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はじめに
　2013 年 12 月に農地中間管理機構関連法が
成立し、農林水産業・地域の活力創造プラン
が決定された。そこでは「農地中間管理機構
の活用等による農業構造の改革と生産コスト
の削減」のため、2023 年までに、担い手の
農地利用が 8割を占める農業構造の確立、担
い手の米の生産コストを 2011 年全国平均比
4割削減が掲げられた。2015 年 11 月の「総
合的なTPP 関連政策大綱」では「輸入品か
らの国内市場の奪還、輸出力の強化」が唱わ
れ、その具体化として 2016 年末に農業競争
力強化プログラム、2017 年通常国会におけ
る農業競争力強化関連 8法の成立となり、そ
の一環として土地改良法が改正されたことは
周知のとおりである。以上には <農地集積
→米生産コスト削減→輸入対抗力・輸出競争
力強化 >の論理が貫いているが、その起点
はTPPであり、焦点は米、水田である。
　しかるに農水省によれば、8割集積目標に
対して、2016 年度までは機構は「容易に実
績につなげられるケースを中心に活用されて
きたが、これが一巡」1し、「新たな取組の掘
り起こしが必要」として、①農業委員会改革

1 主として既存の農地利用集積円滑化事業等からの付け替えが
一巡したということだろう。

と連動した地域の推進体制の強化、②土地改
良法改正を踏まえた基盤整備との連携の強
化、③機構事業の手続きの煩雑さの解消、④
所有者不明土地問題の検討を通じて機構の取
組みを加速化する、としている。
　①はそもそも機構法が農業委員会の法的関
与をもとめなかったことが一因であり、③も
地域レベルの農地管理を企業への門戸開放の
ために県レベルに引き上げたことに伴う自縄
自縛であり、④は相続未登記農地が別の農水
省の調査で 2割に及ぶことが判明し、8割集
積とは 10 割集積に等しい矛盾に起因するも
のである。
　そのなかで②については、農水省は「高齢
化の進行に伴い、農地中間管理機構への貸付
けは増加する見込み。その際、基盤整備が十
分に行われていない農地については、担い手
が借り受けないおそれ。一方で農地中間管理
機構に貸し付けた所有者は基盤整備のための
費用を負担する用意がなく、このままでは基
盤整備が滞り、担い手への農地の集積・集約
化が進まなくなる可能性」を指摘し、中間管
理機構が借りている農地に限定して、「申請
によらず、都道府県営事業として、農業者の
費用負担や同意を求めない基盤整備事業を実
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施できる制度の創設」を打ち出した 2。
　これまでも土地改良事業が担い手への農地
集積や団地化を図るうえで最も有効な機会の
一つになっていることが実証されてきた。
　さらに土地改良事業の地元負担金の軽減に
ついては、農地整備事業においても、農用地
利用集積率の目標をクリアした場合には促進
費が交付され、また機構の地域集積協力金を
基盤整備事業の償還にあてることも可とされ
てきた。これらにより地元負担金（普通は
12.5%）を 7%からゼロにまで軽減できる。
　このような経験を踏まえつつ、しかしその
論理を逆転させて、土地改良費負担をゼロに
することをインセンティブとして機構貸付を
増やすことも法改正の狙いだろう。とすれば
なぜ「中間管理機構が借りている農地に限定」
する必要があるのかの証明が求められる。
　その点ともかかわって、新制度は、中間管
理権設定要件のほか、「公共性・公益性の観
点から」、面積要件（平場 1ha、中山間 0.5ha
以上の連坦化、平場 10ha 以上、中山間 5ha
以上の事業実施面積）、中間管理権の設定期
間（事業計画の公告から 15 年以上）、担い手
への集団化（事業終了 5年以内に 8割以上）、
収益性条件（事業完了 5年以内に販売額 20%
以上向上または生産コスト 20% 以上削減）
の要件を課している。
　このうち集団化等については中間管理機構
の中間管理機能の発揮が望まれるが、最後の

2 基盤整備事業について地権者の同意は求めないとしても、区
画整理・換地を伴う場合は所有権に触れることになるので、最
終的には同意が必要である。その点については機構法改正で「農
用地等の所有者に対し、…土地改良事業が行われることについ
て説明すること（8条 3項四）とされたが、それは換地に係る
所有者の同意に代わるものにはならない。

収益性要件なかんずく 2割増収は、「公共性・
公益性」というよりは私益に関することであ
り、「農業所得の増大」のための新たな要件
である。
　このような新制度の発足に当たり、これま
での償還金負担軽減の取組みを調査し、土地
改良事業を通じる担い手への集積・集約化	 3

のあり方を探るのが本調査の目的である。具
体的には、促進費の活用事例（燕市長所）と
促進費・地域集積協力金の活用事例（弥彦村
大戸）を取り上げるが、農地集積を取り巻く
地域の状況、担い手としての集落営農法人や
個別の担い手農家の実態や意向を併せて調査
することとした。

Ⅰ．新潟県の位置
1．農地集積における新潟県の特徴

　府県の農地集積における新潟県の位置を見
ると表 1 のようである。まず a. 担い手への
農地集積率 4は 60.0% で、5位になる（全国平
均 54.0%）。同率は 2012 年 49.9% から 10 ポ
イント上昇しており、同時期の全国のそれ
（48.8% から 5.2 ポイント上昇）よりも倍のス
ピードである。新潟県は表 1 の b の機構借
入率は 10 位と a よりも低くなるが、c の機
構の目標面積に対する達成率は 6位と追い上

3 農水省によれば、担い手が「集積」は利用する面積を拡大す
ること、「集約化」は農作業を連続的に支障なく行えるようにす
ること（農業白書の用語解説）とされるが、後者についてはか
ねてより「面的集積」という言葉が用いられてきており、本稿
では一括して「集積」とする。
4 これは「担い手」の定義によって左右されるが、より客観的
な 2015年センサス数字で見ると、水田の 5ha以上農家への集積
率は 29.5%（5位、全国平均 24.0%）、農家以外の事業体へのそ
れは 16.0%（全国平均 17.5%）、合わせて 45.6%（9位、全国平均
41.5%）になる。担い手集積率は全農地が対象であり、センサス
数字は水田のみを対象としたという違いがある。
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げていることが分かる。ここからも新潟県の
農地集積率や機構の寄与度は高く、その傾向
が相対的には強まっていると言える。
　表 1 の d で経路別の増加ポイントをみる
と 5、集積率上位の県の多くは農家以外の事業
体の集積率のアップが個別農家を上回ってい
ることが分かる。つまり集積の主流は集落営
農（法人）化を通じるそれなのである。日本
の農村が「むら」であり、農家の農地保有が
分散錯圃形態をとりつつ集落が水田の「領土」
をもつ下にあっては、集落営農は最も手っ取
り早い団地化手法でもある。
　そのなかにあって集積率上位県の新潟と秋
田は 5ha 以上の個別経営のシェアの増加ポ
イントが農家以外の事業体のそれを上回って
いる点で異なる 6。以前から個別経営志向が強
い県といえる。いいかえればこれら二県では、
集落営農（法人）化を通じて集積率を高める

5 シェアの絶対値は元から個別経営が主流を占める県と集落営
農が主流を占める県の地域差があるので、シェアの増加ポイン
トをみた。平林光幸の分析に基づく。
6 新潟県の「稲作生産組織」は、協業経営 651（全体の 47%）、
農作業受託組織 140（10％）、共同利用組織 604（43%）である。

余地が大きい。

2．農地集積の体制
　①集積の窓口機能
　同じ農水省資料の市町村アンケート調査の
いくつかの項を新潟県についてみると、「機
構業務の受付・相談窓口」では市町村が 38%
と相対的に低く（全国 52%、以下同様）、JA
が 29% と高い（14%）。「機構は人と農地の
状況を把握していない」は 75%（34%）で山
形県と並んで突出している。「農地中間管理
事業と農地整備事業との連携はうまくいって
いない」が 63%（45%）、「機構と農業委員・
推進委員の連携がうまくいっていない」が
57%（39%）である。
　担い手に対するアンケートでは「あなたが
接触する機構の窓口」は JAが 48%（17%）、
市町村 24%（42%）と逆方向にそれぞれ突出
している。
　残念ながら市町村や担い手の機構や農業委
員会に対する評価はあまり高くなく、そのな
かで JAが比較的重視されていることが分か

表 1　担い手集積率と機構関与率の順位

順　位 県　名 a．担い手集
積率

b．機構借入
/全耕地

c．3 年間の
機構面積 /
目標面積

d．集積増加
率

	1 位 佐賀 68.8％ 23 位 42 位 集

	 2 秋田 66.2 13 	 2

	 3 山形 63.1 	 3 	 7 集

	 4 福井 60.8 	 1 	 1 集

	 5 新潟 60.0 10 	 6

	 6 富山 57.6 	 5 	 7 集

	 7 滋賀 56.0 	 2 12 集

	 8 石川 55.8 	 8 	 3 集

	 9 宮城 51.6 16 	 7 集

10 岩手 50.6 	 6 	 4 集

岐阜 32.7 	 3 15 集

注：1．abc は農水省「農地中間管理機構の実績等に関する資料（平成 28 年度版）」2017 年 5 月。
　　2． d は農林業センサスにおける 5ha 以上農家と農家以外の事業体の 2010 ～ 15 年の集積率

