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はじめに
　群馬県では、平成 26 年 4 月に公益財団法
人群馬県農業公社（以下、群馬県農業公社と
略記）が農地中間管理機構の指定と農地中間
管理事業規程の県知事認可を受け、事業を本
格的に開始している。
　群馬県農業公社は昭和 45 年 10 月に設立さ
れており、平成 6年に農業経営基盤強化促進
法に基づく農地保有合理化法人としても位置
付けられてきた。平成 21 年の農地法の改正
に伴う農地利用集積円滑化事業の開始に伴い
農地集積円滑化団体が農地の貸借を、群馬県
農業公社が農地の売買を主として担い、群馬
県内の農地流動化を進展させてきた。また、
農地中間管理事業の開始にあたり群馬県農業
公社の主要な業務は農地の売買から貸借へと
大きくシフトしているが、農地の売買に関し
ては農地中間管理事業の特例事業として継続
している。
　群馬県農業公社の主要業務は次の 5点であ
る。①農地又は採草放牧地、農業用施設用地
の売買、貸借、管理及び交換、②青年農業者
等担い手の確保・育成・新規就農相談、③青
年農業者への経営改善に資するための助成金
の交付及び資金の供給、④未利用農地の有効
活用への取り組み、⑤農業用地等の造成、改
良となっている。

　本稿では、群馬県における農地中間管理事
業の実施状況を確認した上で、その成果と課
題に関して整理することを課題としたい。そ
の際、群馬県農地中間管理事業評価委員会に
おける資料や議論、それに基づく群馬県農業
公社をはじめ関係組織、各市町村、各 JAの
担当課、生産者への聞き取り調査をもとにそ
の整理を進めていく。

1. 農地中間管理事業の推進方向と推進体
制
（1）群馬県農業の特徴と農地中間管理事業

の推進方向

①群馬県農業の特徴と課題
　農地中間管理事業を推進していくにあたり
群馬県農業が抱える課題を群馬県農政部が整
理している（注 1）。そこで、以下ではその資料
をもとに群馬県農業の特徴とその課題を確認
する。
　平成 26 年、群馬県の農業産出額は 2,335
億円で、全国 12 位の農業産出額となってい
る。分門別では、野菜の産出額が 920 億円、
全国 7位の産出額、畜産の産出額が 1,040 億
円、全国 8位の産出額となっている。この他、
工芸農作物の産出額が 9億円、全国 5位の産
出額、麦類の産出額が 11 億円、全国 6位の
産出額となっている。野菜と畜産の産出額で
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80% を超えており、群馬県では野菜と畜産
を中心として農業が展開されている点が、そ
の特徴として確認できる。
　群馬県における担い手への農地集積率は
30.2% と全国の 50.3% を下回っており、全国
26 番目の農地集積率となっている。もちろ
ん、野菜プラス工芸農作物、野菜生産の盛ん
な昭和村、嬬恋村では担い手への農地集積率
は 70% を超えており、また、米麦二毛作地
帯として取り上げられることが多い玉村町、
伊勢崎市でも農地集積率は 40%～ 50% を超
える水準となっている。平成 22 年、昭和村、
嬬恋村での 1経営体当たり経営耕地面積は、
4.24ha、5.52ha に達しており、全国の 2.53ha、
群馬県の 1.50ha を 2 倍前後上回っている。
また、これらの市町村での「実経営体当たり
借入農地面積」も全国、群馬県の数値を大き
く上回っている実態が確認される。とはいへ、
現在までのところ、これらの市町村では農地
中間管理事業への取り組みが、あまり活発で
はない状況となっている。
　以上、担い手へ農地を集積させ、経営規模
を拡大させることで農地等の生産基盤の確保
が図られる一方で、農家数、農業就業人口の
減少、基幹的農業従事者の高齢化、耕作放棄
地の拡大といった実態も進展している。平成
27 年度、総農家戸数は 50,093 戸、農業就業
人口は約 4.4 万人に減少し、基幹的農業従事
者の平均年齢は 66.8 歳にまで高まっている。
群馬県の耕地面積は 72,600ha、経営耕地面積
45,214ha、耕作放棄地 14,043ha となっている。
経営耕地面積と耕作放棄地とを合わせた面積
は 59,257ha となる。畑・樹園地の割合が
57% を占めており全国 9 位のその割合を示

す一方で、耕作放棄地率は全国平均の 11.0%
を大きく上回り、23.7% の数値を示しており
全国 5位の高さとなっている。特に、中山間
地域では、集落営農の組織化に向けた話し合
いの場を持つこと自体が難しく、その組織化
が遅れているため、鳥獣害も拡大し、耕作放
棄地の拡大の大きな要因の 1つとなっている
ことも指摘されている。
　このような群馬県農業の特徴や課題を踏ま
え、農地中間管理事業が推進されていくこと
になる。「農地中間管理事業の推進に関する
基本方針」（平成 26 年 4 月、以下「基本方針」
と略記）では、次の 6つの事項に関して定め
るものとされている。表 1は基本方針に定め
る事項を示したものである。そこで、以下で
は、「基本方針」に定められた事項に関して
確認していく。

