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（食糧管理法から主要食糧法へ、民間主導の仕組みへ移行）

1993年産米の未曾有の不作に伴う緊急輸入の実施や、ウルグアイ・ラウンド農業合意によ

るミニマム・アクセスの受入れという新たな国際的規律への対応が必要となったことを契機

に、1995年に食糧管理法が廃止され、新たに主要食糧法が制定された（図 。）

主要食糧法のもと、米の流通は、民間流通を基本に厳格な流通規制が緩和され、政府の役

割は、備蓄とミニマム・アクセスの運営に限定された。また、入札を通じて米取引の指標と

なる適正な価格形成を図るため、自主流通米価格形成センターが法律に位置付けられ、これ

までの国による全量管理から民間主導の仕組みへと大きく移行された。

（需要に応じた米づくりを目指し、米政策改革を開始）

、 、 、一方 その後も米の消費は減少し続け 生産調整の取組についての閉塞感もつのったため

消費者、農業者・農業団体、学識者、行政により１年をかけて議論が行われた。その結果、

水田農業経営の安定・発展、水田の利活用の促進等を通じた自給率向上施策への重点化・集

中化を図る等の観点から、2004年より米政策改革が実施された。また、流通については食糧

法改正により計画流通制度が廃止され、原則、流通規制が撤廃された。

（米政策改革のポイントは、農業者や地域の主体的判断と創意工夫）

この改革では、農業者や地域の主体的判断と創意工夫により、消費者重視、市場重視の需

要への対応を通じて水田農業経営の安定と発展を図ることを目的とし、2004年より改革の第

１ステージとして、国が一律的に転作面積を配分する方式から、販売実績を基礎として作る

数量を配分する方式に転換された。

また、第２ステージとして､2007年産から国等から提供される需給に関する情報や市場シグ

、 。 、ナルを基に 農業者・農業者団体が主体的に需給調整を行うシステムへ移行された その後

、 。2008年産の生産調整の実効性を確保する観点から 前述のとおり進め方の見直しが行われた

資料：農林水産省作成
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（３）新たな経営所得安定対策の取組

ア 対策の実施状況

（2007年産の加入申請は、全国で72,431経営体）

新たな経営所得安定対策 は、我が国農業の構造改革を加速化し食料の安定供給と地域の
*1

維持・発展を図ること、WTOの国際規律にも対応し得ることを目的に、構造改革が遅れてい

る水田農業の米をはじめ、麦（小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦の４麦 、大豆、てん）

菜、でん粉原料用ばれいしょの土地利用型農業を対象に、2007年産より導入された。

2007年産では、全国で72,431経営体から申請があり、そのうち認定農業者 は67,045経営
*2

体、集落営農 組織は5,386経営体となっている （表Ⅰ－４ 。また、認定農業者が米等の単
*3 *4

）

一品目での加入が５割を占める一方、集落営農組織は、米、麦、大豆を組み合わせた多品目

での加入が７割を占める（図Ⅰ－19 。）

なお、2008年産の秋まき麦の加入申請状況（2007年９月）は、27,753経営体が申請し､前

年産と同程度（53経営体の増加）となった。

（申請経営体の2007年産作付計画面積は、ほぼ目標を達成）

2007年産の加入申請を行った経営体の作付計画面積は、米は2006年産の担い手経営安定対

策加入面積（20万１千ha）を上回り 「稲作所得基盤確保対策 加入面積の２分の１」という、
*5

当面の目標を達成している。また、米以外の畑作４品目は、これまで品目別に支援対象とし

てきた面積のほぼ同水準となっている（表Ⅰ－５ 。）
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資料：農林水産省調べ

表Ⅰ－４ 加入申請経営体数 図Ⅰ－19 取組品目別の経営体数の割合

資料：農林水産省調べ

資料：農林水産省調べ
注：カバー率とは、米は2006年産稲作所得基盤確保対策の加入面積（752,047ha 、４麦は2006）

（ ）、 （ ）、年産民間流通麦の作付面積 259,742ha 大豆は2006年産大豆交付金対象面積 99,156ha
てん菜は2007年産作付指標面積（68,000ha 、でん粉原料用ばれいしょは2007年産作付指標）
面積（22,400ha）に対する作付計画面積の割合である。

