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はじめに
静岡県は茶、蜜柑などの主産地を擁する農
業県だが、そのことは農地流動化が難しいと
されている樹園地を多く抱えていることを意
味しており、農地中間管理事業の実績はあが
りにくい状況に置かれている。2012 年度の時
点で、耕地面積 69,700 ha、うち担い手利用面
積 26,184 ha、担い手への集積率 38％、認定
農業者数 5,459 経営体であったものを概ね 10
年後の 2023 年度には、耕地面積 69,200 ha、
担い手利用面積 41,000 ha、担い手への集積
率 59％、認定農業者数 5,500 経営体という目
標を掲げている。国が目標とする担い手への
集積率は 80％だが、それと同じ水準を目指
すには難しいという判断があったのだろう。
表１は 2013 年度末時点の静岡県の認定農
業者等への農地集積の状況等を示したものだ
が、耕地面積の４割以上を樹園地が占めてい
る一方、樹園地の担い手への集積率は 17％と

２割に満たず、前途多難が予想されるところ
から静岡県の農地中間管理事業はスタートし
たことがわかる。一方、田は６割、畑は５割
弱が担い手に集積されており、こちらはある
程度の水準に達していたが、利用権設定率は
ともに２割にすら到達しておらず、こうした
相対小作で流動化している農地を制度に乗せ
ていくことが課題となっていた。
いずれにせよ、静岡県で農地中間管理事業
の実績をあげていくのは一筋縄でいくような
ものではなく、事実、目標面積未達成の年が
事業開始からずっと続いてきた。だが、長年
の地道な取り組みがようやく実を結んだとい
うことかどうかは分からないが、事業開始７
年目の 2020 年度になって年間 1,200 haという
目標を初めて実現することができたのである。
本稿では、この静岡県における農地中間管
理事業への取り組みを振り返るとともに、今
後の課題を考えることにしたい。

表１　認定農業者等への農地集積面積（2014年3月末）
　単位：ha

面積(C) 設定率(C/A)
田 23,000 33% 13,926 61% 4,424 19%
畑 16,238 24% 7,562 46% 2,402 15%

樹園地 29,817 43% 5,033 17% 1,599 5%
その他 100 0% ― ― ― ―
合計 69,200 100% 26,520 38% 8,424 12%

資料：静岡県農業振興公社内部資料より筆者作成
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表 1　認定農業者等への農地集積面積（2014 年 3 月末）
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１．静岡県における農地中間管理事業の
実績の推移

（2020 年度に大きく実績を伸ばす）

最初にこれまでの静岡県の農地中間管理事
業の実績の推移をみるところから始めよう。
表２は農地中間管理事業の実績を「借受
け」と「貸付け」に分けて示したものだが、
ここでは「貸付け」の数字をみていく。この
表から分かるように、2014 年度は 100 haに
満たないような状況から始まり、2015 年度と
2016 年度は 400 ha台、2017 年度と 2018 年度
は 800 ha台と徐々に実績をあげてきた。こ
のまま順調に伸びて１千haの大台に乗せる
かと思ったが、2019 年度は 600 ha台に落ち

込んでしまうものの、翌 2020 年度に 1,200 ha
を超えるという推移を辿っている。

（作物別にみた推移─水稲と茶が貢献─）

以上は農地全体の数字である。「はじめに」
のところで樹園地の実績はあがりにくいと記
したが、実際そうなっているだろうか。そこ
で作物別の貸付実績を表３でみることにした
い。2020 年度以外、「計」の値が表２の貸付
面積の数字と一致しないが、これは表の注に
記したように解約と再配分後の値を除いたこ
とによるとのことである。この表から分かる
ようにやはり水稲が圧倒的に多く、2020 年度
までの単純累計で２千haを超えて全体の半

表 2　静岡県における農地中間管理事業の実績の推移

表２　静岡県における農地中間管理事業の実績の推移
単位：ha

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
市町数 8 25 26 34 33 30 32
人数 384 1698 2173 3051 3611 2967 5522
筆数 782 4180 4883 8345 8433 7411 12840
面積 72.3 423.4 447.0 762.8 872.8 616.2 1172.4
市町数 4 24 25 34 33 31 32
人数 9 350 568 1005 1148 1293 1421
筆数 306 4249 4352 8975 8505 7156 13966
面積 14.9 439.8 405.5 826.9 891.8 609.9 1294.8

資料：静岡県農業振興公社内部資料より筆者作成

農地中間
管理権
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表３　静岡県における農地中間管理事業の作物別貸付実績の推移
　　　単位：ha、％

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 計 構成比
水稲 5.3 239.5 201.8 424.1 411.8 202.1 546.5 2,031.1 49.1
茶 6.8 36.5 145.1 130.1 143.7 439.0 901.2 21.8
野菜 9.5 35.7 29.7 57.3 72.8 145.9 172.6 523.5 12.6
果樹 0.2 17.8 48.9 151.2 16.6 45.7 280.4 6.8

飼料作物 45.3 39.2 39.8 48.6 54.0 59.0 286.0 6.9
花き 1.9 2.6 7.3 3.1 7.7 22.2 44.7 1.1
その他 24.2 10.7 6.3 15.2 6.2 9.8 72.4 1.7
計 14.8 353.7 338.2 728.8 832.8 576.1 1,294.8 4,139.2 100.0

資料：静岡県農業振興公社内部資料より筆者作成
注：2019年度までの貸付面積は、解約、再配分後の値
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表 3　静岡県における農地中間管理事業の作物別貸付実績の推移
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分近くを占めている。また、2019 年度から
2020 年度にかけては 202.1 haから 546.5 haと
300 ha以上も面積を増やした。注目されるの
は茶である。2019 年度までは 140 ha程度で推
移していたのが、2020 年度には 439.0 haと一
気に 300 ha近くも面積を増やしている。2020
年度に年間 1,200 haという目標を達成するこ
とができたのは、この２つの作物が実績をあ
げたことによる。
静岡県農業振興公社は 2020 年度に実績が
伸びた理由については、（１） 農地バンク事業
の理解が進んだこと、（２） 大規模経営体や企
業参入が活用したこと、（３） 基盤整備事業等
と連携して推進したこと、（４） 農地利用集積
円滑化事業からの切り替えが進んだこと（特
に水稲）、（５） 茶での活用が大きく増加したこ
と（高収益作物次期支援交付金の受け皿と
なった）の５つをあげている。
このうち （１） ～ （３） はこれまでも取り組んで
きたことなので、（４） と （５） が大きかったので
はないかと思われる。（４） の背景には、2020
年４月１日から農地利用集積円滑化事業と農
地中間管理事業が統合され、農地バンク事業
に一体化されたことがある。
2020 年度に満期等を迎えた
農地利用集積円滑化事業から
の切り替え面積が 381 haあ
るとのことである。農地利用
集積円滑化事業のストックは
３千ha以上もあるので、し
ばらくの間、この動きは続く
ことが予想される。（５） はコ
ロナ禍の下での緊急対策とい
う一時的な要因ではあるが、

