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○ 関谷農政部長挨拶

関谷 有益費問題に関係のある先生方 と私ども農林水産省と全国農地保有合理化協会の少人数で

有益費算定方式について検討 していただきたく協会に事務局をお願いした。

前回(昭50～52構 造改善局長招集)の 「有益費問題に関す る研究会 」も含めて有益費問

題の経緯は次の通りである。

45年 農地法改正直後から問題 としてきたが特に50年 の農用地利用増進事業の発足によ

り賃貸借を増加させる場合,有 益費の処理が最大の重要事項だとする問題意識を学者,行政

当局ともに持ち,当 時,農 政課で有益費研究会をスタートさせたが途中で休止 した。その理

由は農地政策上有益費問題をは っきりさせ,算 定基準を作るべ きだという明確論が次のよう

な放任論 に制せられた形となったからである。即ち,行 政当局はこの問題に入りこまない方

がいい,離 作料を排除したのに有益費を大 っぴらにすれば新しい離作料問題を起す,賃 貸借

が進 まなくなる,と する考え方である。

役所 としては両論の中間的な措置を とった,つ まり利用増進計画や規程 の中に有益費に関

する項目を設けて村の中で自然発生的に処理実例や基準が生ずるように仕向ける,中 央から

は特に指導方針等は出さない,従 って当面は実態の動きをみるとい うようなこととされた。

しかし研究会は勉強の意味 もあ り進めることとし,こ の 「有益費問題に関する研究会におけ

る検討結果の暫定的とりまとめ 」を残 して今日に至 っている。

日本の有益費問題については,実 例の積み重ねを持 って指導方針を固めてい くとした場合.

長期的とな って放任スタイルとなるし,算 定方式は容易に決まらない。基準作 りが先か実例

が先か循環的な形 となるが,と にかく実態把握はもとより学問的理論的研究とか,外 国の小

作地割合の高いラテン系やヨーロッパの制度,実 例等についても勉強すべきと思 う。

次の土地制度問題は有益費問題なりとす る梶井先生を中心にして取 り組んで欲 しい。

なお,土 地改良制度研究会(昭55.管 理課)の 中間報告(昭56.3.同 専門:部会)で は有益

費算定基準は難 しくて作れない,そ こで公庫融資の残債務を地主が承継するという方式が最

も実際的なりとし,た だ有益費算定モデルを作る努力は続けるべ きとされている。この残債

務承継方式は一つの問題提起ではある。

私が当有益費算定方式研究会に一番望むことは,算 定方式に肉迫 して何かを作る,途 中で

何 となく消えて了 うことのないようにとい うことである。
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法律(土 地改良法)に よる事業のほか,転 作関係で生ずる客土,暗 渠排水等のような個人

的な非法律事業に関しても,ケ ースとしては後者の方が実務的には多いと思 うが,と にかく

農地制度の一番の中心問題たる有益費について算定基準を明確にして欲しい。

事務局一任で梶井教授を座長 に指名

梶井 利用増進事業の検討以来,農 地法20条 の適用関係から有益費問題がクロ―ズアップされ

ている,算 定方式を確立するところまで是非やってみたい。

1.研 究 会 事 業計 画 につ い て(資 料.No.1)

中江 当研 究 会 の趣 旨,発 足 の経 緯 等 に つい て は関谷 部長 のお 話 の通 りで あ る。 研究 会 の運 営 に

つ いて農 林水 産 省 の考 え方 を メモ に した のが この計画 書 で あ る,内 容 につ い てこ こで 皆 さん

に決 め て いた だ き たい。

スケ ジ ュ-ル として は一 応2ヶ 年,年4回 くらいを メ ドと し年 度末 に中間 報告 をす る。

ほか に現 地調 査,イ ギ リス,フ ランスの制 度 に関す る ヒヤ リ ング も行 いた い。

梶 井 討議 に入 る前 に私 の方 で論 点 整理 をす る こ とに な って い たが,本 日は,土 地 改 良制 度研 究

会 の中 間報告 と未墾 地 賃 貸借 調 査報 告 の説 明が 予定 され て居 り,論 点 とい え ば これ ら報 告 の

内 容 と も関 連 す るので そ のあ とに した い 。

ll,土 地改 良制 度研 究 会 の 中間報 告 につ い て(資 料No.2)

浜田(管 理課)55年 の土地改良制度研究会のテーマとして,農 用地利用増進法の制定(昭55.

5.公布)に より新たな構造政策が展開されることとなったが,こ れに伴い土地改良制度面か

ら利用増進事業の促進にどのように対応すべきか とい うことが とりあげられた。この中間報

告は梶井,稲 本両先生にもご参加をいただき,専 門部会で検討 されたものである。

この報告で本 日の研究会と直接関係のあるのは資料No62のⅢ の2,有 益費の取扱いであり,

以下これを説明する。

先ず前提 として,利 用権設定農地について土地改良事業が どのように行われているかその

現況をみてみたい。専門部会の現地調査(石 川,福 井,愛 知,三 重県下の7地 区)を 中心に

管理課の運用実態調査で補足 してとりまとめた(こ の調査は事例に限定があること,水 田の

ほ場整備事業が対象 となったこと等の制約がある)。
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1.事 業 参 加

(1)貸 手参加が特徴であること。その理由は,

① 貸手側の農地保有の防衛意識

② 請負耕作時に所有者参加であったことの踏襲

③ 借手 も地区内に自作地を持っているから事業について借手の発言権が制限されて困ると

い うことはない

(2)貸 手が積極的 に参加する根拠 としては,ほ 場整備事業は貸手側(兼 業農家,貸 手志向)に

とっても次のような利益があり,借 手側(中 核農家,規 模拡大志向)と の対立がな く共通の

利益をもった事業 という認識で進められている点にある。

① 貸手志向農家吟 安定兼業への傾斜がほ場整備によつて容易になる

② ほ場整備 が行われていない土地は借手がつかない

③ 農用地 の利用及び資産 としての価値が増加する

このような共通利益のあるほ場整備が利用権集積への一つの大きな契機となつている。

2.費 用 負 担

(1)共 通利益の認識が伏線となって次のような形で負担の分担がみられる。

① 小作料の増額

② 償還金(事 業費負担金)の 一部 を借手が負担

③ 労働節約効果 に対する負担の一部 を借手の方で持つ

(2)し かし,返 還 させづらくなるのではないかという貸手意識のほか,次 のような事情から貸

手参加,貸 手負担が大半を占めている。

① 地代水準が高 くなっているのでこれ以上上げられない

② 借手市場故,地 代増 或いは負担の請求ができない、負担させると土地を返 して貰えない

(55年 費用負担合理化調査,管 理課,ア ンケ-ト)