表Ⅰ－５ 2007年産作付計画面積と品目別カバー率

経営体数
全体に

占める割合

72,431 100.0%

67,045 92.6%

うち個人 63,415 87.6%

うち法人 3,630 5.0%

5,386 7.4%

うち特定農業団体 1,696 2.3%

うち準ずる組織 3,690 5.1%

経営形態

合計

認定農業者

集落営農組織

（単位：ha）

米 ４麦 大豆 てん菜
でん粉原料用
ばれいしょ

認定農業者 330,538 187,293 70,353 65,963 22,189

集落営農組織 106,331 66,567 39,721 63 2

合　　計 436,869 253,860 110,073 66,027 22,191

品目別
カバー率

58.1% 97.7% 111.0% 97.1% 99.1%

*1､3　[用語の解説]を参照。
*2　［用語の解説］を参照。認定農業者は2007年９月末で235,756経営体となり､2002年(５年前)に比べ42％
　増加している。
*4　集落営農参加農家戸数を含め試算（集落営農１組織当たり農家戸数は平均41戸）すると約22万戸で､認定
　農業者を加え29万戸。このほかに法人化した集落営農組織の構成員が相当程度存在すると考えられる。
*5　米の価格が基準価格を下回った際に一定額が補てんされ、生産調整を行うすべての農家が加入できる制度
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（経営規模の要件には、物理的特例、所得特例等の様々な特例を措置）

新たな経営所得安定対策は、中山間地域等の規模拡大が物理的に困難な地域、地域の生産

調整面積の過半を受託する組織、相当水準の所得を確保する複合経営等について、経営規模

に関して要件が緩和される特例が設けられ、小規模農家も含めた多様な主体が参加できる仕

組みとなっている（図Ⅰ－20 。）

（西日本で特例の活用割合が高い傾向）

このような特例の活用状況は、全国で13

％であるが、西日本での活用割合が高い傾

向がある（図Ⅰ－21 。）

これは、認定農業者の活用割合が12％程

度であるのに対し、集落営農組織の活用割

合が33％と高いことから、近畿や中国等の

条件不利地域で、農地が少ない集落で活用

されたのではないかと推測される。また、

畜産等が盛んな九州では、所得に関する特

例を活用するなど地域の実態に即した活用

がなされたこともあげられる。

 

