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1．はじめに
　農地の集積を促進する新たな制度として、
平成 26 年度から農地中間管理事業がスター
トした。本稿は沖縄県における農地中間管理
事業の取り組みとその課題を明らかにするこ
とを目的している。
　農地中間管理事業は、農業経営の規模拡大、
農用地の集団化、新規参入の促進を図り、もっ
て農業の生産性の向上に資することを目的と
した事業である。具体的には、農地中間管理
機構が農地中間管理権を取得し担い手への農
地の集積を進めることによって農用地の利用
の効率化及び高度化を促進しようとするもの
である（注 1）。
　農地の移動・集積の取り組みを推進するに
おいては地域の農業構造とりわけ農地の所有
と利用の関係を踏まえることが重要であるこ
とは言うまでもない。沖縄農業はその歴史過
程と構造において本土の農業とは異なる特性
をもっており、担い手への農地の移動や集積
についてもその点を踏まえることが求められ
る。本稿では沖縄における農地の所有と利用
を踏まえた農地集積のあり方と農用地利用の
高度化及び農業生産性の向上の視点から農地
中間管理事業の取り組みと課題について整理
することにしたい。

2．沖縄農業における農地の所有と利用
の特性
　沖縄農業における農地の所有と利用におけ
る第 1 の特性は、沖縄県は第 2 次大戦後 27
年にわたりアメリカ軍の統治下におかれ、そ
のため農地改革は実施されず農地法をはじめ
とする農地管理制度が適用されなかったとい
うことである。これらの制度が適用されたの
は昭和 47 年の日本復帰（施政権の返還）以
降であり、農地の公的管理及び統制の歴史と
それに対する農民の対応において日本農業と
は異なる過程がある。
　第 2の特性は、慣行的な農地の利用におい
ては貸借が柔軟になされてきたということで
ある。戦前期から海外への移民、県外への出
稼ぎ者の農地が「預け・預かり」という形態
で利用され、日本復帰前にも在村の親せきな
どの間で、無償同様で「預かって」耕作する
形態が存在した（注 2）。この形態は上述の農地
法適用の遅れもあり、今日も慣行的貸借とし
て広く存在する。また農地の相続も長男を優
先しつつも男子に分割される慣行があり、こ
うした慣行のもとで相続未登記農地や所有者
不明の農地が多く存在する（注 3）。
　第 3の特性は畑作農業であるということで
ある。農地面積に占める水田の割合は戦前期
には 10％前後、第 2次大戦後は昭和 30 年代
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半ばまでは 15 ～ 18％あったが、昭和 30 年
代後期以降大幅に減少し、昭和 47 年の日本
復帰後は一部の離島に残るのみとなった。畑
作農業においては、水田農業のような水利用
の関係を基盤にした集団的土地利用が形成さ
れ難く、所有と利用が本土府県に比してより
分散錯圃化しやすい構造がある。
　第 4の特性は、気候が亜熱帯海洋性気候に
属するということである。このことは栽培さ
れる作物の種類を規定するだけでなく農地の
管理にも大きな影響を与える。すなわち雑草
や灌木が繁茂しやすく、農地が短期間のうち
に荒蕪化しやすい環境にある。
　そして第 5の特性は、県全域が 160（うち
有人島 49）の島嶼から成り立っているとい
うことである。島々はそれぞれが自然的にも
社会的にも独自性をもち、農業もまた各島の
地理的条件と社会的条件のもとに成り立って
いる。農地の移動もそれぞれの島の地理的範
囲に制約されるとともに農地集積の方向は
島々における農家の存在や地域社会のあり様
とも深くかかわってくる。

3．農地中間管理事業の仕組みと方向
　農地中間管理事業の実施においては、「農
地中間管理事業の推進に関する法律」に基づ
き、都道府県知事は「農地中間管理事業の推
進に関する基本方針」を定め、農地中間管理
機構を指定すること、さらに農地中間管理機
構は「農地中間管理事業規程」を定め、都道
府県知事の認可を受けることになっている。
　沖縄県では、公益財団法人沖縄県農業振興
公社が農地中間管理機構として指定を受け、
平成 26 年 4 月 1 日より農地中間管理事業を

実施している。本節では沖縄県における「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）の特徴を整理する。基本方針
は次の七つの項目からなる（注 4）。
（1	）農地中間管理事業の推進に関する基本的
な方向

（2	）農用地の利用の効率化及び高度化の促進
に関する目標

（3	）農地中間管理事業の実施方法に関する基
本的な事項

（4	）農地中間管理事業に関する啓発普及
（5	）市町村及び関係団体等との連携及び協力
　このうち、（1）の「基本的な方向」では、
沖縄農業の構造及び問題点として、①復帰後
の労働力の農外への流出、兼業化の進展、②
さとうきびを中心とした土地利用型作物から
野菜及び花き等を中心とした園芸作物への転
換、③農家数及び農家人口の減少、農業就業
者の高齢化など農業労働力の弱体化、④都市
化の進展、農業就業者の減少、放棄地の増加
などによる耕地面積の減少をあげ、このよう
な問題に対処し、沖縄県の農業・農村の持続
的発展を得るために、効率かつ安定的な経営
を目指す認定農業者等の担い手を確保するこ
とと、農業経営の基盤である農地の集積・集
約化を加速する必要がある、としている。
　そのうえで、「農業経営の規模の拡大、耕
作の事業に供される農用地の集団化、新たに
農業経営を営もうとする者の参入による農用
地の利用の効率化及び高度化を促進し、もっ
て沖縄県の農業の生産性の向上に資すること
を目的に、農地中間管理事業を推進する。」
として、農地中間管理事業の位置づけと目的
が示されている。
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　また、農地中間管理機構は、担い手への農
地の集積・集約化のみならず、耕作放棄地の
発生防止・解消を推進する中核的事業体とし
ての位置づけもなされている。
　さらに、農地中間管理事業を推進するうえ
で、「努める」事項として、次の三つの点が
あげられている。その一つは、「消費者ニー
ズに対応した沖縄ブランドの確立、戦略品目
等拠点産地の育成、新技術の開発・普及、流
通体制の整備等国際化時代に対応した生産性
の高い亜熱帯性気候の特色を活かした農業の
確立に資するよう努めるものとする。」であ
る。二つ目は、「沖縄県の農村地域の秩序あ
る土地利用の実現に資するため、市町村の農
業振興地域整備計画との調和を図るものとす
る。」である。そして三つ目は、「地域農業の
中心となる担い手の明確化と農地利用のあり
方について、地域が主体となって協議・検討
を重ね作成された『人・農地プラン』と連動
させることで、プランにおいて中心経営体と
して位置づけられた担い手への農地集積・集
約化及び新規就農者の営農定着支援等を推進
し、地域農業の安定的な発展に寄与していく
ことに務めるものとする。」である。
　一つ目の事項は、「沖縄 21 世紀ビジョン基
本計画」（沖縄振興計画）における「亜熱帯
性気候等を生かした農林水産業の振興」（注 5）

