
はじめに

　北海道の農業構造の特徴は、当然、農地移
動に反映する。自作地有償移動が大きなシェ
アを占めてきたこと、それに農業委員会を中
心とする地域の農地管理体制が強く介在して
きたことなどが挙げられる。農地の中間保有
についても同様であり、農地保有合理化事業
を中心にこれを最も積極的に利用してきたの
が北海道農業であった。
　本論では、平成 26 年度から開始された農
地中間管理事業に対する北海道の取り組みを
概観し、今後の課題を検討する。ここで注意
を払うポイントは、農地中間管理事業がもつ
幾つかの特徴が北海道の取り組みにどのよう
な影響を与えるかである。平成 26 年度と平
成 27 年度における北海道全体の実績を観察
したうえで、農地中間管理事業を活用して地
域農業再編を進める水田作地帯の事例を検討
し、この論点について言及したい。

1．農地中間管理事業の目標設定
　平成 26 年 3 月、農地中間管理事業の開始
に当たり、北海道は「北海道農地中間管理事
業の推進に関する基本方針」を定めた。その
冒頭部分を引用すると、「本道においては、

担い手への農用地の集積割合は、すでに国の
目標の 8 割を上回っている状況にあるもの
の、農用地が分散しているため作業効率が低
下し、規模のメリットが十分に発揮できない
場合があるほか、農業者の高齢化が進展して
おり、今後、耕作放棄地の増加なども懸念さ
れる。こうした中、本道農業の持続的な発展
を図るためには、今後、できるだけ面的にま
とまりをもった形で担い手への農用地の集積
を一層進めていくことが重要であり、従来か
らの売買に加え、貸借の仕組みも加わった農
地中間管理機構の制度を有効に活用すること
により、本道の力強い農業構造の実現を図る」
と述べている。
　控えめな表現ながら、ここには農地中間管
理事業についての戸惑いが滲んでいる。その
ひとつは、担い手による農地集積率が高い水
準にあるために上乗せを期待しがたいことで
あり、もうひとつは、農地移動において所有
権移転が重要な意味をもつ北海道では、農地
貸借に対象を限定して農地流動化を進める事
業では望ましい農地移動の推進ができないこ
とである。
　このようにある種の違和感を抱きつつ、農
地中間管理事業を前向きに受け止めようとい
うのが「基本方針」の姿勢である。上の引用
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文でも、農地の面積集積に結び付けることで
当事業のメリットを引き出そうという考えが
示されている。
　そのうえで表 1に示した数値が示され、農
地中間管理事業の目標が掲げられた。国が北
海道に求めたのは担い手による農地の集積率
95％である。表 1 が示すその面積は平成 35
年度の 1,095 千 ha になる。平成 24 年度の
994 千 ha（集積率 86.2％）との差は約 100 千
ha で、これを 10 年間で埋めるとすると、毎
年 1万 ha の積み上げが求められる。北海道
では利用権設定のほかに所有権移転による農
地集積が一定の面積を占めることが見込まれ
る。他方、出し手が担い手であれば、農地移
動は担い手の集積面積の上積みにつながらな
い。これらのプラス、マイナスを勘案して毎
年の農地中間管理事業の借入目標を 9千 ha
としたのである。さらに直ぐに転貸できない
保全管理地を 290ha と見込み、貸付目標は

8,710ha と設定された。
　国が北海道に示した年間集積目標面積は
9,560ha である（注 1）。その大部分を農地中
間管理事業で実現するという想定になる。

2．事業の実績と成果
（1）公募の実績

　農地中間管理事業は公募制をとった点にこ
れまでの中間保有事業と異なる特徴がある。
平成 26 年度と平成 27 年度にそれぞれ 2回ず
つ公募が行われた。平成 26 年度第 1 回の公
募は十分な準備期間がない状態でのスタート
となり、募集区域を設定した市町村もまだわ
ずかであった。募集体制が確立したのは平成
26 年度第 2 回からで、この時点で募集区域
設定市町村は 143（全道の農振地域指定 175
市町村のうち 82％）、募集区域の合計は 478
に達した。平成 27 年度第 2 回ではそれぞれ
170 市町村、483 区域である。
　応募状況を見ると、平成26年度は7,584件、
79,597ha の借受希望が寄せられた。計画面積
の 9倍を超える希望が集まったことになる。
後述するように、実際に貸借が成立したのは
226 件、3,426ha、借受希望面積の 4.3％になる。
　平成 27 年度は 123 市町村から 7,531 件、
87,265ha の借受希望が寄せられた。実際に貸
借が成立したのは 467 件、9,475ha で、平成