②農地中間管理事業の推進に関する基本的な
方向
　「基本方針」には、農地中間管理事業の推
進に関する法律第 3条の規定に基づいて、群
馬県における効率的かつ安定的な農業経営を
営む者が利用する農用地の面積目標、農地中
間管理事業の推進に関する基本的な方向等が

表 1　基本方針に定める事項

・	効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目
標その他農地中間管理事業の推進により達成しようとする農用地の
利用の効率化及び高度化の促進に関する目標
・農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向
・農地中間管理事業の実施方法に関する基本的な事項
・	農地中間管理事業に関する啓発普及その他農地中間管理事業を推進
するための施策に関する事項
・	地方公共団体、農地中間管理機構及び関係団体等の連携及び協力に
関する事項
・その他農地中間管理事業の推進に関し必要な事項

（群馬県（2014）「農地中間管理事業の推進に関する基本方針」p.1 より引用）
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定められている。その中で、農地中間管理事
業の推進に関する基本的な方向として次の 2
点が示されている。
　第 1に、農地中間管理機構（以下、機構と
略記）を担い手への農地集積・集約化と耕作
放棄地の発生防止、解消をすすめる中核的な
事業体として位置け、関係機関との連携を密
にして、最大限活用する点が掲げられている。
　第 2に、各市町村における人・農地プラン
の作成・見直しと極力連動させることにより、
効率的かつ安定的に推進する点が掲げられて
いる（平成 26 年 3 月 31 日）。
　表 2は人・農地プランの作成・見直しの状
況に関して示したものである。33 市町村で
人・農地プランが作成されているが、そのう
ち 1市町村 1プランが 25 市町村となってい
る。
　また、「基本方針」では、「農業経営基盤強
化促進法第 5条第 1項に規定する基本方針に
適合するとともに、農業振興地域整備計画そ
の他法律の規定による地域農業の振興に関す
る計画と調和が保たれなければならない」点
も明記されている。すなわち、農地中間管理
事業の推進に関する基本方針と農業経営基盤
強化促進法の基本方針を適合させることで、
両法を一体として推進されていくことが明記

されているのである。

③農地中間管理事業の推進に関する目標
　表 3は「基本方針」で定められた農地中間
管理事業の推進に関する目標について示した
ものである。次の 2点である。
ⅰ）効率的かつ安定的な農業経営を営む者が
利用する農用地の面積の目標
　国は、「今後 10 年間で、担い手の農地利用
が全農地の 8 割を占める農業構造を実現す
る」としているが、群馬県においては水田よ
り畑地が多く、中山間地域が県土の 7割を占
める地域性を考慮し、今後 10 年間で新たに
29,000ha を担い手に集積し、農地集積率を現
在の約 3割から 66% にまで引き上げる目標
とする。
ⅱ）ⅰ以外の農地中間管理事業の推進により
達成しようとする農用地の利用の効率化と高
度化の促進に関する目標
　基盤整備事業等の実施により効率的かつ安
定的な農業経営を営む者（以下、「担い手」
という。）が効率的に作業ができるように連
担化・団地化された農地面積とする。
　また、農地中間管理事業の実施に伴い解消
が見込まれる遊休農地の面積とする。　
　詳細な整理は 3-（1）で行うが、群馬県に
おける農地中間管理事業の実績は平成 27 年
度、平成 28 年度ともに当初計画を大きく下
回った実績となっている。平成 27 年度、借
受の当初計画 2,910ha に対し 415ha の実績、
貸付の当初計画2,620haに対し373haの実績、
保全管理の当初計画 291ha に対し 0.3ha の実
績と、いずれの数値も大きく下回っている。
また、平成 28 年度も、借受の当初計画 1,510ha

表 2　群馬県における人・農地プランの作成取組状況
＜プラン作成取組状況＞

プラン作成予定市町村数 33

プラン作成予定地区数 88

＜プラン決定済市町村内訳＞

プラン決定済市町村数 33

上記の内プラン決定済市町村数（1市町村1プラン） 25

プラン決定済地区数 88

（群馬県（2014）「集落営農組織設立の手引き」p.13 より引用）



88

に対し468haの実績、貸付の当初計画1,500ha
に対し 516ha の実績、保全管理の当初計画
10ha に対し 0ha の実績と、いずれの数値も
大きく下回っている。

④農地中間管理事業の実施方法―市町村等へ
の業務委託契約―（注 2）

　農地中間管理事業を効率的かつ円滑に推進
するため、市町村及び JA等と業務委託契約
等を締結している。平成 28 年度、群馬県内
の 34 の市町村と業務委託契約を、1 自治体
と業務連携協定を締結している。8,780,749
円の市町村への委託料のうち、15 の市町村
とは 0円の業務委託契約となっている。この
他、2JA、1 公社、6 再生協議会、計 9 組織