8,有 益 費

(1)借 手参加の場合の有益費意識

個人的又は数人共同施行による客土,暗 渠,の 場合,借 手意識としては長く借 りたい,経

営拡大したいこともあって有益費問題は出しづらい。

(2)有 益費の2事 例
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① 豊田市,農 業生産法人

暗渠,耐 用年数5年,有 益費は現存価額,と い う契約。

② 小松市,大 規模農家

客土,公 庫償還15年,土 地返還 には残債務を地主に引 き継いで貰 う,直 接的には有益

費ではな く残債務承継である。

(3)有 益費算定モデルの必要性

現況は貸手参加が多いが,今 後借手参加 も予想されるので,両 者の話 し合いがスムースに

いけるような有益費の算定モデルが重要になる。

単に借手の投資回収の保障 とい うことだけでなく貸手の方も請求される有益費の目安が立

つので借手参加の事業に賛成 して貰えるということにもな る。

(4)算 定モデルの困難性

対立な く,す んなり受け入れられるような形のものを示すのは困難と思われる。例えば次

のような問題を含む。

① 増価額を売買価格でみる場合

ア 実例のとり方

事業効果は各種事業の積み重ねによる総合的効果であり,一 工程(客 土等)だ けの実

例は難しい。。

イ 実 例 価 格

非農的要素を多分に含んでいる。

② 増価額を農業収益価格でみる場合

ア 小作料の資本還元

個 々の小作 料の実態はそれぞれの事情によつて決まっていて,必 ず しも収益性を正確

に反映 していない。

イ 農業収益の資本還元

収益は経営規模によって異る,小 規模の貸手 と大規模の借手 とでは収益のとらえ方が

違 って くる。

③ 増価額を事業投資額でみる場合

ア 費用価方式

減価償却の期間に問題がある。

暗渠排水の例
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計画部の経済効果測定では耐用年数30年,税 法上の耐用年数は10～15年

4.残 債務承継方式

有益費算定モデルを今直ちに示すことは,以 上のような困難性に加えて利用増進事業の妨げ

となる客観情勢もあるので更に要検討とい うこととされた。ただ有益費問題の一環 として,負

担金(通 常は公庫債務)の 残債務承継方式を小作地返還時の措置 として研究会でとりあげた。

(1)残 債務承継方式の利点

土地改良事業には公庫債務(土 地改良資金)の あるのが一般であ り,改 良区の運営上も小

作地返還を受けた地主がその債務を承継 していくやり方が現実に行われているし,関 係当事

者 も事情 をよく承知 して居 り,な じみ易 く,現 実的で分 り易い。現地では借手が決済する例

はな く,関 係当事者の話し合いで貸手が債務引受をしているのが一般 的である。

(2)残 債務承継方式の問題点

① 残債務承継は,有 益費処理そのものではないにしても,一 つの費用価方式の変形として

捉え得 るなら,そ れな りに評価できるが費用価方式における問題点として,公 庫の償還

期間(25年 内)よ りも投資効果の存続期間が遙かに長いものについては妥当性が薄 く

なる。

② 効果の不発や不充分,技 術進歩で陳腐化等のリスクを地主が負 う。従って,こ の方式は

当事者の理解と合意が前提となるわけであり,本 来の有益費算定方式 と併せて今後 とも

検討を要する。

(注)小作地返還 と負担金債務の承継

1,土 地改良法(法42条,113条)
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賃借権の消滅は①の権 利承継(相 続,売 買等のように法や合意に基 く権利の

移動)で はないので②の資格交替がなければ③の決済 となる。

2.実 態

事業費の負担関係については,上 記1一 ②の資格交替もなく③の決済もせず,結

果的には①の権利承継または②の資格交替と同様と在るよう関係者(債 権者 貸手,

借手等)の 話し合いにより貸手が債務引受をしている。

3.残 債務承継方式における負担金と有益費の関連

上記2に ついては,そ の態様から,有 益費処理の1形 態でもあるとし 「残債務承

継方式」と呼んでいるが,こ れは,小 作人の事業参加に係る小作地が解約等により

返還 される場合において,本 来左ら小作人が負担すべき土地改良法42条の決済金

(土 地改良区と組合員との間における負担金等の決済,通 常は残債務)を 地主が代

って支払 うというわけであるから,次 の前提のもとに,こ れを 「有益費」の償還 とし

て理解しようとするものである。

前提……⑦増価額(効 果)は 費用価(投 資額=負 担金)と する,④ その現存価額

は減価償却による,⑰ 小作人の既耕作受益は納入済負担金に見合う効果を償却済と

する,㊤ 償還期間(公 庫等)と 償却期間(耐 用年数)は 略同じとし,そ の開始も同

時とする。

 なお,有 益費に係る問題としての増価額の評価,物 価変動.耐 用年数 対

象範囲,小 作条件(賃 料,期 間),補 助金,同 意の扱い等の問題は別にあり

残債務承継方式にこれら問題点からの調整や補完を加えて関係者の同意に係

わらしめれば有益費問題対処の現実的な1つ の便法となる。 ノ

石井 利用権設定農用地の土地改良投資は殆んどが貸主だというのは,最 近の賃貸借に限定して

の話か。

浜田然り 。

玉井 この調査は,土 地改良区に聞 いた感覚的なものなのか,地 主,小 作人個 々に聞いたものな

のか。

浜田 市町村・土地改良区・農協等 の役職員と,集 まった農家は,中 核農家(借 手)が 中心。

54年 の管理課調査は,市 町村と集まった農家はやは り中核農家が主 。
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関谷　改良区等の役員的な人から聞いた全体の傾向である。個々の貸借を個 別に調べた場合,も

う少し違 うのではないかとい うご意見か 。

玉井　理事さんは感 じでものをいうきらいがある。古い小作地 と新 しい小作地でも違ってくるの

ではないか。

浜田　違 って くると思 う,古 い小作地についても農地法による小作地 との対比の項で触れている

が,割 合に地主参加が多い。今,管 理課 でやっている費用負担合理化調査では半々ぐらいに

なっている。

田代　豊田市 と小松市の有益費2例 は大規模農家で地域において突出している故 に問題にな

ったと受け取 った。極 く普通の農家について有益費の具体的問題例はないか。

特殊な突出した大規模農家にしてはじめて有益費を問題 になし得 ると理解 してよいか。

浜田 この調査では2例 しかない。

借手農家 としてはほ場整備済 、その他条件の整ったところを借りたい志向が強いという感

じである。

この2例 は借手が転作 のために客土,暗 渠を必要 とすることから行 ったものであり,小

規模農家にはそこまではやらないとい う感じを受ける。

関谷　残債務承継は公庫が土地改良資金の貸付に当って生 じて来た問題である。

利用増進事業の短期賃貸借による借手が事業参加する場合,貸 手が残債務を承継すれば

15年 賦 の土地改良資金を融資 してもよいとし,そ の結果として有益費問題の1つ の処理事

例 ともいえるが有益費のためにやったわけではない。

ただ,今 後 こうい うや り方が相当増 えてくるが予想されるとすれば,今 後の有益費につい

ては残債務承継方式もみなければならない,現 実には出てくるらしいからである。

石井　償還金の承継は一般的に今でもある,自 作地の売買の場合,小 作地の場合についてもある。

関谷　ただ小作地返還の場合には従来の処理にはないのではないか。

石井　小作地の場合にないとはいい切れない。実例 もある。

浜田　土地改良区の例としては,個 人間は別 として改良区 と借手間の決済でなく貸手の債務承

継が―般 的である。

関谷　土地改良区との間はそ うだ として貸手,借 手の個人間の関係はどうなつているか。

浜田　それは小作料 との関係等いろいろあると思 う。

石井　新しい組合員がそれを引き継 ぐのではないのか。

浜田　然り,改 良区との関係では引き継 ぐ。
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石井　売主 と買主,小 作地返還の場合の前地主と耕作者 となった地主等の関係では負担金の残債