平成 24 年度 平成 35 年度
耕地面積（①） 1,153,000ha 1,153,000ha
　うち担い手が利用する面積（②） 994,000ha 1,095,000ha
育成すべき経営の数
　認定農業者 31,410 経営体 31,000 経営体
　　　うち個人 28,959 経営体 27,000 経営体
　　　うち法人 2,451 経営体 4,000 経営体
　集落営農 40 経営体 0組織
　認定就農者 －経営体 1,200 経営体
　その他（基本構想水準到達者） 975 経営体 0経営体

②／① 86.2％ 95％程度

表１　担い手が利用する農用地の面積の目標

出所：「北海道農地中管理事業の推進に関する基本方針」（平成 26 年 3 月）。

募集期間 募集区域設定
市町村数 同左区域数 応募のあった

市町村数
応募件数
（件）

うち新規参入
（件）

借受希望面積
（ha）

平成 26 年度
第 1回

平成 26 年 6 月 2 日
～ 7月 1日 19 105 14 1,771 2 13,719

平成 26 年度
第 2回

平成 26 年 9 月 1 日
～ 9月 30 日 143 478 103 5,813 22 65,878

平成 27 年度
第 1回

平成 27 年 5 月 1 日
～ 5月 30 日 167 475 103 2,580 17 31,784

平成 27 年度
第 2回

平成 27 年 9 月 1 日
～ 9月 30 日 170 483 100 4,951 22 55,481

表 2　募集区域の設定と応募状況

出所：北海道農地中間管理機構による。
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27 年度に比べると大幅に増加したが、それ
でも借受希望面積の 10.9％にとどまる。
　需要が供給を超過する状況は、その逆の状
況に比べてはるかに好ましい。したがって、
需給アンバランスをことさら問題視する必要
は無いが、農地の効率利用に向けて農地供給
を増加させることは大きな意味をもつ。
　出し手による農地の供給不足の原因として
まず挙げられるのは農業者等への周知不足で
ある。機構は平成 26 年春の制度制定から慌
ただしく会議等の開催や研修会を実施し、パ
ンフレット等の配布や説明を行ったが、農業
者、特に農地所有者の十分な理解を得るには
時間が不足していた。
　平成 27 年度には、農地の出し手の掘り起
こしを意図して北海道新聞、日本農業新聞、
農家向け雑誌などを活用した広告宣伝を行っ
た。これらの取り組みが、事業制度の仕組み
やメリットに関し、農地の出し手となる農地
所有者の理解を促すとともに、市町村段階で
の推進活動を後押しし、事業実績の拡大につ
ながったと見られる。

（2）酪農関係を中心に事業が実施

　平成 26 年度の農地中間管理事業では 233
件、3,549ha（52 市町村）の農用地が機構に
貸し出された（表 3）。9,000ha の計画面積と
対比すると 39.4％の達成率である。機構から
貸し付けられた農用地は231件（実質226件）、
3,426ha で、計画面積 8,710ha に対する達成
率は 39.3％であった。
　翌平成 27 年度に事業は大きく伸長する。
機構が借り入れた農用地はのべ 796 件、
9,533ha（69 市町村）で、計画面積対比
105.9％の達成率である。また、機構から貸
し付けられた農用地はのべ 491 件（実質 467
件）、9,475ha で、計画達成率は 108.8％になる。
平成 26 年度に比べると面積で約 2.7 倍と大
幅な増加を示した。
　機構の貸付先を見ると（表 4）、平成 26 年
度は TMRセンターが全体の 52％を占めて
いる。TMRセンター以外の法人や個人を加
えると酪農関連で 70％に達する。また、
TMR センターを含む法人への貸付割合が
72％を占めた。

機構の借入 機構の貸付 機構の買入（特例） 機構の売渡（特例） 借入＋買入 貸付＋売渡
計画 9,000ha 8,710ha

平成 26 年度
実績

233 件 3,549ha 231 件（実質 226 件） 3,426ha 679 件 6,302ha 804 件 5,884ha 9,851ha 9,310ha
（達成率 39.4％） （達成率 39.3％） 	