と業務委託契約を締結している。
　0円の業務委託契約となっている市町村に
は、中山間地域で 1戸当たり生産農業所得が
最も低い 3町村、米麦二毛作や野菜プラス工
芸農作物の生産が盛んで「実経営体当たり借
入農地面積」が群馬県内で最も大きな自治体
や自治体の農業公社も含まれている。中山間
地域で、農業生産の規模も小さく、優良農地
の確保が困難で、鳥獣害や耕作放棄地が拡大
している町村では、重点区域も設定されてお
らず、それゆえ、農地中間管理事業に取り組
めない可能性を示唆している。また、野菜プ
ラス工芸農作物の生産が盛んで、かつ、経営
規模の拡大の進展している自治体、米麦二毛
作地帯の自治体の農業公社でも、モデル区域

表 3　群馬県における農地中間管理事業の推進に関する目標
1　効率的かつ安定的な農業経営を営むものが利用する農用地の面積の目標

区　　　　　分 現　　　在
（平成 24 年度）

概ね 10 年後
（平成 35 年度）

耕地面積　（①） （H25）73,300ha ※ 2 73,300ha ※ 4

　　　　　うち担い手※ 1が利用する面積　（②） （H22）19,372ha ※ 3 48,378ha

　　　　　認定農業者 4,650 経営体 5,470 経営体

　　　　　　　　　　うち個人 4,215 経営体 4,820 経営体

　　　　　　　　　　うち法人 435 経営体 650 経営体

　　　　　集落営農※ 5（累計） 116 組織 158 経営体

　　　　　新規就農者（年間） 200 経営体 200 経営体

　　　　　その他 -経営体 -経営体

② /① 26.4% 66%

※ 1　「担い手」とは、1）認定農業者、2）特定農業法人、3）基本構想水準到達者、4）特定農業団体、5）集落営農を指す。
※ 2　平成 25 年度作物統計調査の耕地面積を指標とする。
※ 3　平成 22 年度農業経営基盤強化促進法にかかる担い手の実態に関する調査値を指標とする。
※ 4　目標年次の耕地面積は、現在の面積が維持されるものと想定する。
※ 5　「集落営農」には、法人化した組織も含まれる。

2　1以外の農地中間管理事業の推進により達成しようとする農用地の利用の効率化及び高度化の促進に関する目標

区　　　　　分 現　　　　　在
（平成 24 年度）

概ね 10 年後
（平成 35 年）

各担い手の利用する団地（連続して作業ができる圃
場）の平均面積※ 1 - 2 倍程度

遊休農地面積※ 2 7,751ha 2,494ha

　うち　再生可能 4,134ha 2,494ha

　うち　再生不能 3,617ha 0ha

※ 1　機構が貸付を行なっている農業者のデータで把握するものとする。
※ 2　	遊休農地の面積のうち「再生可能｣ は、改正後の農地法第 32 条 1 項第 1号及び第 2号に該当する状態にある農地のストック面積（農業委員会が毎年

実施する利用状況調査により把握）とする。また「再生不能｣ は、荒廃農地調査により「再生利用が困難と見込まれる荒廃農地」として把握される
面積とする。

（群馬県（2014）「農地中間管理事業の推進に関する基本方針」p.3 より引用）
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の設定はそれぞれ 1箇所のみで、農地中間管
理事業の活用もあまり活発ではない。　
　業務委託契約の内容に関しては次の通りで
ある。①出し手の把握及び情報収集、②受け
手の把握及び情報収集、③関係機関との連絡
調整、④貸借に係る条件の調整・交渉、⑤借
入農地の事前調査業務、⑥借入に係る契約締
結手続き及び変更等に関する業務、⑦事業に
係る必要書類の収集と確認、⑧貸し付け後の
農用地利用状況確認、等となっている。
　ただし、多くの市町村では、①の出し手へ
の情報提供や事業活用に向けた推進活動が不
十分であると考えられるため、群馬県農業公
社として、本事業の生産者への PR 活動を
行っている。群馬県での農地中間管理事業の
当初の PR不足は、市町村の人的要因に起因
する部分が大きいと指摘されている。この点
は、人・農地プランの作成状況にも関連して
くる。これについては 3-（1）で確認する。
　群馬県農業公社での本事業の PR活動とし
ては、同事業の説明会におけるパンフレット、
リーフレット等の配布や FM、TV等の CM
を活用した広報・宣伝活動を行っている。
　加えて、農業委員会の改組に伴い新たに設
置された農地利用最適化推進委員との協力を
進めている。農地利用最適化推進委員の主要
な業務としては次の4点が挙げられる。①人・
農地プランなど、地域の生産者等の話し合い
を推進すること、②農地の出し手、受け手へ
のアプローチを行い、農地利用の集積・集約
化を推進すること、③耕作放棄地の発生防止
と解消を推進すること、④①～③の点を推進
するため、群馬県農業公社との密接な連携を
とること、といった 4点が挙げられる。今後、