ある意味、規模拡大した借り手に対する流動
化奨励金としての役割を果たしていると考え
ることができ、農地の貸し手だけでなく借り
手に対しても交付金を支給することができれ
ば実績はあがるということを示したことにな
るのかもしれない。

（大規模経営が牽引する事業実績）

静岡県は園芸県という印象が強いが、中遠
地域を中心に大規模水田作経営が展開をみせ
ており、担い手への水田の集積は進んでいる。
表４は農地中間管理事業の累計貸付面積の大
きな経営体の上位 10 位を並べたものである
が、これをみると分かるように掛川市、袋井
市、磐田市の大規模水田作経営が 10 経営体
中７経営体を占めている。牧草も土地利用型
で大きな面積を使うので２経営体がランクイ
ンしている。表の注にも記したが、農地中間
管理事業の貸付面積の大きい上位 100 位まで
の経営体で全貸付面積の 43.6%を占めている
というのが静岡県農業公社の計算である。
興味深いのが、第３位に農外企業の参入が
来ていることであり、その面積も 50 haを超

表４　2020年度の大規模経営体への貸付実績（累計貸付面積順）
　　単位：ha

経営体 所在地 貸付面積 主な作物
1 農事組合法人大東農産 掛川市 141.3 飼料米、水稲
2 （有）佐束ファーム 掛川市 69.4 水稲
3 楽天農業（株） 愛媛県 52.3 野菜
4 農事組合法人夢ファームおおさか 掛川市 50.8 牧草
5 太田忠行 袋井市 41.9 水稲
6 金原剛 磐田市 41.6 水稲
7 石野計美 磐田市 38.5 水稲
8 （有）太田農場 磐田市 34.5 水稲
9 朝霧メイプルファーム（有） 富士宮市 30.6 酪農、牧草
10 （株）水野製茶 富士市 28.5 茶
資料：静岡県農業振興公社内部資料より筆者作成
注：貸付の上位100経営体で全貸付面積4,125haの43.6％(1,802ha)を占める

表 4　2020 年度の大規模経営体への貸付実績（累計貸付面積順）
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えている点である。2020 年度に農地中間管
理事業の実績が大きく伸びた理由として静岡
県農業公社があげていた理由の （２） にある
「企業参入」はこれにあたる。農業の企業参
入では浜松市がかなりの実績をあげており、
このほかにも事例があると推測される。また、
茶の経営体も10位に入っており、その面積も
30 ha近くに達している点も静岡県の特徴が
あらわれている。これに続くような茶の大規
模経営がどれくらいあるかも気になるところ
である。

（市町村別実績の推移）

以上でみてきたことは市町別の実績の違い
となってあらわれている。
表５は農地中間管理事業の実績の推移を市
町別に示したものである。空欄は実績がない
ことをあらわしている。まず、同じ静岡県で
も地域差が大きいことが分かるだろう。伊豆
半島にあたる賀茂地域では一桁の数字が続い
ているのに対し、中遠地域は数百haの実績
が続いており、2020 年度は 400 haを超えて
いる。特に磐田市は 2017 年度だけで 300 ha
以上と突出しており、掛川市も 100 ha以上の
年度が２回ある。それ以外の地域は徐々に実
績をあげて 2020 年度には 100～200 haという
ところまで来ている。
2019 年度から 2020 年度にかけて大きく面
積を伸ばしている市町は、目立つところを上
から順に記せば、沼津市が45.7 haから 88.8 ha、
富士市が40.8 haから 125.7 ha、静岡市が55.0 ha
から 109.3 ha、牧之原市が38.6 haから 121.5 ha、
御前崎市が10.2 haから60.4 ha、掛川市が29.3 ha
から 112.9 ha、磐田市が 37.6haから 195.9ha、

表 5　市町別貸付実績の推移
表５　市町別貸付実績の推移

単位：ha
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

下田市 1.3 0.2 1.8 0.3
東伊豆町 3.7 0.1 1.0 2.4 4.5
河津町 0.2 0.2 0.2
南伊豆町 1.9 2.1 4.1
松崎町 1.4 0.2 0.2 0.4 1.4
西伊豆町 0.04
賀茂地域 7.0 3.9 5.7 4.6 6.3
熱海市 0.2 0.3 0.1 0.6 0.2
伊東市 1.2 0.5 0.6 2.2
三島市 5.0 21.5 17.3 15.8 21.3 16.2
函南町 1.8 3.9 12.6 11.4 8.6 7.5
伊豆市 0.1 1.3 0.3 7.3 0.1
伊豆の国市 1.5 2.2 1.0 8.5 4.0
沼津市 4.0 7.4 28.5 52.4 32.9 45.7 88.8
裾野市 1.2 1.8 0.3 6.7 5.3 6.8
清水町 0
長泉町 2.3 0.8 0.4 2.3 4.0
御殿場市 11.6 1.7 5.4 2.5 22.9 36.5
小山町 2.0 2.0 3.7 6.4 3.9 26.5
東部地域 4.0 29.0 63.5 97.4 78.0 126.9 192.9
富士宮市 36.3 29.9 47.0 78.1 66.6 85.0
富士市 12.5 41.3 66.8 87.1 40.8 125.7
富士地域 48.8 71.2 113.9 165.2 107.5 210.6
静岡市 56.3 33.0 53.3 39.3 55.0 109.3
中部地域 56.3 33.0 53.3 39.3 55.0 109.3
島田市 0.8 6.8 3.1 15.7 18.4 10.6 22.2
焼津市 2.6 6.7 39.7 53.0 49.8 65.6
藤枝市 5.4 18.9 21.8 30.8 38.5
川根本町 5.0 4.3 9.3 5.3 12.5
牧之原市 4.6 15.7 42.4 22.0 38.6 121.5
吉田町 1.3 0.9 4.5 5.8 8.5 11.6 3.7
志太榛原地域 2.1 14.9 40.4 126.8 133.0 146.8 264.0
御前崎市 0.8 3.1 2.8 4.7 10.2 60.4
菊川市 117.5 10.4 0.9 26.7 15.3 25.7
掛川市 85.0 68.5 28.7 188.3 29.3 112.9
磐田市 4.5 22.5 309.8 56.7 37.6 195.9
袋井市 8.8 0.2 3.0 28.8 63.8 19.3 2.5
森町 6.1 8.0 71.5 13.4 5.0
中遠地域 8.8 214.1 107.5 379.0 411.7 125.1 402.4
浜松市 69.4 89.9 45.0 57.1 40.1 98.4
湖西市 0.1 7.8 1.8 4.0 10.7
西部地域 69.5 89.9 52.8 58.9 44.1 109.1
県計 14.9 439.8 405.5 826.9 891.8 609.9 1294.8
資料：静岡県農業振興公社内部資料より筆者作成
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浜松市が 40.1haから 98.4haとなる。ただし、
表示はしていないが、目標に対する達成率を
みると、牧之原市は 65％、浜松市は 47％と
100％にはなっておらず、まだまだ拡大する
余地があるという結果となっている。牧之原
市は茶、浜松市は旧三ケ日町を含んでいるの
で蜜柑が主要作物となっており、樹園地の流
動化をさらに進めていきたいということなの
であろう。表３の作物別実績で果樹が伸びて
いないことが浜松市の達成率の低さとなって
あらわれていると考えられる。

