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１．はじめに

　戦後日本の農地制度の文脈において「農地の権
利主体」と「農業生産法人の構成員（要件）」と
いうふたつのことが、とりわけ慎重に扱われてき
たことは言うまでもないことである。しかし今や、
平成 21（2009）年の農地法改正によって、貸借は
原則自由化されている。そして、2015 年の 3 法改
正によって、出資構成上 50％未満に対する要件も
自由化されたに等しい。その上で、国家戦略特区
における規制緩和がエスカレートし、2 分の 1 を
超える農外企業の出資に途をひらくような法改正
が進められようとしている。
　このように、きわめて厳格であったはずの「農
地の権利主体」が、なし崩し的に改変される一方、

「農地流動化」「農地集積」の加速的推進を掲げる
施策も矢継ぎ早に打ち出されてきた。それは、①
UR 対策期における農地保有合理化事業（以下、
合理化事業）の拡充に始まり、②前民主党政権下
には農地利用集積円滑化事業（以下、円滑化事業）
が新設され、さらに現政権下では、③農政改革の
柱と位置づけられる農地中間管理機構（以下、機
構）の創設へと変転してきた。そして今や、前段
の規制緩和から生み出された「企業参入」と流動
化推進策が露骨に結びつけられている。それが「機
構」という存在である。
　流動化推進策の「変転」を振り返っておくと、
そもそもは①だけで十分であったように思われ
る。つまり、農地流動化の加速的推進といっても、
実際の手段は農業経営基盤強化促進法（以下、基
盤法）にもとづく利用権設定と、基盤法の体系に

位置づけられる合理化事業しかなかったわけであ
る。ところが、②の登場によって農地利用集積円
滑化団体（以下、円滑化団体）が主役に躍り出て
合理化法人が後景に退き、さらに現時点では、農
地流動化にかかわるすべてのリソースが機構に集
中している観がある。②が①に取って代わるため
にはインセンティブが必要であり、そのために用
意されたのが「農地集積協力金」（出し手側）と「規
模拡大交付金（加算）」（受け手側）であった。そ
して、今や③が②に取って代わり、新たな「機構
集積協力金」が措置されている。短期間のうちに、
めまぐるしい変遷をとげたと言わなければならな
い。あえて「変転」と呼んだゆえんである。
　この①「合理化事業」②「円滑化事業」③「機
構事業」は、いずれも農地の「中間保有・プール
機能」を備えようとしている点では共通している。
しかし、三者三様である。北海道においては、①
の主流は合理化法人（＝北海道公社）の中間保有

（＝所有権）を伴う売買事業が主流であり、端的
には受け手の「資金対応」を事業が一時的に肩代
わりするというメリットがあった。事業が拡充さ
れた 1990 年代は「昭和ヒトケタ」世代のリタイ
ア期と重なり、事業利用を通じて大量の売買移動
を受け止めてきたのである。そして、②が登場す
ると、これも端的には「規模拡大交付金（加算）」
のメリットがひじょうに大きく、売買は合理化事
業、貸借は円滑化事業、という一種の「棲み分け」
がなされたように思える。
　これに対して、機構事業は円滑化事業のような
シンプルな仕組みをとっていない。売買事業の方
は「特例事業」として存続を許されたものの、貸
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借へのインセンティブである「機構集積協力金」
のハードルは格段に引き上げられた。特に、受け
手側のメリットと目されている「地域集積協力金」
は、一定の地域内で相当の面積をまとめて機構に
貸し出さなければ要件を満たさない。規模拡大交
付金と同じ単価（10a 当たり 2 万円）を受給しよ
うと思えば、地域内の全農地面積の「2 割超 5 割
以下」を動かす必要がある。個別に規模拡大に取
り組む受け手側のメリットは大きく減殺され、こ
の面では②と③の間が断絶していると言わなけれ
ばならない。円滑化団体・円滑化事業それ自体は
存続しているものの、インセンティブ措置が機構
に集約された結果、前述の「棲み分け」構造は短
命に終わった。
　機構は、転貸自由の利用権（＝中間管理権）を
大規模に集積する唯一の存在である。しかし、現
実の農業構造が抱えている問題に対処しようとし
た時に、そうすることが最優先の課題なのかと言
えば、必ずしもそうではない。北海道農業につい
ても、現局面は「昭和 20 年代生まれ」がリタイ
ア期を迎える第 2 の世代交替期にあり、最優先の
課題は「担い手の確保・育成」である。この脈絡
から言えば、本来は担い手の確保・育成に結びつ
くような農地の「中間保有・プール機能」のあり