を反映させたものとなっており、農地中間管
理事業を沖縄農業全体の振興の中で位置づけ
るという点で重要な視点である。また二つ目
の事項は、市町村農業振興計画との整合性、
三つ目の事項は「人・農地プラン」との連動
を取り上げている。これらは、市町村農業振
興計画のとの整合性とともに農地中間管理事

業を地域の話し合いを基礎に進めるという点
で重要な事項である。
　（2）の「農用地の利用の効率化及び高度化
の促進に関する目標」では「効率的かつ安定
的な農業経営を営む者」（担い手）が利用す
る農用地面積の目標は、平成 25 年 3 月現在
の耕地面積 38,800ha（平成 25 年 7 月）、担い
手が利用する面積 9,239ha、集積率 23.8％に
対して、概ね 10 年後（平成 35 年度）には、
耕地面積 38,800ha、担い手が利用する面積
21,728ha、集積率 56％と設定されている。平
成 25 年 3 月から概ね 10 年後（平成 35 年度）
までに担い手が利用する面積と集積率をほぼ
2.4 倍に引き上げるということになる。
　沖縄県農業振興公社（沖縄県農地中間管理
機構）「沖縄県における農地中間管理事業の
取組について」では、この目標値に加えて、「沖
縄県の年間集積目標面積 1,310 ヘクタール
（ママ）/ 年（うち機構は 500ha）」という項目
が付け加えられている（注 6）。沖縄県における
近年の農地の移動面積は年間概ね 590 ～
880ha、うち所有権移転（有償）320 ～
410ha、利用権等（純増）280 ～ 560ha であ
る（注 7）。このことからすれば、年間集積目標
1,310ha（1,730ha、注 6を参照）、うち農地中
間管理事業でさらに 500ha（機構借入れは
600ha）ということはかなり高めの設定のよ
うに思える。
　担い手の内訳（経営体数及び組織数）は、
平成 25 年 3 月の認定農業者 1,491 経営体、
集落営農 6組織、認定就農者 343 経営体、「そ
の他」1,125 経営体、に対して、概ね 10 年後
（平成 35 年度）には認定農業者 3,000 経営体、
集落営農組織11組織、認定就農者750経営体、
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「その他」1,190 経営体とされている。このう
ち、「その他」の内訳は、基本構想水準到達者、
特定農業法人、特定農業団体、基幹作業受託
者からなるが、このほかに「今後育成すべき
農業者」がある。
　「今後育成すべき農業者」は前記「沖縄県
における農地中間管理事業の取組について」
によれば、「担い手に位置付けられていない
経営体のうち、市町村が今後育成すべきと考
える経営体（個人、法人、任意組織）であり、
近い将来担い手に位置づけられると見込まれ
る者」と説明されている。「今後育成すべき
農業者」は、農林水産省が示した担い手の対
象となる経営体（注 8）として示された農業者
ではないが、その枠に入らない農業者が多い
沖縄農業の実態に合わせて対象を広く捉えて
いることは地域農業の実態を踏まえた点で評
価できる。この部分を含めた「その他」の総
数は、平成 25 年 3 月の 3,935 経営体から平
成 35 年には 4,000 経営体に増加させる目標
になっている。
　さらに、「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」として、各担い
手が利用する団地（連続して作業ができる圃
場）の平均面積を概ね 10 年後（平成 35 年度）
に 2～ 3倍程度にすることと、遊休農地面積
を 2,917ha から 1,432ha に減少する（うち再
生可能面積が 2,239ha から 1,239ha へ、再生
不能面積が 678ha から 193ha へ）ことが掲
げられている。
　（3）の「農地中間管理事業の実施方法に関
する基本的事項」では、①農地中間管理事業
の実施体制、②重点的に実施する市町村、③

市町村への業務委託及び農用地利用配分計画
の作成が示されている。
　「農地中間管理事業の推進に関する基本方
針」のそのほかの項目としては、（4）啓発普
及、（5）連携協力、があげられている。
　以上の「農地中間管理事業の推進に関する
基本方針」を受けて沖縄県農業振興公社では
さらに「農地中間管理事業規程」（注 9）を定め
ている。「農地中間管理事業規程」については、
農地中間管理事業の特徴をなす「借受希望者
募集」、「貸付希望者の把握及び農地中間管理
権の取得等」、「配分計画の決定方法・貸付け
ルール等」についてみておきたい。
　「借受希望者の募集」は、借受希望者を広
く募集することを掲げており、特に地域内に
担い手が十分いない地域については他地域か
らの応募を働きかけることを求めている。こ
のことは、市町村の区域を超えた農地の貸し
借りを拡大していくとことになると考えられ
る。「貸付希望者の把握及び農地中間管理権
の取得等」は貸付希望者の把握と機構による
農地中間管理権の取得の方法を定めている。
　「配分計画の決定方法・貸付けルール等」
では、農用地利用配分計画の決定方法（貸付
決定ルール）を定めている。農用地利用配分
計画では、まず基本事項が定められ、そのう
えで、「優先配慮」と「一般選考」の基準が
示されている。
　基本事項は要約して示すと次の四つの項目
からなっている。
①	　借受け希望者の規模拡大又は経営農地の
分散錯圃の解消に資すること。
②	　既存の農業者の経営に支障を及ぼさない
こと。



102

③	　新規参入者が効率的かつ安定的な農業経
営を目指していけるようにすること。

④	　地域農業の健全な発展を旨としつつ、借
受希望者のニーズを踏まえて公平・適正に
調整すること。

　こうした基本事項を踏まえて、優先配慮の
対象として次の六つのケースがあげられてい
る。
①	　地域内の利用権の交換等を行う場合
②	　借受希望者が適正な利用権を有していた
農用地の場合