１件当たり面積：15.2ha １件当たり面積：14.8ha １件当たり面積：9.3ha １件当たり面積：7.3ha

平成 27 年度
実績

796 件 9,533ha 491 件（実質 467 件） 9,475ha 612 件 6,567ha 847 件 6,075ha 16,100ha 15,550ha
（達成率 105.9%） （達成率 108.8％）

１件当たり面積：12.0ha １件当たり面積：193.ha １件当たり面積：10.7ha １件当たり面積：7.2ha

表 3　農地中間管理事業の実績（平成 26 年度、27 年度）

出所：北海道農地中間管理機構による。

平成 26 年度 平成 27 年度
件数 面積 件数 面積

個人 197 292.2ha （　8.5％） 361 2,283.0ha （24.1％）
法人 29 2,463.8ha （71.9％） 106 7,192.1ha （75.9％）
		うち TMRセンター 3 1,787.5ha （52.2％） 17 3,600.9ha （38.0％）
　　　その他の法人 26 676.3ha （19.7％） 89 3,591.2ha （37.9％）
合計 266 3,426.0ha （100％） 467 9,475.1ha （100％）

表 4　機構の貸付先

出所：北海道農地中間管理機構による。
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　同じ傾向は平成 27 年度についても見られ
る。貸付先は個人が 361 件、2,283ha、法人
が 106 件、7,192ha で、法人への貸付面積の
割合が全体の 76％を占めた。作目別に貸付
先の割合（面積）を見ると、稲作 11％、畑
作 20％に対し、酪農が 29％であり、TMR
センターを加えると酪農関連が 67％に達す
る。ただし、TMRセンターの占める割合は
低下し、その分、	個人とその他の法人の割合
が高まった。
（3）事業の成果①：若い世代への農地移動

と面的集積

　農地中間管理事業の成果を確認しよう。
　機構の借入先（個人）の平均年齢は平成
26 年度が 67.0 歳、平成 27 年度が 67.2 歳で
ある。他方、貸付先件数で多数を占める個人
の平均年齢はそれぞれ 51.7 歳と 51.0 歳であ
る。事業を通じて農地の利用が若い世代に移
動していると言える。
　平成 27 年度の 1件当たりの平均面積を見
ると、機構の借入が 12.0ha（実件数で計算す
ると 12.2ha）、貸付が 19.3ha（同 20.3ha）で
ある（表 3）。平成 26 年度と比較すると、借
入が 15.2ha から減少、貸付が 14.8ha から増
加した。つまり、農地を集めて大きく貸し付
ける農地集積の傾向が強まったことになる。
　また、後述する売買事業に比べて 1件当た
り移動面積が大きいことが注目される。売買
の移動面積は購入資金の制約を受けるが、そ
の制約がない貸借ではよりまとまった面積の
移動が行われているのである。農地の貸借関
係は数年後に売買につながることが多い。貸
借事業における取引面積の大きさは、将来に
わたって農地集積を促進する効果をもつと考

えられる。
　平成 26 年度の貸付先の平均経営面積は貸
付前の 49.3ha から貸付後は 64.6ha に、平成
27 年度では 60.4ha から 80.6ha へと拡大した
（表 5）。貸付の前後で団地数が増加している
が、1団地当たりの平均面積は拡大しており、
農地の面的集積が進んでいることがわかる。
貸付先の経営では経営面積が拡大したにもか
かわらず農地分散が抑えられていることに
なる。

平成 26 年度 平成 27 年度
転貸前 転貸後 転貸前 転貸後

経営面積 49.3ha 64.6ha 60.4ha 80.6ha
団地数 6.9 団地 7.1 団地 6.1 団地 7.3 団地
1団地の平均面積 7.1ha 9.1ha 9.8ha 11.0ha

