
はじめに

　和歌山県では、平成 26 年 4 月 1 日に公益
財団法人和歌山県農業公社（以下、「県農業
公社」）が農地中間管理機構の指定を受け、
さらに農地中間管理事業規程の県知事認可を
受けて同年 6月 4日から事業を本格的に開始
している。
　県農業公社は、平成元年 3月 15 日に設立
されている（業務開始は同年 4月 1 日）。県
農業公社の主要業務は、優良農地の確保と有
効利用を促進すること、就農促進を支援する
ことである。今般の農地中間管理機構の指定
を受けてからは、①農地中間管理事業、②農
地売買等事業、③就農支援資金貸付事業、④
青年農業者等就農事業などが主な事業内容と
なっている。
　本稿では、和歌山県における農地中間管理
事業の実施状況とその特徴を報告するととも
に、県農地中間管理事業評価委員会（以下、「事
業評価委員会」）での議論等を踏まえ、本県
における事業の到達状況および今後の課題つ
いて述べることにしたい。

1．農地中間管理事業の推進方向と推進
体制
（1）農地中間管理事業の推進方向と県農業

の特徴

　「和歌山県農地中間管理事業の推進に関す
る基本方針」（平成 26 年 3 月、以下「基本方
針」）によれば、本県における効率的かつ安
定的な農業を営む者（「担い手」）が利用する
農地の利用集積をはかることを事業推進の主
旨にしている。そして事業推進の基本方向と
しては、次の 3点が示されている。
　1つは、県農業の特徴として中山間地域が
大半を占め、永年性作物である果樹が主体で
あることから、面的集積が可能な農地が少な
い。このことから作業性および生産性が高い
優良農地の担い手への流動化を進める。2つ
は、農地流動化の機運が高い地域で策定され
た人・農地プランと連動させるなど、農用地
の利用の効率化を促進する効果が高いと見込
まれる地域において重点的に実施する。3つ
は、優良農地の流動化を加速する観点から農
地中間管理権を取得する農地に一定の基準を
設けることとし、とりわけ農地としての維持
が困難である、あるいは耕作放棄され再生が
困難であるなど、受け手が見込めない農地を
含めない、としている。
　本県は「果樹王国」と称される。平成 26
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年現在、県農業産出額は 952 億円である（和
歌山県農林水産部『和歌山県の農林水産業』
平成 28 年 4 月、参照。以下、データは同資
料による）。それを部門別にみると、果実が
581 億円（61.0％）、次いで野菜が 155 億円
（16.3％）、米が 76 億円（8.0％）、花きが 54
億円（5.7％）、畜産が 49 億円（5.1％）、その
他が 37 億円（3.9％）である。果実が 6割余
りを占め、それに野菜や花きを加えると、園
芸部門全体で 8割を超えている。
　このように、本県は果樹を中心に園芸作物
主体の農業が展開されていることが最大の特
徴である。本県基幹農産物の産出額を品目別
にみると、ウメ、カキ、スターチスが全国第
1位、ミカン、エンドウ、スモモが同第 2位、
キウイフルーツ、シシトウ、モモ、イチジク
が同第 3位、ガーベラが同第 5位というよう
に、果樹を中心に多くの園芸作物が全国トッ
プレベルに位置している。
　耕地面積でみてもそのことが伺い知れる。
県内耕地面積は 34,200ha、そのうち樹園地が
21,600ha（63.1％）、田が 10,100ha（29.5％）、
普通畑が 2,530ha（7.4％）であり、樹園地割
合が 6割を超えている。さらに、樹園地のな
かでは、ミカンが 7,880ha、ウメが 5,590ha、
カキが 2,730ha であり、これら 3品目で本県
樹園地面積の約 4分の 3を占めている。一般
的に、果樹農業は傾斜地農業ともいわれてい
るが、本県も例外ではない。15 度以上の傾
斜地割合は、果樹全体が 46％、温州ミカン
が 54％、ウメが 46％、カキが 57％というよ
うに、いずれも半数前後が 15 度以上の傾斜
地で栽培されている（県農業公社「和歌山県
の農地流動化の取組について」平成 28 年 11