③	　農地整備事業の事業計画に基づく農地集
積先へ利用させる場合

④	　地域の話し合いにより人・農地プランが
策定されている場合

⑤	　当該農用地等に隣接する担い手である借
受希望者がいる場合

⑥	　新規に就農しようとする者が農用地等を
借り受ける場合

　これらのケース以外は一般選考の対象とな
る。

4．農地中間管理事業の取り組みと実績
（1）農地中間管理事業推進の体制

　農地中間管理事業推進の体制としては、ま
ず、関係機関の連携・調整を図る組織として
「農地中間管理事業推進チーム」が設置され
ている。「推進チーム」は、内閣府沖縄総合
事務局農林水産部（経営課、農村振興課）、
沖縄県農林水産部（農政経済課、村づくり計
画課、農地農村整備課）、沖縄県農業振興公
社（農地中間管理機構）、沖縄県農業会議、
沖縄県農業協同組合、沖縄県土地改良事業団
体連合会の 9機関で構成され、次の活動を行

う。①農地管理機構制度が円滑かつ効率的に
推進する手法の検討、②「人・農地プラン」
の作成、見直しについて、関係機関への周知
徹底、③重点実施地区における先進事例の選
定及び現地指導、④重点実施地区以外市町村
への現地指導、⑤農地中間管理事業と農地整
備事業との連携した取組の推進、である
（注 10）。
　また先述の「農地中間管理事業の推進に関
する基本方針」で示された重点区域市町村が
次の 5 つの項目に区分され指定されている
（平成 29 年度指定）（注 11）。
①	　高齢化等による担い手不足が特に顕著で
あり、担い手確保・育成も含めた、担い手
への農地集積の推進について、極めて緊急
度の高い沖縄本島やんばる地域の市町村
（沖縄本島北部 3村）
②	　耕地面積が本件の上位 3傑であり、土地
利用型作物の経営規模の拡大を推進する市
町村（宮古・八重山 3市町）
③	　基盤整備実施地区を対象とした集積な
ど、地域単位での農地集積が期待される市
町村（2村）
④	　生産法人への農地集積及び農作業受委託
を推進するモデル市町村（1町）
⑤	　農業振興地域であり且つ都市計画区域に
属する市町村のうち、農地流動化の気運が
高く、都市近郊型の農地集積のモデルとし
て推進を図る市町村（6市町）
　その他、準重点地域（人・農地プランを策
定している市町村のうち、重点区域、現状維
持区域に含まれない市町村）として 15 市町
村、現状維持区域（農地集積率が 8割を超え
る市町村）として 2村が指定されている。
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　さらに各地区において、農地中間管理事業
を担う職員として、農業振興公社と県内 5地
区の農林水産振興センター（中部地区は中部
農林土木事務所、南部は農業振興公社）に公
社嘱託員として 11 人の現地駐在員を配置し
ている。また重点地区市町村には委託の農地
調整員が 13 人と、JAの農地調整員が 4人配
置されている。現地駐在員は、市町村・農業
委員会、JAおきなわの農地調整員とともに、
市町村における推進チームをつくり、市町村
における施策の周知、要請による補助等の
コーディネートにあたっている。

（2）農地中間管理事業の推進と成果

　そこで農地中間管理事業の具体的な取り組
みとその成果についてみていくことにした
い。まず公募による借受希望者の人数と面積
である。事業がスタートした平成 26 年度か
ら平成 28 年度までの応募者数と面積は、平
成 26 年度：人数 521 人、面積 741.0ha、平成
27 年度：人数 595 人、面積 649.1ha、平成 28
年度：人数 556 人、面積 655.1ha と推移して
おり、3 年の累計では、人数 1,672 人、面積

2,045.2ha である（注 12）。
　農地の借受けを希望している者が現在営農
を行っている地域と借受けを希望している農
地との地理的位置関係（同一市町村の内・外）
と新規参入による応募、及び「借受地での作
付計画（作物の種別）」について、平成 26 年
度から平成 28 年度の累計でまとめると表 1
のようになる。
　表 1は、応募の登録有効期限（2年）が切
れたものも含む延べ数把握であるが、この表
にはその限りでの農地借受希望者の農業展開
の地域性や新規参入の動向、及び借受け後に
作付けを計画している作物の種類が示されて
おり、このことは沖縄農業における今後の土
地利用の変化の方向についてもある程度示し
ていると考えられる。そこで、その主な点を
あげると次のようになる。
　まず、借受けを希望している者が現在農業
経営を行っている市町村と農地の借受けを希
望している市町村の関係では同一市町内が多
いが、沖縄本島と離島地域では、この関係に
大きな違いがある。沖縄本島地域では、同一
市町村内が多いものの市町村外からの借受け

表 1　公募による農地の借受希望状況（平成 26 年度、27 年度、28 年度累計）
地　域 公募計 公募市町村内での状況 借受地での作付計画（作物の種別）（件）

（人） 市町村内 市町村外 新規参入 さとうきび 野菜 果樹 花き 牧草 その他
沖　縄　県 1,682（1,671） 921 236 524 462 714 218 133 188 252

沖縄
本島

北　部 305（303） 150 	 69 	 86 	 78 105 	 84 	 36 	 32 	 32
中南部 885（883） 325 167 392 	 90 563 105 	 91 	 49 128

本島周辺離島 97（97） 	 92 ― 	 	 5 	 42 	 10 	 	 1 	 	 3 	 32 	 22
宮　　古 174（170） 160 ― 	 14 125 	 20 	 	 2 	 	 1 	 29 	 29
八　重　山 221（218） 194 ― 	 27 127 	 16 	 46 	 26 	 46 	 41

資料：沖縄県農業振興公社資料により作成。（「公募市町村内での状況」については縄県農林水産部農政経済課の集計も参照した。）
注　：1）本島周辺離島は、伊平屋村、伊是名村、伊江村、久米島町である。
　　　2）南・北大東地域（南大東村、北大東村）については表記を省略した。
　　　3）公募計は当初公募の累計延べ数である。
　　　4 ）市町村内・市町村内の区分と新規参入の区分で、両方にチェックしている事例があり、その場合、両方をカウントした。公募計の（　）は市町村内・市町村外、新規参入の重な

