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1．はじめに
　農地中間管理事業の推進に関する法律は、
農業経営の規模拡大、農用地の集団化、農業
への新規参入の促進等の方法により、農用地
の利用の効率化及び高度化の促進を図ること
によって農業の生産性向上に資することを目
的としている。
　農用地の利用効率化と高度化を図るという
ことは、人間労働及び機械的労働手段が容器
的労働手段である農地を通して労働対象であ
る種子や苗に対し、労働を投じる上での効率
化・高度化を図るということになる。効率化
は、労働生産性向上に向けて零細分散錯圃を
解消し団地化を図ることにより実現するが、
高度化は「経営体育成基盤整備事業」の農業
経営高度化支援によると、農用地集積と併せ
て「営農上支障となる湧水処理および不陸均
平、暗渠の維持管理、その他の農用地の良好
な生産環境の維持および条件整備活動」とあ
ることから、基盤整備事業を手法として目的
を達成するものと考えられる。つまり「農用
地の利用効率化及び高度化」は土地改良事業
等による基盤整備が実施されている農地の上
において実現すると理解できよう。
　実際、基盤整備を契機とした農用地利用集
積の事例は、以前から多くみられる。秋田県
では平成 19 年度の水田経営所得安定対策（品

目横断的経営安定対策）を契機として 939 の
集落営農組織が設立されたが、これらの地域
も基盤整備された地域であればこそ、組織化
できたといえる。基盤整備は農業機械の大型
化を求めること等から、新たな投資を行えな
い場合、農地を貸しに出すということになる
のである。
　そこで本稿では、農地中間管理事業におい
て、平成 35 年度に担い手への農地集積率
90％という高い目標を掲げている秋田県にお
ける農地中間管理事業と基盤整備事業を活用
し農用地利用集積を図った事例を見ていくこ
ととする。さらに新たに創設された「農地中
間管理機構関連農地整備事業」への地域の対
応もあわせてみていくこととする。事例とし
て挙げた最初の 2つの事例は集落型農業法人
だが、水田経営所得安定対策を契機として立
ち上がった法人ではなく、県営基盤整備事業
を進める中で、秋田県が農地集積を農業法人
に誘導していることもあり、計画された法人
である。この基盤整備事業に農地中間管理事
業が加わり農地集積を進めるとともに、秋田
県の園芸振興や基盤整備における地下かんが
いシステムといった技術も加わった秋田県の
モデル経営と呼ばれる事例である。3つ目の
事例は、水田経営所得安定対策により設立さ
れた集落営農組織が法人化した事例である。
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前述のように秋田県では 939 の集落営農組織
が立ち上がったが、これらの中で法人化され
たものはわずかに 210 法人に過ぎない。担い
手不足を契機として組織されている集落営農
組織が、収益を上げるための園芸に取り組む
など困難なことも多いが、この事例は、大規
模なエダマメ生産に取り組む等の展開を図っ
た少ない事例のひとつである。ここでは農地
中間管理事業を活用して分散していた経営農
地を他の法人と交換して、効率的な農業生産
活動に取り組んでいる事例の紹介と、「農地
中間管理機構関連農地整備事業」を期待する
地域の農地の担い手として機能することに
なった経緯を紹介することとする。

2．秋田県における農業の概要と農地集
積・基盤整備の方針
（1）秋田県農業の概要

　平成 28 年、秋田県の耕地面積は 148,960ha
（うち水田 130,100ha、普通畑 12,000ha、樹園
地 2,430ha、 牧草地 4,430ha） で、水田が
87％を占めている。平成 5年と比較すると水
田で 4,700ha（▲ 3％）、普通畑が 1,800ha（▲
13％）、樹園地 1,790ha（▲ 42％）、牧草地
1,660ha（▲ 27％）の減少をみている。農家
数も平成 7 年が 88,513 戸（専業 6,096、1 兼
18,655、2 兼 52,549、自給的 11,213）であっ
たが、平成 27 年には 49,048 戸（専業 9,461、
1 兼 5,748、2 兼 22,601、自給的 11,238）と約
45％の減少をみている。秋田県は稲作地帯で
あり、兼業農家割合の高い地域である。販売
農家で売り上げ 1,000 万円以上の割合が、全
国は 7.4％であるのに対し、秋田県は 4.0％と
なっていることからも零細な農業経営が多い

ことがわかる。さらに農業センサスによると、
この零細な経営を支えてきた 70 歳台の大幅
な減少がみられる。将来予測では現在、最大
ボリューム層である 60 歳台がリタイアする
と全年齢層でフラットな担い手数になるとさ
れている。農業産出額は 1,612 億円（米
53％、野菜 16％、果実 4％、畜産 22％、そ
の他 5％）で、東北最下位だが、産出額の伸
びは全国でトップとなった。

