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Ⅰ．農地中間管理事業の仕組みと課題
1．農水省の公約を果たすための施策

　2013（平成 25）年 6 月 14 日に閣議決定さ
れた「日本再興戦略」において、日本の農業
が 10 年後に目指す姿として次の 3点が示さ
れた。①担い手が利用する農地面積を全農地
の 8割（現状 5割）に拡大、②新規就農し定
着する農業者を倍増し、40 代以下の農業従事
者を 40 万人（現状 20 万人）に拡大、③法人
経営体を 5万法人（2010 年現在 1万 2,511 法
人）に拡大の 3点である。このうち①はKPI
として書き込まれており（1）、その達成は農
林水産省の至上命題として課せられている。
　そのために用意された施策が農地中間管理

事業である。担い手への農地集積を強力に推
進していくために各都道府県に農地中間管理
機構が設置された。この農地中間管理機構は
農地集積バンクとも呼ばれている。ポイント
は農地中間管理機構が出し手と受け手との間
を仲介することで、分散し錯綜している農地
を整理して集約化を図り、まとまったかたち
での農地の担い手への貸し付けを実現するこ
とにある（図 1）。面的集積と規模拡大を同
時に達成することを目標とした施策である。
農地の出し手に対して手厚い交付金を支給す
ることで農地流動化を加速的に推進しようと
するものである。

　  図 1　農地中間管理機構の仕組み

　　 資料：農林水産省作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：農林水産省作成

図１ 農地中間管理機構の仕組み
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2．貸し手と借り手の切り離し

　農地中間管理機構のポイントは、機構の仲
介によって貸し手と借り手の関係を制度的に
切り離し、借り受けた農地をどの農業経営に
貸すかは農地中間管理機構が決定するように
なった点である（図 2）。これは規制改革会
議からの要請である企業の農地借入を円滑に
進めることを狙いとしている。優良農地は多
くの場合、地元で農地を借り集めて信用を築
いている担い手への貸し付けに回るため企業
が借りることは難しい。そこで両者の「イコー
ルフッティング」の名の下に、貸し手と借り
手の関係を切り離し、農村に自制的な秩序と
して根づいている信用関係ではなく、支払う
賃借料の金額によって経済的に借り手を決め
てもらいたいということである。この財界か
らの要請（2）を受け入れたのが農地中間管理
機構の仕組みである。機構が農地を借り集め
るまでのプロセスがこれまで同様、市町村な
ど農村の現場の力を活用するが、その農地の
配分は機構の専権事項とされることになった
のである。もちろん、こうした仕組みに対し

ては反発が大きく、結局は異例の 15 もの附
帯決議が付くことで国会を通過するととも
に、人・農地プランに基づく農地集積を進め
るというところに落ち着くことになった（3）。
3．事務処理の増加と行政コストの上昇

　だが、基本的な仕組みに変わりはないため、
農地中間管理機構が借り受けた農地の貸付先
の決定に関わる業務や書類の保管、賃借料の
支払いなどは機構が行う都道府県レベルの仕
事となる。これまでのように市町村レベルで
完結できないので施策遂行に関わるコストは
間違いなく上昇する（4）。
　農地の借り手の負担も増加する。機構から
の農地貸付は農業者と一般企業とを差別しな
い解除条件付きの契約となるため、「毎年当
該賃借権の設定等を受けた農用地等の利用状
況について、農地中間管理機構に報告しなけ
ればならない」（農地中間管理事業の推進に
関する法律・第 21 条・農用地等の利用状況
の報告等）。具体的には、農地中間管理事業
の推進に関する法律施行規則（平成 26 年農
林水産省令第 15 号）の第 15 条（農用地等の

　　　　図 2　農地中間管理機構のポイント

　　　　　　資料：農林水産省 HP
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利用状況の報告）が定める「1．賃借権の設
定等を受けた者の氏名又は名称及び住所」「2．
前号の者が賃借権の設定等を受けた農用地等
の面積」「3．前号の農用地等における作物の
種類別作付面積又は栽培面積及び生産量」を
記載した報告書を機構に提出しなければなら
ない。「3」は借り受けた農地ごとに作物の生
産量を記載しなければならないのである。こ
うした書類はこれまでは不要であった。機構
を通じて農地を借りることで書類作成の手間
とその保管スペースの確保が新たに発生した
のである。毎年提出されるこの書類の確認作
業と保管義務が機構に課せられることになる
が、それだけの人員とスペースはあるのだろ
うか。
　農用地利用配分計画の作成に際して必要と
される添付書類も膨大になる。農地中間管理
事業の推進に関する法律施行規則（平成 26
年農林水産省令第 15 号）の第 11 条（農用地
利用配分計画の作成等）によると、「イ．賃
借権の設定等を受ける者についての次に掲げ
る事項　（1）その者が現に所有し、又は所有
権以外の使用及び収益を目的とする権利を有
している農用地等の利用の状況　（2）その者
の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の
状況、農作業に従事する者の数等の状況」が
記載されている書類を提出する義務がある。
添付書類で気になるのが、この農林水産省令
第 11 条の第 2 項の第 2 号にある「土地の登
記事項証明書（全部事項証明書に限る。）」で
ある。これは機構が預かる農地全てについて
一筆ごとに登記事項証明書が必要であり、莫
大な数の登記事項証明書が各都道府県の機構
に所蔵されることになる。登記事項証明書の

取得費用の負担という問題も発生する。この
問題は平成 28 年 3 月に省令が改正され、現
在は登記事項証明書の添付は不要になった
が、もう少し綿密に実務を考慮した制度設計
を検討する必要があったように思う。
　いずれにしても農地の借り受けプロセスは
市町村レベル、農地の配分プロセスも実質的
には市町村レベルだとすれば機構は何のため
に設立されたのかということになるだろう。
これによって生じた行政コストの増加分は、
ある意味で全くの社会的な空費と言わざるを
得ない。
4．農協との連携関係の欠落

　農地を借り集めるには従来通り、地元に根
を張っている組織を活用しなければ成果はあ
がらないと考えるのが自然であろう。農業委
員会制度の改革によって農地利用最適化推進
委員が設置されたのは、ある意味で頷けると
ころもあるが、それ以上に重視すべきは農協
ではないだろうか。
　実際、表 1にみるように 2009 年度の農地
保有合理化事業の実績は 38,205 件、10,955ha
であるが、このうち農協が手がけたのは
31,466 件、7,815ha で、件数で 8 割以上、面
積でも 7割を超えている。同じく 2011 年度
の農地利用集積円滑化事業の実績も 79,219
件、31,802ha のうち農協が手がけたのは
59,504 件、16,309ha で、合理化事業と比べる
と少し下がるが、件数で 4分の 3、面積でも

農地保有合理化事業 農地利用集積円滑化事業
2009 年度 2011 年度

件数 面積 件数 面積
全実施主体 38,205 件 10,955ha 79,217 件 31,802ha
うち農協 31,466 件 7,815ha 59,504 件 16,309ha
農協の貢献度 82.4% 71.3% 75.1% 51.3%

表 1　農協が主体として取り組んだ農地集積の実績

注：全中「JA グループ営農・経済革新プラン」2014 年 6 月、6 頁より引用

6



5 割以上となっている。農地流動化にとって
農協の存在は不可欠なのである。また、具体
的な事例として、農地集積協力金で顕著な交
付実績をあげている新潟県長岡市では、農協
が円滑化団体となって農家の窓口となり、そ
こで白紙委任契約が締結されたものが市にあ
がってくるという仕組みになっていた（5）。
こうした分業体制によって円滑な事業の実施
が可能になっていたのである。
　農地中間管理機構に関して政策は農協を積
極的に位置づけてはいないようである。しか
し、「外された」としても農協は組合員のた
めに農地を預かって借り手を探すし、地域集
積協力金などの交付金の獲得に積極的に動い
ている。2014 年 4 月に全中が出した「JAグ
ループ営農・経済革新プラン」でも「地域ご
とに地域営農コーディネーター（地区ごとの
担当理事、JA担当者・OBの活用）を配置、
地域における話し合いを積極的にサポートす
る」とともに、「農地中間管理機構からの業

務委託を受けて、担い手経営体への農地の面
的利用集積を徹底して実施する」と記されて
いる。農協は引き続き図 3のような枠組みの
下で、農機構との関係を維持しながら担い手
への農地利用集積を進めていくだろう。農協
の農地集積活動の実際については本稿の最後
でいくつかの事例を紹介する。
5．中間保有機能の欠如

　本来であれば一時的に機構が農地を中間保
有して管理を行い、農地がまとまってから担
い手に配分するのが理想的である。そうしな
いと機構は借り受けた農地を直ちに貸し手に
貸し付けざるを得ず、理想図として掲げた図
1 のような面的集積を実現することは難し
い。貸し手には経営の安定性を確保するため
に長期契約で貸し付けるため、機構が中間保
有することなく貸し付けを行うと経営耕地が
分散した状態が長期にわたって継続すること
になり、所期の目的を果たすことができない
のである。しかし、残念なことに農地中間管

　図 3　農地中間管理機構が抱える課題図 農地中間管理機構 る
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理機構には農地を中間保有して管理を行うだ
けの人員体制も予算もないのが実情である。
農地の賃貸借の成立に瞬間タッチするだけな
のである（図 3）。
　また、受け手の見つからない農地を機構が
中間保有して管理を行い、そうした農地が面
的に一定面積以上まとまった時点で担い手に
渡せれば理想的だが、それを行うこともでき
ない。条件が悪い農地については機構が預
かっている間に土地改良事業を実施して農地
の整備を行うことができればよいが、それに
はかなりの時間を要し、やはり、その間に発生
する管理費用の負担問題が発生してしまう。
そもそも中山間地域では農地の借り手がいな
いため、機構が農地を借り受けても貸し手に
繋ぐことができないという状況なのである。
　受け手を見つけることのできない農地が機
構に滞留し、その維持管理コストが嵩むのを
避けるためにこうした仕組みになっているの
はやむを得ないとは思うが、それでは当初の
青写真は実現できない。所期の目的を達成す
るためにはそれ相応の予算が必要なのである。
6．小括

　このように農地中間管理機構は制度的に
様々な問題を抱えており、これまで以上に行
政コストを高くしている点が懸念される。予
算の制約から農地を中間保有して管理する機
能は欠落しており、それに代わって面的集積
を推進するための手段も用意されていない
（土地改良事業と連携した場合は面的集積の
可能性は高まるが、それは専ら土地改良事業
の成果であり、農地中間管理機構の力による
ものではない）というのが実際である。また、
中山間地域など農地の受け手がいない地域で

は機構は機能することができないという根本
的な問題も抱えている。以上が農地中間管理
機構という制度に対する評価である。
　このような欠点の多い仕組みではあるが、
担い手への農地集積を進めるための新たな交
付金を獲得するために創設されたいわば必要
悪であるとして捉え、むしろ、それを可能な
限り有効に活用して地域の農地を守っていく
体制を構築するべく、当事者である各都道府
県の機構と市町村の現場は懸命な努力を積み
重ねている（6）。以下では初年度の取り組み
を中心に、いくつかの機構の状況を紹介した
うえで、農地中間管理機構の運用面での課題
を明らかにしたいと思う。

Ⅱ　中間管理事業の実績と課題
1．はじめに

　農地中間管理機構は 2014 年 3 月から稼動
を始めたが、初年度の実績は決して芳しいも
のではなかった。農林水産省の説明では「担
い手の利用面積（ストック）のシェアは、平
成 12 年度の 27.8％から平成 22 年度の 48.1％
に上昇した後、停滞していたが、平成 26 年
度には再び上昇が始まり、50.3％（担い手の
利用面積としては、6 万 ha の増加。）」とし
てKPI の達成に向けて前進したとしている。
また、「農地中間管理機構の平成 26 年度（初
年度）の実績は、平成 27 年 3 月末までに機
構が借り入れた面積は 2 万 9 千 ha、同日ま
でに転貸した面積は 2万 4千 ha」であり、「こ
の他、機構が買い入れた面積は 7千 ha、売
り渡した面積は 7千 ha」あるので、「したがっ
て、貸借・売買合わせて機構に権利移転した
面積は 3 万 6 千 ha、機構からの権利移転は
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3 万 1 千 ha」と計算している。だが、KPI
の達成には毎年 15 万 ha 近くの担い手への
新規の農地集積を実現していかなくてはなら
ないが、その 5分の 1でしかない。初年度の
実績とはいえ、このままでKPI の達成は果
たして可能なのか不安が残る結果となった。
　2015 年度の実績については後で確認する
ことにしたいが、ここでは初年度実績に対す
る農林水産省の評価で上位 5位の農地中間管
理機構のうち、北陸から富山と福井、東北か
ら秋田と岩手、中山間地域の代表として広島
を取り上げ、調査結果に基づいて機構の運用
の実際を明らかにしたうえで、農地中間管理
機構の今後の課題と方向について検討を行う
ことにしたい（7）。初年度の状況ではあるが、
機構が抱えている問題はほぼ出尽くしている
と考えてよいだろう。
　なお、このうち 3県は農林水産省による二
年目の 2015 年度の実績評価でも上位 5位に
入っている（福井が第 1位、秋田が第 3位、
岩手が第 4位である）。
2．全体的な状況―集落営農の設立と個別経

営の規模拡大―

　農地中間管理機構の初年度の実績は当初の
目標を大きく下回った。年間集積目標面積
149,210ha に対し、実際に借り入れることの
できた面積は 28,822ha で 19.3％と 2 割に満
たない（8）。KPI 達成にとって重要な新規の
農地の借り入れ面積は 7,349ha で、機構が借
り受けた農地の 25.5％、4分の 1にとどまる。
初年度の実績をみる限り、担い手への農地集
積を通じた構造改革の推進力としては機能し
ていないというのが率直な評価である。
　農林水産省は「年間集積目標に対する機構