集落の農地が少ない地域は

面積規模を緩和
基本原則のおおむね８割

●認定農業者 北海道：6.4haまで

　　　　　　　　　   都府県：2.6haまで

●集落営農 12.8haまで（中山間：10haまで）

●一定の条件を

　　備える集落営

　　農組織：20 ha

●認定農業者

　　都府県： ４ha

　　北海道： 10ha

①　農業所得が基本構想の半分を超え、

②　対象品目の収入、所得または経営規模の

　いずれかがおおむね1/3（27%）以上の場合

経営面積が小さい場合でも農業で

相当の所得を得ている経営は対象

地域の生産調整面積の過半を受託し、生産調整
の推進に貢献している組織は面積規模を緩和

20ha×生産調整率（その地域で米を作付けいない面積の割合）まで

（７haを下限）

中山間地域は20ha×生産調整率×５/８まで（４haを下限）

○経営規模の特例については、都道府県知事からの申請に基づき国が特例基準を設定

○設定された特例基準は原則３年間固定

物理的 特例 生産調整

複合経 営等

生産 調整組織の場 合の特例

基 本原則 所得確 保の場合の特 例

中山間地域

農地 が少ない場 合の特例

（ ）図Ⅰ－21 都道府県別の特例の活用割合 2007年産

資料：農林水産省作成
注：特例の活用割合とは、申請経営体数

に占める特例適用申請数

（凡例）

80～100%

60～80%未満

40～60%未満

20～40%未満

０～20%未満

図Ⅰ－20 新たな経営所得安定対策の経営規模の要件

資料：農林水産省作成
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イ 対策の見直し

（生産現場から様々な意見）

新たな経営所得安定対策の実施に当たっては、実際の生産現場では制度に関する普及・浸

透が十分ではなかったことや､三対策が同時にスタートしたことから、現場で各対策が混同

、 。されがちであったこと等により､様々な誤解が生じたり 多くの不安や不満の声が出された

具体的には、①現行の加入要件では地域の実情にあっていない、②集落営農の運営に不安

が多い、③交付金の支払が遅い、④事務手続きが大変等が指摘された。このため、土地利用

型農業の体質強化という基本は維持しつつ、より一層地域の実態に即したものになるよう、

加入要件、支援策、手続き等の見直しが行われた。

（対策の一部見直しにより、地域の実態に即した取組を推進）

具体的な見直し内容は、①名称の変更による誤解の解消、②面積要件の見直し（市町村特

認制度の創設 、③認定農業者の年齢制限の廃止・弾力化、④集落営農組織の法人化等の指）

導の弾力化、⑤先進的な小麦等産地の振興、⑥収入減少影響緩和対策の充実、⑦農業者への

支払の一本化、申請書類の削減・簡素化、申請時期の集中化等である（図Ⅰ－22 。）

見直し内容の十分な周知を図ったうえで、高齢者や小規模農家も安心して農業に取り組め

る環境を目指しつつ、引き続き意欲と能力のある農家の体質強化に向けて取組を進めていく

ことが重要である。

資料：農林水産省作成

図Ⅰ－22 新たな経営所得安定対策の見直しのポイント

 
＜名称の変更＞

○（旧）品目横断的経営安定対策　→　（新）水田・畑作経営所得安定対策（北海道向け）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水田経営所得安定対策（都府県向け）

＜面積要件の見直し（市町村特認制度の創設）＞

○　物理的特例や所得特例等の既存の各種特例を活用しても本対策に加入できない者であっ
　ても、地域農業の担い手として周囲からも認められ、熱意をもって営農に取り組む者であ

　れば、本対策への加入の道が開かれるよう、市町村特認制度を創設。

＜認定農業者の年齢制限の廃止・弾力化＞

○　市町村が独自の判断基準として認定農業者の要件に年齢制限を設けている場合、意欲あ

　る高齢農業者が排除されないよう年齢制限の廃止または弾力的な運用を指導。

＜集落営農組織の法人化等の指導の弾力化＞
○　集落営農組織は、実態として多様な形態や段階にあるため、その法人化や主たる従事者

　の所得目標等の要件に係る現場での指導は、組織の実態等を踏まえ画一的なものや行き過

　ぎたものとならないよう要領等で明記。

＜先進的な小麦等産地の振興＞

○　近年、単収向上が著しい先進的な小麦産地やてん菜産地の安定生産を支援。

＜収入減少影響緩和対策の充実＞
○　2007年産において10％を超える収入減少があった場合には、その10％を超える部分につ

　いて、農家の積立金拠出なしに国の負担分の補てんが行われるよう特別に措置するととも

　に、2008年産以降は、農家の選択により、10％を超える収入減少に備えた積立金拠出が行

　える仕組みを整備。

＜農家への支払の一本化、申請書類の削減・簡素化、申請時期の集中化＞

○　農家への支払は、農協系統が必要に応じて従来どおり立替払を実施することで農家にま

　とまった額の支払を可能とし、立替払が円滑に行われるよう国は交付金について交付時期

　を前倒し。
○　提出書類の大幅削減・簡素化、申請時期を一定時期に集中化。



*1 農林水産省「集落営農実態調査 （2007年３月公表）」
*2､3 ［用語の解説］を参照。
*4 2006年９月末現在で、特定農業団体が587団体、特定農業法人が368法人であった（農林水産省調べ 。）
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（小規模農家や兼業農家、高齢農家が集落営農の組織化に取り組む）