２．静岡県における農地中間管理事業の
推進

（重点的な推進事項）

静岡県は農地中間管理事業の重点的な推進
事項として次の７点を掲げている。2018 年
度までは６点だったが、2019 年度から農地
バンク事業法等の改正を踏まえて１つ増えた
関係で７点となった。この推進事項の項目名
は変化していないが、内容は拡充されている。
最も新しい 2021 年度のものを記すと以下の
ようになる。なお、下線は引用者による。

（１）人・農地プランの実質化と農地バンク事

業を連動させた推進

・市町が中心となり、農業委員会、JA、土
地改良区、農地中間管理機構（以下、「農地
バンク」という。）及び県農林事務所等の関
係機関からなる「推進チーム」を組織し、関
係機関と連携の上、アンケートに基づく農地
情報の図示化を進めるとともに、地域の話合
いに基づく中心経営体への農地の集約化に係
る将来方針等をとりまとめ、人・農地プラン

の実質化に取り組む。
・さらに、プラン実質化済みの地域において
は、耕作者が不在、または不在となると予想
される農地について、プランの方針に基づき、
中心経営体への中長期的な農地の集積・集約
化を、農地バンク事業の活用により推進する。
・県は、産地の維持・発展や担い手育成等の
専門的な観点から、地域の話合いへの助言等
を行うほか、プラン実質化の工程表を未作成
の地域がある市町に対し、将来に亘り守るべ
き農地を明確にし、その地域においては全域
で工程表を作成し、実質化を促進するよう支
援していく。
・また、市町を跨ぐ広域での農地と担い手の
マッチングを実施するため、農地バンクに
「人・農地調整員」を設置し、担い手不在の
地域におけるプランの実行を支援する。

（２）重点実施区域における農地バンク事業の

着実な推進

・農地バンク事業の重点実施区域（以下、「重
点実施区域」という。）での農地集積・集約
化を推進するため、推進チームにおいて、以
下のとおり進捗管理を行い、計画的かつ着実
な農地バンク事業の活用を図る。
・重点実施区域での具体的な取組については、
取組区域ごとに取組方針や集積目標計画を定
めて計画的に推進する。
・県農林事務所ごとに定期的に「地域連絡会
議」を開催し、市町、農業委員会、JA、土
地改良区等で、プランの取組状況の確認や、
重点実施区域での農地集積の進捗管理、課題
の共有、対応策等の検討を行い、必要な対策
を講じる。
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・また、プランが実質化した地域では、プラ
ンの実行を加速化するため、継続的に話合い
を開催し、農地集積・集約化の機運が高まっ
た地域については、重点実施区域に位置づけ
るよう働きかけ、関係機関で連携した集中的
な推進を図る。
・県庁の農業・農地連携推進会議等の場にお
いて、県農林事務所を通じ重点実施区域の進
捗状況の管理を行い、助言・支援を行う。

（３）農業農村整備事業と連動した農地バンク

事業の着実な推進

・農地中間管理機構関連農地整備事業（以
下、「機構関連整備事業」という。）などの農
業農村整備事業と連動し、事業実施区域内に
おける農地バンク事業の活用を推進するため、
事業計画策定段階から、県農林事務所が中心
となり、県、市町、農地バンク、JA、土地
改良区等関係団体による「事業調整検討会」
を開催し、関係機関が連携した一体的な推進
を図る。
・機構関連事業については、事業申請時に農
地バンクに利用権設定されていることが必要
となるため、「事業実施検討会」において各
機関が全体スケジュールを共有する。特に基
盤整備事業実施後に、補助事業等により改植
や生産関連施設・機械の整備を予定している
場合は、各事業関連担当及び関係機関との連
携を図り、円滑な事業実施に留意する。
・農業農村整備事業と農地バンク事業に係る
関係機関の連携強化を図るため、県、農地バ
ンク、静岡県農業会議（以下、「農業会議」
という。）、静岡県農業協同組合中央会（以下、
「JA静岡中央会」という。）及び静岡県土地

改良事業団体連合会（以下、「県土連」とい
う。）は、定期的に五者会議を開催する。
・優良農地の整備、貸付けを一体的に推進す
るため、農地バンクは、必要に応じて、農地
耕作条件改善事業、果樹経営支援対策事業等
の事業主体となり、農地の集積・集約化の条
件整備に取り組む。

（４）補助事業と農地バンクを連動させた推進

・荒廃農地再生・集積促進事業、強い農業・
担い手づくり総合支援交付金、茶園集積推進
事業など各種補助事業と連動した農地バンク
事業の活用を推進するため、推進チームは、
補助事業の説明会等の機会を利用して積極的
にPRを行う。
・補助事業の相談があった際には、これを契
機とした農地バンク事業の活用に向けて、前
述の事業調整検討会を開催し、関係機関が連
携した一体的な推進を図る。

（５）次代を担う農業経営体の育成と農地バン

ク事業を連動させた推進

・県農林事務所に設置した農業経営体に伴走
支援する普及指導員の専任チームの活動によ
る、農業経営の法人化の支援や、認定農業者、
新規就農者、ビジネス経営体等の育成支援と
併せ、関係機関が連携して農地バンク事業に
よる農地の集積・集約化に取り組む。
・新規就農者の確保・育成を図るため、がん
ばる新農業人支援事業の地域受入連絡会の構
成員であるJA、市町、農業委員会、県農林
事務所など関係機関と農地バンクが連携し、
農地バンクが就農予定農地を中間保有する取
組を進める。
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（６）利用権満期更新時等における農地バンク