（2）秋田県の農業施策

　このように水田と米が秋田県農業の柱であ
るが、農業産出額の一貫した減少を踏まえ、
秋田県では産出額向上に向けた取り組みを進
めている。「第 2期ふるさと秋田農林水産ビ
ジョン」（平成 26 ～ 29 年度）は、ビジョン
の実現に向け 8つの施策を展開しているが、
中でも農政改革対応プランとして 3つの柱、
10 の重点プロジェクトを設定している。3つ
の柱とは①構造改革の加速化、②中山間地域
対策、③構造改革を支える水田対策であり、
①はさらに「強い担い手づくり」と「複合型
生産構造への転換」に分けられる。本稿と特
に関係のありそうな重点プロジェクトを見て
みると、①構造改革の加速化においては、「担
い手農業者の経営発展支援」として新規就農
者の確保・育成とともに規模拡大・6次産業
化・法人化などに集中支援を行うこと、「野
菜産地のナショナルブランド化」として園芸
メガ団地の整備やブランド野菜産地育成など
がある。具体的な数値目標として平成 24 年
の 413 法人を 670 法人に、先進型集落農業法
人を 33 から 105 にするとしている。園芸に
ついては、平成 24 年の販売額 126 億円を
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183 億円に、重点野菜 3品目（ネギ・エダマメ・
アスパラ）を 316 億円から 480 億円に引き上
げるとしている。②中山間地域対策において
は、園芸作物の本作に向けた水田の畑地化が
ある。③構造改革を支える水田対策において
は、大区画ほ場整備の推進と地下かんがいシ
ステムなどの条件整備を掲げている。これら
の取り組みは着実に進められており、農業産
出額自体はまだまだ小さいが、その伸び率が
全国トップであったことなどに成果が表れて
いると考えられる。

（3）農地中間管理事業の基本方針

　「秋田県における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）による
と、平成 24 年において、秋田県内の耕地面
積 150,100ha のうち、担い手が利用する農地
の集積率は 66％であるとしている。そのた
め、全国平均の農地集積率の目標値 80％よ
りも 10％高い 90％を目標値と定めている。
具体的には平成 35 年に耕地面積 145,200ha
（平成 24 年の 96.7％）のうち、130,600ha（平
成 24 年度から約 31,600ha の増）としている。
　基本方針では、「円滑な推進と地域との調
和に配慮した農業の発展を図る」ために、『人・
農地プラン』を基にして、担い手の経営規模
拡大、農用地の集団化、新規参入の拡大とと
もに、遊休農地の発生防止・解消を推進する
としている。また市町村・農業委員会はもと
より、農業協同組合や土地改良区との連携を
図り総力を挙げて担い手への農地集積の目標
達成に取り組むとしている。このような方針
に基づき平成 28 年度は機構の借入 2,619.1ha
（2,488 件）、貸付 3,120.3ha（1,396 件）の実

績をあげている。

（4）基盤整備の基本方針

　上記の「第 2 期ふるさと秋田農林水産ビ
ジョン」を受け、基盤整備の基本方針も「ふ
るさと秋田農業農村整備実施方針」として定
められている。本稿との関連で見ていくと、
ほ場整備も「産地づくりと一体となったほ場
整備の推進」が進められている。ここでは「産
地づくりに不可欠な条件整備」「ほ場整備と
一体となった農地集積の推進」「園芸メガ団
地整備計画との連携」を取り組み内容として
いる。
　秋田県のほ場整備は、水田面積 129,200ha
のうち要整備面積としてその 82％に当たる
105,700ha が位置付けられ、うち整備済み面
積は平成 28 年度で 87,675ha、要整備面積の
83％（水田面積に対しては 68％）となって
いる。このようにすでに高い整備率だが、秋
田県は産地づくりと一体となったほ場整備事
業を年間 500ha ずつ進め、目標の平成 29 年
には 88,150ha まで整備を推進するとしてい
る。また地下かんがいシステム整備も着実に
進められており、平成 24 年度は 17ha であっ
た地下かんがいシステム導入面積は平成 28
年には 1,239ha となっており、目標面積を大
きく上回っている。このような計画の下に、
新たに「農地中間管理機構関連農地整備事業」
が登場したこともあり、県内における基盤整
備への要望は今後の計画面積を超える状況に
ある。
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3．基盤整備と農地中間管理事業を活用
した農地集積の事例
（1）秋田市雄和A地区の事例

