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　本稿では，レタスを主軸に園芸作が展開してい

る香川県観音寺市を事例に，園芸作の振興と農地

管理の展開方向について検討することを目的にし

ている。以下では，まず２で観音寺市の農業の動

向について考察し，香川県との比較から園芸作が

展開している同市の特徴を明らかにしている。次

に,３では基幹作物となっているレタスに着目し，

レタス産地の維持・振興策について検討するとと

もに米麦作の取り組みについて分析を行ってい

る。こうした観音寺市の動向を個別経営レベルで

確認するために，４では野菜＋水稲の複合経営農

家（５戸）に対する調査結果から，各経営の労働

力構成や農地利用等の変化を示した。また，ここ

では合わせて調査対象農家の居住集落における営

農動向についても考察を加えている。以上の分析

を踏まえ，最後に５では園芸作地帯における農地

管理の課題と方向性を提示している。
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　観音寺市は2005年10月に旧観音寺市，旧大野原

町，旧豊浜町の一市一二町の合併によって誕生し

た人口6.4万人(2.3万世帯）の市である。県内で

は高松市（42万人）,丸亀市（11万人）,三豊市（７

万

人）に次ぐ，第４位の人口規模となっている。

　同市は香川県の西南端に位置し，市の北東側は

三豊市，東側は雲辺寺山を挟んで徳島県朿みよし

町，南側は大谷山一金見山を境に愛媛県四国中央

市に接している（図１）。市の東西には財田川，

柞田川が流れており，下流域に三豊平野を形成す

る。瀬戸内海に面した市の西側には遠浅の沿岸部

を埋め立てた三豊干拓（68年竣工）が広がり，同

干拓には農地80ha (水田75ha,農業用施設51ha)