の寄与度」を算出している（表 2）。上から 1
位が富山、2 位が福井、3 位が秋田、4 位が
新潟、5位が広島と岩手である。この 6県か
らヒアリングを行った結果を以下に記し、機
構が実績をあげることができた条件を検討す
るが、その前に全体的な状況を確認しておく。
農地の転貸先に着目すると 2つの類型が存在
しているようだ。1つは集落営農の推進が効
果をあげている地域であり、もう 1つはこれ
まで担い手層が分厚く存在していたため大規
模借地経営の展開は比較的遅れていた地域で
ある。
　最初に前者からみていく。トップの富山は
「企業」（9）を除く法人が転貸を受けている面
積が 1,699ha と圧倒的に多く、転貸総面積
2,311ha のうちの 73.5％と 4 分の 3 近くを占
める。2 位の福井も「企業」を除く法人が
396ha で転貸総面積 559ha のうちの 70.8％と
7 割を、5位の広島と岩手も「企業」を除く
法人が 304ha、1,524ha で転貸総面積 380ha、
2,359ha のうち 76.8％、64.6％を占めており、
高い割合となっている。表示は省略したが、
13 位の滋賀も機構の転貸面積 1,863ha のうち
「企業」を除く法人への転貸面積は 1,464ha
で転貸総面積の 78.5％と 8 割近くを占める。

単位：ha

機構の寄
与度に基
づく順位

県名

機構の転貸面積 機構からの転貸先の状況

うち新規集積面積
地域内の農業者

認定農業
者・個人

認定農業
者・法人

3月末ま
でに権利
が発生

3月末ま
でに認可
公告

3月末ま
でに権利
が発生

3月末ま
でに認可
公告

うち企業

1 富山 2311 2311 597 597 234 1983 284
2 福井 559 1054 402 402 94 396 0
3 秋田 1049 1049 722 722 512 499 30
4 新潟 1830 1831 1007 1008 782 692 3
5 岩手 2359 2359 956 956 443 1864 340
5 広島 380 380 223 223 28 348 44
― 都府県 20470 21687 7070 7335 5826 12547 1484

表 2　農地中間管理機構の実績（2014 年度・抜粋）

注：農林水産省「農地中間管理機構の実績等に関する資料」2015 年 5 月
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こうした県は農事組合法人が農地集積の大き
な推進力となっている。これまで集落営農の
設立に熱心に取り組んできたことが効果をあ
げており、集落営農の法人化と規模拡大が機
構の実績となってあらわれたと考えられる。
　3位の秋田は個人の認定農業者への転貸面
積は 512ha と法人の 499ha を上回り、総転
貸面積1,049haの48.8％と半分近くにのぼる。
4位の新潟も「企業」を除く法人への転貸面
積は 689ha と大きいが、個人の認定農業者
も 668ha とそれに匹敵する実績をあげてお
り、転貸総面積 1,830ha の 36.5％を占めてい
る。これも表示は省略したが、10 位の山形
も転貸総面積は 2,173ha と 2 千 ha を超える
が、個人の認定農業者への転貸面積は
990ha、45.6% と高い。北海道を除く都府県
平均の転貸面積に占める個人の認定農業者の
割合は 28.5％であり、これと比べて秋田、新
潟、山形の数字は高く、また、秋田と新潟の
転貸面積に占める新規集積面積の割合は
68.8％、55.0％と非常に高い。相対小作から
の移行もかなりあるとは思うが、個別経営も
新規に農地を借り受けて規模拡大を進めてい
ると考えられる。
3．富山県の状況―綿密な人・農地プランが

実績に繋がる―

　富山県では実績があがり、地域集積協力金
が不足している状況にあった。「財源は是非
とも確保してほしい」「国は県間調整をしっ
かりとやってほしい」というのが要望である。
地域集積協力金を支払わないと機械施設の
更新ができない集落営農が出てきてしまい、
地元の信頼を損なうのではないかと心配して
いた。

　農地中間管理事業は市町村との連携を密に
しながら進めてきた。19 団体と業務委託契
約を締結した。市町村が 7（うち 2つは市町
公社）、農協が 2、地域農業再生協議会が 10
であり、総額 1,500 万円近くを支払う。機構
の実働部隊の人数は 13 人と多くない。これ
から権利関係の変動や賃料の徴収と支払いと
いう業務が加わってくるので人員を増やして
いく必要があるとのことであった。
　富山県の担い手への農地集積率は 2013 年
の時点で 50％であった。全ての市町村で人・
農地プランを作成し、現在 240 のプランがあ
る。このプランで県内の農地面積の 98％を
カバーしている。2023（平成 35）年までに
90％の農地を担い手に集積する計画であり、
毎年 2,300ha ずつ新規集積面積を積み上げて
いく。担い手は 423 経営体で、1つを除いて
賃借料の振替口座は全て農協であり、農地の
出し手の口座も全て農協である。このように
富山県では農協が大きな役割を果たしている
が、担い手への農地集積についても同様で
あった。
　「農協を中心とした集落営農づくり、生産
調整について話し合いを農協の支所（旧支店）
単位でやってきた。それが協議の場となり、
話し合いの土俵となっている。ここを使って
事業を進めている。富山県では 2012 年に詳
細な人・農地プランを校区単位で策定した（こ
の時の県の担当者が調査当時、機構の部長を
務めていた）。1集落平均30haの農地があり、
6～ 7 の集落で 1つの校区となる。これは農
協の支所と同じ範囲である。ここをまとめて
いるのは農協の力である。人・農地プランの
策定に際しては全戸アンケート調査を行い、
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農地をいつ誰に貸し付けるかの予定を申請し
てもらい、これをデータベース化して数字を
積み上げてプランを策定した。一筆単位で農
地の利用意向を尋ねた。利用権を設定するの
か、相対で貸し付けるのか、売却したいのか
回答してもらった。こうした話し合いがあっ
たところに農地中間管理事業が乗っかって
いったので実績があがった。重要なのはこれ
までの信頼関係である。農地の受け手は人・
農地プランごとに公募をかけている」とのこ
とであり、これまでの長い積み重ねが初年度
1位の背景にある。
　ただし、この先の担い手の高齢化が問題で
あると指摘する。「担い手の高齢化が進んで
きて、このあとどうするか、この先 10 年間、
頼ることのできる担い手をどのようにつくっ
ていくかが問われている。担い手の平均年齢
は 70 歳で、集落営農も後継者がいない。今
いる担い手の経営の強化、新規就農者を育成
するために農地中間管理事業を使っていきた
い」。また、農地中間管理事業はあくまで手
段であって、重要なのは人・農地プランの実
現であるとしている。「農地中間管理事業を
使って地域のあるべき姿の実現していく。そ
のためにはプランの見直しが年 1 回では困
る。公募のためにプランの再協議をしても
らった。農地中間管理事業は人・農地プラン
を進めるための道具にすぎない。農業委員の
人たちも問題意識を持っており、彼らを含め
て地域で話し合いを行っている」とのことで
あった。
　そのため機構による農地の配分は形式的な
ものであり、人・農地プランで既に協議した
結果を実現しているだけである。「「人・農地

プラン」を動かすのは機構ではない。これを
動かすのは市町村であり、そのための措置や
施策や予算がほしい。添付書類として必要な
全部事項証明書は市町村に公用申請で取得し
てもらっている。県と一緒に法務局にお願い
に行った。全部で 1万 7千筆にのぼった。こ
うした書類については 10 年の保管が義務づ
けられている。申請書類の面積と全部事項証
明書の面積の数字が違っていることが多く、
そのチェックが大変である」とのことである。
　市町村による実績の差は大きく、富山県で
は射水市、小矢部市、入善町、高岡市、砺波
市、朝日町の 6 市町が 100ha 以上の実績を
あげていた。特に 850ha 以上の実績をあげ
た射水市は市に熱心な職員がおり、集落営農
の法人化、出入り作の集約化を実施したとの
ことである。
4．福井県の状況―市町による差の存在―

　福井県は独自に耕地面積をカウントしてお
り、担い手への農地集積は水田を対象に目標
を定めている。2012 年現在の耕地面積 4万 8
百 ha のうち水田は 3 万 6 千 ha で、担い手
が利用する面積 2万 3,420ha（65％）を 2023
年までに 2 万 9 千 ha（80％）に引き上げる
計画である。育成すべき担い手の数も、2012
年現在の認定農業者 947 経営体、集落営農組
織 580 組織、認定就農者 53 経営体を 2023 年
にはそれぞれ 500 経営体、620 組織、70 経営
体とする予定である。認定農業者は高齢化に
よって減少する一方、1経営体あたりの耕作
面積が 11ha から 20ha に拡大すると想定し
ている。また、集落営農組織の設立を進めて
担い手不足に対応するとともに、その耕作面
積も拡大していく方針を県は打ち出してい
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る（10）。
　「現場の感覚としては、5 割から 8 割の新
規集積も重要ではあるが、既集積の 5割を確
固たるものにする努力も報われるべきだと考
える。5割の中には、経営規模の脆弱な担い
手や高齢の担い手、集約化による規模拡大を
望む担い手、米価低下による事業集積を考慮
し法人化に躊躇している担い手などが存在す
ると考える。むしろ担い手の競争力強化を図
るのであれば、5割の農地を担う経営体の強
化と農地政策の確実な展開をあわせて図るべ
きではないだろうか」（11）としており、富山
県と同様、新規の農地集積よりも既にいる担
い手をもっと大切にすべきであるというのが
機構の担当者の考えである。
　機構の農地中間管理事業の担当者は部長を
含めて 5人であり、市町を中心に業務委託契
約を結んで対応している（11 市町、地域農
業再生協議会 2、市町村農業公社 4、坂井北
部丘陵地営農推進協議会の計 18 団体）。農地
の利用配分計画は利用集積計画を決定する段
階で実質的に確定しており、誰に農地を貸し
付けるか決まったものが機構の事務処理にか
けられている。全部事項証明書は市町に公用
で取得してもらっている。
　福井県も機構の実績には地域差がある。こ
れは当該地域の農業構造に加えて、これまで
の長年にわたる取り組みの差を反映した結果
である。あわら市 374ha、福井市 240ha、坂
井市 196ha、大野市 109ha の 4 市が 100ha を
超える実績をあげている。
　あわら市では既存の利用権設定を機構に付
け替えたケースが多く（約 200ha）、新規の
集積面積はそれほど多くはない。2007 ～

2008 年にかけて旧品目横断的経営安定対策
を契機に集落営農を設立し（同市には 35 の
集落営農組織がある）、その法人化を推進し
た結果が実績となってあらわれた。市内の水
田面積 2,590ha のうち 2,519ha、97％が担い手
に集積されている。既に目標は達成されてお
り、今後は設立されている集落営農組織や担
い手の経営の充実を図ることが課題である。
　福井市では集落営農の法人化が 4件あった
が、離農による経営転換協力金の支給も多
かった（44 件）。集落営農の法人化と土地改
良事業の連携がみられ、換地を行う前の一時
利用指定地の段階で集積を図ったケースがあ
る。坂井市も集落営農の組織化に熱心に取り
組んでおり、集落営農の法人化が 3件、経営
転換協力金も 32 件と多い。大野市は集落営
農の法人化は 1件だけだが、経営転換協力金
が 42 件もあり、個別経営の規模拡大が進ん
でいる。
　このように実績をあげている市町は、担い
手への農地集積率は高く（福井市は 63％だ
が、坂井市は 84％、大野市は 75％と高い）、
以前から農地流動化が進んでいたところであ
る。実績があがっていない市町は条件不利地
域で担い手が不在のため農地を繋ぐ相手がい
ないところが多い。また、「経営転換が多かっ
たので新規貸付の実績があがった。戸別所得
補償が 10a あたり 15,000 円から 7,500 円に半
減したこともあるが、2014 年産の米価下落
の影響が大きい。これで離農した人が出た。
だが、こうした離農者の農地を機構がばらば
らに引き受けていては個別経営の規模拡大に
繋がっても、当初意図していたような面的集
積にはならない」と話していた。
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　福井県では機構の理事長が県内全市町を訪
問して事業説明と機構への協力を依頼し、モ
デル地区を設定し、その取り組みを他の地域
に広げていこうとしていた。その 1つが若狭
町の東黒田地区であり、注目を集めているの
が農政推進員である（11）。「推進員は区長や農
家組合長のように 3年任期の回りもちの仕事
で“役場からのメッセンジャー”という位置
づけであり、集落ごとに置かれている。生産
調整の時からこうした役割を担う人を置いて
きた」とのことで、新規の取り組みが功を奏
したというわけではない。
5．秋田県の現状―これまでの市町村との繋

がりが大きい―

　秋田県では市町村・農業委員会・農協・土
地改良区との連携・協力、大区画圃場整備事
業実施地区でのはたらきかけ、集落説明会の
実施などを基本に事業を推進してきた。また、
地方振興局の農地中間管理事業チームと連携
を図っている。
　2009 年度に円滑化事業が始まり、この時
に賃借は市町村、売買は県という分担関係が
確立した。農業委員会に対して売買 1件ごと
に協力金を支払うことで実績をあげ（農業経
営基盤強化促進法に基づく売買の半分が農地
保有合理化事業の売買事業であった）、機構
（県公社）と市町村との間に強い繋がりが構
築されていたことが円滑な事業の推進に寄与
した。2014 年 2 月の段階では、既存の貸借
関係にある農地を解約して機構に付け替えて
も地域集積協力金が支払われるという話だっ
たので「これは事業量が増えるので大変なこ
とになる」という認識が市町村、農業委員会
の間に広がった。そこで、これまで事業量が