アップを比較し、後者が多い場合を「集」とした。平林光幸氏の提供データによる。
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る。にもかかわらず前述のように新潟県にお
ける農地集積率や集積に占める機構のポジ
ションは相対的に高い。機構や農業委員会の
如何に関わらず実態として集積が進む地域と
みるべきなのか。それとも機構や農業委員会
の伸びしろが大きいとみるべきなのか。以下、
各機関の状況を簡単に記す。
　②県の方針
　地域農政推進課は、基盤整備や法人化の動
きと併せて、約 50 の重点地区を設定するな
どして、市町村から農地利用最適化推進委員
に積極的に声をかけて話し合いに加わっても
らい、そのなかで機構事業の活用を訴えてほ
しいとしている。
　農地部も約 50 地区うち 14 地区が圃場整備
に該当するとして特に注力することとし、土
地改良区を中心に機構事業を進めることと
し、農地部と県土連で「農地整備事業実施地
区における農地中間管理事業活用の手引き
（暫定版）」を作成している 7。
　県からは検討の進んでいる 2事例について
説明を受けた。両者とも受益面積は 30ha 前
後、現状区画は 10a、一部あるいは全部が用
排水未分離の地域であり、一つは個別の担い
手のみだが、担い手集積が進んでいる地区で
あり、もう一つは個別の担い手と法人 1がい
るが集積率は低い。営農計画として、高品質
良食味米、飼料米栽培、高品質大豆や余剰労
力を活かすソバの栽培、たまねぎやカリフラ
ワーの栽培を掲げている。県としては既存事
業でも促進費で地元負担をゼロにしうるの
7 そこでは地域集積協力金が強調され、その活用（交付受け）
のタイミングを事業実施前・面工事実施中（一時利用指定の前後、
指定後）・換地処分後に分けて、それぞれのメリット・留意点を
説明しており、有益である。

で、どの事業を活用するかは今後の検討とし
ている。また土地改良区としては機構関連事
業は負担金徴収の気を使わなくてすむ利点が
あるとしている。
　③農地中間管理機構（新潟県農林公社）の
業務委託先
　県公社（職員 35 名）の体制を見ると、農
政部の下に農地中間管理事業課 6名をおいて
いるが、うち 2名は兼務で、増員が認められ
ず実質 6名（課長や農協OBの企画調整員 2
名を含め嘱託が主）の体制で取り組んでいる。
　公社は関係各機関に業務委託する。新潟県
の場合、委託業務は窓口の設置、借受け希望
のとりまとめ、貸付希望のリスト化、位置・
権利関係の確認、期間や賃料の協議・調整、
貸付・借受希望者の掘り起こし等、業務を
15 項目に分けている。業務委託実績のある
委託先機関は 56、その内訳は多い順に市町
村 18、JA17、土地改良区と市町村、農業再
生協議会が各 7で、市町村と JAが主体であ
るが､ 土地改良区等も一定の割合を占めてい
るのが特徴である。JAが多いことは先の農
水省のアンケート調査の結果とも符合する。
なお公社の 2016 年度の賃貸借の計画は
6,000ha、実績は全国的には大きく落ち込む
なかで前年度並みの 3,832ha、計画対比
63.9% と健闘している。
　④農業委員会の位置づけ
　前述のように農水省は今後の機構の取組み
加速化の第一の課題として農業委員会改革と
の連動を掲げている。新潟県の農業委員会の
新体制への移行は 2016 年度 10 委員会（新潟
市が 6委員会）、2017 年度 20 委員会であり、
活動はこれからというところである。



63圃場整備と農地中間管理事業―新潟県における事例―

　新体制移行前の農業委員数は 921 名、新体
制下では農業委員数は 617 名（うち女性 69
名）、農地利用最適化推進委員は 539 名（同
15 名）で計 1,156 名（最終的には 1,200 名程
度になるのではないかとしている）、委員の
頭数は移行前に比べて 1.26 倍となっており、
全国平均的である。概して市部では推進委員
の方が多くなっている。たとえば長岡市は農
業委員 24 名に対して推進委員 52 名、上越市
は 24 名と 48 名、逆に今のところ推進委員を
おいていない市村も若干（農業振興地域に指
定されていない 1村等）ある。農業委員と推
進委員が地区を分けてペアを組んで活動する
スタイルは共通しているが、月報酬は農業委
員 43,000 円で、委員会に出る分として推進
委員よりも 3,000 円多くしている 8。
　このように農業委員会は移行期にあるが、
前述のようにこれまでの集積体制における存
在感は必ずしも高くなかった。その理由の一
つとして県下では農地利用集積円滑化事業
（以下、「円滑化事業」）にとりくむ JAが多く、
2万 ha の実績をもっている。
　JAは「農家の財布が分かり」、また農家に
とって親しみやすいと言える。円滑化事業を
使うか中間管理事業を使うかは農家の選択で
あり、両事業を並行させているが、地域集積
協力金に取り組む地域などにおいては円滑化
事業の中間管理事業への移行も進んでいる。
　新潟県は平成合併で市町村数が 112 から
30 に減り、それに伴い農業委員の数の減少
と、事務局の農政部局からの独立が進み、そ

8 農業委員会の先進例の紹介として友田滋夫「新潟市農業委員
会における農地利用最適化への取り組み」『農政調査時報』2017
年秋号。

のことが首長部局と農業委員会との連携をか
えって弱めた面もある。そこで農業会議（ネッ
トワーク機構）、中間管理機構、県の三者が
2017 年 8 月に「農業委員会組織と農地中間
管理機構の連携に係る活動方針」を定めた。
しかしそれは農業委員・推進委員、農業会議・
農業委員会、中間管理機構、県の間の方針で
あり、市町村レベルで農業委員等をどう位置
付けるか、また土地改良区との連携の具体化
がポイントだろう。
　今後は離農者が増えるなかで、「人・農地
プラン」の作成が鍵であり、推進委員もその
作成の加わるなかでマッチングを図ることが
求められる。その場合に、広域的な「人・農
地プラン」では対応できず、地域（基盤整備
区域）ごとのそれが求められる 9。
　⑤土地改良区の役割
　表 2にみるように、新潟県の農地整備は永
年にわたり「悪水」退治の用排水事業に力点
が置かれざるをえず、区画整理等は遅れてき
た。水田整備率は全国に対して2.5ポイント、
北陸 3 県に比して 17.6 ポイントも差を付け
られている。それに対して集積計画のあるほ
場整備地区の整備済の農地集積率は 93% と
高く、農地整備の農地集積効果は高い。
　このような状況下で農地整備を農地集積に
リンクしていく土地改良区の役割は決定的で
あり、機構が業務委託先を JAと並んで土地
改良区としている点は妥当と言える。本調査
も地元の窓口を西蒲原土地改良区南地区事務
所にお願いすることとした。

9 新潟県のプラン作成状況は 28市町村 825プラン、総集落に占
めるプラン作成済み集落数は 97%とされる。新潟県「平成 28
年度　新潟県の農林水産業」。
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Ⅱ．燕市長所の事例
1．燕市

　燕市は 2006 年に吉田町、分水町と合併し、
現在の人口は 8万人弱である。古くから金属
加工の町として知られ、製造業就業者の割合
36.4% は全国最高と言われる。周辺農村には
金属加工の下請け自営業が広く展開し、典型
的な自営兼業農業地帯となっている。
　農地面積は 5,570ha でほとんどが水田であ
る。荒廃農地はコンマ以下である。相続未登
記農地は市内所有者名が 215ha、市外が
282ha、合わせて 500ha 弱、割合にして 10%
弱である。水田のうち主食用米の生産は
3,386ha、転作率 35%程度である。
　市の農業再生協議会は「平成 29 年度　水
田農業経営のすすめ」で国による目標配分の
廃止を睨んできめ細かな対策を打ち出してい
る。2018 年度の生産数量目標配分を 3,401ha
とし、まず農家に実転作面積 42.9% になるよ
う一律配分し（20a 未満農家には配慮）、減
収追加配分（減農薬・減化学肥料栽培など）、
担い手追加配分、深堀配慮追加配分等を行っ

ている。
　水田フル活用ビジョンによるブランド作物
としてはなす、えだまめ、長ねぎ、推進作物
としては大豆、さといも、そらまめ、きゅう
り、カリフラワー、ブロッコリ等をあげてい
る。また独自ブランド米こしひかりの PRを
している。
　認定農業者数は 2014 年末で 635 人、うち
法人が 17 であるが、認定農業者の要件緩和
（年齢制限の緩和と面積要件の撤廃）により、
2015 年度に 800 人に増大した。それに伴い
担い手への農地集積率も 2014 年の 59.9% か
ら 2016 年末には 70.8% にアップしている。
　中間管理事業の実績は、貸付面積で 2014
年度	130ha、2015 年 152ha（うち新規集積
36ha）、2016 年 117ha（同 26ha）、2017 年（11
月まで）、62ha（同 15ha）となっており、以
上の累計は機構への貸付者 383 人、借り受け
者 179 人（うち法人 24）、貸付面積 461ha、
うち新規集積 76ha で 16%程度となっている
（人数は重複があり延べである）。それに伴う
地域集積協力金の実績は、実地域数 6地区、