月、参照）。
　次に、農家の現況をみよう。2015 年農林
業センサスによると、本県の農家数は 29,713
戸、そのうち販売農家は 20,352 戸と 68.5％
を占めている（和歌山県『和歌山の果樹』平
成 28 年 7 月、参照）。この販売農家のなかで
果樹栽培農家が 13,932 戸と約 7 割を占めて
いる。果樹栽培農家のなかでは、温州ミカン
栽培が 7,928 戸と最も多く、次いでウメ 5,087
戸、その他カンキツ 4,589 戸、カキ 3,268 戸、
モモ 1,346 戸と続いている。
　以上のように、本県は果樹を中心に野菜・
花きなど園芸作物主体の収益性の高い農業が
展開されているが、その一方で生産条件の不
利な中山間地域を多く抱えている。このため、
たとえば 2015 年現在、本県の耕作放棄地面
積は 4,661ha、耕作放棄地率は 17.6％と県内
農地の 2割弱が利用されなくなっている。こ
のことから本県は、耕作放棄地の発生抑制と
解消対策が地域の重要な農政課題になって
いる。
　このような本県農業の実情をふまえ、「基
本方針」では、農地中間管理事業をはじめ、
農地中間管理機構の特例事業、農地利用集積
円滑化事業、利用権設定等促進事業および県
単独事業等との連携により、担い手への農地
利用の集積をはかる、としている。
　ところで、農地中間管理事業の推進にかか
わって、一定の要件を満たせば支援が受けら
れる。①地域集積協力金（出し手地域に対す
る支援）、②経営転換協力金（出し手農家に
対する支援）、③耕作者集積協力金（出し手
農家に対する支援）などが施策化されている。
それに加えて、本県では単独事業として、④
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果樹産地支援（和歌山版農地活用総合支援事
業）が実施されている。この果樹産地支援は、
受け手農家に対する支援であり、市町村およ
び農業委員会が適格と認める受け手農家を対
象に支援金が交付される。その要件は「6年
以上の利用権設定等を行い、果樹等の永年生
作物を生産していること」、また、交付単価
は「10a 当たり 2 万円で、傾斜度 15 度以上
の場合は同 3千円が加算」される。
　「基本方針」では、平成 22 年度を基点にお
おむね 10 年後（平成 36 年度）の担い手への
農地利用集積の目標が示されている。担い手
とは、認定農業者、認定就農者、その他（市
町村農業経営基盤強化促進基本構想水準到達
者、以下「基本構想水準到達者」）である。
平成 22 年度（県内耕地面積：34,600ha）か
ら平成 36 年度にかけて、担い手が利用する
農用地面積は 9,125ha（集積率：26.4％）か
ら 22,836ha（集積率：66.0％）へと目標を設
定している。また、担い手目標では、平成
22 年度から平成 36 年度にかけて、認定農業
者が 3,721 経営体（個人：3,657 経営体、法人：
64 経営体）から 4,500 経営体（個人：4,300
経営体、法人：200 経営体）へ、認定就農者
が 33 経営体から 200 経営体へ、その他（基
本構想水準到達者）が 1,156 経営体から 5,680
経営体へと増加することが想定されている。

（2）農地中間管理事業の取組体制と特徴

　県農業公社では、「基本方針」に即して農
用地の利用の効率化および高度化の促進をは
かるため策定された農地中間管理事業規程
（平成 26 年 6 月 4 日施行、平成 27 年 5 月 14
日改定）にもとづいて事業展開している。事