多い地域は地域農業再生協議会と業務委託契
約を結び、農協からも協力をしてもらえる体
制にした。業務委託先からの再委託は禁じら
れていた（市町村から農協に再委託すること
はできない）ため、農協が円滑化事業を頑張っ
てきたところは再生協議会を委託先とした。
業務量の多い（大きな実績が期待される）横
手市では、農協の組合員については農協が、
農協の組合員ではない人については市がそれ
ぞれ申請書類を受け付けるようにしたとのこ
とである（12）。
　業務委託契約は 17 市町村、5再生協議会、
1農業公社、1農業農村支援機構の計 24 団体
と締結した。他の機構と同様、相談窓口、出
し手と受け手の掘り起こし、借受予定農地の
位置や権利関係の確認、出し手・受け手との
条件交渉・連絡調整、契約締結・変更・解約
に関する業務、事業対象農地のリスト化と利
用状況報告のとりまとめなどが主な委託内容
である。業務委託契約の締結に伴い運営費を
支払っている。1 市町村あたり平等割で 30
万円を配分し、それを差し引いた残りを市町
村の農地面積に応じて配分している。「市町
村の予算は議会を通さなければならないため
実績に応じた配分を行うのは技術的に困難で
ある」と話していた。地方行財制度を踏まえ
た政策スキームを考案する必要がある。利用
集積計画、配分計画は機構ではなく市町村が
作成しており、実際の作業は業務委託先が
行っているのである。全部事項証明書の取得
だが、農協は公用申請ができないため機構の
業務委託費で手当てをしていた。
　2014 年度は 1,730ha を借り受け、1,049ha
を貸し付けた。2015 年度は現実的な目標と
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して 3千 ha の実現を目指している。市町村
によって実績にばらつきがあり、大仙市
388ha、横手市 334ha、秋田市 161ha などで
実績があがっている。中山間地域では個別経
営への貸し付けが多いが、農地の動きは鈍い。
平坦地域では個別経営と集落営農の法人化が
半々という状況にある。集落営農法人への集
積が顕著なのは秋田市で、由利本荘市の鳥海
町、横手市の十文字町でも集落営農法人の設
立で大きな面積が動いている。これに対し大
仙市では個別経営への農地の集積が多い。動
いている農地は 30a 区画以上の圃場がほとん
どである。
　県内の 639 の集落営農組織の法人化を進め
ていく方針である。この背景には担い手育成
基盤整備事業がある。圃場整備実施後に担い
手へ農地を集積する必要があり、そのために
集落営農の設立と法人化が計画されているか
らである。現在、40 地区で圃場整備事業が
進行中で、このうち担い手への農地集積が終
了していない 29 地区をモデル地区に指定し
た。実際、機構が動かした農地の 8割以上は
圃場整備事業の実施地区である。2015 年度
から現地相談員を設置しており、上記 29 の
モデル地区のうち特に農地流動化の機運が盛
り上がっている地域に計10人を設置する予定
である。機構からの指名ではなく、農地流動
化を進めるリーダーになってくれる人を地元
から推挙してもらい、市町村推薦というかた
ちで機構が委嘱を行う点が注目される。この
現地相談員は各地方振興局に設けられた農地
中間管理事業推進チームと一緒になって活動
を展開する。人・農地プランも 25 市町村全
てで 397 の地域で策定済みであり、この見直

しのための話し合いも進めていく予定である。
　秋田県では 1,736 の農地の借り手、13,855
筆の農地から 2億 1,500 万円の小作料を徴収
して地主に支払わなければならず、米価の下
落による未収金の発生を心配していた（13）。
引当金を積み、未納者に対しては督促を行い、
粘り強く交渉していく方針である。米価の下
落を受けて借り手から減額請求が出てくると
予想しているが、「地主の了解を得られなけ
れば減額は難しい。標準小作料制度は廃止さ
れたが、農業委員会が小作料の参考値を出し
ているのでそれを使いたい。制度はなくなっ
ていても現場も農家の認識も変わっていな
い」とのことであった。
6．岩手県の状況―地域農業マスタープラン

からの継続―

　岩手県では農地面積 15 万 ha のうち 8 万
ha が担い手に集積されており、あと 4万 ha
を集積する計画である。そのためには毎年 4
千 ha の農地を動かしていく必要がある。
2014 年度は初年度なので 2千 ha を目標とし
た。2015 年度は 3千 6 百 ha を目標として事
業を進めている。「現在は機構の保有面積を
増やすことに専念し、その後で農地の面的集
積に取り組むことにしたい」とのことである。
　全ての市町と業務委託契約を締結した。市
町以外で契約を締結したのは花巻農業振興公
社と夏川沿岸土地改良区の 2 つの団体であ
る。JA花巻管内についてはこれまでの農地
集積の取り組みを踏まえ、公社が農地の借り
入れプロセスを担当し、市が農地の配分計画
を作成するという分担関係になっている。夏
川沿岸土地改良区は 500ha 規模の組織のた
め業務量が大きく、業務委託契約を締結した
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とのことであった。
　各市町に関係機関が連携する地域推進チー
ムを設置している。このチームは事業の推進
役であり、各組織が情報交換しながら意思統
一を図り、今後の方向性を決める場となって
いる。事業の進行は県が管理している。また、
県内各地に駐在し、農地の借り入れと貸し付
けのマッチングや地域農業マスタープラン
（人・農地プラン。岩手県では過去の取り組
みとの連続性を踏まえて地域農業マスタープ
ランと呼んでいる）の見直しを支援する農地
コーディネーター 15 人を機構の職員として
採用した。地域との繋がりがある農協のOB
を多く採用している。全市町に 1地区以上の
先行事例地区を県下合計 36 地区つくり、事
業の地域への波及を図っている（14）。
　機構には農地調整課と農地管理課の 2つの
課がある。前者は兼務の課長が 1人と県公社
OB	2 人が参与として加わった体制（1人は
簡易な基盤整備を担当）で利用集積計画の作
成などを行う。後者は 4人の課員がいるが全
員兼務であり、公募などを行う。このほか機
構の副部長のほか 4人の計 5人が地区担当と
なって、現地に赴いて農家から書類に署名・
捺印をもらっている。これはかなり大変な業
務である。
　業務の進行だが、機構が申請書を入力し、
利用集積計画を作成して農地の借り手希望者
の名簿と一緒に市町に送る。これまでは機構
が農家から署名・捺印をもらっていたが、件
数が増えて対応し切れなくなったので、市町
にお願いするところが出てきた。配分計画は
市町が作成する。県が法務局にお願いし、全
部事項証明書は市町が公用申請で取得してい

る。書類を作成している過程で市町の農家台
帳と全部事項証明書の数字が一致していない
ケースが出てくるのでその修正を行う必要が
ある。
　農地を貸したい人が行政や農協で相談をす
る時、「農地の貸し借りは基本的に機構を通
してください」と話している。最終的に機構
に繋ぐかどうかは市町の判断に任せている。
集落営農の法人化を進めて協力金を獲得する
という方向で考えており、地域集積協力金が
もらえるか否かが 1つの判断材料となってい
るとのことであった。
　2014 年度は 4,900 戸の農家から 3,842ha の
農地を借り入れた。初年度は機構にあがって
きた案件は地域集積協力金も含め、全てにつ
いて交付金を支払った。実績は地域差が大き
く、借り入れ面積が大きいのは、一関市
889ha、花巻市 843ha、盛岡市 447ha、北上
市 410ha、平泉町 330ha などで、遠野市、金ヶ
崎町、岩泉町、一戸町も 100ha を超えている。
一関市、花巻市、北上市では集落営農の法人
化で実績が伸びた。一関市の夏川沿岸土地改
良区では圃場整備後の集落営農組織の設立に
よって一気に 460ha の実績をあげている。
「待っていても農地は動かない。マスタープ
ランを内実あるものとして動かしていくこと
が大切である。花巻市と北上市はともに JA
花巻の管内だが、ここは個別経営が頑張って
規模拡大している。この規模拡大もマスター
プランに基づくものがほとんどである。これ
までの地域での話し合いが貸借となって実を
結んでいる。特に花巻市は個別経営への集積
が多い。市と農協が熱心に指導を行ったので
意味のあるマスタープランになっている。こ
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こは市、農業委員会、農協、花巻農業振興公
社が 1つの建物に入っており、名実ともに一
体的な体制が構築されている。この体制を前
提に農協が主体となって地域農業を立て直し
ていく計画である。一関市では集落営農の法
人化と農地集積を進めている。夏川沿岸土地
改良区は地権者が 500 人もいるので書類に署
名・捺印をしてもらうのが大変だったが、公
民館に集まってもらい、そこに機構の職員が
出向いて一気に事務処理をした。ここは節税
のため社団法人を設立し、そこが地域集積協
力金の受け皿となった（15）」というのが一関
市と花巻市の状況である。
　県全体の動きについては「これまで任意組
織だった集落営農の法人化が進んでいるとい
うことではないか。今回の機構集積協力金が
法人化への踏ん切りとなったようだ。岩手県
では旧品目横断的経営安定対策より前の米政
策改革の段階、2003 ～ 2004 年にかけて地域
農業マスタープランの策定と集落営農の組織
化が進んだ。こうした下地がないところで農
地を動かすのは難しい。市町がプランをつ
くって集落に持ち込んでも自分たちのつくっ
たプランではないので現場の気持ちは入らな
い。予算をとるためのプランではどうにもな
らない。同じ市町でも地域によってプランに
熟度の差がかなりある。地域に指導者がいれ
ば地元主導のプランが作成される。寄り合い
を開いても農地の出し手はなかなか集まらな
い。本当に困っている問題でないと人は集ま
らない。農地が動くパターンは、農地の出し
手が相談にやってくるケースと、集落営農の
法人化に伴う農地集積という 2つのケースが
あるが、いずれもマスタープランを使って意

識を高めていかないと難しい。放っておいて
自然と農地が出てくるのはそれほど期待でき
ない」と話していた。
　土地改良区との連携で実績をあげた点が岩
手県の特徴だが、「集落営農の設立と法人化
は普及センターが主導して進め、その後に農
地集積の手続きが必要となった段階で機構が
関わることになる。基盤整備は 5～ 10 年か
かるが、機構の仕事はすぐにできてしまう。
機構が関わるのは最後の段階であり、基盤整
備と機構の事業では時間軸が違っている」と
のことである。また、「中山間地域の条件の
悪い農地は出し手がいても借り手がつかな
い（16）。小作料は無料でよいという農地も出
ている。こうしたところではハードによる条
件整備とセットでないと農地は動かない。だ
が、条件整備資金は農地を転貸した後では活
用できないという問題がある。農地中間管理
事業とセットで進めるのは難しい。農地の受
け手にお金が出ないと農地は動かない」とい
う話もあった。
　「初年度だけで 4,900 人から 2 万 8 千筆の
農地を預かることになった。まだ、小作料の
授受はないが、約 3億円を徴収しなければな
らず、今後、未収金の問題が発生するはずな
ので引当金を積んでいく。米価下落に伴う小
作料の減額請求が出された場合は、耕作者、
地主、機構の三者協議で対応することになる」
とのことであった。
7．広島県の状況―集落法人育成路線―

　広島県では1996年から集落営農法人（以下、
「集落法人」とする）の育成に取り組んできた。
254 の集落法人が 6 千 ha 弱の水田をカバー
している。特に県の中北部の圃場整備が進ん
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でいるところでの設立が多い。集落ぐるみ型
のタイプが全体の 8割を占める。だが、最近
は新規の設立は難しくなっているとのことで
あった。こうした集落法人路線の上に広島県
の農地集積は推進されてきた。集落単位で話
し合いと集落法人設立のためのアンケート調
査が人・農地プランとなったのである。
　農地の集積は集落あるいは市町が主導と
なって進めてきた。2014 年度の実績も 9 割
が集落法人への農地集積である。集落法人の
ある圃場整備の進んだ水田地域の市町で実績
があがっている。耕作放棄地を団地化して企
業を参入させた事例もあるが、個別経営への
集積は 1割程度でしかない。機構に集まった
農地面積はまだ小さいので再配分によって面
的な集積を実現することはできていない。地
域駐在コーディネーターを市町と調整して派
遣しているが、担当する仕事は地域によって
まちまち―集落法人を立ち上げるのに力を尽
くせばよいのか、みなを啓発するための活動
の方が重要なのか―なのでどのような分担関
係にするかを最初から決めることはできな
い。地域駐在コーディネーターは現在 17 人
いる。県や農協のOBが中心である。この数
を増やしていきたいとのことである。
　市町への業務委託契約の締結は 2015 年度
からで、20 市町のうち 19 市町と契約を結ん
だ。「機構の仕事を市町に丸投げされるので
はないかという危機意識が市町にあった」と
のことである。このほか 2つの農協と業務委
託契約を結んでいる。「この 2つの農協は意
識が高い。県、市町、農協が一体となるとこ
ろでやはり成果があがっている。地域営農ビ
ジョンを策定し、関係機関の役割分担をはっ