方が構想されなければならない。前述の②と③が
「断絶」しており、担い手である受け手側のメリッ
トが薄れているため、この点はなおさら強調され
る必要がある。
　繰り返しになるが、現局面における最優先の課
題は担い手の確保・育成である。そして、現場は
それに向けて動き出している。そうした動きのな
かに、農地の「中間保有・プール機能」がもつ意
義をあらためて見出したいというのが、本稿の主
要な問題関心である。以下では、2 節において機
構事業を活用した複数戸法人の設立事例を、3 節
では農協出資法人を活用した新規参入支援の事例
を取り上げる。

２．機構事業を活用した複数戸法人の設立

（1）北海道における機構事業の実績

　北海道においては、公益社団法人・北海道農業
公社（以下、道公社）が農地中間管理機構として
指定された。従来の合理化事業に加えて、新たな
貸借の仕組みである機構事業が 2014 年 4 月から実
施されている。
　道公社の資料をもとに、事業の仕組みを示せば

【図 1】のようになる。機構事業は、機構が出し手
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図 1　農地中間管理事業の枠組み

注 1）北海道農業公社（機構）の資料を引用・作成。
 　2）平成 26 年は 6 月に早期募集希望市町村地域を対象として募集した。
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から農地を借り受け、受け手に転貸する仕組みで
ある。機構が出し手から借り受けるプロセスには

「農用地利用集積計画」が用いられ、基盤法上の
利用権を取得することになる。これは通常の利用
権設定の手続きとまったく同じであり、農業委員
会の決定を経て、市町村が公告する。ここに齟齬
はないが、機構に貸し出す場合にはインセンティ
ブとしての「機構集積協力金」が用意されている

（前述）。
　他方、機構が受け手に転貸するプロセスには「農
用地利用配分計画」が用いられている。この場合、
機構が定める同計画を北海道（都道府県）が認可・
公告するかたちをとっている。この前段で、市町
村は「計画案」を作成することになっており（業
務委託）、農業委員会はそれに意見を提出するかた
ちで関与する。従来の仕組みと最も異なる点は「受
け手」の決定プロセスであり、原則「公募」のか
たちがとられている。この「借受希望者」は毎年
5 月、9 月の 2 回にわたって募集が行われ、それ
ぞれ 6 月、10 月にリストが公表される。貸付先決
定ルールは「事業利用規程」に定められることに
なるが、北海道の事業利用規程においても「隣接
する耕作者優先」（9 条 3 項）や「人・農地プラン
の考慮」（9 条 3 項及び 4 項）といった現実的なルー
ルが盛り込まれている。
　北海道における事業初年度＝ 2014 年度の実績
は【表 1】のように整理される。機構の借受面積
は結果的に 3,549ha であり、計画面積（9,000ha）
の 39％に留まった。他方、同年度の売買事業によ
る買入面積は 6,302ha であり、機構の借受はその

半分強の水準である。農地保有合理化事業による
売買事業は、機構の発足と共に「特例事業」へと
名称が変更されたが、北海道においては依然とし
て売買事業がメインストリームだと言わなければ
ならない。
　この結果をうけて、新たに設置された農地中間
管理事業評価委員会は、事業の実績が目標を大き
く下回っているとの認識を示した。さらに、借受
希望者が 7,575 経営体、希望面積が 79,597ha であっ
たことから、実績が低調だった要因は「受け手不
足」ではなく、出し手の少なさにあると指摘して
いる。
　事業による転貸面積は 3,426ha であり、借受面
積の 97％に達した。その貸付先を個人／法人の別
で見ておくと、法人が 72％を占めている。貸付先
として法人が大きなウェイトを占めている点に、
北海道における事業利用の大きな特徴があると言
えよう。公表されている「平成 26 年度事業報告書」
のなかでは、機構事業を活用した「複数戸法人」
や「TMR センター」の新設が優良事例として紹
介されている。転貸先は企業参入ではなく、農業
生産法人である。
　事業初年度＝ 2014 年度における北海道の事業利
用は確かに「低調」であったものの、法人が事業
利用において大きなウェイトを占めていることは
注目に値する。それは次に述べるように、地域農
業の維持・存続をかけた取り組みとして、機構事
業の利用を契機とした新たな複数戸法人の設立と
いう動きが現れているのである。以下では、北海
道の中核畑作地帯における事例を取り上げること
としたい。

（2）畑作中核地帯における複数戸法人の事例

①事例地域の農業構造の動向
　事例法人が所在する置戸（おけと）町は、オホー
ツク総合振興局（旧網走支庁）管内に位置する畑
作・酪農地帯である。農協は、2003 年に広域合併
した「きたみらい農協」であり、旧置戸町農協も
この合併に参加している。
　2010 年までの農業センサスを用いて、置戸町に