1）基盤整備前の状況

　秋田市郊外に位置するこの地区は、戦前の
耕地整理事業により整備された 10a 区画の農
地において農業を行っていた。生産調整・転
作については「とも補償」を貰うということ
で保全管理を行い、地区内の水田面積に占め
る水稲作付割合は 50％以下だったという。
平成 10 年頃には農地の引き受け手がいない
状況となり、このような状況を受け基盤整備
を行おうという機運が徐々に高まってきた。
　ここで受益面積 108.9ha、関係農家 102 戸
による基盤整備事業がスタートした。秋田県
の方針に従って法人を設立し、その法人に地
域の農地を集積していこうという計画を立て
た。これまでも法人立ち上げの話は何度か
あったが、定年退職を迎えると農業に力を入
れるという状況が生まれ、なかなか話を詰め
るということにはならなかった。基盤整備事
業計画と農用地集積について説明会を行った
が、法人に農地を預けるという人は約半分し
かいなかった。当地区の「農地集積加速化基
盤整備事業」では、事業費の 12.5％の地元負
担のうち、7.5％相当額の促進費が交付され、
地元負担割合が小さくなっていたが、わずか
5％という地元負担割合でも都市近郊のこの
ような地域ではなかなか受入れられにくかっ
たのだろう。このようなところに登場してき
たのが農地中間管理事業であった。地域集積
協力金や経営転換協力金の存在が、基盤整備
事業の負担金削減につながるということで、
法人の設立とそこへの農地集積を加速化させ

た。それからは『みんなのファーム』を旗印
にして農事組合法人Aファームが設立され、
91.3ha（集積率 83.8％）の農用地による法人
経営がスタートしたのである。この段階で規
模拡大志向農家の農地が 8.6ha、個人で農業
を継続したいとする農家の農地が 6.3ha で
あった。現在、Aファームの経営耕地面積
は 96ha へと拡大している。規模拡大志向農
家など 10 戸が農業を継続しているが、最大
耕作面積 7ha の人（67 歳）も含め、誰も後
継者を確保していないため、いずれ地域の農
用地はAファームに集積されるという。

2）経営状況

　このAファームは秋田県の進める政策の
モデルとして紹介されることが多い。基盤整
備を行い農地中間管理事業により法人に農地
集積を行ったこと以外に、地下かんがいシス
テムを導入し、その上に園芸メガ団地を構築
しているからである。現在の作付面積は、主
食用米 42.2ha、大豆 45.3ha、えだまめ 4.6ha、
ネギ 2.0ha、そしてハウスにおいてダリア
1.9ha で、平成 28 年度の売り上げは、米 4,552
万円、大豆 623 万円、えだまめ 483 万円、ネ
ギ 848 万円、ダリア 429 万円で、交付金や営
業外利益などを含む収入合計は約 1億 3,000
万円で、270 万円の利益をあげている。さら
に新規雇用として県外者を含む 3名（30 歳・
36 歳・42 歳）を採用しており、30 年度も 1
人採用予定である。またパートなど地域住民
の雇用は平成 28 年度で延 3,700 人となって
いる。
　この法人は地下かんがいシステムを導入し
ていることもあり、大豆の収量やエダマメ収



47基盤整備と連携した農地利用集積の促進―秋田県の事例―

図 1　基盤整備前の A 地区の農地利用状況

図 2　現在の A 地区の農地利用状況
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量も秋田市内の他の経営体と比較すると高い
水準にある。秋田県の推進する園芸メガ団地
を導入していることから技術指導なども十分
に行われ、モデルとして十分な成果を上げて
いるといえる。部門別に責任者を置き、部門
ごとの収支を明確にし対応していくことがで
きるようになったという。農産物の販売は
JAが中心だが、地域住民や大学生との交流
など、地域の農業法人として着目されるよう
になってきた。秋田県や JAが一体となって
育成しつつある法人であるが、若い新規雇用
者の定着率も高く、担い手不足地域でも可能
性を秘めた法人を育成することができるとい
う事例として位置付けることができる。

（2）由利本荘市鳥海B地区の事例

1）基盤整備前の状況

　旧鳥海町に位置するこの地区は、鳥海山麓
の中山間地域で、県内の大手電子部品メー

カーなどに勤務する人が多かった。平均 1ha
規模の零細経営が定年退職後に年金をもらい
ながら、自己完結型で農業を行っていた。平
均農業所得は 3万円程度だったという。平成
10 年ごろから農地の受け手がいない状況と
なり、耕作放棄地も増えつつある状況であっ
た。
　図のように小区画のほ場で、用排水路の整
備が必要であったこの地区では、基盤整備の
実施は喫緊の課題であったが、なかなか意見
がまとまらない状況にあった。しかし行政の
バックアップもあり、受益面積 63.6ha、関係
農家 85 戸を対象とした「農地集積加速化基
盤整備事業」の計画が平成 22 年からスター
トし採択されたのは平成 25 年であった。こ
こでは当初、農地集積が進むという感じはな
かったが、とりあえず事業実施について同意
を得るということで進めてきた。そこで 2つ
の集落を基礎とした法人を立ち上げ、それら