のほかに，90年代後半から整備・誘致した産業団

地(19ha)が存在する。

１。はじめに

一香川県観音寺市の事例－

２。観音寺市の概況と農業の動向

（１）地域概況



　交通条件をみると，観音寺市にはJR予讃線，

高松自動車が走っており，四国縦貰道・横断道，

瀬戸中央道を使えば，四国４県の県庁所在地や岡

山市まで車で1～1.5時間程度で到着できる。こ

うした交通利便性は。上記の産業団地の形成に有

効に働いており，20社弱の企業・工場が同団地で

活動をしている。

　農林業センサスによれば，観音寺市における

2010年の農家数は3,559戸（うち販売農家2,443

戸），基幹的農業従事者は3,490人，経営耕地面積

は2,218haとなっており，いずれも減少傾向にあ

る（表１）。ただし，ここ10年間で自給的農家や

65歳以上の農業労働力は増加しており，2010年で

前者は総農家の３割，後者は基幹的農業従事者の

６割を占めるようになった。

　また，農地の動向をみると, 2 ha以上層が増

加しているものの，そのシェアは3.6% (10年）

と低く，１戸当たりの経営耕地面積も0.6ha程度

とほとんど変化していない。その一方で経営耕地

面積の減少幅が拡大し，耕作放棄地面積は10年で

は209ha (耕作放棄地率は8.6％）となっている。

　以上の動向は，観音寺市における農業が人的・

資源的側面で後退していることを示すものであ

る。ただし。農家や農業労働力，経営耕地面積の

減少率は，県全体に比べれば総じて低く，高齢化

の度合いも県（基幹的農業従事者に占める65歳以

上割合は71.6%)ほど進んでいない。つまり，観

音寺市の農業は依然厳しい状況に置かれているも

のの，その後退スピードは県全体よりもやや緩や

かとなっている。

　そのスピードを遅らせているものは，同市で展

開する園芸作にある。少しデータは古いが，生産

農業所得統計（2005年）をみると，観音寺の農業

産出額は150.3億円（県内１位），県内の18.5%を

占め，さらに野菜産出額は79,7億円（同１位）で

県内32.2%のシェアとなっている。また，農家１

戸当たりの生産農業所得は県内で唯一100万円を

超える108.3万円の水準にある。

　観音寺市では,三豊平野で展開する水稲に加え，

温暖な瀬戸内気候と山間地を利用した果樹作（温

州みかん）が古くから展開しており，そのほかに

レタスや玉ねぎ，青ねぎ，ブロッコリーといった

露地野菜の栽培が普及している。なかでも，レタ

スは高原レタスの出荷が終わる秋口以降の冬・春

レタスで展開しており，県内はもとより，西日本

有数の産地を形成している。

　この園芸作を主軸に，水稲を組み合わせた複

資料：農林業センサス

　注：耕作放棄地率は，耕作放棄地面積÷（耕作放棄地面積十経営耕地面積）で総農家ベースのもの。

（２）農業の動向と特徴
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３，園芸作の展開と米麦作の取組み

（１）観音寺市における経営類型



合経営が観音寺市における認定農業者（10年度

末で374人）の主要な経営類型である。その代表

的なケースとして，水稲＋レタス（年内穫り・

年明け穫り・春穫り）の複合経営をみると，経

営規模は2ha，労働力は経営者夫婦+後継者+

臨時雇のもとで売上金額は１千万円となってい

る。

　こうした園芸作をはじめとする地域の営農をサ

ポートするJAは，観音寺市内には２つ存在する。

一つは旧観音寺市を管内とするJA香川県であり，

もう一つは|日大野原町・旧豊浜町を管内とする

JA香川豊南である。JA香川県は2000年に県下

43JAが合併し（その後,03年にJA高松も加わる），

ほぽ県全体をカバーする。10年度末で組合員は

133.076人（正組合員70,901人，准組合員62.175人）

を抱える大規模JAである。他方，JA香川豊南は

10年度末で組合員6,944人（正組合員2,659人，准

組合員4,285人）を有し，JA香川県と合併してい

ない県内唯一のJAとなっている。後述する市内

の園芸産地は，主としてJA香川豊南（旧大野原

町・旧豊浜町）に形成されている。なお，両JA

は2013年４月に合併を予定しており。合併後は奈

良県，沖縄県に次ぐ，全国で３番目の１県1JA

となる。

資料：農林水産省「作物統計」（各年版）

園芸作の振興と農地管理

（２）園芸作の維持・振興と担い手の確保

　　　－レタスの産地維持の取組みー

　観音寺市は県内でトップクラスの園芸作地帯で

あり，なかでも基幹作物はレタスである。レタス

は60年代からカボチャの裏作として普及が進み，

現在までに観音寺市は冬・春レタスの産地として

高い市場評価を得ている。なお，指定産地となっ

たのは，冬レタスが1969年，春レタスが1977年で

あり，レタス産地として如年を越える歴史がある。

　しかし，近年では高齢化の進行により，産地規

模が縮小傾向にある。図２は，レタスおよび水稲

の作付面積の変化を示したものである。レタスの

作付面積は99年以降，一貫して減少している。こ

の10年間では｡300ha減少して750ha（10年）と

なり，経営耕地面積に占めるレタスの作付面積割

合は近年では３割を切る状況にある。高齢化が進

行するなかで。レタスの指定産地としての地位を

いかに維持するかが重要な課題となっている。

　こうした状況を受けて。これまでに関係機関によ

る様々な支援が行われてきた  。第１に農作業の省

力化によって労働生産性を高め，個々の経営規模

を維持･拡大させるものである。具体的には，圃場

作業の効率化を図るセル成型育苗や，施肥機，移

植儕等の導入．ＪＡ出荷場での自動選別機や包装機
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を活用した収穫後作業を省力化する取組みがある。

