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1. はじめに

1 )研究の背景と既存研究の整理

零細分散錯圃の問題は，日本農業にとっては古くて，かっ新しい問題である.それは藩政期に

まで遡る古い問題であり，これまでそれを克服する様々な努力が払われてきたが， 日本農業に構

造化された特質，解決困難な問題として現在に引き継がれてきている.

構造政策が問題化するのは，旧農業基本法からであり，第 I期 (1960年代以前)は構造政

策以前の集団化施策Jとして位置づけることができる.この時期の農地集団化手法は，土地改良

事業の一環としての交換分合事業と圃場整備事業と連動した換地処分がある.

1961年制定の旧農業基本法以後農業の基本問題は構造問題にあるJという認識が，農政の

基本となる.よ って第E期 (1960年代から1970年代)は「構造問題の明確化の時期」といえる.

「自立経営農家の育成Jと「協業の助長j をうたい，その手段として作目では「選択的拡大J，農

業構造では「経営規模の拡大，農地の集団化，機械化，その他農地保有の合理化と経営の近代化J

が目指された.具体的には，生産基盤整備としての農業構造改善事業と，さらに農地流動化を助

-農林中央金庫
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長し，その移動先を方向付けづける農地市場への政策的介入策が検討された.政策的介入策の一

つが「農地管理事業団法案」である.しかし， 1965年と 1966年の同法案は廃案となり，残さ

れた道は農業構造改善事業による f協業の助長1.圃場整備に連動した換地による集団化方策に

倭小化された.

第E期 (1970年代から 1990年代)は『構造政策の本格化の時期」である.自作地流動化政策

から借地主義に方針転換を図ったのが， 1967年の「構造政策の基本方針Jである.これを受け

て制度的な体制が整備されるのが， 1970年の農地法改正， 1975年の農振法の改正による農用地

利用増進事業の開始， 1980年の農用地利用増進法の制定による利用権設定促進事業，農用地利

用改善事業など「利用権Jという概念の登場で，借地農の育成が活発化する時期である.農地保

有合理化法人制度，農地移動適正化あっせん事業，農協による経営受託事業，農業機械銀行，農

地流動化を促進する農林公庫法の改正，流動化奨励金交付事業，農業生産法人の要件緩和，農地

の細分化防止のための農地等の生前一括贈与の納税猶予，農業者年金制度の創設などが 1975年

前後に集中している.

第N期 (1990年代以降)は， r構造政策の経営政策化・融合化の時期」である.構造政策の力

点が担い手の育成方策へ明確に転換したのが， 1988年の農用地利用滑進法の改正， 1993年の経

営基盤強化促進法への改正である.そこでは，担い手の特定化の手法として，認定農業者制度を

創設・拡充しつつ，農地流動化の加速化と集中化を計るべく，従来の農地流動化方策の一層の計

画化，システム化が進められて今日に至っている.

このように，その時代背景や農村内部の条件に合わせて多様な手法による調整が行われてきた.

しかし，手法としては「農家聞の個別取引」が貫かれており，それに公的組織が「仲介・斡旋機

能j を発揮して，農地流動化を促してきたものである.それでは，面的な農用地利用集積は遅々

として進まない.地域を単位として農用地利用調整を行っていく必要がある.

面的な農用地利用集積に必要な事項を整理すると，①「個別間の取引」を基礎とする農用地利

用調整では難しく，②地域単位での組織的対応が必要である.③そこでは担い手経営体のみだけ

でなく，自作農など多様な農家を巻き込んだ農用地利用調整が必要である.このことを踏まえる

と，香川県綾上町東栗原地域農業集団の事例は注目される.聞場整備事業を契機に土地所有者が

県公社に「一括利用権設定」し，再配分をして実際の利用を行っているからである.

一括利用権設定の有効性を唱える論者としては，秋山 [1]，工藤 [7] がいる.秋山 [1]は

「農地保有合理化法人(以下，合理化法人という.)の中間保有機能をフルに活用したものであり，

団地化を計ることが容易になる・・・・・・貸し手側としても公的機関が介入することによっ

て安心感を与える仕組みとなっている」と評価している.工藤 [7]は福岡県JA糸島を事例に，

一括利用権設定の効果として「水稲作付けの集団化，ブロックローテーション方式による転作が

容易になったこと，担い手農家のみならず多様な農家の棲み分けによる複合経蛍の進展や農地利

用のフノレ操業体制が作られたこと，耕作放棄地の解消など農地資源の保全管理に及ぼした効果，

無人ヘリコプターによる防除や水稲直播栽培を実施するなど新技術の導入Jを挙げている.

秋山 [1]・工藤 [7] とも農地の集団化の効果は認めているものの，地減全体で取り組むため
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に地権者全てを含めた合意形成が問題であるとしている.その点に関して和田 [26]は「地域営

農集団の機能のーっとして指摘される土地利用調整は，集落の本質になじまない，というのは中

核農家への利用集積はつまるところ農家の階層分化であり，それは集落の公平原則に抵触する可

能性がある」とし，高橋 [19]は「担い手経営と土地利用調整の二つのみを考慮するのではなく，

兼業高齢化や農地貸付世帯までも含めて，その役割等を明確に位置付けた組織構造を構築するこ

とが重要Jとしている.地域の合意形成のためには，兼業農家，高齢農家等，多様な農家への配

慮が必要であるといえる.

また大泉 [16]は「委託者と受託者の関係の調整や集落をこえた範囲での調整には公的機関の

介入が必要であるJと述べ，酒井 [17]は「集落から独立した客観的公共的性格を持つ第三者機

関が中に入り，話し合いを進めてこれまでの意識の変革を図ると同時に，直接的に農地流動化を

進めていくことが必要」としている.

以上を踏まえ，面的な農用地利用集積には「地域の農地を第三者機関である合理化法人に一括

して利用権設定し，多様な利用希望者に団地的に区割りして転貸するといった方式が有効」とい

える.

2)課題の設定と分析手法

本研究では全国に先駆けて合理化事業を活用した宮城県亘理町荒浜地区と. 2008年から

200ha規模で農用地利用調整の本格的実施が予定されている宮城県角田市校野地区を事例に，面

的集積による構造改革の成立条件を実証的に明らかにするとともに，地域営農の展開はどのよう

に進めていけばよいかについて担い手の視点から考察する.