業規程では、事業実施区域（農業振興地域内）、
事業対象農用地等、農地中間管理権の対象と
なる農用地等の基準、重点的に実施する区域
の基準、借受けを希望する者の募集、貸付希
望者の把握および農地中間管理権の取得の方
法、農用地利用配分計画の決定の方法などが
定められている。このほか、市町村（農業委
員会を含む）との関係、業務委託、農地中間
管理事業評価委員会、事業計画等などが定め
られている。
　事業展開にかかわって、具体的な運用指針
として農地中間管理事業規程細則が定めら
れ、以下のように規定されている。
　農地中間管理権の対象となる農用地等の基
準（「事業規程」第 4条関係）では、対象と
なる農用地等とは、1）自動車や相応の能力
を持つ機械が進入できること、2）形状が余
りに不成形でないこと、3）灌水施設がある、
又は農業用水が容易に確保できること、4）
収穫物等の運搬作業が容易に行えること、5）
日照時間や排水状況が周辺農地と比較して極
端に悪くないこと、6）その他、営農に支障
を及ばす条件がないこと、である。
　借受けを希望する者の募集（同第 6条関係）
では、募集対象者として、1）認定農業者、人・
農地プランに位置づけられた中心経営体、2）
認定就農者、3）基本構想水準到達者、4）新
規参入者（企業参入含む）、5）今後育成すべ
き農業者、としている。
　農用地利用配分計画の決定の方法（同第 8
条関係）では、1）農用地希望区域の適合性
順位として、順位①：大字、順位②：旧市町
村（昭和の市町村合併以前）、順位③：同（平
成の市町村合併以前）、順位④：市町村、順
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位⑤：単位農協、と定めている。また、2）
担い手の区分順位として、順位①：認定農業
者、人・農地プランに位置づけられた中心経
営体、順位②：認定就農者、順位③：基本構
想水準到達者順位、順位④：①、②、③に属
さない者、となっている。このような事業規
程細則にもとづいて事業運用され、「貸した
い農地の情報」と「借りたい農家の希望」を
もとに、借受希望者に優先順位をつけて順次
協議を行い、借受者（受け手農家）の決定を
行っている。
　図 1は、和歌山県における農地中間管理
事業の取組体制を示したものある。それによ
ると、本県取組体制の最大の特徴は、地域段
階に農地活用協議会を設置し、農地中間管理
機構（県農業公社）と一体となって和歌山版
農地流動化対策を展開していることである。
農地中間管理機構（県農業公社）では、県内
すべての農業協同組合（県内：8	JA）と業
務委託契約を締結し、それにもとづいて全地
域に農地活用協議会を設置している。JAと
の業務委託契約の内容は、農地の掘り起こし、
借受予定農用地等の位置・権利関係の確認、

相談窓口の開設、農地の出し手・借受希望者
との交渉などである。
　事業展開の地域活動拠点である農地活用協
議会は、わかやま（本所（店）：和歌山市）、
ながみね（同：海南市）、紀の里（同：紀の
川市）、紀北かわかみ（同：橋本市）、ありだ
（同：有田川町）、紀州（同：御坊市）、紀南（同：
田辺市）、みくまの（同：那智勝浦町）の各
JAを単位に、関連市町、農業委員会、県振
興局などの参加で構成されている。農地活用
協議会の活動を支えるために、JAでは営農
支援員を配置している。営農支援員は、JA
における非常勤職員で、「出したい農地の情
報と受けたい担い手の情報を調整し、農地の
貸借手続きを円滑に進める職員」として重要
な役割を担っている。営農支援員は、農地活
用協議会の新設当初は 5	JA に配置されてい
たが、平成 28 年度現在では 7	JA（8 人）に
拡大している。
　以上のように、農地中間管理機構（県農業
公社）は、農地活用協議会との連携により農
地の借受希望者の公募、農地の借受と貸付、
農地の中間保有に取り組んでいる。また、農

図１　和歌山県における農地中間管理事業の取組体制

資料：公益財団法人 和歌山県農業公社（農地中間管理機構）提供資料により作成。

図１　和歌山県における農地中間管理事業の取組体制
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資料：公益財団法人 和歌山県農業公社（農地中間管理機構）提供資料により作成。
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地中間管理機構（県農業公社）は事業を効果
的かつ円滑に推進するため、農業者や関係機
関・関係者への PR活動に取り組むとともに、
関係機関に対する研修会（JA職員、農業委員・
職員、営農支援員、県振興局職員など）を開
催するなど、事業の周知と現場担当者のスキ
ルアップにつとめている。

2．平成 26 年度事業ならびに平成 27 年
度事業の実績と特徴

（1）平成 26 年度事業ならびに平成 27 年度

事業の実績と問題点・課題

　県農業公社では、農地中間管理事業につい
て「離農又は経営規模縮小農家などから優良
農地を借り入れて中間保有し、地域の担い手
農家や新規就農者などにその農地を貸し付け
る事業を実施する」として、前掲図 1に示し
た取組体制のもとで事業展開している。
　平成 26 年度から平成 27 年度にかけては、
以下のような取組が行われた。
　1 つ目は、PR 活動のいっそうの推進がは
かられたことである。啓発用「のぼり」、「チ
ラシ」、「ポスター」の作成・配布、県政広報
番組への放送、新聞への広告掲載などの取組
が強化された。この結果、「チラシを見た」、「の
ぼりを見た」、「新聞を見た」などといった問