なお，個別包装を行わない業務用野菜への取り組

みも省力化につながり，近年では拡大傾向にある。

　第２に，高齢化の進行で不足する労働力をサ

ポーとする取組みが挙げられる。この点について

は，90年代後半からJA香川豊南による農作業受

託事業が始まり。畝立てやマルチング等の支援が

実施されている。さらに07年にはJA香川豊南

直営の「株式会社アグリボウナン」（農業生産法人

）

が設立され，農作業受託をはじめ，農業用機械の

レンタル，農地流動化推進等，幅広いサポートが

行われている。さらに，外国人の技能実習生を積

極的に受け入れていることも特徴として挙げられ

る。JA香川豊南は90年代後半から中国から技能

実習生を受け入れ始め，その後の01年からはイン

ドネシアからの受け入れを開始した。近年ではイ

ンドネシア人の技能実習生が増加しており，11年

３月末で51名（16の農家・法人が受け入れ）が在

留している。

　第３に，新しい担い手の確保である。管内には

野菜部門を主軸とする農業法人が９法人ある。た

とえば，株式会社M (93年設立，従業員25名，野

菜26ha+水稲9ha＋水稲作業受託）や有限会社I

（93年設立，従業員21名，野菜21ha +水稲12ha).

株式会社G（07年設立，従業員9名，野菜11ha +

水稲5 ha)などがあり，いずれも法人自らが経

営規模を拡大するとともに，研修生や雇用就農者

を積極的に受け入れ，新たな担い手の育成に収り

耜んでいる。また，前述したJA直営の株式会社

アグリボウナンでは。農作業支援のオペレーター

として就農希望者を雇用し，将来の農業担い手を

育成している。

（３）米麦作の取組み

　観音寺市では園芸作の振興を図りつつ，水稲を

はじめとする米麦作の担い手をどのように育成す

るかがもう一つの営農上の課題となっている。水

稲作についてみると，近年では政策変化のもとで

水稲作付面積は増加傾向にあり，10年では1.470ha

（経営耕地面積に占める割合は50.0%)となって

いる（前掲図２）。しかし，個別農家の経営規模

は小さく，2ha以上層もわずかしか存在してい

ない（前掲表１）。前述した園芸作の農業法人は

稲作も取り組んでいるが，園芸作が主軸であるた

め水稲作の規模拡大には限界がある。

　他方，麦作の作付面積をみると，10年の作付面

積（作物統計）は小麦では54ha {経営耕地面積

に占める割合は3.8%),裸麦では43ha (同2.9%)

となっており，二毛作体系のもとでの裏麦作の面

資料：観音寺市資料より作成。

積は水稲に比して小さい　 。また，転作(転作率

は40％前後で推移)は専ら個別対応の園芸作によ

るため，大豆の作付面積は10年で4haとわずか

である。

　このように，米麦作の個別展開が進展していない

なか，一部では組織的な対応によって農地集積が

進められている。その一つは集落営農の取り組みで

ある。観音寺地域(合併前の旧観音寺市のエリア)

では，経営安定対策を契機に旧々町村単位(大字

２)