集落営農の数は、新たな経営所得安定対策の導入を契機として､2007年２月現在で12,095

と前年より２千増加した 。また、特定農業団体 、特定農業法人 の数も増加しており、20
*1 *2 *3

07年９月末現在でそれぞれ1,765団体、616法人となっている 。
*4

このようななか、兼業農家や小規模農家、高齢農家といった様々な主体が集落営農の組織

化・法人化に向けた取組を行っている事例がみられる。また、中山間地域等の条件不利地域

でも、組織化により持続的な農業経営を目指すことで、地域の活性化に向けた取組も進展し

ている。

＜事例：小規模農家や条件不利地域の農家による集落営農組織化の取組＞

(1)小規模農家が挑戦する集落営農組織化の取組

佐賀県佐賀市の佐賀平野東部の水田地域に位置する集落営農組織は、２集
さ が し

落33戸の農家から構成され、１戸当たり平均経営面積が約1.3haで、総経営

面積43haの水田において、米、麦、大豆を効率的に生産する共同機械利用組

合として2004年に設立された。

当初、集落内では集落営農の参加に消極的な農家や各農家の農業機械の処

分に抵抗感をもつ農家も多く、組織化が進まなかったが、新たな経営所得安

定対策に加入した場合の収支（試算）を提示するなど、組織化に向けた合意

形成に努めた。また、共同利用による大型農業機械導入の理解を得るため、

農機具メーカーに中古農機を引き取らせることで各農家を説得することがで

きた。

組合設立後、機械の共同利用により経営の効率化が図られ、個別経営のと

きに比べ労働時間の短縮や収入の増加といった効果が現れている。今後は法

人化に向けた準備と、若者や女性が組織に参加できる環境づくりを行いたい

と考えている。

(2)中間農業地域で集落の全戸が参加する集落営農組織化の取組

広島県東広島市の中間農業地域に位置する小田地区では、12集落128戸の
ひがしひろしまし お だ

農家により総経営面積82haで集落営農を設立し、2005年に法人化した。

集落営農の法人化は、地区内全農家を対象としたアンケートで、４割の

農家が５年後に、６割の農家が10年後には「農業ができない、やめたい」

という意向が示されたことが契機となった。法人化に当たり、集落の農家

が農地を集落営農組織に提供しやすくなるよう、地域の農地に詳しい農業

者をリーダーとした。また、県の普及組織の協力のもと、法人化のメリッ

トを具体的な数値で示し、地域の将来像を関係農家に提案すること等によ

り地区内農家全員の理解が得られた。

法人化により、畜産農家との連携による稲わらとたい肥の交換や、豆腐

業者等との直接取引が可能となった。また、作業の効率化で生じた余剰労

働力を活用し、女性や高齢者が中心となって大豆等の加工品を30種類以上

開発した。また、農家レストランや農産物直売所等の経営の多角化にも取

り組んでいる。このような成果は、組織のオペレーターとして活躍する若

い就農グループにも刺激を与え、後継者としての意識が高まり、地元の魅

力を感じられるようになった。

共同利用する大型機械
での稲刈り

畜産農家と連携した
稲わらの活用

（地図）

（地図）



*1 [用語の解説]を参照。
*2 農林水産省「農業構造の展望」（2005年）
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（４）農地の利用集積の促進

ア 農地の利用集積の現状と課題

（担い手への農地利用集積のさらなる加速化が必要）

農地の有効利用を図るとともに、担い手を育成・確保し、その経営の安定を図るため、貸

借による利用集積を進めてきた結果、賃借権等の利用権
*1
の設定が件数・面積とも大きな割

合を占めるようになっている（図Ⅰ－23）。

また､担い手が経営する農地面積は､1996年度の102万haから2006年度の198万haと２倍にな

ったが､全耕地面積に占める割合は４割にとどまっており､「農業構造の展望」
*2
で見込む７

～８割程度に向けて､担い手への農地利用集積のさらなる加速化が必要である(表Ⅰ－６)。

図Ⅰ－23 耕作目的の農地権利移動面積の推移 表Ⅰ－６ 担い手が経営する農地面積が
全耕地面積に占める割合の推移

担い手が経営 全耕地面積に

する農地面積 占める割合

1996年度 102万ha 20％

2006 198万ha 42％

「農業構造の展望」

における2015年度 －
の見込み

７～８割程度

（担い手への農地利用集積を阻害する要因は様々）

担い手への農地の利用集積が進まないのは、農業所得や農産物価格の不安定さといった経

営環境のほか、経営する農地が分散していること、集落内に担い手がいないこと、農地の資

産保有意識が強いこと等、様々な要因が複合的に関係していると考えられる（図Ⅰ－24）。

61

48
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36

36
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22

0 10 20 30 40 50 60 70

農業所得が不安定

農産物の価格が不安定

農地が分散している

集落内に担い手がいない

農地の資産保有意識が強い

兼業農家が農地を手放さない

基盤整備ができていない

不在村地主が増加

農地の出し手が少ない

出し手が相手を選ぶ

その他
％

資料：農林水産省「平成16年度担い手への農地利用集積に関する実態調査」（2004年７～８月調査）

注：118市町村を対象として実施したアンケート調査。過去３か年に担い手への農地利用集積が

「横ばい」または「減少」となった64市町村による回答。

資料：農林水産省調べ、農林水産省「集落営農

実態調査（2007年3月公表）」

図Ⅰ－24 担い手への農地利用集積が進まない理由（複数回答）
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資料：農林水産省「土地管理情報収集分析調査」