表 2　新潟県の農地整備の状況
平成 26 年 平成 27 年 備考

農地面積（ha） 172,500 172,000 内訳　水田：152,400、畑：19,500

水田整備率（％）　※ 1 61.2 61.8

　（参考）　全国の水田整備率（％） 63.8 64.3

　（参考）　水田の多い 10 道県の水田整備率（％） 71.1 71.7 北海道、新潟、秋田、宮城他

　（参考）　北陸 3県の水田整備率（％） 78.9 79.4

水田の大区画化率（％）　※ 2 15.6 15.9

水田汎用化率（％）　※ 3 47.6 48.5

整備済み農地の農地集積率（％） 88 92

経営体の経営面積に占める優良農地の割合（％） 79 80

事業完了した地区の平均耕地利用率（％） 104.9 98.2 前年度に完了したほ場整備地区

　（参考）　新潟県の耕地利用率（％） 86.6 86.6

※ 1　整備済水田：概ね 30a 程度以上で、道路、用水路、排水路が整備され中・大型機械化体系の営農が可能な水田
※ 2　大区画化水田：1ha 程度以上の水田
※ 3　汎用化水田：排水が良好な水田（畑作が可能なように地下水が低く、地表水の排除が良好な水田）
資料：農地整備課、農地計画課
　　　「平成 28 年度新潟県の農林水産業」から抜粋
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面積 256ha（新規集積 23.7ha）、貸付率は 27
～ 90%と幅がある。交付金総額は 6,578 万円
（2017 年度は見込み、以下同様）である。経
営転換協力金は上記期間の合計で 116 戸、
170ha（市外が 13 戸 3.3ha ある）、5,329 万円（1
戸当たり平均 46 万円）、耕作者集積協力金は
120 戸、59ha（同 1戸 1.1ha）、912 万円である。
　農業委員会では、同市は前述のように自営
兼業が多く、また大豆転作を進めたため、作
業受委託が多く、それが利用権設定に移行し
たものが多いとみている。また中間管理事業
の集積の主体になったのは事務委託を受けて
いる JAと集落営農組織であり、農業委員が
組織の構成員である場合には情報伝達も速
く、自主的に取り組む法人が多かったようだ
としている。調査からも頷ける指摘である。
　農地法に基づき農業委員会が公開している
実勢の賃借料は 2016 年で平均 27,700 円、最
高 40,900 円、最低 10,000 円である。2013 年
に比して最高額が 5千円ほど下がっている他
は変わらない。
　農地の売買価格は現状で 10a90 万円強、転
用は年 7～ 10ha で推移しているが、転用価
格は 200 万円強である。
　農業委員会は、前述のように担い手集積率
70% という国の特例基準をクリアしたこと
をもって農地利用最適化推進委員をおかない
こととしている 10。現在の農業委員は34名で、
推進委員をおけば 19 名、おかなければ 37 名
の農業委員が認められ、推進委員を置くこと
にすれば面積基準に照らせば 20 名を超える
ことになるが、結論的に現状の担当地区を崩

10 前述のように集積率アップは多分に担い手の定義変更に伴う
ものである。

さない 34 名体制でいくことにした。
　農地集積を実際に担っているのは西蒲原郡
一帯（今日の新潟市西蒲区を含む）を管内と
する JA越後中央の燕営農センター（燕支店）
の営農指導員である。JAは農地利用集積円
滑化事業に取り組んできている。受け手のあ
てのない地権者は、JAに足を運んで作り手
を決めてもらう。JAは所在の農家組合に話
をもっていく。だめなら周りの集落に対象を
拡げる 11。その際に中間管理事業でいくか、
円滑化事業にのせるかは、地権者の経営転換
協力金に対する要望次第だとしている。両事
業とも計画書案を作るのは JAだが、JAと
しては円滑化事業の方が事務手続きを実質的
に JA内で処理できる点が異なる（協力金事
務と告示は農政課、農家台帳の照合、審査は
農業委員会）。

2．長所の基盤整備事業―集積率アップによ

る促進費の利用

　長所は大字で、4集落（現在名は 1～ 4区）
からなる。燕市の北端に位置し、北・東は新
潟市、西は大通川、南東は大字二階堂に接す
る。地区の中央を北陸自動車道が南北に走る。
農地面積は 134.5ha、2009 年時点での事業計
画総括表では農家は 88 戸（担い手農家 13 戸、
個別経営農家 61 戸、自家飯米農家 13 戸、農
業生産法人 1）、土地持ち非農家 15 戸とされ
ている。

11 農林公社農地中間管理事業課は「農地中間管理事業（賃貸借）
の事務について」（未定稿）の最新版で、マッチンングについて、
圃場が隣接する担い手に第一に協議、いない場合は地域内の担
い手、それもいない場合は当該地域の借受希望者と協議（第三
者委員会（地域の協議会等）を優先順位の判断当たり必要な場
合に設置）するとしている
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　平均面積は 1.53ha になるが、主だった農
家は 2.7 ～ 2.8ha で「日本一の耕作面積」と
いわれたそうだ。しかしずば抜けて大きい農
家はおらず、前述のように自営兼業が主流で
ある。
　その他に入作者が 11 名（個人 7名、法人 4）
程度おり、所有権 7.5ha、賃借 2.9ha を保有
している。昭和末期から平成初期にかけての
新潟市や燕市街からの代替地取得とされる
（当時の地価は 10a500 ～ 600 万円）。
　同地区は 1967 ～ 72 年にかけて県営圃場整
備事業で 30a 区画化した。1988 年には千刈
集落（現在の 1区）の 3戸（後述の I さんも
メンバー）で長所千刈生産組合を設立し、
30ha 規模のライスセンター 1基と機械の導
入を行った。これは圃場整備とは無関係に、
農機具をそれぞれ持ってももったいない、共
同化すれば自営兼業に従事する女性も楽にな
るということだった。これが現在の法人の走
りである。
　圃場整備から 40 年近くたつなかで、土水
路が痛み、用水のフレームのコンクリートが
ボロボロになり（法面崩落）、水を止めても
滲み出して除草剤が利かず、収穫期にも機械
が田にもぐり、下流域は水不足になり、また
藁の暗渠も利かなくなってきた。集落で修理
はしていたが、近年はどうしようもなくなっ
たという。そこで地元から用水改善の要望が
市農政課に持ち込まれた。
　地元では Iさん（長所圃場整備組合長、調
査時 69 歳）が 2002 年に農業委員に選ばれ、
農政部長から農地の集約化を図れという話が
出された。そこで地元で会合をもち、土地改
良区、JAと勉強会をもち、2003 年に、農業

者 7名、農家組合の三役、それに土地改良区
総代と I さんを加えた 12 名で研究会をたち
あげ、2007 年に経営所得安定対策との関係
で農事組合法人あぐりマイスター長所（以下
「あぐり」とする）の設立に至った。圃場整
備の話がチラと出ていた頃だということであ
り、集落営農組織化の話と圃場整備の話が、
前者は 1区中心、後者は大字全体というエリ
アの違いはあるが、混然一体となって進めら
れたようである。
　「あぐり」については次項で述べるとして、
圃場整備は 2008 年に決定され、2010 年から
経営体育成基盤整備事業（ハード）と経営体
育成促進事業（ソフト）として開始された。
　整備事業は長所 134.5ha を対象に排水施設
の整備のみを行う。長所は面をいじる（区画
整理・換地をする）ことには高齢者をはじめ
反対が強く、取り組まなかった。反対の理由
は、第一に、以上のような背景があって水田
の条件が異なる。第二に、現状の 30a 区画の
方が水管理するにも好都合であり、水田に入
らずに農薬や肥料散布できる、第三に費用が
かさむ、ということだった。I さん自身は大
区画化すべきと思ったが、要すれば畔抜きを
すればよい、大区画化は次の世代の判断に任
せるということになった。行政側は用排水事
業のみで採択されたのはめずらしいとしてい
る。
　圃場整備自体にも高齢者を中心に反対の声
は強かったという。とくに入作者 4名から同
意書をもらうのに苦労し、うち農地 40a が共
有名義になっていた 1戸は参加しなかった。
長所の真ん中の水田なので、工事をしないわ
けにはいかず、暗渠を除いて、U字溝とパイ
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プラインの水口は付けた。
　総事業費は 16 億円、市と農家の負担は各
10% である。長所としては、この負担を従
来（高度経営体型）の促進費 5%を得ること
により5%に減らしたい 12。その場合にはとく
に農地整備事業の採択要件である農地利用集
積率のアップをクリアする必要がある。要件
は集積率ごとに定められ、長所の 2014 年に
おける 62.1% の場合は、集積率 5ポイント以
上の増加が要件である。そこで計画では完了
時（2022 年）の集積率を 70.8% としている。
　長所としては現在、集積率を高めるために
必死になっている。I さんとしては、「農地
集積は目的ではなく手段である。今農業して
いる人が倒れれば、いずれは貸し付けること
になる。そのために集落に一つくらいの受け
皿が必要だとは思う。しかし国の言うように
5年（再来年）で何とかしろと言うのは無理
がある」と考える。
　また「農地を貸したい人は JAに行き、JA
から集落に話があり、中間機構につなぐよう
にしている。やはり JAを介した方がよい」
としている。
　現在の人・農地プランにおける長所の中心
経営体は個別経営 10 戸（合計で所有地
31ha、借入地 9.2ha）、法人（「あぐり」、借
入地 35ha）1 である。うち機構事業の利用
者（借り手）は 5戸と 1法人である。当初の
個別の担い手は 13 名だったが、うち 3名は
法人に全面積を貸し付けることになった。以
下では、これら担い手の事例をみる。

12 地域集積協力金の単価は当時機構への貸付割合が 2~5 割は
10a2 万円、5~8 割は 2.8 万円、8割超は 3.67 万円であったが、長
所は圃場整備事業の負担減には用いなかった。