以下では.2で合理化法人制度の概要と中間保有機能の有効性を明らかにし，農地保有合理化

事業(以下，合理化事業という.)の都府県・地方レベルでの実施状況を把握する. 3では宮城

県亘理町荒浜地区を対象に. 4では宮城県角田市枝野地区を対象に，それぞれ合理化事業を活用

した農用地利用調整システムを概観し，地域営農がいかに展開されているかを整理する.そして，

5で農用地利用調整システムの成立条件を考察し，合理化事業を活用した面的な農用地利用集積

モデルを提示する.

2. 農地保有合理化事業と中間保有機能の活用

1)農地保有合理化法人制度の創設と役割

合理化法人の制度創設は 1970年の農地法改正において行われた.内容の詳細は省略するが，

重要なことは，不耕作目的での農地取得を禁じている農地法にあって，法第 3条の不許可の例外

措置を規定し，農地の中間保有が認められた点である.与えられた役割は.r農業経営の規模拡大，

農地の集団化，その他農地保有合理化を促進するため，農地，採草放牧地文は未墾地の売買，交

換文は貸借を行うことJ(農地法第 3条但書)とされている.すなわち，農地法の自作農主義を

保持しつつ農業構造の特徴である零細分散を改善し，農地がより生産性の高い経営によって効率

的に利用されるよう流動化を促進し，農業構造の改善を推進するという構造政策の重要な柱とし
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て農地法の中で制度化されたものである.

2)農地保有合理化事業の実施状況

第 1図にみられるように，合理化事業による買入面積は 1970年代後半にピークであったが，

その後急激な下落傾向にある.買入面積を地方ごとに見ると東北地方，関東地方，北陸地方，九

州地方の割合が高い.中でも東北地方は群を抜いて割合が高く， 2000年 -2004年における都

府県全体の買入面積に対する割合は 50%近くとなっている.
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第 1図 貫入面積の権移
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次に第 2図をみると，借入面積は都府県全体で増加しており，近年その傾向が強くなっている.

2000年-2004年では借入面積が買入面積を上回り，農地売買から農地貸借へ事業をシフトさ

せている.借入面積を地方ごとにみると，東北地方が圧倒的に多い.都府県全体に占めるシェア

は70%以上にもなる.
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第 2図借入面積の錐移

買入面積・借入面積の介入割合は，平成 15年においては，都府県でそれぞれ 14.4%， 12.2% 

と低く，農地流動化に与える影響は大きくない.その原因は，①地域的要因，②経済的要因(財

政支援)，③人的要因(体制的条件)が主である.地域的要因は，土地利用型農業，特に平場地

域が多く展開する地域と中山間地域など条件不利壇域を多く抱える地域との差異等，地理的条件

の差異からくるものである.経済的要因は，県公社の財源や予算が縮減していることである.近

年の都道府県財政の縮減下において，合理化事業関連予算の縮減が事業推進に影響がでている.

人的要因としては，担当者が 30人以上の規模から 2-3人規模のところまで様々であり，事業
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推進のための体制が弱体である.

3)中間保有機能を活用 した担い手育成

合理化事業の最大の特徴は農地の中間保有・再配分機能」である.これは，合理化法人が

規模縮小農家から農地等を買入または借入をして，一度保有し，担い手農家等に売渡または貸付

を行うものであるが，個別相対での売買や貸借の際に生じる出し手，受け手のニーズのミスマッ

チを中間保有することで，調整し解消できる機能である.

「中間保有 ・再配分機能Jを最も高度に活用した事業として集合的利用権等調整事業Jがあ

る. 1982・83年において県公社が，関係機関の協力を得て，地域農業者の自主的な話し合いを

もとにし，その合意による農地の再配分調整を行うための「公社活用集団的利用権等集積実験事

業Jを実施し. 1983年からは「集合的利用権等調整事業(以下集合事業)J として国の補助事業

として発足したものだ.

集合事業の内容は，県公社の中間保有機能を活用して一定期間内に農地をストックし，地域の

合意により作成された土地利用計画に沿って農地を配分していくものである(一括利用権設定手

法).なお，集合事業には地域内の相当程度の利用権等をまとめて一旦県公社に設定し，所有と

利用を完全に分離した状態で再配分する「むらぐるみ管理型」と利用権等を随時集積していき，

予め設定した目標年次に再配分する「幸IJ用権調整型」の二つの手法がある(第 3図，第 4図).

(取組み前) 中間保有

A 
規穫拡大，面的集璃

(取組み後)

グループ 宮崎齢、壁土〉 公 して再配分

EJ 4土 コ〉
B 現状維持農家から借入

農 面的集積して現状維持

グループ
地 分を再配分. 二〉 保 二〉 B 

有告
グループ

c 焼績給小農家から借入
面的集積して線機縮小

グループ

理

冒 二〉 イヒ Lて再配分

法 三〉

一一己今{一/二'AeeeeL-J-i¥H)C冊二争分 l培 、l喰遺品 川論争

第 3図 『むらぐるみ管理型J 資料 農地保有合理化協会

巴ヨヱヰ|公社巳平巴ヨ

資料 農地保有合理化協会

第 4図 「集合的利用権調整型」
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3.事例分析(1) 宮城県E理町荒浜地区

ここでは，全国に先駆けて集合事業を導入した宮城県亘理町荒浜地区と市農業公社の中間保有

機能を活用し一括利用権設定を行った角田市校野地区の取り組みを分析する.

l)a理町荒浜地区の概要

E理町は宮城県南東部に位置し，西の阿武隈山地を背景に東は太平洋を望み，温暖で降雪も少

ない.稲作を基幹として，施設園芸，果樹，畜産を取り入れた複合経営が盛んな地域である.東

北最大の消費地仙台市まで車で 40分.JRで30分の距離にあり，都市近郊地域である.荒浜地

区のみに限定してみると，耕地の 97%以上が水田であり，稲作単作に傾斜する特異的な地区で

ある.

荒浜地区は 1930年代まで漁港として栄えてきたが，漁民は近くの農家などから飯米を確保す

るため農地を取得し耕作する半農半漁の地区であった.海抜Om泥炭湿潤地帯で一旦雨が降ると，

数日間冠水や塩害が発生した. 1900年に救済事業のーっとして耕地整理が導入されlOa区画の

水田整備がなされた.しかし，排水問題は解決しなかったため，その後湛概排水事業を実施し，

乾田化がなされた.その効果として農業機械の導入が可能になり，作業効率が大幅に上がった.