い合わせが増加するなど、PR活動の強化に
ともなって効果がみられたことである。この
ほか、県との連携のもと、市町長に対して農
地中間管理事業の協力要請も行われている。
　2つ目は、優良農地の掘り起こしを行う手
法として農地相談会が活発に行われたことで
ある。平成 26 年度は 1	JA、平成 27 年度は
6	JA で農地相談会がそれも頻繁に開催され
るなど、事業の浸透がはかられたことである。
　3つ目は、事業効果を高めるために重点区
域を設定するなどの取組が行われたことであ
る。重点区域とは、地域ぐるみで農地流動化
を進めようという機運が生じている区域、基
盤整備事業の実施区域など農用地の利用や効
率化・高度化を進めようとする意識の高い区
域のことで、平成 27 年度は 1地区（受益面積：
140.7ha）で設定されている。
　このような事業活動により、農地中間管理
機構（県農業公社）の平成 26 年度から平成
27 年度にかけての農地活用協議会との連携・
協調による取組が効果をもたらしているもの
と考えられる。
　表 1は、平成 26 年度ならびに平成 27 年
度における農地中間管理事業の実績を示した
ものである。それによると、面積合計では、
平成 26 年度約 22.9ha から平成 27 年度約
55.7ha（2.4 倍増）へと大幅に増加させている。

単位：ａ、％

年度 面積 作物別 貸借年数別
合計 果樹 野菜 水稲 １～５年 ６～９年 10 年以上

実 平成 26 年 2,291 872 541 877 601 58 1,631
数 平成 27 年 5,571 2,979 877 1,715 1,131 595 3,845
比 平成 26 年 100.0 38.1 23.6 38.3 26.2 2.6 71.2
率 平成 27 年 100.0 54.5 15.7 30.8 20.3 10.7 69.0

表１　和歌山県における農地中間管理事業の実績

資料：公益財団法人 和歌山県農業公社（農地中間管理機構）提供資料により作成。
注：比率は面積合計に対する構成比である。
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作物別では、果樹が約 8.7ha から約 30.0ha（3.4
倍増）へと大きく伸びながら、水稲も約 8.8ha
から約 17.2ha（2.0 倍増）へ、野菜も約 5.4ha
から約 8.8ha（1.6 倍増）へと伸張させている。
この結果、平成 27 年度実績では、果樹の構
成比が 54.5％と過半数を超えてきていること
から、本県の作物構成を一定程度反映させて
いるといえる。また、貸借年数別では、平成
26 年度および平成 27 年度はともに「10 年以
上」の長期の貸借が 70％前後を占めるなか
で、「1～ 5年」はおおむね 20％台、「6～ 9年」
は数パーセントから 10％余りの水準にある。
　以上の結果、農地中間管理事業の貸借実績
は、本県における農業経営基盤強化促進法に
おける貸借実績のなかでそのウエイトを高め
てきていることが注目される。農業経営基盤
強化促進法における貸借面積は、平成 26 年
度は 430.7ha（うち農地中間管理事業：
22.9ha）、 平 成 27 年 度 は 466.2ha（ 同：
55.7ha）である。このため農地中間管理事業
の実績割合は、5.3％から 11.9％へと上昇し
ているのである。
　しかし、県農業公社調べによると、平成
27 年度に農地中間管理事業で貸借された農
地（合計 476 筆）のうち、「山地（227 筆）」
と「平地（249 筆）」の割合がほぼ半々であ
ること、また「1,000㎡未満」の農地が 293
筆（61.6％）と全体の 6割以上を占めている
ことからみて、必ずしも好条件で貸借が行わ
れている状況にはないことが伺い知れる。
　さらに、作物別では、以下の実情が報告さ
れている（県農業公社「平成 27 年度農地中
間管理事業評価委員会資料（平成 28 年 2 月
23 日）」）。