単位)で組織化が進み　,これまでに９地区のうち

４地区で集落営農組織が設立された(表2)。これ

ら４組織は機械利用組合を前身とした特定農業団

体であり，いずれも水稲と麦の収支を一元化してい

る。ただし，組織化された地区内においても農地

集積率は17％～35％の水準にあり，集落営農組織

が地区内を広域的にカバーしているわけではない。

３）
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　なお，これら組織以外にも，３つの集落営農組

織が存在する。このうちの１組織（４で後述する

Ｑ組合）は水稲作と麦作（小麦）に取り組んでおり，

麦作については会計を一元化している。残りの２

組織は機械利用を主とした任意組織であり,水田･

畑作経営所得安定対策や戸別所得補償対策には加

入していない。ただし。いずれも組織の範囲が１

集落となっていることから，上記の４つの集落営

農組織とは性格を異にしている。

　観音寺市におけるもう一つの組織的な取組みと

して，農作業受託部会が挙げられる。同部会は，

前述した集落営農組織と同じ観音寺地域を活動範

囲とし，地区ごとの担当者による受託業務を行う

組織である。10年度の実績をみると（表3)，集

落営農組織がカバーしていないエリアを巾心に。

水稲（耕起・代かき・田植え・収穫）や麦（耕

起･播種・施肥･収穫）の作業受託を行っており，

受託面積が最も多い稲刈りでは11Ohaとなってい

る。

　観音寺市における担い手（認定農業者十集落営

農組織）への農地集積状況をみると，10年度末で

727ha,集積率は29％となっている。農業経営基

盤強化促進法に基づく観音寺市基本構想における

担い手への集積目標（10年５月で30％）はほぼ達

成している状況にある。ただし，県全体の農地集

積率（10年度末で36％）と比較すると低く，今後

ますます進行する農業者の高齢化をにらみ，観音
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寺市では担い手の確保・育成とそれへの農地集積