表 5　転貸を受けた経営の平均経営面積と平均団地数

出所：北海道農地中間管理機構による。

（4）事業の成果②：担い手への農地集積

　次に担い手への農地集積であるが、特例事
業としての売買事業を加えてとらえる必要が
あり、さらに農地移動全体をとらえる視点か
ら農地中間管理事業の意味を考えるべきで
ある。
　売買事業については平成 26 年度の買入実
績が 679 件、6,302ha であり、借入と合計す
ると 9,851ha になる（表 3）。平成 27 年度の
買入実績は 612 件、6,567ha で、借入との合
計は 16,100ha になる。北海道における農地
の年間権利移動面積は 7万 ha 前後で推移し
ており、機構が介在する農地移動面積はその
2割強を占めることなる（表 6）。農地中間管
理事業開始前に行われていた事業の実績と照
らすと、平成 25 年度の農地利用集積円滑化
事業・貸付面積 14,686ha に比べて平成 26 年
度の農地中間管理事業・貸付面積は 3,426ha
に大きく減少した。しかし翌平成 27 年度に
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は 9,475ha まで回復した。また、農地保有合
理化事業から農地中間管理事業・売買事業へ
の切り替えにおいても実績面積の減少が見ら
れたが、翌年度にはある程度回復した。平成
27 年度の実績を見る限りでは、農地利用集
積円滑化事業や農地保有合理化事業が進めて
きた農地流動化推進の流れを継続しているよ
うに思われる。
　ところで、農地中間管理事業による新規集
積面積、つまり担い手による集積面積の純増
は平成 26 年度が 279ha、平成 27 年度が
642ha にとどまる。もともと担い手による農
地集積率が高く、農地の出し手が担い手とな
る場合が多い北海道では、新規集積面積が急
増することは期待しがたい。国が示した年間
集積目標面積 9,560ha との対比では平成 26
年度が2.9％、平成27年度が6.7％にとどまる。
これには全国順位が付されており、それぞれ
17位と34位、両年度の合計では32位である。
　ただし、これに特例事業（売買事業）や農
地中間管理事業以外の農地移動の実績を加え
ると様相は一変する。9,560ha の年間集積目
標に対し、平成 26 年度の達成率は 76％、平

成 27 年度は 100％、両年合わせると 88％で
あり、全国平均 48％を大きく上回る。
　今後、担い手への集積率を 95％まで上昇
させていくのは決して容易ではないと思われ
るが、道南地区や道央地区の一部では農地集
積率が低い水準にある。このような地域にお
いて農地の出し手の掘り起こしや農地の受け
手となる担い手を育成することが重視される
べきである。
（5）機構集積協力金

　農地中間管理事業の実施に当たり、出し手
となる農地所有者や実施地域に対する支援措
置を国が機構集積協力金として措置してお
り、これが農地供給に向けた大きな経済的イ
ンセンティブとなっている。機構の借入面積
に対する交付割合をみると（表 8）、地域集
積協力金は過半数の農地、耕作者集積協力金
は 4分の 3以上の農地が交付対象となってい
る。一方、経営転換協力金が交付されたのは
ごく部分的な範囲にとどまる（注 2）。これ
らは自らが加入するTMRセンターや農業法
人への貸付を予定した上での機構事業の利用
が多いことを反映している。

平成 26 年 3 月末 平成 27 年 3 月末 平成 28 年 3 月末
担い手への集積面積 997,852ha （＋ 7,244ha） 1,005,096ha （＋ 9,562ha） 1,014,658ha
集積率 86.7％ 87.6％ 88.5％

表 7　北海道における担い手への農地集積状況

出所：北海道農地中間管理機構による。

（単位：ha）
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度

農地移動の合計
売買 19,044 21,007 23,193 18,526 ･･･

賃借権設定 46,751 47,913 50,439 51,198 ･･･

農地中間管理事業
借入 － － － 3,549 9,533
貸付 － － － 3,426 9,475

農地利用集積円滑化事業
売渡 195 212 475 341 1,035
貸付 5,613 7,441 14,686 1,737 2,627

農地保有合理化事業
買入 5,323 7,085 7,183 （6,302） （6,567）
売渡 4,983 6,099 6,254 （5,804） （6,075）

表 6　北海道における農地移動面積の動向

出所：農地利用集積円滑化事業については北海道農政部資料、その他は北海道農政部「農地の移動と転用」による。
注：農地保有合理化事業の平成 26 年度、27 年度の数値は農地中間管理事業の売買事業である。

北海道における農地中間管理事業に対する取り組みと今後の課題 79



　貸借契約期間が 10 年以上の面積の割合は、
平成 26 年度は機構の借入について 100％、
貸付について 94％、平成 27 年度もそれぞれ
100％、88％であった。原則 3年とされてい
る機構の貸付についても 10 年以上が大半を
占める理由のひとつは、耕作者集積協力金の
交付条件が 10 年以上の貸借契約となってい
るためであろう。