注：貸借は農地法賃借権設定と農業経営基盤強化促進

法利用権設定の計。売買は農地法所有権移転と農業

経営基盤強化促進法所有権移転の計
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（担い手への農地の利用集積が進む一方で、農地が分散しているケースも存在）

一方、担い手への農地の利用集積が進んでいるものの、なかには農地が分散している場合

がみられる（図Ⅰ－25）。農地が分散している場合、ほ場間の移動時間が増加し、機械の効

率的利用が困難になること等から、労働時間の増加、燃料費の増加等のデメリットを招くこ

ととなる（図Ⅰ－26）。したがって、面的にまとまった形で農地を利用集積（面的集積）す

ることが重要である。

（経営改善のため、分散した農地を引き受けざるを得ない状況）

しかし、農家のなかには、隣接しない農地でも引き受けざるを得ないとする農家もあり、

その理由として「経営改善のためには面的集積よりも規模拡大を優先」をあげる農家が最も

多い(図Ⅰ－27)。現状の経営規模を考慮すれば、現実的には規模拡大を優先して、分散した

農地であっても利用せざるを得ない状況にあると考えられる。

次いで、集落内での立場からやむを得ず引き受けざるを得ないとの声も多く、農業経営に

とってプラスかマイナスかとは無関係に、地域の事情で農地が分散してしまう状況もあるこ

とがうかがえる。

図Ⅰ－27 隣接しない農地でも引き受けざるを得ない理由

資料：農林水産省「平成18年度農地の面的集積に関する市町村実態調査」（2006年9～10月調査）

注：230経営体を対象として実施したアンケート調査。うち、「隣接しない農地でも引き受けざるを

得ない」と回答した184経営体の回答。

資料：農林水産省「平成18年度農地の面的集積

に関する市町村実態調査」(2006年９～10

月調査)

注：230経営体を対象として実施したアンケ

ート調査。うち、北海道を除く202経営体(無

効回答除く)の平均。

資料：農林水産省作成

○平均経営面積：14.8 ha
○平均団地数：28.5団地
○１団地の平均面積 ：0.52ha
○最も離れている農地間の平均距離：3.7km
○大規模団地（2ha以上）
　　団地数　1.2団地 （全体の4.1％）
　　農地面積3.94ha  （同　26.6％）

経営面積は相当程度あるとしても

農地が分散
（ほ場が小さい・遠い）

○ ほ場間が離れているため、
      ・機械運搬や移動に時間と人手がかかる
      ・管理労働(水管理、畦畔除草等)に時間がかかる
○ １団地当たりの面積が小さいので、
      ・機械の効率的利用が困難
      ・効率的な大型機械で作業ができない
      ・ほ場に合わせた機械が複数必要となる
      ・ラジコンヘリ、直播等の新技術の導入が困難

○ 機械償却費の増加
○ 労働時間の増加
○ 燃料費等の増加
○ 経営判断等のための時間の創出が困難
○合理的な作業体系の構築が困難

図Ⅰ－25 担い手の経営農地の分散状況 図Ⅰ－26 農地分散のデメリット
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経営改善のためには面的
集積よりも規模拡大を優先

集落での立場などから引き
受けざるを得ない

その他



*1 「農業経営統計調査」では、田の団地数を、「調査客体の田の経営耕地のうち、作業単位としている田の
団地の数を、調査客体から聞き取り記入する。この場合の田の団地とは、地続きの耕地の団地であって、そ
の耕地を含む団地をいう。ただし、地続きの経営耕地の一団が、他人の経営する耕地又は間地等によって分
割されていても、作業単位として分離されていない場合は同一団地として取り扱う」と定義している。
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（農業経営の効率には様々な要素が影響）

