
1．はじめに

　福島県の「農地中間管理事業の推進に関す
る基本方針」（2014 年 3 月）では、県耕地面
積 144,600ha のうち担い手（注 1）への集積面積
を、2011（ 平成 23）年度の 57,792ha（ 集
積率 39%）から 2023（ 平成 35） 年には
108,450ha（75%）とすることを目標として
いる。これに即して福島県農地中間管理機構
（以下、適宜「機構」、「県公社」とする）は、
10 年後の集積目標を借入面積 50,300ha、貸
付面積 50,000ha と設定し、毎年 5,300ha とい
う集積目標を掲げている。
　事業初年度の 2014 年度の実績は、借入面
積は 1,043ha、貸付面積 644ha にとどまった
（表 1）。その主な原因としては、全国的な傾
向と同様、農家への周知が不十分だったこと、
機構集積協力金に関する農水省の方針が二転
三転したこと、「人・農地プラン」の策定が
遅れていること、業務委託先の市町村との連
携がスムーズに進まなかったこと等が挙げら
れている。

　翌 2015 年度は、借入面積は 2,292ha、貸付
面積は 2,576ha であり、前年度と比較すると
借入で約 1.6 倍、貸付で約 3.5 倍にその面積
を増加させた。転貸面積のうち新規集積面積
（機構への貸付前の一年間において、担い手
が特定農作業受託を含め一度も使用していな
い農地を担い手に転貸した面積）は、2014
年度と 2015 年度の合計で 1,037ha と全転貸
面積の 32.6% を占めており、東北平均（43.5%）
には及ばないが全国平均（33.9%）とほぼ同
程度の値を示している。集積目標面積には
届かなかったものの、わずか 1 年間でこれ
だけの実績を上げたことは高く評価できよ
う。
　本稿では、福島県における農地中間管理事
業の取組みとその課題について、機構担当者
へのヒヤリングや県農地中間管理事業評価委
員会での議論に基づいて検討することを目的
とする。そこでまず、福島県の農地移動の状
況を概観し、2015 年度の実績増に結びつい
た機構の取り組みを紹介する。そして最後に、
農地の利用集積に向けた今後の課題について
若干の検討を加えたい。
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（ha）
2014 年度 2015 年度 累		計

機構借入面積 1,043 2,292 3,293
機構貸付面積 644 2,576 3,183

うち新規集積面積 131 906 1,037

表１　2014 年度・2015 年度の事業実績

( 農水省「農地中間管理機構の実績等に関する資料」より作成）
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2．福島県における農地移動の状況と農
地中間管理事業の実績

　福島県における担い手への農地集積状況
は、東北 6県のなかでは最も低い水準にある。
2015 年農林業センサスで水稲の作付規模別
経営体数の割合をみると（表 2）、福島県は
5ha 以上の経営体が東北 6県の中で最も少な
い一方、1ha 未満の経営体割合（61.7%）は
岩手県（64.7%）についで二番目に多い。他方、
経営体に占める法人の割合は、岩手県 2.1%
に対し、福島県は 1.4% と東北 6 県の中で最
も低い。土地利用型農業が推進され集落営農
の法人事例も生まれている会津中心部や県中
の郡山東部地域、浜通りの平場地域（注 2）以
外の地域では、稲作を基盤としつつも果樹作
や園芸作による複合的農業が展開されている
のが福島県農業の特徴といえる。また、郡山
市や福島市、会津若松市に近い平場地域では
兼業先に比較的恵まれており、安定兼業によ
る農業経営が今のところ可能となっているこ
とも、農地流動化が進まない要因とみられて
いる。
　農地中間管理事業がスタートする直前の
2014 年 3 月末時点における担い手への集積
率（農水省「農地中間管理機構の実績等に関
する資料」2016 年 5 月）をみると、福島県
は 24.6% であり、全国平均（48.7%）および