を図ることが重要な課題となっている。

　ここで，観音寺市における農地をめぐる圃場整

備や水管理の状況について触れておきたい。観音

寺市の圃場整備事業（団体営）は，80年代後半か

ら90年代にかけて実施された。圃場整備率は約

50％｡岡場区画は概ね30a区画であり。事業費の

資料：観音寺市資料より作成．

　注：Ａ～Ｂ地区は．表２と同じ地区である．

（４）担い手への農地集積と農地・水の管理

償還は概ね終了している　 。

　観音寺市の農業用水はため池によるところが大

きく,市内で最も大きな豊稔池（貯水量1,593千㎡）

をはじめ，受益面積が10haを超えるため池が市

内に72箇所存在している。水利組合はため池ごと

に分かれており，立地する咽場によって耕作者は

複数の水利組合に加入する必要がある。

　74年の香川用水の完成後は水不足に悩まされる

ことはほとんどなくなったが。近年では高齢化や

農業者の減少によって用水需要が減少するととも

に，管理が不十分なため池が増加しつつある。た

め池は農業用水だけでなく。防災や環境形成にも

用することから，適正な管理を行うことが課題と

なっている。

　こうしたなか，観音寺市では農地・水一環境保

全向上対策（活動組織は市内に41組織。１組織当

たりの取組面積は300～400ha)を活用し，ため

池の保全一管理に取り組む活動組織が多く存在す

る。なかには学校と連携して耕作放棄地に景観作

物（コスモス，ヒマワリ，菜の花）を植栽する活

動を行う組織もみられる。

４）



　本稿で調査対象としたのは，観音寺市における

代表的な経営類型である水稲十野菜の複合経営で

ある。具体的にはＡ経営（経営主63歳，経営耕地

面積890 a ),Ｂ経営（同74歳,同155 a ),Ｃ経営（同

70歳，同160 a ）.Ｄ経営［同3］歳, 330a), E経営

（同70歳. 260a)の５経営体であり，いずれも認

定農業者（家族経営・非法人）となっている（表

４）。農業法人（組織経営）は調査対象としてい

ないか，観音寺市では家族経営（農家）をベース

に産地が形成されていることを踏まえ。調査対象

農家の労働力構成や土地利用，資本装備等をヒア

リングし，個々の家族経営の営農実態とその課題

を析出することに重点を置いた。また。合わせて

調査対象農家から所在する集落に関してもヒアリ

ングを行い，地域全体の営農動向や課題を把握す

るよう努めている。

　調査対象の労働力構成に共通しているのは，経

営主（農業専従者）＋家族労働力（農業後継者を

含む農業専従者・補助者）＋雇用労働力という二

世代の労働力構成である。園芸作を主軸とし，地

域平均の経営規模を上回りながら親子二世代が農

業専従者というタイプは，後述するＥ経営体を除

いてみられない。

　調査対象農家における世代交代は，他産業に従

事する農業後継者が退職してから始まる。そうし

た世代交代を実施したのがＢ経営（経営主は定年

帰農）とＤ経営（経営主は中途退職）であり，そ

資料：現地調査ヒアリング（2011年８月10U～11日に実施）による．下線は農業専従者，斜字は農業後継者を示す

注Ｉ：Ａ経営の長男は他出（高松市）しているが，繁忙期には機械作業に従事．

　２：Ａ経営はすべて中国の技能実習生．Ｃ経営ではすべてインドネシアの技能実習生である．

　３：Ｂ経営の代かき用のハローは共用機械．

４。個別経営の経営内容と展開方向

　　一経営実態調査の分析－

（１）調査対象農家の特徴
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（２）調査対象農家の経営実態

　１）労働力構成：雇用労働力に支えられた二世

　　　代経営
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の過渡期にあるのがＥ経営（現在は世代交代のた

めに一時的に農業専従者が２人いる状態となって

いる）である。これら以外のＡ～Ｃ経営では，農

業後継者は農繁期に機械作業に従事する農業補助

者となっており，将来的には他産業を退職して就

農することを予定している。

　いずれの経営も農業後継者の他産業従事を前提

とした労働力構成となっており，他方でこのよう

なかたちを可能にしているのは雇用労働力やJA

による農作業支援である。調査対象農家の雇用労

働力をみると，中国，インドネシアの技能実習生

（Ａ経営，Ｃ経営）やシルバー人材（Ｄ経営，Ｅ経

営）が農業専従者の少ない経営を支えている。本

稿の２で述べたように，90年代後半からJAが導

入した技能実習生は，野菜産地としての規模を維

持するうえで欠かせない存在となっている。また，

JAによる農作業支援も園芸作農家の労働力不足

を補っており，調査対象農家のＣ経営では裸麦の

播種作業と収穫作業についてJAのサポート受け

ている状態にある。
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　本稿２で述べたように，戸別所得補償制度の影

響により，近年では水稲作の作付面積が拡大して

いる。この点について調査対象農家の取組みをみ

ると，主食用に加えて他用途米（加工用米）や飼

料用米を拡大していることが確認できる（Ｂ経営.