第 1表は荒浜地区農家戸数の推移をみたものである.これによると. 1970年代の高度経済成

長期以降，第二種兼業農家が急治，農家戸数の減少している.この時期に零細農耕に見切りをつ

け，経済成長を契機に仙台市に就労する者が多かった.その結果，第 2表で示しているように農

地流動化が促進され大規模層が繕えている.中には，個別経営で 40ha以上も経営規模拡大を達

成している農家もいる.

2005年度の農家数は.206戸，専業農家は 21戸 (10.2%).第一種兼業農家は 26戸 (12.7%)• 

第二種兼業農家は 159戸 (77.6%)なっている.専業農家は. 1985年度から多少変動はあるが

20数戸の水準を保っている.第一種兼業農家も同様に 1985年度以降変動は小さい.農家戸数の

減少のほとんどは，第二種兼業農家である.ピーク時の 1975年度から 400戸の減少となっている.

総農家数

専業農家数

第一種兼.農家数

第二種兼業農家数 I 450 
資料各年度センサスより

総...数

3ha以よ

比率

5ha以よ

資料各年度センサスより
註:1975年センサス以前に 5ha以上層の分類はない.
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2)荒浜地区の農用地利用調整

(1)集合的利用権等調整事業による農用地利用調整

1980年以降農地流動化が進んだ荒浜地区下あるが，その背景には合理化法人である宮城県農

業公社(以下，宮城県公社)と荒浜農協(現在は宮城仙南農協)の連携によって実現した集合的

利用権等調整事業(以下，集合事業)の活用があった.

高度経済成長期以降の農地流動化は，大規模農家 1 戸に対し地権者農家が 10~ 20戸と多く，

農地の分散状況も 20箇所以上となり，生産性の向上に限界があった.そこで登場したのが集合

事業である.農協組合長，宮城県公社が先頭に立ち，地域との積極的な話し合いにより，集合事

業の合意を得ることができ，全国に先駆けて開始されたのである.

第 1回の集合事業中間保有期間は 3年であったが，その期間は I集合的利用権調整型Jで進め

た.それ以降はやはり「むらぐるみ管理型」で進めなければ，担い手への面的集積は限界がある

という反省から手法を転換することになる.

(2)集合事業の推進体制

集合事業の実施体制は第 5図のとおりである.町の総合農政を考える「亘理町農政企画推進協

議会」の下部組織に「荒浜地区集合的利用権等調整事業推進部会(以下，部会)Jを設立し，そ

の事務執行には「幹事会」を設けて運営の中心に配置した.部会の構成は町・農業委員会・農協・

県農林事務所・農業改良普及所・農業会議・宮城農業公社の各課長クラスで組織し，幹事会はそ

の担当者で組織した.部会の協議事項は，①実施地区の選定， ②実施地区における事業の実施方

針並びに実施計画の策定， ③事業実施に関わる事項， ④その他事業推進に必要な事項である.

また，農地流動化の「掘り起こしJや権利調整をするために，新しく各集落代表の農家組合長(15

名)及び農業委員 (5名)計 20名で「荒浜地区土地利用調整組合」を組織し，農家と部会との

パイプを果たすため宮城県公社がこの 20名を「集合事業推進連絡委員Jに任命した.

荒浜地区土地利用調整組合

(農家組合長 15名，農業委員 5名)

荒浜地区集合的利用権等調整事業

推進部会及び幹事会

亘理町農政企画推進協議会

連携

農
業
委
員

(
農
地
銀
行
)

|受け手農家|

|出し手農家 |

掘

起

し

掘
り
起
こ
し

宮城県農業振興公社資料

荒浜地区の土地調整組織図

-69 -

第 5図



新垣

集合事業推進の中核である事業の実施方針と実施計画の策定においては，地権者組織(地域農

業集団)との連携が重要であった.集合事業のスタート時から農家意向調査を実施し，住民参加

を中心とする農用地利用調整を目指すものとし，連絡員を通じて地域農業集団との関係を密にし，

話し合いなどの場づくりを積極的に行った.農家意向調査は，定期的に何度も実施することとで，

できるだけ農家全員が納得のいくシステムを構築することとした.

(3)集合事業の錐進手法

集合事業をその推進手法をまとめたものが第 6図である.委託者(出し手農家)は農協・農業

委員会に権利移動の申し込みをする.既に地区のほとんどの農用地利用調整は宮城県公社を通す

ことで合意を得ているため，一括して利用権もしくは所有権を宮城県公社に設定し，土地利用計

画に治って調整をすることができる.その際大規模水田経営登録制度Jに主主録された農家組

織「集合事業中堅農家協議会(以下，中堅農家協議会)J との連携により，どの農地をどの担い

手に転貸するかなどを協議し，利用権の委託し，中堅農家協議会が担い手へ再委託を行う.

f中堅農家協議会』で受託できない農地，例えば条件不利地域や団地化できない飛び地などが

あった場合には，農協へ委託し農協自らが作業を行う.このような推進をすることで，地区内の

農地は全て宮城県公社の適正管理により，効率的土地利用を実現できる.農協は受け手農家の支

援として一部出荷手数料の免除を加えた.また，受け手農家がいない農地についても農協営農課

の役割を拡充し，地区内のどの農地でも受入れるように進めていった.これにより宮城県公

社に農地を任せれば大丈夫Jという地権者の信頼を得ることができた.

集合事業中堅農家協議会

荒浜農協営農課

資料 宮城県農業振興公社

第6図 集合的利用権等調整事業の推進手法

(4)地価・地代マップ策定と公平を重視する支払体制

農業委員会は，担い手農業者への農地集積を図るため，地域内の地代や農地価格を明確にして

農用地利用調整を推進する必要があり，出し手農家代表・担い手農家代表により，地代・農地価

格を字ごとに決めて，地代・農地価格マップを策定した.これにより農地流動化を一元的に宮城

県公社が仲介して行うことが出来るようになった.