東北各県（秋田 59.0%、山形 50.0%、宮城
47.0%、岩手 45.7%、青森 43.4%）と比して低
いレベルからのスタートとなった。2年後の
2016 年 3 月末時点では、2014 年度末の集積
面積 35,517ha から 43,462ha へと 7,945ha 増
加し、担い手への集積率は 30.2％に上昇した。
2 年間の集積面積の増加率は 22.4% となり、
全国平均（6.5%）、東北（12.6%）の増加率を
上回る結果となった。この背景には、2015
年から経営所得安定対策の一部交付金の交付
要件に「認定農業者」が位置づけられたこと
による県内の認定農業者数の大幅な増加の影
響もあろうが、担い手の明確化や「人・農地
プラン」策定の動き（注 3）ともあいまって、
これまで相対的に低調だった利用集積が徐々
に動き始めているようにもみえる。
　一方、担い手への農地集積に対する機構の
寄与度をみると、2015 年度から 2016 年度の
1 年間の担い手への集積増加面積は 4,640ha
で、機構借入面積は 2,292ha とその約 5割を
占める。残る 5割（機構を介さない貸借）の
賃借権設定ルートとしては、農地法 3条によ
るものはわずかで、ほとんどが農業経営基盤
強化促進法による利用権設定であり、そのう
ち農地利用集積円滑化事業によるものはおお
むね 1割程度、残りは相対の利用権設定であ
るという。機構を介さない理由としては、「基
盤強化法の手続きの方が簡単」だからという
のが現場の声である。機構を利用すると、転
貸面積が小規模でも手続きが煩瑣で、また、
転貸決定までに約 2ヶ月は必要なため、とく
に樹園地ではその期間の生産管理に支障が生
じるという。
　この農地中間管理事業の開始当初、「円滑

～1ha 1 ～ 5ha 5 ～ 10ha 10ha ～ 経営体に占める
法人割合（実数）

福島 61.7 34.3 3.0 1.0 1.4 （786）
青森 56.2 37.0 4.6 2.3 1.7 （645）
岩手 64.7 31.5 2.3 1.5 2.1 (1,002)
宮城 48.8 45.0 4.0 2.0 1.5 (619）
秋田 41.1 49.2 6.0 3.8 1.9 (753)
山形 42.7 47.0 8.2 2.2 1.8 (611)

表 2　水稲の作付規模別経営体数の割合　　　　　　　　（％）

（2015 年農林業センサス）
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化事業等の農地流動化の仕組みが多数あるな
かで、中間管理事業の制度を使う意義は何な
のか」という質問が現場の農業者からよく出
された。それに対して機構では、この事業は
基本的には「人・農地プラン」とセットで進
める制度であること、担い手に対する補助事
業採択の要件となっていること、また長期間
の貸借権設定により賃貸人・賃借人とも安心
できること、などのメリットを農業者に伝え
ていくこととともに、農地中間管理事業は、
あくまで農地移動の一つのツールとして位置
づけ、ケースごとの使い分けを助言するよう
にしている。
　次に、機構の転貸先についてみると（表 3）、
地域内の農業者が 97.9% と大半を占めている
点は、全国（98.1%）、東北（98.6%）に共通
した傾向である。福島県の場合、地域内の転
貸先としては、個人の認定農業者が 45.5% と
最も多く、次いで、企業（株式会社または特
例有限会社形態の法人）の認定農業者が
22.7%、企業以外の法人の認定農業者が
13.9% の順となっている。全国および東北と
比較すると、福島県は個人の認定農業者の割
合が高い一方、農事組合法人等の企業以外の
法人の割合が低い点に特徴がある。
　もう一つの特徴としては、いわゆる担い手
（認定農業者、認定新規就農者、基本構想水

準到達者）以外の農業者（「今後育成すべき
農業者」と「その他」の計）への転貸の割合
が、福島県は 14.1% あり、全国（8.2%）や東
北（8.4%）を上回っている点が挙げられる。
県公社では、農地保有合理化事業の集合的利
用権等調整事業（「むらぐるみ集合事業」）に
積極的に取り組み、基盤整備事業をきっかけ
とする集落での話し合いをもとに、県公社が
集落ぐるみで農地を借り入れ、非担い手も含
めて再配分する手法がとられてきた。機構の
転貸において、非担い手への貸付がやや多く
含まれているのはこうした背景によるもので
ある。
　なお、地域外の一般企業が機構事業を活用
した事例はごくわずかであり、今のところ機
構事業開始以前から農業参入していた企業
が、規模拡大のために中間管理事業を利用し
たケースのみである。県主催の「農業企業参
入セミナー」に相談に来る企業は、中小規模
の土建会社が中心で、最初から相当な規模の
農地を求める企業が多いため、「企業が希望
するような農地のマッチングは中山間地域や
遊休農地でなければかなり難しい」のが現状
であるという。

