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耕作放棄地解消と新規就農者受け入れに関する実証的研究

　　東京都農地リフレッシュ再生事業を対象として　　

竹　島　久美子
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１．調査研究の目的

　１）課題の背景

　農家数の減少とともに、条件が整わず担い手に預けられない農地や、相続や

放置された樹木などの様々な要因から利用されない農地が増加している。そう

いった耕作放棄地に対し、現在、国による中山間地域等直接支払いや耕作放棄
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地再生利用緊急対策などで、その発生防止や解消への支援が行われている。耕

作放棄地再生利用緊急対策では、事業の実施者として、既存農家はもちろんの

こと、農業生産法人、集落営農組織などの農家以外の事業体や、非農家が組織

する市民団体、ＮＰＯ等が位置づけられている。農外からの新規参入者につい

ても、農地の受け手・耕作放棄地の解消者として積極的に位置づけられており、

行政主導で新規就農希望者への耕作放棄地も含めた農地のマッチングが行われ

ている地域もある。しかし、耕作放棄地を解消しても経営が不安定な場合には

再度耕作放棄される可能性もあり、持続的な取り組みとして行うには安定的な

農業経営の確立が不可欠となっている。特に新規就農者を受け手とした場合に

は、経営が安定するまでは目を離すことができず、新規就農者の受け入れと耕

作放棄地解消を組み合わせて事業を行うには長期的な見守り・支援が求められ

ると考えられる。

　そこで本研究では、耕作放棄地を活かした新規就農者１）（うち新規参入者と

農家出身者の創業）の受け入れと支援策に着目して調査研究を行いたい。

　

　２）先行研究

　耕作放棄地の解消が地域にどのような影響を与えるかについては、竹島・秋

山（2011）によって、町内の樹園地の一大更新を行うことで遊休桑園からブルー

ベリーの観光果樹園へ土地利用を転換し、既存の農家の新たな経営基盤の構築

につながった例が報告されている。また、農家だけでなく非農家も含んだ多様

な主体によって耕作放棄地の解消と、農業に限定されない多目的活用が行われ

ている動向について、九鬼（2011）がアンケート調査から明らかにしている。

しかし、耕作放棄地解消と近年施行された耕作放棄地解消事業との関連につい

てはまだ分析されていない。

　新規参入者に関連する先行研究は、大きく三つのカテゴリーに分けることが

できる。第一に新規参入者全体の動向と施策関連、第二に自治体などによる受

け入れ支援の体制、第三に新規就農者の就農後の成長プロセスに関するもので

ある。第一の新規参入全体の近年の動向と施策関連については、江川（2014）

が整理しており、近年の農業分野における雇用者の増加を指摘し、新規就農者

については就農形態と経営形態による類型化と就農支援の主体ごとの類型化を
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行っている。また、澤田（2013）は「人・農地プラン」とともに導入された就

農支援の一形態である青年就農給付金の利用状況について報告している。

　第二の受け入れ支援体制については、澤田（2003）が愛知県のトマト産地の

新規就農者の研修体制と定着状況及び、長野県の果樹産地における市町村公社

を通じた新規就農者の調査研究から、新規就農者の定着における研修体制の重

要性を明らかにしている。また、江川（2003）は農家子弟の農業経営の継承と

新規参入者の創業との相違に着目し、経営継承と比較して新規参入者が経営創

業で取得するのが困難な要素、特に経営資源や研修制度の充実を図ることが、

受け入れ側の支援として求められていることを指摘している２）。

　第三の新規就農者の就農後の成長プロセスについては、島（2008・2009）によっ

て新規参入者の成長プロセスに応じた経営者能力の向上への支援策の必要性が

指摘されている。また、新規参入者が成長する際の制約要因は資金よりも農地

の取得が大きいという藤栄・江川（2003）の研究がある。農地の取得について

は、全国農業会議所が行った新規就農者を対象としたアンケート３）によると、

経営開始にあたって農地取得が困難であるとした回答者の割合は64.3%と、もっ

とも高い割合を示していた。この二点から経営創出（経営開始）の際も経営成

長の際にも、農地の取得は重要な要素であることは明らかである。

　そのため、耕作放棄地が発生している担い手不在の地域において、新規就農

希望者が農地の受け手として位置づけられることはごく自然であり（受け入れ

地域側の問題状況）、耕作放棄地といえども新規就農者の創業のための農地取

得および規模拡大（新規就農者の到達点）が可能な環境が形成されているので

あれば、彼らの就農先の候補ともなる。加えて、江川（2014）が指摘するよう

に、経営・生活資源を確保するために新規参入者は地域で信用を得る必要があ

り、その方法の一つとして、耕作放棄地を解消することが他の農家や農地所有

者に実績として認知され、評価・信用にもつながることになるのではないかと

考えられる。

　

　３）本研究の課題

　本研究では、東京都における耕作放棄地解消事業を用いた耕作放棄地解消と

新規就農者の受け入れ・定着の状況を調査することで、現在取り組まれている
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耕作放棄地の解消と新規就農者の受け入れの両立において、どのような課題が

生じているかについて明らかにすることを課題とする。

　

２．調査方法の設計

　１）調査対象地域

　本研究では東京都の八丈町・町田市・青梅市を調査地とした。東京都では、

2009年度から都単独で耕作放棄地解消事業を実施している。国で行われてい

る「耕作放棄地再生利用緊急対策」で対象とならない農振農用地区域以外の

耕作放棄地に対して、都独自の予算「農地リフレッシュ再生事業」を設け、貸

借関係が成立した場合には耕作者が復旧する際に発生する費用の1/2を限度と

して、最大で25万円/10aの補助金を交付している。この事業によって、2009年

度に402.4aの耕作放棄地の解消（利用権等設定面積は558.6a）、2010年度には

351.0a（同701.1a）、2011年度には412.3a（同1,088.1a）、2012年度には399.1a（同

612.5a）が行われた。これまで行われた耕作放棄地の解消面積と自治体の内訳

は表１のとおりである。

　