図 3　基盤整備前の B 地区の土地利用状況
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の法人に農地を集積する計画であったが、規
模の問題もあり、1つの農事組合法人を立ち
上げることとなった。この背景には平成 26
年に農地中間管理事業がスタートしたことが
大きかったという。行政からの説明に、地権
者はこのような有利な話はないという認識が
広まったことから、様子見だった人々も合意
に至るようになったという。

2）未相続農地の解消

　この基盤整備事業において土地改良区の果
たしてきた役割は大きかった。農地中間管理
機構との連携の下、基盤整備事業実施と法人

への農地集積を進める上で「未相続農地（所
有者の死亡後、分割協議や相続登記等の手続
きがなされていない農地）」の問題があった。
基盤整備の計画書作成の段階で、航空写真の
撮影など調査に時間がかかり、また経費も掛
かる。未相続の場合、所有権を確定するため
に権利者の相関図も作成する必要がある。
5ha 足らずの未相続地の所有権確定に 4～ 5
年もかかる場合が少なくないという。これら
の経費は事業費に含まれることとなるので、
未相続農地が多い場合は、自ずと権利調整業
に長期を要するということになる。
　中山間地域である B地区では、農地だけ

図 4　基盤整備事業計画で 2 法人による土地利用の構想図

表　B 地区未相続者の状況
相続人 年齢 未相続期間 面積（㎡） 筆数 相続関係者 相続費用

A 62 5 32 1 ～ 3 人 ～ 5万円

B 61 19 6895 7 ～ 3 人 30 ～ 50 万円

C 46 1 21771 32 ～ 5 人 100 万円以上

D 55 2 1944 6 ～ 3 人 31 ～ 50 万円
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でなく、雑種地・原野などの様々な地目が未
相続である場合が多い。事業の対象となるの
は農地だけであるから、ここではまず耕作者
から不在地主である未相続者に連絡を取って
もらった後、土地改良区が相続を促す実務を
担っている。また相談の窓口として土地改良
区が機能した。今回、相続手続きを行った地
権者に「農地相続にあたり最も苦労したこと
は何か」と尋ねたところ、「書類作成などの
手続きの煩雑さ」ということであったが、こ
れらにも土地改良区が主体的に活動してお
り、土地改良区の支援については、ヒアリン
グを行った地権者は皆、満足できるもので
あったと回答している。
　ちなみに地域に B地区在住で、今回、相
続手続きを行った人の状況をみたのが表であ
る。相続発生時から今回の相続まで最も期間
の長い人は 19 年で、短い人は 1年であった。

相続対象面積も 32㎡から 21,771㎡と差があ
り、筆数は最も多い人で 32 筆であった。登
記料は 1筆約 5万円であるから筆数の多い人
はそれなりの費用が必要だったことがわか
る。今回、この地区にとって幸いであったこ
とは、多面的機能支払交付金の対象地区で
あったために、耕作放棄地を解消し耕作して
いたことで、耕作者から地権者に連絡が取り
やすい状況にあったことである。また聞き取
りで回答してもらった人は、地域在住者で自
ら耕作しており、相続関係者が最大でも 5人
ということであったが、不在者で未相続期間
が長い人が多いと、調査費用も増加し、10a
で 20 万円足らずの資産価値しかない農地の
相続に経費をかけたくないという人も多いと
いう。このような状況であるから、中山間地
域のような小区画で筆数の多い地域では未相
続解消が困難を極めると予想される。

図 5　現在の B 地区の農地利用状況
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　行政は未相続に対して対応することは「個
人情報保護」などから難しいという。また耕
作放棄地などを非農用地に変更したくても、
法務局は容易に認めてくれないため、とにか
く農地を荒らさないような仕組み作りが必要
ということになる。国は今回、相続登記がな
されず持ち主のはっきりしていない農地に関
して、貸借を促すため農地中間管理機構が利
用権を設定できる期間を 20 年間に延長した
り、貸し出し手続きの簡素化を目的とした農
地法等の改正案を提出することとなった。こ
の方向は、地域でも求められている方向であ
るといえるが、そのための調査費等はどこか
ら捻出されるのかといった現実的な課題への
対応がまだ残されているといえる。