この農地利用最適化推進委員が大きな役割を
果たすことが期待されている。
　さらに、群馬県農業の中核的な担い手農業
者団体である 5団体と、担い手への農地集積・
集約化を加速し、農地の有効活用と農業の生
産性向上を図るため、連携して農地中間管理
事業の取り組みを推進するための協定を締結
している（平成 29 年 3 月 21 日）。群馬県農
業経営士協議会、群馬県農業法人協会、群馬
県認定農業者連絡協議会、群馬県稲作経営者
会議、群馬県こんにゃく研究会、の 5団体で
ある。

（2）農地中間管理事業の取組体制と特徴

①規定・細則に基づいて事業展開
　群馬県農業公社では、「基本方針」に即して、
農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図
るために策定された農地中間管理事業規程
（平成 26 年 4 月 23 日認可、同年 6月 13 日変
更認可、同年 4 月 23 日特例事業規程承認）
に基づいて事業を展開している。事業規程で
は、事業実施区域、事業対象農用地、重点的
に実施する区域、農地中間管理権を取得する
農用地等の基準、借受けを希望する者の募集、
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、事業実施に当たって
の調整等、業務の委託、農地中間管理事業評
価委員会、事業計画等が定められている。
　農地中間管理権を取得する農用地等の基準
では次の 4点が掲げられている。群馬県農業
公社が農地中間管理権を取得する農用地等の
基準とは、①既に森林の様相を呈しているな
ど、農用地等として利用することが著しく困
難であると認められるものでないこと、②当
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該区域における借受希望者の確保に関して募
集に応じた者の数、応募の内容その他の事情
から見て、当該区域内で公社が農用地等を貸
し付ける可能性が著しく低い農用地でないこ
と、③当該農用地等の賃料が、農地法第 52
条の規定により農業委員会が提供を行ってい
る借賃等の情報や生産条件等からみて適切で
あると判断されること、④その他農用地の利
用の効率化及び高度化の促進に資すると見込
まれるものであること、の 4点とされている。
　また、事業展開にかかわって、具体的な事
務処理マニュアルが定められ、次のように規
定されている。
　借受希望者の把握及び情報収集については
次の2点が定められている。①業務受託者は、
集落や地域の話し合いにより、今後の地域農
業の中心となる農業経営体や認定農業者等の
意向を把握し、農業者が経営の規模拡大や農
用地等の集約化を希望する場合には、農用地
等の借受希望者として、公社が行う募集に応
じるように働きかける。また、市町村及び地
域において借受希望者が見込めず、かつ、貸
付希望者が多数存在する場合には、公社と業
務受託者は連携して、他地区の農業経営体や
農業参入を希望する企業等に対して同様の働
きかけを行う。②募集に応じる意向のある借
受希望者がいる場合、業務受託者は、希望地
区、農地面積、契約期間、賃借料など借受け
に係る諸条件を借受希望者と相談のうえ、「農
用地等借受希望者一覧」に取りまとめること、
の 2点とされている。
　借受希望者と農地のマッチングに関しては
次の7点が定められている。①業務受託者は、
農用地借受応募者一覧の借受応募者につい

て、「借受応募者適格審査表」によりその適
格性を審査するものとする。なお、複数の市
町村に応募している等複数の業務受託者に関
わる借受応募者がいる場合は、公社が調整す
る。②業務受託者は、農用地等貸付希望申出
一覧を基に農用地等の集積・集約化に資する
と考えられる農地を選定し、当該農地の現地
調査等を行うものとする。また、貸付希望者
及び①の審査の結果、適当と認めた借受希望
者に対して賃貸借料、契約期間、その他の条
件等について確認を行う。③業務受託者は、
選定した農地とマッチング可能と考えられる
借受希望者について「借受希望者選定表」を
作成し、借受応募者適格審査表を添付して公
社に提出するものとする。公社は業務受託者
と協議の上で、借受希望者に対する交渉の順
番を決定する。また、公社は必要に応じて現
地調査を行う。④業務受託者は、決定した借
受希望者選定表の順番に基づき借受希望者と
交渉を行う。交渉の結果、借受希望者が当該
農用地等を借受けることについて合意した時
は、マッチングが成立した旨を「農用地等集
積・集約化状況報告書」及び借受希望者選定
表により、公社に報告する。また、業務受託
者が市町村以外の場合には、併せて市町村に
報告する。⑤業務受託者は、マッチングが成
立した借受希望者に対して、「農用地等借受
申出書」3部（正本 1部、写し 2部）を、当
該農用地等の存する市町村に提出するよう指
示するとともに、書類の作成等を支援する。
⑥市町村は、提出された農用地等借受申出書
について、記載事項を確認のうえ、公社に正
本 1部、写し 1部を送付する。⑦公社は、送
付された農用地等借受申出書について、審査
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を行い、適当と認めるときは、法第 19 条第
2 項に基づき、「農用地利用配分計画（案）
の作成について」により、市町村に対し、農
用地利用配分計画（案）の作成、提出を求め
る。