　都の補助事業に加えて、町田市では2012年度から復旧費用の1/4をさらに補

助しており、農地のあっせんを受け市内の耕作放棄地を解消する場合は復旧費

用の1/4の負担で解消を行うことが出来る。

　新規就農者の受け入れと支援体制については、八丈町では新規就農希望者

を対象とする技術習得・農業経営の習得を目的とした農業研修（2008年からの

１期生は５年間、2013年からの２期生は４年間）を実施している。町田市では

2009年から家庭菜園・市民農園向けの研修として、地元農家を講師として２年
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間週末に農業研修をする「町田市農業研修事業」を実施している。それらの研

修プログラムを受けずに新規就農するケースもある。青梅市においても、耕作

放棄地解消を通じて農外からの新規参入者が就農しているが、青梅市では上記

のような研修体制はない。

　また、町田市では所有者と耕作希望者の間の農地利用調整を図るシステムと

して、農地貸出希望者の登録と農地借受希望者の登録を行い、農地貸借をマッ

チングさせる「農地利用集積円滑化事業（農地バンク）」が2011年から実施さ

れている。以上の内容を整理すると、表２のようになる。

　

　２）調査対象者

　調査対象者は、いずれも農地リフレッシュ再生事業を行った農業者である。

　八丈町では８名の農業者を対象に調査を行った。そのうち３名が新規就農者

で、その内訳は島外農外からの新規参入者が１名、島内農家の息子が独立し新

規就農した者が２名である。新規就農者のうち島外出身１名と島内出身２名の

うちの１名は、八丈町の新規就農者向け研修施設である八丈町担い手育成研修

センターで研修を受けた。また、既存農家についても新規就農者との比較を行

うために調査を行った。

　町田市では、５名の農業者に調査を行った。そのうち４名が新規就農者であ

り、４名とも町田市の研修事業以外で研修を行い就農している。残りの１名に

ついては、町田市出身でサラリーマンを退職すると同時に、町田市の研修事業

を経験して参入した自給的農家出身の新規就農者である。

　青梅市では、新規就農者１名に調査を行った。非農家出身の対象者は農業生

産法人に勤務した後、実家のある青梅市に戻り新規就農している４）。
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　３）調査事項・調査方法

　調査事項は、経営概況、耕作放棄地解消への取り組み状況、新規参入にいたっ

た契機、農地の取得、収穫物の販路、将来の展望等について、対象者への聞き

取りを行った。

３．調査の結果

　１）八丈町における耕作放棄地解消と新規就農

　　　―アシタバと施設園芸で異なる動き―

　対象地である東京都八丈町は、東京から287km南に離れた、八丈島（八丈本

島）と現在は無人島である八丈小島によって構成されている。八丈島は、面

積69.52km2、周囲 58.91kmで、東の三原山（標高701m）と西の八丈富士（標高

854m）が接合してできた、ヒョウタン型をした島である。人口は8,002名、4,231

世帯である（2014年３月１日現在）。

　農林業生産額は19億2,576万円（2011年）であり、切葉・切り花による生産

額13億1,884万円（農林業生産額に占める割合68.5％）が最も多くを占めており、

他に、球根5,600万円（同2.9％）や、観葉植物２億5,670万円（同13.3％）が

生産され、花き園芸全体では16億3,153万円（同84.7％）の生産額となっている。

他の品目は、花き以外の農作物２億5,742万円（同13.4％）、畜産物2,657万円（同

1.4％）、林産物1,024万円（同0.5％）である。

　販売農家数は1990年550戸、2000年462戸、2010年389戸で、2010年の農業経

営体数は442経営体である。表３で経営耕地の状況をみてみると、経営耕地面
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積は、1990年から2000年にかけて増加しており、畑地と樹園地で面積を拡大し