（単位：ha、　経営体）
区分 内容

借受面積
計画 9,000 

実績 3,549
（39.4％）

貸付面積

計画 8,710 

実績
合計 3,426

（39.3％）
　うち個人 962 
　うち法人 2,464 

借受希望
経営体 7,575 
面積 79,597 

（資料）北海道農業公社
（注 1）カッコ内は計画対比の比率。

表１　北海道における農地中間管理事業の実績（2014 年度）
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おける農家数及び経営耕地面積の動向を示したの
が【表 2】である。置戸町では農家数の減少が急
速に進展しており、総農家及び販売農家ともに、
1990 年から 2010 年の 20 年間でほぼ半減の状況と
なっている。経営耕地面積は、2000 年代に入って
4,200ha 弱で推移しているが、農家数の減少に伴い
1 戸当たり平均面積は拡大しており、30ha を超え
る水準にある。
　同じくセンサスを用いて、農業労働力の構成に
ついて見たものが【表 3】である。農業就業人口（男
子）は 1990 年の 356 人から 2010 年の 204 人に減
少しており、減少率は 4 割を超えている。年齢階
層別構成比を見ると、直近の 2010 年には 50 代及
び 60 代前半が 4 割を占めており、この中心年齢
層はリタイア準備期を迎えつつある。全体として、
地域農業は大きな世代交替期の渦中にあると言え
よう。
　こうした状況の下で、2015 年に設立された農事
組合法人勝山グリーンファーム（以下、勝山グリー
ンファーム）は、畑作を中心とした 13 戸の複数
戸法人として設立された。以下では、勝山グリー
ンファームの設立の背景と組織・活動の特徴につ
いて述べておきたい。

②法人設立の背景とプロセス
　勝山グリーンファームは置戸町の勝山地区（安
住・勝山・常元の 3 集落から構成）に位置し、
2015 年 10 月に設立された農業生産法人である。
現時点で、道内では最大級の農業生産法人と目さ
れている。
　法人設立の契機は、2014 年 11 月の地区定例集
会において、農協による農地中間管理事業の説明
会が開催されたことである。説明会では、地区に
おける農地集積の必要性、それに伴う組織化の可
能性について、数年後の地域農業構造の変化に関
するシミュレーションと共に提起が行われた。こ
のことが、地区農業の将来に対する危機感を醸成
するきっかけとなった。
　説明会後、勝山地区の農家の中で「優良農家」
と目される 3 農家を中心に、今後の勝山地区の農
業のあり方に関する話し合いが具体的にスタート
した。その結果、個別経営の規模拡大による地区
農業の維持は困難であるとの結論に至った。これ
以上の規模拡大は、個別経営の労働力不足をより
深刻なものとするからである。
　こうした実情を裏づけるのが【表 4】である。
勝山グリーンファームの設立の話し合いに参加し
た畑作農家 16 戸は 477ha の農地を耕作していた

（単位：戸、ha）

年度
農家数 経営耕地

総農家 販売農家 耕地面積 １戸当り
経営耕地面積

1990 年 262 260 4,294 16.5 
1995 年 214 210 4,329 20.6 
2000 年 173 169 4,386 26.0 
2005 年 150 142 4,190 29.5 
2010 年 135 133 4,183 31.5 

（資料）農業センサス
（注 1）経営耕地面積は販売農家の数値である。

表 2　置戸町における農家数及び経営耕地面積の動向

（単位：人、％）

年度 農業就業
人口（男子）

構成比
40 歳未満 40 歳～ 49 歳 50 歳～ 59 歳 60 歳～ 64 歳 65 歳～ 69 歳 70 歳以上

1990 年 356 34.0 16.0 18.0 15.7 8.7 7.6 
1995 年 282 24.8 24.8 16.3 11.7 12.8 9.6 
2000 年 259 23.2 24.7 17.4 6.2 7.3 21.2 
2005 年 210 25.2 18.6 30.5 6.7 3.3 15.7 
2010 年 204 26.5 13.2 27.0 12.3 5.4 15.7 