事業の活用推進

・法改正に伴う農地バンク事業と農地利用集
積円滑化事業（以下、「円滑化事業」という。）
の統合一体化に伴い、県、農地バンク、市町、
JA、農業委員会など関係機関は、円滑化事
業の利用権が満期を迎える農地について、農
地バンク事業への着実な切替えを図る。
・経営規模を拡大し、効率的かつ安定的な経
営を目指す担い手については、賃料支払や貸
借期間、集約化等の面において、農地バンク
事業のメリットが大きいため、担い手支援の
観点からも利用権設定等促進事業等からの切
替えを計画的に推進する。
・書面での契約によらない農地の貸借につい
ては、法に基づく適正な農地利用のため、安
定的な農地の貸借が可能となる農地バンク事
業の活用を推進する。

（７）集積計画一括方式による農地バンク事業

の推進

・農地の受け手が決まっている場合について
は、手続き期間の短縮や事務手続きの簡素化
のメリットを生かし、原則として集積計画一
括方式による手続きを行うこととし、一層の
農地バンク事業の推進を図る。

引用が長くなったが、静岡県の農業構造は地
域によって多様であり、それぞれの状況に応
じた対応を図るために農林事務所が重要な役
割を果たすことになっている。また、この後
でみるように地域ごとに取組の展開方向を定
めている点が静岡県の特徴である。
また、関係機関の役割をはっきりとさせ、

連携体制の強化を図るべく、2019 年７月に
経済産業部長から、2019 年８月と 2020 年３
月に農業ビジネス課長から通知が出されてい
る。
静岡県農業振興公社の体制として特に注目
されるのは、事業PR、市町・JA・農家への
事業説明や契約会に出席することなどを主要
業務とする農地バンク事業担当駐在員を設置
していることである。事業説明や各種の調整、
関係書類の授受などをより現場に近いところ
で行うことが可能となっている。当初は３駐
在４人の配置だったが、2017 年度からは５
駐在、2019 年度には６駐在９人体制となり、
2020 年度に人・農地調整員１人が富士農林
事務所に駐在員として設置された結果、現在
は東部農林事務所に２人、富士農林事務所に
２人（うち１人が人・農地調整員）、中部農
林事務所に１人、志太榛原農林事務所に２人、
中遠農林事務所に２人、西部農林事務所に１
人の６駐在 10 人体制となっている。
人・農地調整員は静岡県独自の制度であり、
担い手不在地域の農地と拡大を志向する経営
体とのマッチングを支援し、農地集積を推進
することを役割としている。具体的には、担
い手不足の地域で広域展開する担い手情報等
のリスト化とマッチングであり、担い手リス
ト（54経営体、拡大希望面積 227 ha）と担い手
不在農地リスト（141 箇所、農地面積 241 ha）
を作成するとともに、第３者経営継承の推進
体制の整備・周知活動、中古ハウス等の台帳
整備（21箇所、36,794 ㎡）とそのマッチング
を手がけている。富士農林事務所に駐在して
いるが、静岡県全域を担当している。
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（各地域の取組の展開方向）

前述したように静岡県では地域ごとの取組
方法を定めている。どの地区でどういったこ
とを行うかまで明記した非常に具体的なもの
となっている点は高く評価することができる。
2021 年度の各地域のポイントを記すと次の
ようになる。

（１）賀茂地域

・河津町見高地区、南伊豆町湊地区・竹麻地
区・南上地区、松崎町小山地区等のまとまっ
た荒廃農地については、基盤整備事業や企業
参入等による荒廃農地解消及び農地バンク事
業の活用を推進する。

（２）東部地区

・沼津市原・愛鷹地区、御殿場市板妻地区・
印野地区、伊豆の国市浮橋地区、その他伊豆
市等のまとまった荒廃耕地については、基盤
整備事業や企業参入等による農地集積を推進
する。

（３）富士地域

・富士市では、水田地帯の富士東部・浮島地
区で、農地バンク事業を活用した担い手への
水田の集積・集約化を推進するとともに、間
門地区における基盤整備事業の実施と併せた、
茶園の担い手への集積を推進する。
・富士宮市の開拓地区では、人・農地プラン
の実質化を進めるなかで、酪農の担い手の牧
草地の利用実態を明らかにし、今後の集積に
活かしていく。また、杉田地区では、経営規
模の拡大意向のある露地野菜等の担い手が多
いため、人・農地プランの実質化に併せて担

い手への農地の集積を推進する。

（４）中部地域

・清水区の基盤整備完了地区では、土地改良
区や農地利用最適化推進委員等と連携した取
組みにより、担い手へ農地が集積する仕組み
が機能するよう支援する。
・JAしみず柑橘産地構造改革計画、JA静岡
市柑橘産地構造改革計画、JAしみず三保・
駒越地域産地計画（仮）等同種取決めの活用
により、人・農地プランの実質化を図り、担
い手への集積・集約化を推進する。

（５）志太榛原地域

・牧之原台地や北部中山間地域の茶園地帯で
は、生産性の向上に向けた基盤整備等、担い
手による話合いを行い、農地バンク事業によ
る集積・集約化を推進する。
・焼津市やハイナン地区の水田地帯は、水稲、
レタスなど、作物の安定生産及び省力化に向
け、基盤整備事業等を推進し、農地バンク事
業による担い手の経営規模拡大を推進する。

（６）中遠地域

・茶園では、継続性の高い茶業経営体を育成
するため、茶農協等の共同工場の組織再編や
基盤整備と併せて担い手への農地集積・集約
化を推進する。
・露地野菜では、産地拡大に向けて、基盤整
備事業と併せた推進のほか、水田の期間貸借
の拡大や、荒廃農地の担い手への集積による
再生・利用の拡大を推進する。
・新規就農者の育成に向けて、がんばる新農
業人支援事業の地域受入連絡会と連携し、研
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修生の就農地の確保のために農地バンクが農
地を中間保有する取組を活用する。

（７）西部地域

・浜松市の重点実施区域である三ヶ日地区や
都田上地区、大平地区等においては、基盤整
備事業と連動した農地バンク事業を推進する。

このように各地域とも詳細な計画が策定さ
れており、それに基づいて事業が推進されて
いるのである。そして、成果をあげたものが、
次の「３」にみるような先進事例として県内
に紹介され、さらなる横展開が図られていく
ことになる。

３．静岡県における農地中間管理事業の
先進事例

─ふじのくに農地中間管理事業

　（農地バンク事業）ニュースより─

コロナ禍のため現地実態調査を行うのは難
しいため、静岡県農業振興公社が発行してい
る「ふじのくに農地中間管理事業（農地バン
ク事業）ニュース」に掲載されている先進事
例を、面積は記されているものに限定し、古
い順にいくつか紹介することにしたい。この
ニュースの掲載順に並べたのは、担い手への
農地集積をめぐる状況やそれを踏まえた事業
推進手法の変化を、そこから読み取ることが
できると考えたからである。具体的には「２」
の重点的な推進事項の中の （３） 農業農村整備
事業と連動した農地バンク事業の着実な推
進、（４） 補助事業と農地バンクを連動させた
推進、（５） 次代を担う農業経営体の育成と農
地バンク事業を連動させた推進が茶園で積極