ていることから、農地貸借よりも開墾で経営耕地を拡大させていたことがわか

る。しかし、2010年にいたっては、2000年と比べると経営耕地面積は減少し、

耕作放棄地面積が100ha以上増加している。これは、それまで好調であった畑

地や樹園地の拡大が、不調になった際に貸借へ向かわずに耕作放棄に向かった

ためであると考えられる。農地貸借に向かわない要因としては、農地所有者は

切葉や鉢物として出荷するフェニックス・ロベレニーなどの樹木や施設園芸な

ど農地の上に資産が形成され長期間栽培する品目に対しては、農地の貸し出し

を忌避する傾向があるためである。また、菊池（1988）によると、台風の常襲

地であり、リスクの分散を図るため、圃場を一箇所にまとめる交換分合には積

極的ではないことも、理由としてあげられる。

　次に、経営耕地面積規模別販売農家数を見ていきたい。2010年の販売農家数

は389戸でその約８割が1.5ha未満であり、この状況は1990年から変わることは

ない。これは、八丈町の農業経営は夫婦２名を基本単位とした１世代家族によ

る家族経営が太宗を占めていることを反映している。このことを象徴する指標

は、販売農家数に占める男の専従者２名以上の割合である。八丈町で専従者２

名以上確保している販売農家は、農林業センサスによると2000年に10戸、2010

年も10戸である。販売農家数に占める割合はそれぞれ2.2％、2.7％であり、東

京都全体では10.2％、12.2％の販売農家が２名以上の専従者を確保しているの

に対して、ごく僅かであることがわかる。このように、八丈町では家族経営１

戸あたりの経営できる面積は労働力の限界から元々少なく、借り手側の規模拡

大余地も限定されている農業構造となっているのである。

　　（１）八丈町の耕作放棄地解消の実施状況

　八丈町では農地リフレッシュ再生事業を通じて延べ28件の耕作放棄地解消が

行われたが、数回解消している者もいるため、実解消者数は20名となっている。 

その内訳は、既存農家15名876a、新規就農者５名344aである。既存農家の内訳

は、アシタバ農家７戸、フェニックス・ロベレニー農家４戸、観葉植物農家２戸、

レザーファン農家１戸、サンダーソニア農家１戸で、新規就農者の内訳は、キ

キョウラン農家２戸、ルスカス農家１戸、熱帯果樹１戸、アシタバ農家１戸で

ある。ここでは耕作放棄地を解消することで農地を取得した農業者を新規就農
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者としてカウントしている。解消事業実施後の作付面積は、アシタバ627.2a、

観葉植物229.4a、ロベ158.7a、ルスカス54.0a、レザーファン49.3a、キキョウ

ラン49.0a、熱帯果樹22.9a、キクチレモン15.0a、フリージア14.5aと、アシタ

バによる実績が最も大きい。 

　調査対象とした農家は、既存農家５戸（アシタバ農家３戸、レザーファン農

家１戸、ロベ農家１戸）と、新規就農者３戸（ルスカス農家１戸、キキョウラ

ン農家１戸、アシタバ農家１戸）である。調査結果は表４で、整備面積10aあ

たりに掛かる費用と自己負担総額には、施設建設費は含まれていない。
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　調査結果から農家を三つのパターンに分類した。一つ目は八丈町が研修施設

を設けて新規就農者を増やそうとしている施設園芸のパターンである。耕作放

棄地解消を行ったＡ～Ｃのうち、ＡとＢは2009年に就農した新規就農者で、Ｃ

は耕作放棄地解消を行わずに2007年に新規就農し、2010年と2011年に耕作放

棄地を解消し規模拡大している。そのうち島外出身Aと島内出身Bは、八丈町が

2008年から運営している新規就農者向け研修機関である、八丈町農業担い手育

成研修センターの卒業生である。研修センターでは、５年間かけて（2013年度

からの２期生は４年間）花きの栽培技術と経営管理の研修を行い、研修期間中

に独立するための農地を確保し苗の準備を行うことで、施設園芸の作物の定着

期間後の収益化時期と研修センターの卒業時期を対応させ、自立させやすくす

るという体制をとっている。また、ＢとＣは島内の農家出身であるが、両親と

は独立した経営を行っている。

　二つ目は、アシタバによって耕作放棄地解消を行ったＤ～Ｇで、Ｄは島内出

身の新規就農者である。桝田（1994）によると、アシタバの10aあたりの所得

は生食用で37万円となっているため、アシタバだけで自立した経営を行うため

には、最低でも１haはないと困難である５）。

　三つ目は、上の二つに当てはまらないその他の経営である。

　　（２）耕作放棄地解消と各農業者の意向

　ヒアリングの結果は以下のとおりである。

　施設園芸のパターンについては、

　・Ａは島外からの新規就農。研修中に農地を確保し施設を建てた。2012年が

独立して１年目。売上はまだ低く、担い手センターでの技術指導や、以前の雇

用先であった島内の農業法人で週２・３日働くことで収入を補っている。

　・Ｂは島内農家出身の新規就農。両親とは別の経営を行う。Ａと同じく研修

中に施設を建てた。施設可能な農地を見つけるのに苦労し、以前の雇用先であっ

たＡと同じ農業法人の斡旋で農地を確保した。手の空いたときは両親の経営を

手伝う（その逆もある）。資金の目途がついたら現在の農地を購入したい。

　・Ｃは島内農家出身の規模拡大。まず2007年に農地保有合理化事業を通じて

農地を購入して両親の経営から独立。2010年・2011年に両親の所有するハウス

に隣接している耕作放棄地を解消し、農地保有合理化事業を通じて貸借から購
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入に切り換える予定。