額を地価で操作するといったようなことはしば しばある。

関谷　土地改良法では小作地返還(賃 借権の消滅)の 場合,権 利義務の承継は働かないと聞いて

いるが,今 の話と違 うのではないか,従 来の扱い方を変えるという話か。

浜田　法津上は清算する(決 済)と いうことであるが,話 し合いがつけば事実上承継(債 務引受)

としているということである。

玉井　残債務承継 とい うのは,合 意解約を前提 としたものであって,一 方的解約であれば この承

継方式は適用できず決済 とい うことになろう。古い小作地は一方的土地取 り上げは難 しく,

多 くは合意解約で行なわれるから,残 債務承継方式を適用 し得る余地はある。

この方式は,権 利が消滅(解 約)す る前に資格交替の手続をとるべきところ,現 実には手

続なしに交替 したものとして,実 務処理だけが進められているということではないだろうか。

今の土地改良事業は地主参加の率が高いというが,正 規に農業委員会の承認手続を経てい

るのは少ないのではないか。

Ⅲ.「有益費 問題 に関す る研究 会 」におけ る暫定的 と りま とめ に

つ いて 一昭和53年3月(資 料No.3)

石井5年 前の研究会が どうい うものであったかを説明したい。

本題に入る前に,現 在の村について感 じることについて述べておきたい。

賃貸借の期間は短い方がよい、小作料は高い程よい,と い うような行政指導の中で有益費

が果して問題 として成 り立つ,かどうかという疑問である。その前に解決すべき問題があるの

ではなかろうかとい う感じである。今回の研究会の課題が有益費算定に限定するということ

のようであるが,最 終的には期間賃料にも係る問題として考えるべきではなかろ うかと思う
。

前回研究会発足の経緯

50年 農振法改正時に離作料が賃貸借の新しい設定の妨げになつている
,ま た,利 用増進

事業としての賃貸借には離作料は元来発生 し得ない筈とされ,一 方 では農業 の生産力増 進

のためには,耕 作者の土地改良投資を進める必要がある。

そこで利用増進事業の指導としては,規 程の試案 として有益費に関する事項が盛 り込 ま

れ・有益費について当事者協議不調の場合農業委員 会が仲に入ることとされた。農業委員
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会がどのような世話をするのか,そ れを研究会で検討 しよう,ということで,当 時あった「賃

貸借問題研究会 」の分科会 として 「有益費問題小研究会 」が発足 した。

また,こ の有益費に関して当初は通達にするという考え方 もあったが(当 時の関谷課長 も

そうい う考えでなかったか),一 部の人々(東 畑四郎さんも有力な1人)か ら通達を出すべ

きではない,賃 貸借促進を阻むことになる,と いった声も先生方や役所の中にもあった。通

達は勿論,研 究会自体無意味であるとい う否定論 もあった。

研究会の事務当局としてはそのような意見を調整 しつつ,謂 わば苦 しい研究会をせざるを

得なかった。

農地法19条 の排除によって期間満了になれば賃貸借は自動的に消滅する以上,離 作料が

発生する余地はないといわれているが,19条 がどうあろうと小作人の不法占拠であっても,

地主がそれを明渡 させようとすれば立退料が必要となる。このような離作料は有益費とは別

にあり得るし,改 良投資の回収たる有益費との関係はどうなのか,と いうことが先ず問題に

なったりもしたが,と にか く内容 としては,有 益費の範囲,概 念,合 扇 減価償却,算 定方

法等,諸 々の問題点を詰めていった。その結果を中間的暫定的まとめとして整理 したのが,

このとりまとめである。

関谷 資料No3の 第三の2の(4)の 算定方法が適当であるとい うのが有力説か。

石井 一応そ ういえると思 う。

関谷 ここの くだりが全体の結論ない し将来の希望方向が出ているという感じである。そのあと

に,そ うい う方法で合意を誘導 し慣行ができるとしてある点で(4)が有力説 と思 う。 ここにど

のくらいウエイ トが置かれたか。

石井 算定方式 としては第三の2の(1)～(4)まで議論されているが,最 後の段階で問題 にな ったの

は補助金である。

経営への投資か,土 地へのものか,結 果的には,事 業効果 のうち補助金相当分は結局地主

に帰す(補 助残相当分は有益費として償還するにしても)の ではないか,そ れでいいのか,

といったことが問題にな り結論的には一応それでやむを得ないということだった。

地価の増加額については,売 買価格評価は簡単に斤けられた。

残債務承継方式は当時も意識 されていた,資 料No3の 第四のアにある。

昔の小作慣行でも鍬下年季は有益費償還 と振替の形が多い。開墾の場合,暫 らく賃料免除

の例が普通だったのではないかとい うことも考えにはあった。

小作 料減免 と残債務承継 とは有益費問題の中の一項 目であろ う。
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算 定 に当 って の数 字 の面 は可成 り意 識 してい た ので,経 済 効果 の見方,固 定資 産 評価,地

