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園地の流動化・団地化

園地流動化・団地化の背景
○持続的な果樹経営の確立
国際化が一層進展している中で、我が国果樹農業の競争力を確保するためには、果樹
経営の規模拡大と園地の団地化の推進が不可欠である。しかしながら、我が国の果樹
経営は零細で、かつ、高齢化の進展や耕作放棄地の増加等生産基盤の脆弱化が進んで
いることから、園地の基盤整備と併せ担い手への園地集積により効率的かつ安定的な
生産性の高い果樹農業への転換が求められている。（「果樹農業振興基本方針」）
○食の安全と消費者の信頼重視
農薬のポジティブリスト制度への対応（農薬飛散・残留リスクの防止）、均一品質の
農薬のポジティブリスト制度
の対応（農薬飛散 残留リスクの防止）、均 品質の
ロットの確保など品質管理の徹底が可能な団地化、園地集積が求められている。
○地域資源の維持・利用
傾斜地の多い条件不利地域において、耕作放棄地（荒廃園）の防止を図り、土地資源
の利活用と雇用の場の確保のため、担い手への農地流動化が急務となっている。

園地の流動化・団地化の取組み内容と特徴
１ 担い手への集積・規模拡大の取り組み
○担い手農家自身が各種制度を利用しながら積極的に規模拡大を図るとともに、園地の
団地化を図っている。
○担い手農家に園地の売買や貸借により集積（規模拡大）をはかるために、共選単位や
市町村単位、あるいはそれら関係機関の連携の下に流動化のための委員会を組織し、
流動化を推進している。農地流動化委員会や農地銀行などその呼び方はさまざまであ
る。また、樹園地の効率的利用のために農用地利用集積に対する交付金を助成する取
り組みも行われている。
２ 団地化の取組み
○土地改良法に基づく地域合意による農地の集団化の取り組みとして交換分合がある。
この取り組みには、樹体付きのままで行われる場合と基盤整備など面的工事を契機に
取り組まれる場合がある。集団的な園地の配置換えのために効率的に園地の集団化を
図れるが、反面、事業の遂行には非常に大きな合意形成のコストが必要となる。
３ 荒廃園への取組み
○管理が放棄された果樹園地の再利用には、園地再整備事業等により効率的な園地に改
造することが必要である。そのためには、地域的な合意形成が重要である。また、事
業導入のための支援が必要である。
４ 園地集積・規模拡大のための制度・補助事業
○農地の流動化は農地法に基づくが、それを補完するために経営基盤強化法が施行され、
利用権設定等促進事業や農地保有合理化事業などがある。
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農地流動化・園地集積の取組みの効果
○規模拡大による担い手農家の収益性の増大
○団地化による作業能率の向上 農薬飛散リスクの回避
○団地化による作業能率の向上・農薬飛散リスクの回避
○品目・品種の変更や追加による適地適作が可能となり、経営組織の再編（多角化）
による生産および経営の安定
○地域資源（傾斜地を含めた農地・労働力）の維持・活用などによる地域活性化