　以上のことから、「農業の経験がある」ことが共通点であり、他には「担い

手育成研修センターの出身である」こと、「島内後継者の独立」の動きがある

ことが確認できる。また、耕作放棄地を解消したとしても施設が可能な農地は

限られるために、後述のアシタバ農家と比べて「地代が高い」ということ、そ

のための農地購入希望もあることが確認できる。

　調査結果からわかるように、研修を積んだもののＡとＢの経営は不安定であ

るため、その支援となるよう八丈町は人・農地プランを策定し、ＡとＢは青年

就農給付金の給付対象者となっている。

　就農後の支援であるが、ＢとＣは島内に両親がいること自体が、技術的にも

経済的にも支援となっていた。一方島外出身のＡは島内で生活を始める際の雇

用先となった農業法人で働くことで、収入を補てんしており、親代わりともい

える存在がセーフティーネットとして働いているといえよう。

　また、アシタバで解消したパターンについては、

　・Ｄは島内自給的農家出身の新規就農者。解消事業を利用して知人の土地を

無料で借り、経営開始。今後も規模拡大したい。所有者もロベなどの木や施設

よりも貸しやすいと言う。収穫時には近所の高校生を臨時雇用。

　・Ｅは島内農家出身だが親と別経営。以前借りていた土地の返却を迫られ、

解消事業を利用して耕作放棄地なら貸してくれる知人を相手に無料で借りた。

規模拡大意欲があり、耕作放棄地なら貸してくれるあてもある。

　・Ｆは役場を早期退職して就農。知人の土地を無料で借りた。事業が続けば

耕作放棄地を解消して規模拡大する意向。臨時雇いを入れて収穫を行う。

　・Ｇは既存農家。品質の良いアシタバが作れる半日陰の場所を借りた。地代

は払っている。2013年には自己資金で同じ場所の未整備だった農地を整備。収

穫は品質を高くするために本人と妻が行っているが、管理は常雇いを入れてい

る。

　以上、共通点としては、「島内出身者」であること、アシタバ収穫時に労働

力が必要であるため、「常雇い・臨時雇い」が必要であること、土地の貸借は

知人を通じて行っているため、おおむね「地代が安い」ということ、があげら

れる。アシタバで経営を確立していくためには、これらの要素を満たす必要が
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あるといえる。アシタバで新規就農したＤについては、高校卒業後に島内の土

木関係で仕事をしていたことで、労働力や農地の情報を知る機会に恵まれてい

たため、現在の規模を実現していると考えられる。

　その他のパターンについては、

　・Ｈは既存農家。自分の圃場に隣接している農地を借りて耕作放棄地を解消

した。解消後の作付品目はキクチレモンで、まだ販売には至っていない。

　・経営的にプラスになると思って耕作放棄地を解消して新しい品目を植えた

わけではなく、将来的に八丈島に多様な樹木が植わっていれば何かの資源にな

る、と考えている。

　・ロベの売上高は高いが、収穫調製で臨時雇いを必要とするため、ほとんど

手元に残らない。

　Ｈの場合は農地保全や、島内の人間に対する仕事作りなど地域振興を視野に

入れており、耕作放棄地を解消することが直接経営成長につながるとは考えて

いない。

　　（３）小括

　以上から整理すると、第一に、八丈町の耕作放棄地の解消は、アシタバを中

心に進められていることがわかった。アシタバは面積あたりの収益が限られて

おり、経営を安定化させるためにはある程度の面積を要し、農地を必要として

いる。収穫時期の労働力については、常雇いや臨時雇いで対応していた。つま

り、雇用労働力の調達が可能であれば新規参入や規模拡大も可能といえる。労

働力と農地の確保を可能とするには、島内の労働力や農地の情報を得られるこ

とが条件である。それを備えることが重要となる。

　第二に、施設園芸による耕作放棄地の解消は、限定的ではあるが進められて

いることがわかった。もともと膨大な耕作放棄地を解消することは見込まれて

いないが、現在のところ新規就農者や後継者の参入や規模拡大によって耕作放

棄地は解消されている。担い手育成研修センターの方向としては施設園芸の産

地振興を意図して、目標面積が小さい施設園芸による新規就農者の育成を進め

ており、アシタバほどの解消面積は見込めない。ただし、施設の建設が可能な

農地を確保することは新規就農者単独では困難であるため、行政や有力な農家

による後見的支援があったうえで、耕作放棄地ならばその障壁も小さくなり参
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入が可能となっているといえる。

　第三に、収益に結びつかなくても耕作放棄地を解消し、新たな品目の作付け

を行うという動きもあった。復旧費用や苗木代を負担して、すぐには収益化し

ない品目の作付によって、耕作放棄地が解消されているのも解消事業の一面で

ある。これが挑戦的な試みとなって、将来の新たな品目の産地化につながるこ

とが望ましい。

　最後に、解消面積の拡大を見込めるアシタバを重点化するならば、規模拡大

や経営定着に向けて、農地所有者と借地希望者とのマッチングを行う農地利用

調整機能をもった仕組みの構築や、収穫時の臨時雇用の窓口（アシタバ収穫は

重労働であるため、シルバー人材よりも、若手の）などによる支援策が考えら

れるだろう。

　

　２）町田市における耕作放棄地解消と新規就農

　　　―新規就農者の農地を今後どう確保するか―

　町田市は東京都の南部、神奈川県横浜市や川崎市に隣接する71.65km2、人口

425,864人、186,749世帯（2014年３月１日現在）の市である。2010年の農林業

センサスによると、農業経営体の経営耕地面積は334ha、農業経営体数は537経

営体であり、総農家数は988戸、販売農家数は460戸、自給的農家数は528戸となっ

ている。また、耕作放棄地面積は48haとなっている。

　主要品目生産額１位はトマト、２位なす、３位ほうれんそう、４位こまつな、

５位かんしょ（資料平成23年産東京都農産物生産状況調査）と、園芸品目を中

心として近隣の消費地に向けた生産が行われている。

　表５は町田市の土地の状況である。これは税務課の資料を基にしているため、

地目上の田畑の面積と経営耕地面積とは一致しないが、農地が年々減少してい

ることがわかる。一方宅地面積は増加しており、その供給源は田畑などの農地

と山林である。

　都市化圧力にさらされている町田市の農業であるが、農業への関心は高い。

町田市では、2005年５月に「北部丘陵まちづくり基本構想」を策定し、その中

で「農とみどりのふるさとづくり」をテーマに掲げたまちづくりに取り組んで

きた。そのまちづくりの「場」として位置づけられているのが、町田市と八王
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子市、多摩市の市街化区域の間に広がる約1,000haの丘陵地である北部丘陵で