価 評 価,小 作 料 水準,資 本 還 元 の利 率,残 存 価格,償 還 期 間,償 却 期 間等 の数 字 や 資料 は整

理 した。

吉 國 第 三 の3の 表 現 か らみ れば,利 用 増 進事 業 で は集 団的 関与 で話 し合 い でや って い くん だか

らこの辺 で や って い くの が現実 的 で あ る とい うサゼ ッシ ョンを した と解 して よいか 。

石井 サ ゼ ッシ ョンを要求 されれ ば こ うだ とい うこ との 案 を作 って,そ れ を農政 課 に置 い て お こ

う,と い う辺 りが 当 時 の 農政課 の雰 囲 気 の公約 数 で あ った 。

梶 井 私 の記 憶 に よる と,費 した金 額 とい うの も,地 価 で とい うの も,改 良 に よ る増 価額 とい う

答 には簡 単 には な らぬ,残 る と ころは この(4)で しか な い。

しか し(4)で や るに して も具 体 的 に基 礎 価 格を算 定 して これ を ど う適 用 してい くか
,ど う

い う数 字 を使 うか等 まだ しな けれ ばな らない 問題 が い ろ い ろあ る と思 う
。

も う一 つは,具 体例 や有 益費 の 中身 とい うものの一 般 的 事 例が な い。

石 井 労 働 の評価,堆 厩 肥 の費用 等 につ い ては っきり しな か った,そ れ と第一 の2の(1)のB(温

室,索 道,畜 舎,果 樹 等)は 果 して有益 費 の問題 とな るのか ど うか,十 分 に詰 め られな か っ

た。

梶 井 最 少 限 必要 な ことは投 資 した価 値 を いか に拾 って い くか,そ の価 値 の 回収 を いか に す るか

とい う点 が ポイ ン トで あ り,増 価額 につ い ては投 資 の残 存価 値 が い か に残 ってい るか,が 中

心 だ,と い う議論 だ った と思 う。

石井 稲 本 先 生 は,同 意 を前 提 に して償 却 あ り,物 価 変 動 あ り,と い うこ とと,も う1つ 何 か を

強 調 さ れて お られ た と記 憶 してい る。

稲本 これ に は,法 文 と して は民法 の196条,608条 しか な い と書 い て ある けれ ど も,実 は そ の

前 に703条 が あ る。 不 当利 得 の返 還 請求 の問題 で あ る。 これ は既存 の法 律 関係 が な い ところ

で も成立 す る。 コモ ン ・ロ ーで は カバ ーで きない,公 平 を 旨 と して出 て きた もので あ る
。

7°3条:「 他 人 ノ財 産又 一労 務 二困 リ利益 ヲ得 タ 」とい うことが1つ の要 件 で あ る
。 そ の

こ とに よって他人 に損失 を生 じた とい うこ とが も う1つ の要 件 で あ る
。更 に2つ の 間 に因果

関係 が あ る こ と。

簡 単 に い うと,他 人 の財 産 又 は労 務 に よ って利 益 を 受 け そ のた め に他 人 に損失 が あ った場

合 に受 益 者 は損 失 者 に対 して償還 せ よ とい うこ とで,そ うでな け れ ば不 公 平 にな って
,す べ

て の法 律 関係 を成 り立 た しめ るべ き基 礎 が 崩 れ て了 う
。 従 って そ こか ら196条 が 出て くる。

要 す るに誰 が ど うい う権 限 で 占有 してい るかを 問 わず,契 約 の有 無 にか か わ らず
,占 有者
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が有益費を投下した場合には増価及び残存利益の範囲で,費 用か増価額かを選択 して返せと

いう仕組みになっている。なお,償 還には期限の利益を付すことができる,と い うことは抗

弁権を否定 しているのである。 さらに608条 では裁判所に期限の許与を請求することができ

ること,有 益費の償還請求の時期は契約の終了時であることとなっている。この608条,

196条 以前に不当利得の考え方があるとい うことを最初に強く認識しておいた方が よい。

そこで考 えるべき重要事項が3つ ある。第1は 利用の期間,第2は 改良への同意,第3は

償却の問題である。

利用 の期間:利 用増進は短期であること。

改良への同意:改 良すること,即 ち農業生産そのものを振興することの問題であるから地

主の同意を常に必要 とするのはおかしい。 しかし,同 意不要の改良のすべてについて有益費

償還を認めるとい うわけにもいかない。同意が合理的な範囲内で行われるならその改良が有

益なものか否かの判定基準になる。従 って一定のル-ル を前提にした地主の同意なら意義 く

ある。イギリス,フ ランスの制度がその好例であろう。

償却 の問題:こ れは個人の意思でなく,客 観的に決 まる経済学的な問題である。

他人の損失において受益 したかどうか,こ れに係る損失 とみるべきかどうかを考えるとき

償却の問題は当然入れて考えていい,且 つ客観的に社会的に計算できるものだとすればなお

宣 しい 。

あと,判 定可能なものでなければならない等いろいろある。石井 さんのいわれた範囲でい

えば未償却の部分に限定されるという点はこの制度全体の基本的な要素であろ う。

かっての研究会でやったことを要約すると,大 体こういうことである。

肌 「未墾地賃貸 借事例調査 」におけ る有益費 関係 について

(資 料No.4)

田代 詳 しくは全国農地保有合理化協会からの報告書(「 未墾地賃貸借事業事例調査報告書 」

53年 ～55年 度)を 参照されたい。

この調査は吉田先生(新 潟大法学部)と 私 どもが中心となって行 った。そ うい う皆さん

の研究結果を踏 まえて私なりにまとめたことをお話 しする。

なお,こ こでの話は農地保有合理化促進事業による未墾地の賃貸借ということに一応限
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定 した い 。

この研究での問題事項

1.利 用増進事業と合理化事業による未墾地賃貸借との相似点と相異点

(1)利 用増進の短期 と合理化の長期 という性格の差はあるが,解 約については両方 とも離作

料を回避 し得るような構造をとっている(利 用増進は満期になれば自動的に解約 となる。合

理化の方 も10年 ものであれば更新拒絶の通知 に知事許可不要)

(2)両 方とも小作地保有制限がない,従 って入会地 とか町村有地等の未墾地が開墾 されて農

地になっても,な おその所有が可能である。

青森県倉石村の利用増進事業による未墾地の開発 例がそのようである。ただ,こ の事例が

未墾地開発事業全体に通用するかどうかは別問題である。

1.賃 貸借されている未墾地が開墾により農地になっても,権 利移動(設 定,移 転)が

なければ3条 許可は不要,公 社の転貸が農地になった以後の時点なら3条 許可を要す

る。

2.小 作地の所有制限(農 地法6条)は 合理化事業によるものには非適用(同 法7条),

利用増進事業は同法3条,6条 非適用(同 法3条7条)

2.未 墾地賃貸借の特殊性

(1)貸 手が非農業者の場合が多し、 農地としての返還に当っては,通 常は原状回復の規定でゴ

マカシているが,農 地に用のない貸手にとっては原状回復の規定は重みを持つ。

それから貸手が農地不用 としている場合,有 益費問題を訴えることの困難性がある。

解約等による農地の返還

1.合 理化事業による未墾地賃貸借の もの

(1)農 地法3条 非適用の賃貸借地(農 地及び採草放牧地以外の土地)の 場合,19条

20条 は適用がない。

(2)権 利設定後開墾等により農地となった場合には,農 地法が適用されるが,解 約に

際し・10年 以上の定期賃貸借又は合意解約なら許可不要。

(3)返 還を受ける者が非農業者であって も,(1),(2)は 同じ。ただし,返 還農地に権利
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移動(売 買,賃 貸借)が 生ずるときは農地法が適用され,再 度小作 に出す場合は,

合理化事業や利用増進事業等 に乗せないと6条 の小作地所有制限が貸主に適用され

る。

2・ 利用増進事業による未墾地賃貸借のもの

農地法の規制 なし

(2)入 会地が多い

入会権の凍結問題が先で,有 益費問題 まで辿りつかない。

有益費問題や事業費負担の問題は入会集団の内部での分解度(家 畜飼養の有無,開 発事

業への参加 ・不参加等)が 大 きな決 め手になる。また,10年 一括前払地代資金(合 理化事業

特別資金)を 活用 して(特 に積立金利息)有 益費問題を解消 していくという現実的な対応 も

みられる(54年 報告書4)

(3)農 地開発の問題が伴 う

開墾費は,戦 前来,有 益費から除かれて議論されているが,実 態 としても開墾 では改良

費と開墾費の区別がつかない。

(4)未 墾地の地代水準

未墾地の地代水準 といったものがあるのかどうか,未 墾地賃貸借基準が一般的な形で形成

されていないために困難な点である。

(6)開 発事業の特性

事業が長期に亘る(国 営では10～20年),高 率補助である,負 担金の償還期間が長い

(25年 以内)。

未墾地賃貸借の特殊性と有益費の問題点

1.現 地の反応

(1)合 理化事業以前にも未墾地賃貸借の事例はあった。しか し例えば大分県前津江村(大 野

赤石地区の入会地の牧場)の 例では,満 期で返還なら建物,牧 場全部 コミで地元(入 会集団)

に任す といっている。

(2)有 益費問題 自体は,原 状回復の規定で逃げている。つまり合理化事業以前には,有 益費

の問題意識は弱かった。
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2.合 理化事業による未墾地賃貸借の2類 型