りを除いた数である。
　　　5）中南部地域に、市町村内での状況を記入していないものが 1 件あり、これは内訳には含まれないが公募計には含めた。
　　　6）作付を計画している作物が複数記入されている場合、すべてをカウントした。
　　　7）作物の表記に工芸作物とさとうきびがあるが、これらはさとうきびとしてまとめた。
　　　8）作物の種類は原資料では本表で表記した以外に、米、薬用作物、いも類、葉たばこ、麦類、その他があるが、これらは「その他」としてまとめた。
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希望も 3分の 1程度あり、その意味では農地
の移動が市町村の区域を越えて拡大していく
動きにあることがうかがえる。一方、宮古・
八重山では地域外からの借受け希望はなく担
い手と農地の利用は同一市町村内で対応して
いる。もっとも、離島では八重山の竹富町を
除けば、1島 1 市町村であり、他の市町村か
らの農地の借受けは困難である。第 2の特徴
は、新規参入者の応募である。沖縄本島では
新規参入者の応募がかなりあり、新規参入の
ための農地の借入希望が多いことが示されて
いる。それに対して、宮古・八重山では新規
参入者の応募は少なく、既存の農業者による
規模拡大が志向されていると言える。
　第 3の特徴は、借受希望者が「作付を計画
している作物」（件数表示）についてである。
県全体でみるとさとうきびが多いが、これも
沖縄本島と宮古・八重山では大きな違いがあ
る。沖縄本島では、野菜、果樹、花きが多く、
さとうきびは少ない。さとうきびとさとうき
び以外の作物としてまとめるとその差は圧倒
的な開きになる。一方、宮古、八重山ではさ
とうきびを計画している借受希望者が多い。
「その他」としてまとめた項目の中には、薬
用作物、米、葉たばこ、麦が含まれるが、な

かでも薬用作物がこれまでになかった新たな
作物として登場してきていることが目を引
く。
　さて、これらの借受希望者に対しては、先
述の「沖縄農業振興公社農地中間管理事業規
程」の「農用地利用配分計画」（貸付決定ルー
ル）にしたがって、転貸される。その結果を
示したのが表 2である。
　ここでの特徴として二つのことをあげるこ
とができる。まず一つは、方針（計画）に示
された目標と実際の転貸との開きである。計
画では年間 500ha が目標とされたが、実際
に転貸された面積は平成 26 年度 11.1ha、平
成 27 年度 13.8ha、平成 28 年度 177.9ha、3
年の累計で 202.8ha である。平成 26 年度は
事業がスタートした初年度であったことか
ら、転貸の件数・面積が少ないことは制度の
周知が不十分であったことがあげられるが、
平成 27 年度、平成 28 年度のおいても目標と
はかなりの開きがある。
　二つ目は、農地の借受希望者の多さ（表 1）
に対しての出し手の少なさである。借受希望
者は 3年累計延べ人数で 1,672 人、面積では
2,045.2haにのぼっているが、出し手は433人、
面積 252.3ha にとどまり、借受希望者のうち

表 2　農地中間管理事業における借受・貸付（転貸）の状況
（平成 29 年 3 月末）

年　度

機構の借受 機構の転貸
うち機構からの転貸 中間保有

出し手（件）
※延べ人数 面積（ha） 受け手（件）

※延べ人数 面積（ha） 面積（ha） 受け手（件）
※延べ人数 　面積（ha）

平成 26 年度 	19	 	（15） 	 17.9	 	（17） 	 77	 	（22） 	 17.1	 	（16） 	 0.8		 	 	（25） 	 	 6	 	（21） 	 11.1		 	 	（80）
平成 27 年度 128（100） 107.5（100） 	 78（100） 104.4（100） 	 3.2		 	（100） 	 28	（100） 	 13.8		 	（100）
平成 28 年度 286（223） 126.9（118） 113（145） 	 81.3	 	（78） 45.5（1,422） 174	（621） 177.9	（1,289）
累　計 433 252.3 208 202.8 49.5 208 202.8

資料：一般社団法人沖縄県農業会議・公益財団法人沖縄県脳農業振興公社『平成 29 年度農業委員・農地利用最化推進委員大会』21 ぺージより引用（一部省略）。
注　：1）解約解除を除く。
　　　2）「うち機構からの転貸」は当該年度借受けのうち平成 28 年度までに転貸した実績である。
　　　3）「機構の転貸」は当該年度の転貸実績である。
　　　4）原表では、中間保有の欄に受け手（件数）が記入されているが、これは省略した。
原注：事業実績の（　）内の数値は、平成 27 年度の数値を 100 とした場合の比率。
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実際に転貸に結び付いたのはさらに少なく人
数 208 人、面積 202.8ha にとどまる。このこ
とが先に指摘した目標と実績の開きにもつな
がっている。出し手の掘り起こし、貸し出す
農地の掘り起こしが大きな課題である。この
ことについては後でとりあげたい。
　表 2の農地中間管理機の転貸実績について
さらに転貸先の担い手等の種類と転貸農地に
おける作物作付面積（作付けが計画されてい
る主な作物）の構成を示すとそれぞれ表 3、
表 4のようになる。
　転貸を受けた担い手等（表 3）では、全体
の 48.7％が認定農業者で、基本構想水準到達
者 11.2％、認定新規就農者 7.0％、今後これ
らの水準に達する予定である者 20.9％、非担
い手 5.3％、地域外からの参入者 7.0％という
構成になっており、新規参入者の割合は 9.1％
となっている。表 1で示した公募の時点での
応募者（延べ人数）が希望する農地の所在の
市町村内・外の区分と比べると、市町村外の
割合は低くなり、また新規参入者の割合もか
なりかなり低くなっている。

　また、転貸農地において作付が計画されて
いる作物の面積をまとめると表 4のようにな
る。もっとも、その基にした資料では借入申
込書の作付計画作物が複数の場合も最初に記
された作物の面積として記載されていること
から作付けの構成を正確に反映したものでは
ないが、転貸対象者の作物に対する志向をみ
ることはできる。
　ここでも、表 1の応募者全体にみられた作
物選択と同じ傾向を示しており、沖縄本島に
おいてさとうきびの割合が低いことが言え
る。このことから、今後の作物構成の変化の
方向をうかがうことができる。さとうきびは
原料作物であることからこうした作物構成が
単線的に進むことについては地域農業維持の
面から検討が必要であろう。沖縄本島におい
てさとうきびの作付面積が減少し製糖工場が
なり立たなくなると、現在少ないながら存在
しているさとうきびの生産法人などの経営体
が存立の基盤も失うことになる。表 1の借受
地において作付が計画されている作物（件数）
及び表 4に示されている転貸農地における作
物作付け構成の傾向は農地中間管理事業を地
域全体としての総合的な土地利用計画と結び
付けることの重要性を提起していると言えよ
う。
　そこで次に、表 1（借受希望者の状況）と
表 2（転貸の状況）の比較から浮かび上がっ
た農地の出し手の掘り起こしの問題について
立ち戻ると、三つの点をあげることができる。
　その一つは農地の出し手農家あるいは土地
持ち非農家の把握とそれに対する取り組みで
ある。「2015 年農業センサス」によれば、沖
縄県の総農家数は 20,056 戸、うち販売農家