きりさせることが重要」と話していた。配分
計画は市町、県、機構の三重体制で確認して
いるが、3千筆にも及ぶ書類のチェックは大
変である。全部事項証明書は市町に公用申請
で取得してもらっている。新規に職員の採用
をしないと機構の業務はもたない。担い手の
規模拡大意向も把握しないと農地の集積は進
まないので、今後 3年間の規模拡大計画など
担い手（集落法人を含めた認定農業者）の意
向に関するアンケート調査を現在、実施中で
ある。将来の農地の動きを把握して事業を進
めていきたい。
　新規の集積がない限り、地域集積協力は支
払わないことにした。既存の貸借関係にある
農地の機構への付け替えだけでは協力金を支
払わない方針で臨んできた。9つの集落法人
が新設されたので地域集積協力金を中心に実
績があがった。これまでの利用権を解約して
まで機構に付け替えるといった動きはない。
機構への付け替えは利用権の更新の時だろう
とみている。また、「所有者不明の農地を何
とかしなければならない」と話していた。
　今後の課題は、米価下落による小作料の減
額請求と未収小作料未収への対応、地主が管
理料を支払っているような農地の取り扱いで
ある（17）。小作料の未収については借り手か
らの敷金の徴収、積立保険料の徴収といった
対応が考えられる。
8．小括

　ヒアリング調査を通じてはっきりしたの
は、機構が設立されたから農地が動いたので
はなく、人・農地プランや地域農業マスター
プランの作成、円滑化事業、集落営農の設立、
さらに、そうした取り組みよりもはるか以前
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から続いてきた生産調整の集落での話し合い
の積み重ねがあるところで農地が動いたとい
うことである。地域集積協力金は集落営農の
法人化の後押しとしてはたらいているが、裏
を返せば、こうしたお金がなければ機構の存
在意義はないのであろう。それだけに 2016
年から新規の集積面積しか予算配分がされ
ず、結果、単価が下がったり、対象が新規の
みになったりしたことが与える影響は大き
く、2016 年度の実績は低下してしまう可能
性があるように思う（18）。この点はともかく、
集落営農の設立と法人化が機構の実績に大き
く貢献したのが 2014 年度だったのである。
　これと同時に、いくつかの県では米価下落
を契機に経営転換協力金を受給して離農する
ケースが増えており、個別経営の規模拡大が
進んでいる点が注目される。ただし、農地の
面的集積という機構本来の狙いが実現できて
おらず、疑問を感じている県もあった。機構
が借り集めた農地を再配分することで面的な
集積が実現できるようになるまで保有農地面
積の増加を待つしかないということだろう。
　また、機構自体の人員は少なく、市町村や
地域農業再生協議会、農協と業務委託契約を
締結しなければ事業を進められないことも明
らかになった。実際に機構が行っている仕事
の中心は事務処理である。その結果、市町村
の実績はこれまでの取り組みの蓄積が反映さ
れたものとなり、同じ県内でも大きな差が生
じていた。鍵を握っているのが県レベルでな
く市町村レベルの取り組みだとすれば、機構
を設立したことの意味そのものが問われるこ
とになるように思う。この点については、農
業ワーキング・グループと産業競争力会議・

実行実現点検会合（2015年 5月 27日・議事録）
でも次のような指摘がされており、注目さ
れる。

　「…私がショックを受けたのは、奥原局長
の御説明にもありましたけれども、以前この
会合で説明を受けてすばらしいと思った熊本
県が数値的には結果が出ていないことです。
…やはり（県レベルの―引用者―）体制だけ
ではだめなのだということを、当然なのです
けれども痛感したわけです」（橋本議員）
　「…強力にぜひ市町村に対して働きかけを
してもらって、相当なインセンティヴ、メリ
ハリ、アメとムチをつけてもらって促してい
く」（西村副大臣）
　「市町村の話は極めて重要だと我々も思っ
ています。…市町村や農業委員会の話ですの
で、この両者がきちんと連動しないと成果は
上がっていかないと思っております」（奥原
経営局長（当時））
　「…市町村がもっと本格的に一歩前に出て
議論して、地域の皆さんにこのままでは大変
なことになるということを認識させるべきだ
と思います」（松本専門委員）
　「…集落の中にも市町村なり相談役が入っ
てきて話を持ちかける。当然、担い手も話し
合いの中に入っていくというような細かい
ニーズに細かく対応する。非常に面倒くさい
話ですけれども、それをしない限りは、なか
なか十把一からげでどんとやっても現場では
受け入れないところがあって、時間もかかる
というような気がします…」（北村専門委員）

　こうした発言は市町村レベルでの取り組み
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の重要性を再認識させるものだが、限られた
予算を投じるのであれば県段階ではなく市町
村段階に投じるべきであったということを意
味している。都道府県レベルではなく市町村
レベルに機構を設置すべきであったし、既存
の農地集積推進体制を梃入れした方がよかっ
たというのが本当のところではないだろう
か。また、初年度の県の順位はこれまでの取
り組みの差であり、市町村の順位もそうであ
る以上、底上げを図るにはそれだけの年数が
かかることを覚悟しなければならない。農林
水産省が責任を問われる前にKPI を見直す
べきではないだろうか。その点はともかく、
機構がプロクルステスの寝台とならないよ
う、担い手への農地集積は現場に任せてしま
い、制度的な矛盾を表面化させないよう機構
は効率的な事務処理に徹することが大切だと
考える。

Ⅲ　市町村レベルでの農地利用集積推進
に向けて
　鍵を握っているのは市町村レベルでの取り
組みである。農業委員会法の改正によって農
業委員会は農地利用の最適化に努めることが
義務とされ、新たに設けられた農地利用最適
化推進委員は農地中間管理機構と連携しつつ
業務を推進しなければならなくなった（19）。
担い手への農地集積において農業委員会の果
たす役割が一層重視されるようになったとい
うことである。そこで、ここでは担い手への
農地集積のためのポイントを、農業委員や農
地利用適格化推進委員の具体的な活動に触れ
ながら記すことにしたい（20）。

1．農地集積の基本は地元の合意

　繰り返しになるが、農地中間管理機構を通
じた農地集積とこれまでの方法との違いは、
出し手の選定を機構が行うことにある。企業
の農業参入のハードルを下げることがその狙
いだが、誰が耕すか分からないまま機構に農
地を貸し付ける仕組みのため、農家としては
なかなか農地を出しにくいというのが実情で
ある。だが、人・農地プランに基づいて農地
の配分を行うことが原則となっているため大
きな問題はない。「Ⅰ」で詳述したように、
機構による農地の借り受けプロセスと貸し付
けプロセスは全くの別物であり、それが複雑
な実務を生じさせているが、基本は地元の合
意にあることに変わりはない。誰に農地を任
せていくかについて地元で話し合うことが農
地の利用集積の出発点である。重要なポイン
トは、話を農地に限定せず、将来の地域社会
の姿について意見を交わし、みなの間に当事
者意識を育むことである。機構に農地を預け
て、助成金をもらって終わりにしてはいけな
い。むらの将来像を視野に入れた話し合いを
積み重ねていく必要がある。これは後で紹介
する JAいわて花巻の集落ビジョンづくりに
象徴されるような運動と仕組みを地域に定着
させていくということでもある。
2．他の事業とセットで推進することが有効

　しかし、実際に農地集積を進めようとして
も、どこから手をつけたらよいのか分からな
いという地域が多い。その場合、他の事業と
セットで進めることが有効である。農業委員
や農地利用適格化推進員は、地域のどこでど
のような事業が実施されているのか絶えず注
意を払い、そこに農地集積の話を持って行く
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のが効果的である。そこでは事業実施のため
の話し合いの場が形成されているからであ
る。この話し合いの場に農地集積を議題にの
せていくことが目標実現のための最短径路で
ある。
　最も有効なのが土地改良事業とのセットで
の農地集積である。圃場整備が行われると換
地のための話し合いが必ず行われる。また、
圃場整備事業と一緒に実施される農家負担の
軽減のためのソフト事業は、担い手への農地
の面的な集積を図るものであり、そうした話
し合いの場に顔を出すことができれば、農地
集積の話も受け入れられやすいはずである。
圃場整備事業が行われている地区には農地を
動かすチャンスが訪れていると思って足を運
び、積極的にはたらきかけてほしいところで
ある。
　水田の集団転作も農地集積を進める大きな
きっかけとなる。個々の農家が零細な規模で
麦や大豆を作っても作業効率は悪く、収益性
も低いままである。この転作水田をまとめて
担い手に任せることができれば作業効率は向
上し、収益性も改善する。こうした取り組み
とセットで農地集積を進めることが有効であ
る。実際、東北の集落営農の多くは、当初は
転作の麦・大豆をまとめて受託する営農組合
が出発点であり、そこでまとめられた転作団
地が農地集積に移行しているのである（21）。
その場合は農協との連携が求められる。
　いずれにしても重要なのは農地集積を行っ
た結果、地域の将来の農業の姿がどのように
なるかについての合意が形成されていること
である。圃場整備などの事業の実施はこの合
意形成のハードルを下げてくれる。そのよう

な視点から地域を眺め直して働きかけを行う
ことが市町村や農業委員会の課題となって
いる。
3．重要な賃借料の統一と調整

　2014 年産の米価は大きく下落し、担い手
の経営は打撃を受けた。こうした事態は今後
も発生することが予想（22）される。そこで必
要となるのが賃借料の引き下げである。だが、
賃借料水準の適正化や米価下落に伴うその引
き下げに貢献してきた標準小作料制度は既に
廃止されてしまい、農地の借り手は貸し手と
直接交渉して賃借料を決めるのが原則となっ
ている。市町村や農業委員会が地域農業の状
況を鑑みながら適正な賃借料水準に誘導して
いくことはできないのである。そのため地主
との間の賃借料の減額交渉がうまくいかず
困っている担い手も多い。特にポンプ排水で
電気代が嵩む大河川下流域では、経常賦課金
が地主負担となっていることが多いため賃借
料の減額交渉は難航することが予想される。
　こうした課題をクリアするため賃借料水準
については地域で統一的な指標を設定する必
要がある。農地の整備状態に応じて賃借料に
差をつけることも重要である。それらによっ
て農地の貸し借りも円滑に進むはずである。
　賃借料の統一は農地の交換による面的集積
を進めるための必要条件である（23）。もし、
担い手Aさんからもらっていた賃貸料と担
い手 Bさんからもらっていた賃貸料が違っ
ていると、借り手を交換するのは難しくなる。
これは逆の場合も同様で、地主 Cさんに支
払っていた賃借料と地主Dさんに支払って
いた賃借料が違う金額だとすると地主を交換
するのは難しい。受け取る賃貸料は高い方が
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よいが、支払う賃借料は安い方がよいという
のは人情である。こうした問題を回避するた
めにも地域で賃借料が統一されていることが
必要なのである。いたずらに制度で定められ
ている以外の仕事を増やそうという意図はな
い。こうした基準を示すことが農地集積を推
進するための条件を整えることにつながると
考えて、農業委員会には前向きに取り組んで
いただければと思う。賃借料は農地から得ら
れる収益の配分の仕方についての地域の規範
を示すものなのである。
4．担い手を集めた図面を使った話し合い

　農地の利用集積のためには話し合いが出発
点ではあるが、話し合うための具体的な素材
がないとまとまるものもまとまらない。その
場では「総論賛成」となっても、いざ現実と
なると「各論反対」となってしまうことがし
ばしばである。それを防ぎ、少しでも話を前
に進めるためには図面（耕地の白地図）の活
用が有効である。また、その場合、農地の所
有者ではなく、担い手農家の方々だけを集め
て行うのがよい。それによって地主さんの目
を気にせず、本音を出し合ってもらうことが
可能となり、その後の農地の利用集積にプラ
スにはたらくはずである。
　圃場整備が行われた地区であれば土地改良
区に図面があるのでそれを提供していただけ
ればと思う。集まった担い手農家の方々に色
鉛筆か色マジックを渡して、自分が耕してい
る農地、作業受託を受けている農地を塗り分
けてもらう。賃借料がいくらなのか、現金で
支払っているのか現物を渡しているのかも書
き入れてもらおう。これは時間のかかる作業
だが、担い手農家からしても自分の手で地図

の色塗り作業を行うことで経営耕地の分散状
況を実感できるだろうし、これまで自分がど
のようにして農地を集めてきたのか、これか
らどのエリアで規模拡大を図りたいかも再認
識できるはずである。
　この色塗り作業が終わった後は、経営耕地
の分散を解消するための話し合いに入る。借
入地だけでなく自作地も交換の対象としてほ
しい。それによって農地の面的集積は格段に
進む。分散がまだそれほどひどい状態にない
場合は、各自がどのエリアで規模拡大を図り
たいかの意向を出し合って、おおまかなエリ
ア分けができるとよい。ここで集まった担い
手農家が任意組織で構わないので組合をつく
り、今後貸し付けに出てきた農地については
この組合が窓口となって受け付け、最も適切
だと思われる農家に引き受けてもらうといっ
た仕組みを構築できれば理想的である。その
とりまとめ役は農業委員会や行政となる。賃
借料の振り込み業務もあるので農協の支援を
得ながら進めることが望ましい。
　こうした取り組みは、大規模な個別経営が
比較的広い範囲で入り乱れる格好で規模拡大
を図っているような地域で効果を発揮するは
ずである。
5．複合経営地帯での農地集積