（2014 年度と 2015 年度の計） （単位：％）

総　計

地域内の農業者 地域外からの参入者

小　計
認定農業者

認定新規
就農者

基本構想
水準到達
者

今後育成
すべき農
業者

認定農業
者以外の
農外参入
企業　　

その他 小計
個人

法人
個人 法人企業以外

の法人　 企業

福島県 100.0 97.9 45.5 13.9 22.7 0.6 1.1 3.2 - 10.9 2.1 1.6 0.5
東　北 100.0 98.6 33.5 46.4 9.4 0.3 0.5 0.9 - 7.5 1.4 0.7 0.6
全　国 100.0 98.1 30.1 44.1 13.5 0.7 1.5 2.7 0.1 5.5 1.9 0.8 1.1

表 3　機構からの転貸先の状況（面積の内訳）

注：農林水産省「農地中間管理機構の実績等に関する資料」の「機構からの転貸先の状況」各年度の値を合計して比率を算出した。
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3．事業推進に向けた機構の取り組み

　前述したように、福島県の農地中間管理事
業は 2015 年度には前年度を大幅に上回る実
績を上げており、機構は、農業者との意見交
換会や集落説明会、市町村との協議を重ね、
現場から出された疑問や課題に対し様々な改
善策を講じてきた。手続き上の主な改善点と
しては、①借り受け希望者の募集期間、②貸
借期間、③精算期日、④解約手数料、⑤賃借
料の物納、⑥制度の周知・PRに関する対応
などであり、また、事業推進のための取り組
みとして、①現地推進体制の整備、②人・農
地プランとの連携、③マッチング作業の充実、
が挙げられる。以下、項目ごとに具体的にみ
ていきたい。

（1）現場から出された手続き上の課題と改

善策

　一点目は、借り受け希望者の募集期間の変
更である。「営農計画書を作成する 2～ 3 月
期に貸借の話が多くなるので、公募時期の追
加をしてほしい」、「借り受け希望者の募集期
間が限られていて、機構からの貸付に間に合
わない」等の声が現場から寄せられ、借り受
け希望者の公募募集期間をそれまでの年 4回
から通年に変更した。
　二点目の貸借期間に関しては、受け手農家
から「米価が見通せない状況で貸借期間 10
年間は長い」との声があり、短期の貸借期間
の取り扱いを可能にした。
　三点目の精算期日については、飼料用米を
主に作付けている耕作者等から、「経営所得
安定対策の交付金の支払い（概ね 12 月中旬

頃）がないと、賃借料を支払うことができな
い」という声があったことから、通常 11 月
の精算期日を、翌年 2月に変更することを特
例的に認めることとした。
　四点目の解約手数料の問題については、機
構では県の指導により、賃料の 1%相当額を
手数料として農地の出し手と受け手から受け
取り、解約する場合は 1件 6,000 円の解約手
数料を徴収していた。これに対して「受け手
が病気で耕作できなくなって解約する場合
も、解約手数料が発生するのはおかしい」と
の声が上がり、手数料を免除する場合の判断
基準を明確化し、受け手の病気等による解約
の場合は手数料を徴収しないことにしてい
る。
　五点目は、賃借料物納への対応である。機
構では 2015 年度から物納にも対応している
が、物納はあくまでも借り手と地主との間で
の直接のやりとりとなるため、賃借料の収受
が確実に行われたかどうかの確認を機構が行
う必要がある。機構では、保有合理化事業の
貸借事業の際に構築したシステムを使ってス
ムーズに確認できるようにしている。担当者
によれば、「合理化事業では物納の契約が多
かったことから、収受の確認作業は当時から
やっており、とくに大きな混乱は起きていな
い」という。
　この物納への対応にみるように、機構は、
制度の枠組みから生じる煩雑な事務作業に対
し、できるだけ簡略なシステムを構築して利
用者の負担軽減を図っている。例えば、借り
手が機構から取得した賃借権は、解除条件付
き賃借権であって、法制度上は「毎年、当該
賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状
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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」21 条 1 項）とされている。こ
れに対し機構は、耕作者の筆単位の情報が
入った台帳システムを整備して、作付品目と
反収を書き込めば済む簡便な仕組みを構築し
ている。これまでのところ、報告作業につい
て負担感を訴える借り手は出ていないとい
う。
　なお、小作料の未収金対策については、県
公社は合理化事業の貸借事業に長らく取り組
んできた経験を活かして、機構事業発足前か
ら取り立て不能となるパーセンテージを予測
し、それをもとに県から貸付金を得て、未収
金対策に充てている。この 2年間は納入期限
までにほぼ小作料を徴収しきっており、貸付
金には手をつけずに済んでいるが、将来的に
は事業面積が拡大して、例えば数百 ha にお
よぶ大規模経営体に転貸するような場合、「万
が一の際の未収金のリスクが大きくなる」可
能性は高い。
　六点目の「制度の周知、PR」に関しても
前年度以上に積極的に行っており、農家への
ダイレクトメールや新聞広告、県政広報番組
を利用して周知に取り組んでいる。最も反応
があるのはダイレクトメールで、届いた直後
は地主等からの相談の電話が鳴りやまないと
いう。