農地流動化・園地集積の取組みの留意点
○労働力が減少する中、園地条件によっては積極的に利用する園地と自然にかえす園地
の区分・ゾーニングが必要となる。
○園地の流動化を組織的に進めるには「樹園地流動化推進計画」などの計画を策定し、
これに従って推進していくことになる。計画策定にあたっては、現状分析・診断→問
題の整理→改善目標の設定→対策の選定の手順に従って進める。また、流動化を進め
るにあたっては関係機関 農家代表 農家組織代表などを構成員とした推進体制を組
るにあたっては関係機関、農家代表、農家組織代表などを構成員とした推進体制を組
織し、流動化計画の策定と実施の２つの機能を持たせることが重要である。これによ
り合意形成コストの削減も図られる。
○流動化の樹園地面積の把握のために農家調査（経営実態、園地利用状況、樹園地貸借
の実態、経営改善計画、樹園地流動化の意向など）を行い、それをもとに流動化園地
のマッピングなどの作成を通じて実態と今後の意向を視覚化することも重要である。
○農地の売買、貸借あるいは交換分合において最も問題となるのは園地の評価である。
○農地の売買
貸借あるいは交換分合において最も問題となるのは園地の評価である
果樹園の場合、傾斜地が多く、地上部には樹体が存在する。両者をどのように評価す
るかがポイントとなる。これまでの事例では以下のような項目が評価されている。
地上部：品種、樹齢、収量、地上観察（植栽間隔、樹勢）
地下部：地力、通作距離、立地条件（広狭、傾斜度、日照、排水、風害）
施設設置状況
これらの評価項目のウェイト付けも園地評価には重要なポイントである。このような
評価のための支援ソフトの開発も試みられている。
○借入した園地では有益費の取り扱いに留意が必要である。具体的には借入園地の樹体
の改植や園地整備は誰が行うのかという問題である。借入期間が短ければ借入者は地
力維持や改植などの樹体維持や施設整備などは行わないであろう。そのため園地の貸
借にあたっては、園地への投資を誰が行うかを明確にし、それに基づいて賃借料、貸
借期間、有益費償還などの条件について取り決めを行うことが必要である。長期の貸
借については助成金を支給するなどの支援も重要な対策となろう。
○流動化の推進は継続的な取り組みが不可欠なため、地域における関係者が一堂に会す
る組織を作り、合意形成に心がけることも重要である。
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１．担い手への園地集積・規模拡大
○担い手への農地の集積・規模拡大の背景
・農業労働力の高齢化や減少により、労働力不足となり、それに伴って園地の放任や荒廃、
農業労働力の高齢化や減少により 労働力不足となり それに伴 て園地の放任や荒廃
産地規模の縮小という問題が発生してきている。また、果実価格の相対的下落により、
農家経済が悪化してきている。
・このような問題に対し、担い手農家に園地を集積し、担い手経営の規模拡大を図ること
により、生産コストの低減、品種の多様化や複数部門の導入による収益の拡大・安定化
を図るとともに、園地の荒廃を防ぎ、園地や産地規模を維持することが求められている。

○園地集積・規模拡大の取組みの内容と特徴
・これまで、担い手農家自身の努力による規模拡大が行われてきただけでなく、最近は市
町村や関係機関の下に流動化のための組織が形成され、農地流動化委員会や農地銀行な
どその呼び方はさまざまであるが、この組織が仲介となって担い手の園地集積の支援を
行っている事例がある。しかし、土地利用型農業に比較して取組みは大きく遅れている。
・園地の集積・規模拡大を図る方法としては、①園地の購入、②園地の借入、③新規開園
がある。
・果樹作は手作業部分が多く残されており、1人当たり処理面積は少ない。したがって、
労働力の保有状況や雇用労働力が導入できるかどうかその可能性を見極める とが必要
労働力の保有状況や雇用労働力が導入できるかどうかその可能性を見極めることが必要
である。労働力の確保状況（家族労働力を含む）は短期だけでなく、中・長期的視点か
らの検討も欠かせない（ライフサイクル）。
・規模拡大の対象となる園地の条件を見極める（樹園地の評価）。
農道や園内道の整備状況、水利、傾斜、方角、日照、現況樹種と経過年など（園地の
団地化の項も参照）。
・経済面からの検討をしっかりと行う。
購入の場合；現在の資産、資金状況の確認、借入資金の検討、補助事業や制度の利用
の検討、園地価格に対する評価（適正かどうか）などの検討を加えた上
で判断する。
借入の場合；借入（小作）料の評価（適正かどうか）、支払い小作料の上限、補助事
業や制度の利用を検討する。
新規開園の場合；開園に必要な費用の額、費用の確保方法、そのための補助事業や制
度の利用の検討。購入や借入の園地ならば、上記の点も検討する。
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○園地集積・規模拡大の効果
・複数品種や部門が導入でき、農家の経営安定・発展につながる。
・産地の維持、発展につながる。
・荒廃園や放任園の発生を防ぐことができる。
荒廃園や放任園の発生を防ぐことができる
・農業分野での雇用機会の提供により、雇用促進が期待できる。
・規模拡大により経営費が削減され、収益性が向上する。
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○園地集積・規模拡大上の留意点
・農地の売買、貸借にあたっては仲介者が双方の事情を十分くみ取り、不満が残らないよう
に留意する。
・特に貸借の場合は 有益費の負担をどちらが行うか明確にしておく
・特に貸借の場合は、有益費の負担をどちらが行うか明確にしておく。
・売買、貸借のための事業利用や届け出に対する支援活動が必要である。
・組織的な対応をする場合は、集落での合意形成、集落ぐるみの支援体制が重要である。