　園芸作との複合経営地帯では個々の農家が
園芸に力を注げるよう、稲作の省力化を目的
として集落営農を立ち上げるケースがみられ
る。こうした地域農業の組織化と農地の利用
集積をセットで進めることができれば理想的
である。かつて大分県ではこれを「大小相補」
と呼び、圃場整備事業とともに推進を図って
いた。
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　複合経営は豊富な家族労働力を抱えている
場合が多く、圃場整備のようなきっかけがな
いとそこまでの大きな変化を起こすのは難し
い。だが、個々の農家は少しでも稲作の省力
化したいと考えており、それに応えた農地集
積を進めていく必要がある。画に描いたよう
な綺麗な面的集積でなくてもよい。個々の農
家の経営地をある程度まとめることができれ
ば十分なのである。
　農林水産省のHP「農地中間管理機構の取
組地区に関する優良事例集」で紹介されてい
る新潟県新潟市濁川地区は、圃場整備ではな
く地域の話し合いを通じて、それを達成した
事例である。市を中心とする関係機関の支援
の下、2 年間にわたり 20 回以上の話し合い
を積み重ねて合意にこぎつけた（24）。耕地の
白地図を用意し、耕作農家の方々にマーカー
を持たせて経営地の色塗りをしてもらうこと
で耕地の分散状況が明確になり、「できると
ころは農地をまとめたい」という意識を共有
したことが大きかったようだ。その結果、1
筆平均 10a にも満たない農地を動かして可能
な限りの面的集積に成功を収めたのである。
「これくらいの集積なら自分たちでもできる」
と近隣の地区にも波及している。また、地域
集積協力金を農道の整備や農業用施設の投資
に充てられている点も評価できる。
6．担い手間の連携の構築

　担い手への農地の集積が進むのは結構なこ
とだが、それだけ地域農業にとってはリスク
が高まることになる。ごく少数となった担い
手が、もし、病気や事故などの突発的な事情
で営農を継続できなくなった場合、集積され
た農地が宙に浮いてしまうからである。また、

担い手の高齢化の進行と後継者の不在によっ
て、将来的に農地の受け手不足が大きな問題
となる可能性が平地農業地域でも生じてい
る。これは富山県の農地中間管理機構の聞き
取り調査でも確認された問題である。もちろ
ん、こうした状況は農業構造改革のチャンス
ではあるが、一方で地域農業全体にとっては
それだけリスクが高まっていることを意味し
ている。構造変動がもたらす地域農業全体の
脆弱性という問題である。
　そこで求められるのが担い手間の連携関係
の構築である。担い手のうちの誰かが何らか
の事情で営農が困難になった場合、お互いに
助け合う仕組みをつくっておいてはどうだろ
うか。一時的に農業ができなくなった担い手
の農地や作業受託を、担い手の何人かで手分
けしてしのぐのである。以前であれば集落が
何とか対応してきたが、現在は担い手がいな
い集落も多く、これまでのようにはいかない。
農業構造変動が進んでいる地域ではなおのこ
とである。このような関係を常日頃から築い
ておけば、いざという時だけでなく、お互い
に錯綜している借入地を交換してまとめるた
めの話し合いのハードルは下がるし、自分た
ちが主として農地を集積するエリアを設定し
て住み分けもしやすくなるだろう。また、こ
うした担い手の集まりが新規就農者の受け入
れ母体となることも期待することができる。
彼らのバックアップを受けることで新規就農
者が地元での信頼を得、農地を借りることが
容易になるはずである。図 4は滋賀県彦根市
の認定農業者の集団的対応を示したものであ
る（25）。ここでは大規模な水田経営を営む 35
人の認定農業者が 1つにまとまって農地利用
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調整組織を設立し、耕作依頼の窓口の一本化
を行っている。この農地利用調整組織の加入
農家の中から選定された利用調整委員が、各
耕作者の状況を勘案しながら耕作農家の選定
を行うことで農地の面的集積を実現したケー
スである。担い手間の連携の構築を通じて、
農地中間管理機構が果たすべき機能を担う組
織が自然発生的に設立されたといってよい。
また、畦抜きによる圃場の大区画化も自力で
実施しており、800 筆の水田の畦を取り払っ
て 300筆にまで集約化を実現している。
7．小括

　担い手への農地集積のためいくつかの具体
的なポイントを示したが、重要なのは地域で
話し合いが行われ、合意形成が図られ、将来
的に目指すべき方向についての意思統一に向
けた努力が行われているかどうかにかかって
いる。
　使い勝手が悪い施策であっても要は現場の
使いようにかかっている。図 5はそれを概念

的に示したものである。1本 1 本はたとえど
のように弱い光であったとしても、強力なレ
ンズを使って、それらを 1点に集めさえずれ
ば、火を起こすことができるのである（26）。
この弱い光をピントの外れた中央官庁が用意
した施策、レンズを市町村、さらには集落と
置き換えて読めばよい。この「Ⅲ」で記した
ような局地戦での健闘と善戦によって、どこ
まで全体的な戦況の好転が図れるかというこ
とである。

　　　  図 4　担い手間の連携の構築

滋賀県彦根市の認定農業者の集団的対応

①農地利用調整の実施
35名の認定農業者で農地利用調整組織を

設立し、耕作依頼の窓口を一本化を行った。
この農地利用調整組織の加入農家の中から
選定された利用調整委員が各耕作者の状況
を勘案しながら耕作農家の選定を行うこと
で農地の面的集積を実現。

②畦抜きと圃場の大区画化
800筆の水田の畦を取り払って300筆まで

集約化を実現。

図 い手間の の構

4

図 5　レンズとしての集落・行政・地域の意志
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Ⅳ．これまでの農協の取り組みの蓄積の
活用
1．JAみやぎ登米―生産調整推進のための集

落実行組合体制が有効に機能―

（1）地域農業の概況

　JAみやぎ登米は、2005（平成 17）年 4 月
1 日に誕生した登米市のうち、津山町を除い
た旧登米郡 8町（迫町、登米町、豊里町、石
越町、南方町、米山町、中田町、東和町）を
事業区域としている。登米市は宮城県北東部
に位置し、北は岩手県一関市、藤沢町に接す
る。管内の面積は 468.24㎢（宮城県全体の約
6.4％）、人口は 8万 1 千人（宮城県全体の約
3.5％）となっている。東を北上川が、西を
迫川が北から南へと流れており、豊富な水源
は農業用水として稲作を支え、宮城県有数の
「米どころ」となっており、管内全域で環境
保全米運動が展開されている。また、迫川の
西方はラムサール条約指定登録湿地である伊
豆沼と長沼があり、毎年多くの渡り鳥が訪れ
ている。

　交通機関は、JR 東北本線の駅が 3つ、JR
気仙沼線の駅が2つあり、4本の一般国道（342
号線、346 号線、398 号線、456 号線）が管
内を走っている。三陸自動車道登米 IC と登
米東和 IC があり、みやぎ県北高速幹線道路
も開通しており、仙台圏および石巻圏へのア
クセスに恵まれている。迫町佐沼地区を中心
に官公庁、企業の出先機関が集積しており、
内陸流通基地となっている。仙台市から迫町
までは直線距離で約 70㎞、所要時間は築館
IC から東北自動車道を利用して 1時間 20 分
程度、一般道利用で 2時間程度である。
　登米市の面積が県に占める割合は 7.4％と
1割を切るが、耕地面積や水稲作付面積は 14
～16％で県全体の6～7分の1を占めており、
宮城県有数の農業地帯である。これは人口と
比べた農業就業人口でみても同様であり（県
に占める人口の割合 3.7％だが、農業就業人
口の占める割合は 14.2％と高い）、交通アク
セスに恵まれ兼業化が進んではいるが、現在
も多くの農家が残っている（以上の数字は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　  図６　ＪＡみやぎ登米を構成する８つの旧町村
図 み を構成する の

24



2010 年センサスと 2013（平成 25）年登米市
統計書による）。
（2）JAみやぎ登米の概況－体制と組織―

　2014（平成 26）年 3 月 31 日現在、正組合
員は 13,968 人（11,507 戸）、准組合員は 2,377
人（1,553 戸）、計 16,345 人（13,060 戸）で
ある。かなりの数の農家が残っていることも
あって正組合員が圧倒的に多数を占めてい
る。　JAみやぎ登米では、合併前の町村ご
とに 8つの基幹支店が置かれているほか（図
6）、金融支店が 6あり、計 14 の支店が管内
で機能している。基幹支店には営農経済セン
ターが併設されており、支店レベルでの営農
指導が実施できる体制になっている。有機セ
ンターも 7か所あり、ここを拠点に水田への
堆肥の水田への還元を行い、資源循環型農業
を実現して「環境保全米」として売り出して
いる。
　この 8つの基幹支店の下には集落実行組合
が組織されており、農政情報が伝達され、そ
の浸透が図られている。2014（平成 26）年 4
月 30 日現在、296 の集落実行組合が存在し、
15,247 人が構成員となっている。こうした体
制が維持され集落座談会が開催されているこ
とが農地流動化の推進体制の構築にプラスに
はたらいている。なお、現地では 8つの基幹
支店の区域を「町域」と呼んでおり、以下で
もこの呼び方を用いることにする。
（3）農地集積への取り組み

（3－ 1）農地集積の推進体制

　JAみやぎ登米の農地集積は、生産調整の
ブロックローテーションの関係で行う農地利
用調整を通じた農地集積と貸付希望者の農地
を法人経営などの担い手に集積する農地集積

の 2つから構成される。転作の主力は麦・大
豆・牧草であり、いずれも地域に定着してい
る。現在、飼料用米の拡大を進めている。調
整水田と野菜転作が飼料用米に転換し、さら
に米価の下落を受けて主食用米から飼料用米
への転換を奨励したことで、2014（平成 26）
年度は 240ha だったのが 2015（平成 27）年
度には 700ha にまで増加した。
　担い手の組織化も進めており、2015（平成
27）年 3月に法人の代表者たちを集めて地域
営農ビジョンや農地集積についての意見交換
会を行い、農協に対する要望を出してもらっ
た。これから毎年 2回のペースで開催してい
く予定である。
　JAみやぎ登米では合併前に旧南方町で農
地保有合理化事業を実施していたことを受け
て、これを管内全域で推進することになった。
農地集積は旧農協単位、いわゆる「町域」ご
とに「農地利用集積円滑化事業○○○地区実
践本部」（以下、「実践本部」）を設置して取
り組んできた。この実践本部は各町域の理事
全員、支店長、営農センター長、町域の土地
改良区、農業委員会長、共済組合、普及セン
ター、各実行組合長と副組合長、担い手代表
らによって構成される。
　農協全体の推進体制を示したのが図 7であ
る。①集積事業推進本部、②集積事業実践本
部、③集積事業地区実践本部の 3つに分かれ、
各本部が連携しながら農地集積の推進にあ
たっている。この③が上で説明した町域ごと
に置かれている「実践本部」である。このな
かの「町域事務局」が集落にはたらきかけを
行うことになる。
　農地の貸付先には優先順位が予め設けられ
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ており、①農地の出し手の集落の農家、②農
地の出し手の行政区の農家、③農地の出し手
の支店の農家、④農地の出し手の町域の農家
となっている。農地・水保全管理支払交付金
の事業を集落単位で実施しているので、農地
の借り手は集落内の農家を最優先している。
他集落からの入り作者は水路清掃などの地域
資源の維持管理作業に出役してくれないので
このような優先順位となった。
　生産調整の決定は登米市水田農業再生協議
会（構成員は市長、JA組合長、関係機関の長、
各町域の生産調整推進本部長、各町域の担い
手代表、市が選出した消費者代表 1人など）
が進めているが、各集落の代表者である推進
員が地元レベルでのとりまとめを行ってい
る。毎年、推進員を集めて説明会を開き、転
作の配分を行っているが、この体制が機能し
ている。ブロックローテーションができてい
ないのは中山間地域を抱える東和町の一部の
地域だけで、それ以外の地域では農地利用調

整が実現している。生産調整水田の転作作業
については、麦大豆の生産組織と JAの担当
部門の間で作業受委託契約が結ばれて実施さ
れている。町域ごとに生産組織の協議会があ
り、そこで転作水田の作業をどのように行う
かについての話し合いが各町域の営農経済セ
ンター長を交えて行われる。生産調整の割り
当て面積は、合併前の旧町域のかつての転作
配分面積をベースに決定している。この水田
転作のブロックローテーションによって担い
手への農地集積（正確には農作業の集積）が
実現している。また、政策情報の伝達ととり
まとめを集落レベルで行っていることで地元
での話し合いの素地が維持され、それを基盤
に農地集積を進めることが可能になっている。
　以上のような農地利用集積円滑化事業と生
産調整の推進で築いてきた基盤を活かして、
2014（平成 26）年度からは次にみるような
地域営農ビジョンづくりを通じた農地集積に
取り組んでいる。

　　　　　　　　　　 図 7　ＪＡみやぎ登米　農地利用集積円滑化事業推進体制図図
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（3－ 2）地域営農ビジョンによる農地集積

の推進

　「全農家組合員及び地域住民の参加のもと
で、市および関係指導機関との連携・協力関
係を構築しながら、地域農業の将来像を描く
「地域営農ビジョン」づくり運動に取り組む」
ことが JAの「運動方針」である。組合長を
本部長とする「地域営農ビジョン」づくり運
動支援本部を設置し、ここで「地域営農ビジョ
ン」づくり運動の実践に関する協議を行い、
各地区における取り組みを支援することにな
る。ポイントは原則「集落実行組合」単位と
してビジョンを策定することである。JA職
員が担当する集落を決めて集落内での話し合
いを支援している。全農家に対するアンケー
トや営農意向調査等を実施し、集落会議等を
開催して「地域営農ビジョン」を策定する地
域密着型の相談・支援が展開されている。
　この地域営農ビジョンづくりの取り組みは
図 8に示すような仕組みで進められている。
2014（平成 26）年 4月から集落担当を配置し、