（資料）農業センサス
（注１）2010 年は販売農家、それ以前は総農家の数値。

表 3　置戸町における農業就業人口（男子）及び年齢階層別構成比
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が（1 戸平均 29.8ha）、後継者不在による離農に伴
い、農家数は徐々に減少し、10 年後には 9 戸、20
年後には 5 戸にまで減少することが予想された。
現時点で、20 代・30 代の後継者層（世代交替して
経営主になっている農業者を含む）が 5 名しかい
ないからである。このまま推移すれば、10 年後に
は 1 戸平均 53ha、20 年後には 95ha までの拡大を
余儀なくされるだろう。ひじょうにリアリティの
ある数字である。この状況になると、地区農業の
存続はおろか、農村としての維持も困難になると
の認識が共有された。
　それをうけて、2015 年 2 月に開催された農協の
地区懇談会の場において、農業生産法人の設立が
検討されるに至った。その後、農協は「法人設立
プロジェクト」を起ち上げるべく、2015 年 3 月
の理事会承認を経て、同年 4 月から本格的な取り
組みを開始した。このプロジェクトは、置戸町役
場、農業委員会、きたみらい農協に加え、北海道
農業会議、道立中央農業試験場、北海道農業公社、
北海道農協中央会などの団体も加わり、普及セン
ター、税理士、社会保険労務士などの専門家も参
画した 40 名で構成された。置戸町長も顧問とし
てプロジェクトに関与している。
　当初、プロジェクトの活動の中心は勉強会で
あったが、農業者の当事者意識を高めることを目

的に、運営方式は座談会スタイルに変更された。
この座談会は、年齢階層別の班を単位として進め
られた。具体的には、50 歳未満、50 ～ 60 歳未満、
60 歳以上、女性部班という 4 つの単位を組織した。
巧みな構成と言えるだろう。各班には 5 ～ 6 名の
農業者が配置され、少人数で議論を尽くすかたち
をとった。全体を振り返ると、法人設立を主導し
たのは農協であり、農協による戦略的な支援策が
功を奏したと評価できる。このようなプロセスを
経て、プロジェクト開始から半年後の 2015 年 10
月に、勝山グリーンファームが設立されることに
なったのである。
③法人組織の特徴
　勝山グリーンファームの構成農家は 13 戸であ
る。当初は畑作農家 16 戸で話し合いを進めてき
たが（前述）、そのうちの 1 戸は隣接する畜産農
家に農地を集積することになり、2 戸は 2015 年中
にリタイアすることとなったため、13 戸で設立し
た。
　そして、法人は【図 2】のように組織されてい
る。法人の役員を含めた構成員は計 17 名であり、
統括する代表理事組合長 1 名、総務及び経済部門
を担当する専務理事 1 名、営農部門を担当する常
務理事1名の役員3名と従業員14名となっている。
従業員には後継者 2 名を含めた構成員 13 名と事

（単位：ha）

集落
現状 10 年後 20 年後

年齢 後継者 農地面積 年齢 営農状況 農地面積 年齢 営農状況 農地面積

安住

31 歳 なし 24.4 41 歳 営農 53.9 51 歳 営農 83.7 
49 歳 未定 20.8 59 歳 営農 50.3 69 歳 離農 0.0 
52 歳 なし 22.2 62 歳 営農 51.8 72 歳 離農 0.0 
66 歳 なし 21.3 76 歳 離農 0.0 86 歳 離農 0.0 
68 歳 なし 22.8 78 歳 離農 0.0 88 歳 離農 0.0 
69 歳 なし 35.2 79 歳 離農 0.0 89 歳 離農 0.0 
72 歳 なし 9.3 82 歳 離農 0.0 92 歳 離農 0.0 

勝山

33 歳 なし 43.1 43 歳 営農 47.5 53 歳 営農 102.4 
43 歳 なし 46.3 53 歳 営農 50.6 64 歳 営農 105.6 
46 歳 なし 45.5 56 歳 営農 49.8 66 歳 離農 0.0 
56 歳 なし 17.3 66 歳 離農 0.0 76 歳 離農 0.0 
60 歳 あり（34 歳） 31.9 70 歳 営農 36.2 80 歳 営農 91.2 

常元

30 歳 なし 34.9 40 歳 営農 72.2 50 歳 営農 94.1 
53 歳 なし 27.3 63 歳 営農 64.7 73 歳 離農 0.0 
55 歳 なし 54.9 65 歳 離農 0.0 75 歳 離農 0.0 
55 歳 なし 19.8 65 歳 離農 0.0 75 歳 離農 0.0 