○詳細情報はこちら
・関連の優良事例を参照
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２．園地の団地化
○園地の団地化の背景
・園地や産地の維持のために園地の売買や貸借が進められている。しかし、ただ単に規模
拡大をすれば園地は分散状態になる。小区画園地の多い現状では、規模拡大をすること
は分散がさらに進むことになる。こうした小区画で分散した園地では、移動に時間がか
かるなど作業の効率が劣ったり、また、最近のポジティブリスト対策として飛散防止対
策も難しい状況となる。したがって、こうした問題を回避するために一定の大きさの園
地を確保することが求められている。

○団地化の取組みの内容と特徴
・園地の団地化（区画の拡大）をするには隣接園地の購入や交換分合がある。交換分合は
個々の農家間で行うことはまれで、多くは交換分合事業によって行われている。しかし、
今後、土地改良事業への取組みは必ずしも多くないと見込まれることから、市町村や関
係機関が関与し、１の規模拡大と一体となって地域での交換分合を推進することが重要
となっている。
・交換分合は土地改良法に基づく地域合意による農地の集団化の取り組みである。この取
交換分合は土地改良法に基づく地域合意による農地の集団化の取り組みである この取
り組みには、樹体付きのままで行われる場合と基盤整備など面的工事を契機に取り組ま
れる場合がある。集団的な園地の配置換えのために効率的に園地の集団化を図れるが、
反面、事業の遂行には非常に大きな合意形成のコストが必要となる。
・交換分合において最も問題となるのは園地の評価である。果樹園の場合、傾斜地が多く、
地上部には樹体が存在する。両者をどのように評価するかがポイントとなる。これまで
の事例では以下のような項目が評価されている。
地上部：品種、樹齢、収量、地上観察（植栽間隔、樹勢）
地 部 地力 通作距離 立地条件（広狭 傾斜度
地下部：地力、通作距離、立地条件（広狭、傾斜度、日照、排水、風害）
照 排水 風害）
施設設置状況
・農家負担を抑えるために補助事業を活用することが必要（特に面的工事を伴う場合）。

○団地化の効果
・団地化による作業能率が向上し、規模拡大も可能になる。
団地化による作業能率が向上し、規模拡大も可能になる。
・農薬飛散リスクが回避できる。
・担い手の参入を促し、農家の経営安定・発展につながる。

○団地化推進上の留意点
・交換分合にあたっては参加者の事情を考慮しつつ、不満が残らないように留意する。
また、そのような仕組みをあらかじめ作り、同意の下に進める。
・合意形成には関係機関の支援活動が重要である。

○詳細情報はこちら
・優良事例を参照
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３．制度の紹介
農業経営基盤強化促進法に基づく流動化に関する事業
○農業経営基盤強化促進法に基 く流動化の背景
○農業経営基盤強化促進法に基づく流動化の背景
・果樹産地においては、農業経営基盤強化促進法を活用した園地の利用集積は一部の地域に
限られている。今後、市町村や果樹農協（農地保有合理化法人の指定を受ける必要）が、
同法を活用した取組みを積極的に推進する必要がある。