(1)使 用貸借(未 墾地期間)十 賃貸借(農 地になって),こ の型は表向き3条 資格は公社,

実質の費用負担は地主 となっている。

(2)未 墾地時代から賃貸借 とする。

この型は3条 資格も費用負担 も転借人となっている。

(1)の地主負担の場合でも,そ の事業費負担が小作料 とリンクしているかどうかによって有

益費が問題になって くる。

3.未 墾地賃貸借の各局面で発現する有益費問題

(1)契 約期間中の事業費負担

・小作人負担なら当然有益費請求につながる。

・地主負担でも,そ の負担を小作料に転嫁すれば有益費請求につながる。

(2)満 期で土地返還後の事業費負担

・地主が債務承継,或 いは資格交替する。(北 海道,長 野)

・小作人が決済する。

鳥 取 … 小作人の決済とし,有 益費は請求させない。

西 日本 … 小作人が負 うものと観念している(繰 上償還 の構えが多い)

・当事者協議(岩 手)

・総 じて契約書にこのような規定なしの例が多い。

(3)原 状回復の規定

補 償 の 規 定

立毛補償 →買取請求権発生の形(北 海道,奈 良,長 野)

(41)有益費の規定

次の3つ の対応がみられる。

ア 有益費請求権を真向から否定するもの

石川 … 使用貸借契約の段階(農 地になるまでの間)の もので,入 植者未定,費 用負担

者未定の段階で観念的に有益費請求権を否定 している。

鳥取 … 契約書の文言 としては、有益費請求権を否定 している。実態問題 としては否定

しているわけではない(契 約上は否定し,農 地になって契約をやり直し,事 業費は
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地主負担でいくつもりといっている)。

イ 請求権を放棄 させたつもりのもの

北海道 … 離作料,損 害金,補 償金を否定し,有 益費もその中に入っていると自分(公

社)で そう考えている。

岩手 ・熊本 … 一切の代償を否定しているが,そ の中に有益費も入るか否か明 らかでな

い。岩手は20年 とい う長期化,熊 本は入会地 という特殊性が有益費請求問題を

緩和している。

ウ 民法又は土地改良法の規定によるとしているもの

これは有益費問題をあとに残す形になる。

(6)有 益費に対する問題意識(当 事者)

ア 入会権処理 とか負担金を誰が負担するかとかが先決で,10年20年 先の有益費

のことを考えているケースは少ない。

イ 中には投下費用を返せ,改 良草地が残 っているなら投下費用を返せ とい う農家もない

ことはないが,そ れは必ず離作料 コミの話 として意識されたものである。

ウ 有益費については諦めているとい うケ―スもある。

(6)有 益費問題の現実的処理

ア 事業費を地主が負担する,且 つ地代を低 くする→有益費回避

・地代は,未 墾地地代+α=標 準小作料以下か同 じくらい … 奈良

・入会地の場合,10年 分一括前払地代の積立による利息分を入会集団(貸 手)が 事業

費負担金の一部 に充て,貸 手の一部負担 とい う恩恵の形で有益費を避けている一熊本

イ 契約期間の長期化→事実上有益費問題の解消ないし請求を弱める。

・岩手 … 地頭的な貸手が高圧的に有益費を拒否し,そ の代 りに期間を民法限度の20

年にしている。

・熊本(南 小国地区)… 負担金の納入期間25年 に契約期間を合せている。

・福島(布 引地区)… 工期+負 担金納入期間=19年 を契約期間としている。

ウ 鍬下年季の慣行を配慮 し,3～5年 間低地代 とし有益費問題を調整 … 奈良

工 負担金残額 の地主引受(資 格交替による債務承継,或 いは話し合いによる債務引受)

→有益費回避 … 北海道

有益費の問題についてこのような幾つかの現実的な対応があるということである。

(ロ)未墾地賃貸借における有益費問題について3年 間の調査研究の結果から所感を述べれば次
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の通 りである。

ア 金銭の受取りによる有益費処理の現実は,あ まりないのではないかという感じを受

ける(契 約期間終了の事例がないということもあろう)。

合理化事業の場合,利 用増進事業 と違 って,契 約の長期性,高 率補助(開 発事業),

低額地代(未 墾地地代相当)等 正面からきちんと手当を行 っている。従って,有 益費

問題の対応 も本来 しやすい筈であるにもかかわらず有益費問題は問題として上ってこ

ない,ま してや,そ れとは逆の環境即ち短期性,高 率補助なし,高 額地代の要求,と

いうような利用増進事業の立場からは有益費問題はより困難な問題をかかえこんでい

るとい うようなとまどいを感ずる。あたかも基本問題の解答をする前に応用問題の解

答をせまられるが如し。本妻の子 よりも先に妾の子を大学に上げねばならぬとい うよ

うな問題に当面 しているの と似 ている。

イ 金銭受取 り形態の場合,理 論的にも実態的にも離作料との区別が困難であろう。

当事者たちの うち,有 益費問題を念頭においている人は必ず離作料問題とのコミでそ

れは意識されている,と い う現実があることは先に指摘 した。

ウ 現実の模索や努力叶 いろんな形で非経済的な形でも追求 されているようだとい う感

じがする。

工 未墾地賃貸借は極めて多様な性格を もっている。個別的であ り特殊である。従って画

一的な有益費問題への対応は困難である(全 国農地保有合理化協会から一括した対応

策を作れとい う注文が出ている)。

オ 具体的な現地での当面の問題は,負 担金を誰が負担するのかとい うことであり,も う

1つ は有益費請求権の拒否が残債額の負担で成立 したり,ま た契約期間中には償還の

期限がこなかったりしてあまり問題にならないことや,残 債額がかなりのものである

こと等のケースは非常に多い。従 って実態的対応としては先 に説明のあった土地改良

制度研究会の残債務承継論の結論 とほぼ同じような印象をもってくる。

吉國 何が妾で何が本妻なのか分 りにくいところがある。

利用増進事業 に有益費問題を持ち出すならそれを調整し得 るような手(長 期化,高 率補助

低地代等)を 先 に打つべきではないか という意味か。

稲本 有益費ということを固定的に考え過ぎているため,妾 と本妻 の区別がオカシくなっている

感じである。何れが主か従かその接続の仕方は逆で,長 期,高 率補助 低地代であれば有益

費の問題は本来別に解決し得る。
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田代 そうい う手当があれば有益費問題は比較的解決し易いだろ うと思 う,や さしい筈なのに有