地代の支払は，当時 7割以上は物納によるものであり，当地区の農家には 「農地を貸しても地

元の米を食べたいj という気持ちが強く，農地を貸す場合でも物納による支払を希望する農家が

多かったためである.そのため，集合事業を行う際>Q，物納支払を取り扱わなければならなかった.

農協と宮城県公社が協定を結び，耕作者には，物納支払の米を全て出荷してもらい，食糧事務所

の任意検査を受けた検査米を農協が地権者の自宅に配達することとした.これにより，物納支払

の米の品質等の適正化・均一性を図ることができ，地権者に納得できる地代の支払を確立した.
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(5)集合事業推進の問題点と対応策

-地権者の合意形成

土地利用計画の策定にあたり，地権者アンタートの実施等できるだけ住民参加型の体制を敷い

てきたが，地権者の合意を得るまでには相当の努力があった.

地域内の農地流動化は，過去数十年の間，農家聞の相対で進められてきたことから，宮城県公

社に農地を貸したら取り上げられるといった噂が，年輩の農家を中心に持ち上がった.このアレ

ルギーを払拭するために，宮城県公社，農協は，各種座談会，地域の運動会，花火大会の協賛等，

機会があるたびに地域に溶け込んで二年間推進した.その結果，地権者の理解を得ることができ，

農地流動化に介入することに合意を得ることができた.

-集合事業実施の制度的問題点

公社機能の活用による農用地利用調整は，農業者年金の加入者，受給者，生前一括贈与に対し，

支給停止や贈与税の納税猶予打ち切り等が問題となり，地域の計画に沿った農地流動化が実現で

きない場合がある.制度的問題点に関しては，地権者に対して対応策を丁寧に説明して，理解を

求めた.

(6)集合事業の成果と圃場整備事業の実施

第 1回集合事業の 3年間で宮城県公社が集積した面積は 27ha.そのうち 25haを再配分 (66%

が貸付)した.内訳をみると 30a以上の集団化に結びついたのは，交換も含めて 55%. 地続き

ではないが経営の団地内に集積できたのは 30%.調整できなかったのが 15%という結果で、あっ

た.これにより確実に第二種兼業農家の離農が進み，受け手の経営規模拡大につながった.自然

発生的にはこれほどの流動化は不可能である.

第 2回の再配分では，規模拡大志向の農家(大規模水田経営登録農家)に対しては， 目標経

営規模，集団化を希望とする場所等を明らかにする「申出書j を提出させ，これを尊重した権利

の調整を図った.また「むらぐるみ管理型Jに手法を変えたことにより. 4年間で集積した面積

は41.4ha(売買 13ha.貸借 28.4ha) と急増した. 30a以上の団地化に結びついたのは，売買で

58%.貸借で 73%となった.第 1回目の再配分よりも，大幅に増えているのは「集合的利用権

調整型Jから「むらぐるみ管理型j へ手法を転換させたこと大規模水田経営登録制度」が大

きな影響を与えている:

第3回目の再配分では. 4年間で集積した農地は 62.1ha(売買 5.8ha.貸借 56.3ha)で，再

配分は農家自身の交換分合もあり 90%もの団地化が達成された.

以上のように集合事業は農地流動化に大きな効果をもたらしたが，団地化を図ってもlOa区画

では生産性の向上が制約され，どうしても大区画圃場が必要ということになった.そこで宮城県

公社が実施したのが.1.1haの大区画実証園場の造成であった.実証園場の効率性を目の当たり

にしたことで，一気に地権者の園場整備事業への気運が高まった.そこで「低コスト化圃場整備

事業」と r21世紀型圃場整備事業」の 2種類の園場整備事業を導入した r21世紀型園場整備事業」
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の連担化要件を同時に入れることで，さらに補助率を上げ，実質の地権者工費負担はほとんどな

かった.

第3表 集合事業による農地集積面積と団地化の割合

第1回配分 | 第2回配分 | 第3回配分

(83，84，85年) I (86，87，88，89年)I (90，91，92，93年)
計

集積面積 25ha 41.4ha 62.4ha 128.8ha 

団地化の割合 85% 68% 90% I 72.6% (平均)
資料 ・深谷 [1995]を参考に作成

註 :団地化は， 30a・60a規模の団地化や経営周辺に集団化した農地など幅広く捉えているので，
大まかな数値として理解していただきたい.

3)担い手の経営展開

(1)荒浜地区の担い手の概要

現在，荒浜地区の認定農業者は 13名で，平均経営面積は 10haである.現在も順調に経営面

積を拡大し， 13名の農地集積率は 35.5%に至っている.荒浜地区では，集団転作やブロックロー

テーションは導入しておらず，転作はほぼ個人対応である.

このように荒浜地区では，個別経営が地域の担い手として育成されてきたのであるが，それは，

「大規模経営登録制度」など，個別経営に農地集積を促す施策を独自に講じてきたことが大き く

作用しているように恩われる.

(2)回定農業者 S氏の経営状況

第 4表は，荒浜地区の認定農業者 S氏の経営規模拡大の推移を示したものである. 1999年度

までに， 15ha以上の集積を行っている.その後，毎年最低でも lha(2000年度)，最高 8ha(2004 

年度)の規模拡大を行っており， 2006年度には，経営面積 42.4haに達している.

第4表 認定農業者s氏の経営規模の推移

(単位 ha)

年度 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

借入 O. 7 0.4 1.8 1.0 2.2 3.1 3.3 5. 6 2.0 2.0 

貫入 。 。 0.1 。 1. 1 0.3 。 2.4 2.1 2.0 

経営
13.0 13.4 15.3 16.3 19.6 23.0 26.3 34.3 38.4 42.4 

面積

資料:宮城県農業公社

註1: 1997年度以前のデータはない. 1997年度までに 12.3haを集積したと恩われる.
註2・各年度の借入・買入面積は少数第二位で四捨五入しである.

第 5表は，米価下落下において S氏の所得がど句ように変動するかを試算したものである.現

在の米価水準はおよそ 12，000円と仮定すると，所得は 1500万円以上，米価 10，000円でも 840

万円以上の所得が見込める.
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第5表 米価変動と s氏の所得鼠算値

米価 9000円 10，000円 12，000円

単位(万円)

15，000円

S氏の所得試算値 509 848 1526 2544 

資料農林水産省「米及び麦類の生産費J平成 14.15， 16年産米より
註1 計算式は，所得=[米価 (60kg)x (単収/60)ー(物財費+雇用労働費+支払利子+支払地代)]
註2・東北ブロックの 5.0ha以上層の生産費(平成 14年. 15年.16年の平均)を基準に試算した.
註3・経営面積42.4haで計算した.