3.．長所の集落営農法人―あぐりマイスター

長所

　①経緯
　前述のように長所の研究会を経て、2007
年にメンバーが品目横断的政策（のちの経営
所得安定対策）の対象になるよう農事組合法
人「あぐりマイスター長所」をたちあげた。
当初の中心は I さんともう一人の現在 69 歳
になる者の二人である。JAから呼びかけら
れて法人化した。法人形態は 1人 1票を大切
にするということで農事組合法人とした。当
初のメンバーは 1 区（千刈）20 戸のうちの
10 戸、2 区 8 戸のうちの 2戸である。1区に
ついては全戸に声掛けして半数が応じたわけ
である。所有面積は 0.5 ～ 4.8ha で、集落営
農化しなければ経営所得安定対策の対象にな
らない農家もいたわけである。発足時は経営
面積 40ha でうち構成員の所有が 30ha、借地
が 10ha 程度だった。経営体育成支援事業で
コンバイン、大型トラクター各 1台の導入補
助を受けた。
　現在の組合長Tさん（59 歳）は「あぐり」
発足の年に後から参加した。T家は 3ha の
自作経営で、Tさんは農協勤務で車輛関係を
担当していた。その年、同級生が死亡し、人
生の転機を感じ、「あぐり」の代表者が「自
分たちはもうトシだ」と言っていることを聞
き、これからは我々の世代で支えなければと
思い、2011 年に「あぐり」に転職し、2年後
に組合長になった。
　2014 年に中間管理事業が始まり、メンバー
を増やした。3区を中心に長所中央機械利用
組合がありコンバインの共同利用をしていた
が、そこに呼びかけて加入してもらい、その
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他 1名を含めて 5名の参加をえて（2,3 区が
主で、前述のようにうち 3名は認定農業者）
構成員は 17 名になった。なお 4区には農機
の 4戸の共同利用組織、2戸の共同利用組織
があるが、場所が離れているので、一緒には
ならない。
　理事 5名のうち 1名が昨年 65 歳をむかえ、
48 歳の者と交代し、常勤監事を務めてもらっ
ている（前述の Iさんの長男で資材店の燃料
等の配達をする正規社員である。法人として
は将来的に常勤化を望んでいる）。
　②農地保有
　参加した 5名の所有面積は 15～ 16ha だっ
た。これをきっかけとして構成員全戸の利用
権を農地利用集積円滑化事業から機構事業に
書き換えた。相続税納税猶予の適用農地や相
続未登記農地はなかった。
　現在の法人の経営面積は 70ha である。
45ha が構成員からの借入地、残り 25ha が構
成員外からの借地で、1区からが 6割、1 区
以外の長所内外からが 4 割を占める。メン
バー外の地権者は 28 戸である。長所の水田
面積のほぼ半分を集積したことになる。
　利用農地は 30a 区画が 8割以上を占め、残
りが 10a 区画や三角田である。
　法人への貸付の申し込みは、法人へ直接と
JAを通じるのが、年による違いはあるが概
ね半々である。JAを通じると安心というこ
とがあり、農協は圃場が近い耕作者に割り
振っている。今後は円滑化事業の利用はなく
中間管理事業のみとなる。地権者に協力金等
のメリットを受けてもらいたいからである。
　中間管理機構の利用については、「我々は
仲間と一緒に楽しく農業をしたい。先の見え

ない農業では面白くない。共通の悩みを相談
できるのがよい」としている。要するに法人
に利用権を設定して法人の構成員になっても
らうことを望んでいると言える。
　小作料は JAの協定料金は 10a24,600 円だ
が実際には土地改良費 10,800 円込みで
=31,800 円を払う
　地域集積協力金で 2016 年にライスセン
ターを建設し、法人が利用している。
　作り交換については新潟市旧中之口村の法
人と 80a ほど行っている。利用権設定田の交
換で地権者の了解は得ていない。当法人が利
用権の設定を受けているので問題はないとし
ている。
　③農業経営
　常勤はTさんの他に 2名で、1名は常勤理
事、もう 1名は初代組合長である。生産年齢
人口の常勤は 2名になる。非常勤理事が他に
2名いる。
　その他の日給は 1.1 万円、オペレーター手
当（田植機、コンバインの搭乗者加算）千円、
パート時給 850 円である。
　管理作業（水・畦畔管理、穂肥、除草等）
は構成員が区域を分けて分担する。担当面積
は最小で 1.6ha、最大で 6ha（常勤 2 名）で
ある。管理料として 10a1 万円が支払われる。
管理作業については圃場査定委員を設け、管
理状況をABC に分け、Aには追加支給、B
は 50%支給、Cには支払わないとしている。
　作付は、水稲 54ha、うち飼料米 6ha、転
作大豆 16ha であり、育苗ハウスで葉物野菜、
ダイズの刈り跡に加工タマネギ 80a を作る。
　冬場は組合長は機械等の整備、もう一人の
常勤が野菜に取り組む。
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　販売はほとんど JA出荷である。検査の 3
日後に代金が払い込まれ、運転資金面で助か
る。直接販売は、代金回収のリスクとクレー
ム対応の困難から取り組んでいない。県外に
対するクレーム対応の困難を一番恐れてい
る。
　来年から米直接支払 7,500 円がなくなるが
（70ha で 500 万円強）、対策としては業務用
米に取り組むことにしている。コシヒカリは
平年反収 9.5 俵だが、業務用米の多収品種だ
と 12 俵とれるので 10ha くらいを作付け予
定である。
　水稲は湛水直播 22ha（約半分）に取り組む。
現在では移植栽培との反収差も 30kg 内に
なってきている。直播は徐々に増やしてきた
が、収穫期が遅れるため、現状程度が限界と
している。
　転作については受託面積が 1.5 ～ 1.6ha 程
度ある。大きな面積ではないが、深堀に当た
る。
　国の配分がなくなり、先の 7,500 円もなく
なると委託もなくなるだろうから深堀分はや
めざるをえない。
　前述のような燕市は 2016 年度について減
収（直播栽培も該当）や深堀配慮の追加配分
を行った。取り組んだ農業者に米の生産枠を
追加配分するというものである。この辺が
2018 年度からどうなるのか不安を感じてい
る。
　④収支と将来
　2017 年 5 月の総代会資料によれば、売上
高は 8 千万円強、営業	（農業）	損失は 1,800
万円、営業外収益（助成金等）は 4千万円弱
で、当期純利益 1,500 万円を計上している。

利益は農業経営基盤強化準備金・利益準備金・
配当金を差し引き 400 万円を次期に繰り越し
ている 13。
　規模拡大に対応できるよう設備投資を進め
てきたので、当面の目標は 100ha である。「越
後平野のど真ん中で 100ha やりたい」と思っ
てきたが、隣集落でも集積が進み、長所内に
も個別の担い手がいるので簡単ではない。

4．個別の担い手経営

① Yさん（9.0ha 経営、うち借地 6.7ha）―
自営兼業で規模拡大
・プロフィール
　経営主（63 歳）は金属加工会社の自営業で、
磨き後の塗装等を行っている。32 歳の時に
父が死亡し 1.5ha を相続した（姉妹にはハン
コ代少々）。「地場産業も衰退するので農業も
いいかな」と思い、20 年ほど前から規模拡
大を始めた。妻 62 歳と長男夫婦は自営業の
役職員、春秋の農作業の手伝い。経営主は
65 歳で会社経営を長男に譲り農業に専念し
たいとしている。
　経営は水稲 9.0ha、うち主食用 6ha、加工・
備蓄用米 2.6ha、米は全量 JA 出荷、農機で
は乾燥機・選別機を三井住友からのリース（補
助金 4割、残額 7年償還）、
・農地保有
　20 年前に集落内の親戚から 2.3ha、10 年く
らい前に 2 戸から 1.1ha と 0.5ha、5 年前に
1.5ha、3年前に0.6haと0.2haを借入している。
全て集落内の農地で、1件を除き他人から。

13 役員報酬・福利費 1,500 万円、労務費 9百万円、作業委託外
注費 9百万円の計 3,300 万円は営業外収益の作付助成収入 3,100
万円とほぼ同額である。



70

期間 10 年で、3 年前のものは直接に中間管
理事業、それ以外は円滑化事業から中間管理
事業に切り替え。公社の小作料は 20a 区画以
上は 10a24,600 円（「あぐり」が JA協定料金
としていた水準）、20a 未満は 20,900 円。
　貸付の理由はさまざまだが、a. 高齢、b. 体
調不良で息子夫婦は教員、c. 元市役所職員で
他人が作っていたのが､ 田隣りということで
自分のところに来た、d. 隣集落の法人が作っ
ていたが小作料でトラブルがあり JA から
回ってきた、e. この人が作っていた借地が一
緒に回ってきた、といったところである。田
隣り重視、他の人が小作していた土地が回っ
てきたケースが複数あるのが注目される。
　2年前に 60a と 17a を集落内の農家から購
入、10a 当たり 30 万円と 90 万円、1件は JA
から話が回ってきた。両件とも当家が作業受
託していた。もう 1件 40a を JAから打診さ
れており、購入の意向。
　中間管理事業は円滑化事業とあまり変わら
ない。契約関係がはっきりしてよい、機構に
賃料を払えばよいので楽、機構からの賃料の
支払いが遅いという貸し手もいる。賃料は安
いに越したことはないが、土地改良費もあが
るので、考えてあげる必要がある。期間は
3~5年はあっという間過ぎるので10年でちょ
うどよい、としている。
・圃場整備
　自分もこれから百姓やるには水漏れがあっ
ては管理しにくいので賛成した、通し水（漏
水）がなくなった分、排水が良くなった。集
落全体で負担金を 5%にするために集積に取
り組んでいるが、西地区は「あぐり」がかな
り集積しているものの、東地区は個別対応な

のでなかなか進まない。個別対応の集積を進
める必要があるが、こちらから貸してくれと
は話しだせず、相手が JAを通してくるのが
よい。自分としては 30a 区画では小さい、今
となっては区画整理すべきだった、畔抜きす
るにも負担が大きい。
・農政
　米所得補償はなくなっても仕方ない。コメ
農家は恵まれ過ぎており、自立できない。収
入保険には加入しようかなと思っているが、
ナラシとどちらにするかは決めていない。米
価は値崩れすると思う。生産調整については
JAは業務用米を勧めている。どうするかは
説明会をきいてから決める。
・今後
　長男も農業するというので、管理できるの
は 20ha くらいか。借りるのが簡単でいいが、
買ってもよい。隣家（3.5ha で後継者あり）
と JA の指導を受けながら加工用タマネギ
30a を始めた。この人と共同化し将来的に法
人化するか。東部でも機械利用組合を組織し
て集積の受け皿にならないかという話も出る
が、大勢をまとめるのが大変だ。
　国は農業専業一本化で政策を推し進めよう
としているが、補助金頼りでは独り立ちでき
ず、自分のような地場産業兼業農業が「あっ
てもいいのではないか」としている。