Ｃ経営.Ｄ経営）。また，調査対象農家のなかで麦

を作付けしているのはＢ経営（小麦100a), C経営

（裸麦65a）であるが，Ｂ経営はほぽ全作業を集落

営農組織（経営主もその一員）に委託し，Ｃ経営

は播種と収穫作業をJAに委託している。

　他方，経営の柱となっている園芸作をみると，

近年では作目構成に変化がみられる。Ｃ経営やＥ

経営は高齢化に伴って重量野菜である玉ねぎの作

付けを巾止しており，加えてＣ経営はレタスの作

付けも取り止めている。なお,レタスに関しては，

病気（レタスビッグペイン病）が発生してお肌

その対策に苦慮しているケースがみられた（Ｄ経

営）。

　調査対象農家のなかで作付面積が拡大している

のはブロッコリーである（Ａ経営,Ｃ経営,Ｄ経営）

。

高齢農家でも取り組みやすいブロッコリーは，市

全体でもみても拡大傾向にある。こうしたブロッ

コリーの振興はJAによるところが大きく，JA香

川豊南は種子・苗の助成，移植機の導入，定植作

業の受託といった支援を実施している。

　以上にみた農作物の販売先をみると，ほとんど

の調査対象農家はJAのみと回答している。 JAは

２）農地利用と資本装備：農地の借り手市場化

　　と圃場分散

　調査対象の農家にはいずれも借入地が存在し。

その小作料は8,000円から12,000円の問にあり，実

勢小作料の集計値の範囲にほぼ収まる   。近年で

は高齢かつ後継者がいない農家を中心に貸出意向

が強まっていることから，制度廃止前の標準小作

料（13,000円）からみると実勢値は低下傾向にあ

る。特に，調査対象農家のＤ経営のような若い経

営者は周囲の農家から直接貸出の打診を受けるこ

とも少なくない。実際のところ，Ｄ経営の借入先

５軒のうち４軒は，経営者が６年前に就農してか

ら契約したものである。

　このように観音寺市においては農地の貸出意

向が強まっており，近年の農地市場は借り手市場

になりつつある。しかし，同市には転作を契機と

した集団的土地利用の枠組みがほとんど存在して

いない。農地集積は個人ベースとなるため，居住

集落の内外に圃場が分散するケースが多くなる。

調査対象農家をみると，借大地が居住集落内にと

３）作目構成の変化：重量野菜から軽量野菜へ

どまっているのはＤ経営のみであり，そのほかは

集落外に点在する。圃場分散は，作業効率に影響

を及ぼすだけでなく。ため池ごとに細かく分かれ

る水管理を煩雑にするという問題にもつながる。

　こうした農地利用のもとで，調査対象農家は

水稲作に必要な農業機械一式を所有しているが，

農作業受託を行っているのはＣ経営（収穫作業

200a)のみである。園芸都門を抱えながら，短期

間に作業が集中する農作業受託に取り組むことは

困難であり。一方では個別に農作業を請け負わな

くとも，既に農作業受託部会が活動しているとい

う事由もある。

５）
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川上の圃場作業の支援から，川下の販売対応まで

幅広く関わっており，地域農業の維持・振興にお

いて重要な役割を果たしているといえるだろう。

　観音寺市における集落は306集落あり，地域別

内訳は観音寺地域の177集落，大野原地域の89集

落，豊浜地域の40集落となっている。こうした集

落のうち，調査対象農家が居住する集落の概況に

ついて，Ａ経営～Ｅ経営のそれぞれからヒアリン

グを行ったものが表５である。まず農家構成をみ

ると。集落の農家戸数には10戸から78戸まで幅が

生じている｡これは,一つの末端集落(≒実行組合)

を集落と認識する者から複数集落(たとえば，〇

〇上・〇〇下をまとめて〇〇集落と称する)を集

落範囲とする者まで差があったことによる。認定

農業者は集落に複数戸存在しており(Ｑ集落では

正確な数値は不明だが，複数戸以上はいる)，Ｓ

集落ではＤ経営も含む若手の認定農業者が２名お

り，現在この２名で集落内農地の約半分を集積し

ている。

　構成農家の戸数規模には幅があるものの，集落

内の農地面積は農家戸数ほどの差はなく，20～

35haとなっている。構成農家が多いわりに農地

面積が少ないQ集落(66戸, 25ha)やＲ集落(78戸，

35ha)には，小面積を有する土地持ち非農家が

多いことがうかがえる。

　いずれの集落も圃場整備は完了しているが，一

部では耕作放棄地（長期間の不作付地を含む）が

発生している。具体的には, 畜産農家の堆肥置き

場（Q集落）や作り作者による圃場条件が悪い箇

所の放棄農地（Ｒ集落），耕起は実施するも長期

間の不作付地（S集落）といった耕作放棄地が存

在する。このうち，Ｑ集落では草苅と耕起，Ｒ集

落では耕作実施によって当該農地の荒廃の一部を

防いでおり，いずれも農地・水・環境保全向上対

策を活用している。なお，各集落における転作の

取組みは個人ベースとなっており，転作作物は野

菜のほか，近年では他用途米が伸長している。

　組織活動をみると，大野原地域ではJA (JAア

グリボウナン）による作業受託が行われており，

調査対象農家でみられたように，Ｃ経営体の麦作

（裸麦）の播種・収穫作業はJAが受託している。

他方，観音寺地域のQ集落では集落営農組織（Ｑ

組合）が活動している。Ｑ組合は02年に設立され，

現在の構成員は14名（平均60歳代前半），そのう

ち２名がオペレーターとなっている。水稲作と麦

作（小麦）の作業受託を行っており，麦作につい

ては会計を一元化している。水稲作については作

業受託のみであるが，員内の作業料金は市内にあ

る他の受託組織の半額の水準である。こうした取

り組みによって，Ｑ組合は集落内農地25haの約半

分にあたる12haをカバーする。将来計画してい

る特定農業団体となるためにも，今後はＱ組合の

資料：現地調査ヒアリング(2011年8月10H～11日に実施）による。

（３）集落における農地管理の実態
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なかに水稲作を取り込むことが課題となってい