的に推進され、それが成果をあげるように
なっていること、（６） 利用権満期更新時等に
おける農地バンク事業の活用推進が中遠地域
を中心に進められ、農地中間管理事業の実績
を後押ししていることである。

（１）2015 年８月 17 日発行（第４号）

★磐田市西平松地区：白ネギなどの栽培が盛
んな磐田市南部の西平松地区では、23 ha（地
権者約 120 人）の素畑のうち 4.5 haを３つの
経営体に本事業を利用して集約しました。A
社は経営規模が 1.5 haから 3.0 haに、B社は
新規参入として 2.5 haをまとめて確保できま
した。また、新規就農者のCさんは 0.7 haか
ら 1.1 haに規模拡大ができました（2015 年５
月受け手に貸付け）。
★掛川市佐束地区：掛川市佐束地区では、水
田100 haを将来にわたって守るためには「若
い人が就農し、食べていける農業にするしか
ない」と考えました。そのためには農地中間
管理事業による規模拡大や基盤整備が必須で
あり、人・農地プランで中心経営体２社を決
定しました。この結果、昨年は 41.8 ha、本年
も 20 ha以上の農地集約が図られる見込みで
す（2015 年５月受け手に貸付け）。

両者はともに中遠地域であり、やはりここ
で実績があがり始めたということである。新
規参入や新規就農者への貸付けが当初から進
んでいたという点は静岡県の特徴とすること
ができるかもしれない。

（２）2016 年１月４日発行（第５号）

★森町中川上地区：基盤整備された優良茶園
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を地域ぐるみで守り活用するために担い手８
人が中心となって地権者代表や農業委員、
JA運営委員等 12 名で「中上川地区茶園集積
検討会」を立ち上げました。貸出希望茶園の
受付や調整、地代、契約期間の調整、その他
茶園利用に関する課題や問題点の協議を重ね
て集積計画をまとめ上げた結果、12月に機構
が借り上げました。区域の農地面積 27.2 ha、
今回集積面積 6.1 ha（34 人、77 筆）、担い手
へ貸付け 2016 年３月予定。

茶園の集積は静岡県の最大の課題であり、
それを進めるための調整ノウハウを蓄積して
きたといえるだろう。

（３）2017 年２月６日発行（第７号）

★富士市富士東部地区：富士東部土地改良区
の受益地 312 haは農地中間管理事業の重点実
施区域に設定され、土地改良区が中心となっ
て担い手への農地集積を進めています。しか
し、本地域の水田は大区画ではないため担い
手農家が借りやすい農地になっていません。
今回、農地中間管理事業を活用して７名の担
い手に 4.5 haを集積し、農地耕作条件改善事
業により田の区画拡大を施工し、担い手の農
地集積・作業の効率化を進めています。

農地耕作条件改善事業は農地集積を進める
ために大きな役割を果たしており、土地改良
区と一体となった事業推進が有効である。

（４）2017 年７月５日発行（第８号）

★磐田市東部地区：太田川右岸のJR東海道
線の南北に位置する磐田市東部地区は、JA

遠州中央が約 10 年前から農地利用集積円滑
化事業により集積を進めてきた経緯があり、
地域の水田が適切に維持管理されてきまし
た。地区の水田面積は約 460 haに及び、うち
293 haに円滑化事業による利用権が設定され
ていましたが、2017 年３月に 220 ha余りが
満期を迎えることになっていたため農地中間
管理事業への移行が検討されていました。
2015 年６月に磐田市、JA遠州中央及び中遠
農林事務所が打合せを行い、プロジェクト会
議を設置して意向を進めることを申し合わせ
ました。しかし、推進にあたっては地元の東
部地区水田利用調整協議会の合意を得ること
が必要であり、地権者及び担い手への説明、
膨大な作業の分担など、多くの課題がありま
した。2015 年８月に協議会の同意を得、円
滑化事業のデータと農業委員会のデータとの
突合、登記簿謄本との突合や共有、未相続、
仮登記の抽出作業に取り掛かりました。その
後、移行分の貸付申込書、集積計画書の作成
や全部事項証明書との突合等、膨大な事務作
業に関係機関が一体となって取り組み、2016
年７月に契約会を兼ねた地権者説明会を６回
開催して 682 人の手続きを完了させました。
2017 年２月には耕作者の配分計画に関する
契約会を開催し、37名の担い手に対する 2,714
筆、266.7 haの契約を完了させ、４月１日付
けで賃借権の設定が始まりました。

農地利用集積円滑化事業の農地中間管理事
業への統合は今後の重要な課題であるが、静
岡県では磐田市を中心にそれが進められてお
り、事業実績の増加につながっているとする
ことができる。これは次の （５） の掛川市千浜
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地区の事例も同様である。

（５）2017 年 10 月 16 日発行（第９号）

★掛川市千浜地区：掛川市南部の千浜地区で
は昭和 30 年代から水稲協業集団による集団
栽培が開始され、1998 年からは地域の農業
者６名によって設立された農事組合法人大東
農産が 140ha余りの水田を借入れ、大規模で
効率的な水稲栽培を行ってきました。これま
では農地利用集積円滑化事業によって貸借を
行ってきましたが、2018 年３月末に契約終
期を迎えることになっていたため、この機会
に全ての契約を農地中間管理事業に移行する
ことになりました。
★伊東市岡地区：伊東市岡地区では公社が農
地耕作条件改善事業の実施主体となって基盤
整備を行った後、参入法人がオリーブを栽培
する計画となっています。高齢化により耕作
継続が困難となった農地 67 aを参入法人に
集積し、区画拡大と農作業道整備及び営農環
境整備（樹木の伐採、除根等）を行うことに
より、作業の効率化と優良農地の活用を図っ
ていくこととしています。

（６）2018 年１月 26 日発行（第 10 号）

★浜松市北区三ケ日町：元々自営で運送業を
営んでいましたが、奥様の父親が行っていた
農業経営を引き継ぐ形で１年前に専業農家に
なりました。現在、蜜柑園約 2.3 haのうち
1.5 haを農地中間管理事業により借り受け、
規模拡大を進めています。
★富士市神谷地区：まる水園の茶園面積は
22 haで、約６割に当たる 13.6 haを農地中間
管理事業を通じて借り受けています。これま

では地主の方全員と時間をかけて交渉してい
ましたが、農地中間管理事業に切り替えたこ
とによって個別交渉の必要がなくなってス
ムーズに契約できるようになり、賃借料支払
の手間も大幅に削減できたとのことです。