（3）北秋田市鷹巣の事例

1）農地中間管理事業実施前の状況

　北秋田市の C地区は、大館市に隣接した
地域で 1984 ～ 1990 年にかけて県営事業とし
て基盤整備が行われた。水利権の更新と同時
に、旧溜池の底地が国有地となっていること
から、国有地の地区編入手続きを併せて実施
した。この地域は昭和初期に農地の約 40％
が 10a 区画に整備されており、1戸当たり耕
地面積が比較的大きい地域であった。うち最
も大きい人は約 4ha を所有していた。逆に
小面積所有者はこの事業を契機に農地を売却
している。このように 1戸当たり耕地面積が
比較的大きい地域では、なるべく所有地を 1
団地化にすることと用水のパイプライン化に
よる水管理の省力化に取り組んだ。事業費は
6億 3,000 万円＋大排水路整備費約 1億円を
要したが、米価が 18,000 円／ 60kg の時代で

あったため、12.5％の負担分も年間償還金と
して 1俵分出せば基盤整備ができるというこ
とで、問題なく合意できた。この基盤整備が
スタートした時点では、農地所有者のほとん
どが耕作者であった。
　その後、北秋田市内の他地域を本拠地とす
る農業生産法人 Zに農地を売却・貸付した
人もいたが、大館市から入作している人も含
め、米を中心とした農地所有者による経営が
展開されていた。しかし 2007 年からスター
トした「品目横断的経営安定対策」を受け、
C地区の 13 戸が集落営農組織を立ち上げた。
この集落営農組織は 2010 年に法人化し「農
事組合法人 Cファーム」となる。この地域
の農地は Cファーム・Z法人・比較的規模
の大きい農家を含む 8人（うち 2戸は大館市
の入作者）が担う形となっていた。
2）基盤整備済み農地の集約化

　この地域では 2015 年に農地中間管理事業
を利用して各経営体に農地を集積することと
した。地域内の総農地面積は約 69ha だが、
2015 年以前の農地利用状況は図 6 のように
なる。この図では事業導入後も農地を利用し
ている 4つの経営体について示しており、そ
の他の白地部分は個別農家 6戸が耕作してい
た。黄色の農地が Z法人の耕作している農
地で、全体的に散らばっている青色の農地が
Cファームの耕作地である。また緑地と赤地
は大館市からの入作者の耕作地である。基盤
整備事業実施時に団地化することを目的とし
ていたこともあり、ある程度、所有地や借入
地は効率的にまとめられていたが、その後、
売却や貸し出される農地が増え、それぞれの
経営耕地が錯綜する状況が生まれていたので
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ある。
　この地区に農地中間管理事業を導入するに
あたり、大きな力を発揮したのが土地改良区
であった。土地改良区は個々の農地情報を把
握していたために利用調整役を買って出たの
である。担当者によると集落規模が大きくな
ると、利用調整は難しくなるという。また、
ここの地域のように他市町村と隣接している
ところで、市町村域をまたがる利用調整も書
類を揃えたりする点でめんどうな作業が増え
るという。比較的経営規模の大きい担い手 3
名 7ha（68 歳）・5ha（67 歳）・5ha（72	 歳）
を含む 6農家はリタイアし、経営転換協力金
を貰った。入作者 2名は当面、地区内で営農
を行うが将来は Cファームに農地を渡すこ
とを地権者も含め合意している。

　大きな面積交換は Cファームと Z法人の
間で行われた。Z法人は、条件の悪い中山間
地域で耕作する法人だが、他地区も含め大規
模に農地を借入れ営農を展開しており、C地
区においては、以前から借入面積を拡大した
り、地権者の意向を受けてその農地を買い入
れる等、Z法人もある程度集積を図りながら
法人経営を展開してきた。この 2つの法人が
自らの所有地も含め交換を行ったのである。
　両法人の代表者によると、個別経営者は土
壌の性質や自らの耕作地にこだわるが、規模
の大きい法人経営になると場所の位置にはこ
だわらないという。交換により作業効率が上
昇することを選択するという。その結果、入
り作者 2名の農地が 1か所に集積され、Z法
人の農地 10ha も 1 か所にまとめられた。C

図 6　中間管理事業実施前の農地利用

Z法人

Cファーム

個別経営D
個別経営E
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地区の農地利用状況は図 7のように、極めて
シンプルな姿となった。
　Cファームは地区外にも農地を借り入れて
いるが、他地区では経営体間の交換はできな
いという。その理由は、当該地区に交換を行
えるだけの経営耕地面積を有する法人が存在
しないからである。つまり農地の位置にこだ
わらず作業効率化を追求する法人経営が、相
互に合理的な土地利用を実現するために交換
する分の面積を有していなければならないと
いうことである。
　このC地区では土地改良区の『換地士資格』
を有した、地域の農地情報に明るい人材が事
業推進における調整役を買って出たために実
現した状況である。なかなか実現には多くの
条件が必要であるが、基盤整備のみならず農