益費問題が前面に出てこない,い わんや金銭的解決の方法はとられていないし,と られる方

向性 もないとい うことである。いいたいのは,最 初から有益費問題の解決が より困難な局面

での応用問題に,有 益費問題の解決の本来 し易い筈の基本問題 をとびこして,ぶ つか ってい

くのではないかという意味である。

吉國 基礎がない程難しい話 なのに基礎 のない世界(手 当のない世界)で いきなり応用といっ

たって難 しいではないかという意味か 。

田代 簡単にいえばそうである。

稲本 低地代なら誰 も返す気が しない。投下資本を返還 してくれ といわないのではないか。

田代 低地代 といっても相対的な問題であって,か なりな額のものがある。

石井 現実には未墾地の地代は最近すごく高 くなっているのではないか。

田代 やは り相対的な話である。2,000円 が高いという人,5,000円 ならOKの 人 も居る。

石井 未墾地の時期は使用貸借だが開墾を終ると既墾地の標準小作料で,改 良投資は小作人負担

ということになればかなりの高額負担になる。

田代 そうい うケースだけではない。未墾地地代+α が 一般的で,現 実的には旨く釣合をとって

いる。例えば標準小作料も開墾前のものをとる等。 また全 く低額だから問題にならないとい

うことでもない。

梶井 長期性,高 率補助,低 額地代は有益費問題を逃げるために打 っている手だというわけか。

田代 それは正当な賃貸借の慣行を作る中で本妻である。だから有益費は本当に姐上に上っても

おかしくないような形を とってもなお且つ上 ってこない。

玉井 有益費問題が発生する時期に来てないか らよく分らないということではないのか。

田代 それもあり得る。

玉井 未墾地の利用増進事業は今始めたばか りだし,合 理化事業も10年 ものである。10年 経

った時の地主の反応 も未だ時期未到来のためよく分らない点があるのではないか。

梶井 ここに書いてある長期性,高 率補助,低 地代とい うのが農地法の賃貸借だとすれば,そ の

段階では有益費を問題にす ることはなかったのだ。

田代 それは梶井先生の意見。

玉井 従来の農地法時代の有益費問題は問題 として出てなかった。

現在の利用増進事業では短期の賃貸ができるということで短期でやろうという動きがみら

れ,有 益費問題の扱い方によっては,期 間満了時の地主の対応の仕方が非常に違ってくると
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思 う。

梶井 従来出てなかったのは農地法の制度下だったから,問 題にすることはなかった。

玉井 合理化事業は期間が10年 もので,ま だ返還 の時期が来ていないから分らんというのでは

ないか。

島本 低地代 も長期性も権利として確立 し得ない段階で有益費問題を出しても実態との間に差が

あり議論 にならないとい うことではないのか。

田代 そ うい う点 もある。合理化事業では10年 は守られてはいるが,そ の10年 の長期性は相

対的なものだ。

梶井 私のいう農地法 とは45年 改正以前のことだ。

玉井45年 改正後を前提にした場合 と最近の利用増進事業のように期限が来たら積極的に更新

を頼 まない限 り切れるという場合 とでは,ず い分違 うだろう。

梶井 ここでいってることは45年 改正前だったらピッタリ来 るが,45年 改正後では以前のよ

うな権利意識 というのはないと思 う。

田代 一面的なことの強調になるけれども,有 益費問題が全面的ではないにしても存在するから

こそ,例 えば期間10年 を20年,25年 に延長するとい うふ うな対応をとっている。地主が

標準小作料でなく,事 業費負担金を丸々地代に転嫁 したら大変なことになるとい うようなこ

とも意識されて来てはいるわけだ。

石井 長期化というの馬 有益費問題回避論ではな く,農 業経営上有利だからではないのか。

田代 未墾地の賃貸借だから,具 体例としては償還金(事 業費負担金)の 方が長いから,長 期化

によって債務承継の問題その他すべての問題を考えてのものだ。

v.討 議

梶井 大体終 ったところで,今 後の進め方を討議して本日は終 りにしたい。

有益費の具体例は,未 墾地では未だ出てない,農 地でも多 くは出てない。ただ,方 針を示

せとい う声はある。

新潟市ではこの問題で トラブルがあって警察から農業委員会の方へ早 く方針を出せという

申出があったとい う。

水田転作で私的な投資により暗渠を入れる,そ の負担は誰か,貸 付期間内に回収が終るか

否か … 小松市 と愛知県の例(土 地改良制度研究会),こ のような例は方々にあると思 う。

18



水田転作の2期 対策では団地化が要件だとすれば転作規模 も拡がって畑化のための改良は

必須 となる。

ほ場整備は貸手も借手もそ う反対はないが,そ のあと追加する第二次の小改良等が必要な

とき,借 手がやらねばならぬ というような問題は今後増えてくる。

以上のような時の手引となる有益費算定方式を詰めてゆく,そ の詰め方 について義諭して

いただきたい。

イギリスやフランスの例を参考にする話もある。

現実的処理 としての残債務処理方式の問題提起についてはこれでカバ―できるのか問題が

残 るのかどうか等 この研究会でどうとりあげていくか。

なお,こ の方式は温 く行われているとい うが実際 に地主,小 作人の間で問題はなかった

のか。

地主が改良事業参加者の場合,小 作料で負担 させているというケースについての問題,

事業参加を地主が渋るため,世 話役をやっている小作人が実質負担の形をとっているとい

う話は気になる。

借手がむしろ推進役にまわるということもあるのだろうが,こ うい う場合どういう問題が

残 るか。実態調査でこういう点等を詰める必要があろう。

玉井 賃貸借の解約が年間3万 件 ぐらいある,そ の中で小作人の事業費負担がどう処理されてい

るか調査 してみる必要がありそうだ,地 主参加が多いといってもその中には今の話のように

小作人が事業参加 し事業費負担をしているものが相当件数含 まれているのではないか,そ し

て,そ れがどのように処理 されているかだ。それらは有益費問題 として顕在化 してないのか

も知れない。

残債務承継方式は耐用年数や償却 のあるものについては1つ の考え方かも知れないが,農

用地造成,ほ 場整備等 の面的工事で事業効果が半永久的なものについてはどう説明し得るか。

土地改良法では,有 益費は投下費用ではなく増価額 とするとしている。

そこで,ほ 場整備等換地処分を伴 うものについては,土 地の客観的評価がなされることを

前提にすれば,制 度上は従前地 と工事後の換地の土地評価の差が事業による増価額である

べきではないかとい う主張が出てこないかという問題がある。

梶井 前段の半永久的効果のことで,LKさ んに「残債務の承継 ということだけでいいのか 」と

聞いたところでは 「返すときになって考える」といっていた。客土だとやはり問題だ と思 う。

田代 後段の点は以前からある問題である。管理課の方から説明して欲 しい。それから換地処分
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では,利 用権者の負担金 とどうい うカミ合いになっているのか,換 地に伴 う評価は従前地と

換地との清算のためのものだけだとすれば負担金には影響を与えない筈だが,そ の辺 り実際

はどうかo

梶井 それは整理 して貰 って次回にや りたい。

吉國 借手参加で換地をやった例(賃 借権のための換地)と いうのは先ず無いのではないか。

玉井 理屈の上では,土 地 の評価だからどっちでも(所 有権でも賃借権でも)同 じ筈だ。問題は

評価の基準の決め方であ り,客 観的な取引価格で評価すると従前地 と換地との評価の差額が

事業効果による増価額になるのではないか,諸 般の事情で換地の評価水準が抑えられること

があるが,こ のような場合には,差 額を増価額 といえないという問題がある。また,取 引価

格は所有権 賃借権に係 りのない時価であり,道 路に直面するか否かだけで差が出てくる。

事業効果による収益価格の場合は、道水路のほか集団化、 通作距離等が大きな要件 となる。

要するに換地評価の仕方によって差額が出たり出なか った りするとい う問題がある。

吉國 それが一つのヒン トにならないか という意見か。

玉井 現実には,工 事後の評価が固定資産税等へのはね返 り等種々影響のあることを考慮 して平

和を保つよう評価されているらしいけれ ども,制 度的には増 価額 は換地評価でなし得るこ

とにならないか とい う気が している。

合馬 端的に換地精算金でみたものが一番現実を反映 しているということか。

玉井 端的にいえば従前地 と換地 との間の評価額差が(そ の評価が正 しければ)事 業による増価

額になるわけだ。

梶井 清算金で,と い う場合には問題もあろう。

玉井 清算金 は,従 前地と換地との評価差(増 加額)と いうよりも土地の品位差,面 積差等から

くる増加比率の差の問題ではないのか。

合馬 ほ場整備の前後の価格で抑える手段 とい うのはほかにないのではないか。

玉井 同面積同士の換地であっても評価は場所によって異 るから,土 地によって従前地 と換地と

の評価差(増 加率)に 差が出てくる。ただそ うい うことは面倒だからそ うい う差が出ないよ

うな評価をしているかも知れない。

石井 それは評価がまさに適正 にやれるかどうかということだ。

玉井 制度の建前が,適 正に行われるとい うことを前提にすれば,評 価の前後差が増価額である・

とい う主張が一つの考え方 として出てこないかといっているのである。

石井 考え方 としてはその通 りだが,換 地の実際面 ではそ うなっているとはいい切れないので
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はないか,換 地は相互に納得し得る線が出ればいいのであって評価は謂 わば手段みたいな