茶園のほかに蜜柑園の集積の事例が紹介さ
れるようになるとともに、農地中間管理事業
を活用することで地主との交渉や地代支払い
の手間を減らすことができるという成果が報
告されている。ただし、それだけの業務を静
岡県農業振興公社が担うようになっていると
いうことでもある。

（７）2018 年 10 月 17 日発行（第 13 号）

★御殿場市神山・兎島地区：御殿場市神山・
兎島地区の東名高速と新東名高速に挟まれた
場所にある約 14 haの農地は土地改良事業実
施後約 50 年が経過しており、耕作放棄地も
多い状況です。現場近くにある観光施設「時
之栖」の関連会社である御殿場高原ワイン
（株）では農地中間管理事業を活用して 85 a
の農地を確保し、ブドウ苗の植栽を開始しま
した。

御殿場ワイン（株）は第９号の伊東市岡地区
のオリーブ栽培と同じく、面積は決して大き
くはないが、農地中間管理事業を活用して企
業が農業に参入した事例であり、こうした事
例が増えていくかどうかが注目される。

（８）2019 年１月４日発行（第 14号）

★浜松市西区雄踏町：突然の病を患った父親
に代わって米作りをはじめて 20 年、現在の
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経営面積は 18 haで就農当時の約 20倍、うち
15 haが農地中間管理事業で借り入れた水田
です。雄踏地区は市内でも有数の水田地帯で
地区水田利用調整協議会を中心とした集積・
集約化に早くから取り組んできました。加茂
さんも協議会を通じて水田を借り入れるとと
もに担い手同士で交換・大区画化するなどし
て集積・集約化を進めてきました。

農地中間管理事業は担い手への農地集積だ
けでなく面的な集約化・団地化を図る役割も
果たしているということである。

（９）2019 年４月 15 日発行（第 15 号）

★袋井市大谷地区：太田牧場の特徴は、牛に
与える全ての粗飼料を自給していることで
す。牧草地は市内を中心に45 haに及び、うち
41.8 haを農地中間管理事業を通じて借り入れ
ています。

酪農経営が飼料生産のために農地を借り入
れる場合は大きな面積となる。次の富士宮市
根原の松下牧場も同様であり、酪農経営が展
開している地域では農地中間管理事業の実績
が大きく伸びる可能性があると考えてよいだ
ろう。

（１0）2019 年 11 月１日発行（第 17 号）

★富士宮市根原地区：デントコーンの生産を
地域に先駆けて行うなど、以前から力を入れ
てきた牧草栽培も継続して進めており、現在
の牧草地は約 20 haで、飼料の約半分を自給
飼料で賄えるようになりました。牧草地の約
７割は農地バンク事業により（株）松下牧場が

利用権を取得したものです。
★森町問詰地区：公社が農地耕作条件改善事
業により実施した森町問詰地区の茶園整備が
完了し、乗用型茶摘採機の導入が可能な茶園
が誕生しました。この事業は区画拡大、暗渠
排水、用排水路整備等の簡易な農地整備を行
うことにより担い手への農地集積を進めるこ
とを目的としたものです。（中略）出来上が
りの圃場面積は 31 a、勾配は９％と効率的な
作業が行えるようになりました。耕作者は地
元の農家で、森に囲まれた立地を生かし、新
たに有機栽培に取り組もうと意欲的です。

こうした農地耕作改善事業による茶園の整
備による成果は、次にみる牧之原市の農地中
間管理機構関連農地整備事業でも引き継がれ
ている。また、第20号では同じ地区で有機茶
拡大のさらなる実績があがっていることが紹
介されている。

（１１）2020 年４月 15 日発行（第 19 号）

★牧之原市片浜地区：農地バンク事業を積極
的に活用して規模拡大を進めるとともに、茶
園の基盤整備や茶工場建設など次々と新たな
事業に取り組んでいます。農業者の負担によ
らずに実施できる農地中間管理機構関連農地
整備事業により、市内の茶園約６haを大区
画に整備して、作業性と生産性の向上を図る
こととしています。

また、この号では「貸出意向の農地や施設、
経営移譲の希望があっても地域内で担い手が
確保できない場合や規模拡大意欲がある担い
手がいても地域内で農地が確保できない場合
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等」に対応するため「県内全域で広域的に活
動する人・農地調整員を設置」することが紹
介され、第３者経営継承・遊休資産活用の広
域的推進が掲げられている点が注目される。

（１２）2020 年８月３日発行（第 20号）

★森町問詰地区：昨年度、森町問詰地区では、
高齢化・後継者不在により耕作の継続が困難
な４戸の茶園 46 aを認定農業者１人に農地
バンク事業により集積、集約化を行い、併せ
て農地耕作条件改善事業の活用により茶園の
整備が行われました。（中略）有機茶の栽培
に向け、この春に植栽が行われました。

（１３）2021 年４月 20 日発行（第 23 号）

★JAハイナン：JAハイナンでは、御前崎市
白羽地区で荒茶工場を運営していますが、こ
の地域の農業者は 70 歳以上の農業者が多く
高齢化等により茶園の管理ができなくなり、
茶園面積も 30 haから 26 haほどに減り、茶
工場への生葉の持ち込みも減ってきました。
このためJAハイナンでは農協として直接農
業経営に取り組み、生葉の確保と地域農業が
維持継続できるように努めています。（中略）
管理のできなくなった農地は、農地バンク事
業を通じてJAが借入れて、現在５haの借入
面積となっており、２名の職員が茶園の管理
を行っています。
★JA三ケ日：2006 年に「JAみっかび農地
銀行」を立ち上げ、貸付希望農地の掘り起こ
しと利用調整を進めています。担い手への農
地集積を円滑に進めるため、「園地評価基準」
を基に現地調査で賃借料を提案することや園
地あっせんの優先度の設定、借入地での園地

改良や改植等に関するルールの明確化などの
仕組みを作っています。農地の貸借は、これ
まで延べ約130 haを担い手等に集積しており、
このうち 2015 年度からは農地バンク事業を
活用しており、2020 年度までに 78 haの集積
実績です。

JA自らが農地中間管理事業を通じて農地
を借りて農業経営に乗り出したり、貸借契約
が難しい樹園地のルール作りにJAが乗り出
したりしており、農協が重要な役割を担って
いるところがある点も静岡県の特徴とするこ
とができるだろう。