集合事業導入の時期が 1983年というまだ米価が高水準で維持されていた時期の規模拡大が効

を奏していると思われる.

現在，同地区の地代は 16，000 円~ 20，000円とそれほど低位に設定されているわけではないが，

その支払方法は集合事業時から継続されている物納によるものがほとんどである.物納での支払

いは，米価下落の中で実質的に地代水準を引き下げる効果を持つ.物納支払による実質地代負担

軽減が S氏の経営展開を支えたもう一つの要因であろう.

4.事例分析 (2) 角田市枝野地区の取り組み

1 )角田市枝野地区の概要

角田市は宮城県の南部に位置し，仙台市から南へ 40kmに位置している.阿武隈川流域の平坦

地には肥沃な水団地帯が開け，温暖な気候と豊富な水という稲作に良好な自然条件に加え，用排

水整備事業の促進や阿武隈川改修工事，土地基盤整備事業によって，県内有数の米産地となって

いる. 1960年代には企業を積極的に誘致して就業機会を増やし農家は安定した給与収入を得

ながら，農業を継続することができるようになった.誘致企業の順調な伸びと相まって，稲作を

中心とした安定兼業農家を生み出した.

第 6表は，校野地区の専兼別農家数の推移である.総農家数は 1965年度の 447戸から 2005

年度の 315戸まで減少した反面，第二種兼業農家は 88戸から 268戸に急増している.

農業就業人口も 1062人 (1970年度)から 372人 (2005年度)まで減少し，そのうち 60歳

以上の割合は 32%(2000年度)となっている. 2000年度の農地面積は 487haで，そのうち田

の面積は 392ha，畑が 90ha，樹園地が 5haと，稲作中心の農業地区である.

第6表 校野地区の尊兼別農家数の推移

総農家数

専業農家数

第一種兼業農家数

第二種兼業農家数

第 7表は，校野地区における担い手集積率の変遷を示したものである. 2000年度以降，集積

率が順調に増加し， 2005年度には 129.7ha(所有面積 23.4ha，利用権設定面積 34.4ha，作業受
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託面積 71.9ha)，集積率は 61.4%となっている. 1960年代以降の第二種兼業農家の増加と相侠っ

て，農家の階層分化が顕在化しているといえよう.

その契機となったのが， 1998年からの県営閏場整備事業と連動した「事前換地Jであった.

次節以降では，校野地区で採用された「事前換地Jと「一括利用権設定」の推進手法と合意形成

について概説する.

担い手農家集積面積 (ha)

集積率(覧)

2)角田市桔野地区の農用地利用調整

(1)角田隈東土地改良区による事前換地による農用地利用調整

校野地区の本格的な農用地利用調整は， 1998年度からの県営圏場整備事業の際に行った「事

前換地jである事前換 地Jという手法は， 1999年度， 2000年度・ーと，圃場整備完了地区ごとに，

農家聞の農地を組み替え，集団化を図る仕組みである.

第 7図で示した従前の換地手法では，圃場整備完了地区ごとに農家が自分の農地を指定してい

くため，農地はどうしても分散してしまう.そこで，第 8図で示した農地の組み換えを同時に進

行させ，段階的に集団化を図る「事前換地j を校野地区では採用している.

「事前換地」による作業は，農地移動を頻繁に行うことから地権者への説明を徹底しなければ

ならない.それが実現できたのは，第ーに土地改良区で農地の所有状況など詳細な農地情報を把

握していたからであり，第二に土地改良区という公的な第三者機関の介入により，農家の利害調

整などを円滑に行えたこと，第三に園場整備事業の完了地区ということで農地条件の均質性が

あったこと，第四に闘場整備事業の連坦化要件を満たすことで工費負担金の軽減が図れるなど農

家聞の利害を調整しつつ，メリットを明確に示せたこと，等々が大きな要因となっていた.

第一圃場整備完了地区① 第二岡場整備完了地区②

• • 第三圃場整備完了地区③ 第四回場整備完了地区④

• • 資料:角田隈東土地改良区ヒアリングより

-は，ある農家が園場整備完了地区ごとに地区ごとに所有している農地を集団化させて
農地の指定を行っていく.従来の換地手法では，完了地区ごとに分散は解消されるが，地区全体での
分散解消には限界がある.

第7図 これまでの換地手法イメージ
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第一闘場整備完了地区 (1999年) 第二圃場整備完了地区(2000年)

CEB 
D IJf. ② 

A 

第四圃場整備完了地区 (2002年)

C .. . -A 

資料:角田隈東土地改良区ヒアリ ングより

「事前換地Jの推進手順

① A農家が 1999年度圃場整備完了地区で農地の集団化を指定する.

② A農家が 2000年度圃場整備完了地区で農地の集団化を指定する(このままだと農地は分

散).

③①で設定した農地と連坦化させるために.B農家の農地と組み替えを図る.

④ B農家も連坦化させるために向様の組み替を図る.

⑤ A農家はさらに 2001年度の圃場整備完了地区で農地を指定し，連坦化するために農地の

組み換えを再度行う.

⑥ C農家も連坦化させるために問機の組み替えを図る.

第8図事前換地イメージ

地権者にと っての具体的なメリ ットは，区域内の 25%以上を担い手及び担い手組織が連坦化

して耕作を行えば事業費の 1.75%が交付されること (2006年度まで 4，000万円)，担い手農家

又は担い手組織が関場整備地域内で経営面積を 20%以上増加させると借入金の 6分の 5が無利

子で借りられること (2006年度まで 2，000万円の利子免除)，さらに転作を連坦化して行うこ

とで産地づくり交付金を 35，000円(担い手加算 25，000円，基本部分 10，000円) +地域とも

補償 12，000円が交付されることである.連坦化されない場合，産地づくり交付金は基本部分の

10，000円+地域とも補償となり，調整水田になった場合は，地域とも補償分の 12，000円のみに

なってしまう .もし，現在の地区内の 80haが調整水田になった場合には， 2，800万円の損失に

なる.このように，連坦化要件を満たすことによる交付金の額は大きく ，地権者に 「事前換地J

への参加を促す要因としては十分で、あった.