② Oさん（4.5ha 経営、うち借地 1.5ha）―
定年後インターネット農業
・プロフィール
　世帯主（72 歳）は公務員を定年退職して
農業専業化。妻（72 歳）も農業手伝い、長
男（47 歳）・嫁は会社員。世帯主の定年前に
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経営移譲し、長男が経営主、名刺には認定農
業者・新潟県認証特別栽培米生産者の肩書と
「作って売ってるお米屋さん。」と記されてい
る。世帯主は定年 1年前にパソコンをかじり
出し、米のネット販売事業を開始する。本を
読むのが好きで、チャレンジが好きとしてい
る。現在はパソコン操作は長男夫婦。世帯主
夫婦は精米・箱詰め等を担当。全国販売で主
力は関東と関西。「毎月 3kgとか、送料かかっ
てもおいしいコメを欲しい」という声。基本
は 10kg 売りで 5,900 円、1 俵 3 万円ちょっ
とである。
　農業を始めた時、機械はあまりに高いので、
トラクターを除き機械作業は「あぐり」に委
託。転作は割り当て分を「あぐり」に委託し、
転作と米の「作り交換」。米と大豆の収益差
2万円を「あぐり」に払う。自分が大豆を作
るのは除草が大変だ。水稲の水・畦畔管理は
自分で行う。
　「あぐり」の法人化の時は、自分はサラリー
マンで参加しなかった。役に立つ、良いこと
だと思い、自分も作業委託する気はあったが、
「あぐり」に全てを任せる気はない。
・農地保有
　定年・帰農時に集落内の他人 3 戸から計
120a を 購入。売却理由は離農と借金。
10a170 万円した（現在は 80 万円）。購入資
金は退職金を充てた。JAを通じて話が来て、
合理化事業にのせた。
　借地は 60a と 90a。60a は定年時、集落内
の高齢者から。昨年に中間管理事業に切り替
えた。90a は 3 年前に離農者から JAを通じ
て来た。中間管理事業で 10 年契約。賃料は
市の協定料金で土地改良費は地主負担（具体

的な金額は聞かず）。近場でクルマで 2~3 分
だ。
・圃場整備
　圃場整備は「大変良いことだ」。なかには
30a の畦畔を取り払って 60a にする者もいる
が、本人は「30a がちょうどよい」。大きく
なると防除や除草にも田のなかに入らねばな
らない。水管理が楽になった。今のところ大
区画化する気はない。
・農政
　米の直接支払がなくなるのは本当に困る。
10a7,500 円でも有難かった。見通しが立たな
い。収入保険は、農業は自然相手なので入っ
た方が間違いない。農業共済は 100%補償で
はない。
　来年から生産調整がなくなるので、「あぐ
り」に大豆を委託することはやめ、全面積に
水稲作付けするつもりである。
　相談相手は JAだ。農地の話は JAを通じ
てある。農業委員会は「通すところ」。
・今後
　インターネットで米を販売するのでもう少
し大きく 6~7ha にしたい。長男の定年は 13
年後で本人は 85 歳になるが、集落内に 84 歳
で 4.5ha やっている人がいる（息子が死亡し
たが、孫がいい歳になっている）。買う時代
ではないので借りて増やしたい。機械のある
うちは農業するが、やめる人が結構出る。中
間管理事業を使うのが、相手も安心するので、
よい。協業化や法人化の気はない。あくまで
個別農家としてやる。後継者も間違いなく確
保できている。

③Kさん（4.0ha 経営、うち小作地 49a）
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・プロフィール
　経営主（65 歳）は 10 年前までサラリーマ
ンの兼業農業だったが、勤務に嫌気がさし農
業専業に転じた。直後に父が死亡し、本人と
本人の次男（32 歳）がそれぞれ 0.4ha と 3.1ha
を相続した（飛び越し相続）。次男夫婦は勤務。
　水稲を 2.7ha、転作で大豆 70a（集団転作
地に入り「あぐり」に委託）、タマネギ 10a。
米は JA出荷。農機はワンセットそろえる。
タマネギの収穫のためシルバー人材銀行に依
頼。
・農地保有
　12 年前に住宅団地に農地が 30a 買収され
たため、2年後に代替地を同面積購入（とも
に 10a 当たり 170 万円程度）し、その他に
40a 購入して圃場整備事業の減歩分を取り戻
した。
　2017 年に隣家から中間管理事業で 49a 借
りた。隣家は高齢で倒れて農業できなくなっ
た。隣家から話があった時に農業委員会に相
談に行ったら、JAに行けと言われ、JAで中
間管理事業を勧められた。同事業では 0.5%
の手数料をとられる。
・圃場整備
　漏水してだめだったので参加した。30a 区
画の方が管理するには良い。区画が大きいと
水が寄ってしまう。風向きの加減で倒伏する
と刈りにくくなる。
　集積面積が 7.9ha 増えると負担金が 5%に
減るので、協力金をもらうために必死になっ
ているが、4ha 規模の農家が結構いるので集
積は無理だ。
　圃場整備で転作の条件がよくなった。30a
区画で平坦なため畔抜きしている者がおり、

自分も行ったところがある。
・農政
　米所得補償はぬるま湯に浸かっているよう
なもので、あればあるでいいが、経営に影響
はない。生産調整への対応は説明を聞いてか
ら考えたい。
・今後
　65 歳で年金をもらえるので経営を息子に
譲ろうとしたが、その気がなくて帳面を受け
取ってもらえない。当面は現状維持だが、離
農する場合は JAに相談する。「あぐり」に
行くかどうかは分からない。「あぐり」に参
加したいとは思わない。

Ⅲ．弥彦村大
おお

戸
ど

―地域集積協力金・促進
費の活用
1．弥彦村

　村は非合併村で彌彦神社、弥彦温泉、弥彦
競輪場等の観光資源をもち、微減傾向ながら
人口は 8千人台を保っている。JR 弥彦線の
終着駅であり、燕の洋食器の下請け工場が多
いなど経済・通勤圏は燕市に属する。農地は
1.028ha で 9 割を水田が占める。遊休農地は
ほとんどない。総農家数 294 戸、販売農家が
2/3、主業農家は 19%である。認定農業者数
は 97、うち法人が 5 である。農業産出額の
54%を米が占める。
　行政の体制は農業振興課が総勢 4名、うち
農業委員会は局長と担当職員が各 1、共に兼
任である。農業委員は 6名、農地利用最適化
推進委員が 5名で、総勢で旧体制より 1名増
えた。推進委員は地区を分けて公募し、うち
3名が農業委員OBである。活動はこれから
で人・農地プランの作成には加わっているが、
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推進委員としてかは定かでない。
　燕市との大きな違いは、同市の場合は旧
JAが農地利用集積円滑化事業を行っていた
が、旧弥彦農協は行っておらず、それを引き
継いだ越後中央農協弥彦支店が農地集積等の
窓口機能を行っておらず、農業委員会が少な
い人数で表に出ざるをえない点である。
　農業委員会が公表した 2016 年の田の 10a
当たり賃借料は、最高 46,600 円（前年 36,000
円）、最低 20,000 円（同 15,000 円）、平均
32,800 円（同 28,900 円）で、増額している。
算定基礎になるデータ数が 2015 年は 129 件
に対して 2016 年は 71 件と減っていることが
影響しているかもしれない。2017 年の JA円
滑化事業および中間管理事業の賃料は 24,600
円（20a 未満の圃場は 20,910 円）。

2．大戸の圃場整備事業

　大戸は村の東南の端、燕市に隣接する大字
で、農家は 23 戸、農地は 80ha だった。現
在営農しているのは法人 1と担い手農家 3戸
である。非農家は 140 戸程度である。
　1963 ～ 1967 年にかけて団体営の圃場整備
に取り組み、10a 区画が 30a 区画になった。
整備前は舟で稲を運ぶ湿田地帯だったが、排
水問題がこれで解決した。
　1993 年に農村工業導入法による工業団地
がつくられ、それに 20ha ほど取られた。20
～ 30 分で高速道にのれるという地の利に目
をつけられたようだ。工場が張り付いたが、
まだ 1/3 ほど空いてる。集落の農家で団地に
雇われた人もいる。当時の地価は 10a500~600
万円だったが、「スト」をおこして 1,000 万
円にひきあげさせた。

　以下は、大戸地区圃場整備事業実行委員長
Nさん（現在 70 歳）からのヒアリングである。
前述の第 1回目の圃場整備は土水路だったた
め、水路幅が広くかつ水漏れがするようにな
り稲の生育も遅れたため、再度の圃場整備の
話がもちあがった。検討委員会を 10 名で立
上げ、それが事業組合に移行した。農家組合
長だったNさんが委員長になった。
　用排水整備事業でU字溝化する案もあっ
たが、負担率が高くなるので、地元負担 10%
の大区画圃場整備事業に取り組むことにし
た。2003 年から農家組合総会で検討が始め
られた。アンケートを実施したら地元負担に
対する懸念が強かった。そこで大型機械の導
入で効率がよくなると説得し、7割の賛成を
得るに至ったが、県から 100%の同意が必要
と言うことで、2008 年には 100% 同意をと
りつけた。どうしても反対と言う人が 3~4 人
おり、これらの者の農地は交換したり購入し
た（委員長も購入）。
　2005 年に調査事業がされ、2009 年には本
事業の採択となり、2011 年から工事が始ま
り 2016 年に完成した。暗渠排水を地下灌漑
に兼用するシステムが採用された。多機能排
水桝をつかうことで、多機能化で工事コスト
が節約、圃場の汎用化、田んぼダム機能、地
下水位が可視化され水管理が楽、節水効果が
ある等がパンフレットには記載されている。
工事は秋冬に行い引渡し後大豆転作を行っ
た。面整備は 10a 区画と 30a 区画を 1ha 区
画にしたのが 1/4、残りの半数以上は畔を抜
いて 60 ～ 90a 区画にした。現在では 30a、
60a ～ 90a、100a 区画の 3種になる。
　県からは受益地を増やせと言う話があった
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が、地権者は 84 名に及び入作者もあって同
意をとるのが大変なので、地元 27 戸、入作
24 戸での 55ha の取り組みになった。
　人・農地プランを作成して集積を進めると
地域集積協力金が出るということがわかり、
負担金問題に悩まされたN委員長は千載一
遇のチャンスと思って自ら呼びかけ、2014
年には大戸地区の人・農地プランを作成し、
2015 年には所有地も含めて全て中間管理機
構に貸付け、再配分することにした。
　再配分を受ける個別担い手は当初 4戸、法
人 1だった。法人に参加している者は「どこ
でもよい」ということで換地したが、件数と
してあまり多くなかった。再配分は、土が肥
えており住宅に近い地区を個別の担い手に割