区　分 平成 26 年度 平成 27 年度
地域集積協力金 1,904ha（54％） 5,606ha（59％）
経営転換協力金 141ha（	4％） 177ha（	2％）
耕作者集積協力金 2,741ha（77％） 7,570ha（79％）

表 8　機構集積協力金の交付状況

出所：北海道農地中間管理機構による。
注：平成 27 年度の地域集積協力金は一部の地域について平成 28 年度に交付された。

3．農地中間管理事業を用いた地域農業
再編の事例―水田作地帯・多度志地区―

　農林水産省は農地中間管理事業の優良事例
として平成 27 年に 36 件、平成 28 年に 28 件
を紹介しているが、このなかに北海道の事例
はない。しかし、北海道でも農地中間管理事
業を地域農業の再編に積極的に活用する事例
が現れている。以下では水田作地帯の事例を
紹介する（注 3）。
（1）多度志地区の概要

　深川市は石狩平野の最北部に位置し、高い
収量と品質を誇る道産米の主産地である。そ
の深川市に 1970 年に編入された多度志地区
は、市の中心部を流れる石狩川の流域ではな
く、雨竜川に合流する多度志川等の中小河川
に沿って水田が広がるとともに、その丘陵部
に畑が展開する地形である。
　2015 年農業センサスによると、水田率は
深川市平均 82% に対し多度志地区は 73％、
田面積に対する稲を作った田の割合も深川市

平均の 74％に対し 58％と低い。農協がまと
めた資料によると平成 28 年度の作付面積
2,234ha のうち大半を占めるのが水稲 734ha
とそば 1,186ha である。これに秋小麦・大豆・
いなきび等が加わるその他の畑作が 237ha
である。また平成 27 年度の販売額の合計は
16.5 億円で、米 8.9 億円、畑作 4.7 億円、花
卉 1.6 億円、肉用牛 1.2 億円が主要な品目で
ある。
　過去には深川市の他地区との間に稲の収量
差が存在したが、それはすでに解消され、農
業経営体の平均経営耕地面積では深川市平均
の 16.7ha に対し多度志地区は 23.7ha と優位
に立つ（注 4）。しかし、後継者の確保につ
いて大きな問題を抱えている。2015 年農業
センサスによって同居農業後継者がいる販売
農家の割合を確認すると、深川市平均は
17.0％で、北海道平均 21.4％、空知総合振興
局平均 19.2％を下回る。多度志地区はその深
川市を下回る 12.5％で、他出農業後継者を加
えても 18.3％にとどまる。
（2）後継者不在問題を背景とする法人化

　この多度志地区で平成 27 年 1 月から 3月
にかけて 6つの複数戸法人と 1つの 1戸 1法
人計 7法人が設立された。その背景をなすの
が上記の後継者不在問題である。多度志地区
では次のような将来予想が農業者の危機意識
を高めた。
　平成 26 年 6 月時点で農家戸数が 107 戸、
平均耕地面積が 20.38ha であった。そのうち
経営主年齢 60 歳以下の農家が 66 戸で、その
平均耕地面積は 21.49ha である。もし 61 歳
以上の 41 戸が全員離農し、平均 18.59ha の
耕地を残りの農家が引き受けるとすれば平均
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面積は 33.04ha に跳ね上がる。
　粗い計算ながら、多度志地区の農業者はこ
れを現実的なシナリオとして受け止めた。農
林水産省を含む関係者と協議を重ねた結果、
農地中間管理事業を活用して各地区に拠点と
なる農業法人を設立することになったのであ
る。法人設立まで 1年足らずという短期間の
取り組みである。
　新たに設立された法人の概要を表 9に示し
た。畑作が 2法人、水稲＋畑作が 1法人、水
稲＋畑作＋花卉が 4法人である。複数戸法人
の構成員数は 3～ 7戸である。機構からの借
受面積は複数戸法人で最大 161ha、構成員一
人当たりにすると 10ha 余～ 20ha 余で、地
区平均と同等かやや少ない面積になる。
　30 代の構成員がいるのはNo.1 と No.4 で、
No.6 と No.7 は構成員の子弟の就農が予定さ
れている。その一方、No.5 は構成員が全員
50 代で、後継者確保の見通しは立っていな
い。法人の従業員を含めて後継者確保の方法
を模索することになる。また 1 戸 1 法人の
No.1 は近い将来に親世代のリタイヤに対応
しなければならない状況にある。
　このように、当地区が抱える最大の課題で