②取組体制の整備
　図 1は、群馬県における農地中間管理事業
の取組体制を示したものである。
　平成 28 年度、群馬県が策定した「人・農地」
政策推進方針及び「人・農地」政策取組事項
に基づき、県、県地域機関、市町村、市町村
農業委員会及び JA等、関係機関と役割分担
を明確にしていく中で、県域段階の「人・農
地」政策推進会議、地域段階の「人・農地」

政策推進会議等で調整を図りながら農地中間
管理事業を推進していく体制が強化されるこ
ととなった。
　平成 29 年度農地中間管理事業活動方針で
は、次の 6点が推進体制の強化と関係機関と
の連携による事業推進として掲げられてい
る。①県「人・農地」政策推進会議及び農業
事務所毎に行う担い手農家、農業委員、農地
利用最適化推進委員等との意見交換会におい
て地域の実情に応じた具体的な機構の活用促
進に向けた取組を進展させること。②各農業
委員会を指導する県及び農業会議と定期的に
情報交換会を開催し、農業委員会事務局や農
地利用最適化推進委員との連携について具体
的な取組方策を決定していくこと。③「農地

図 1　農地中間管理事業推進体制図

（群馬県農業公社提供資料、平成 29 年 12 月）
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利用の最適化の推進」を農業委員会事務局、
農業委員、農地利用最適化推進委員が一体と
なって推進できるよう連携・協力していくこ
と。④県の強力な指導のもと、市町村の協力
を得て、利用権設定更新時期の 6カ月前から
計画的な機構活用への移行を進展させるこ
と。⑤業務委託先（市町村等）へは、機構業
務委託の業務拡大・充実を目指し賃金職員の
雇用拡大を行うよう働きかけていくこと。⑥
国が開発したフェーズⅡ（農地情報公開シス
テム）と機構業務の事務管理システムを連動
させながら早期に本格稼働に移行し、事務の
効率化と事業活用のツールとして推進してい
くこと、の 6点である。
　この他、平成 29 年度農地中間管理事業活
動方針では、①出し手の掘り起こし促進と担
い手との連携強化、②重点区域・モデル地区
における事業推進、③農村整備事業等におけ
る活用促進、④人・農地プランの見直し及び
話し合いの場への参画、といった 4点が、上
記の点とあわせ重点的に取り組む事項として
掲げられている。　

2．群馬県における農地中間管理事業の
成果と課題
　群馬県と群馬県農業公社は、平成 27 年度
より『農地中間管理事業重点区域及びモデル
地区設定方針』（平成 27 年 2 月 26 日）に基
づき、人・農地プランや集落営農の法人化、
農地整備事業、耕作放棄地対策などと連動し
た重点区域を各市町村に 1ヶ所以上の設置、
モデル地区の積極的な設置を市町村に促し、
その実績を波及させるとしている。

（1）重点区域・モデル地区とその成果

　群馬県での農地中間管理事業は、規程第 6
条に規定する「重点的に実施する区域」を設
定し、本事業を展開している。もちろん、こ
の区域以外においても本事業が実施されてい
る（規定 6条第 2 項）。重点区域、モデル地
区のそれぞれの定義は次の通りである。
　重点区域とは事業規程第 6条に定める次の
区域とされている。「適切な人・農地プラン
が作成され、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など、農地
中間管理事業が効率的に実施され、農用地の
利用の効率化及び高度化を推進する効果が高
い区域であって、かつ、地域内でまとまった
農用地等を借り受けて、農用地等の利用の集
約化に資するように転貸できる区域として毎
年度の事業計画に定める区域において、重点
的に農地中間管理事業を実施する」ものとさ
れている。
　モデル地区とは、「重点区域のうち、数年
以内に農地中間管理事業を活用して、農地の
集積・集約化に大きな成果を出せる地区で、
他への波及効果など事業実施のモデルになる
ものとして定めた地区」とされている。
　平成 27 年度、26 重点区域、4モデル地区
が設置され、平成 28 年度には 87 重点区域、
9モデル地区に増加している。表 4は各農業
事務所管内での重点区域、モデル地区を示し
たものである。また、表 5は重点区域、モデ
ル地区の設置方法及び対応を示したものであ
る。
　平成 27 年度、26 重点区域、4モデル地区
が設置された一方で、農地の貸借は、借受の
当初計画 2,910ha に対し 415ha の実績、貸付
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の当初計画 2,620ha に対し 373ha の実績、保
全管理の当初計画 291ha に対し 0.3ha の実績
と、いずれも大きく下回っている状況となっ
ていた。群馬県は全耕地面積に占める借入面
積割合に基づく順位では全国 37 位、機構の
寄与度に基づく順位では 41 位となった。
　このため、群馬県における農地中間管理事
業に関する課題が、群馬県農業公社から評価
委員会に提出されている（平成 28 年 6 月 22
日）。具体的には、人的要因、需給要因、地
理的要因の 3 点からその説明がなされてい
る。
　人的要因に関しては、市町村の本事業への
取組に関する 3点が挙げられている。
　第 1に市町村職員の慢性的なマンパワー不
足、第 2に平成 26 年の大雪被害の事務処理
が最優先されていたこと、第 3にこのような
状況下で本事業に起因する追加業務が発生し
た、3点が挙げられている。
　需給要因としては、1-（1）- ④で整理した
生産者への PR不足が解消されず、農地の出
し手不足が継続している点が挙げられてい
る。何よりも、多くの市町村で人と農地の課
題解決に関する話し合いの場である「人・農
地プラン」が本格的に見直されていないため、
本事業を活用するスタートラインにたてない
という状況下にある。すなわち、人・農地プ
ランの作成・見直しも含め市町村のこれまで
の農業政策の取組の蓄積・温度差等が、本事
業にも顕在化していると推察される。この点
は、本事業を進展させる上でも、また、その
他の農業政策を展開させる上でも根本的な課
題の 1つと推察される。
　地理的要因に関しては、畑地割合が高い点、