ある。北部丘陵には里山の風景や農や緑や自然のある暮らしが現在も残ってお

り、現在にまで残されたそのような環境を今後も維持するために、2011年には

「町田市北部丘陵活性化計画」が作られた。

　町田市は2009年から家庭菜園・市民農園向けの農業研修として、「町田市農

業研修事業」を行っている。対象者は、市内在住で、ある程度の農作業経験の

ある者としており、研修費は４万円である。研修期間は原則２年間で、月４回、

毎週土曜日に地元農家を講師に呼び開講している。研修内容は、農機具の使い

方や土作りから、作付け、収穫、農家への援農実習など幅広い。研修農場は26

区画に分かれており、13人分13区画を毎年募集している。農場で作った作物は、

自家消費目的であるが、町田市で行われる農業祭で品評会や販売会を行ってい

る。

　この農業研修の卒業者が新規就農者になるかというと、必ずしもそうではな

く、農に親しんだことで、町田市の農業の新たな「担い手」として、家庭菜園

や営農ボランティアへの参加が見込まれている。町田市の営農ボランティアに

ついては船戸（2013）が注目し、日野市と町田市の営農ボランティアの比較を

行っているが、町田市には販売農家に対する営農ボランティアや農業体験の受

け入れなどを行うＮＰＯが存在し、ＮＰＯは町田市内の販売農家から有償で農

作業を引き受け、研修卒業者などで構成される営農ボランティアが作業を行っ

ている。この取り組みを通じて農家の労働力不足を補うことで、農家の経営を

安定化させ、地域の環境を形成している農地を守りたい、というねらいがある。

つまり、町田市では市民が地域の農家を支援することで地域農業を守り、環境

も維持しようとしているのである。
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　さて、耕作放棄地に関しては、「町田市北部丘陵活性化計画」では北部丘陵

の耕作放棄は里山の風景を荒らすことになる、と問題視されている。そのため、

耕作放棄地解消事業自体は東京都の事業があるが、それに加えて農地流動化を

促進するための農地利用調整システムとして、2011年から農地貸出希望者の登

録と農地借受希望者の登録を行い、農地貸借をマッチングさせる「農地利用集

積円滑化事業（農地バンク）」を実施している（図１）。

　①まず、町内235.6haの市街化調整区域内に遊休農地を持つ所有者を対象に、

この仕組みの周知を図る。広報や年３回の農業委員会便り、年４回の農家の座

談会を通じて所有者たちにこの仕組みがあることを報せ、または農地を誰に貸

したら良いのか相談を受けた際、農地バンクへの登録を案内する。②所有者は

農地貸借の斡旋を町田市に依頼し、その農地は農地バンクに登録される。③借

地希望者側は担い手バンクに登録する。担い手バンクでは、借地希望者の中で

農地の希望が出せる優先順位が決められている。最も優先されるのは市内の認

定農業者で、次にＪＡの部会に参加している農業者、その次に50a以上の耕作

をすでに行っている市内の農業者、その次は50a以上の耕作を行っている市外

の農業者、最後に新規就農希望者となっている。④農地バンクは年２回公開さ

れ、借地希望者は場所、面積、現在の農地の状況（耕作放棄の程度）、地代を
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検討し、町田市と農業委員会が借地希望者と所有者を仲介する。⑤で貸付が可

能となる。

　成立状況は表６の通りである。2013年９月までに、市有地、民有地合わせて

12haの農地貸借が行われ、そのうち約0.6haは取消・解消されているので、現

在継続されている分は11.4haとなっている。

　農地バンクに登録されている農地の所有形態は市有地と民有地とに分かれ

ている。市有地は、北部丘陵地区周辺の開発計画が中止されたときに、町田市

が市有地として約100ha買い取ったものがその源となっている。市有地は、こ

れまで148筆7.5haの貸借が行われたが、そのうち17aは取消・解除されている。

地代は基本的に市有地については１万円/10aとなっており、その農地が開発さ

れる可能性が高いと利用権設定期間は３年で、開発される可能性が低い場合に

は５年と設定している。市有地は、市が管理している場合には草刈り程度は行

われているが、樹木があるなどすぐに使えず農地の条件が悪い場合には、農地

リフレッシュ再生事業を導入し、復旧を行っている。その際、町田市は農地リ

フレッシュ再生事業の1/2の補助に追加で1/4の補助を行っており、そのような

農地は地代も安く、５千円/10a程度となっている。

　民有地は、貸付先が分からない場合や、離農してしまい管理されていない場

合、市有地と隣接している場合に、農業委員会が積極的に声を掛けることになっ

ている。これまでに62筆4.6haが貸借につながった。農地の耕作放棄の程度に

もよるが、所有者の意向によっては地代が発生しない場合もある。利用権設定

の期間は所有者の意向によるが、５～ 10年が多い。民有地の場合も耕作放棄
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されていてすぐに利用が再開できない時には、農地リフレッシュ再生事業や町

田市の補助で復旧を行っている。

　担い手バンクの登録者の中で、農地貸借に結びついた農業者は2012年12月時

点では23名で、うち４名は新規就農者であった。既存の農家は優先順位が高い

こともあり、耕作放棄の程度が低い農地を借りている。その一方、新規就農者

など優先順位が低い登録者は、既存農家が借りずに残った農地を借りることに

なるので、場所やすぐに利用するには条件が悪い農地に当たることがある。そ

れにも関わらず、2013年９月時点の経過状況を表７に示したように、2012年の

４月１日時点で新規就農者は４名であったが、2013年９月１日時点で13名まで

増加した。

　次に、町田市における農地リフレッシュ再生事業の実施状況は表８の通りで

ある。2012年は３件実施されたが、いずれも市有地に対して行われ、実施者の

内訳は町田市の既存農家１名、新規就農者２名、2013年は、７件の解消事業が

行われ、そのうち１名が市内の既存農家、６名が新規就農者だった。耕作放棄

地解消者が新規就農者に集中していることから、新規就農者は農地バンクから

の農地貸借の優先度が低いために条件が悪い農地にあたりやすく、そのような

農地でも耕作できるようにするため、農地利用集積化事業と耕作放棄地解消事

業を組み合わせて新規就農できるようになっている。
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　本項では、担い手バンクに登録し、2012年と2013年に農地リフレッシュ再生