集落（実行組合）単位での座談会（「集落会議」
と呼ぶ）を開催している。3月にアンケート
調査を行い、6月に調査結果をとりまとめて
「集落会議」を開催した。この集落会議での
話し合いのなかで「農地を貸そうか」という
ことになる。集落の中で誰に貸すかを決めて
おき、暗黙の了解を予め取り付けておく必要
がある。これまでも「生産調整はこのように
やっていきましょう」ということを集落で合
意してきた経験がある。ここから地域営農ビ
ジョンづくりを進めていきたいと考えてい
る。現在、本当にやる気がある集落を対象に
取り組んでおり、8つの町域ごとにモデル集
落を 2～ 3つくる計画である。人・農地プラ
ンは市全体で 1つとなっており、町域ごとの
プランではない。基本構想も現状に応じたも
のにはなっていない。そのため農協は集落レ
ベルで地域営農ビジョンを作成して農地集積
を進めることになった。

　　　　　　　　　　 図 8　『地域営農ビジョン策定・実践強化運動』推進体制図
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（3－ 3）農地中間管理事業への取り組み

　地域営農ビジョンづくりに取り組むことで
農地中間管理事業の実績もあげていく方針で
あり、登米市農地中間管理事業運営協議会を
設置している。集落会議には農地中間管理事
業のパンフレットを持っていって配布、説明
を行っている。農地利用集積円滑化事業で毎
年 180ha の農地を動かしていたが、2014（平
成 26）年度は農地中間管理事業だけで 268ha
の実績があがった。米価が大きく下がった結
果、小規模な農家や高齢農家が離農した結果
だとみていた。機構集積協力金の対象となる
農地は農地中間管理事業に乗せていき、農地
利用集積円滑化事業からは撤退していく予定
である。2014（平成 26）年度は地域集積協
力金の交付は受けていない。全て経営転換協
力金であり、新規での賃貸借である。これま
での賃貸借契約を解約して中間管理事業にの
せるようなことはしていない。
　「農家の間では“まだ働けるうちはやりた
い”“機械があるうちはやりたい”という声
がまだまだ強く、世代交代が進まないと農地
は大きくは動かない。70 代以上の人は農地
を貸したらとられると思っている。この人た
ちの世代が変われば農地は動くだろう。それ
までは集落単位、行政区単位でビジョンを作
成しても農地集積を進めるのは容易ではな
い。小規模農家には“機械を買わずに農地を
貸し付けて下さい”、まだ農地を引き受ける
余裕のある中小規模の農家には“農地が出て
きたら借りて下さい。新しい機械を買わなく
てもいいですよ”と話している。集落会議で
は生産調整と地域営農ビジョンは別々の議題
として話し合っているが、この地域営農ビ

ジョンづくり運動を進めていかないと農地を
集積という意識づくりはできない」とのこと
であった。
　「小作料は登米市農地中間管理事業運営協
議会が定めたものを使っている。条件のよく
ない農地を抱える東和町は 12,000 円／ 10a
だが、それ以外は 15,000 円／ 10a である。
県の平均小作料は 7,500 円を少し上回る程度
なので高いが、かつては 25,000 円もしてい
たのでかなり下がってきたとみている。転作
のとも補償が 17,000 円、水利費が 7,000 ～
8,000 円である。借り手対策として登米市は
農地中間管理事業の農地の受け手に 2016（平
成 28）年度まで 10a あたり 7,500 円の助成金
を 1回限りだが交付している。転作水田は特
定作業受委託となっており、25,000 円の作業
委託料金を支払う代わりに水田転作に関わる
補助金は地主のものとなる。例えば牧草だと
35,000 円に加えて耕畜連携 13,000 円の合計
48,000 円がもらえる」とのことである。生産
調整のブロックローテーションの関係で行う
農地利用調整を通じた農地集積が進む経済的
な根拠は転作助成金にある。JAが認識して
いるように、この生産調整による転作水田の
団地化と地域営農ビジョンづくりの融合が農
地集積を進めていくための課題である。
2．JAいわて花巻―集落ビジョンの内発的な

策定の積み上げ―

（1）花巻市における集落営農への取り組み

の歴史

　JAいわて花巻の農地集積の仕組みは長い
歴史の積み重ねのうえに構築されてきた。政
策対応というよりも自ら必要とするものとし
て取り組んできた結果である。策定された集
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落ビジョンは毎年見直しが行われており、こ
れが運動として地域に定着しているのであ
る。その出発点は花巻市で 1998（平成 10）
年に始まった集落営農への取り組みに遡るこ
とができる。そして、この取り組みが合併農
協全体に波及してきた。

1998 年（平成 10 年）：花巻農業協同組合が
農業経営・農地利用に関する組合員アン
ケートを実施した。集落営農のあり方を農
協、県、市町で検討を行ったのが最初で
ある。
1999 年（平成 11 年）：前年度に実施したア
ンケート結果を受けて、花巻農業協同組合
管内全ての農家組合で集落営農の振興を目
的に 2002（平成 14）年度を目標とした「集
落営農振興計画」を策定する。この策定に
際しては農協がサポート、市町はサブサ
ポートという役割で関与していた。農協と
行政が一体となって推進する体制が最初か
ら整えられていたということである。
2000 年（平成 12 年）：1999（平成 11）年に
策定した「集落営農振興計画」の進行管理
を行うための「集落営農振興計画実践行動
計画」を策定する。この実践行動計画は以
降、毎年策定され、運動としての定着が図
られていくことになる。ここでビジョンの
策定が運動として定着が図られることに
なった。これは決定的に重要である。
2001 年（平成 13 年）～ 2002 年（平成 14 年）：
「集落営農振興実践行動計画」に基づき集
落営農の実践が図られる。また、「水田農
業経営確立対策」における団地化・集積化
が本格化していく。この時期は麦大豆の本

作化が掲げられた水田農業経営確立対策が
実施されており、転作の団地化とそれの営
農組合への集積という方向がこの国の政策
と一致し、集落営農振興計画が一気に軌道
に乗ることになった。
2003年（平成15年）：「水田農業構造改革対策」
で必要となった水田農業ビジョンの策定も
これまでの取り組みの延長線上に無理なく
進めることができた。
2005 年（平成 17 年）：2005（平成 17）年度
から「花巻地方農業振興協議会」に「集落
営農・担い手支援対策室」を設置し、個別
の担い手と集落営農の育成、法人化の推進
等について研修会の開催等の支援を実施す
るようになる。集落営農の育成と法人化は、
政策対応であるだけでなく地域が必要とし
ており、内発的な取り組みであった点がポ
イントである。集落営農の設立→法人化と
いう流れはこの頃から本格化していく。
2007 年（平成 19 年）：一体的な農業振興を
推進するため花巻市産業部農政課と花巻農
業協同組合営農生活部営農振興課、農業改
革推進室が 1箇所にまとまる「ワンフロア
化」を実施する。以降、ワンフロア化が深
化し、推進体制の強化が図られる。
2011 年（平成 23 年）：既存の花巻地方担い
手育成支援協議会と花巻地方水田農業推進
協議会を統合して花巻市農業推進協議会
（農業再生協議会）を設置し、農協・市の
ワンフロア化による一元的な支援指導体制
を構築する。
2014 年（平成 26 年）：花巻農業振興公社（農
地利用集積円滑化団体：農協と市等で構成）
も農協施設内に移転し、農業委員会と同じ
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施設内で、農地中間管理事業や農地利用調
整事業を実施して現在に至っている。

　こうした歴史を改めて眺めてみると、集落
ビジョンの策定と毎年の見直しという運動が
地域に定着したのは 1990 年代後半であり、
そこから集落営農の設立とその法人化、こう
した動きを支援するためのワンフロア化とい
う流れができあがっていったことがわかる。
人・農地プランの絶えざる見直しを政策は課
題として掲げてきたが（27）、それが JAいわ
て花巻では早い時期から実現していたという
ことである。この JAを抜きにして担い手へ
の農地集積はあり得ないのである。
（2）担い手の育成と農地集積の推進―集落

ビジョンの策定と実践―

　水田農業については「担い手の育成と農地
の集積による効率的な営農振興」を目指して
いる。農地中間管理機構を通じて農地の貸し
手と借り手の間をつなぐとともに、担い手農
業者の効率的な営農を支援し、集落ビジョン

の実現を目指すとしている。JAいわて花巻
は、この集落営農ビジョンの策定とその実現
を一貫して追求しており、具体的には、①平
場は担い手への集積率 80％を目標に農地集
積を推進する、②農業経営管理支援（記帳代
行等）、③各地域で担い手への研修会（愛農
土塾）を開催する、④水稲は担い手に集約す
る一方、園芸の少量多品目作物は産直等での
販売を促進することを目指している。現在の
農地集積率は管内の地域によって多少の違い
はあるが、表 3に示したように 50 ～ 60％と
いう水準にある。

単位：ha

地域 水田面積
担い手経営体 2015 年度

集積率
2018 年度
目標面積経営体数 経営面積

花巻 12,813 753 7,293 56% 10,255
北上 8,050 511 4,706 58% 6,468
西和賀 1,594 135 855 53% 1,276
遠野 3,470 353 1,736 50% 3,064
計 25,928 1,752 14,592 56% 21,063

表 3　JA いわて花巻管内の担い手への農地集積状況

資料：ＪＡいわて花巻提供資料

（3）集落ビジョンの実践主体と実践事項

　JAいわて花巻の集落ビジョンの推進方法

　　　 図 9　ＪＡいわて花巻と行政との連携体制図 い て と との
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は次の通りである。
（3－ 1）集落へのはたらきかけの推進

　最初が「集落へのはたらきかけの推進」で
ある。①行政と一体となり、地域別・支店別・
集落別の 3段階で新たな農政の周知と説明を
実施する、②広域 JAとなっていることへの
対応として、行政の担当部署を交えた広域連
絡調整会議（3～ 4 回）を開催し、各行政の
農業政策対応について確認を行う、③本店担
当部署と地域営農センターが一緒になり、各
行政の担当部署を適時訪問し対応策とスケ
ジュールについて意見交換を行う、④集落図
面での農地集積状況の情報提供、水田台帳を
活用した農地利用状況について情報提供を行
うことの 4点である。その仕組みは図 9に示
した通りである。
　行政と一体となって情報を共有するととも
に、集落単位での取り組みを基礎的なものと
して位置づけ、図面での農地利用状況の把握
も含め、その徹底を図っているのである。

（3－ 2）集落ビジョンの評価・見直しを毎

年実施

　実践活動としては、繰り返しになるが、管
内全ての集落で集落営農ビジョンの見直し策
定を行い、農業農村をめぐる環境変化に対応
できる担い手経営体を育成するとともに、特
色のある産地づくり、農を通じた地域づくり・
組織づくり・人づくりを推進している。最も
評価できるのは、毎年ビジョンの評価を行い、
それを見直している点である。また、地域マ
スタープランとの整合性も図るようにしてい
る。図 10 は花巻市における集落ビジョンの
実践体制を示したものだが、地域農業マス
タープランと農家組合レベルの集落営農ビ
ジョンとのすり合わせが行われていることが
わかる。
　集落ビジョンの毎年の見直しは、まさに集
落ビジョンが神棚に捧げられているお札では
なく、日々の活動を方向付けていく羅針盤と
して認識されており、集落ビジョンづくりが

　　　　　　　図 10　集落ビジョンの実践体制（花巻市）
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運動として定着していることを示すもので
ある。これは政策が目指しているところでも
ある。
（3－ 3）地域に積極的に入って支援を行う

―371 組合全てに JA担当職員を配置―

　これを JAが次のような支援（実践支援）
を行っている。①管内 4地域 371 農家組合全
てに JA担当職員を配置して協力とサポート
を行い、②担い手支援アドバイザーも担当地
区のビジョン策定を支援し（あわせて米の集
荷推進運動も展開）、③その他、幅広い営農
相談・経営相談活動を実施するとともに集落
営農組織の法人化を支援している（図 11）。
　371 の農家組合全てに JA担当職員を配置
している点は、集落単位での活動を重視して
いることのあらわれであり、やはり特筆され
るべき点である。かつての農家組合は小字単
位に設置されていたが、1農家組合あたり農
地面積が 100ha 程度になるよう 2012（平成
24）年に再編を行った。場所によっては複数
の行政区を束ねたところもあるが、おおよそ
1つの行政区が1つの農家組合となっている。
この農家組合の組合長が生産調整のとりまと
めを行う推進員を兼務してきた。毎年行われ

る生産調整の面積配分の話し合いも農家組合
の活動とまとまりを維持する役割を果たして
きたと考えることができる。
（4）機構との連携関係の構築―集落単位の

活動の積み上げに変わりはない―

　農地中間管理機構の設立等を受けた新たな
農業政策の下での取り組み方針も、その基本
は集落単位での活動の積み上げであり、①集
落内の農用地利用調整の支援、②集落型営農
組織の法人化、個別担い手の認定農業者への
誘導に向けた支援、③ JA組合員の関わる経
営体への経営支援の 3 つを推進するとして
いる。
　①集落内の農用地利用調整の支援は、（1）
地域の農用地の 8割以上を担い手（認定農業
者・法人）が集積するように調整を図ること、
（2）農地中間管理事業に対応したスケジュー
ル並びに対象地域の枠組みについて行政と検
討して示すこと、（3）対象地域内の農用地の
利用状況を示し、担い手への集積率が高まる
よう誘導支援すること、（4）地域に交付され
る交付金の配分と集落営農型法人と個別の農
業者の農業所得に関する経理支援体制を構築
することの 4点である。

