
「農業法人設立検討に係る農家意向調査」 

集 計 結 果 に つ い て（報告） 

◇ 意向調査の目的 
本村農業の振興・維持・発展に寄与することを目的とした農業法人の

設立について、湯川村農業法人設立検討委員会を開催しながら検討する

ための基礎資料とするべく、村内農家 421 名の方（営農計画書提出依頼

者）への意向調査を実施した。 

・意向調査実施期間等：H29.2.13 配付→H29.2.28 提出分まで 

・回答者数及び回答率：回答(提出)者 255 名・回答率 60.57％ 

◇ 集計結果の概要 

≪調査１≫  

現在の水田面積・作業受委託等の状況について 

・作業面積計①（自己実施平均）：48,114 a 

・作業面積計②（受託実施平均）：16,322 a 

・作業面積計③（委託実施平均）： 8,101 a 

作業面積計（全作業平均）   ：72,567 a（725.67 ha） 

≪調査２≫  

農業法人の設立について  

・「設立するべき」と回答した方：１９２名（72.59％） 

・「必 要 な い」 と回答した方： １１名（ 4.31％） 

・「その他」及び「未回答」の方： ５２名（20.39％） 

≪調査３≫  

農業法人が出来た場合、将来的に法人への委託等の可能性  

・「委託する意向あり」と回答した方：１５５名（60.78％） 
①「1～2 年後に全作業」と答えた方： 3,646a(うち中心経営体 21.60ha)

②「3～5 年後に全作業」と答えた方： 5,527a(うち中心経営体 20.12ha)

③「5 年後以降に全作業」と答えた方：22,377a(うち中心経営体 109.47ha)

（①～③累計：31,550a（うち中心的経営体 151.19ha）） 

・「委託する意向なし」と回答した方： ３１名（12.16％） 

・「 その他 」及び「 未回答 」の方： ６９名（27.06％） 
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① 意向調査依頼者数 421 うち認定農業者等の中心的経営
体数116名(団体)※27.5%

② 意向調査回答者数 255 うち認定農業者等の中心的経営
体数79名(団体)※31.5%

③ 回　答　率 60.57% うち認定農業者等の中心的経営
体数における割合68.1%

調査№ 設 問 内 容 調 査 結 果 備 考

調査１
①-1 【春作業】耕転-自己実施計 49,930 a (構成率86.37%） 
①-2 【春作業】耕転-受託実施計 5,638 a (構成率9.75%） 
①-3 【春作業】耕転-委託実施計 2,239 a (構成率3.87%） 

①耕転計 【春作業】耕転 計 57,807 a ※うち中心的経営体分35,259a
①-4 【春作業】代掻-自己実施計 50,587 a (構成率84.97%） 
①-5 【春作業】代掻-受託実施計 6,324 a (構成率10.62%） 
①-6 【春作業】代掻-委託実施計 2,627 a (構成率4.41%） 

①代掻計 【春作業】代掻 計 59,538 a ※うち中心的経営体分36,855a

①-7 【春作業】田植-自己実施計 49,811 a (構成率83.41%） 
①-8 【春作業】田植-受託実施計 6,259 a (構成率10.48%） 
①-9 【春作業】田植-委託実施計 3,646 a (構成率6.11%） 

①田植計 【春作業】田植 計 59,716 a ※うち中心的経営体分36,702a

【春作業】全自己実施平均 50,109 a ※うち中心的経営体分30,591a

【春作業】全受託実施平均 6,074 a ※うち中心的経営体分5,284a

【春作業】全委託実施平均 2,837 a

【春作業】上記合計 59,020 a ※うち中心的経営体分36,272a

②-1 【秋作業】刈取-自己実施計 42,546 a (構成率69.45%） 
②-2 【秋作業】刈取-受託実施計 8,363 a (構成率13.65%） 
②-3 【秋作業】刈取-委託実施計 10,350 a (構成率16.90%） 

②刈取計 【秋作業】刈取 計 61,259 a ※うち中心的経営体分38,577a
②-4 【秋作業】乾燥-自己実施計 49,811 a (構成率83.41%） 
②-5 【秋作業】乾燥-受託実施計 6,259 a (構成率10.48%） 
②-6 【秋作業】乾燥-委託実施計 3,646 a (構成率6.11%） 

②乾燥計 【秋作業】乾燥 計 59,716 a ※うち中心的経営体分34,854a

【秋作業】全自己実施平均 46,179 a ※うち中心的経営体分24,175a

【秋作業】全受託実施平均 7,311 a ※うち中心的経営体分5,375a

【秋作業】全委託実施平均 6,998 a
【秋作業】上記合計 60,488 a ※うち中心的経営体分36,715a

③-1 【利用権設定】全受託計 4,381 a (構成率77.64%） 
③-2 【利用権設定】全委託計 1,262 a (構成率22.36%） 
③計 【利用権設定】受委託計 5,643 a ※うち中心的経営体分3,763a
④-1 【利用権なし】全受託計 2,211 a (構成率81.47%） 
④-2 【利用権なし】全委託計 503 a (構成率18.53%） 
④計 【利用権なし】受委託計 2,714 a ※うち中心的経営体分1,706a