制度の内容と特徴
○農業経営基盤強化促進法
・効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、育成すべき農業経営の目標を明らかに
効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、育成す き農業経営の目標を明らかに
し、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対して、農用
地の利用の集積及びこれらの農業者の経営管理の合理化、農業経営基盤の強化を促進す
るための措置を総合的に講じることを定めた法律。その内容は、①認定農業者制度、②
農用地利用集積計画の作成、③農用地利用改善事業、④農地保有合理化法人の４つ。
・この法律に基づき都道府県が基本方針を、市町村が基本構想を、地域の実情を踏まえて
策定する。その内容は、①育成すべき農業経営の目標とすべき所得水準等の基本的考え
方、②営農類型毎の育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の指標（農業経営の規模、
生産方式等） ③こうした経営に集積すべき農用地の割合の目標
生産方式等）、③こうした経営に集積すべき農用地の割合の目標。

○農業経営基盤強化促進事業
・農業経営基盤強化促進法に基づく市町村が取り組む事業で、①利用権設定等促進事業
（農用地の貸借や売買の推進）、②農用地利用改善事業の実施を促進する事業（地域で
の農業経営の改善の推進）、③委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業（農作業
受託の推進）、④農地保有合理化事業の実施を推進する事業（農地の仲介の推進）

○利用権設定等促進事業
・基本構想を策定した市町村が、農業上の利用を目的とする土地についての権利移動等を、
農業経営規模拡大の意欲と能力のある農家等に円滑に促進する事業。

○利用権設定等促進事業のメリット
・農用地の出し手側
①農用地を貸すまたは売るときに農地法の許可が不要。
②貸した農地は期限が来れば 自動的に貸借契約が終了し 確実に返還される。離作料
②貸した農地は期限が来れば、自動的に貸借契約が終了し、確実に返還される。離作料
を払う必要はない。また、再度利用権を設定することで、継続して貸すことが可能。
③貸し手は、在村、不在村、小作地面積の多少にかかわらず、小作地を所有できる。
④農地を売った場合、譲渡所得について800万円の特別控除が受けられる。

・農用地の受け手側
①経営規模の拡大を図ることが可能
利用権設定では農地法に基づく小作地の所有制限が適用されないので、大規模経営が
可能
②農用地を借りるまたは購入するときに農地法の許可が不要。
②農用地を借りるまたは購入するときに農地法の許可が不要
③利用権設定期間中は安心して耕作ができる。再度利用権を設定することで、耕作の継
続が可能。
④農地を購入した場合、不動産取得税、登録免許税が軽減される。
⑤利用権設定の手続きの大部分は市町村が代行してくれるので、手続きは簡便。
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○農地保有合理化事業
・「農地保有の合理化」を進めるために、営利を目的としない法人（農地保有合理化法
人）が、規模の縮小や離農する農家などから農地を買い入れ、もしくは借り入れて、一
定期間保有した後に、 定要件を満たした担 手農家に売り渡しや貸し付けを行う事業
定期間保有した後に、一定要件を満たした担い手農家に売り渡しや貸し付けを行う事業
である。これを「再配分」というが、この「中間保有・再配分機能」が農地保有合理化
事業の最大の特徴である。利用権設定等促進事業と組み合わせて実施される。
「農地保有の合理化」とは、零細な経営や零細な農地の保有形態を、より効率的に農
業生産が展開できるような形にすること。つまり、担い手農家の経営規模の拡大や農
地の集団化などを行うことで、効率的な農業生産が行われるようにすることを意味し
ている。