農業経営の効率には、経営規模や地形的条件、区画整理状況、農地の分散といった様々な

要素が絡み合って影響していると考えられる。

そこで、米の生産に関し、これらの要素と農業経営効率の関係について統計的な手法によ

り分析したところ、①作付面積が大きい農家ほど効率が高い、②中山間地の農家はその他の

地域の農家より効率が低い、③区画未整備の田を多く抱える農家ほど効率が低いという傾向

が示された（表Ⅰ－７）。

（田の団地数が多いと経営は非効率）

また、農地分散の尺度の一つである田の団地数
*1
については、団地数の多い農家ほど効率

が低いという傾向が示された。農地が分散していると、日常の水管理や除草作業に必要な移

動時間が増加するなど、労働費や移動に関わる費用を中心に生産コストが増加することを反

映していると考えられる。

なお、農業経営の効率に対しては、これらのほかにも農機具の性能や農業者の技量といっ

た要素も影響するとみられるが、データの制約から本分析は限られた要素で行った点には留

意が必要である。

表Ⅰ－７ 農業経営の効率と各種要素の関係についての統計的手法による整理（2006年）

作付面積 地域類型 区画整理状況 田の団地数

単位面積当たり 面積が大きい農家 中山間地の農家ではそ 区画整理率が50％未満 田の団地数が多
労働時間 ほど短い の他の地域より長い の農家では、50％以上 い農家ほど長い

の農家より長い

単位面積当たり 面積が大きい農家 中山間地の農家ではそ 区画整理率が50％未満 田の団地数が多
労働費及び燃料費 ほど低い の他の地域より高い の農家では、50％以上 い農家ほど高い

の農家より高い

単位面積当たり 面積が大きい農家 中山間地の農家ではそ 区画整理率が50％未満の農家では、田の
全算入生産費 ほど低い の他の地域より高い 団地数が多いほど高い

資料：農林水産省「農業経営統計調査（米生産費統計）」

注：1) 全835戸の調査対象農家に関し、単位面積当たりの労働時間、労働費及び燃料費、全算入生産費に

関して重回帰分析を行った。推計式は以下のとおり。

ln(Y )=-0.254*ln(X )+0.099*X +0.224*X +0.067*ln(X )+4.470 [Adj R =0.377]1 1 2 3 4
2

(-17.66) (3.27) (5.19) (3.06) (63.45)
ln(Y )=-0.208*ln(X )+0.079*X +0.242*X +0.059*ln(X )+11.626 [Adj R =0.316]2 1 2 3 4

2

(-14.90) (2.69) (5.79) (2.79) (169.93)
ln(Y )=-0.185*ln(X )+0.036*X +0.053*X *ln(X )+12.792 [Adj R =0.452]3 1 2 3 4

2

(-24.74) (1.96) (2.71) (315.64)

Y :10ａ当たり労働時間、Y :10ａ当たり労働費及び燃料費、Y :10ａ当たり全算入生産費、X :作付面1 2 3 1

積、X :地域類型(中山間地を１､その他を０とする指標変数)、X :区画整理状況（区画整理済みが502 3

％未満を１、50％以上を０とする指標変数）、X :田の団地数、推計式の下の（ ）内はt値。なお、4

いずれの推計式も自由度修正済み決定係数（Adj R ）は0.4前後であることから、データの変動のう2

ち重回帰式が説明できる割合は約４割にとどまっている。
2) 燃料費とは光熱動力費のことであり、ガソリンや軽油を含む。なお、労働費と燃料費の合計額が、
全算入生産費に占める平均的な割合は約32%である。
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（ほ場間の距離が長い場合も経営は非効率）

一方、農地分散の別の尺度として、ほ場間の距離と経営効率との関係をみたところ、作付

面積を３～５ha層及び10ha以上層に限定し、地域類型については中山間地を除いた条件のも

とで、ほ場間の距離が長い農家は10ａ当たりの労働時間も長く、生産費も高いという関係が

みられた（図Ⅰ－28）。

（利用集積と面的集積の双方を進めることが重要）

このように、作付面積が大きいほど農業経営の効率は高まるが、農地分散は効率を低下さ

せる傾向がみられた。したがって、経営改善のためには、利用集積を面的集積に優先させる

のではなく、双方を同時に進めることが重要である。
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10ha以上階層３～５ha階層