地の利用調整に土地改良区が積極的に関わ
り、効率的な経営を実現するために機能する
ことは極めて効果的であるといえよう。

3）地域の中心経営体による集積

　北秋田市の C地区より直線距離で 5km以
上離れているD地区から Cファームは法人
の立ち上げ方などで相談を受けていたが、「農
地中間管理機構関連農地整備事業」への取り
組みを契機にD地区の農地を借りることと
なった。D地区は農地面積約 80ha で、うち
50ha は市街化区域に入っている地域である。
ここで戦前に基盤整備が実施されている
22ha の農地を整備しようという話があった。
「D地区農地集積加速化推進協議会」の役員
によると、平成 26 年頃より協議会の会長に

図 7　中間管理事業実施後の農地利用

Z法人

Cファーム

個別経営D
個別経営E
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「水田を買って欲しい」という人が多くなっ
た。地区会長は農地を買ったり借りたりして
実際に耕作してみたが、小区画であることと
排水条件が悪いことから効率的な生産活動は
難しかった。そこで基盤整備の必要性を説い
たが、地区内の農地所有者の大半は農地を貸
し出しており、反応は芳しくなかったという。
しかし「次に借りる人のことを念頭に置きな
さい」と説得し、事業を進めることで共有名
義を含む地権者 56 人（うち 14 人は県外在住
者）で相続関係の整理などを行っていった。
しかしこの段階でも事業費の農家負担の件で
躊躇している人もいたが、やるしかないとい
う意見の方が大きくなっていった。県外の
人々は「地元に任せる」という意見が大半で
あったが、地元では土地改良区に未加入で
あったことから、今後、賦課金が発生するこ
とや、条件の悪いところと良いところの差が
解消されるのかといったことから、消極的な
意見もあった。しかし、「農地集積加速化基
盤整備事業」で 7.5％の促進費が出ることで
地元負担は小さいことなどを説明し、平成
27 年に合意に達した。この事業は法人を立
ち上げ農地を集積することが要件であった。
当初、当該地が市街化区域から離れた農地で
あることから、地区内に市街化区域と今回の
基盤整備地でそれぞれ法人を立ち上げようと
いう意見や、20ha の水田では規模が小さい
ことなどから経営が立ち行かなくなるのでは
ないかという意見も多かった。しかし、役員
の大半は、「地域の農地を荒廃させてはいけ
ない。何が何でも農業を続けていける条件整
備が必要である」という教えのもと、事業の
推進を図っていたのである。このような状況

で Cファームに農業法人設立の仕方などを
相談していたのだが、平成 28 年に協議会の
会長が死去したことから協議会の活動も中止
に追い込まれることとなった。
　このような中、「農地中間管理機構関連農
地整備事業」が登場してきた。一時、活動が
中止に追い込まれたD地区農地集積加速化
推進協議会でも、「事業費の農家負担ゼロで
行える事業が出てきた。これであれば後ろ向
きな人たちも賛同してくれるのではないか」
という機運が出てきたという。そこでも担い
手問題が議論されたが、結局は勤めながら兼
業で農業を維持しても、離農者が出た時に農
地の引き受け手となることは難しいのではな
いかという結論になった。近隣には農地を引
き受けてくれる担い手は見当たらない。そこ
で以前より相談していた 5km以上離れた C
ファームに農地の引き受け手になって欲しい
という申し出を行ったのである。Cファーム
の代表は、「リーダーが亡くなって、残され
た人たちでは法人立ち上げに不安があり、荷
が重かったのであろう」ということで、農地
を引き受けることとなった。最初、D地区の
メンバーは Cファームの構成員にはならな
いということであったが、「地権者から遠隔
地の知らない法人に貸すのか」とか「将来、
残りの市街化区域 50ha はどうするのか」と
いった意見が出てきたため、協議会のメン
バーから 3 名が Cファームの構成員となる
ことになった。Cファームとしても具体的な
作業体系構築など未定だが、担い手不在の地
域で基盤整備が行われるのであれば、協力す
ることは厭わないという。
　Cファームは、鷹巣市内の 3法人と合同で
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エダマメの選果場を、「ネットワーク型園芸
拠点育成事業」を活用して整備した。これは
園芸メガ団地育成事業と並ぶ県の園芸振興施
策のひとつだが、エダマメ振興に取り組む集
落を基礎とした 4法人で、速やかな調製・出
荷が求められる選果場の整備を共同で導入し
たのである。4 法人のエダマメ生産面積は
55ha だが、個々の法人では 20ha にも満たな
い。そのような中で単独で選果場を設置して
も、過剰装備であるということから取り組ん
だのである。Cファームはこの D地区でエ
ダマメ生産に取り組んでいく予定を立ててい
る。20ha 一団の農地で、輪作体系を確立し
つつ収益性の高い作物生産を行える生産者
は、地域内には数えるほどしか存在しない。
その点からも基盤整備された農地で収益性確
保を実現できる CファームがD地区の農地
を活用する主体と位置づけられたことは適切
であったといえる。
　Cファームは集落を基礎とした法人である
が、もはや集落の範囲で物事に取り組んでい
ける時代ではないと代表はいう。今回の事例
は、農地利用も旧村単位程度の枠組みで対応
していく必要があることを示唆している。担
い手不足により農地荒廃が懸念される地区は
少なくない。多くの場合は、小区画や農道・
用水排水条件の悪い農地を抱えている地域で
ある。そのような地域であるからこそ、今回
登場した「農地中間管理機構関連農地整備事
業」を実施したい地域は多い。その際に、集
積すべき担い手をより広い範囲で想定するこ
とで、実現が可能となった事例として注目し
ておきたい。