り振り、谷地地区を法人に割り振った。この
やり方がまとめやすかった。図 1にみるよう
に法人農地の団地化はかなりの程度までなさ
れ、個別担い手も前述のようにある程度まと
めることができた。入作者の農地も外延部に
まとめられたが、なお法人団地の中にも多少
残っている。
　役場の資料では、地域集積協力金交付事業
は地域内面積 63ha、機構貸付面積 56ha、貸
付率 87.7%、交付金は 10a3.6 万円で計 2,450
万円である。
　地域集積協力金と促進費で地元負担はゼロ
になり、最初は反対していた人も顔が変わっ
て良くなったという。地下灌漑システムで大
豆や枝豆も作りやすくなった。
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　大戸は自他ともにまとまりのよい集落とさ
れ、担い手も絞り込まれていたことから高い
集積がなされたと言える。

3. 大戸の集落営農法人―サンファーム大戸

　①経緯
　組合長Nさん（調査時 64 歳）14からのヒア
リングである。
　先の農村地域工業導入との関係で大戸水稲
生産組合がつくられた。農家 23 戸に声をか
けて 8戸が手をあげ、それに正副の農家組合
長が加わって兼業農家 10 戸でスタートした。
育苗ハウス、ライスセンター、農機の補助事
業も付き、トラクター 1台、田植え機 2台。
コンバイン 2台を導入した。当時は構成員の
水田が 15ha、委託を受けたのが 5ha で計
20ha 程度だった 15。
　1年目は作業を共同で行い清算は個人だっ
たが、成績がよかったので 2年目からプール
計算して 10a 当たりの支払いにする協業経営
に移行し、今日に至っている。
　転作は大豆を作ったが、1997 年にやわ肌
ネギを 20a ほど導入し、現在は 1ha になっ
ている。ネギは稲の収穫後の作業でちょうど
よかった。
　1998 年には湛水直播を導入し、最大 8ha
まで行った。折からのコメ不足で育苗ハウス
が足りなくなって直播を取り入れたが、直播
は気候に対応しづらく反収も 1俵程度落ちる
ため、2016 年からは密苗の移植方式を増や
し、直播は現在は 4ha に減らした。
14 16 年間会社勤務の後、独立して設計アトリエを経営する 1
級建築士である。1人雇用し、工場の設計を主にしている。
15 先の 23戸 80ha だと 1戸平均 3.5ha になり合わない。恐らく
農家戸数はもっと多かったのではないかと思われる。

　1999 年から有機米栽培 1.5ha を開始した。
JAを通して東京の生協からの依頼に応えた
が、現在は減らしている。
　それまで兼業者が朝夕に集まって農業に取
り組んできたが、1998 年、99 年と倒伏させ
て減収したため、2000 年から組合長、副組
合長が職を辞めて専従化することにした。給
与は 300 万円程度で前職より下がったが、賃
借料も入るということでがまんした。当時は
10a7 万円程度の賃料になり、3ha 持ってい
れば 200 万円がプラスになった。
　2003 年にはハウスのイチゴ栽培 150 坪を
とりいれ、専従者の冬場の仕事とした。
　2006 年に品目横断的政策（後の経営所得
安定対策）が開始され、法人化の検討を始め
た。個別経営は 4ha 以上でないと品目横断
的政策の対象にならないので、若干の面積を
個別経営にゆずった。当時は面積 30ha、転
作率 30% で、転作は大豆、枝豆、ネギ、イ
チゴで行った。
　2007 年に 14 戸の参加で農事組合法人サン
ファーム大戸（以下「サンファーム」とする。）
を立ち上げた。県単の補助事業をもちいて
2500 万円の投資をし、トラクター、田植機、
コンバイン、乾燥機、籾摺機各 1台を導入し
た。
　2011 年には前述の第 2 回目の圃場整備事
業が開始された。同年に 2戸の担い手農家が
法人に参加し（体調をくずして離農、構成員
か委託かの差は、前者だと出資があり、土地
改良費は法人で負担）、担い手は法人 1、個
別農家 4戸になった。
　2014 年に大戸地区の人・農地プランを作
成し（楽だったという）、2015 年に中間管理
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事業による農地の集積・集約化を図った。同
年に担い手 1 戸が法人に参加し（3.5ha、出
資金 70 万円）、個別担い手は 3戸、法人は構
成員 17 戸、経営面積 56ha になった。
　②農地保有
　56ha のうち大戸の内は 40ha で、残りは他
地区・他町になる。多い順に山崎、旧分水町
（トラクターで 30 分程度）、村山、矢作となる。
いずれも相手に頼まれて作りだしたもので、
法人の方針として弥彦線の手前側にとどめ
る。弥彦村は 5組織（麓二区生産組合、アグ
リさくら、上泉生産組合、第四生産組合、サ
ンファーム大戸）でバランスよく配分される
ようにしている。
　中間管理事業では、担い手が 1カ所に 2ha
以上団地化することとしているので、利用権
を交換してまとめた。入作者 21 名 10ha に
ついては法人に貸してもらったが、現在も 7
戸の所有地 3～ 4ha が残っている（2.1ha か
ら 0.6ha まで）。
　集約化については地域集積協力金をもらえ
る点が大きかった。協力金は集積に協力した
全所有者に半分、残り 1,000 万円を法人に配
分した。その分については、将来的な農機の
購入に充てるべく積み立てている。
　賃借料については、総会資料では「（平成）
28 年度から中間管理機構を通じての支払い
地域と、サンファーム大戸から直接支払い地
域と二通りになっているため、組合員の賃借
料を統一する。28 年度の中間管理機構への
賃借料は 24,600 円であったが、変動がある
場合は JA農地利用円滑化事業に準ずる」と
している。また土地改良費は組合負担として
おり、2017 年度は個人振り込みするが、

2018 年度からは組合の直接支払とするとし
ている。
　③農業経営
　専従者は従業員 4 名と副組合長（63 歳）
である。従業員は30代と40代が半々である。
全員が法人構成員の子弟である。年俸は 330
～ 380 万円である。相場との比較はしていな
いという。
　畦畔草刈りと水管理は、2016 年度までは
構成員のうち 11 名が分担を決めて担当して
いる。前者は 3 回やって 3,000 円、後者は 5
～ 8 月にかけて月 15,000 円の手当である。
2016 年度が赤字だったこともあり、2017 年
度からは従業員と役員で時間内に行ってい
る。
　作付けは水稲 42ha、大豆 10ha、枝豆 2.5ha、
ネギ 35a、イチゴ 12a である。米は直売が
35%、JAが65%である。直売は60kg18,000円、
JAは 13,800 円である。直売所をもち、枝豆、
ネギの 5割、イチゴの 7割は直売所で売って
いる。
　④収支と将来
　2016 年度の売り上げは 7,400 万円、うち米
が 75%、野菜が 15%、作業受託が 10%である。
営業外利益として、ナラシ、直接支払、飼料
米助成、加工米、農地集積・集約（100 万円）、
コンバイン助成、大豆の助成・営農継続・数
量支払い、農の雇用事業（116 万円）、環境
保全型直接支払等々の補助金 3,000 万円弱が
入る。
　人件費合計は 2,400 万円程度、その他経費
を差し引いた当期純益は 1,000 万円強、出資
配当 10%、利益準備金 180 万円の他は次期
に繰り越される。経営体発展総合支援事業（県
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単）の 50% 助成を得て、トラクターを購入
する計画である（人・農地プランの作成と中
間機構を活用して 3 年後に 10ha 拡大が条
件。）。
　今後については、専従者 3名で大戸の農地
80ha をまかせてもらいたいと思うが、他方
では個人の担い手 1,2 戸は残ってもらい切磋
琢磨しないとだめだとも考えている。従業員
が若いので他集落からの依頼もあるが、前述
のように線路向こうまではいかない。
　補助金がなければ赤字で、来年度から米直
接支払の 7,500 円がなくなり、環境支払いも
減額になるということで 320 万円、従業員 1
名の給与分が減る。枝豆を増やし、大型機械
を導入して面積を増やすことでカバーすると
している。
　「大戸の資産を守り、楽しく仕事をしてお
カネを稼ぎ、飲み会を一緒にする」のがモッ
トーである。

4．個別の担い手―Mさん（5.9ha 経営、う

ち借地 4.7ha）

・プロフィール
　経営主（53 歳）は 2016 年に父が死亡し、
農業経営を引き継いだ。前職はサラリーマン
だった。それまでは農業を全くしておらず機
械の乗り方も知らなかった。相続人としては
姉妹がいたが相続放棄してもらい登記した。
現在は冬場は暗渠工事の作業をしている。妻
（53 歳）は事務職員で農業はしない。長男（26
歳）は会社員。田植の手伝いくらいはする。
　作付けは水稲のみで、主食用に 4.5ha、加
工米 1.3ha である。
・農地保有

　a. 自作地の 1.4ha は機構に貸し付けて自分
が機構から借りている。
　b. 貸付…田 28a を麓二区生産組合に父の代
に貸付け。遠方で不便だった。2015 年より
中間管理事業に期間 10 年の利用権に切り替
え。
　田 30a をサンファーム大戸に貸付け。農地
の集団化のための交換耕作。
　c. 借入…小作地は全部で 8件 4.7ha。父の
代からが 4件 3.0ha、そのうち機構切り替え
が 3件 2.3ha。残り 70a は集落内の農家が出
作していた田の模様である。相手は親戚から
が 2件、隣家からが 1件、集落内の他人から
が 1件。
　2015 年からが 2 件 49a で機構を経由。矢
作集落の者が所有する田で委員長Nさんか
ら依頼されたもの。
　2016 年からが 2件で 1.2ha で機構経由。再
配分に当たり割り当てられた。2件とも担い
手農家からのものである。
　要するに 2015 年以降のものは全て集団化
のための機構経由の再配分受けである。また
借り入れの全てが期間 10 年、賃借料は
10a24,600 円である。
・圃場整備
　農業を始めたばかりでよく分からなかった
ので賛成した。水はけがよくなり、用水管理
も楽になった。自分は暗渠排水の工事に携
わっているので、効果がよく分かる。30a 区
画と 60a 区画があるが、個人的には 30a 区画
が良い。田んぼに入るのは嫌だ。
・農政
　米戸別所得補償は 30 万円くらいもらって
いた。影響は大きいが対応はまだ考えていな
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い。青色申告をしているが収入保険に入るか
は迷っている。生産調整についてはよくわか
らない。来年も同じ作付け体系にするつもり。
農業に関する相談はサンファーム大戸の代表
Nさんや JAにする。
　集落に頼まれて農業委員になり、委員会に
は出席したが、まだ活動はよく分からない。
・今後
　あと 1ha くらいは拡大したい。来年から
直播を取り入れる。中間管理事業によりまと
まって耕作しやすくなったが、まだ分散があ
る（以前の耕作地を中心に借りたため）。事
業はとくにメリットは感じない。
　賃料は安いと思うが、誰も文句は言わない。
自分としては安ければ安いほど良い。
　父が亡くなった時にトラクターとコンバイ
ンを更新したため、サンファーム大戸に入る
気はない。法人化は考えていない。後継者は
確保されていない。

