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第2回 農地政策に関する有識者会議専門部会 概要

19 2 20 15:00 17:00日 時：平成 年 月 日（火） ～

三番町共用会議所大会議室場 所：

、 、 、 、 、 、 、出席者：委員：髙木座長 岡本委員 片平委員 櫻井委員 忠委員 中畝委員 馬場委員

柚木委員

農林水産省：経営局 髙橋局長、中尾審議官、柄澤経営政策課長、佐藤構造改善課長

農村振興局 三浦地域計画官他

概要：

○ 事務局より、資料に沿って説明。

○ 忠委員提出資料について、忠委員より説明。

番目は、 年度に神林村で行われた農用地利用集積助成の実績。これは今年度に限1 18
って産地づくり交付金からこのような助成措置を講じて集積を図ったもので、 つの期3
間に分けて助成を実施。面積実績としては合計で約 。ちなみに、 年の 月時点107ha 19 1
で神林村の総農地面積 のうち、利用権設定がなされている面積はこれを含め2,000ha

、割合にすると約 。そのうちの約 が今回の助成措置により動いた。591ha 30% 100ha
番目の面的集積のイメージ。これは法人協会の会員 名に電話で聞き取り調査をし2 6

たもの。面的集積のイメージにかなり幅がある。

○ 立花委員提出資料について、事務局より説明。

頁目に「 ．農業基本法の見直しに関する提言」があり、 頁目の（ ）及び（ ）を3 5 4 2 3
特に紹介してもらいたい点として立花委員より指示があった。

○ その後、意見交換。

：馬場委員

資料の中の グループの政策提案の趣旨は、まさに、今回議題の農地の集積をどうJA
図るかということ。このベースは、本有識者会議の委員である酒人ファームの事例など

をイメージしながら提案したもの。

点目は、農用地利用改善団体の機能についてであるが、その前に確認したいのは、1
面的利用集積は、利用権のみならず、農作業受託などを含めて農地利用を面的に集積す

ることと捉えるべきで、そのように考えると、農用地利用改善団体の機能発揮が重要。

農用地利用改善団体の規程の見直しで、 万あった団体が 千に減ったことは残念。本1 2
来的な趣旨からすれば、担い手がいるところにも農用地利用改善団体を作って、そこに

農地をまとめることが農用地利用改善団体の機能であって、全ての集落をカバーしても

いいくらいの話ではないか。例えば、山形の庄内では大規模農家が多いが、そこでも、

改善団体を作り始めている。まず改善団体を作って、次に担い手集積型の地域、集落営

農でやる地域といった方向付けはその中でやっていくということがあって、面的集積が
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進んでいくのだろうと考えている。また、山形のある町では町一円の改善団体がある。

なぜ、町一円かというと、担い手の出入り作がある。まず出入り作調整をする、そのた

めの話合いの場として、集落では小さいので、大きな単位で調整するというスタイルで

改善団体を改めて作り直している事例もある。今回、改善団体を一つの柱として進めて

いく手法を改めて考えてみてはどうか。

点目は、利用集積に対する助成と支援策について。 年度から予算措置した担い手2 19
、 、農地集積高度化促進事業は画期的なものではあるが 他方では市町村の負担もあるので