表 3　転貸先担い手等の構成
（平成 26 年度、27 年度、28 年度累計）

転　貸　先 担い手等 転貸面積（ha）
（1）担い手　①+② +③ +④ 164 156.7
　　　①認定農業者 	91	 	（48.7％） 	 94.8
　　　　　うち個人 76 	 73.8
　　　　　うち法人 15 	 21.0
　　　②基本構想水準到達者 	21	 	（11.2％） 	 22.8
　　　③認定新規就農者 	13	 	 	（7.0％） 	 	 7.8
　　　④	今後、①～③となる	

予定である者
	39	 	（20.9％） 	 31.3

（2）非担い手 	10	 	 	（5.3％） 	 27.2
（3）地域外からの参入者 	13	 	 	（7.0％） 	 19.8
（1）+（2）+（3） 187	（100.0％） 203.7

新規参入者 17 	 	 8.8
　うち個人 17 	 	 8.8
　うち法人 0 	0
　うち企業 0 	0

資料：沖縄県農業振興公社資料（原資料は沖縄県農林水産部農政経済課）より作成。
注　：転貸面積は解約解除を含む。
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14,241 戸（71.0 ％）、 自 給 的 農 家 5,815 戸
（29.0％）となっており、そのほか土地持ち
非農家が 12,027 戸存在する。
　耕地を借り入れている農家の割合は、総農
家で 41.1％（都道府県順位 1位）、借入耕地
の割合 32.2％（同 10 位）、農業経営体につい
てみると借入耕地のある経営体の割合は
49.5％（同 3 位）、借入耕地割合 33.8％（同
30 位）となっており、さらには自給的農家
でも耕地を借入れているケースがかなりあ
り、借入耕地のある農家の割合が 19.3％（同
1位）、借入耕地割合が 15.3％（同 1位）となっ
ている。1農家当たりの耕地面積が小さいこ
とから借入耕地面積の割合ではやや低くなる
が、農家の割合でみると耕地の貸し借りはか
なり行われていることが言える。
　一般的に沖縄では農地の集積割合が低いと
されている。しかし、実態は「預け・預かり」
も含めてみると農地の貸し借りは全国的にみ
ても多い方であり、柔軟になされていると言
える。農家は、農地を貸さないのではなく、

農地を公的管理に委ねた場合の「しばり」に
対する不安や懸念があるのである。したがっ
て、この不安をほぐしていくことが必要であ
る。
　二つ目は、農地中間管理事業における農地
の出し手へのインセンティブに関わる問題で
ある。農地の出し手に対するインセンティブ
として「機構集積協力金交付事業」がある。
その内容は、地域で一定のまとまった農地を
農地中間管理機構に貸し付けた場合に支払わ
れる「地域集積協力金」と機構に農地を 10
年以上貸し付けた出し手に支払われる「経営
転換協力金」及び「耕作者集積協力金」であ
る。「機構集積協力交付事業」の沖縄県の平
成 26 年度から平成 28 年度の実績は、沖縄県
農林水産部（農政経済課）の資料によると、
地域集積協力金は実績がなく、経営転換協力
金は、平成 26 年度：3件、6ha、平成 27 年度：
6 件、6ha、平成 28 年度 9 件、4.3ha、で 3
年の計で 18 件、16.3ha である。耕作者集積
協力金は平成 26 年度に 2 件、8ha が報告さ

表 4　転貸農地における作物作付面積（計画：主な作物）
　　　　　　　　　　　（平成 26 年度、27 年度、28 年度累計）	 単位：ha、（%）

地　域 さとうきび 野菜 果樹 花き 牧草 葉たばこ いも類 その他 合計
県　計 78.4	 19.8 	 8.0 	 4.1 77.5 	 6.0 	 2.4 7.7 203.8

（38.5） 	（9.7） 	（3.9） 	（2.0） （38.0） 	（2.9） 	（1.2） （3.8） （100.0）
沖縄 北部 	4.3 	 2.6 	 8.0 	 1.2 	 7.3 ― 	 2.3 0.5 	 26.2

（16.4） （10.0） （30.4） 	（4.8） （28.0） ― 	（8.6） （1.8） （100.0）
本島 中南部 	5.1 12.1 ― 	 2.8 	 1.3 ― 	 0.1 ― 	 21.3

（23.8） （56.5） ― （13.1） 	（5.9） ― -0.7 ― （100.0）
本島周辺離島 14.0 ― ― ― 	1.8 ― ― ― 	15.8