4．まとめと課題
1）農地中間管理事業による農地集積

　秋田県の農地中間管理機構は平成 26 ～ 28
年の 3 年間で 7,978ha の農地を借り入れ、転
貸面積 4,848ha、うち新規集積面積 4,584ha
と全国的にみて高い成果を上げた。もちろん
「地域集積協力金」や「経営転換協力金」「耕
作者集積協力金」といったインセンティブの
果たした役割は大きいと思われるが、秋田県
独自の対応として自治体・農業委員会・JA・
土地改良区などとの連携を図って事業を推進
してきたことが大きいと思われる。しかし同
時に、全国で最も高齢化の進行している秋田
県において、小規模な兼業農家率が高いとい
う農業構造もこの実績を押し上げることにつ
ながったのではないかと思われる。その意味
では秋田県にとって農地中間管理事業の登場
は、まさに時宜を得ていたといえよう。
　事例で見てきたように「農地集積加速化基
盤整備事業」は 7.5％の促進費により事業費
の地元負担が小さくなるというメリットがあ
り、秋田県独自で法人への集積に対する助成
率の高さもあり、実質、地元負担金ゼロによ
る基盤整備事業実施が可能であったが、それ
以上に農地中間管理事業の「地域集積協力金」
や「経営転換協力金」といったインセンティ
ブによって基盤整備事業での合意形成のみな
らず、法人への農地集積を加速化させたとい
える。秋田県の農地中間管理事業の実績は事
業スタート時と比べると小さくなっている
が、このことは平地で農地貸し付け条件が一
致していた農地は、現在基盤整備中又はその
予定地区等を除けばほぼ実績として上がり終
えたといえる。ところが今度は「農地中間管
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理機構関連農地整備事業」の登場により、中
山間地域などこれまで貸付け条件に合わな
かった地域で、基盤整備と農地貸し付けの要
望が多く出てきている。問題は、このような
地域は基盤整備の実績もないため、未相続農
地の賦存量が平地農業地域よりも多いのでは
ないかと懸念されることである。さらに C
ファームとD地区の事例で示したが、基盤
整備は実施されても、整備された農地を引き
受ける経営体が不在であるという懸念もあ
る。秋田県内では基盤整備の要望が多い。そ
れだけに担い手が高齢化しており、整備され
た農地でないと引き受け手がいないのではな
いかという農地所有者の不安の表れであると
いえる。

2）未相続農地の解消について

　未相続農地の相続手続きの推進については
B地区の事例で示したが、これまでは基盤整
備事業の一部として未相続の調査を行い、司
法書士手数料などの費用も事業費の中で賄っ
てきた。このような未相続地に関する調査費
用などが、現段階では農地中間管理機構関連
農地整備事業ではどこまで可能なのか不明点
が多く、地域からは不満があがっている。農
地中間管理機構関連農地整備事業では未相続
でも、法定相続人全員の同意があれば、代表
者名義で事業対象農地となるなど、原則、農
地集積を図る段階では未相続が解消されてい
るということになっている。しかし、未相続
農地を外した形で事業を行おうとすると、事
業自体に支障が出ることは懸念される。
　また、持ち主不明や相続放棄の場合、現在
の対応では地権者の中から不満が出ることが