合計 16 戸 477.0 9 戸 477.0 5 戸 477.0 
（資料）勝山グリーンファーム資料
（注 1）2014 年を基準とした整理。

表４　勝山地区における農家数の現状と見通し
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務員 1 名がおり、構成員の妻はパート職員として
位置づけられている。
　出資は 60 歳以下の構成員 1 名当り 70 万円と設
定しており、これに伴う出資対象者が 12 名であ
るため、勝山グリーンファームの出資金は 840 万
円となる。
　法人の意思決定は総会、理事会、経営会議を通
じて行われている。経営会議は日常的な意思決定
を行う場であり、3 名の役員＋部課長で構成する
会議のほかに、全体会議が開催されることもある。
理事会はトップレベルの意思決定の場であり、3
名の役員のみで行われる。
　法人の組織構成は総務部、営農部、経済部の 3 部・
6 課制である。このうち、営農部は麦作課、馬鈴
薯課、甜菜課、豆類課の 4 課を傘下に置き、品目
別栽培管理、ビート・デントコーンの作業受託を
実施し、課長には若手従業員が選任されている。
　このような作目別の組織編成とは別に、集落を
単位とした班編制も行われている。安住、勝山、
常元の各集落の班には、60 歳以上の従業員の中か
ら 1 名が班リーダーとして選任されている。班の
リーダーは、営農部の各課長との連携を通じて、
作付計画、農作業計画を決定するが、ベテラン農

家である班のリーダーは、若手従業員に技術や経
営管理ノウハウを伝える存在でもある。
④農地集積と農地利用
　勝山グリーンファームは、機構事業を通じて
472.6ha を集積している。その結果、事業利用に伴
う機構集積協力金は、合計で約 2 億 5 千万円の交
付が予定されている。法人の経営基盤強化に資す
るところがひじょうに大きい。法人はこれを原資
として、圃場の大区画化、排水性改良、大型機械
の投資に活用する計画である。
　勝山グリーンファームの営農は、2016 年春か
ら本格的なスタートとなるため、ここでは作付計
画を示すに留まる。作付けは、小麦 150ha（秋小
麦 100 ha、春小麦 50 ha）、スイートコーン 62 ha、
豆類 16 ha（小豆 13ha、白花豆 3ha）、ビート 140 
ha、馬鈴薯 60ha の予定である。これら基幹的な
畑作物以外に、デントコーン 40 ha の作付けが計
画されている。その狙いは 2 つあり、労働力不足
により崩れがちな輪作体系を再構築することと、
地区内の酪農家に供給する耕畜連携の取り組みで
ある。これ以外に作業受託があり、近隣地区のビー
トとデントコーンで 70ha 程度となる（ビートは
移植～収穫の全作業、デントコーンは播種～管理
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図 2　勝山グリーンファームの組織構成

資料：聞き取り調査及び勝山グリーンファーム資料より作成。
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作業まで）。
　また、女性労働力を活用するかたちで、タマネ
ギや長ネギなどの作付けも計画されており、勉強
会や近隣町村への視察研修もすでに実施してい
る。将来的には野菜を活用した 6 次産業化への事
業展開も検討されている。
⑤今後の課題
　法人には地区内の畑作農家全戸が参加している
ため、既存農家が新たな構成員となり得るルート
は閉ざされている。懸案の担い手確保については、
研修農場の開設と従業員としての雇用が構想され
ており、外部からの人材導入に積極的に取り組む
予定である。こうした取り組みが展開しなければ、
法人を設立した意味がないであろう。そうした人
材育成がある程度実現した段階で、株式会社形態
への変更を行うことも視野に入れていることを付
言しておきたい。

３．農協出資法人を活用した新規参入支援

　近年、農協出資法人を活用した就農支援の仕組
みが酪農地帯で少しずつ広がりつつある。浜中町

（釧路管内）の「（有）浜中町就農者研修牧場」や、
佐呂間町（オホーツク管内）の「（株）ドリーム
ファーム」が代表的な事例であろう。そして、こ
の農協出資法人を活用した就農支援の先駆的な存
在が、津別町（オホーツク管内）の「（有）だいち」
である。ドリームファームも「だいち」をお手本
にしており、ここで紹介する標茶町の「（株）し
べちゃ未来ファーム」（以下、未来ファーム）も
そうである。その意味で、「だいち」の波及効果
は大きいものがある。酪農地帯が抱える共通の悩
みに対処する仕組みが、この農協出資法人を活用
した就農支援であると言えるだろう。
　この農協出資法人が最初に起ち上がった事情は
ケース・バイ・ケースであるが、就農支援の観点
から見ると、それを活用する意義は「中間保有」
の機能にあるだろう。ここで紹介する両事例とも、
最終的にそこで独立する就農者が現れるまでに時
間を要しており、農協が実質的に取得した時点で

就農までの流れが出来上がっていたわけではな
い。
　いずれにしても、農協出資法人を活用した就農
支援の仕組みを構想している地域は少なからずあ
ると思われる。以下、津別町の「だいち」と標茶
町の「未来ファーム」の取り組みの要点を紹介し
ておきたい。