（88.6） ― ― ― （11.4） ― ― ― （100.0）
宮　古 16.6 	 5.1 ― ― 	 8.0 	 5.9 ― ― 	 35.7

（46.5） （14.4） ― ― （22.4） （16.7） ― ― （100.0）
八　重　山 32.6 ― ― ― 59.1 ― ― 7.2 	 99.0

（32.9） ― ― ― （59.7） ― ― （7.3） （100.0）
資料：沖縄県農林水産部農政経済課資料（「市町村別営農類型別転貸面積」）により作成。
注　：1）県計には南・大東島地域を含む（地域区分では省略した）。
　　　2）面積は解約解除を含む。
　　　3）借受申込書の作付計画欄の作物が複数ある場合は、最初に記された作物にまとめられている。
　　　4）原資料の「水稲」は「その他」にまとめた。
　　　5）原資料の「果樹（パイン）」と「果樹（その他）」は「果樹」とした。
　　　6）原資料の「畜産（草地）」は牧草とした。
　　　7）原資料の面積単位は平方メートルであるが、本表ではヘクタールに換算した。（構成割合は平方メートルによって算出した。）
　　　8）面積単位の換算と四捨五入のため、計と内訳の計は一致しない。
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れている。平成 27 年度と 28 年度はない。経
営転換協力金を除けば、実績はきわめて少な
い。
　問題はその仕組みにあろう。「地域集積協
力金」は地域単位で機構への貸付割合が 2割
超 5 割以下、5 割超 8 割以下、8 割超の区分
で単価に差をつけて支払われることになって
いるが（注 13）、これは集積目標を約 80％とし
た全国の貸付割合を基にした設定と考えられ
る。沖縄では 10 年後の集積目標が 56％（こ
の数値にしてもかなり高いと思われる）であ
り、沖縄県農地中間管理機構の年間の目標は
500ha である。もともと零細で分散した耕地
条件があり、1件当たりの移動面積が小さい
なかで地域の 2割以上の農地が貸し付けられ
ることは困難と言えよう。地域の実態に即し
た支援の仕組みが必要である。
　経営転換協力金は、10 年以上の貸し付け
要件がネックになる。借手の側としては借入
期間が長い方が経営の安定化につながり望ま
しいが、出し手の側は長期の貸し出しは回避
しようとする。出し手の意向への対応も求め
られる。耕作者集積協力金はさらに連担性が
問題になる。畑作農業においては水田農業の
ような連担性は少ない。こうしたインセン
ティブは地域の農地の所有と利用の実態を踏
まえ、県段階の裁量が加味できるような制度
の設計が必要と考える。
　三つ目は、整備を要する農地の扱いについ
てである。「農地中間管理事業の推進に関す
る法律」では、農地中間管理機構が行う業務
のなかに、「農地中間管理権を有する農用地
等の改良、造成または復旧、農業用施設の整
備その他当該農用地等の利用条件の改善を行

うこと」及び、「農地中間管理権を有する農
用地等の貸付けを行うまでの間、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」がうたわれている。
また農地中間管理事業がスタートした時点で
は、「農地中間管理事機構は、必要な場合には、
基盤整備等の条件整備を行い、担い手（法人
経営・大規模家族経営・集落営農・企業）が
まとまりのある形で農地を利用できるよう配
慮して、貸付け」、ということが農地中間管
理機構の業務の柱の一つとして打ち出され、
耕作放棄地も「基盤整備等の条件整備」を行
い機構が貸し付ける対象となると説明された
（注14）。そしてこのことは関係者に期待された。
　しかし、実際にはこの面での取り組みは限
定された範囲にとどまっている。農地中間管
理機構と整備を要する農地の関わりについて
は三つの仕組みがある。その一つは、機構が
業務として行うことができる「農地中間管理
権を有する農地等の改良、造成または復旧」
等の事業及び「農地等の貸付けを行うまでの
間、当該農用地等の管理」を行う事業である。
しかし、対象とする農地のまとまりや荒蕪化
の程度の把握、さらにその整備に要する機械
に制約があるとされ、沖縄では実績は少ない。
先に述べたように沖縄の亜熱帯性気候のもと
では中間保有等の間、耕作されていない農地
にはギンネムといった繁殖力の強い帰化植物
が短期間のうちに侵入し灌木化、荒廃化しや
すい（注 15）。地域の実態を踏まえた荒蕪地の
把握と管理の方法が必要と考える。
　二つ目は、農地中間管理事業と連携した農
地整備事業及び農地耕作条件改善事業であ
る。農地耕作条件改善事業は農地中間管理事
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業の重点実施地区において農地中間管理事業
と結びつけることを目的に農地耕作条件の改
善や高収益作物への転換を図る事業である
（注 16）。農地整備事業は沖縄では平成 29 年度
に 2 地区において実施されており（注 17）、農
地耕作条件改善事業では 1件が実施されてい
る。まだ事例は少ないが農地整備事業や耕作
条件の改善は農地の集積を進めるうえで有効
と考えられる。
　三つ目は、耕作放棄地の問題である。沖縄
の耕作放棄地は「2015 年農業センサス」に
よれば、2,445ha ある。耕作放棄地を所有す
る農家の形態別の面積構成は、販売農家
21.0％、自給的農家 14.0％、土地持ち非農家
65.0％である。また地域別には沖縄本島北部
に 37.4％、本島中南部に 41.9％が分布してい
る。沖縄ではもともと農地資源が少なく、既
存の農地の集積だけでは担い手の育成は困難
である。特に沖縄本島においては新規参入者
の農地取得には結び付き難い。したがって集
積の対象となる農地をさらに広げる必要があ
り、特に沖縄本島では耕作放棄地をいかに再
生し農業生産に有効に活用するかが課題であ
る。
　耕作放棄地についてはまた、借入れを希望
する担い手が個人で抜根しても借り入れたい
とする例もあるという。そのような担い手に
対して賃料の支払いを一定期間猶予するなど
の支援を講じることも考えられる。制度的に
支援する措置があればこうした動きも拡大す
る可能性がある。