　果樹作物では、「条件の悪い園地（急傾斜地、
老木園など）の相談が多い（ミカン）」、「急
傾斜地園が多く、富有柿は借受希望者が少な
い（カキ）」、「平地が多く価格も安定してい
るため農地の需要は多い（モモ）」、「大規模
指向農家は一時に比べ減少している。また条
件の悪い園地（急傾斜地、老木園など）は廃
園の動きもある（ウメ）」など。野菜・花き
では、「新規参入希望者を含め借受希望者は
多いが、排水性や冬期の農業用水の確保など
農地や地域が限定される」。さらに、水稲では、
「米価が低迷しており、借受希望者が少ない
こと、また、大規模に借入れている経営者の
リタイアに際し、これからどう対応するのか
が課題である」。
　このようななかで、農地中間管理機構（県
農業公社）では、①優良な農地情報の集約化・
集中化をすすめること、②農地中間管理事業
の活用メットの徹底をはかること、③地域段
階での関係機関における取組の差違を解消す
ること、④園地管理に関する苦情への適切な
対応をはかることなどを次年度以降の取組課
題にしている。

（2）農地中間管理事業の取組に対する意
見・評価
　農地中間管理事業の取組に対して、事業評
価委員会では所掌事項に即して審議・評価を
行い、県農業公社理事長に対して必要と認め
る意見・評価を提示している。
　平成 26 年度の農地中間管理事業に対する
意見・評価では、おおむね以下のような意見・
評価が示されている。
　農地の借受面積は農地中間管理機構（県農
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業公社）の目標である 20ha をクリアしてい
るとはいえ、本県農業の主体である果樹での
農地借受の進展をはかる観点から、今後の取
組についてとりわけ次の諸点が強調されてい
る。①農業者等へのさらなる PR活動の強化
と浸透、②担い手への公募機会の拡大・拡充、
③農地活用協議会との連携による農地掘り起
こし活動の強化・拡充、④事業効果を高める
ための重点地区の設定と支援強化などである。
　平成 27 年度事業に対する意見・評価では、
おおむね以下の諸点が提示されている。
　1）事業の適正かつ円滑な実施に関する意
見・評価では、第 1に、農地の貸借状況では
昨年度を大幅に上回っているとはいえ、目標
面積が 100ha であることからさらなる取組
が必要とされる。第 2に、本年度の PR活動
は妥当とはいえ、次年度以降も途切れること
なく着実に PR活動を実施することが必要と
される。第 3に、借受希望では、認定農業者
をはじめ、今後育成すべき農業者のほか、企
業等を含めた新規参入者など幅広い応募があ
ることから取組は適切とはいえ、引き続き取
組を継続・強化することが望まれる。
　また、2）事業の効率的かつ効果的な実施
に関する意見・評価では、農地活用協議会と
の一体となった業務推進体制は、本県の自主
性・地域性を発揮するうえで妥当と評価でき
る。その一方で、第 1に、貸借面積が増える
ことにともない園地管理にかかわる苦情等へ
の対応が可能となる体制整備が必要とされ
る。第 2に、市町との連携構築、地域間での
取組の差違の解消のための情報交換の活発化
など関係者のスキルアップに留意が必要とさ
れる。

　このほか、今後の取組にかかわっては、優
良な農地情報の収集、有効な PRの継続的実
施、優良事例や新たなメリット措置の周知な
ど農地活用協議会との連携に留意しながら業
務推進に邁進してほしい旨の意見が述べられ
ている。