面があるのだと思 う。

田代 建前としてはその通 りだ。

梶井 有益費の算定方法としてどんな方法を とり得るかというのを,前 回研究会の4つ の結論 と

今の玉井説 の問題も含めて議論 していただくとし,玉 井説については管理課の方で話を詰め

て置かれたい。

稲本 残債務承継方式の場合,承 継をあらかじめ特約 しておくことについて法律上の組立はどう

いうことになるのか,事 業主体たる団体に事業不参加者(地 主)か ら一定の同意を与える

(小 作地を返すときには私が引受けるという約束を事業開始の段階からとつておく という

ことは土地改良法上誤 りなのかどうか。

この場合の公庫融資 との関係における同意の性質は何か,融 資を行 う側としては,ど うい

うものが望 ましいのか。

そして,そ のことについての地域的,集 団的な合意やバックアップが可能なのか どうか,将

来の債務引受に関する諸同意を包せつすることが可能か どうかを詰めて,そ の結論を示せ。

これは有益費云々を避ける方法ではないが,そ れに代る土地改良独特の方法であ り,可 成 り

現実性があると思 う。

残債務承継 とい うの隅 残 った債務をどこにもっていくかではなく,そ れを含む全体的な

合意が民法上,土 地改良法上どう組立られるかとい う大きな問題であったと思 う(土地改良制

度研究会専門部会),そ うい う話を部内でしておるなら一度聞かせて欲しい。

吉國 今の注文は,現 実がどうなっているのかという意味か,或 いは役所の考え方,制 度論とし

て今いった3点 について説明せよという意味か。

稲本 土地改良区の施設管理や土地利用上の集団的合意を要するような場合等,何 か集団的な処

理方法はないのか,そ ういう保障があれば有益費や残債務の話も円滑に進むだろうという意

味である。

有益費の請求権 というのは 不当利得の返還請求を認めようというのであって,他 に低地

代,長 期化,高 率補助等の方法があればそれで不当な関係の救いになるわけである。だから

本妻の子,妾 の子 という以前に,妾 の子でも子 であるとい うことがいえればそれでいい。そ

れでもいえないのなら何 とかしなければならないとい う,こ うい う問題だろうと思 う。

日本 では有益費問題は利用増進で初めて本格的に問題になりそ うな条件がそろ ってきた。

それ以前は問題にしなくても他で済んでいた,戦 後は農地法でカバーされていたが農地法
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の 保 護 が は ずれ て耕 作者 の利 益 が危 くな ったこ とか ら初 め て有益 費 問題 が 提起 された の で は

なか ろ うか と思 う。それ は非常 に特 殊 な 日本的 事情 で 出 て きた もの であ り,外 国 との比 較 は

その点 で 注意 を要 す る 。

年3万 件 の解 約 といわ れ てい るが,過 去 の実 態 を洗 って も,今 後 の利 用増 進 に直接 参 考 に

な る事 例 を と り出す こ とは相 当難 しい とい うこ とを感 ず る。村 の 中で の実際 の討 議 を含 ん だ

実 態調査 をす べ きで あ ろ う。

梶井 今 まで 問題 にな らなか った のは,我 々の問題 意 識 の 問題 で もあ った。村 の 中で本 当 に問題

が ど うな って い るか とい うの も よ く分 らな い 。そ うい う問題 が 出 た とき村 の 中で ど う処 理 さ

れ,ど うい う議論 が された か,今 ど う受 け とられ て い るか等 は 不 明 だ。

鯖 江 の 基盤 整備 が終 った あ と,小 作料 や負 担金 を払 って3年 ぐらい経 て これ か ら や っと楽

しん で作 れ る とい う時 に,返 せ とい われ た,今 までだ った ら文 句 は なか った,し か し,今 の

時点 に な る と返 せ ば ひ どい とい う声 が ほ かの 人 か ら も出 て い る,そ うい う変 化 を調 査 す べ き

だ。

今後 の進 め方 としては イ ギ リス とフ ランス の勉 強 会 を1回ずつ で2回,そ の間 に実 態調 査

の ポイ ン ト,調 査 地 区,調 査 方 法等 の相 談,調 査 後 の検 討 を各1回,最 後 に本年 度 の と り ま

とめ の検 討 とい うス ケ ジ ュール に した い 。

稲本 イギ リス ・フ ラ ンス の講 師 の先 生 には,こ こ での 問題 意識 を相 当 よ く伝 え た うえ で現在 の

有 益 費 問題 を意 識 して話 して貰 うよ うに して欲 しい 。
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資 料No1

有 益 費算 定方 式 研究 会 につ いて

昭和56年4月15日

全国農地保有合理化協会

昭和54年 度以来農林水産省の補助に より,全 国農地保有合理化協会が行 っている農地流動 方策調査研究

の一環 として 昭和56年 度以降,次 によ り有益費算定方式に関する研究を行 う。

1.名 称を 「有益費算定 方式研究会」 とする。

2.研 究会の構成委員

(別 紙委員名簿)

3.研 究会の事業主体は,全 国農地保有合理化協会 とす る。

4.前 回(昭 和50～52年)の 有益費研究会(構 造改善局長招集)に おいて,有 益費の概 念と範 囲,改 良行

為及び償還 請求に係 る当事者の法的関係 算定諸方 式の意義と問題点等 について検討 されたところであ

るが,今 回は,よ り実践的な算定方式の確立を期 すこととす る。

5.研 究会開催計画

(1)昭 和56年 度以降おおむね2ヶ 年,年4回 を基準 として,昭 和56年 度第1回 研究会 を昭和56年4月15

日（水）に開催する。

(2)必 要に応じ,各 方面の専 門家を招 き,ヒ ヤ リングを行い,又 は レポー トの作成を依頼する。

(例)① イギ リス農業法に おける制度 と実態 椎名重明 ・戒能通厚

② フランス小作法における制度と実態 原田純孝

③ 農業資本評価額か らの接近

④ 農業経営学か らの接近

⑤ その他(有 益費関連調査報告等)

(3)実 態 調 査

(例)① 紛争のあ った新潟の事例

② そ の 他

6.昭 和53年 以来,実 施 している 「未墾地賃貸借 事例調査」による開発事業に おけ る有益費等の調査は,

本研究 と併 行して実施 し,連 携を保つものとす る。
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(別 紙)