、 。 、市町村財政が厳しい中で 現場では進まないのではないかという声も聞かれる そこで

市町村の主体的な取組に期待するだけではなくて、もっと大胆な助成措置を改めて提起

し直したらどうか。また、担い手のアクションサポートは、改善団体を作りながら面的

集積を図るんだというところにしっかりと支援策を打ち出すことが重要。また、 のJA
農地保有合理化事業では、担い手づくりを進める上で、農協としても積極的に進めよう

としており、福島などでは活動を広げていこうとしている県もある。また、ある県では

例えば賃借権を 年度までと区切って、改めて再契約の際に面的に再配分するといっ18
た取組も出てきている。こういう意味で、地域のコーディネーターについて、今も一部

助成を行っているが、改めて 合理化事業の体制強化策を打ち出すべき。JA
点目は、利用権設定における関係者の合意について。合理化法人から担い手への利3

用権設定に当たっては、関係者の合意が必要だが、白紙委任のような、配分も農地の管

理も任せるというような仕組みを考えたらどうか。不在地主はなおさら、借り手が変わ

るのにその都度同意とハンコがいるのは大変という声もある。

その他、 の合理化事業を進める上で、愛知県などでは相続税の問題が壁になってJA
いると言われている。また、今日の検討の本筋ではないが、担い手育成という観点から

も、借り手側である担い手の将来の不安定さを払拭する必要がある。その面では、ナラ

シ対策だけで良いのかというところの議論が必要。なお、持続的な家族農業経営やその

集団・法人等を基本とすべきで、一般の株式会社の農地所有、取得には反対。

：忠委員

最初に紹介した助成の実績だが、これは助成をしたことと、何よりも 人の担い手140
が自ら出し手に働きかけたことが大きかったのではないか。

助成措置だけで農地を貸したくないという兼業農家の意識の改革が本当にできるのか

は疑問。何らかのきっかけを与えるということがないと無理。担い手が自らのこととし

て積極的に集積に当たるという思いがなければならない。経営者の具体的な面的な集積

計画を尊重して、きめ細かな対応ができるような仕組みを作ることが必要。

また、論点として示されている地域に密着したコーディネート活動については、いず

れの成功事例にも共通しているのは、積極的にまとめようとした人がいたからできたこ

と。全国的にそうした人が果たしているのかというのが最大のテーマ。今まで育たなか

ったのが問題を深刻化させてきた。

大規模な法人では市町村を越えて隣県まで及ぶようなほ場があるので、とても市町村

レベルではまとまりきれないようなところもある。その点、役所の資料では、県公社で

は広すぎて対応が不可能としているが、もう少しそこに権限を与えて、あるいは支援を

1して きめ細かな対応が県下一円でできるような 農地情報を集中化して窓口を県公社、 、

つにして、担い手が簡単に情報を得られるような仕組みにしたらどうか。

生前一括贈与について、集落で経営育成型ほ場整備事業に取り組んでいるが、どうし
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てもそれが邪魔になって集積ができない。作業受託の話があったが、特定作業を受託し

。 。 、ても販売権まで移せない 法改正しないと解決できない 不在村地主の問題については

私に地元にも例があるが、やはり全員の同意を得るのは難しい。これも足かせ。

：片平委員

農業者の意識を変えないといけないという話があったが、農村では、農業から離れて

も地域に在村している方が圧倒的に多い。そのような方は集落の方と直接利害が絡むよ

うな話は避けようとすることから、集落において農地の利用を話し合うような場所はな

い。もう一つは、先祖伝来の土地を自分で守れないのは恥という意識が農村にはあるこ

とから、どうしても遠い親戚あるいは遠い担い手に任せるということになる。このこと

からも集落で農地の利用を話し合う場所として、農用地利用改善団体が有効。

昭和 年に集合的利用権等調整事業ができて、集団的な土地利用調整に取り組むよ58
うになったが、事業の要件として農用地利用改善団体の設置を義務付けていた。当初は

足かせとしか思わなかったが、現在は地域の話合い、合意がなければ何ごともうまくい

かないという経験から欠かせないものと認識。貸し剥がしの問題も、地域の農用地利用

改善団体から認められた認定農業者であれば、その集落の者の意識も違う。

前回も発言したが、面的まとまりを進めるためには、必ず存在する現状維持志向の兼

業農家に参画してもらうことが必要。福島県農業振興公社では、集合事業の村ぐるみ管

理型として、集落全員の農地を一括して借りて事業を実施。 の利用権設定の保2,000ha
有量のうち、 割がこの村ぐるみ管理型であり、 年間の公社への利用権を設定し、こ4 10
の方式により所有と利用を分離。また、担い手とは、ブロックローテーションの関係も

、 。 、 、あり 毎年契約をしている しかし それ以外の保有農地の契約期間は ～ 年であり3 5
このままでは、長期の利用権設定につながらないという問題意識はある。

また、県公社職員 人で集合的利用調整を担当しているが、年間の 日は出張で夜3 100
間が 割。県公社のボトルネックは手足がないことで自ずから限界がある。現場で気づ8
いたことだが、集落に変わらず顔を出しているのは、県公社、地域の役員、土地改良区

の職員で、市町村、農業委員会、普及センター、 は異動もあり、同じ人が継続してJA
同じ地域に顔を出していない。これら関係者を地域のコーディネーターと組み合わせて

地域をサポートする専門家が必要。

福島県では、平成 年 月現在で農用地利用改善団体は 、この内実際に活動し17 9 424
ていたのは 団体。他は、施設や農業機械を導入する際に設立したものの、助成がな145
くなったら組織活動がなくなってしまうという状態。