5．重点地域市町村における取り組みの
事例
　地域の取り組み事例として南城市をとりあ
げる。南城市は沖縄本島南東部に位置し、平
成 18 年に当時の佐敷町、大里村、玉城村、
知念村が合併して誕生した市である。面積は
49.7㎢、人口 43,482 人（平成 29 年 9 月末）
である。農地面積は 1,360ha、「2015 年農業
センサス」による総農家戸数 1,431 戸、うち
販売農家が 683 戸、自給的農家が 748 戸であ
り、そのほか土地持ち非農家が 1,345 戸ある。
また農業経営体は 735 経営体、耕地面積は
494ha となっている。自給的農家の割合が
52.3％と高く、さらに総農家戸数にほぼ同じ
数の土地持ち非農家が存在する。農業経営体
が経営する耕地面積は全耕地面積の 36.3％で
ある。典型的な都市近郊小規模経営地域と
言ってよい。
　土地利用における作物の構成は、さとうき
び 228ha、 野 菜 136ha、 果 樹 22ha、 花 き
16ha となっており、畜産では乳用牛 1,396 頭、
豚 4,823 頭が飼養されている。
　南城市は農地中間管理事業に積極的に取り
組んでいる市の一つであり、機構が借受けた
農地の出し手の人数（延べ）が平成 26 年度、
27 年度、28 年度累計で 74 人と市町村単位で
は最も多い人数となっている（注 18）。また平
成 29 年 11 月 1 日に沖縄県農業会議・沖縄県
農業振興公社の共催で開催された平成 29 年
度「農業委員・農地利用最適化推進委員大会」
においてもその活動事例が報告された。
　2018 年 1 月 15 日、同市の農地中間管理事
業推進チームの会議において農地中間管理事
業の取り組みに関する聞き取りをする機会を
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えた。ここでは、「農業委員・農地利用最適
化推進委員大会」の報告資料（注 19）と同チー
ム会議における聞き取りを通して、その取り
組みを紹介したい。
　南城市の農業委員会の体制は、農業委員
11 名（認定農業者 6名、女性 2名）、農地利
用最適化推進委員 13 名（認定農業者 1 名、
女性 1名）で構成されている。農業委員会の
活動は、総会が月 1回開催され、偶数月には
「農地調整会議」がもたれる。「農地調整会議」
には農業委員と農地利用最適化推進委員が出
席し、担当地区の農業者から得た農地の出し
手・受け手の情報を共有し、耕作放棄地の発
生防止・解消に向けた活動を計画し実行する。
　農業委員会は、農地の利用状況調査と利用
意向調査を行い、利用状況調査では、タブレッ
トを活用し、事務局で事前調査を行い、遊休
農地の情報が記載された航空写真を作成す
る。そのうえで、担当地区の農業委員・農地
利用適正化推進委員が航空写真を基に現場を
確認する。利用意向調査では、農業者に対し
調査書を郵送するとともに、遊休農地所有者
に対して個別訪問を実施し、農地利用の意向
の把握と農地中間管理事業の仕組みを説明す
る。こうした調査をもとに農地の出し手・受
け手の掘り起こしを行う。
　利用状況調査と意向把握については聞き取
りによれば、利用状況調査では、300 名以上
に葉書を出し、うち 20 名以上から農地を貸
してもよいという返事があったという。なか
には宛先不明で返ってくるケースもあった。
農地中間管理事業については、年 1回、旧町
村単位で説明する場もつくっているが、参加
するのは借り手希望者が主で、貸し手農家の

出席は少ないという。
　農地中間管理事業については、「南城市農
地中間管理事業推進チーム会議」を設置し、
農地の出し手と受け手の条件や要望などにつ
いて情報の交換と協議を行っている。推進
チーム会議は、農地中間管理事業の業務を受
託している市の産業振興課が主催し、農業委
員会事務局、農地中間管理機構、農地調整員
（市 1名、南部地区 JA）が参加する。
　会議は毎月 1回開催され、農業委員、農地
利用最適化推進委員が収集した農地の出し
手・受け手情報等をもとに、人と農地のマッ
チングを行い、担い手への農地集積につなげ
る。必要に応じて農業委員、農地推進員に機
構委託による農地調整員が同行して農地所有
者への制度説明を行う。
　2018 年 1 月 15 日（月）の推進チーム会議
では以下のことが協議された。
①	　当日は、耕作条件改善事業の担当者も出
席し、耕作条件改善事業によって排水路を
整備する事業と農地中間管理事業に結び付
ける条件等についての協議が行われた。
②	　N地区で耕作が放棄されていた土地を借
りたい人がいる。自ら抜根してもよいとい
う。
③	　農地の所有者は貸し付けに同意している
が、その子供が反対している。（将来、家
をつくりたい）。5年ぐらいなら可能。
④	　ハウスのある農地で借り入れを希望して
いる農家は、修繕費などもかかるので 15
年以上借りたいとしているが、地主は長す
ぎると言っている。
⑤	　貸し手の意向として借り手の作物につい
て条件が出されている。
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　	　野菜の栽培は困る。（施設等が作られた
ら困る。）農薬は使用しないこと。（近所か
らの苦情が出される。）さとうきびならよ
い。

⑥	　耕作放棄地でもよいという借り手がい
る。（牧草を生産する。）

　このように、推進チーム会議では具体的な
ケースに基づいて、出し手の要望や借り入れ
希望者の条件を検討する協議がなされてい
る。こうした、農地中間管理事業と農業委員
会との連携や農地中間管理事業推進チームに
おける出し手の希望、借り入れ希望者の条件
の把握など具体的な作業の積み上げが先に述
べたような成果につながっていると考えられ
る。

6．沖縄県における農地中間管理事業の
課題と方向
　以上、沖縄県における農地中間管理事業推
進の体制と取り組みの実情及び実績について
述べてきたが、これらを踏まえて課題の整理
と方向を提起したい。
　第 1の点は、借入希望者が多いのに対して
農地の出し手が圧倒的に少ないことである。
転貸の件数、面積は出し手の人数と面積に
よって制約されざるを得ない。まずは出し手
の掘り起こしが大きな課題である。
　農地中間管理事業については、事業のス
タート以降、多くの説明会やチラシ、パンフ
レットの配布による情報の提供がなされてい
るが、説明会などに参加するのは借り手希望
者が多く、出し手の農地所有者はほとんど出
席しないという。出し手を対象とした説明会
の開催も必要と考える。そこでは単に制度の