る。

　調査対象農家が所在する集落の将来方向では，

Ｑ集落では集落営農組織（Q組合），S集落では認

定農業者（２名）が担い手となり，集落内の農地

を集積するかたちがみえる。Ｒ集落では実現され

ていないものの，集落営農組織についての話か出

るようになった。

　他方，園芸作が展開するP集落では，個々の経

営の世代交代を円滑にするような支援措置が必要

となっており，たとえば，定年帰農に備えた園芸

作の作業支援が挙げられる。また，Ｔ集落では小

作料の低下に伴う入り作が増加している。そうし

た農地が捨て作りにされることが懸念されること

から，今後は出入り作にかかわる地域的な調整が

必要となっている。

　以上みてきたように，観音寺市においては園芸

作の産地振興を図りながら，米麦作への取り組み

を強化することが課題となっている。園芸作振興

に関しては，関係機関による農作業の省力化支援

や雇用労働力の導入サポート，新しい担い手の確

保・育成が行われている。こうした支援体制のも

とで，調査対象農家は雇用労働力を介在させた労

働力構成をとっており，農業専従者を入れ替えな

がら世代交代を実現（もしくは予定）している。

　他方，米麦作では，個別経営による展開に限界

があるなかで，集落営農や農作業受託組織等の組

織的な取り組みがみられる。しかし，その取り組

みは市内の一部地域にとどまっており，面的な農

地集積は十分ではない。

　こうしたなか，組織化が進んでいない地域では

個人ベースでの農地集積が圃場分散を伴う出入り

作に結びつく可能性がある。これは農地利用調整

を難しくし,また小作料が低下傾向にあるなかで，

条件が悪い農地の捨て作り（耕作放棄地化）を招

く恐れもある。

　このような事態を避けるために，観音寺地域で

取り組まれている地区単位での集落営農の組織化
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を進めていく必要がある。その場合，裏作麦が伸

び悩むなかで，水稲作を組織のなかに取り込むこ

とがポイントとなる。さらに，将来的には集落営

農組織が園芸作に取り組むことによって，園芸産

地の一翼を担うことも考えられる。高齢化の進行

をみれば，今後10年間でリタイアする農家が大幅

に増加する。先行する集落営農組織（特定農業団

体）をモデルとした組織作りを急ぐ必要があり，

JAをはじめとする関係機関のサポートが一層重

要となるであろう。

注1）JA香川豊南によるレタス産地の振興と支援策にっい

　　ては，香月敏孝「契約的取引と連動した産地改革の動

　　向一一香川豊南農協におけるレタス生産の事例から」農畜

　　産業振興機構「野菜情報」37号, 2007年４月を参照。

　2)  なお。観音寺市において戸別所得補償制度の交付対

　　象となるのは，米の所得補償交付金のほかに。水田活

　　用分（戦略的作物助成，二毛作助成）であり，その他

　　には規模拡大加算がある。戸別所得補償制度の10年度

　　の申請件数は2.899件となっており，11年度分は増加が

　　見込まれている。

　３）ＪＡ香川県においては．ＪＡの支店単位で集落営農の組

　　織化か進められている。観音寺市における集落営農組

　　織もこの方針に沿ったものである。なお，観音寺市で

　　は集落営農組織も含む担い手の育成に関して。市は認

　　定農業者の育成，普及センターは集落営農組織の育成，

　　JAは支店単位の特定農業団体の設立とその後の法人化

　　という役割分担となっている。

　４）圃場整備の償還金についてはほとんどが繰り上げ慣

　　還で対応したという。土地改良区は観音寺市には11組

　　織あり，経常賦課金は10a当たり400円から3,000円t平

　　均1,000円前後）まで輻がある。

　　5) 2010年の１年間で締結された農地貨貸借契約の小作

　　料データ（田）をみると,観音寺地域では最高額12.000円･

　　最低額3,000円・平均7,300円であり。大野原地域では同

　　13.000円・同3,同3,000円・同9.500円，豊浜地域では最高額

　　18,000円・最低額3,600円・平均11.300円となっている。

５.課題と方向
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