5．入作法人―第四生産組合

　大戸には多くの入り作者がいるが、そのう
ちの法人について補足的に紹介する。前組合
長（調査時 67 歳）からのヒアリングである。
　①経緯
　同組合は、村の北東端に位置する大字井田
のはずれに拠点を置く法人で、集落営農から
出発しつつも実態として個別経営的になって
おり、基盤とする農地も他大字等に展開して
いる。もともとは 1971 年からの弥彦村東部
地区二次構での基盤整備に伴い弥彦村農家組
合が中心となって第四機械利用組合が設立さ
れ機械装備とともにライスセンターがつくら
れた（「第四」は東部地区の第一～第四の事

業名からとられた）。
　大字井田、魵（えび）穴等にまたがり 14
戸の農家が参加し面積 25ha 程度だった。大
字井田 80 戸からは組合長も含めて 2戸の参
加、大字魵（えび）穴 14 戸からは 12 戸が参
加している。大字井田には別に揚枝潟（50戸、
57ha）に揚枝潟組合がある。
　組合は早くも 2年目にプール計算の協業組
合化している。オペレーターは 3~4 名で管理
作業も協業化し、魵（えび）穴の小さな田は
畔抜きするなどして耕作した。1983 年に米
麦乾燥施設をつくった。
　1990 年に農事組合法人化し「第四生産組
合」を名乗った。法人化の理由としては、組
織化から 20 年たち、構成員の全戸が兼業農
家という状態のなかで「方向づけ」をしたかっ
たためとしている（漠然とした理由だが、専
従者を明確化することだったと思われる）。
面積 27ha 程度で、前組合長Tさんともう一
人がオペレーターを担った。1993 年に年間
雇用を意図して冬季の原木椎茸栽培 5,000 本
程度を導入した。1999 年に若干の補助金を
入れて低温精米所を設立し、白米の直販に取
り組みだす。
　2009 年に湛水直播を開始したが、「鴨のエ
サになるだけ」ということで最大3haまでで、
現在は密苗栽培に切り替えている。
　2016 年に組合長を息子（41 歳）に交替した。
　法人化時のオペレータは前組合長も含め 2
名だったが、1名（64 歳）は組合に貸付け、
現在はTさん父子と従業員による企業経営
化している。
　②農地保有
　現在の経営面積は 57.5ha である。構成員
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14 戸（任意組織の出発時と同じ）の農地が 4
割、借地が 6割である。構成員の田は揚枝潟、
魵（えび）穴が主であり、前者は 30a 区画化
されているが、後者は 10a 区画である。借地
は矢作集落や平野集落（拠点より南に下った
集落で 10a 区画）が主で、大戸（拠点から
3kmの距離）からもわずかながら借地して
いる。全体として 10a 区画が大半を占めてい
る。
　小作料は「JA農地利用円滑化事業に準じ
て」24,600 円である。第四生産組合は若い農
業者がいるということで、地権者から直接に
申し込まれるケースが多い。中間管理事業を
通じて借地交換もしており、そのなかにはサ
ンファーム大戸も含まれる。
　③農業経営
　作付けは水稲 37ha で減農薬・減化学肥料
のコシヒカリが20ha、うち直播3.6haである。
転作は借地を中心に大豆で行っており、乾燥
作業は委託している。米の販売は JA出荷 4
割、直販 6割で、白米販売もあり、ふるさと
納税にも使われている。米直販や個人向けは
採算不利で縮小し、千葉等の関東方面の業者
販売を主にし、いろんなところに出かけてい
る。村内の 3 法人と協力して JGAP 認証を
受け、そのほか新潟県特別栽培農産物認証、
エコファーマー認定も受けている。
　転作は主として借地で行い、大豆の播種と
収穫は弥彦村大豆機械利用組合に委託してい
る。
　農業労働力は組合長（41 歳）のほか、21
～ 35 歳の 4 名の従業員であり、うち 1名は
非農家出身で就職先として当組合にきてい
る。前組合長と現組合長の妻が事務を担当し、

そのほか、作業員としてパートで女性 1名を
雇っている。
　④今後
　今の設備では 60ha 程度が限度で拡大する
としてもあと 10ha 程度である。農業労働力
がやや多いが、10a 区画が多くて手がかかる
ためで、大戸のように 1ha 区画化したい。
他集落なので難しいが「だんだんそういう雰
囲気になってきている」。
　米直接支払 7,500 円がなくなることの影響
は大きいが、対策は検討中である。
　本法人は前述のように早期に「雇用経営」
化をめざして法人化し、法人を担うのは事実
上T家一戸となり、組合長ポストも父子間
で継承しつつ、従業員をいれた雇用企業経営
化している。もともと居住集落に土地基盤を
おいておらず（その点からは集落営農とは異
質）、出作的なかたちで 10a 区画の小さな圃
場を確保しており、経営の主眼を各種認証を
取得しての高値販売においているのが特徴で
ある。

Ⅳ . まとめ
1. 調査事例の特徴

　①農地集積と集落営農法人
　新潟県は北陸 4県に共通することとして、
高い農地集積率になっている。北陸は全耕地
に占める機構貸付地の割合も高く、そのなか
で新潟県は最下位ながら追い上げてきてお
り、総じて高い農地集積率の県といえる。
　しかしながら農地中間管理事業の体制整備
はなお途上にあり、農業委員会の関与もこれ
からの課題である。調査地でも事業推進者や
個別の担い手が農業委員に就任し、基盤整備
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事業や集落営農法人化といった地域集団的な
取組に参加するなかで、その役割を果たして
いる。窓口として事務局が役場内に常設され
ているが、JAだと内内の話として相談でき
るが、農業委員会だと正式に役所に申し出る
ことになりかねず、「そこまでは…」という
意識も農業者にはある。
　それではこれまでの高い集積率を支えてき
たのは何かといえば、JAの農地利用集積円
滑化事業であり、地域集積協力金を活用して
更に集積・集約化を進めるに当たり機構の活
用が進んでいるといえる。ならば JAが農地
集積に積極的かと言えば、JAは貸し付けた
い地権者農家に対する窓口機能をよく発揮
し、貸付の申し出のあった農地をなるべく近
場の担い手にあっ旋する点で農地集約化に大
きく貢献しているが、積極的な掘り起こしを
しているわけではない。組合員平等の建前か
らも、JA事業の対象者確保からも離農促進
的な行為はタブーである。
　では高い集積率を支えるのは何かといえ
ば、農地を「委託」する「農家」が増えると
いう農村の現実そのものだろう。調査地域の
事例でも実際に耕作している農家や担い手農
家は意外に少数化してきているといえる。こ
の地域の場合、多数の農家が燕市に展開する
洋食器等の金属加工の下請け自営業に携わっ
ている。そういう下請け自営兼業農家が貸し
付けに回る者と借りる者に分解しているのが
現況である。
　全国的には集積の進む県では、個別経営へ
の集積よりも「農家以外の事業体」、典型的
には集落営農法人への集積の伸び率が高く、
集落営農法人化が集積の決め手だといえる

が、統計的には新潟県は個別経営への集積の
伸びが高かった。しかしながら調査地につい
てみれば、農地集積の決め手はやはり集落営
農法人である。基盤整備事業を通じて農地集
積を図るにしても、その核に集落営農法人が
座っていることがポイントだと言える。それ
を新潟的特質（個別経営が中心）の喪失過程
とみるのか、調査事例の特徴とみるのかは、
本調査からは断定できないが、集積の進む他
県と同様に、集積の決め手はどうも集落営農
法人といえそうである。
　以上からは、農地集積は行政が政策的に進
めようとしても進むものではなく、実態の機
が熟せば自ずと進むものだと言える。その時、
信頼される受け皿が地域にあるか否かが決定
的であり、担い手の育成なかんずく集落営農
（法人）のそれが鍵だと言える。
　
　②集落営農法人から雇用型企業経営へ
　調査した集落営農法人は、それぞれ以前の
基盤整備事業や農村地域工業導入の付帯事業
として任意組織化が図られ、早期に協業経営
化するという経緯を経て、品目横断的政策（経
営所得安定対策）を契機に法人化した。それ
は集落内の全戸ではないが多数農家を構成員
とする任意組織として出発しつつ、構成員は
主として管理作業に従事していたが、法人化
を経て、今日では構成員の多くが地権者化し、
少数の構成員と雇用者からなる雇用企業経営
に変貌している。雇用者といっても実は構成
員子弟が多いのだが、地域の農業後継者が
個々の農家のあとつぎを確保するという従来
型ではなく、集落営農法人の雇用者という形
をとって確保されるところに今日的な特質が
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ある。ここでも法人は地域農業後継者の受け
皿でありインキュベーターである。
　③自営兼業担い手経営
　他方で少数ながら個別の担い手農家も残っ
ており、それは他産業勤務からの転職や現在
も自営兼業しながの農業経営であり、しかも
二世代兼業経営（兼業経営の世代継承）もみ
られる。
　自営業だから時間と労力の融通が利き兼業
できるという点もあろうが、兼業担い手経営
が意外にしぶとい持続性を持っているのが地
域の特徴である。
　しかしながら長所のOさんのように耕耘
を除く機械作業や転作は法人に委託したり、
あるいは大戸のMさんのように相談相手は
法人の組合長だったりと、法人と競争関係に
立つというより協力関係、あるいは補完して
もらう関係にある。このような地域では、基
盤整備の負担金を軽減するための集積率向上
は法人が中心となりつつも、個別の担い手農
家が協力することで初めて可能になってい
る。法人も集落の全農地を自らに集積してし
まうことが望ましいとは考えていない。
　要するに農地集積において集落営農法人が
果たす役割は新潟県においても決定的だが、
なお個別の担い手農家との併存関係にあると
いえる。集落営農法人を核としつつ、個別担
い手農家が衛星的にそれをとりまくのが現在
の集積構造といえるが、その構造が変わるの
かどうかが次の段階での問題になる。
　④機構事業の位置づけ
　I－2 で機構が独自に集積を進めるだけの
人員と仕組みをもたず、地域レベルの既存組
織に頼らざるを得ない実態をみた。そのなか