ある後継者確保について、法人化が問題を根
本的に解決したわけではない。若い構成員を
抱える法人においても、その人数が増えなけ
ればやがて大きな負担を背負う事態に直面す
る。しかし、多度志地区における 7つの法人
の設立は「離農が多発する結果、周囲の農家
が過大な経営資産を引き受ける」というシナ
リオの恐怖感を和らげる効果を与えたのは事
実であろう。離農の衝撃を緩和する体制を整
え、地域農業の再編に取り組む余裕を生み出
した点に法人化の取り組みの意義がある。
（3）農地中間管理事業の活用

　多度志地区の法人化は農地中間管理事業の
活用によって実現した。そのポイントとなっ
たのが機構集積協力金である。耕作者集積協
力金が 28 名に対し計 83,718 千円（418.59ha）、
地域集積協力金が 3 地域に対し計 52,538 千
円交付された（注 5）。地域集積協力金は「機
構への貸付割合が地域の全農地に占める割
合」によって単価が異なるが、多度志地区は
いずれも「2割超 5割以下」に該当するケー
スとして交付された。
　耕作者集積協力金は複数戸法人の設立に
マッチした制度であり、法人化に対する農業

No. 法人の形態 法人のタイプ 作目
農地中間管理事業による借受（ha）

構成員 役員 構成員の年齢構成 家族
従事者

その他
雇用計 田 畑

1 株式会社 1戸 1法人 畑作（そば、秋小麦） 20.33 17.63 2.7 1 人 1 人 38 才 父 69 才
母 64 才 男 1人

2 農事組合法人 複数戸法人 畑作（馬鈴薯、雑穀、そば、
秋小麦、大豆、てんさい） 161.05 29.77 131.28 7 人 7 人 47 才、48 才、50 才、51 才、

52 才、57 才、58 才
男 3人
女 7人

3 農事組合法人 複数戸法人 水稲、そば 35.86 33.25 2.61 3 人 3 人 44 才、49 才、66 才 男 1人
女 3人

4 農事組合法人 複数戸法人 水稲、そば、花卉 43.48 42.67 0.82 4 人 4 人 34 才、49 才、51 才、51
才

男 3人
女 7人

5 農事組合法人 複数戸法人 水稲、そば、花卉 36.28 35.31 0.97 3 人 3 人 55 才、55 才、55 才 男 1人
女 1人

男 2人
女 2人

6 農事組合法人 複数戸法人 水稲、そば、秋小麦、花卉 118.54 91.87 26.67 3 人 3 人 51 才、55 才、64 才 女 3人

7 農事組合法人 複数戸法人 水稲、そば、秋小麦、花卉 61.78 53.93 7.85 3 人 3 人 49 才、59 才、59 才 男 1人
女 2人

表 9　多度志地区で設立された農業法人の概要

出所：北海道農業公社及び深川市経済・地域振興部農政課資料。
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者の経済的インセンティブを高めた。また、
地域集積協力金についても、地域農業再編の
拠点となる法人の設立という方針と合致す
る。深川市は地域集積協力金を法人の機械施
設整備に充てるように指導した。加えて、農
業経営力向上支援事業を活用し、6つの複数
戸法人に対し各々 400 千円を補助することに
よって法人化を資金面で後押しした。

4．むすび
　平成 26 年度から開始された農地中間管理
事業は、第 1に、貸借を対象とする農地流動
化対策であること、第 2に、担い手集積率が
高水準にあるにもかかわらずその上乗せが強
く求められたことに対し、北海道では違和感
をもって受け止められた。しかし、平成 26
年度と平成 27 年度の実績を見る限り、農地
保有合理化事業と農地利用集積円滑化事業
の流れを引き継ぐ形で、大きな混乱を惹き起
こすことなく、取り組みが行われてきたと思
われる。
　第 1の点については、農地中間管理事業の
特例事業として売買事業が位置付けられ、農
地保有合理化事業が実質的に継続されたこと
が大きい。貸借事業と売買事業の実績を合計
すると年間集積目標に近い実績となり、貸借
事業での農地集積目標を過剰に意識する必要
はなくなった。また、貸借による農地の取引
面積が売買よりも大きい傾向が確認された
が、この点は注目すべきポイントである。貸
借が将来の売買に結び付きやすい事実を考慮
すると、この事業による貸借の進展が将来の
農地集積につながる効果をもつからである。
いずれにせよ、貸借と売買が密接に関連する