（1）津別町の事例

　津別町は畑作と酪農・畜産（肉用牛）が展開し
ている中山間の農業地帯であるが、地域全体とし
てみれば畑作が優勢な地域である。2012 年の組合
員戸数は 167 戸であるが、酪農戸数は 25 戸に留ま
る。このうち、新規参入の実績は累計で5戸である。
すでに地域の 5 分の 1 の戸数が新規参入者で占め
られていることになる。
　「だいち」は、これまでに 4 件の就農実績を生
み出している（この他に、「だいち」によらない
ケースが 1 件ある）。2012 年の道公社（担い手セ
ンター）主催の新規就農者の表彰事業では、その
第 1 号として就農したＫ氏が最優秀賞を受賞する
に至った。以下では、このＫ氏の事例を紹介して
おくこととしたい（調査時点：2012 年 12 月）。
　Ｋ氏が就農した牧場は、津別町の布川地区にあ
る。この地区は、小河川沿いにひらけた典型的な
中山間地帯である。Ｋ氏が就農した牧場の来歴は、

「だいち」の設立史と重なる。そもそもは、1999
年に当牧場が離農することになったが、当時の厳
しい営農環境を反映して、地元からは買い手が現
れなかった。当牧場はもともとの 32 頭ＳＴ牛舎に
加えて、80 頭ＦＳ牛舎の新設など、大きな投資を
行っていた牧場であった（当時は後継者も存在）。
農協としては、固定化負債問題への対処を思案せ
ざるを得なかった。その結果、「最後の買い手」と
して設立されたのが農協出資法人の「だいち」で
ある。「だいち」が当牧場をすべて買い上げたが、
それは実質的に「農協の牧場」となったことを意
味する。資金対応は、農協の低利・長期資金を利
用している。ただし、当時の農協理事全員が連帯
保証にあたった。
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　この「だいち牧場」は、当時の農協の酪農担当
理事（Ｏ氏・故人）の指導のもと、従業員を雇用
するかたちで出発した。最初の従業員は、町内で
ヘルパーに従事していた男性とその友人（男性）、
それと元の経営主の妻の 3 名である。その出発は、
1999 年 12 月 1 日のことであった（法人登記は、
やや遅れて翌年 2 月）。「だいち牧場」の運営にあ
たっては、Ｏ理事の指導に加えて、他の農協役員
や職員も相当のサポートを行っている。
　最初の従業員となった男性（前職は酪農ヘル
パー）は就農希望であったが、結果的にこの物件
が彼の理想に合わず、当牧場を継承することはな
かった。前述した牧場のスペックにより「規模が
大きすぎる」ということが躊躇した背景にあった
という。その後継を探すことになったタイミング
に、偶然Ｋ氏が行き会わせたのである。
　それが 2002 年のことであるが、当時、隣接す
る訓子府町の牧場で従業員をしていたＫ氏が「津
別で牧場が空いているらしい」という噂を聞き、
直接農協に電話したのがそもそもの始まりであっ
た。Ｋ氏夫婦は早速、当牧場で研修を開始したが、
当初から就農が保証されていたわけではない。た
だし、早い段階で「ここに就農したい」と意思表
明は行っていた。当牧場はＫ氏の理想にも合致し
ていたという。
　1 年を経過した 2003 年に、Ｋ氏は「だいち」か
ら譲渡を受け、独立就農を果たした。研修期間は、
結果的に 1 年である。就農時に施設等資金（当時）
を利用し、「上限」の 2,800 万円を借り入れた。ま
た、町からも 1,000 万円の就農支援の補助を受け
ている。津別町は畑作中心の農業地帯であり、農
地価格は相対的に高い。そこで、就農時は必要最
低限の面積（屋敷周りの 25ha）を買い取ることと
し、残りは借地で対応した。その後、徐々に買い
足していったが、当初の借地すべてを購入したわ
けではない。遠距離圃場などでは返却したところ
もある。
　調査時点のＫ氏の経営概況は、経産牛 55 頭、経
営面積 68ha（採草 35ha、デントコーン 13ha、放
牧専用 18ha 程度）、出荷乳量 440 トン（見込み）

である。Ｋ氏の生産した生乳は、放牧酪農の実践
に裏打ちされて、大手乳業メーカーの「放牧牛乳」
用の原料乳として出荷されている。
　先述したように、「だいち」はＫ氏も含めて 4
件の就農実績を生み出している。しかしその実態
は、買い手のいなかった離農牧場（負債事由が多
い）を農協出資法人＝「だいち」が買い取り、実
質的にはいったん「農協の牧場」にするというか
たちをとる。牧場の運営はＯ理事の指導のもと、
参入希望者である従業員を雇用して運営される。
従業員は「だいち」の直接雇用ではなく、農協の
非正規職員として雇用され、「だいち」に出向する。
その面で、研修期間中の生活は一定程度、保証さ
れていることになる。
　農協は「だいち牧場」の収支をクミカンで管理
しており、その成果は農協の理事会や地域（農協
が開催する地区懇談会）に逐一報告される。この
面では、すべてオープンであり、新規参入者の経
営能力もそこでチェックされることになる。ここ
がまた試金石となるが、この段階で脱落した参入
者はＫ氏も含めていなかった。
いずれにしても、「だいち牧場」を継承する就農
者は、Ｋ氏のケースのように一発では決まらず、
その過程では「出入り」がある。この時間を要す
るプロセスを支えているのが、農協出資法人によ
る農地（牧場）の中間保有機能に他ならない。