事業に取り組んだ経営（新規就農者・市内出身の農家出身の新規参入者）と、

個人で耕作放棄地を解消した農家に対して調査を行った。新規就農者４名につ

いては、町田市職員と同席して懇談会形式で調査を行い、市内出身の新規参入

者については、町田市職員の立ち会いのもとで聞き取りを行った。

　　（１）対象者の経営の状況

　調査結果は表９の通りである。今回調査した５名のうち、Ｋは町田市出身で、

親の代まで市内で農業をしていたが、自身は他産業に勤務していた。定年退職

の目途が立ってきた2009年から、町田市の農業研修プログラムの１期生となっ

て毎週末に研修を受け、退職後2011年から就農し、現在年間約150万円の農産

物を市場出荷中心で出荷している。
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　他の４名は、他地域で農業者大学校や篤農家の下で研修、大規模農家の下で

研修・アルバイトをするなどして、個人的に農業技術を身につけている。

　経営耕地面積は、いずれもまだ１haに満たないが、Ｖ以外の新規就農者は規

模拡大に意欲的である。ＸとＹは、町田市の人・農地プランに担い手として位

置づけられており、青年就農給付金を受け取っている。Ｙは町田市出身だが、

Ｘは給付金を受給するために町田市内に移住した。

 

　　（２）農地流動化の問題点と研修プログラム

　町田市では農地利用集積化事業と耕作放棄地解消事業を組み合わせること

で、結果的に新規就農者でも農地を借りやすい仕組みとなり、新規就農者の受

け入れが進んでいるのは前述した通りである。しかし、聞き取りを行う中で、

新規就農者の間で見えてきた課題が３点ある。

　第一に、今後の農地の確保の見通しである。これはＶ以外の新規就農者から

聞かれた意見であるが、農産物を販売するためには、同じ品目の数量が一定量

必要であるため、現在の経営耕地面積では不十分だと認識している。そのため

規模拡大したいと考えてはいるが、ここ２年間で14名も市内で新規就農者が参

入してきたという状況は、今後、それぞれが規模拡大をするにあたって農地の

確保が困難になるのではないか、という不安につながっている。

　第二に、利用権設定の問題である。Ｖ以外の新規就農者は自作地を持たず、

全ての経営耕地が町田市もしくは民有の借地である。利用権設定は３～５年が

主だが、１年更新の農地もあり、経営を継続するには、借りている農地がいつ

まで借りられるのか、また、耕作放棄地を解消した途端に返還を求められたら

困る、という権利的な問題や、果樹などが植えられない、という農作物選択の

制約が生まれている。農地リフレッシュ再生事業の実施要件としては、おおむ

ね５年以上の耕作が見込まれる農地が対象となっているが、転用可能性が強い

地域ではその期間を担保することが困難であり、復旧に要した費用の回収やそ

の地域で農業を続けていけるかどうか、という点には、まだ課題がある。

　第三に、販路の確保である。Ｖ以外は新規就農したばかりで、販路を持って

いない。地域内に共同の直売所を設置しようかという案がヒアリングの際に聞

かれたが、ＪＡへの出荷も考えるなど、各農家もしくは集団での販路の開拓や
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選択が急務である。

　農業研修については、Ｖとは別に、町田市の研修農場で２年間研修を積んだ

後就農したケースもある６）が、修了後は援農ボランティアのＮＰＯに参加す

ることで、自分で経営はせずとも、農作業に携わり緑に触れ、体を動かして健

康的な生活を送るための活動にするという選択肢も開けている。そういった意

味では、町田市の農業研修は市民の農業への参加機会を増やすきっかけという

面が強く、新規参入を目指す場合には、他の地域で経験を積んだうえで、就農

先として町田市を選ぶ傾向が見られる。

　　（３）小括

　町田市では、市外で研修を受けた新規就農希望者であっても、農地バンクに

よって農地貸借のハードルが下げられ、新規就農がしやすくなっている。また、

東京都で行っている耕作放棄地解消事業と組み合わせることで、既存の農家が

借りないような農地でも、復旧の費用負担が併うが、貸借可能である。

　しかし、その参入のしやすさとは裏腹に、経営成長を考えるにあたっては、

新規就農者が増えることで農地市場が非常にタイトになってきているという状

況が確認できた。既存の農家が規模縮小や離農するという動きが活発になって

くれば別だろうが、販売農家に対しては援農ボランティアによる支援の仕組み

があることからあまり見込めない。参入した新規就農者が、安定的に農地を借

り、生産基盤を構築するためにも、制度の見直しも含め対応が必要になるだろ

う。

　ただ、町田市の里山や農業のある風景を維持させる、というプランについて

は、実現の方向に向かっていると思われる。実際に約12haの農地は農業者が耕

作するようになり、耕作放棄地の解消も進んでいる。以上、既存の農家や市民、

そして新規就農者など多様な担い手が参加できる仕組みは機能しているといえ

よう。今後は、それらの担い手が各々の目標を達成できるような、将来を見据

えた施策が求められる。

　３）青梅市における耕作放棄地解消と新規就農

　　　―最低限の支援を受け独力で地域に根をはる―

　青梅市は東京都の西部に位置する103.26km2、人口137,754人、60,851世帯
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（2014年３月１日現在）の市である。2010年農林業センサスによると、農業経