3．平成 28 年度事業の取組状況と今後の
課題

　農地中間管理機構（県農業公社）では、2
年間にわたる事業結果や評価委員会の意見・
評価をふまえ、今後強化すべき取組として、
①農地の掘り起こし活動の促進、②事業のメ
リット周知、③関係機関の連携促進、④事務
体制の改善を掲げ、平成 28 年度事業が展開
されている。
　平成 28 年度事業は、県内 8	JA との業務
委託契約の締結（4月 1 日）を経て、農地活
用協議会への参画（農地相談会、地区懇談会）、
重点地区の増設、PR活動の拡充、遊休農地
の所有者への農地利用意向調査にもとづく的
確な対応、市町長への要請活動、営農支援員
や市町等担当者会議の開催などが取り組まれ
ている（図 2参照）。このほか、事業活動の
強化・拡充の一環として、県農業公社の組織
体制の強化、県農業法人協会との連携協定の
締結（平成 28 年 11 月 25 日）などが取り組
まれている。
　このような取組を通して、事業実績は着実
に増加している。図 3は、平成 28 年 12 月
末現在までの農地中間管理事業のマッチング
実績をとりまとめたものである。それによる
と、出し手農家は 538 件、面積は約 144.4ha
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に達している。部門別では、水稲が 220 件、
約 48.1ha、野菜・花きが 130 件、約 24.2ha、
果樹が 188 件、約 72.1ha となっている。果
樹が件数では 34.9％、面積では 49.9％を占め
ている。なお、1件当たりの平均面積は、水
稲が 22a、野菜・花きが 19a、果樹が 38a で、
全体平均は 27a である。
　一方、受け手（経営体）は 314 経営体であ
る。その内訳をみると、「育成すべき農業者」
が 145 経営体と最も多く、次いで「認定農業

者」が 95 経営体、「新規参入」が 27 経営体、
「人・農地プラン」が 21 経営体、「認定就農者」
が 16 経営体、「基本構想水準到達者」が 10
経営体となっている。なお、企業等は 13 経
営体であり、その内訳は「新規参入」が 5経
営体、「認定農業者」が 4経営体、「育成すべ
き農業者」が 4経営体となっている。
　県農業公社によると、本県の農業を取りま
く状況としては、①永年生作物である果樹が
多くを占めていること（水田と比べて面的集

図 2　　平成 28 年度農地中間管理事業（県農業公社）の取組状況（年間スケジュール）

資料：図１と同じ。
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図 3　和歌山県農地中間管理事業のマッチング実績（平成 26 年７月～平成 28 年 12 月末現在）

資料：図１と同じ。

図 　　和歌山県農地中間管理事業のマッチング
　　　　（ 成 成 ）
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資料：図１と 。
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積が難しい）、②中山間地域、傾斜地に小規
模な農地が分散していること、③基盤整備率
が低いこと、④担い手のさらなる減少が進行
していることなど、農用地の利用の効率化お
よび高度化の促進をはかるうえで多くの問題
も抱えている。とはいえ、今後強化する取組
としては、事業展開のためのさらなる PR活
動の強化、県農業法人協会等との連携および
掘り起こし活動の強化、業務組織体制の改善
と効率的推進、農地中間管理事業の実施に向
けた関係者との連携・協調などが課題とされ
ている。

おわりに

　前述のように、本県は「果樹王国」と称さ
れている。とくに果樹作は稲作など土地利用
型農業と違って、農地（園地）の流動化が進
みにくいという特徴を有している。それは、
果樹が永年生作物であり、それも傾斜地での
栽培が多いうえ、機械作業の困難性（労働力
依存が大）や「有益費」問題の存在などがそ
の背景と考えられている。
　県農林水産部経営支援課（「農地中間管理
事業を加速させる取組について（平成 28 年
度）」）によると、地縁・血縁による農地継承
に限界があること、新規参入を誘導するため
には農地情報が少ないこと、担い手の減少は
産地振興を停滞させること、これらのことか
ら農地（園地）流動化の一端を担う農地中間
管理事業の必要性が強く認識されている。そ
れは、果樹作物を中心に多くの全国ブランド
を抱える本県において、産地を堅持・発展さ
せるためには面的な農地継承システムが必須

と考えられているからであろう。
　農地（園地）の流動化とは、個別農家の経
営を安定させ、さらに産地の維持・発展をは
かるうえで、地域ぐるみで望ましい方向に農
地の確保・利用をすすめることであろう。そ
の際、将来ビジョンをもって今後どのような
産地づくりを行うのか、さらに次世代に経営
や技術、農地をどのように継承していくのか、
このような諸課題も念頭におきながら、県、
市町、農業委員会、JAなど関係機関・関係
者との連携・協力を強め推進することが「鍵」
と考える。そのような取組の一環として、農
地中間管理事業を位置づけるとともに、それ
を担う農地中間管理機構のいっそうの役割発
揮が求められている。
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