表 4　重点区域、モデル地区
①中部農業事務所管内

市町村名 区域数 モデル地区数
前橋市 8 3
伊勢崎市 3
渋川市 3 1
榛東村 1
吉岡町 1
玉村町 1
計 17 4

②西部農業事務所管内

市町村名 区域数 モデル地区数
高崎市 3
藤岡市 4
富岡市 2
安中市 2 2
上野村 0
神流町 0
下仁田町 1
南牧村 0
甘楽町 1
計 13 2

③吾妻農業事務所管内

市町村名 区域数 モデル地区数
中之条町 2
長野原町 1
嬬恋村 11
草津町 1
高山村 1
東吾妻町 1
計 17

④利根沼田農業事務所管内

市町村名 区域数 モデル地区数
沼田市 2
片品村 1
川場村 1
昭和町 1

みなかみ町 1
計 6

⑤東部農業事務所管内

市町村名 区域数 モデル地区数
桐生市 1
太田市 3 1
館林市 1
みどり市 2
板倉町 5
明和町 9 3
千代田町 2
大泉町 2
邑楽町 9
計 34 3

（群馬県農業公社「農地中間管理事業評価委員会資料」各年次より作成）
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貸付期間が 10 年以上という、2 点が挙げら
れている。
　これらの点ゆえ、平成 28 年度は、87 重点
区域、9モデル地区が設置されたが、農地の
貸借は、借受の当初計画 1,510ha に対し
468ha の実績、貸付の当初計画 1,500ha に対
し 516ha の実績、保全管理の当初計画 10ha
に対し 0ha の実績と、いずれも大きく下回っ
ている状況となっていた。全耕地面積に占め
る借入面積割合に基づく順位では全国 34 位
　機構の寄与度に基づく順位では 36 位と
なった。
（2）農地中間管理事業と集落営農の法人化、

農地整備事業

　市町村別の貸付実績を示したのが表 6であ
る。
　モデル地区の玉村町上陽地区約 264ha の
うち約 79ha の農地を集落営農の法人化に伴

い、事業を活用し法人に集積させている。初
年度の農地中間管理事業の 80.2ha の実績の
ほとんどを玉村町上陽地区での実績が占めて
いる。
　初年度の玉村町上陽地区での実績を踏まえ
て 2年目の平成 27 年度以降は、前橋市での
実績が農地中間管理事業の実績の約 40% ～
60％以上を占めるようになる。平成 27 年よ
り前橋市、農業委員会、JA前橋市の役割分
担が明確化し、群馬県農業公社と一体となり
取り組み始めたことにより実績が大きく伸び
ることとなった。1-（2）-②で整理した平成
28 年度の群馬県が策定した「人・農地」政
策推進方針及び「人・農地」政策取組事項よ
りも 1年はやく取り組んでいる。表 7はモデ
ル地区である前橋市南部地域の本事業と農事
組合法人の取組実績を示したものである。集
落営農の法人化や集積化による本事業への取

表 5　重点区域、モデル地区の設定方法及び対応

（1）重点区域
　県農業事務所は、各市町村に対し、次に掲げる事由等で農地の集積・集約化に対する機運が盛り上がっている区域について照会し、市町村からの回
答をもとに、重点区域の候補となる区域を毎年度 3地区程度選定し、県農政課構造政策室（以下、農政課という。）へ毎年度 1月末までに回答様式で報
告する。
①　人・農地プランの見直し等により、認定農業者等の担い手に農地の集積・集約化が促進される区域。
②　集落営農組織が法人化されることにより、農地の集積・集約化が促進される区域。
③　基盤整備事業が実施中であるか、また計画されることにより、農地の集積・集約化が促進される区域。
④　遊休農地の解消に地域ぐるみで取り組むなど、その他の事由で農地の集積・集約化が促進される区域。