営体の経営耕地面積は223ha、農業経営体数は290経営体であり、表10より総農

家数は835戸、販売農家数は270戸、自給的農家数は565戸である。

　主な品目の作付面積は、野菜42ha、茶などの工芸作物20ha、花木23haとなっ

ている。消費地に近いことから様々な野菜が生産されており、また、埼玉県西

部と隣接しているために茶や花木の産地としても歴史が長い。

　青梅市は都市化圧力が強く、経営耕地面積は、1990年461ha、1995年418ha、

2000年361ha、2005年231ha、2010年223haと20年で農地は半減している。耕作

放棄地は32ha（非農家所有のものも含む）あるが、耕作放棄されるよりも、転

用可能な農地は転用され、表11によると、近年では年間約７haの農地が転用さ

れている。特に住宅向けの転用が進んでいる。

　そのような都市化圧力にさらされている地域において、農外からの新規参入

で、野菜を生産しているＭ氏がいる。Ｍ氏の場合は、約５年間農業生産法人で

働き、2010年に出身地である青梅市で就農した。

　　（１）Ｍ氏の新規就農と農地の取得

　2013年の調査時には33歳で、現在は1.3haの畑地を借りて１人で経営を行っ

ている。自営業を営む両親と同居しており、2013年末に結婚を予定している。

Ｍ氏の新規就農から現在にいたるまでは以下の通りである。
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　Ｍ氏は大学卒業後、２年間のアルバイトを経た後、就農を視野に入れて有限

会社Ｗファームに就職した。Ｗファームは有機農業に積極的で、Ｍ氏はそこで

得た経験をもとに、現在有機農業に取り組んでいる。この期間に、有機農業の

農法を学び、圃場面積あたりの収益目標の立て方や、１農場あたり社員２、３

人、パート５～８名の労働力をどう配分するか等、栽培技術と経営管理を学び

ながら、千葉県と北海道の農場で新規就農の資金を確保するために働いた。

　資金の目途がつきＷファームを退職した時、当初は高知県での就農を考えて

いたが、東京都農業会議の情報から出身地である青梅市でも就農が可能である

ことを知り、市内で借りられる農地を探した。現在借りている農地の一覧は表

12の通りである。2010年９月の30歳の時に、青梅市内で漬け物加工・販売を行っ

ている所有者からまずは利用権を結ばない形で農振農用地区域内の①の農地を

借り、就農した。①の栽培管理が認められ、同じ所有者と別の農地②を利用権

設定し、その後、借入面積を増やして現在にいたる。①～④、⑦の農地は、今

井地区という青梅市の東部で埼玉県入間市に隣接する地区にあり、なだらかな

丘陵地帯で他の農家も野菜や茶、花木などを栽培している地域で、農地は区画

整理されており使いやすいことから、今後離農者が出る場合には積極的に借り

にいきたいと考えている。⑤と⑥は南にある瑞穂町との境に位置しており、今

井地区からは車で10分ほど離れている。いずれも地代は発生していないが、所

有者１人当たり約2,500円分の菓子折や野菜等を年２回の頻度で贈っている。

　土作りは市内の養鶏業者から鶏糞を肥料として購入し、ソルゴーなど緑肥作

物を植えることで有機農業のできる環境を作っている。

　農地リフレッシュ再生事業で復旧した農地は、②と⑥である。②は所有者が

花木用にハナミズキを植えていたが、管理は全くされておらず、実質的には耕
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作放棄状態だった（このような農地は今井地区で散見される）。所有者がユン

ボを持っていたため、所有者が自ら抜根作業を行ってしまい、抜根・整地等に

かかった費用は12aで約30万円と格安で済んだため、主な費用は抜根した樹木

を処理場で処分する際に発生したものであった。この経費の５割が補助され、

自己負担は約15万円だった。ただし、長期間土作りがされていなかったため、

トウモロコシを作ってみたが満足にはできず、緑肥作物を植えて土作りしてい

る。

　⑥については、立川市にある植木業者の所有であるが、植木用の赤土が積ま

れていた状態で借りることになった。そのため農地リフレッシュ再生事業を導

入し、赤土の運び出しと整地を行った。復旧作業は業者に委託したため、かかっ

た費用は30aで130万円と、②に比べて高額になっている。今後の作付計画は、

⑥は今井地区と比べて平坦地で面積も大きいため、ビニールハウスを建てて、

施設園芸を導入したいと考えている。

　他の農地については、すぐに耕作出来る状態で借りることができ、Ｍ氏の場

合は就農して２年のうちに、通作距離が近く、しかも地代が発生しない農地を

確保できたことになる。これには二つの理由が考えられる。第一に、Ｍ氏が地

元の青梅市出身だったということである。これにより所有者の信用を得やすく、

農地貸借が容易となった。第二に、就農時に事業を使って耕作放棄地を解消し

たことで、所有者や周囲の農業者に対して農地の復旧や貸借に積極的であると

いう姿勢を見せることが出来た点である。最初に復旧した②の農地は、今井地

区の中でも住宅地に近い場所に位置していたため、人の目に触れやすかったこ

とも効果的に働いたと考えられる。

　　（２）販売先と今後の展望

　出荷先は、瑞穂町に本社がある西多摩地域に13店舗を持つスーパーと、ら

でぃっしゅぼーや、そしてＮファーム時代の代表が立ち上げた有機農業コンサ

ルタント会社の仲介で飲食店や消費者に出荷している。

　2012年は、販売額300万円の目標を立て、それは達成することができた。し

かし2013年は600万円の目標を立てたが、11月時点で今年は達成できないだろ

うと見込んでいる。将来的な目標は、経営耕地面積を３haまで広げ、その半分

は輪作で緑肥作物などを取り入れながら土作りを行い、1.5haで野菜等を生産
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したいと考えている。10aあたり100万円の販売額を目指し、2,000万円の売上