（2）事業推進のための体制整備

　機構は、県内 51 の全市町村、5つの JA全
てと業務委託契約を締結しているが、とくに
小規模町村では中間管理事業の専任職員を置
くのが困難なこともあって、事業推進に対す

る市町村間の温度差（職員の意識、マンパワー
不足）の解消が大きな課題となっていた。
　そこで、現場対応力向上のために「地域マ
ネージャー」という名称の地方駐在員（以下、
「マネージャー」とする）を、2014 年度は 3名、
翌 2015 年度には 10 名増員して計 13 名配置
している。マネージャーは、地元の農業事情
に精通している農業共済組合や市町村、JA
職員OBが就任しており、県農林事務所・農
業普及所に配置されている。県の専門員と同
等レベルの報酬が支払われており、マネー
ジャーの中には、集合的利用権等調整事業当
時から駐在員として活躍していたベテランも
含まれている。
　マネージャーの活動は、事業推進において
目に見える効果を発揮している。「本社の人
間は書類を動かすことしかできないが、現場
の近くに駐在員がいることで、市町村等関係
機関との連携が非常に円滑に進むようにな
り、停滞していた事業が大きく動き始めた」
と機構は高く評価している。具体的な効果に
ついて以下に述べる。
　第一に、マネージャーの活動は重点地区設
置数の増加につながっている。重点地区とは、
「人・農地プラン」の作成・見直しや基盤整
備事業、日本型直接支払制度、ライスセン
ター・大型コンバインの導入等が行われる地
区であり、市町村が選定し、県と協議した上
で機構が指定している。2015 年度は 44 市町
村で 144 地区の指定があったが、翌 2016 年
度は、マネージャーが市町村を巡回し、担当
者との協議を重ねたことで、重点地域設置市
町村は 48 に増え、重点地区数も 171 に増加
している。
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　第二に、「人・農地プラン」作成候補地の
選定にマネージャーの活動が大きな役割を果
たしている。2016 年度に事業実績のあった
重点地区は、全て「人・農地プラン」の作成
と連動した取り組みであるが、例えばいわき
市では、マネージャーが多面的機能支払に取
り組んでいる集落を巡回訪問した結果、「こ
こなら進められる」と手応えを感じ、市役所
や県農林事務所、土地改良区を巻き込んで話
し合いの場を作ることで「人・農地プラン」
の作成に至ったケースもある。マネージャー
が前職で培った人的ネットワークを活かしな
がら、担当地区に足繁く通って農地が動く「気
配」を察知し、重点地区として市町村に提案
した事例である。
　さらに、地域農業の将来を見据えた長期的
視点からのアプローチとして、「人・農地プ
ラン」未作成の地区を対象とした「たね播き
活動」がある。現在は安定的に耕作が行われ
ている地域であっても、将来生じる農業機械
の老朽化や担い手の高齢化を見据え、早い時
期から関係者全員で地域農業の将来の姿を考
えてもらうための活動であり、地域での話し
合いのきっかけづくりを行う。「たね播き活
動」を契機として、2016 年度は県内の 5 市
町村で、「人・農地プラン」の新たな候補地
区を見い出すことが可能となった。
　第三の効果としては、個別マッチング件数
の増加である。2016 年度は、県内 4 市で約
45ha の個別マッチングが新たに成立する見
込みである。マネージャーが「貸付候補農地
リスト」を携えて現地に赴き、市町村職員と
ともに現地確認をしたうえで地区内の借り受
け希望者や認定農業者につないでいる。果樹