標本数　　　　　　　　　　29戸　　　　22戸　　　　　　　　　　36戸　　　  20戸

１戸当たり平均団地数　 5.2か所　　 6.3か所　　　　　　　　 4.7か所　　 9.8か所

最も離れたほ場間距離　　 0.7km　　　 3.0km　　　　　　　　　 1.3km　　　 7.1km

資料：農林水産省「農業経営統計調査（米生産費統計）」（組替集計）

注：ほ場間の最も離れた距離が、同一面積階層内の平均よりも短い農家を「ほ場集約農家」、

平均よりも長い農家を「ほ場分散農家」にそれぞれ分類。

＜事例：経営体によって異なる規模拡大の考え方＞
石川県白山市の農業法人では、地域内の農地を引き受け

はくさんし

てほしいという依頼にその都度応じてきた結果、現在、そ

の規模は合計138haに達している。しかし、４km圏の集落内

に作付けする水田は、それぞれがある程度の面的まとまり

をもっているとはいえ分散しているため、ほぼ毎日行う水

管理等の巡回作業で人件費が高くなることが問題となっている。その一方で、

田植、稲刈り等は、大型農業機械を活用し、かつ毎日の作業でもないことか

ら、それほどの負担にはなっていない。

同県野々市町の農業法人でも、同様の経緯で水田作の経営面積が22haまで拡
のの い ち ま ち

大したが、分散したほ場間を水管理等で移動する人件費を抑えるため、農地の

借入れは2.0～2.5 kmの範囲内に限定している。ただし、田植や稲刈り等の請負

作業に関しては、日頃の巡回作業は行う必要がないので、遠隔地でも引き受け

ている。

地図

石川県野々市町
ののいちまち

図Ⅰ－28 ほ場間の距離と10ａ当たり労働時間、生産費の関係（2006年、中山間地を除く）

移動作業の様子

（石川県白山市）
はくさんし
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イ 農地政策の展開方向

（農地政策を総合的に見直し）

農地は、国民に食料を供給するための最も基礎的な生産要素であり、農業経営の重要な基

盤である。しかし、耕作放棄地が増加するなど我が国農業構造のぜい弱化が進み、また担い

手への農地利用集積はある程度進んでいるものの農地は分散しており、効率的な経営は困難

な状況にある。

このため、農地は農業に必要な資源として有効に利用されなければならないという理念の

もと、農地に関する政策を総合的に見直すこととされた。具体的には、①農地に関する情報

を地図情報として一元化し、データベース化、②耕作放棄地の解消に向けた取組を展開、③

転用規制の強化等、優良農地を確保するための措置を充実、④農地の面的集積を促進、⑤所

有から利用への転換を図り、農地の有効利用を促進といった５つの改革を、現場の実態を踏

まえつつ順次具体化していくこととされている（図Ⅰ－29）。

これらの改革のうち、データベース化（農地情報図）の基盤となる地図の整備は2006年度

から、耕作放棄地対策の促進は2007年度から、既に取組が始まっている。

○ 農地の所有、利用状況等が載った農地情報図を関係機関共通のデータベースとして
整備し、相互に活用
○ 貸出農地情報、賃借料等新規参入等に必要な情報に全国からアクセスできる体制を

整備

農地に関する情報を地図情報として一元化し、データベース化

○ 耕作放棄地について、現状把握、解消方策の策定、これに応じた対策の実施により、
５年後を目途に解消

耕作放棄地の解消に向けた取組を展開

○ 農用地区域からの除外を厳格化し、転用許可不要の病院・学校等の公共転用を許可
の対象にする等、転用許可制度及び農振制度を強化し、優良農地を確保

転用規制の強化等、優良農地を確保するための措置を充実

○ 現場に働きかけ、委任・代理で農地を集めて農業者に面的にまとまった形で再配分す
る仕組みを全国の市町村段階で展開することにより、農地の面的集積を促進

農地の面的集積を促進

○ 所有から利用への転換を図り、所有権と利用権の規制を切り離し
① 所有権については厳しい規制を維持
② 利用権については農地の有効利用の観点から規制を見直し
○ これにより、集落営農の法人化、農業生産法人の経営発展、農業経営に意欲のある
者等の参入による農地の有効利用を促進
○ 長期間の賃貸借が可能になるよう措置、標準小作料制度等は廃止の方向で見直し

所有から利用への転換を図り、農地の有効利用を促進

資料：農林水産省作成

図Ⅰ－29 農地政策の改革の方向