（静岡県農業振興室ＨＰより引用）

○農地保有合理化事業活用のケース
①出し手・受け手双方が農地取引に心理的抵抗感を持つ場合
②出し手が都会などにいて、自ら耕作も管理もできない場合
③受け手が近隣に見当たらない場合
④１人の受け手が、複数の出し手から農地を取得する場合(人数のミス・マッチ)
⑤１人の受け手では取得困難な大きな農地が処分される場合(面積のミス・マッチ)
⑥出し手・受け手の希望する貸借期間が異なる場合(貸借期間のミス・マッチ)
⑦新規就農者等担い手の経営定着を円滑に進める場合
⑧集落等一定地域の土地利用調整を総合的に行う場合

・この事業は水田での活用が多い。しかし、果樹作においても園地のほ場整備事業などを
契機として集落等一定地域の土地利用調整を総合的に行う場合、この事業を利用するこ
とで、農家の多様な意向を踏まえた総合的な農地利用調整を行うことが可能となり、ほ
場整備事業の連担化要件、担い手への集積要件などが達成でき、担い手の経営規模の拡
大や担い手への連担した農地利用集積が実現できる。
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○農地保有合理化事業のメリット
・農地の売り手側
①農業公社が買い入れるので、公正で納得できる価格で契約できる。
②譲渡所得の特別控除800万円が受けられる。
③売り渡し金を 括現金で受けられる
③売り渡し金を一括現金で受けられる。

・農地の買い手側
①低利な制度資金やスーパーＬ資金が借りられる。
②不動産取得税が取得価額の１／３程度が控除される。

・農地の貸し手側
①契約期間が満了すれば貸借関係は自動的に終了し、離作料もかからない。
②小作地の所有制限がない。
③
③小作料は標準小作料を基準にした金額。契約期間分の小作料の前払いが可能。

・農地の借り手側
①まとまった農地を確保しやすい。
②期間中は安心して耕作できる。また、公社が間に入るので、トラブルが回避できる。
③小作料は標準小作料を基準にした金額で安心。

・共通
①公的機関が仲介するのでトラブルの心配がない。
②貸借や売買の各種手続きを代行してくれるのでわずらわしさがない。

○農地保有合理化法人
・農用地等の権利移動に直接介入することで、農業経営の規模の拡大、農地の集団化、そ
の他農地保有の合理化を図ることを目的とする公的な法人。つまり農地保有合理化事業
を実施できる法人のことである。
・農地保有合理化法人になることができる法人は
①民法第34条の規定により設立された民法法人
都道府県農業公社（47法人）、市町村農業公社（155市町村）
②農協（総合農協 み 395法人）
②農協（総合農協のみ；395法人）
③市町村（24市町村）
の3類型4種類の法人。（ ）内は平成20年4月現在の法人指定数。

○事業利用上の留意点
・利用権設定事業、農地保有合理化事業は個人でも利用できる。また、農地保有合理化事
業は活用のケース⑧のように集落単位農地の流動化・集団化を進めるときには果樹作で
も利用できる。各種事業は法律に基づいているので、関係機関等からの助言や支援を受
けることが望ましい。

○詳細情報はこちら
・農林水産省ＨＰ
農林水産省ＨＰ
http://www.maff.go.jp/
・全国農地保有合理化協会ＨＰ
http://www.nouchi.or.jp/
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優良事例

（静岡県浜松市三ヶ日町）

１

園地集積と基盤整備による大規模経営
○経営概要

○地域の概況
・浜松市三ヶ日町の温州みかんは、全
耕地面積の約9割を占める基幹作物。
静岡県のみかん生産量でも約 2割を
占め、県のみかん生産を牽引してい
る。
・生産、販売はＪＡみっかびを中心に
展開し、高品質みかんの「三ヶ日み
展開
、高品質
ヶ
かん」ブランドを確立している。

・個人経営：（Ｇ氏経営）
・経営面積：温州みかん8ha
・品種構成：青島温州6.4ha
興津早生1.6ha
・規模拡大内容：
基盤整備6ha、交換分合1ha
・労働力：家族労働5名
（収穫期雇用延べ500人）