【全作業】受託実施計 6,592 a ※うち中心的経営体分5,469a

【全作業】委託実施計 1,765 a
【全作業】上記合計 8,357 a ※うち中心的経営体分5,469a

合計① 作業面積計(自己実施平均) 48,144 a (構成率66.34%） 
合計② 作業面積計(受託実施平均) 16,322 a (構成率22.49%） 
合計③ 作業面積計(委託実施平均) 8,101 a (構成率11.16%） 
全合計 作業面積計（平均） 72,567 a ※うち中心的経営体分42,463a

農業法人設立検討に係る農家意向調査（最終確定版）
※平成29年2月13日付けで村内農業者（営農計画書提出依頼者）421名へ依頼。

現在の営農状況について

①合計
(平均)

②合計
(平均)

③④
合計
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調査№ 設 問 内 容 調 査 結 果 備 考

調査２
(構成率75.29%） 

※うち中心的経営体回答者65名32.3%

(構成率4.31%） 

※うち中心的経営体回答者３名27.3%

(構成率7.84%） 

※うち中心的経営体回答者７名35.0%

２-④ 未回答 32 (構成率12.55%）

回　答　計 255

調査３
(構成率60.78%） 

※うち中心的経営体回答者43名27.7%

(構成率12.16%） 

※うち中心的経営体回答者16名51.6%

(構成率12.55%） 

※うち中心的経営体回答14名43.7%

３-④ 未回答 37 (構成率14.51%）

回　答　計 255

３-①-1 【1～2年後】春作業分のみ 0 a

３-①-2 【1～2年後】秋作業分のみ 126 a 1.26ha

３-①-3 【1～2年後】全作業 3,646 a 36.46ha(うち中心経営21.60ha)

３-①-4 【3～5年後】春作業分のみ 0 a

３-①-5 【3～5年後】秋作業分のみ 596 a 5.96ha(1～5年後累計7.2ha)

３-①-6 【3～5年後】全作業 5,527 a 55.27ha(1～5年後累計91.73ha)
(うち中心経営20.12累計41.72)

３-①-7 【5年後以降】春作業分のみ 475 a 4.8ha

３-①-8 【5年後以降】秋作業分のみ 1,391 a 13.91ha(うち中心経営10.16ha)

３-①-9 【5年後以降】全作業 22,377 a 223.77ha(うち中心経営109.47ha)

３-①計1 「春作業分のみ」累計 475 a 4.75ha(うち中心経営0ha)

３-①計2 「秋作業分のみ」累計 2,113 a 21.13ha(うち中心経営10.16ha)

３-①計3 全　作　業　累　計 31,550 a 315.50ha(うち中心経営151.19ha)

農業法人の設立について

２-① 設立するべき 192

155

３-② 委託する意向がない 31

２-② 必要ない 11

２-③ その他 20

３-③ その他 32

３-①委託する意向があるの回答（155名）の面積内訳

将来的な農業法人への委託等の可能性について

３-① 委託する意向がある
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２-②「必要ない」に対する意見等 ２-③「その他」に対する意見等

色々大変だから 内容が分からないので判断のしようがない。

農業への参入は自由であるべき。個人・民間で充分対応可
能。現行は一経営体が小さすぎ、かつ多すぎる。

設立の必要性は感じるが、農家の意見を十分聞きながら時
間をかけて議論し、農家の一体感を醸成していくことが大
切で、設立までのプロセスが大事だと思う。

共有コンバインで対応している。 当面は自分でやる。

田の面積も少ないので自己保全管理でお願いしている。 今は判断できない。

今の所健康なのでこのまま続けたい。 内容が良くわからない。「目的」がおかしのでは？

今の所自分でできる。 今現在ではわからない。
特に考えていない。
担い手の現状人数と、数年後の担い手数の把握が必要。米
価の動向で必要になると思う。

必要だとは思うが収入・自由がなくなるので不安。

今は担い手に農地の集積がなされていて、不耕作が発生し
ていない。

誰がどのように行っていくのか。

３-②「委託する意向なし」に対する意見等 ３-③「その他」に対する意見等

自分でできる。 現在の受託作業者（耕作者）との協議による。

出来る限り自分で作業したい。 将来の経営を考えた時の選択肢が増える。

農機具が壊れない限り続けていく予定。その後はまだ
未定。

現状、自己実施で作業をしているが、近い将来加齢及
び身体的事情により委託希望。

全面積を野菜作りに転換中。 10年位は自分でやりたい。

後継者がいる。 今の段階では判断できない。

現段階では何ともいえない。 数年後のことは不明。

10年後位で考えたい。
現時点で個人的には切実な問題とは捉えていないが、
総括的にみると受け皿としても必要と考える。

現在のところ息子が継ぐ予定。
現段階では集落機能が生きており、協同で実施できて
いるが、今後は部分的委託も必要と考える。まず集落
維持に力を注ぐことが本地域では重要と考える。

