)が間に立つことにより、出し手・受け手の

関係を遮断し、一括して引き受け、担い手に再

配分する面的集積組織を市町村単位に整備する

必要がある」との方向が示されている。新たな

「面的集積を促進する組織」と農地保有合理化

法人との関係等、この「組織」の性格や位置づ

けは現段階では不明であるが、この機能は農地

保有合理化法人が有しており、すでにいくつか

の県公社やJA合理化法人で実践し、一定の成

果を挙げ周知されっっある。このような農地保

有合理化法人の機能や努力の成果を適正に評価

し、その体制や機能の強化拡充につながること

を期待し、今後の検討方向を注視していきたい。

(平成19年3月/調査広報部長　小野甲二)
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