北海道において、貸借事業と売買事業を並行
的に実施する農地政策は重要な意味をもつ。
　第 2の点については、北海道の農地移動の
多くが「担い手から担い手へ」の移動であり、
活発な農地移動が必ずしも担い手の農地集積
率上昇につながらないという問題が存在す
る。今回の農地中間管理事業に盛り込まれた
地域集積協力金と耕作者集積協力金の制度
は、「担い手から担い手へ」の農地移動を支え、
それを地域農業の再編につなげる仕組みとし
て、北海道が抱える農地問題の解決のために
有効な制度と言える。この「担い手から担い
手へ」の農地移動は早晩、北海道だけの特徴
とは言えなくなるだろう。農地集積の進展を
経て、都府県でも同様の問題が生じることは
確実である。その意味でも、「非担い手から
担い手へ」の農地移動による新規集積面積だ
けを注目するのではなく、「担い手から担い
手へ」の農地移動を視野に入れた政策が求め
られる。
　ところで、平成 27 年度は国が都道府県に
配分した予算額の範囲内で機構集積協力金の
交付事業を実施することとなった。道は独自
の基準を定めて配分したが、地域集積協力金
の一部に次年度への繰り越しが生じる事態が
生じた（注 4を参照）。また平成 28 年度は、
機構集積協力金制度の国の支援基準が新規集
積面積のみの積算に変更された。「担い手か
ら担い手へ」の農地移動が大半を占める北海
道では、この制度変更は機構集積協力金交付
額の大幅な減額につながる。これが事業推進
に大きな影響をもたらすことは確実で、実際、
平成 28 年度の事業の実績は大幅な縮小が避
けられない状況である。
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　まずは農地政策の安定化を望みたい。少な
くとも 5年程度は制度が固定された状況でな
ければ現場は混乱するばかりである。そのう
えで、農地中間管理事業の意味と成果を狭い
視野からの尺度で評価することがないことを
願う。

注
1）	北海道の年間集積目標面積 9,560ha は平成 25 年の耕地面

積 1,151 千 ha に 0.95 を乗じ、平成 26 年 3 月末の集積面

積997,852haとの差を10（年）で除して求めたものである。

平成 24 年度の耕地面積・集積面積を用いた表 1とは目

標面積を算出する際の基準となる年次が異なる。

2）	平成 27 年度における全国平均の協力金交付面積割合は

地域集積協力金 65％、経営転換協力金 30％、耕作者集

積協力金 24％である。北海道は、地域集積協力金でやや

低、経営転換協力金で大幅低、耕作者集積協力金で大幅

高という特徴をもつことになる。

3）	東山寛・正木卓「農地の中間保有の意義と担い手問題―

北海道を事例に―」、『土地と農業』No.46 が畑作地帯の

置戸町における農地中間管理事業の活用を紹介してい

る。農家戸数の減少に対する危機感から地域ぐるみの法

人経営を設立したケースで、問題の背景と取り組みの内

容について多度志地区との共通点が多い。

4）	多度志支所の平成 28 年度の農業経営体数は 78 で、30ha

以上が 22（28％）を数える一方、10ha 未満も 15（19％）

存在し、経営規模の分布は上下に分散している。

5）	平成 27 年 4 月の実施要綱改正により機構集積協力金の

取り扱いが変更され、都道府県に配分された予算の範囲

内で協力金交付事業を実施することになった。経営転換

協力金と耕作者集積協力金に優先的に配分し、地域集積

協力金については、担い手への新規集積面積等の観点か

ら得点をつけ、予算の範囲内で得点の高い地域から配分

する方針で臨んだ。北海道では平成 27 年度に対象とす

る 22 地域のうち年度内に 12 地域に交付、残り 10 地域

については翌年度に対応することにした。多度志地区に

ついては 4地域の中で 3 地域が平成 27 年度に交付され

たが、残り 1地域は未交付となった。
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