種子組合で共同作業している。 検討中

自分でできるまでは委託は考えていない。 現在のところは考えていないが将来的には可能性あり。

地域の担い手農家に託す。 集落と湯川の法人で、と考えている。

生産組織に加入しているので今は考えられない。 あと4～5年は頑張りたい。その後考える。

自分で受託希望しているので。
現在のところ、後継者が退職したら農業をしたいとの
こと。受託と利用権設定の部分は未定。

後継者有り。共同作業を行っている。 当分無いが、10年20年先は分からない。

規模拡大をはかるため。
減反廃止後及びTPP参加後の米の価格で、個人経営が
出来なくなったら検討する。ただ、法人も採算が取れ
るのか不安。

現状はないが、将来的（10年後以降）には委託になる
と思う。

≪調査２≫農業法人の設立についてどう思いますか。

そ　の　他　意　見　等　一　覧

≪調査３≫将来的な農業法人への委託等の可能性について
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今後は定年退職者等の雇用も考えてほしい。

前回の意向調査では回答結果が文書回覧で発表されたが、個人名を公表する必要性は全く感じられないのに
個人情報を公示していたのが不快だった。

法人ができ、法人に農地の集積が集中しないか心配である。担い手に農地の集積がなされるように、法人は
最後の受皿になるような設立であってほしい。

農業公社早急に設立が大事である。

・現在の個別経営・集落営農組織等を含めた、湯川村の農業ビジョンを作成する必要がある。
・税金を投下する以上、村民が納得する組織である必要がある。
（例：高齢者や障害者、新規就農者の雇用研修の場となり得るもの。）
・ITを絡めた農業最先端技術の導入　等
・経営が成り立つことが最も重要。

5年後以降と記入したが、日々農業情勢が変化する中で、実際には、H30年以降作付けしてみてからでないと
分からない。

もっと具体的な説明がほしい。

自分が出来なくなれば委託せざるを得ないので、農業法人又は個人のどちらかには委託することになる。そ
れが何年後かは不明。

委託の可能性はあるが、自分が出来る限りは仕事をしたいので委託が何年後になるか分からないが、必要な
ことだと思う。

農業法人に委託しても、保有米は我が家の米としたい。

現在委託している人がダメになったら法人にお願いしたい。

自分が作業できるうちはやりたい。将来は委託するしかない。

現在育苗について購入しているが、各センターで供給できなくなる場合の事も検討しておくべきだと思う。

80歳まで頑張って育苗と田植をやり、その後は全面委託したい。

全作業等、利用権設定を考えている。

早急に設立してほしい。具現化が必要である。

設立後の動向を見て判断する。

集落内又は近いところで受託希望。

集落での方法を考えている。

10年後は全作業委託。
設立は必要と考えるが、集落維持・専業農家の育成などを図りながらじっくり議論していくことが重要と考
える。「ありき」ではなくいろいろな形態・やり方を調べ、決定するのが良いと考える。

村の農業（水田）が担い手、認定農業者で総てカバーできるとは考えられず、一体となって取り組んでいく
必要があると考える。

作業受委託だけではなく、利用権により農業経営の出来る農業法人の設立を検討してほしい。

現在、自己保全。利用権設定で委託分も合わせて今後の委託者検討必要。現委託者が高齢になってきている
為。

設立を急いでほしい。

田中集落営農が解散（又は脱退）した場合は委託の可能性あり。
受託者の得策とあわせて、農地委託者のメリットも分かりやすく明示してほしい。また、利用権設定がしや
すいように賃借料の標準化を図ってほしい。当事者間の決めによる現在、委託者側は頼むのが難しくなって
きているため。

現在、秋作業は共同作業（ライスセンター）
何年後かは分からないが、子供が農業を継ぐ予定が無いので、出来なくなったら全て委託予定。
集落によって水の入り具合で田植え等の日程が変わるが、都合に合わせてもらえるのか。料金も知りたい。
高齢のため。

≪調査４≫　そ　の　他　の　自　由　意　見
役場職員の頑張りに期待。
農業法人に委託した場合、現在個人に委託しているのと同程度の利益にできるのか？
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