予想される。B地区の事例では耕作者から地
権者に連絡をとってもらうことで地権者が確
定し、相続手続きを進めてきた。相続手続き
を行った人は皆、判で押したように「無事、
相続できてよかった」としているが、不在地
主の場合など、農地価格と相続手続きの費用
を比べて相続放棄を検討する場合があるとい
う。相続放棄や持ち主不明の場合、行政によ
る公示が行われ、その間は行政書士などの管
財人が管理することとなっている。この実態
に、農地価格の安い中山間地域の自治体では、
まともに相続したものが馬鹿を見るという状
況が生まれてこないか心配している。未相続
農地について農地中間管理機構が利用権を設
定できる期間が現行の 5年から 20 年に延長
されることについて、秋田県内でも期間を伸
ばして欲しいという意見が出てきており、そ
れに沿った形での改正であると評価を得てい
る。
　未相続農地など農地所有者確定は喫緊の課
題であろう。その解消のための法整備が急が
れるが、同時に、農地所有者と何とかつなが
りを持つことができる方策も検討する必要が
あろう。

3）基盤整備事業の換地について

　通常の基盤整備事業では、3条資格者の同
意を得ることができれば、換地計画原案をた
てて工事に入るということになる。その際、
面工事、一時利用指定という流れで、事業が
終わるまでの間に換地処分ができればよいと
いうことになる。つまり基盤整備事業の工事
を通して所有権が明確になれば良いのであ
る。しかし今回の農地中間管理機構関連農地
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整備事業は、前述したように、未相続農地が
ないことを前提として機構が農地を 15 年以
上の契約で借り入れ工事に入り、法人等の担
い手に配分するということになる。秋田県土
地改良事業団体連合会では、この点について
事業推進に影響を及ぼすのではないかと懸念
している。まず前提となる未相続解消の必要
な調査経費などが、これまでのほ場整備事業
では換地費の中に組み込むことができたが、
今回は原則、未相続が解消されている又は、
少なくとも法定相続人全員の同意を得ている
ということであるから当然のことながら事前
に解消する場合の費用は受益者が負担するこ
とになる。この点については何らかの支援策
を早急に対応策を講じなければならないであ
ろう。同時に、換地処分を事業終了までの間
に行うというこれまでの方式は、農地中間管
理機構関連農地整備事業でも同様であり、換
地は通常でさえ労苦を伴うとされている。ま
してやこれまで 1 度も基盤整備事業などを
行ってこなかった中山間地域などで、事業へ
の期待が高まっており、このような地域では
未相続農地も多いことが予想されるほか、殆
どが土地改良区の区域外であることが容易に
想像できる。そのため、換地義務を担う土地
改良区への地区編入は不可欠の課題と言え
る。

4）さいごに

　秋田県内で農地集積について調査を行って
いると、大規模な個別農家はおおむね平成
30 年度の生産調整見直しの様子を見てから
拡大するか否かを決めると回答する。一方、
法人経営は耕作放棄地の発生状況などを見て

「地域は大丈夫なのか」という不安を口にす
る。個別経営にとっては限られた労働力の中
で、むやみに経営規模を拡大することは機械
投資などの点から見ても無謀であろう。一方、
法人経営は積極的に雇用労働力を確保して規
模拡大を図ろうとするが、全国的に見ても若
年層の定着率が低いという悩みを抱えてい
る。2015 年センサスで高齢農業者の大量の
リタイアをみた秋田県において、県が法人に
農地集積を進めていくという方針を立てたこ
とは実態に沿っているといえるであろう。し
かし大切なことは農地集積面積の多寡ではな
く、農地集積が当該経営の改善や発展につな
がったかということであろう。
　農地中間管理機構関連農地整備事業がこれ
まで土地改良区に所属していなかった地域で
も取り組む機会を与えたことは評価できる。
しかし、ほ場整備完了後、農地や農業用施設
を良好かつ持続的に維持して行くためには、
土地改良区への編入が必須要件となると思わ
れるが、既存の土地改良区への地区編入が円
滑にできるかどうか大きな課題である。仮に、
近傍の土地改良区への編入ができたとしても
土地改良区の受益地も拡大することになるこ
とから、土地改良区制度見直し案にも出てき
ているように准組合員の新設など、土地改良
区の運営基盤強化も同時に図っていく必要が
ある。秋田県では土地改良区の統合を進めて
いるが、運営基盤がぜい弱でありながら統合
できない土地改良区も存在する。地域の農地
所有者は皆、農地の荒廃だけは避けたいとい
う思いを持っており、農地中間管理機構関連
農地整備事業に注目している。しかし、その
推進主体であり未相続農地解消に最も貢献で
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きるはずの土地改良区がぜい弱な状況では地
権者や農業者の期待に応えることはできない
であろう。
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