を目指している。

　現在のＭ氏の課題は、売り先の確保と志を同じとする生産者グループの構築

である。Ｍ氏は自らの経営発展のために、この二点は一体のことだと考えてい

る。これまで、日本各地では農産物の生産者グループと消費者グループが、安

全・安心な農産物や交流を求めて産直に取り組み、現在もその取り組みは連綿

と続いている。そういった動きの中で、産直の関係を築ける実需先に営業を行

うためにも、質的・量的に販売品目を確保する必要があり、そのためには「生

産者仲間」を作ることが不可欠であると考えている。そのため、近隣でフォロ

アー（Ｍ氏に続いて有機農業に取り組もうとするような）の若手農業者が生ま

れれば良いと考えているし、現在、高知県や青森県に同世代の農業者がいるた

め、彼らが生産する商品を自分の持つ販路で一緒に販売することが出来れば良

いとも考えている。

　　（３）小括

　最後に新規就農の場としての視点から、青梅市の農業を見てみたい。新規就

農については、青梅市は人・農地プランを作成しておらず（2013年11月時点）、

Ｍ氏は青年就農給付金の対象とはなっていない。これは八丈町や町田市とは対

照的である。農地市場を考えると、2010年の青梅市の経営耕地面積223ha、耕

作放棄地32haと農地も限られているため、いたずらに新規就農者が増えれば良

い、というわけではない。自立した経営として地域に定着しなければいけない

ことを考えると、規模拡大余地の有無は、東京という限られた農地しかない地

域では無視できない問題である。

　４）結論

　本稿では、東京都における耕作放棄地解消事業の取り組みと、新規就農者育

成プログラムを通じた新規参入の現状を、限られた事例ではあるが明らかにし

た。事例からは、各地域とも地域が抱く目的を反映した新規就農者の育成や受

け入れを行っており、現在乗り越えられている課題と、今後解消しなければな

らない課題が異なっている。

　八丈町では、多くはアシタバによって耕作放棄地解消が進んできたが、まだ
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広く耕作放棄地は残っている。耕作放棄地を多く解消する担い手としては、八

丈町が重点的に育成したい施設園芸の新規参入者とともに、アシタバの生産者、

新規参入者の貢献は大きく、今後も期待される。

　町田市では農地利用集積化事業と耕作放棄地解消事業を組み合わせ、新規就

農者が農地を借地しやすい仕組みになっていた。しかし、すでに就農した者に

とっては経営耕地を今後確保できるのかという点が大きな課題となっていた。

　青梅市では、市内で唯一の新規就農者が早い段階で農地を集めていた。自治

体の支援は少ないが、同時に他の競争相手もいないため、現在は農地の心配を

する必要はなく、今は販路や生産者の仲間作りが課題となっている。

　以上、入り口は耕作放棄地解消や新規就農といっても、その地域の様々な状

況によって、次に課題としなければならないものが大きく異なっていることが

わかった。

　結論としては、耕作放棄地解消事業は農外からの新規参入者や、後継者の独

立による経営創出のきっかけとして評価できる。しかし、実現可能な経営成長

プロセスはそれぞれの地域で異なるため、自治体がどれだけ全体の仕組みと農

家の意向をコントロールできるかが重要である。

　

４．今後の検討課題

　2014年度から農地中間管理機構が各都道府県に設置されている。町田市では

似たような機能である農地バンクの設置によって農地貸借が広がったが、農地

の貸借は農業者の営農状況によって優先順位がつけられていた。農地中間管理

機構では農地利用配分計画、貸付先決定ルールに基づいて農地が配分されるこ

とになっており、どのように運用されるかについて、これまでの農地あっせん

との違いに注目していく必要がある。

５．論文作成計画と今後の調査研究結果の活用方針等

　2014年３月30日に、2014年度日本農業経済学会にて、本研究助成事業を受け

て調査した結果を踏まえて、「耕作放棄地解消対策の意義と限界―東京都八丈
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町を対象として―」というタイトルで口頭報告を行い、2014年度日本農業経済

学会論文集に掲載が決定している。

　また、調査した内容は学位論文の構成に組み入れる予定である。

注

１）新規就農者は、農家世帯員で自家農業に従事する「新規自営農業就農者」（うち就農前

の状態が学生の者を「新規学卒就農者」、勤務が主の者を「離職就農者」に区分）と、

先進農家や農業法人等に新たに雇用されて従事する「新規雇用就農者」、新たに経営を

開始する「新規参入者」に区分・カウントされている。

２）江川（2003）は、実態調査に基づいて創業支援の類型化（「公的支援活用型」、「民間支

援活用型」、「農協支援活用型」、「独自型」）を行っている。

３）「平成22年度新規就農者(新規参入者) の就農実態に関する調査結果」による。

４）青梅市の調査対象者数は八丈町・町田市の調査対象者よりも少ないが、新規参入と農

地リフレッシュ再生事業による耕作放棄地解消の双方に取り組んだ事例の一つとして

取り上げたい。

５）古い資料であるが、八丈町で主に生産される作物の収益見込みは附表のようになって

いる。

６）町田市記者報道資料（2012年４月11日）東京都新規就農読本平成24年度第２版より。
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