　農政課及び群馬県農業公社（以下、農業公社という。）は、農業事務所から報告のあった重点区域候補について協議のうえ、重点区域の要件に合致す
るものを毎年度 2月末までに重点区域として決定する。
　なお、協議に際しては JA群馬中央会担い手支援センター（以下、JA群馬中央会という。）にオブザーバーとして参画を求め、意見を聞いたうえで
調整を図る。
　農業公社は、重点区域として決定した区域を毎年度の事業計画に位置付け、市町村・農業委員会、JA・JA群馬中央会、県農業会議及び県との連携
を図りつつ、地域での話し合いや説明会に積極的に参画するなど重点的に農地中間管理事業を実施する。
（2）モデル地区
　農業事務所は、選定した重点区域候補報告の際、2年程度以内に事業実績が特に見込まれる 1地区程度について、農政課にモデル地区候補として報
告する。農政課及び農業公社は協議の上、毎年度 5地区程度をモデル地区として設定する。
　モデル地区に対しては、農地集積相談員の設置に関する委託料、機構集積協力金の確保等について、農政課及び農業公社は十分に配慮するものとする。

その他
　平成 27 年度の重点区域及びモデル地区の設定時期については、農政課及び農業公社が協議のうえ別に定める。

（群馬県・群馬県農業公社（2015）「農地中間管理事業重点区域及びモデル地区設定方針」より引用）
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組を上記の関係組織と協力しながら推進して
きた実態である。
　群馬県では、平成 19 年度の品目横断的経
営安定対策の導入にあわせて、「麦作県群馬
の“麦”を守る」を下に、全県的な担い手育
成を推進し、111 の任意組織と 17 の法人が
設立され、既に法人化されていた 7組織と合
わせて 135 の集落営農が展開することとなっ
た。ただし、群馬県の集落営農の多くは、平
成 19 年度の品目横断的経営安定対策の加入
要件を満たすため、麦を中心に緊急的に組織
されたものである。法人化要件を満たした組
織についても、実際の農業生産は構成員に委
託した個別作業の集合体のような組織が多い
のが実際である。それゆえ、中国地方の中山
間地域や北陸の兼業農家地帯などの担い手が

不足している地域での「農地を守るための危
機対応」組織としての集落営農とは異なる性
格を有している（注 3）。
　とはいへ、『農地中間管理事業重点区域及
びモデル地区設定方針』で示された集落営農
の法人化と連動し重点区域・モデル地区が設
定され、本事業が推進され、実績を実現して
いる実態が確認される。また、伊勢崎市にお
いても、前橋市と同様に法人化する集落営農
を対象に本事業が推進されている実態が平成
27 年度に確認される。表 8 は農業事務所管
内の集落営農と法人数について確認したもの
である。農地中間管理事業の実績と同様、前
橋市、伊勢崎市に多くの集落営農が設立され
ている。加えて、個別作業の集合体のような

表 6　農地中間管理事業貸付実績の推移（各農業事務所管内）
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 耕地面積

ha ha % ha % ha % ha
中部 前橋市 240.2 64.5 201 38.9 509.6 68.9 8,810.0

小計 80.0 265 71.1 278.4 53.9 543.8 73.5 19,614.0
西部 藤岡市 4.5 1.2 39 7.6 28.7 3.9 1,890.0

小計 0.2 22.8 6.1 57.2 11.1 30.3 4.1 15,962.0
吾妻 嬬恋村 22 5.9 15.4 3.0 31.2 4.2 4,120.0

小計 0.0 23 6.2 21.3 4.1 43.4 5.9 9,630.0
利根沼田 小計 0.0 0.6 0.2 4.1 0.8 6.9 0.9 8,598.0
東部 明和町 34.6 9.3 80 15.5 27.1 3.7 867.0

小計 61.2 16.4 155 30.0 115.3 15.6 17,096.0
80.2 372.6 100.0 516.2 100.0 739.7 100.0 70,900.0

※農地中間管理事業貸付実績、平成 29 年度の実績は、11 月 30 日までの実績
（群馬県農業公社「農地中間管理事業評価委員会資料」各年次、等より作成）

表 7 　前橋市南部地域（モデル地区）における取組法人概要と
取組実績	 単位：人、ha

法人名 構成員 経営面積 貸借実績
（農）A 39 36.8 36.8
（農）B 18 160.3 74.3
（農）C 27 52.9 27.2
（農）D 124 139.2 3.5
（農）E 96 99.8 6.1
（農）F 5 23.4 0.2
合計 512.4 148.1