　　　　　　　図 11　集落営農ビジョンの実践

農

い手

農組

農 農

給的農 地

地 の農 農地を
支 る い手

新
規
就
農
者

受
け
皿

農 農 地 農

集 落 営 農

図１１ 農 の

32



　表 4は 2015（平成 27）年度の機構集積協
力交付事業の実績を示したものである。地域
集積協力金は総額 6億円以上にのぼっている
のは集落の結束力の強さを象徴している。経
営転換協力金も 5億円を超えるだけでなく、
耕作者集積協力金の交付実績も 1億 1千万円
を超えており、農地利用調整が熱心に行われ
ていることを反映した結果となっている。
　「受け手と出し手が手をつないできたもの
を農地中間管理事業にのせている。借り手が
決まったものが農地中間管理機構に上がって
きている。それまでの農地利用集積円滑化事
業が減るかと思ったが減らなかった。花巻農
業振興公社は農地保有合理化法人となってお
り、合併した広域を担当しながら円滑化事業
を実施してきた。各農家組合について支店の
営農指導員（総計 126 人）が担当する体制が
できている。地区担当の JA職員が話し合い
をスタートさせ、そこで問題が生じると営農
指導員が入っていくことになっている」との
ことである。また、「地域集積協力金をもら
う単位は農家組合とした。使途はまちまちだ
が、公民館の修繕などには使っていない」と
いう話があった。
　②集落型営農組織の法人化、個別担い手の
認定農業者への誘導に向けた支援は、（1）法
人化の手順に沿い、集落の実情に応じてスケ
ジュール感をもって話し合いを進めること、

（2）集落リーダー等の意識統一を進めて方針
を策定すること、（3）集落ぐるみの話し合い
と合意形成を推進すること、（4）集落営農の
組織化（農家組合を核に属地による地域耕作
者組織を設立）による農用地利用調整、（5）
集落型営農組織の法人設立の 5点である。
　2015（平成 27）年度末時点の集落営農組
織と法人の設立状況は表 5 に示した通りだ
が、以前から集落ビジョンに取り組んできた
花巻地域でその数が多くなっているととも
に、任意組織の集落営農よりも法人化した集
落営農の数の方が多くなっている点に、支援
の効果をみることができる。JAいわて花巻
全体としても任意組織と法人合わせて 126 の
集落営農があり、371 ある農家組合の約 3分
の 1をカバーしている。

農家組合数 集落営農組織 集落営農法人
花巻 155 34 37
北上 84 13 8
西和賀 32 12 2
遠野 100 18 2
計 371 77 49

表 5　集落営農組織と法人の設立状況（2015 年度末）

資料：ＪＡいわて花巻提供資料

　「集落営農組織は転作が出発点であった。
2007 年から集落営農も米に取り組むように
なった。個別経営にまだ力のあるところの集
落営農は枝番管理になっている。品目横断的
経営安定対策に対応するための集落営農とい
う面もあったが、機械の更新が来た時は集落

単位：ｈａ、千円

地域
経営転換協力金 耕作者集積協力金 地域集積協力金

件数 面積 金額 件数 面積 金額 件数 面積 金額
花巻 812 951 383,200 455 440 87,928 37 1,963 511,449
北上 177 164 78,900 90 107 21,438 4 101 29,218
西和賀 20 24 9,400 54 33 6,778 2 110 31,041
遠野 89 55 36,500 1 1 122 1 100 35,838
計 1,098 1,194 508,000 600 581 116,266 44 2,274 607,546

表４　機構集積協力金交付事業の実績（2015 年度・ＪＡいわて花巻）

資料：ＪＡいわて花巻提供資料
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営農組織に農地をまかせていくことになって
いる。戸別所得補償制度の実施によって集落
営農から稲作部門だけが個別経営に戻ったと
ころもある」とのことであった。
3．小括

　2つの農協の取り組み事例を紹介したが、
両者とも集落単位の組織が現在も機能してお
り、それを基礎に農地集積が進められていた。
みやぎ登米では生産調整への対応として転作
水田の団地化のための話し合いが毎年行わ
れ、それが農地集積に繋がっていたし、いわ
て花巻では集落ビジョンづくりが運動として
地域に定着するとともに、設立された集落営
農を農協がサポートする体制も整えられてい
た。こうした体制を前提に農地中間管理機構
は成果をあげることができていたのである。
その結果、2015（平成 27）年までの機構の
借り受け面積（累計）をみると、宮城県は
3,819ha のうち登米市（旧津山町を含む）は
515ha と 13％を占め、県下でトップであり、
岩手県も 7,999ha のうち JAいわて花巻管内
の花巻市・北上市・西和賀町・遠野市・釜石
市・大槌町の合計面積は 3,697ha と実に 46％
を占め、圧倒的な地位にある。特に花巻市は
2,912ha、36％と岩手県の 3 分の 1 以上を占
めている。農協のこれまでの取り組みの蓄積
がなければ大変だったのである。
　しかし、重要なのは農林水産省のKPI 達
成のために実績をあげることではない。自分
たちのための「眼目は集落ビジョンにある。
“ビジョンを作りましょう”ということで農
家組合に入っていく。農地を動かすために現
場に入っていくのではない。そうではなく“後
継者がいない田をどうしましょうか”という

ことで地元に入っていく。“地域はどうやっ
て守っていきますか”“担い手は誰にしたら
よいでしょうか”という話をもちかけていく」
（JAいわて花巻）という姿勢とはたらきかけ
なのである。農地を動かすことは目的ではな
い。重要なのは絶えることのないビジョンの
見直しなのであり、それがしっかりしている
ことに付随して農地が動くのである。これを
履き違えてはいけない。

Ⅳ．おわりに

　最後に 2015（平成 27）年までの農地中管
理機構の全国の実績を簡単に眺め（28）、その
うち実績をあげている県として秋田を、残念
ながら思うような成果のあがっていない県と
して静岡を取り上げ、その状況を記し、今後
の展望を述べることにしたい。
　表 6は 2015（平成 26）年度の農地中間管
理事業の実績の上位 5県と全国の数字を一覧
したものである。前年度と比べて若干の入れ
替わりはあるが、地域ブロックとしては北陸
と東北で実績があがっており、本稿でも紹介
した福井がトップ、以下、石川、秋田、岩手、
山形の順となっている。機構の実績には地域
差が大きく、上位数県に実績が集中している。
この上位 5 県だけで転貸面積は 18,188ha、
24％と全体の 4 分の 1 を、新規集積面積は
8,109ha、30％と全体の 3 割をそれぞれ占め
ている。全国的に農地が動く地域と動かない
地域とに分かれてきているということであ
り、上位県の「のびしろ」は次第に少なくなっ
てくるので、下位の都府県の底上げを図って
いかない限り、KPI の達成は難しいのではな
いだろうか。
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単位：ha
機構の
寄与度に
基づく順位

県名 年間集積
目標面積

機構の
借入面積

機構の
転貸面積

うち新規
集積面積

機構の
寄与度

1 福井 1,600 2,813 2,832 953 60%
2 石川 2,030 1,382 1,350 1,108 55%
3 秋田 4,640 3,629 3,679 2,038 44%
4 岩手 6,740 4,551 5,222 2,327 35%
5 山形 4,900 4,884 5,105 1,683 34%
― 全国 149,210 79,191 76,864 26,715 ―

表 6　農地中間管理機構の実績（2015 年度・抜粋）

注：農林水産省「農地中間管理機構の実績等に関する資料」2016 年 5 月

　秋田県農業公社では次のような自己評価を
行っている（29）「2 年連続で農林水産省の評
価で第 3位の成績となったが、市町村・JA・
土地改良区等関係機関の理解や協力を得るこ
とができ、事業の円滑な推進を図ることがで
きたことが大きい。現地説明会の開催や新聞
広告等による PR活動を積極的に行い、制度
の周知徹底にも努めてきた。地域の実情に精
通している現地相談員をモデル地区に配置し
たことの効果もあがっている（現在 13 人の
現地相談員を配置している）。課題は、①借
り受け希望面積が貸し付け希望面積を依然と
して上回っており、十分な量の農地が供給さ
れていないこと、②担い手への農地集積は進
んでいるものの面的な集約化までには至って
いないこと、③条件のよくない農地を抱える
中間間地域での実績があがりにくいことの 3
点である」。
　2016（平成 28）年度は基盤整備事業との
連携を深め、基盤整備事業を実施している
43 地区 5,983ha をモデル地区として指定して
いる。また、市町村の範囲を超えた広域での
農地の貸し借りの推進、中山間地域等担い手
不在地域への参入の促進、担い手の法人化の
支援を行っている。特に受け手の不足してい
る中山間地域に対しては「中山間地域対策
チーム」を通じて規模拡大を志向する法人の

情報を収集し、農地のマッチングを図るとと
もに、農地耕作改善事業を活用して簡易な基
盤整備を進めている。2015（平成 27）年度
には秋田市岩見三内の農事組合法人「かみさ
んない」からの事業申請を受け、機構が 25ha
の暗渠排水整備を実施し、実績をあげている。
基盤整備事業を実施している地区を重点的な
モデル地区とする一方、中山間地域では担い
手の要望に応じた簡易な基盤整備と組み合わ
せて事業を推進していくという秋田県農業公
社の取り組み方針は非常に堅実であり、1つ
のパターンを示していると考えられる。
　静岡県農業振興公社の実績は、機構の借入
農地面積は 423ha（全国第 37 位）、転貸面積
440ha（同第 35 位）、そのうち新規集積面積
210ha（同第 32 位）、年間目標に対する機構
の寄与度 6％（同 36 位）と全国の順位はい
ずれも下位に位置している（30）。静岡は茶園
や蜜柑園など樹園地が多く、しかも、この樹
園地は山間地や傾斜地にあるため農地流動化
が進みにくいという不利性を抱えており、そ
れがこうした結果となってあらわれていると
考えられる。重点地区を 81 地区設定してお
り、部分的には成果をあげている。いくつか
の優良事例を示せば、次の通りとなる。①森
町中川上地区（茶園）：担い手・地権者代表・
農業委員・JA運営委員が「中川上地区茶園
集積検討会」を立ち上げ（区域面積 27.2ha）、
担い手 8人へ 6.1ha（33 人・76 筆）の茶園の
集積を実現した。②菊川市河東地区（水田）：
169人から552筆49.7haを一括して借り上げ、
担い手へ貸し付け、4人の中心的経営体に水
田のほとんどの集積を実現した。また、将来
的に離農が見込まれる小規模農家の水田の利
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用調整を行い、離農時に農地をまとめて担い
手に貸し付けることができるように 1箇所に
集積した。③静岡県清水区（樹園地）：畑総
事業によって急傾斜地の平坦化が行われ、樹
園地の整備が進められていたところに機構集
積協力金を活用して担い手への農地集積を進
めたというものである（集積面積は約
50ha）。地域の合意形成がポイントである点
はもちろんだが、基盤整備事業に合わせて事
業を進めるのが有効であるという点も共通し
ている。
　静岡は秋田等と比べると市町村や農協への
業務委託契約の締結が遅れており、12 市町
については覚書にとどまっているという状況
にある。やはり市町村や農協との連携を深め
ていくことが大きな鍵を握っている。
　事業推進上の課題は、①認定農業者等の担
い手からの応募が少ないこと、②貸し付け申
し込み農地が少ないこと、③受け手のいない
農用地等の取り扱いについてルールを定める
必要があること、④機械の導入が可能な優良
茶園でないと流動化が進まない茶園への対策
などをあげていた。①と②については機構の
事業について周知徹底を図ること、③は遊休
農地が機構に滞留しないようなルールを策定
する必要があることが対策である。④につい
ては簡易な基盤整備など基盤整備を推進しな
がら集積を図っていくしか手がないだろう。
2016（平成 28）年度は茶園集積推進事業（新
規）を進めていく予定である。中山間地域の
農地については秋田県農業公社も苦慮してい
たが、静岡県農業振興公社はそれが樹園地で
あるだけに困難の度合いは一層大きい。有益
費償還や圃場評価（賃借料算定）のルールを

定めるとともに、農地耕作条件改善事業など
を活用して園地整備を機動的に行うことで地
道に実績をあげていくしかないということで
ある。
　今後の展望だが、農地中間管理機構の創設
は行政コストの増加など制度面で問題なしと
することはできないものの、農地の出し手を
中心に農地集積を推進するための資金が交付
されるようになったことは事実であり、それ
を最大限に有効活用していくしかない。制度
は都道府県レベルのものだが、鍵を握ってい
るは市町村レベルである。ここが事業を自分
たちのものと認識し、知恵を絞って「レンズ」
としての機能を果たしてくれなければ成果は
あがらない。そして、その成否はこれまでの
ところ、全く洒落ではなく、これまでの地元
の取り組みの蓄積如何なのである。機構の実
績の地域間格差の拡大、さらに市町村間格差
の拡大はそのことの証左である。みやぎ登米
やいわて花巻のような体制を一朝一夕に構築
することは不可能であることを認識して現実
的な目標値を設定することが国の課題だろ
う。都道府県レベルとしては、今回の事業を
契機に市町村との連携関係をより密接なもの
とし、現場の情報を吸収して活用できる体制
を整えていくことが課題となる。特に遅れを
とっている府県ではこれが最後のチャンスと
なる。その場合、制度改正を受け機構との連
携が必須となった農業委員会系統の活動が鍵
を握る。市町村レベルでは行政や農協との業
務の整理・役割分担を明確にしていくことが
課題となる。表 7は新潟市が整理した役割分
担表だが、こうした整理を今一度行う必要が
ある。リーダーシップをどこが発揮するかが
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最も肝心な点だが、農協を中心とした体制が
構築されている地区は別として、農地中間管
理事業について農協は制度的に外されている
ので市町村が農業委員と農地利用最適化推進
委員を手足として使って頑張るしかない。農
地利用最適化の推進が義務化され、実績があ
がらなければ責任が問われることになった以
上、農業委員会も覚悟を決めて動くしかない。