こちらも長い引用となったが、これによっ
て静岡県としての先進事例が概ねどのような
ものか把握できたと思う。簡単にまとめれば、
①既にかなりの実績をあげている農地利用集
積円滑化事業の農地中間管理事業への切り替
え、②農地耕作条件改善事業を使った茶園・
蜜柑園の整備による担い手への集積、③酪農
経営による大規模な牧草地の集積、④整備し
た荒廃農地の新規就農者や農業参入企業への
集積などが静岡県のポイントとなっていると
いえるだろう。
なお、令和になってから静岡県は農地利用
最適化推進活動表彰を始めており、2019 年
度は森町一宮地区農業推進委員会、川根本町
農事組合法人美味しいたけ、浜松市雄踏町水
田営農組合・とぴあ浜松農業協同組合西営農
センター、富士市農政課、楽天農業株式会社
（旧（株）テレファーム）が、2020 年度は浜松
市三ケ日町農業協同組合、小山町農業委員会、
牧之原市静波原基盤整備組合、静岡市杉山隆
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良氏となっている。
このうち楽天農業（株）は県外（本社は愛媛
県大洲市）から耕作放棄地への農業参入であ
り、その面積も大きく、注目される。その内
容だが静岡県東部地域に参入して有機野菜の
生産に取り組むものであり、農地中間管理事
業を通じて御殿場市で 37.6 ha、伊豆市と伊豆
の国市で 14.7 haもの農地を借り入れている。
有機JAS認証を早期に取得するため遊休農
地の借入れを優先的に進めているらしい。御
殿場市では11人のスタッフが2020年に9.5 ha
で有機JAS認証を取得し、小松菜、ブロッ
コリー、カリフラワーなどの生産を始めてい
る。野菜は冷凍食品用であり、収穫後は愛媛
県の工場に送られ、冷凍処理されて製品と
なっているとのことである（楽天農業につい
ては静岡県農業振興公社「令和２年度農地中
間管理事業実績報告資料」（2021年６月７日）
による）。

４．静岡県の農業構造と農地中間管理事
業の今後の展望
これまで農地中間管理事業に注目して、そ
の実績の推移、取り組みの方向とそれを踏ま
えた先進事例などをみてきたが、最後に 2020
年センサスを用いて静岡県の農業構造の特徴
を確認するとともに、それに基づいて農地中
間管理事業の今後の課題について簡単に展望
することにしたい。

（大規模経営への農地集積状況─大きな地域

差─）

農地中間管理事業を強力に推進したとして
も基本的には当該地域の農業構造の枠内での
実績にしかならない。そこで市町別の大規模
経営への農地集積状況をみてみよう。
図１は大規模経営への農地集積率を一覧し
たものだが、左端に静岡県の平均値、そこか
ら右から順に統計に掲載されている市町の数
字を示したものである。大規模経営への農地

図 1　大規模経営への市町別農地集積状況①（2020 年）

　２　農業経営体（続き）
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図１ 大規模経営への市町別農地集積状況①（2020年）
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集積率の県の平均値だが、５ha以上層に36%、
10 ha以上層に25%、20 ha以上層に16%、30 ha
以上層に 12%、50 ha以上層に５%となって
いる。一見して分かるように市町によって大
きな差がある。「４」の先進事例のところで名
前が出てきた富士宮市、磐田市、焼津市、掛
川市、袋井市、御前崎市、菊川市、牧之原市、
森町などが高い山となって目立っている。
これをもう少し見やすくするため静岡県の
平均値を除き、５ha以上層への農地集積率
の高い市町を左から順に並べ直したのが図２
である。この図をみると静岡県内の地域差が
相当に大きなものであることを改めて確認す
ることができる。５ha以上層への農地集積
率が 20％に達していないような地域では実
績をあげるのは容易なことではないと思うが、
伊東市、御殿場市などは先進事例として紹介
されており、県の表彰事業でも川根本町、伊
豆の国市、伊豆市、小山町などが登場してお

り、取り組みは進められている。一方、農地
集積率が非常に高い市町もある。袋井市、磐
田市、森町は先頭集団を形成し、富士宮市、
掛川市、焼津市がこれに続いている。ここで
は農地利用集積円滑化事業の農地中間管理事
業への切り替えを推進するとともに相対小作
を制度に乗せていくことができれば実績はま
だまだ伸びるのではないだろうか。注意した
いのは５ha以上層への集積率は高くても、
20 ha以上層への集積率は小さい市町がある
ことである。左から森町、富士宮市、掛川市、
菊川市、牧之原市、御前崎市などがそれに該
当する。ここでは 50 haを超えるような大規
模水田作経営が農地を大きく集めているので
はなく、そうした規模拡大が難しい園芸作経
営や茶園経営などが層をなして展開している
と推測され、この層を維持するための産地振
興や担い手育成とセットで農地中間管理事業
を進めていく必要があると考える。

図 2　大規模経営への市町別農地集積状況②（2020 年）
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（農地集積率を規定する水田率─異なる動き

を示す市町の分析の必要性─）

全国的にみても農地中間管理事業の実績が
あがっているのは水田地帯である。大規模水
田作経営の展開の有無が農地集積率を規定し
ており、それが農地中間管理事業の実績とし
て反映されていると考えられる。担い手への
農地集積率を規定しているのは水田率として
よい。樹園地を多く抱える静岡県はその点で
不利な状況におかれていることを意味するが、
こうした傾向は静岡県内でも当てはまる。
図３は横軸に経営耕地面積に占める田の割
合（水田率）、縦軸に経営耕地面積５ha以上
の農業経営体への経営耕地面積の集積率をと
り、静岡県内の市町をプロットしたものであ
る。これをみると分かるように水田率が高い
市町ほど５ha以上層への農地集積率は高く
なる傾向にある。水田率が 70％前後の５ha
以上層への農地集積率は 60％から 80％近く

に達している市町が３つもある。
その一方で水田率が高いにもかかわらず農
地集積率が思ったほどには高くなっていない
市町がかなりの数にのぼっている。こうした
市町の状況を精査し、その原因を探り、改善
策を検討することが今後の課題となるだろう。
また、水田率が 20％前後と高くないにもか
かわらず５ha以上層への農地集積率が 40％
以上となっている市町が２つある。やはり、
この市町の状況を精査し、その理由を探るこ
とで今度は逆に有効な取り組みを析出するこ
とができるだろう。なお、この２つの市町は
牧之原市と富士宮市である。
同様に、横軸に経営耕地面積に占める田の
割合（水田率）、縦軸に経営耕地面積 20 ha以
上の農業経営体への経営耕地面積の集積率を
とり、静岡県内の市町をプロットしたのが図
４である。図３と同じく水田率が高い市町ほ
ど農地集積率が高くなる傾向にあることが確

図 3　市町別の水田率と5 ha 以上層集積率との関係（2020 年）
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図３ 市町別の水田率と5ha以上層集積率との関係（2020年）
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図４ 市町別の水田率と20ha以上層集積率との関係（2020年）
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認できるが、高い集積率を誇る市町は 20 ha
以上層になると２つに減っている。もう１つ
注目されるのは、５ha以上層への農地集積
率では水田率が低くても高い市町があったが、
20 ha以上層への農地集積率となるとそうし
た市町はなくなっているという点である。大