で新潟県ではとくに市町村と JAとその他土
地改良区の役割が大きいことを見てきた。
JAは組合員農家の内情をよく知っており、
組合員利益を守る役割を託されており、農地
を貸したい農家が増える状況に対応してい
る。それを制度に載せたのが農地利用集積円
滑化事業だった。
　郡規模以上の広域土地改良区は自治体や
JAを超える地域情報を把握・比較・発信し
うる立場にいる。機構は、自らの足らざるを
カバーすべく、このような国県と地域・農業
者の間に立つ中間組織に業務委託することを
通じて、「地域に埋め込まれ」ている。その
ことは当初、農外から機構に期待された、超
県域的な企業等への農地集積ではなく、あく
まで地域の担い手や実態に即した機構事業の
展開につながっているといえる。機構は「地
域に埋め込まれる」ことで存在意義をもつと
考える。
　聴き取りを通して機構への強い不満、要望
はだされず、10 年の期間は適当という回答
が多かった。機構貸付は概して地域の小作料
を引き下げる方向に作用しており、土地改良
費（それが経常費か償還金かの区別をつけが
たかったが）は確実に借り手から土地改良区
に直接に支払われることになっている。機構
事業が地域の賃貸慣行を変えつつあると言え
る。
　⑤農政と担い手経営
　農政については米直接支払交付金の廃止、
収入保険の導入、生産調整の国による配分の
廃止が時を同じくして起こるが、担い手の反
応はどうか。
　米直接支払については、残っている個別担
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い手経営は総じて米直接支払そのものに懐疑
的であり、経営としての自立を強調する傾向
にある。彼等は兼業から離農へ、あるいは集
落営農法人化という地域のメイン・ストリー
ムの中で個別経営を堅持してきた自負があろ
う。他方で法人経営は雇用者一人分の賃金に
も等しい減収であり、今後の農地集積は雇用
者増ではたさなければならない現状の中で困
惑し、新たな所得増をめざしているが、困難
な状況に変わりない。
　収入保険については個別の担い手は前向き
か検討中である。まずナラシや農業共済等の
既存システムとの比較による的確な情報提供
が望まれる。
　生産調整については、県以下レベルでの配
分が従来通りなされるとしても、国の「強制
力」のシンボルとしての配分がなくなれば、
少なくとも転作作業委託、受託する組織なか
んずく集落営農法人の深堀対応分は、生産調
整面積が減少することが聴き取りから推測さ
れた。これは大きな問題である。
　最大の課題である農地集積の環境を整える
方向での農政展開でないと、木に登って魚を
求めることに終わろう。

2. 基盤整備と農地集積

　①基盤整備の必要性
　新潟はまさに「潟」の県であり、明治以来、
営々と排水事業に取り組み現在に至ってい
る。そのための土地改良区組織の巨大さと力
量の前に、県の基盤整備は大いに進んでいる
というイメージをもっていたが、巨大な投資
を要する排水事業に傾注せざるをえなかった
故に、他地域と比較して意外と区画整理事業

が進んでおらず、そのうえ農業構造改善事業
時代の用排水施設の老朽化が進んでいること
が分かった。担い手経営の耕作能力に限界が
あるなかで、これからは基盤整備なかんずく
区画整理がされていない圃場は「借りてもら
えない」時代が到来し、現在は大平野部とし
ての低い耕作放棄地率が上昇せざるをえない
状況にある。土地用益に関する需給関係から
賃料があがり担い手が増えるという需給曲線
的な「論理」も、今後の米需給と米価の関係
から必ずしも見通せない。
　そういうなかで基盤整備事業に注力しつ
つ、農地集積を進めるという戦略にまちがい
はない。
　②基盤整備の負担軽減方法
　二つの事例とも同じような経過をたどって
いる。すなわち 1960 年なかばから 70 年代は
じめにかけて圃場整備事業に取り組み 30a 区
画を果たしたが、その後、用排水施設が老朽
化し再整備が必要になり、2000 年代後半に
再度、圃場整備事業に取り組むことにした。
区画整理をしなかった長所と区画整理に取り
組んだ大戸との違いはあるが、まず圃場整備
先にありきの点では同じである。
　そのうえで地元負担 10% 分にどう対応す
るかについては、両事例とも農地利用集積率
のアップを要件とする促進費の活用を行っ
た。促進費があることは圃場整備事業に取り
組むに際して既に知らされていたことだと思
われる。加えて中間管理事業の発足により、
その地域集積協力金も地元負担の軽減に充当
しうることとなった。大戸はその仕組みも利
用したが、長所は促進費一本でいくことにし
た。前者がより狭域での地域ぐるみだったの
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に対して、より広域的な長所では法人プラス
担い手への集積の取り組みに地域的な温度差
があったのかも知れない。
　いずれにしても農地利用集積率あるいは機
構借入率のアップという要件をクリアしなけ
ればならないことは共通している。その場合
に決定的だったのは、既に大字等の地域の中
核となる担い手が農事組合法人として存在
し、それがかなりの程度の集積を行っていた
ために、そうでない場合よりも要件クリアが
はるかに容易になった点である。
　③新たな基盤整備事業の可能性
　それに対して土地改良法改正による新事業
は、圃場整備の負担率ゼロをインセンティブ
として、それに課せられた要件をクリアする
ことを通じて農地集積を実現しようとするも
のであり、これまでのやり方と目的（農地集
積）と結果（圃場整備）が逆の関係になる。
　機構関連事業の 5要件の第一は「事業対象
農地の全てについて、農地中間管理権が設定
されていること」とされ、かつ「集団化要件
については、農家負担を実質ゼロとしている
現行の促進費では事業完了後 5年以内に集団
化率が 80% 以上となることを要件としてい
ることを踏まえ、『事業対象農地の 8割以上
を事業完了後 5年以内に担い手へ集団化する
こと』を機構の方針として設定する」として
いる。
　この文言には二つの解釈がありうる。
　第一は、「事業対象農地の全てについて、
農地中間管理権が設定されていること」を文
字通りに受け止める解釈である。この場合に
は基盤整備を行う農地は全て機構に貸し付け
ることになる。機構に貸し付けられた農地の

利用権は、集約化の場合を除いて担い手農業
者に再分配されるので、担い手以外の農家は
法人に参加し管理作業等に従事するか少なく
とも圃場整備エリア内においては耕作しない
ことになる。むしろ圃場整備への囲い込みに
より農地集積率を高めることに新事業の目的
があるのかも知れないが、そこには地域での
合意形成上やや無理がある。
　第二は、「『事業対象農地の 8割以上を事業
完了後 5年以内に担い手へ集団化すること』」
を重視する解釈である。これによれば地域の
貸付者も自作者も基盤整備に参加でき、その
うえで農地集積率を 8割に高めていくことで
ある。これは、これまでの促進費や地域集積
協力金活用型基盤整備と同じになり、第一よ
りも無理は小さい。
　第二の解釈では新たな事業にはならないの
で第一の解釈だとすると、そこでの無理を和
らげるには、新事業は、Ⅰ -2- ②で紹介した
ように、既に担い手への集積がかなり進んで
いる地域や集落営農法人等が立ち上げられて
いる地域での展開可能性が高いことになろ
う。その場合にも、前述のように販売額 2割
以上向上か生産費 2割以上削減という収益性
要件は、その達成は圃場整備や農地集積以外
の様々な条件に左右されることであり、適切
とはいいがたい。
　条件不利な農地は担い手の耕作能力が限界
に達すれば、借りてもらうこともできなくな
り、耕作放棄されかねない。条件不利を解消
しておくことは、農地を借りてもらうための
必須の要件になりつつある。そのための負担
の軽減・解消は今や必要不可欠な政策であり、
土地改良法改正はその現実の要請に応えるも
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のといえるが、それがこれまでの促進費や地
域集積協力金にとって代わることになると、
地域の選択肢が非常に狭まることになる。
　圃場整備と農地集積への取り組みは、みて
きたように地域によってさまざまであり、柔
軟な選択肢の設定が望まれる。

（あとがき）調査に際しては、ヒアリングに
対応いただいた担い手農業者、法人代表者、
事業責任者に厚くお礼申し上げたい。県内状
況の把握や調査設営に当たっては、新潟県地
域農政推進課、農地整備課、農地計画課、農
林公社、農業会議、土地改良連合会、西蒲原
土地改良区、燕市、弥彦村に多大なお世話に
なった。調査は田代と溝口重治、菅原聡（農
地保有合理化協会）が協力して行った。