現場への具体的な働きかけ方や農地集積の進
め方については「Ⅲ」で記した通りであり、
地域全体としての推進体制の構築については
「Ⅳ」の JAいわて花巻の事例が参考になる
はずである。

事　　項 業　務　内　容
市町村

農協 土地改
良区農政 農委

1 相談窓口
① 農地の出し手及び受け手からの問い合わせや苦情に対する説明対応
② 機構関連対策（地域集積協力金や経営転換協力金等）の説明対応

2 募集地域範囲の報告 ① 公募地域一覧表の記載、提出
3 認定農業者等借受希望者募集広報 ① 機構の募集開始・期間・応募書類等の認定農業者等への周知

4 借受希望者の応募とりまとめ
① 応募書類の受理、内容確認と機構への提出
② 新規参入者の応募書類の受理、内容確認

5 農用地等の所有者等からの申出の受付 ① 農用地等の所有者等からの申出書類の受理、内容確認
6 貸付希望者及び農用地等のリスト化 ① 貸付希望者及び農用地等のリスト化

7 借受け予定農用地等の
位置・権利関係の確認

① 機構借受農地の所在地（地番）、地目、面積、所有者の氏名・住所、遊休農地の該
当の有無

② 土地改良賦課金、土地改良事業計画の該当有無
③ 過去の事業助成の有無など詳細情報の正確な把握

8 賃借期間や賃料等の
必要事項の協議調整

① 農用地等の所有者及び借受希望者双方との貸付期間、解除条件等設定調整
② 賃借料等の設定調整
③ 機構関連対策（地域集積協力金や経営転換協力金等）の利用意思の確認
④ 機構事業規程に基づく借受ルールに即した農地に該当するかの確認
⑤ 人・農地プランへの記載や地域合意等の確認

9 契約締結事務（解除を含む）

① 農地の出し手と農地中間管理機構との間の契約に関する手続き（農地の機構への「貸
付申出書」の作成指導、受理、機構への送付）

② 農地中間管理機構と農地の受け手との間の契約に関する手続き（農地の機構からの
｢借受申出書」の作成指導、受理、機構への送付）

③ 受け手からの賃料納付・出し手への賃料納入や賃料未納者への督促

④
農用地利用配分計画案の書式は、国から全国書式（又は類するもの）が提示される
までは、市町村が、農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画の書式に準じて、
中間管理事業推進法の省令規程を網羅の上設定

10 農地中間管理事業帳簿の記入
（機構統一書式） ① 電子ファイル帳簿への記入と機構への提出（記載事項は省令で定めるもの（農地の

所在・地番・地目・面積・借受け・貸付け者の氏名や条件））

11 農用地等の利用条件改善の実施
① 土地改良事業や農業基盤整備促進事業（簡易な基盤整備事業）の調整・施工

② 耕作放棄地の再生作業（耕作放棄地再生利用緊急対策の活用）に係る調整（現地確
認を含む）

12 未貸付農地の管理 ① 受け手が見つからない農地の管理（草刈り、除草剤散布、用排水路掃除等）

13 農用地等の利用状況報告のとりまとめ ① 報告書類の内容確認と機構への提出。書類は市町村が任意で作成（省令で定める「作
物の種類別作付面積・生産数量）

14 農用地等の貸付希望者及び
借受希望者の掘り起こし

① 農地を他者に預けたいと考えている農家の把握と相談対応
② 分散錯圃解消のため、耕作農地の交換を考えている農家の把握と相談対応
③ 受け手が見つからない場合の借受け希望者の掘り起こし（新規参入者を含む）

15 その他農地中間管理事業の
目的達成のために必要な業務 ①

表 7　農地中間管理機構業務　関係機関分担想定表（新潟県新潟市）
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注：
（1）『「日本再興戦略」改訂 2015―未来への投資・生産革命』

2015 年 6 月 30 日、160 頁。このほかの KPI は、「今後

10 年間で産業界の努力も反映して担い手のコメの生産

コストを現状全国平均比 4割削減する」「今後 10 年間

で法人経営体数を 2010 年比約 4倍の 5万法人とする」「6

次産業化の市場規模を現状の 1兆円から、2020 年に 10

兆円にする」「2020 年に農林水産物・食品の輸出額を 1

兆円（現状（2012 年）約 4,500 億円）とする」「酪農に

ついて、2020 年までに 6次産業化の取組件数を 500 件

にする」の 5つである。

（2）経済成長フォーラムによる「企業の農業参入促進のため

の提言」（2014 年 6 月 20 日）では「農地中間管理事業

の企業参入を促すための改革（提言 4）」として「農地

中間管理事業が、若者が起業したベンチャー企業も含

めた一般企業の農業参入を促すことに寄与するために、

次の 2つの改革を行うべき」であり、「農地中間管理機

構の農地の借受け・貸付けの透明性の確保」を求めて

いた。具体的には「農地中間管理機構の農地の借受け・

貸付けに当たっては、同機構は実績を公表することと

されているが、その際に新規参入企業が不利にならな

いように、中立性・公平性・透明性を確保するため 3

箇月ごとに公表すべきである。さらに、貸付先の選定

に当たっては、単なる公募ではなく、賃借料による入

札制により選定すべきである」という要求であった。

（3）この農地中間管理機構をめぐる政策決定過程について

は、安藤光義「農地中間管理機構にみる政策策定過程

の軋轢の構造」『農業と経済　急変する農業政策（臨時

増刊号）』昭和堂（2014）を参照されたい。

（4）本項の内容は、安藤光義「農地中間管理機構は機能す

るか」『JC 総研レポート』第 30 号（2014）に依拠して

いる。

（5）全国農業会議所『農地集積協力金等を活用した利用集

積事例集』（2014）。

（6）「正直なところ農地中間管理事業というのは制度設計が

非常に粗いと思っておりますが、しかし、それでは従

来どおりの制度でよいかと言えばそうではありません

し、知事から「ともかく頑張ってくれ」と言われた以

上は、機構としてはできない理由を言っても何もしな

いということではありません。機構には従来のスキル

もあるが現状では人件費もままならぬ状態であります

から、人件費が出るほうがいいのではないか。さすれば、

このオンボロ自転車をガタピシ音をさせながら力一杯

こいで、少しでも農家の皆さんのお役に立てればいい

のはでないかと思っているわけであります」（上場重俊

「農地中間管理事業の現状と課題」『農業法研究』第 50

号（2015）、58 頁）。

（7）以下の内容は、安藤光義・深谷成夫「農地中間管理機

構の現状と展望」『農業法研究』第 51 号（2016）に基

づいている。

（8）農林水産省「農地中間管理機構の実績等に関する資料」

2015 年 5 月。以下の数字はこの資料に依拠している。

（9）ここでいう「企業」とは株式会社または特例有限会社

の形態にある法人である。

（10）福井県の集落営農の育成方針については 100ha 規模の

メガファームの育成を掲げている点が注目される。安

藤光義「集落営農の展開過程の時間的観察」『土地と農

業』第 45 号（2015）を参照されたい。

（11）中川俊幸「福井県・農地中間管理機構の取り組み」『農

業と経済』2015 年 10 月号。

（12）横手市の農地集積状況については、中村勝則「農地中

間管理機構を通じた東北農業の構造改革」『農村と都市

をむすぶ』第 783 号（2017）を参照されたい。そこで

も「機構を通じた農地集積は平坦部の水田を中心とし

たものであり、地域限定的な、いわば出し手と受け手

の顔の見える範囲で行われており、それは既存の農地

集積の取り組みの延長線上にある」ことが指摘されて

いる（26 頁）。
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（13）この問題については、深谷成夫「農地流動化の実態と

農地中間管理事業の課題」『農業と経済』2015 年 10 月

号が指摘をしているので参照されたい。

（14）佐藤賢「岩手県・農地中間管理機構の取り組み」『農

業と経済』2015 年 10 月号。

（15）森剛一『法人化塾（第 3版）集落営農法人化のメリッ

トと成功のポイント』農山漁村文化協会（2012）、20 ～

34 頁を参照のこと。また、「非営利型法人の一般社団法

人では、収益事業を営まなければ国等の交付金に課税

されず、法人税申告も不要です。法人名義で不動産を

所有でき、林地など共有地の管理にも適しています。

また、農業は収益事業に該当しないため、農業を営ん

でも課税されません」（農業共済新聞 2014 年 5 月 1 日）

とある。

（16）岩手県では中山間地域の農地集積を支援するため県職

員約 50 人で組織する「中山間応援隊」を送り込んで支

援を行っている（日本農業新聞 2015 年 7 月 5 日）。

（17）広島県と同じく中山間地域が県土の大半を占める山口

県でも集落営農法人が最後の受け手となっている。

2014 年度は 19 の集落営農法人が設立され、そのうち 7

法人が機構を活用して実績をあげていた。ここで注目

したいのは機構が仲介している農地の 3割が使用貸借

契約であり、小作料が無料となっている点である。中

山間地域では問題は貸し手ではなく借り手の不在にあ

る。さらに山口県の機構はこの使用貸借について次の

ような問題を指摘していた。「使用貸借だと地権者に地

代の支払いがないので、死亡やその後の相続による農

地の所有権の変化を把握することができない。相続登

記がされずそのままとなると 10 年後に契約の更新がで

きなくなってしまう。今後の農地の処分については長

男に任せるという一筆があればそれで処理できるよう

にしてもらいたい」とのことである。全部事項証明書

の添付が必要な現在の仕組みではどうにもならないと

いうことである。山口県からのヒアリングは 2015 年 8

月 18 日に実施した。

（18）愛媛県では「集落営農法人等が利用権の再設定を行う

時に機構を利用する場合に支払われる地域集積協力金

の交付方法が変更される見込みとなった 2015 年度の途

中から、それまで地域内で進んでいた集落営農法人等

の機構を通した農地集積の話し合いの多くが頓挫して

しまったのである。2016 年度に入って、交付方法は明

確にはなったが、新規集積面積に応じて地域集積協力

金の交付総額が決定されるという方法が現場には正確

には伝わらず、機構側も最終的な単価を示すことがで

きないこともあり、今日でも地域内での話し合いは進

展をみせていないのが現状である」（板橋衛「農地中間

管理機構を通じた中四国農業の構造改革」『農村と都市

をむすぶ』第 783 号（2017）、42 頁）という状況である。

（19）農業委員会制度改革の意味と課題については、桂明宏

「農業委員会制度改革と今後の課題」『農業法研究』第

51 号（2016）を参照されたい。

（20）以下に記す内容は、安藤光義「耕作放棄地の発生防止

は担い手への農地集積から」『農政調査時報』第 575 号

（2016）に依拠している。

（21）東北における地域農業の組織化の歴史と、2007 年から

始まった品目横断的経営安定対策によって、それがど

のように現在の集落営農に移行してきたかについては、

安藤光義「水田農業構造再編と集落営農―地域的多様

性に注目して―」『農業経済研究』第 80 巻第 2号（2008）

を参照されたい。

（22）米価下落が農家に与えた影響については、吉田俊幸「米

価下落と制度改革下での水田経営と小作料問題」『土地

と農業』第 45 号（2015）が新潟県の状況に関する詳細

な調査報告を行っているので参照されたい。

（23）静岡県磐田市南部地区では 17 人の担い手を話し合い

のテーブルに着かせ、190ha の農地を農地保有合理化事

業に乗せて再配分を行い、経営耕地分散の解消のため

の面的集積と規模拡大を同時に実現している。その際、
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賃借料の統一は重要な課題となった。安藤光義「大規

模借地経営展開地域における農地利用調整の意義―静

岡県磐田市南部地区の取り組みを中心に―」『土地と農

業』第 42 号（2012）を参照されたい。

（24）新潟市における農地中間管理事業の推進体制は非常に

よく整理されており、他にとっても参考になると思う。

その詳細については、秋山満「新潟市における農地中

間管理事業への取り組み」『農村と都市をむすぶ』第

769 号（2015）を参照されたい。

（25）この取り組みの中心となった大規模水田経営の状況に

ついては、福原昭一・藤井吉隆「大規模水田作経営の

現状と課題―（有）フクハラファームの取り組み」『農

業経営研究』第 49 巻第４号（2012）を参照されたい。

（26）この図は、補助金制度に関する今村奈良臣氏による「中

央分権・地方集権」という批判的検討に触発されて筆

者が考えたものである。今村奈良臣『農業・農村と補

助金』農山漁村文化協会（1978）を参照されたい。

（27）「人・農地プラン」がもつ運動的性格については、安

藤光義「「人・農地プラン」の構造政策における歴史的

位置」『日本農業年報 59　動き出した「人・農地プラン」』

農林統計協会（2013）を参照されたい。

（28）全国の農地中間管理機構の最新の状況と課題について

は、秋山満「農地中間管理機構を通じた農業構造改革

の動向―全国的動向―」『農村と都市をむすぶ』第 783

号（2017）が詳細に論じているので、こちらを参照さ

れたい。

（29）以下の内容は、2016（平成 27）年 8 月 31 日に秋田県

農業公社を対象に行ったヒアリング調査と収集した資

料による。

（30）以下の内容は、2016（平成 27）年 5 月 26 日に開催さ

れた静岡県の農地中間管理事業評価委員会と配布資料

に基づいている。

付記：
本稿は JSPS 科研費 15H04554 の成果の一部である。

また、2016 年 11 月 11 日に行われた事業評価レビュー（強

い農業①　規模拡大）において参考人として報告した内容

が前半部分の柱となっている。
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