規模水田作経営とは異なるタイプの経営が農
地の受け手となっている市町があり、そうし
た可能性をさらに追求していくことが必要だ
ということであろう。
次に借入耕地面積の実数を市町別に多い順
に左から並べた図５をみていただきたい。担

図 4　市町別の水田率と 20 ha 以上層集積率との関係（2020 年）

図 5　市町別の地目別借入耕地面積（2020 年）
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図３ 市町別の水田率と5ha以上層集積率との関係（2020年）
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図４ 市町別の水田率と20ha以上層集積率との関係（2020年）
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い手への集積率では上位に出ることはなかっ
た浜松市が実数ではトップとなっている。ま
た、島田市、静岡市も実数では森町よりも左
にあり、上位にランクしている。確かに磐田
市、袋井市のように水田で実績をあげている
ところが多いが、樹園地も一定の比重を占め
ており、浜松市や掛川市では水田ほどではな
いが、かなりの面積となっている。
畑も大きな面積となっている市町があるこ
とも注目される。浜松市はその典型だが、先
ほど名前のあがった富士宮市もそれに該当す
る。面積は小さいが湖西市、三島市、函南町
なども畑の占める比重が大きいようにみえ
る。図６に静岡県の地目別借入耕地面積を示
したが、畑の借入地は２万４千ha以上もある。
「４」の先進事例では畑の事例はなかったが、
今後は畑についての事業推進について、畑作
大規模経営の展開の支援も視野に入れながら
検討する必要があると考える。

（今後の農地中間管理事業の伸びしろ）

最後になるが、2014 年度から 2020 年度ま
での農地中間管理事業の貸付実績面積の累計

図 6　地目別借入耕地面積（2020 年）
　表６　市町別貸付実績とセンサス実績との関係

　単位：ha
2014年度～
2020年度の
累計面積

2020年
センサス
借入地面積

機構経由率

下田市 3.6 15.7 22.9%
東伊豆町 11.7 7.0 166.9%
河津町 0.6 5.8 10.4%
南伊豆町 8.1 34.3 23.6%
松崎町 3.6 21.7 16.6%
西伊豆町 0.0 4.1 1.0%
賀茂地域 27.5 88.6 31.0%
熱海市 1.4 0.6 229.5%
伊東市 4.5 8.7 51.6%
三島市 97.1 161.4 60.2%
函南町 45.8 129.5 35.4%
伊豆市 9.1 106.2 8.6%
伊豆の国市 17.2 100.3 17.1%
沼津市 259.7 312.6 83.1%
裾野市 22.1 52.5 42.1%
清水町 0.0 9.9 0.0%
長泉町 9.8 26.4 37.1%
御殿場市 80.6 190.6 42.3%
小山町 44.5 85.3 52.2%
東部地域 591.7 1184.1 50.0%
富士宮市 342.9 444.2 77.2%
富士市 374.2 409.4 91.4%
富士地域 717.2 853.7 84.0%
静岡市 346.2 621.8 55.7%
中部地域 346.2 621.8 55.7%
島田市 77.6 645.5 12.0%
焼津市 217.4 491.5 44.2%
藤枝市 115.4 345.1 33.4%
川根本町 36.4 79.2 45.9%
牧之原市 244.8 1052.6 23.3%
吉田町 36.3 83.4 43.5%
志太榛原地域 728.0 2697.3 27.0%
御前崎市 82.0 347.1 23.6%
菊川市 196.5 965.5 20.4%
掛川市 512.7 1759.3 29.1%
磐田市 627.0 1916.0 32.7%
袋井市 126.4 1689.6 7.5%
森町 104.0 522.1 19.9%
中遠地域 1648.6 7199.5 22.9%
浜松市 399.9 1996.5 20.0%
湖西市 24.4 219.8 11.1%
西部地域 424.3 2216.3 19.1%
県計 4483.6 14861.2 30.2%
資料：静岡県農業振興公社内部資料より筆者作成
注：機構経由率は2014年度～2020年度の累計面積を
　　2020年センサス借入地面積で除して算出した
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値と 2020 年センサスの借入耕地面積を市町
別に一覧した表６をみることで今後の農地中
間管理事業が実績を伸ばす「伸びしろ」がど
れくらいあるかを検討することにしたい。
その際の１つの指標となるのが機構経由率
である。機構経由率は、2014 年度から 2020
年度までの農地中間管理事業の貸付実績面積
の累計値を分子に、2020 年センサスの借入
耕地面積を分母とした割合であり、実際の借
入耕地面積のうちどれだけが農地中間管理事
業に乗せられているかを示すものとして考え
ることができる。この値が小さい市町はまだ
「伸びしろ」があるということである。以下、
地域別にみていく。
賀茂地域では借入耕地面積がそもそも少な
いが、農地中間管理事業に乗せられているの
は３割強にとどまっている。とりあえず相対
小作の掘り起こしから始めてみてはどうかと
いうことになる。東部地域、中部地域の機構
経由率は５割を超えた程度だが、あと一歩の
上積みの余地は残されているようにみえる。
これに対して富士地域は８割を超えており、
担い手育成とともに事業を進めていく必要が
あり、さらなる事業実績の積み上げは難しい
かもしれない。
志太榛原地域、中遠地域、西部地域の機構
経由率は極端に小さい。センサスでの借入耕
地面積の数字は大きいだけにまだまだ実績を
伸ばす余地はあるように思う。ただし、樹園
地は何らかの理由で制度に乗せられないよう
な状況があるのかもしれない。この点は現地
実態から検討を深め、その原因を究明するこ
とが求められる。
中遠地域でも同様の状況があると思われる

が、それと併せて農地集積円滑化事業等を
使っている面積がかなりあると考えられる。
これについては契約終了に合わせて農地中間
管理事業への切り替えが進めば自然と実績は
あがってくるのではないだろうか。むしろ、
管理する農地の急激な増加に静岡県農業振興
公社が対応しきれなくなることが懸念される。
借り手からの地代の徴収と貸し手への地代の
支払いの事務作業は膨大なものとなる。借り
手からの地代の減額請求があれば公社が貸し
手にそれを伝えて了承を得なければならない
し、借り手の地代未納への対策も行わなけれ
ばならない。貸し手も相続が発生すれば地権
者を確定し、その振込口座も変更しなければ
ならない。農地中間管理事業の事業実績は今
後も増加し、それは農業構造の改善にとって
は大きなプラスとなるのだが、こうした莫大
な事務作業に対応できる体制と人員の整備が
今後の課題として控えている。これは静岡県
だけに限らず全国の農地バンクに共通する課
題である。
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