○規模拡大の内容と特徴
・父の代から隣接地との交換分合、新規開園などを進め、自宅周辺に園地を集積(5ha)
していたが、労働力3人の手作業であったことから省力化に取組む。
・大型貯蔵庫を設置し、フォークリフトによる1パレットみかん1トン方式を取り入れ、
貯蔵庫内での運搬、トラックへの積み下ろし作業を機械化。
貯蔵庫内での運搬、トラック
の積み下ろし作業を機械化。
・バックホーを導入し、自力で基盤整備し、園内作業の機械化を進めた。
・その後、国・県の事業を活用して基盤整備を進めるとともに、交換分合や農地銀行
を活用して隣接地を取得し、8haに拡大。
・園地集積と園内道・作業道整備によりＳＳ、バックホー、ブロードキャスター、運
搬機などの機械化で省力化を進展。
・品種を青島温州と興津早生に統一することにより、管理作業を適期に集中的に行い、
作業効率を向上。
3年生大苗の植栽や間伐樹を有効利用する成木移植技術により、未収穫期間を短縮。
未収穫期間を短縮
・3年生大苗の植栽や間伐樹を有効利用する成木移植技術により
・労働力は両親と夫婦、長男の5人に、摘果や収穫時を中心に延べ500人の雇用労働で
ある。雇用は女性パートと短期季節雇用で、近隣市や愛知県等から確保している。
なお、平成20年産では、平成19年設立の農協無料職業相談所「ＪＡみっかびアグリ
ワーク」を活用して、延べ200人を雇用している。
・摘果や収穫労力が少なくて済む青島温州を中心にしているが、労働力分散のため興
津早生も欠くことが出来ない。
・低樹高化による軽作業化、高品質果生産のためのタイベック被覆などの新技術を導
入し 収益性を高めている
入し、収益性を高めている。

○規模拡大の効果と留意点
・規模拡大と園地集積により、低コスト化と省力化が可能となり、所得の向上と後継
者の確保に繋がっている。
・規模拡大と園地集積を一体的に進めるとともに、省力化のための基盤整備や機械化、
システム化が不可欠。また、効率化のための品種統一、労働力分散のための品種選
択 雇用労働力の確保などを有機的に取組むことが重要
択、雇用労働力の確保などを有機的に取組むことが重要。

○詳細情報はこちら
・三ヶ日町農業協同組合組合員相談課
TEL 053-525-1011（代）
・第1回全国果樹技術・経営コンクール受賞者概要（中央果実基金 平成12年報告書）
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優良事例

（愛媛県八幡浜市）

２

園地流動化による産地の維持と活性化
○地域の概況
・愛媛県八幡浜市川上地区は県内有数の温
州ﾐｶﾝ産地で、園地は海岸から標高 350m
に広がる急傾斜石積み段段畑である。JA
西宇和川上共選が中心となり､全園に多目
的ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰを設置し、農道･園内道を整備
している。

○産地概要
・農家数：193戸（うち専業農家47％）
・栽培面積：256ha(うち温州ミカン
99％）
・特徴：早生温州の一品種多彩商材の
販売

○園地流動化の内容と特徴
・川上地区では、JA西宇和川上柑橘共同選果部会（川上共選）が地域の営農販売活動に
係る事業を推進している。同部会には６つの専門部会があり、その１つに農地流動化
委員会がある。同委員会は各集落４名の委員で構成し、農地の売買・賃貸の斡旋調、
農地の集約化・流動化に関する事業の推進、行政、農業委員会等関係機関との連携を
図っている。
・農地流動化の具体的な進め方は
（１）農家の意向調査により 規模拡大農家と規模縮
（１）農家の意向調査により、規模拡大農家と規模縮
小農家をリストアップし、園地台帳を整備する。
（２）各集落の委員が、農地情報を、その都度、収集
し、委員会に提供する。
（３）提供された情報をもとに該当園地に隣接する規
模拡大希望農家等へ斡旋調整する。
（４）放任園情報の早期把握に努めるとともに、荒廃
化した場合は委員会で再整備後、希望農家に斡
旋する。
旋する
放任園のない、耕して天に至る川上ミカン園
・農地流動化のポイントは
（１）産地を維持、発展させるための活動組織をつくる。
（２）活動組織は、役員が責任を持って活動できる体制にする。
（３）組織は農家の信頼を得て、より多くの農地情報収集に努める。
（４）担当者は、意欲的に農地等の知識向上に努める。