（2）標茶町の事例

　標茶町は根釧を代表する酪農地帯であり、1995
年に「新規就農者誘致特別措置条例」を制定して
いる。条例に基づく支援により、酪農では 10 名
の就農実績がある。その第 1 号の就農者（1994 年
就農）は、先の津別町のＫ氏と同様に、表彰事業
で最優秀賞を獲得している。以下では、未来ファー
ムを継承して独立就農する予定のＳ氏（33 歳）の
事例を紹介しておきたい（調査時点：2013 年 1 月）。
　Ｓ氏は未来ファームで研修中であるが、2013 年
度に農場リース事業を活用し、11 月から「リース
牧場」として独立就農する予定であった。また、
これをもって未来ファームはひとまずその役割を
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終えることとしていた（2014 年 3 月に清算予定）。
　そもそも、未来ファームが開設されたのは 2008
年のことである。株式会社形態をとっており、資
本金は 900 万円である。農協はそのうち 89％を出
資している。未来ファームは津別町の「だいち」
の始まりと同様、農協が離農牧場を取得したケー
スである。当初は必ずしも就農支援を目的とした
ものではなかったというが（法人経営を志向して
いた）、「だいち」をお手本に研修牧場としての機
能を加えるに至った。しかし、Ｓ氏の継承にたど
りつくまでにはいくつかのステップがあった。
　最初に入った研修生は、結果的に隣接する阿寒
町で就農することとなり、2 人目として女性（単
身）が研修に入ったが、農業者に嫁ぐこととなっ
た。研修生としては、Ｓ氏が 3 人目である。結果
的に当牧場を継承することとなったＳ氏にとって
は、農協出資法人＝未来ファームがこの物件を「中
間保有」していた意義は大きいと言える。
　Ｓ氏はもともと地元酪農家の出身であり、実家
での酪農経験もある（8 年間）。しかし、結果的に
実家を継承するという選択をとらなかった。その
後は阿寒町の牧場で従業員として働いていたが、
そのうちに就農志向が芽生えた。そこで、就農候
補地を探索しているうちに、標茶町が用意してい
る手厚い就農支援が魅力的に感じられた。標茶町
では先の条例にもとづくリース料の半額助成措置
があり、現在は町と農協がその負担を折半してい
る。Ｓ氏にとって標茶町は故郷であるが、就農地
として「選び直した」かたちとなっている。
　Ｓ氏が再び標茶町に戻ったのは、2011 年のこと
であり、丸 2 年が経過した段階にある。標茶町の
就農プログラムにしたがって、1 年目は指導農業
士のところへ研修に入った。2 年目の研修先が未
来ファームであるが、ここは「実践牧場」であり、
牧場の運営はＳ氏の裁量に委ねられている面が大
きい。Ｓ氏の場合、通算 10 年を超える酪農経験
を積んでいることも理由であろう。
　研修期間中の 2 年間は、就農研修資金（月額 15
万円、当時）を借り入れている。保証人は 2 名必
要であるが、実家と近隣の知人（農業者）にお願

いすることができた。また、標茶町ではトータル
で月額 10 万円（これも町と農協が折半）の「就農
指導助成費」を指導先に交付している。これは「手
当見合い」という意味があり、実質的にはＳ氏の
収入となる（これを含めて、関係機関は 15 万円
程度を手当として支払うよう指導先に要請してい
た）。ただし、これは「1 人分」しか想定していな
いため、妻については町営の公共育成牧場で雇用

（臨時職員）する仕組みがある（2 年間、月額 15
万円程度を支払う）。したがって、2 年間の研修期
間中の生活は一定程度保証されている。住宅につ
いては、町営住宅をこうした研修生を対象に、優
先的に選考する仕組みがあるという。現在はそこ
からの通いである。当牧場（未来ファーム）の場
合、元の持主がそのまま居住しているため、独立
就農時にはトレーラーハウスを利用する予定であ
る。農協はトレーラーハウスを貸し付ける事業を
もっており（担い手向け簡易住宅貸付事業）、農
家後継者でも利用するケースがあるという。
　調査時点の経営概況は、経産牛 48 頭、草地
50ha（借地 15ha 程度を含む）、出荷乳量 320 トン