第 8表に示すように，国場整備事業開始の 1999年度以降担い手集積面積は上昇し続け， 2005 

年度には農地集積率が 61.4%に達した.しかも分散した農地ではなく事前換地」による集団

化した農地とい うことで，作業効率も改善された

年度

担い手農家集積面積 (ha)

集積率(首)

しかし，園場整備事業が完了し，連坦化要件など達成する要因が無くなれば，もとの農地利用

E
d
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の状態にもどる可能性がでてくる.そこで今後も面的な集積を行っていくために，一旦角田市農

業振興公社に地域の農地の全てまたはほとんどを一括利用権設定して預け，担い手や作付け計画

に配慮した再配分を行う手法が採用されることになった.

3)角田市農業振興公社による一括利用権設定

(1)推進手法と実施体制

一括利用権設定の推進手法は，中間保有機能を活用し，農地を合理化法人である角田市農業振

興公社に一括して利用権設定し，それを配分するという形をとっている.

一括利用権設定の実施体制として，アグリセンター，枝野地区アグリセンタ一連絡協議会，担

い手組織の各組織が構成されている.それに土地改良区や県農業公社，角田市農業振興公社など

の関係機闘が関わりあっている(第 9図参照). 

アグリセンターは圃場整備事業実施の際の工区 (1区から 8区)を単位とした地権者集団で，

地区の三分の二以上の地権者によって構成されており，集落における農用地利用に関する調整の

場であるとともに，地権者の合意を得て土地利用計画を策定する.一括利用権設定は，その土地

利用計画に沿って進めていくことになることから，実施体制の中で特に重要な位置にある.土地

利用計画は，認定農家や生産組織で権成される校野地区担い手部会や校野アグリセンタ一連絡協

議会と連携しながら作成する.土地利用計画の作成には，土地改良区，県農業公社などの関係機

闘が助言・支援・指導を行い，土地情報の提供や土地集積のメリットを説明するなど，計画作成

の円滑化を図る.

校野地区アグリセンタ一連絡協議会は，各地区のアグリセンターから出された土地利用計画の

調整を行う組織であり，地区を超えた広域的農用地利用調整を行うことを可能にしている.調整

の主な内容は，農業用水の均等な配分や転作の調整を行うことであり，連絡協議会は，県農業公

社，土地連，土地改良区，大河原地方振興事務所，農協，土地改良区など関係機関の支援，指導，

助言を受け調整を進めていく.こうして完成した農地利用計画書を角田市公社に提出し，角田市

公社は担い手農家に再貸付を行うという事業推進体制となっている(第 10図参照). 

在‘ーー官官酎時4ム~一

関係機関

大河原娠興事務所

県農業公社，土地連，角田市

JA. 土地改良区

|アグリ センター 11アグリ センター

資料 角田隈東土地改良区ヒ アリングより

第9図 一括利用権設定の推進体制

po 
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• 角田市農業振興公社

中間保有
1_l1!lm'1'it'-1 

一括利用権

生産組合 ・個別経営農家

資料 角田隈東土地改良区ヒアリングより

第 10図 角田市農業銀興公社を利用した農用地利用調整

(2)一括利用権設定のポイン卜と制度上の問題点

一括利用権設定に対する地権者の合意が比較的容易に取り付けることができたのは事前換

地Jの実施により集団化のメリットが明確化されたことが大きいと考えられる.それと同様に，

校野地区でのポイントは「校野アグリセンター協議会」の設置である.この協議会の設置により，

地区を越えた調整がなされ，地区の範囲を越えた広域的農地利用計画が実現している.地権者の

合意形成に組織的に取組み，効率的な推進体制をとっている.

一方，一括利用権設定を行う際の制度上問題が，農業者年金と生前一括贈与による贈与税免除

の扱いである.これらに関して，校野地区では地権者に対してあらかじめ説明を行い，贈与税の

免税措置を受けている土地や農業者年金を受給している場合についての対処法をマニュアノレ化し

ている.

4)担い手経営の課題

校野地区での課題は，地代水準が 25，000円と高額で設定されており，利用権設定に担い手が

消極的になっていることである.米価下落基調の中，地代負担能力が低下し，規模拡大の阻害要

因となっている.

(1)経営状況

iGreen5えだのJは，県営圃場整備事業によって大区画となった地区の農地を有効活用するた

め集団転作と農作業受委託を行い，地域農業の発展と保全を目標に 2005年に設立された.構成

員は 6名で，カバーしている農地の地権者は 60戸である.第 11図に事業内容を示した.①水

稲及び集団転作の実施，ー生産管理及び販売，②農作業受託による水田の有効利用，③「おでつて

クラブJ雇用による利益の地域還元，④生産技術の向上，経営改善の研修会開催，⑤地元野菜の

販路拡大と直売所経営の5つが主であるおでってクラブJは登録人数 16名の任意団体で，高

齢者や女性などを中心に構成されている.

経営面積は， 2005年度で，大豆 (6.8ha)，麦 (7.8ha)，ブロツコリー (2.0ha)，2006年度は，

大豆 (7.5ha)，麦(l1ha)，ブロッコリー (2.2ha)水稲 (lha) となっている.麦の受託面積が

増加した点と新たに水稲の受託作業が加わった.
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「おでつてクラプj
時改善組合 ) fGreen5えだのj

亡コ
目的(60名) 委託

活動内容 fGreen5えだのJの

農作業に労働力を提。①集団転作作業
供できる方を登録し①土地調整及び ②水稲作業受託 作業に応じ賃金を支集団転作の取り ③直売所経営

労働力
払い，組合利益の還まとめ

受託 ④集落内米集荷
Je ②農作業受委託

Cコ
⑤インターネ ット活

Cコ ①除草作業の掘り起し 用
③地域農業の閑

②定植，収穫作業題整理

資料 fGreen5えだの」より

第 11図集落肉組織関係

(2) fGr鵠 n5えだのjの経営的問題点

ここで rGreen5えだのJの貸借設定による 10a当り 土地純収益を試算してみた(第 9表参照). 