○技術導入の効果と留意点
・川上地区におけるこの10年間の農地流動化実績は、賃貸4,404ａ、売買1,156ａの合計
5,560ａとなり、全園地の22％であり、放任園がない。
・将来の産地構想の中で、一農家当たりの経営規模を３haに設定し、経営改善に向けた対
策を整備している。
・JA西宇和全域についても同地区の農地流動化体制を参考に平成18年、各支店ごとに「農
地流動化委員会」を設置し、園地の出し手と受け手のリスト作成などが始まった。

○詳細情報はこちら
・産地情報 「果実日本」（2006.8）など普及誌記事
・JA西宇和、JA西宇和川上共選、南予地方局八幡浜支局地域農業室・産地育成室
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優良事例

（静岡県浜松市三ヶ日町）

３

農地銀行によるみかん園の耕作放棄地化の防止
○地域の概況

○産地概要

・静岡県浜松市三ヶ日地区は県内有数の温州
静岡県浜松市
地 は県内有数 温州
・農家数：1,334戸（うち専業農家
みかん産地である。管内の園地は比較的緩
22％）
傾斜地が多く、農道・園内道の整備により、
・経営面積：1,972ha(うち樹園地
機械化が進んでいる。また、非破壊選果機
1,768ha ）
の評価データを利用したGISを導入し、最
・特徴：普通温州の「青島」が基幹品種
適な栽培管理によるみかんの品質向上が図
で「三ヶ日みかん」としてブランド化
られている。

○園地流動化の内容と特徴
・ＪＡみっかびでは、農地保有合理化法人の指定を受け、平成17年から組合内に「農
地銀行」を設けて、高齢化などで栽培管理が困難になったみかん園を認定農業者を
中心とする農家に集積する事業を実施している。
・農地流動化の具体的な内容
（１）貸し出しを希望する園地を登録し、品種、樹齢、過去2年間の出荷量、糖度、
園地の傾斜度、面積、貸出期間などを点数化し、賃借料を算定する。
（２）貸し出しは 借り入れ希望者 隣接園主 認定農業者などの状況から優先順位
（２）貸し出しは、借り入れ希望者、隣接園主、認定農業者などの状況から優先順位
に従って打診し、引き受け手がない場合は公示する。
（３）借り手が見つかれば契約の仲介をする。その際、改植、園地整備などの費用負
担などについても標準的な取り決めを提示する。
（４）借り手が見つからないときは、「株式会社アグリサポートみっかび」が最低賃
借料（ 5千円＝用水費程度）で中間保有し、園地の管理と必要に応じ軽微な基
盤整備を行い、担い手による借り入れを待つ。
（５）貸借の苦情受け付け、紛争処理、基盤整備計画の策定及び実施も農地銀行が担
当する。
（６）これらの業務を行うに当たり、農業委員会、ＪＡ、行政の役職員 8名で構成す
る「ＪＡみっかび農地銀行公正委員会」に報告して指導、支援を受ける。
農地流動化のポイント
（１）園地流動化を進め、産地を維持、発展させるための組織をつくる。
（２）この組織（銀行）の活動の公平性を担保するための支援組織を関係機関でつく
る。
（ ）担当者間 連絡を密 する
（３）担当者間の連絡を密にするとともに、責任を持って活動できる体制にする。
も 、責任を持
活動
る体制 する。