このようなこともあり、農地の出し手や改善団体を活性化するための奨励金について

は、単体に助成金を出すだけの仕組みだと、うまく機能しないので、活動を担保する確

かな目的、要件をもって実施していただきたい。

：柚木委員

。 、 、意識の改革が一番大事 こうしたことを進めるためにも 農地地図情報等を活用して

現状を座談会の場に提供していくといった取組が必要。これをもとに、担い手の利用計

画図を作成していくことが必要。その前段として農地情報の集約が重要。

権利移動の実績 万 のうち農業委員会の要請によるものは約 万 と 割くら14 ha 10 ha 7
いとなっている。基本的に農業委員会は農地の利用集積に大きな役割を果たしているこ

とから、こうした機能を活かしつつ、その上で分散ほ場をまとめ上げていくための組み
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立てが必要。

不在村の農地所有者については、不在村者の特定が一番大事だが、個人情報保護法に

よる市町村の条例の関係もあり、住民基本台帳や固定資産台帳との照合も難しくなって

きている。制度的な手当の検討をお願いしたい。宮古島市では沖縄本島に出ている不在

村者が多いことから、農業委員会の委員と職員が本島に出向いて説明会を行うなどの活

動を実施。この場合、パソコンに地図情報を入力、現地の写真を添付したり、引き受け

てくれる担い手のプロフィールを用意して説明するなどの取組を実施しており、こうし

た取組を全国的に展開する運動を行っている。

：岡本委員

3 11 3 1ha磐田市の事例だが 市内では か所目の事例 最初の取組は 年度から か年、 。 、 、

以上集積して担い手に貸した場合、担い手、地権者双方にお金がいくような市独自の奨

励金制度を行ったが、ほとんど集積は進まなかった。そういうことを考えると、集積の

加速化のためには、ほかの手法を検討することも必要。

作業受委託の話があったが、現在作業受委託については、米価が下がり、委託料を払

うとマイナス。そのため、最近では、作業受託ではなくて、借りて欲しいという方向に

変わってきている。こうしたことも踏まえながら、農地の管理のあり方をもう一度考え

ていくことが必要。

農地集積事業で、生産者、地権者全員の同意が必要かという問題については、私たち

のところでは過去のいきさつもあり、全員の同意に基づき行われてきている。実際のと

ころ、現場では既に様々な契約があり、真っ白な状態からというのは難しい。いずれに

しても、この集積を進めるというのは、その地域にどのくらい意欲のある人を確保でき

るか、本来精神的なものであってはいけないが、制度を作ることによって前に進めるこ

とができればよく、現実的には地域リーダーの育成が絶対条件。

作業委託を解消したところは、農協に貸して、農協から担い手に貸し付けている。

磐田市の場合は、農協が合理化法人。専属スタッフは 、 人しかいないので、農地1 2
保有合理化法人である農協だけで行うことは難しい。これを補うため、いかに地域の機

関が協力体制を構築できるかにかかっているが、誰かが音頭を取らなければなかなか難

しい。国なり県がそういった体制づくりを積極的に進めないと、地域のみでは進まない

かもしれない。最終的にどこが責任をもって合意形成を図るかについては、事例のよう

に支払代行を行う場合には口座を有する農協が中心。

：片平委員

福島県では、全ての農協が農地保有合理化法人の資格をもって活動できるよう推進中

で、現在、実務の指導やコンピューターシステムを提供して県公社も支援している。県

公社の役割として、これらの法人に指導、助言、事務のサポートなどがあってもいいの

ではないか。

また、本来地元農協が集落の合意形成を図ることは望ましいこと。ただし、営農指導

の担当は通常の業務を含めいくつもの役割を果たしており、新しい事務には負担感があ

ることも事実。コーディネーターなり、連絡調整員でサポートする必要がある。

地代水準と全面作業受委託の手取りの水準からして、かつては作業受委託が一般的で

あったが、今はその一部が利用権に変わりつつある。理由の一つは、岡本委員と同じ意

見。もう一つは、特定農業法人が設立されて利用権の受け皿が出てきたためで、構成員
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に利用権設定し受託組合に作業受委託することから、賃貸借契約 本ですべてできるよ1
うになったことなど状況が変化したこと。

髙木座長：

その時に面的に集積する意識は働いているのか。

：片平委員

の受託組織に対して支援しているが、そのうちの 割が法人化し集積。しかし、80 2
半数以上は単なる機械の共同利用と共同作業に留まっている。そこは、農協にも参画い

ただいて面的集積につながるような支援をして行きたい。

：櫻井委員

対処療法的な考え方、体質改善的な考え方、 つの視点がある。2
戦後 年、グローバル化の中で日本の良さが失われている。美しい国日本ではない60
、 、 。 、が 日本国固有の価値観 文化への喪失感がある 多少奇異に聞こえるかもしれないが