園地は一般に土地利用型と比較して農地流動
化が困難であるが、2016 年度にはマネー
ジャーの努力の末果樹園地のマッチングに初
めて成功している。
　さらに最近では、マネージャーが市町村や
JA担当者と接点をもち信頼関係を構築した
ことで、市町村利用権設定事業や円滑化事業
等からの乗り換えの相談件数が増加してい
る。例えば中通り地方のＡ町では、市町村利
用権設定事業約 100ha を中間管理事業に乗
り換える動きが出ており、また、会津地方の
Ｂ町では 2017 年に円滑化事業の終期が来る
のを契機に中間管理事業に乗り換えたいとい
う相談が寄せられている。とくに、Ａ町では、
機構事業への乗り換えにより農業者が機構に
支払うことになる手数料分を次年度の町予算
に計上する案もあるという。同町ではこれま
で農地中間管理事業の実績はなかったが、マ
ネージャーとの話し合いを通じて中間管理事
業の必要性を認識するようになり新たな連携
が生まれたという。
　以上のように、福島県では地方駐在員制度
が大きな効果を創出している。機構としては
今後、マネージャーの活動の「足跡」を残す
ため、「担い手」「市町村」「重点地区」ごと
のカルテを作成しデータベース化して、マ
ネージャーの交代にもスムーズに対応できる
ようさらなる取り組みの充実を図っていきた
いとしている。

4．今後の課題

　次に、今後の事業推進に向けて機構が課題
としている点をいくつか挙げておきたい。
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　第一には機構集積協力金の交付をめぐる課
題である。機構集積協力金の交付ルールが変
更されたことで現場は混乱を起こしており、
市町村のなかには、農業者や地区に対して最
終的な交付金額を明言できないことから事業
推進を積極的に行わないところも出てきてい
るという。結局 2016 年度は満額の交付が可
能となったが、満額交付ができるかどうか判
明するのは概ね当該年度の 10 月頃であり、
様子見をしていて大きな交付金を取り逃した
集落もあった。今後 2017 年度までの「特別
単価」目当ての駆け込み申請が増える見通し
もあり、協力金制度の安定的な運用が求めら
れている。
　第二には、個別マッチング活動のさらなる
充実である。「すぐに地域集積協力金の対象
となるような集落はこの 2年間でほぼ出尽く
した」一方、経営転換協力金はコンスタント
に出ていることから、今後機構としては、個
別マッチングの取り組みに力を入れたいとし
ている。地主から貸付の申し出があってマッ
チングができない農地は、全て「貸付候補農
地リスト」に挙げるよう市町村に依頼してい
るが、協力してくれる市町村はまだ少ないた
め、市町村の一層の協力を得ながら現地の確
認や借り受け希望者との調整に本格的に取り
組む必要があると考えている。
　この点と関連して第三に挙げられるのは、
市町村や農地利用最適化推進委員との連携関
係の強化である。地域マネージャーを県内全
域に配置したとはいえ、現場でのきめ細かい
対応は業務委託先である市町村に委ねられ
る。しかし、協力金交付業務をはじめ、機構
に上げる書類の作成、農地の所有状況の確認、