○技術導入の効果と留意点
・2006年以降の実績
貸し出し希望者：237名、借り受け希望者：209名が登録
園地の評価をして利用権設定に至った園地：35件、7.1ha
「株式会社アグリサポートみっかび」の中間保有の園地：48件、11.4ha
本事業は、散発する耕作放棄地が産地全体の評価を落とす との防波堤になって る。
・本事業は、散発する耕作放棄地が産地全体の評価を落とすことの防波堤になっている。

○詳細情報はこちら
・産地情報 「あぜみち通信 95」(2008.11)「調査と情報」(2006.1)など普及誌記事
・ＪＡみっかび
TEL 053-525-1011（代）
・浜松市農業委員会
TEL 053-457-2481
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優良事例

（熊本県植木町）

４

基盤整備によるみかん園地の団地化と省力化
○地域の概況
・熊本県植木町は全国でもスイカをはじめ
とした施設園芸の産地として有名である
が、果樹栽培においても温州みかん、ぶ
どう、すもも等が多く栽培されており、
当地域は果樹＋施設園芸等の複合経営が
営まれている特徴的な産地である。

○取組み概要
・事業名：県営畑地帯総合整備事業（担い手
育成型）（平成10〜18年）
・受益戸数、面積：43戸、42ha
・総事業費：1,365,500千円
・負担割合：国50%、県30%、町10%、地元10%
・取組主体・吉次パイロット営農組合

○基盤整備の内容と特徴
・吉次（きちじ）地区での県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）への取り組みは
吉次（きちじ）地区での県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）への取り組みは、消
消
費者嗜好の変化に対応した温州みかんを作るため、果実品質向上用のシートマルチ被覆
栽培が効果的に機能を発揮でき、スピードスプレーヤー等の導入による省力化が可能な
園地整備と団地化を図ることを目的に実施している。
・本整備が完成できた条件は、以下の4点である。
（１）複合経営農家の存在と連携
基盤整備の実施においては、未収益期間が生
じることが問題となる。しかし、当地域は複
合経営農家が多いことやみかん専業農家へは
施設園芸農家のみかん園を代替地として提供
することで、この（未収益）期間の所得を確
保できるよう工夫することができた。
基盤整備された21世紀型みかん園の状況
（２）模範的な先進農家の存在と若い力の結集
地域の先導的農家がいち早く基盤整備と品種更新に取り組み、省力化や高品質果実生
産を可能にした。その成果を見た地元農業青年達が一丸となって、園地の基盤整備、
団地化及び集積を進め、省力化と新技術導入の容易な優良な園地を完成させた。
（ ）有望品種の登場
（３）有望品種の登場
県育成品種の「豊福早生」、「肥のあけぼの」が育成され、市場でも高い評価を得て
いたことから、「りんごわい化栽培等緊急推進対策事業」を活用しながら、希望を持
って、新品種への改植が推進できた。
（４）高い補助率の事業の活用
事業が県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）であったため、国、県、町の補助
を含め90％の補助率で実施でき、受益者負担分についても好条件であった。

○効果と留意点
・灌水施設の整備のため揚水ポンプ等を設備し水源確保が図られた。また、園内には圧力調
整機能付き点滴灌水施設も配置され、高畝及びシートマルチを併用することで果実品質向
上に最も適した水分管理ができる園地となった。
・団地化と園地集積に併せ、園内にスピードスプレーヤー及び軽トラックが通行できる作業
道を配置したことから大幅な省力化が図られている。なお、園地集積により農家の経営規
模が拡大したところもある。
・この事業がモデルとなり 宇城市大口地区 玉名市赤仁田地区などに新たな集団園地が造
・この事業がモデルとなり、宇城市大口地区、玉名市赤仁田地区などに新たな集団園地が造
成されるなど、温州みかん産地の団地化と省力化の先駆的役割を果たしている。

○詳細情報はこちら
・産地情報「果実日本」（2002.7）、「農林漁業現地事例情報」（2008年11月）などに関連
記事
・JA鹿本、鹿本地域振興局農林部農業普及・振興課（TEL 0968-44-2120）
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