（群馬県農業公社「平成 28 年度農地中間管理事業評価委員会資料」より作成）

表 8　集落営農と法人数
事務所名 集落営農数（設立当初） 法人数

地区 事務所別 センター別 事務所別 センター別

中部
前橋

79
50

56
35

渋川 1 2
伊勢崎 28 19

西部
高崎

26
20

8
4

藤岡 6 4
吾妻 1 1 1 1
利根沼田 1 1 1 1

東部
太田

28
3

23
1

館林 25 22
合計 135 89

（群馬県（2014）「集落営農組織設立の手引き」p.10 より引用）
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組織の多い群馬県の集落営農にあって、経営
の内実はまだまだであっても、地域の農業構
造の中で次第に重要な鍵を握る組織になって
きている、との指摘も近年なされている（注 4）。
　この他、経営転換交付金を活用した嬬恋村
の実績や農地整備事業と連携させた明和町矢
島地区の実績等が挙げられる。以下では、農
地整備事業と連携させた明和町矢島地区の実
績に関して概要を確認しておく。
　明和町矢島地区資源保全管理協議会では、
農地中間管理事業と農地整備事業を連携させ
ている。多面的機能支払の活動組織（自治会）
が、地域資源の維持保全活動を推進しており、
これに関する地域の話し合いの中で、担い手
の明確化や農地の集積・集約についても検討
されてきた。この結果、農地の集積・集約は
農地中間管理事業を活用し、機構を事業主体
とする簡易ほ場整備（区画拡大）を合わせて
実施している。また、明和町では、群馬県内
の 25 市町村とは異なり、人・農地プランを
16 地区に細分化している。多面的機能支払
の活動組織による話し合いがこのような人・
農地プランの 16 地区での細分化を可能とし
たと推察される。同様に、矢島地区での取組
により梅原地区や大佐貫地区へ広がりを持
ち、この 2地区が重点区域に設定され、さら
には、南大島地区がモデル地区に、他の 5地
区が重点区域に設定されこととなった。以上、
農地中間管理事業が明和町において他地区へ
も広がりをもつに至った要因として、自治会
だけでなく、町長、町担当者、JA、農業委
員など地域が一体となり取り組んでいること
も指摘することができる（注 5）。

むすびに
　群馬県と群馬県農業公社は、平成 27 年度
より『農地中間管理事業重点区域及びモデル
地区設定方針』（平成 27 年 2 月 26 日）に基
づき、人・農地プランや集落営農の法人化、
農地整備事業、耕作放棄地対策などと連動し
た重点区域を各市町村に 1ヶ所以上の設置、
モデル地区の積極的な設置を市町村に促し、
その実績を波及させるとしている。
　そこでは、前橋市を中心とした米麦二毛作
地帯の集落営農の法人化と連動し重点区域・
モデル地区が設定され、本事業が推進され、
実績を実現している実態が確認された。また、
農地中間管理事業と農地整備事業を連携させ
ている明和町矢島地区での実績が、同市の他
地区に重点区域、モデル地区の設定を促進さ
せていった実態も確認された。この要因とし
て、多面的機能支払の活動組織（自治会）が、
地域の話し合い場を形成していた点やこのこ
とによる人・農地プランの 16 地区への細分
化、といった点が挙げられるが、何よりも町
長、町担当者、JA、農業委員など地域が一
体となり取り組んでいる点を指摘することが
できる。
　ただし、群馬県における農地中間管理事業
の実績は平成 27 年度、平成 28 年度ともに当
初計画を大きく下回った実績となっている。
平成 27 年度、借受の当初計画 2,910ha に対
し 415ha の実績、貸付の当初計画 2,620ha に
対し 373ha の実績、保全管理の当初計画
291ha に対し 0.3ha の実績と、いずれの数値
も大きく下回っている。また、平成28年度も、
借受の当初計画1,510haに対し468haの実績、
貸付の当初計画1,500haに対し516haの実績、
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保全管理の当初計画 10ha に対し 0ha の実績
と、いずれの数値も大きく下回っている。
　このような実績の低さの要因として人的要
因、需給要因、地理的要因の 3点から説明す
ることが可能となる。その中でも、特に、多
くの市町村で人と農地の課題解決に関する話
し合いの場が不充分なため、本事業を活用す
るスタートラインにたてないという状況下に
ある点が指摘される。すなわち、人・農地プ
ランの作成・見直しも含め市町村のこれまで
の農業政策の取組の蓄積・温度差等が、本事
業にも顕在化していると推察される。

【注】
（1）	群馬県農政部「群馬県農業を取り巻く課題と農地中間

管理事業について」（2016 年）

（2）	（公財）群馬県農業公社「平成 29 年度　農地中間管理

事業評価委員会資料」（2017 年）

（3）	群馬県「集落営農組織設立の手引き」（2014 年）

（4）	安藤光義「北関東における集落営農の展開」（高崎経済

大学『自由貿易下における農業・農村の再生』2016 年）

127-148 ページ
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