小作料の減額請求への対応等で市町村職員の
負担はかなり大きい。機構では、機構業務委
託費を活用して市町村の臨時職員雇用への支
援を行っているが、臨時職員を指揮して業務
を行うには機構事業の専任職員がいないと困
難であり、他の業務との兼任が多い小規模町
村では、臨時職員を雇用してもマンパワー不
足の解消には結びつきにくいという。
　そこで機構が期待しているのが、農地利用
最適化推進委員との連携である。機構は、「地
域で密度の濃い活動を展開するには現場の農
業事情に詳しい農地利用最適化推進委員との
連携関係が不可欠である」として、2015 年
度に新制度に移行した 8つの農業委員会事務
局を訪問して集落での話し合いに参加しても
らうように依頼しているが、具体的な動きは
まだみられない。最適化推進委員が今後地域
の農地ビジョンに具体的に関わるための仕掛
けづくりやそのスキルアップが求められてい
る。
　第四には、JA出資型法人や市町村公社と
の連携である。中山間地域はもちろんのこと、
平場の水田地帯でも農業の担い手は不足して
おり、とくに 2018 年度に予定されている米
改革の先行きによっては、今後の規模拡大を
躊躇する声が大規模経営体からも聞こえてく
るようになった。機構としては、県内の JA
出資型農業法人や市町村が出資する第三セク
ターとも連携して機構事業の活用を展開して
いく必要性を認識している。
　五点目としては、地方駐在員制度を支える
財政の安定性である。機構運営費は、国が
7/10、県が 3/10 という配分になっているが、
福島県の場合、県からの派遣職員の人件費や
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施設利用費は県負担分としてカウントされ、
県からの新たな出費は行わずに済んでいた。
しかし、2018 年度からは運営費の 3/10 は県
が負担するように国から求められており、福
島県にとっておおよそ 5000 万円の新たな出
費となる。それに伴って、もし運営費の縮小
や人件費の削減を県から求められれば、よう
やく構築した地方駐在員制度の基盤を揺るが
す事態にもなりかねない。事業推進に効果を
もたらしてきた地方駐在員制度を安定的に維
持できるかどうかは今後の大きな課題であ
る。

5．むすびにかえて

　本稿でみてきたように、福島県では、地方
駐在員（地域マネージャー）の増員を図るこ
とで業務委託先である市町村・JAとの連携
に積極的に取り組むとともに、現場の農業者
からの要望にも柔軟に応え、保有合理化事業
の貸借事業で培ったノウハウも活かしなが
ら、農業者の目線に立った事業推進を行って
きた。
　本稿を締めくくるにあたって第一に注目し
たいのは、現場コーディネーターの役割の重
要性である。他県の取組事例でも、「農地を
動かすのは最終的には人」という指摘が多く
なされており（注 4）、地域の農業や農地をなん
とかしなければならないという使命感に駆り
立てられた「人」の存在があってこそ、「農
地が動く」ことは間違いない。
　ただし、農地集積のスピードは地域農業の
特性や農外の就労環境等に大きく依存するこ
とはいうまでもない。例えば福島県県北地方

のような、果樹園芸地帯で水田は飯米程度の
経営が主流の地域では、農地中間管理事業に
おいても個別の賃借権の地道な積み上げが中
心となり、地域集積協力金を梃子として大き
な面積が動く集落営農と比べるとその量的成
果はあらわれにくい。かような地域特性が十
分に考慮されないまま、目標達成のランク付
けがなされ、その結果によって鞭を振るわれ
るような（例えば経営体育成支援事業の加算
措置には中間管理事業の実績が反映されるよ
うになった等）トップダウン的手法は、株式
会社のビジネス戦略としては有効だったかも
しれないが、地域での話し合いを基本とする
農地集積の取り組みには馴染まず、むしろ弊
害が大きいように筆者には思われる。また、
機構に対して「地域農業の将来をデザインし
て実行していく『デベロッパー』としての自
覚の下に、積極的に動き回ること」（注 5）を本
当に期待しているのであれば、それに見合っ
た予算措置や体制整備を国が責任をもって行
うべきであろう。機構運営費の削減や性急な
数値目標・実績評価によって、現場で生まれ
ている「人」の取り組みを台無しにしてしま
わないよう十分な配慮を求めたい。
　第二に、農地中間管理事業は本来、農地集
積ルートの一つのツール、手段であるにもか
かわらず、「上からの」目標設定や進行管理、
実績評価システムの導入等によって、中間管
理事業そのものが「目的」化されがちである
ようにみえる。現在のところは機構の努力に
よって、「人・農地プラン」をベースとした「下
からの」農地集積を軸とする事業展開がなさ
れているものの、機構事業に対する国の評価
や指導がさらに強化され、「農地制度全体の
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複層化」（注 6）が進行すれば、農地法や経営基
盤強化促進法との制度的矛盾が顕在化してく
るであろう。
　第三に、名称こそ農地「中間管理」事業で
はあるものの、機構の「中間管理」機能はい
まのところ、農地の出し手と受け手を仲介し、
協力金を支払うことにとどまっている。法律
上機構は、転貸を行うまでの間、「当該農用
地等の管理（当該農用地等を利用して行う農
業経営を含む。）を行うこと」（法２条３項４
号）を認められているが、一方で中間管理す
る農地の滞留は極力短くすることを要求され
ており、事業費の国庫補助率によってもそれ
は誘導されている。これは、機構による農地
集約を「競争力強化の観点で優良農地から行い、
耕作放棄地対策とは分けて考えるべき」（注７）と
する産業競争力会議・規制改革会議の意向が
機構法の制度設計に反映された結果でもあ
る。
　しかしながら、農地の出し手はいうまでも
なく条件不利地にこそ多い。借り手がすぐに
見つからない農地をどう管理し、継承してい
くかが地域農業・農村の持続可能性を確保す
るうえでの喫緊の課題である。例えば、ＪＡ
出資型法人のなかには、農地利用集積円滑化
事業を活用して、受け手がみつからない農地
を当該法人が中間保有し、新規就農者育成事
業と組み合わせることで耕作放棄地の未然防
止に大きな効果を上げている事例もある（注８）。
耕作放棄地の防止と担い手の育成という地域
農業の根幹に関わるテーマに中間管理事業は
どう向き合っていくのか、ＪＡ等関係機関と
の連携をもちながら現状に即した実質的な
「中間管理」のあり方を検討すべきであろう。