一括相続という意味での家制度、家督相続制度を農地の所有に限って一部復活するとい

う考えもあるのでは。地方にはまだ、そうした制度が事実上残っている中で、農地の相

続は行われている。新しい制度を持ち込むのではなくて、過去に在った制度をうまく使

いながら農地の利用集積を進めるべき。また、食料の自給率は を目指すべき。そ100%
の中で、本当の農地のあるべき姿が見えてくるのではないか。

老齢化された方々の土地、相続人が複数いる方の土地を借りているので、土地に対す

る不安は非常にある。こうしたことに対し、何らかの方策を考える必要がある。

：中畝委員

埼玉県の農地保有合理化法人の状況について、県公社については買入が中心、貸借に

ついては農協の合理化法人で行うという棲み分け。ただし、農協になると、経済活動や

金融、保険活動によって、農協間の格差が出る。合理化法人を立ち上げた時、本格的に

貸借事業に取り組むこととした農協については実績もあがってきているが、出遅れたと

ころは今現在も進んでいない状況。

数年前、踏み切り料として奨励金を出したが、それが 年とか 年とかの期間を10 3 6
経過して、その後継続して利用集積計画が立てられているのかどうか、実際は農家と地

主が相対で貸し借りをしているが、制度に乗っているかどうかわからない。農協が行っ

ているところはチェックが働くが、個人の場合、公的な手続を経ていない契約が相当あ

るのではないかと感じている。

今後、地元に密着して活動できるようなリーダー的な方を育てていくことがさらに重

要となるが、農地を借りるということとは利害関係を持たない人、担い手以外の人をい

かに地域のリーダーとして育てていくかということが重要。

：忠委員

面的集積に関して県公社の権限が何か必要ではないか。市町村だけでは、市町村内の

調整は難しいという実態がある。県公社からの調整の声がかかれば、地域も受け止めや

すい。例えば、県レベルで面的集積のための利用調整をするとか、借り上げることも一

つ。また、誰が地域のコーディネーターの役割を担うかについては、農協だけというこ
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とではなく、市町村、農業委員会に加え、担い手が参画した組織とすることが必要。小

作料などの引き落としを農協の口座を活用することのメリットはあると考えるが、貸し

剥がしが生じる危険性がないこともない。私も経営者として毎年地主さんには直接地代

を支払、年末には挨拶を欠かさないことで信頼関係を育ててきている。ただ単に、引き

落としが楽だからというだけで仲介組織に丸投げするのでは、経営者とはいえない。

転用期待があって流動化が進まないということがあるが、農振地域においては、転用

を認めないなどの措置が必要。 万 を確保することの国民の理解を得る必要。450 ha

：柚木委員

利用権の設定については、農業委員会では終期管理のフォローを行っている。

、 、 、農地の集積に当たって 農地情報の収集 出し手と受け手との調整機能は農業委員会

農地を保有するというプール機能は農地保有合理化法人という役割。これをうまく組み

合わせて取り組んでいるところは、非常に効果が上がっており、農業委員会、市町村、

農協などが上手くかみ合っている。一定程度仕組みとして機能していくことが期待され

ているので、これを大事にしたい。

農業者自身に農地をきちんと有効利用するとする意識啓発や農地の移動と転用の相談

窓口の取組については、農業委員会の役割として定着していることを認識して今後の検

討をするべき。

集積という場合に、担い手がいるところ、いないところをしっかりと仕分けして、手

法を検討。そのための一つとして、特定農業法人制度があるのでこれを一つの大きな手

法として明確に位置付けていく必要。

：馬場委員

農地を農協が一旦預かるということは、まさに組合員のニーズにどう応えるかという

こと。しかし、農協だけで円滑に進む訳ではない。事例もそうだが、結局は、関係機関

が協力して担い手代表や貸し手代表も入った協議会等が機能しないと農協だけではでき

ない。

農地の担い手がいないところ、集落営農も難しいところなどでは、農協が出資法人を

立ち上げて管理耕作を行ったりしている。地域によってはこうしたものも集積手法とし

て検討する必要。

：中畝委員

要望になるが、これから地域によっては不在村地主が増え、遊休農地が増えてくると

転用期待が高まることが懸念される。不在村地主に対する意向調査が重要になると思わ

れるので、それに対する助成措置なり支援なりが拡充されるように配慮願いたい。

髙木座長：

次回の資料について私の希望を述べると、最後の方で柚木委員が発言した面的集積の

ために求められる機能、それらの機能を誰がどのように果たすべきかということがある

と思うので、その視点を盛り込んでもらいたい。

（以上）