説明だけではなく、これまで転貸された農地
がどのように活用されているかを紹介するな
ど農地の所有者の信頼につながるような企画
も必要であろう。
　沖縄は農地の資産保有意識が強く、農地は
売りもしない貸もしないと言われるが、先に
述べたように「預け・預かり」を含めて捉え
ると農地の移動はかなり柔軟であり硬直的で
はない。農地の所有者は信頼関係のある相手
には貸している。特定の機関や制度に農地を
委ねることに対する不安があるのである。こ
うした不安を解きほぐしていくことが重要で
ある。「預け・預かり」に対して行政の側か
ら「ヤミ小作」という表現がなされるが、「ヤ
ミ」ではなく「慣行的貸借」として位置づけ
ることが妥当ではないだろか。
　また出し手の対象の枠を広げることも必要
である。沖縄では戦前期から海外への移民、
県外への移住者が多く、さらに離島の場合は、
農地を所有しつつ沖縄本島へ転居するケース
も多い。農地の所有者及びその相続人まで含
めると、所在地や農地との関わりの形態は多
様である。これについては、まず実態の把握
が必要であるが、相続未登記の農地や所有者
不明の農地の実態把握には多大な労力と費用
を要する。このような事業に取り組むための
人員と予算措置が必要である。
　離島の市町村では、同郷の出身者が集う郷
友会において農地中間管理事業の説明がなさ
れている例もあるという。離島や沖縄本島北
部の市町村では、本島中南部や県外において
同郷の出身者が集う郷友会が広く組織され、
親睦や情報の交換を行っている。郷友会の
ネットワークを通して農地所有の状況や利用
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の意向の把握や交渉を行う取り組みも農地の
集積につながると考えられる。この場合もそ
の取り組みを支えるための予算措置が必要で
ある。
　第 2の点は、出し手農家に対するインセン
ティブのあり方である。農地中間管理事業で
は農地の出し手に対するインセンティブを高
めるために、機構集積協力金を設けている。
沖縄では実績は少ないが、これは、地域の協
力金交付の要件が沖縄の実態と合わないこと
によるものと考えられる。沖縄の農地の状況、
零細・分散錯圃の実態の即した要件の設定や
貸付期間の柔軟対応を含めた県による裁量の
仕組みを作ることも検討することが求められ
る。
　第 3の点は、農地の整備及び耕作放棄地の
再生・活用についてである。「農地中間管理
事業の推進に関する法律」でうたわれ、「沖
縄県農地中間管理事業方針」でも示されてい
るように農地の整備は、農地中間管理事業の
柱の一つであった。しかしながら、その取り
組みは限定的である。農地中間管理機構が行
う借受けた農地の保全管理については、沖縄
では自然条件からして農地の荒廃化が進みや
すいという地域の特性を踏まえた対応が必要
であろう。
　耕作放棄地については、沖縄では農地資源
が少ないことから、農地中間管理事業と基盤
整備事業との連携による荒廃農地の再生と整
備を進め、積極的に農地として活用すること
が求められる。
　また、借入希望者が耕作放棄状態にある農
地を直接抜根等の整備を行って借りてもよい
とする担い手への支援、さらに、樹園地やハ

ウスなどの構造物がある農地の場合、その評
価や処理を出し手・借り手の双方が合意する
ための基準作りも今後は必要になろう。
　第 4の点は、農地中間管理事業と土地利用、
沖縄農業の方向との関連である。
　農地中間管理事業は担い手への農地の集積
を進め、農地利用の向上、地域農業の振興を
図ることを目的としている。したがって、農
地集積の方向は、地域農業の維持・安定に果
たす作物の役割を含め地域農業の振興と連動
することが重要である。
　耕地利用率の面でも、沖縄県の耕地利用率
は全国平均に比べて長期的に低い水準にある
こと（平成 26 年は全国平均 91.8％に対して
沖縄県は 86.3％）（注 20）が構造的な問題とし
て横たわっている。農地利用の高度化も同時
に追求していくべきであろう。そのためには、
地域全体（例えば沖縄本島を一円とした）を
俯瞰した土地利用計画及び農業振興計画（地
域農業マスタープラン）を策定し、人・農地
プランと農地中間管理事業をその中に位置づ
け、これらを総合的に推進していくことが求
められる。
　最後に近年の沖縄農業の動きの点から付け
加えたい。沖縄農業は、昭和 47 年の日本復
帰以降昭和 60 年ころまで産出額が急速に増
大したが、平成 2年ころから減少に転じ、長
期にわたって低迷してきた。しかし、平成
24 年以降増加の方向に転じつつある。
　近年の農業生産の増大はさとうきびや畜産
（肉用牛）が伸び、そのことが全体を牽引し
ているとされる。さとうきびと肉用牛を支え
る牧草は土地利用型であり、生産を増大する
において農地の拡大が重要な要素をなす。一
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方、沖縄本島では、野菜、花き、果樹への志
向が強く、これらの作物を計画した農地の借
受希望が多い。農地中間管理事業が農地の集
積を進めることによってこれらの担い手を支
援し、担い手への農地の集積と地域農業の活
性化が併進していくことを期待したい。
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（8）	 農林水産事務次官依命通知「農地集積・集約化対策事

業実施要綱」、（別表 1）

（9）	「公益財団法人　沖縄県農業振興公社農地中間管理事

業規程」（注 6）資料による。

（10）	内閣府沖縄総合事務局農林水産部経営課資料「沖縄県

における農地中間管理事業推進チームの設置につい

て」

	 「農地中間管理事業推進チーム」を構成する機関のう

ち、沖縄総合事務局農村振興課、沖縄県村づくり計画

課、同農地農村整備課は平成 29 年 7 月の「沖縄県に

おける農地中間管理事業推進チーム設置要領」の改正

によって新たに加わった。

	 　また、活動事業の「⑤農地中間管理事業と農地整備

事業との連携した取組の推進」も同改正によって加え

られた。

（11）	重点区域市町村及び公社嘱託員・農地調整員について

は、（注 6）資料による。

（12）	（注 6）資料による。

（13）	農林水産省ホームページ。「支援内容」（www.maff.

go.jp/j/kobetu_ninaite/n.pamph/pdf/guide2.pdf）（ 閲

覧日　2018 年 2 月 8 日）。
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（14）	沖縄県ホームページ「農地中間管理事業の推進につい

て」「農地中間管理事業の概要」（www.pref.okinawa.

lg.jp/site/norin/nosei/kikou/documents/kikou_

gaiyo2.pdf）　（閲覧日　2018 年 1 月 2 日）。

（15）	沖縄タイムス社『沖縄大百科事典』（上）、1983 年、に

よれば、ギンネムの特性は次のようにまとめられる。

（要約）

	 マメ科の9～10mに達する小高木。原産地はメキシコ。

沖縄のものは、1910 年（明治 43 年）国頭農学校にセ

イロンから緑肥として導入された。生育は気温 30℃前

後で旺盛。根に共生する根粒菌は空中窒素を固定する。

酸性土壌に弱いため、沖縄ではサンゴ石灰に富むとこ

ろや島尻マージに分布。干ばつに強い。（北村征生）

（16）	農林水産省ホームページ。「農地耕作条件改善事業」

（www.maff.go.jp/j/g_biki/hojyo/29107116/attach/

pdf/290_0716.pdf）　（閲覧日　2018 年 2 月 8 日）。

（17）	沖縄県農林水産部農地農村整備課より電話による聞き

取り。

（18）	沖縄県農業振興公社、資料

（19）	（注 6）資料における南城市農業委員会資料。南城市農

業員会の体制、活動概要については同資料によった。

（20）	沖縄県農林水産部『農業関係統計』、平成 29年 3月。（原

資料は、内閣府沖縄総合事務局『沖縄農林水産統計年

報』、農林水産省『耕地及作付面積統計』）。
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