米価 12，000円 ，地代 25，000円での所得は 16，084円となる.東北の 5ha以上層の 10a当り平均

所得は 22，878円であることから，借地による経営規模拡大は魅力的ではなくなり，作業受託に

よ る 経営展開になっている.大豆作では経営所得安定対策の「ゲタ対策Jを見込んでも， 10a当

り 所得は 2，445円にし か な ら な い . rGreen5えだのj が作業受託組織を脱却できない主たる理由

がこれ である.

第 9表 米価と地代変動下に置ける 10a当り土地純収益拡算 (単位円)

〉ま〔
10.000 15，000 20，000 25.000 

10.000 
(21414.万08円4) ‘ 7，084 2.084 -916 ----------

(156万円) (46万円).... 

12，000 31，084 26，084 .... A!f，O84 1 16.084 

(684万円) (574~~ 
.... 

(464万円) 1(354万円)

15.000 56.584 .. .... 51，584 46，584 守41，584

(1245万円) (1135万円) (1025万円) (915万円)

資料.平成 14，15， 16年 「米及び愛類の生産費」農林水産省
註 1:土地純収益=粗収益(米価×単収)ー費用(物財費+雇用労賃+支払利子) 地代

{試算・大豆)

註 2:費用は平成 14，15， 16年「米及び麦類の生産費J農林水産省の平均値60916円

註 3・単収l立校野地区聞き取り調査より8.5俵
註 4:( )は fGreen5J経営面積 22haでの所得

13.549円X2.7俵 [35，116円+231円+25，0∞円+241円1+26，451円=2445.3円

資料東北農政局 f大豆生産費J17年産大豆

註 1: 10a当り所得=米価×単収/60ー[物財費+雇用労賃+借入地地代+借入資本利子1+経営所得安定対策交付金
註 2: 借入地地代は rGreen5えだのJ聞き取り調査によるもの.

註 3 大豆価格.単収，物財費.蔵用労賃，借入資本利子は，東北農政局「大豆生産費J17年度大豆を参考にした.

5主4: 経営所得安定対策ゲタ交付金(内訳)

過去の生産実績に応じた支払 20.230円(面積当り単価全国平均)

生産量・品質に応じた支払 2，304(3等大豆)x 2.7=6.221円
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このため rGreen5えだの」では今後，第一に地代水準を引き下げる，第二に販売単価を引き

上げるため特別栽培米などを導入する，第三に直播栽培の導入による費用削減を図る，第四にそ

の他収益作物を導入する等々，土地純収益の向上と加工部門の導入などを検討する必要があると

思われる.

(3)地代水準硬直化の要因

地代水準が硬直化している第一の要因は，圃場整備事業の償還金が残っていることである.償

還金は地権者負担であるため，地権者は地代水準を下げることに消極的である.

第二の要因は，転作がらみの「地域とも補償」の存在である.割り当て面積以上に転作を実施

する農家に対し稲作所得並みの所得を補償するということが一般的に行われている.そのため地

権者としては，借地にして地代収入を得るよりも，自ら耕作する方が経済的に優位な状況になる.

「安い地代には貸さない」という意識が生まれ土地の供給量は減り，地代水準は下落しにくい状

況になる.

第三の要因は，標準小作料制度である.一定の試算に基づき算定されるとはいえ，兼業農家や

離農志向農家等，貸し手農家の思惑や利害を反映することにならざるを得ないため，間場整備事

業の償還金や「地域とも補償Jと関連しながら地代の硬直化をもたらす根本要因となっている

(4)今後の展開方向

地代水準の引下げは容易に進まない中で，米価下落に伴う地代負担は担い手にとって一層深刻

になるため，今後は米価変動に連動するような地代水準にしていかなければならない.そのーっ

として金納と物納を組み合わせた地代の支払方法が考えられる.

例えば個場整備事業の償還金 10，000円(17，800x 60%)を金納で支払い，残り 15，000円を

米一俵で支払う方法である.賃借契約を 10年で契約するとしたら，この 10，000円と米一俵を固

定して地権者に支払い続ける.そうすることで，米価の下手客に伴う地代負担圧力の軽減を図るこ

とができる.園場整備事業の償還期間が終了した時点で，金納部分の見直しを行い，順次地代水

準の引下げを検討していく必要もあるように思われる.

5.農用地利用集積の成立条件と担い手の経営展開

ここではE理町荒浜地区と角田市校野地区の分析を踏まえ，合理化事業活用による面的農用地

利用集積の成立条件と担い手の経営展開について考察する.

1)面的な農用地利用集積の成立条件

(1)共通の要因

両地区に共通した条件として，第ーに安定兼業機会に恵まれたことがある.荒浜地区は仙台近

郊に位置し，校野地区は積極的な企業誘致によって，第二種兼業農家の割合が高くなっていた.

そのことが農地流動化の促進要因となっている.
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第二は，合理化事業の中間保有機能を活用した農用地利用調整システムを採用していることで

ある.

第三は，地区内での地代の統ーである.荒浜地区では集合事業，校野地区では一括利用権設定

を推進するために地代の明確化が必要であった.

第四は，地権者組織の設立・土地利用計画の策定に対する関係機関の指導・支援である.荒浜

地区では，宮城県公社の主導により土地利用計画を進めたが，アンケートを実施し，地権者組織

の意向を最大限尊重した.校野地区では，アグリセンターが主体的に土地利用計画の策定を行い，

担い手組織との連携や土地利用計画の策定では宮城県公社・隈東土地改良区など関係機関の指導・

支援が大きく作用していた.

第五は，合理化法人と地域の関係団体との連携である.土地情報に詳しい土地改良区，農家と

経済的・生活面での関係が深い農協，政策・施策を企てる市町村農政課，改良普及員など地域の

関係機関との連携が重要である.

第六は，農業者年金制度や生前一括贈与による贈与税の免除など，合理化事業を推進するうえ

で留意すべき点を地権者にきちんと説明していることである.

第七は，地域の合意形成を得ることである.後述するように地域単位で取組む以上，地域の合

意形成は避けては通れない最大の問題点である.

(2)合意形成過程とその促進要因

地権者にとって思い入れの深い農地の利用調整に関する合意形成は容易ではない.荒浜地区で

は劣悪な地理的問題を契機に集合事業を取り入れたが，当初は宮城県農業公社の介入に対して反

対運動が起きるほど抵抗が強かった.合意を取り付けられた第一の要因は.2年以上にわたる宮

城県農業公社のPR活動と，地域へ溶け込むために，各種行事へ積極的に参加してきたこ とである.