（前年実績）である。乳量水準は、Ｓ氏が研修に入っ
てから向上しているという。未来ファームの収支
もクミカンで管理されているが、現状では黒字で
ある。農協もＳ氏の力量を高く評価している。Ｓ
氏が継承することが、未来ファームにとっても結
果的に良かったということであろう。
　農場リース事業を活用する際は、補改修の事業
費を 1,600 万円程度に留めたいとしている。それ
ほど大がかりな補改修は行わない。乳牛の導入予
定は 55 頭である。農地の取得は合理化事業を利
用するが、地価は ha 当たり 35 万円程度とみてい
る（土地条件にもよる）。地価が安いことが標茶
町の魅力であるという。借地関係はそのまま継続
予定である。全体事業費（乳牛・農地を含む）は
9,000 万円程度とみているが、Ｓ氏の負担は最終的
に 4,000 万円程度と見込んでいる。
　リース事業が始まると、営農がスタートするま
では収入が途絶えてしまう。Ｓ氏もその点を心配
しているが、サブヘルパーとしての従業、ある程
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度の蓄積（研修資金など）で対応可能としている。
また、4 月にはクミカンを開設する予定であるが、
その際の保証人（人的保証が必要）にも「当て」
があるとしていた。ただし、スタート年のクミカ
ンはおそらく赤字となるため、その分は運転資金
として施設等資金の活用を見込んでいる。以上の
ような就農計画の作成にあたっては、農協（組合
員課）が綿密な相談体制を用意している。
　Ｓ氏の場合は、2 年間の研修期間を経て、スムー
スな独立就農に至ろうとしているケースである。
未来ファームとしては、これが「最初で最後」の
就農実績となる。逆に言えば、Ｓ氏という「適任
者」の存在がなければ、継承を果たすことはでき
なかったであろう。Ｓ氏は地元出身者であるとは
いえ、未来ファームで研修するに至った経過は、
述べてきたように偶然が作用したところが大き
い。Ｓ氏のような適任者が現れるまで物件（牧場）
を「取り置き」しておく。これが農協出資法人の
もつ「中間保有」の機能であり、意義である。

４．おわりに

　以上紹介したふたつの事例を通して、農地の「中
間保有・プール機能」が農業の担い手確保・育成
に果たす意義をあらためて考察しておきたい。
　第 1 に、誰が本当に「中間保有」しているのか
ということを考えてみる必要がある。それは「形
式的」には合理化法人・円滑化団体・機構といっ
た公的機関なのかもしれないが、事例にみるよう
に「実質的」には営農主体である複数戸法人であ
り、農協（出資法人）である。つまり、現場に近
い主体である。
　第 2 に、なぜこのような「現場に近い主体」が
実質的な「中間保有」を行っているのか、その理
由を突き詰めて考えてみる必要がある。それは端
的に、本当の「担い手」が現れるまで「持ち続け
る」という機能に他ならない。そして、単に「持
ち続ける」だけでは不十分であり、農地を農地と
して維持していくためには「良好な耕作」を継続
する必要も当然にある。したがって、単に「保有」

するだけの主体では実質的な「中間保有」主体た
り得ない。事例の農協出資法人の場合も、農協（職
員）自身が事実上の生産行為に携わっているので
ある。
　第 3 に、このような実質的な「中間保有」主体
は、将来の「担い手」を確保・育成する機能を同
時に持たなければいけない。そのことからしても、
相当に「現場に近い主体」でなければ、これらの
機能は果たせない。そして、この場合の「担い手」
とは、法人ではなくあくまでも「自然人」である。
事例の複数戸法人も、その経営を継承する「自然
人」が現れなければ、法人の設立自体が無意味に
なる。酪農の農協出資法人の場合は、そもそもの
目的が継承者の確保・育成にある。法人化はゴー
ルではなく、むしろスタートである。
　したがって、公的機関が農地流動化に関与する
仕組みは、せいぜい助成措置に留めるべきであっ
て、それがたとえ形式的な「中間保有＝農地権利
主体」であったとしても、実質的な「中間保有」
主体はもっと現場に近いレベルに置くべきであ
る。その意味で、円滑化事業から機構事業への展
開は明らかに後退である。いま現場レベルが求め
ている「中間保有」とは、繰り返しになるが「担
い手が現れるまで持ち続ける」仕組みの構築であ
る。そのうえで、担い手（農業者＝自然人）の確保・
育成に向けた重点的な支援策を講じていくべきで
あろう。
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