　第四に、農地集積や機構事業の推進は、安
定的な経営体があってこそ可能となるので
あって、各種農業振興や担い手支援策が充実
してはじめて機構事業も軌道に乗るという基
本的な認識が必要である。この点については、
福島県農地中間管理事業評価委員会の担い手
代表の委員からも、「農地集積イコール経営
の安定ではない」という見解が再三上がって
いる。米価下落や新たな米政策の見通しに加
え、福島県では福島第一原発事故の影響によ
る農産物価格の低落傾向がいまだ続いてお
り、担い手の農地集積意欲は減退しつつある。
「農地中間管理事業による農地の集積を安定
的な経営の実現に結び付けるためには、農業
者が安心して営農に取り組めるよう、経営所
得安定対策をはじめ各種支援制度を継続的に
進める必要があり」、「安定的な経営体が育成
されるよう、関係機関・団体と連携し経営指
導を行うなどのフォローアップが必要であ
る」（注 9）といった農業者の声に真摯に耳を傾
ける必要があろう。農地中間管理事業の推進
のためには、農業経営の安定が図られ、担い
手が安心して営農に取り組めるよう、経営対
策、生産対策、流通販売対策など総合的視点
からバランスの取れた農業政策を展開するこ
とが何よりも必要であることを最後に記して
おきたい。

【注】
（1）認定農業者、特定農業法人、特定農業団体、基本構想

水準到達農業者、今後育成すべき農業者

（2）例えば、2015 年度における機構事業の実績を地方別に

みると、会津が 1286ha と機構の全転貸面積の 49.9% を

占め、次いで県中 395ha（15%）、相双 391ha（15%）の
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順となっている。

（3）2015 年 3 月末現在で人・農地プランを作成した市町村

数は 40、プラン数 207（うち見直し 117）であったが、

2016 年 3 月末には市町村数 46、プラン数 278（うち見

直し 212）に増加している。

（4）例えば、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』81-9、2015 年）36 ページ、など。

（5）農水省「農地中間管理機構を軌道に乗せるための平成

27 年度の取組状況と今後の方針について」（2016 年）

10 ページ

（6）原田純孝「農地中間管理機構創設の意義と問題点―制

度的見地からの検討―」（日本農業年報 61『アベノミク

ス農政の行方―農政の基本方針と見直しの論点―』農

林統計協会、2015 年）85 ページ

（7）原田前掲書、67 ページ

（8）例えば、（有）信州うえだファームによる「樹園地継承

推進事業」、「新規就農者育成事業」の取り組みなど。

（9）「農地中間管理事業に関する意見書」（福島県農地中間

管理事業評価委員会、2016 年 6 月）
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