そうした宮城県公社の熱意が荒浜地区での合意形成の核で、あった.

第二は，条件不利地域や飛び地など集団化が困難な農地を農協が受託することで，地区内の農

地はどこでも宮城県農業公社に任せられるとい う安心感を地権者に与えたこと，さらに「地代の

支払いは物納で」というニーズに応じると同時に，食糧事務所の品質検査を取り入れ，品質管理

体制を整備した点である.これらは，地権者の視点を重視した農協と宮城県公社，行政との連携

の成果である.

これに対して校野地区は，荒浜地区とは大きく異なっている.第一に，一括利用権設定の実施

の前に「事前換地Jによる面的な農地集積を試みている.これは複雑な調整を伴うものの，連坦

化要件達成による補助率ア ップというメリ ットで地権者の合意を取り付けることができた.2008 

年度には一括利用権設定に移行するが事前換地Jによって集団化のメリットが明確化されて

おり，各地区のアグリセンターも比較的円滑に設立することができた.第二に，広域的な農用地

利用調整に対して「枝野アグリセンタ一連絡協議会Jを設立し，各アグリセンターの土地利用計

画の調整(農業用水，転作割当)を行い，広範囲な農用地利用調整を可能にしたことである.

このように，荒浜地区では年月をかけ，粘り強い PRや啓蒙活動が行われ，校野地区では明確
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なメリットの提示による共通意識の醸成などが行われていた.地域ごとに異なるものの，そこに

は何らかの「誘因」が必要である.その意味で合意形成に至る必要条件を挙げるならば，第一に

担い手農家のみならず地権者のメリットを十分に示すこと担い手農家のための農地集積Jと

いう印象を与えてしまうと，和問 [26]が述べるように地域の公平原則に抵触し，農家聞のコン

フリクトを生んでしまう可能性がある.第二に農用地利用調整に関する十分な知識を担当者全員

が持って事業の説明を行う体制があること，農地を任せても大丈夫という安心感や任せたほうが

得という経済的メリットの説明が重要である.第三に，補助金の存在である.校野地区では，圃

場整備事業を背景に一括利用権設定の推進体制を構築した.闘場整備事業の連坦化要件を満たす

ことで得る補助金が地権者の合意形成に大きく作用している.

2)担い手の経営展開

荒浜地区の S氏は今後とも経営規模拡大をしていくことに積極的であり，そこでは集合事業の

効果が明確に現れていた.現在の農業所得は 1，000万円以上と見込まれる.仮に米価が 10，000

円まで下落しでも 840万円ほどの所得が見込まれる.

一方， rGreen5えだのJは米価下落の中で地代負担が重圧となり，利用権の設定は経営的に厳

しい.面的な農用地利用集積を達成している両地区において，なぜ担い手の経営展開にこのよう

な相違が生じるのか.

第一の要因は合理化事業の活用時期の相違である.荒浜地区の集合事業が 1983年度に開始さ

れたのに対して，校野地区での「事前換地Jは 1998年度からの実施である.この間に米価は下

落し，規模拡大は大き く阻害された.

第二の要因は地代水準の格差である.米価の下落に対して地代水準が硬直的傾向を示すのは両

地区とも同じであるが，校野地区では 25，000円と高水準である.米価下落の IタイムラグJと

相まって，担い手の地代負担能力が著しく低下した.

第三の要因は地代の支払方法である.8氏は利用権設定期間 10年という長期契約を行っている.

その問地代は固定されるとともに， 8氏の採用している物納は，米価下落に伴う地代の実質的引

き下げ効果を持っている.

以上，三つの要因に即して rGreen5えだのJの今後の経営展開を考察すると，第一に面的な

農用地利用集積を最大限発揮して土地収益を上げる方法，第二に地代水準を大きく下げるという

方法，ないしは物納を，積極的に導入し地代負担を軽減すること，第三に両方を同時並行で行うと

いう選択肢が考えられる.

地代水準の引下げは，地権者意識が複雑に絡み合い早急な解決は難しいため物納支払を積極的

に取り入れ，米価下落に連動した地代の支払にすることも効果的と考えられる.

それと同時に重要なことは，面的な農用地利用集積を最大限活用した土地収益性の向上であろ

う.具体的には，稲作部門では直播栽培などの導入による費用削減，環境保全米の導入による販

売単価の引上げ，転作地を利用して野菜ゾーン，花きゾーン，大豆・麦ゾーンを設けて適地適作

による作付け体制を構築することである.
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6. おわりにー農地保有合理化事業の今後の展望ー

本研究では面的な農用地利用集積による農業の構造改革の展望を検討してきた.荒浜地区と校

野地区の事例は一括利用権設定(集合事業)を推進し地権者の合意形成Jと組織聞の連携な

どの「推進体制の整備J及びそれらを構築する「担当者の熱意Jがあった.

一括利用権設定による農用地利用集積の有効性に異議を唱える論者は少ないが，その現実的活

用は一部に止まっている.最大の原因は地権者の合意形成が難しいことである.この点について

工藤 [7]は，大まかに分類して次の三点に合意形成の制約要因があると指摘している.第一に

都市的近郊地域に多く見られる「農地の転用期待J，第二に平地農村地域に見られる「農地への

執着心や愛着心J，第三に中山間とりわけ山間地域などに一括利用権設定をしても団地的利用が

難しいといった『農地の立地条件Jである.

そのような制約要因をいかに除去しながら多様な地権者の合意形成を促していくかということ

がポイントである.そこでは特に，面的な集積がなぜ必要かという説明と，地権者の個人にとっ

てのメリットを明確化することが重要である.また，担い手のみの選別ではなく，大多数の多様

な農家に活躍できる役割を与え， r全員参加型」農用地利用調整を基本に進めなければ合意形成

は難しいであろう.

次に，担い手の経営展開について考察した結果，米価下落基調下において，面的な農用地利用

集積だけでは，土地利用型経営は十分に展開できないことが校野地区の事例から明らかになった.

このため今後は地代水準の引き下げや物納支払の積極的導入，さらには土地収益性の向上を目指

した農地利用計画を検討しなければならないと考えられる.
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