有益費算定方式研究会委員名簿

昭和56年4月

梶 井 功 東京農工大学農学部教授

稲 本 洋 之 助 東京大学社会 科学研究 所助教授

石 井 啓 雄 駒沢大学経済学部教授

田 代 洋 一 横浜 国立大学経済学部助教授

関 谷 俊 作 農林水産省構造改善局農政部長

(第4回 以降 ・山田喜一郎 〃 〃 〃 に交替)

吉 國 隆 〃 〃 農政課長

合 馬 敬 〃 〃 管理課長

河 合 正 彰 〃 〃 参 事 官

(第4回 以 降 ・藤池 功久 〃 〃 〃 に交替)

中 江 淳 一 全国農地保有合理化協会専務理事

玉 井 幸 夫 〃 〃 参 事

事務局 (社)全国農地保有合理化協会
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資 料No2

構 造 政 策 と 土 地 改 良 制 度

一農地利用権集積 と土地改 良制度につ いて 一

(中 間 報 告)

1.は じ め に

昭知56年3月

55年 度土地改良制度研究会

我が国農業の体 質を強化 し,需 要 の動向に即応 した総合的な 自給力の向上を図るため には,農 業生産 の

中核 となる生産性 の高 い農家を育成 し,こ のよ うな農家 を中心 として農用地が効率的 に利用され るよ う農

業構造の改善を推進 することが緊要であ る。 このため,昭 和55年 第91回 国会 に農用地利用増進法案が

提 出され,成 立の運 びとなった。80年 代の構造政策は,こ の農用地利用増進法を政策展開の中軸にすえ,

利用権等 の集積に よって経営規模 が大 き く生産性 の高い中核農家を育成す るとと もに,中 核農家を中心 に

さまざ まな性格の農家 がそれぞれ の置かれた立場 と能力を発揮す ることに よって相互補完的`ζ結合 し,全

体 として地域の農 業生産力を高め ることに重点が注がれ ることになろう。

農用地利用増進法 の制定が現在の土地利 用関係に大 きな変化を直ちに もた らすとは考えられないが,今

後利用権の集積が進展 して行 くに伴 って,均 質な多数の零細 自作農 で構成 される社会を一般的な農村社会

として組立て られ た土地改 良法が,新 たな農業構造の下 では十分に機能 し得 ない面 が生ずることも予想 さ

れ るo

このような問題意識の もとに昨年4月,土 地改良制度研究会においては,専 門部会を設けて現行土地改

良制度 が,利 用権集積 と土地基盤整備 促進 の双方を有効に結びつける方向で機能 しうるかどうかについて,

地域における利用権集積の動向と土地改良制度の運 用実態を踏 まえて検討するとともに,も し機能 し得な

い面があるとすれ ば,そ こにいかな る問題が あるのか,ま たそれ に対応するにはいかなる方策をたて るべ

きかについて検討 することとし,専 門部会 に対 して検討すべ き事 項として次の3点 が示 された。

① 利用権設定農地に係 る3条 資格の取得,費 用負担及び事業効果の帰属等 についての貸 し手 ・借 り手間

の調整問題

② 利用権設定農地の増加に伴 う土地改良事業の実施方式のあ り方及び土地改良区の運営のあ り方

③ 利用権集積 との関連に おける農用地集団化 事業の進め方

これ らを検討す るにあたっては,利 用権以外 の請負耕作等の土地利用 関係 と土地改 良事業との係わ り方

について農家間でいかな る対応が慣行 としてなされて きているか,土 地改良区 と集落 との間に組織面あ る

いは運営面においていか な る関係があるのか,さ らにその両者の関係 がいかな る方向をたどろ うとしてい

るのかなどを明 らかにす ること等土地改良法の周辺領域か らの アプ ロ-チ が重要 であると考 えた。 また,

土地利用秩序の形成は利 用権集積の促進及び土 地改良事業の 円滑な実施の基礎 とな るものであるか ら,土

地改良制度 と土地利用計画 との結びつ きについて も配慮 することが重要であろ うと考えた。
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しか し,利 用権集積の現状 は,農 振法に基づ く農用地利用増進事業 の実績があ るとはいえ.利 用権集積

自体 は,よ うや く緒についたばか りであ り,今 後各地において展開 される利用権集積の態様によっては,

土地改 良制度上に も新 しい問題 が生 じて くることも考えられるし,ま た.水 田利用再編の進行 とも関連して,

土地改 良区に とっては区域内の水利調整が重要な課題 となるとと もに,将 来組合員の経費分担 方法 財政

基盤等 につ いて問題が生 じることも懸念 され るので,今 後各地 の動向 には十分注意 してゆかねばな らない

であろう。 したがって,現 状 においては,最 終的な結論を出す時期 にはない と判断 した。

以上 のような問題意識 と現状認識の もとに,本 専 門部会は,北 陽 東海地方におけ る利 用権集積の先 駆

的地区 の現地調査 も含め計4回 にわたる協議 検討を行 ったので,そ の経過ならびにそこで得 られた一応

の結論を とりあえず中間報告 としてとりまとめ ることとした。 しか しなが ら,利 用権集積 との関連におけ

る農用地集団化事 業の進め方等未検討 の課題を含めひきつづき検討すべ き残 された ものも多 く,本 専 門部

会に課 された検討課題に対する最終的結論を出すに当たっては
,巾 広い視野の もとに現在進行 しつつあ る

変化を踏 まえて検 討することが望 まれ る。

以下の報告は,ζ のような見地か らとりまとめた もので,Ⅱ では現地調査等で把握 した土地改良制度 の

運用状況の報告 と多少の分析 を行い,皿 では借 り手の土地改良事業への参加に伴 って生 じている問題rv

では利用権集積 の進行を想定 した場合におけ る土地改 良事業の実施 方式 土地改 良区のあ り方 とその運営

についての論点 を整理 したものであ る。

Ⅱ.利 用権設定 と土地 改良制度の運用状況

本専門部会が行 った北陸(石 川 ・福井),東 海(愛 知 ・三重)地 方の利 用権集積の先駆的地 区について

の現地調査 昭和54年 に構造 改善局管理 課が実施 した 「構造政策視点か らの土地改良制度の運 用実態調 査

結果(メ モ)」,そ の他の調査例か ら利用権設定農地に係 る土地改良制度 の運用状況を概括的 にとりまと

めると次 のとお りである。

なお,専 門部会の今回の検討 は,兼 業深化 の水田地帯におけ るほ場整備事業を重点 としたこと
,現 地調

査においては・地域農業の指導層であ る市町村の実務者,土 地改 良区等農業団体の役職員 及び中核農家か

らの聴取 りを重点 とした こと等 の事情か ら,土 地改 良制度の運 用実態の全容を明らかにするためには
,今

後さらに地帯別,土 地改良事業種類別の調査や貸 し手農家等の意識に立入 った調査等を行 う必要 があるこ

とを あらか じめ断 ってお きたい。

1.利 用権設定農地に係 る土地改 良事業の-般 的動向

利 用権設定農地に係 る土地改 良事業は-般 に貸 し手参加で事業が進 められている。利用権設定農地 に

係 る3条 資格の帰属をめ ぐって貸 し手,借 り手間で対立を生 じたとい う例 はこれ までの調査では見当た

らず土地改良事業は貸 し手参加で円滑に進 められてい るとみ られ る。 この背景としては
,次 のよ うな農

民意識があげ られ るのではないか と考 え られ る。

(1)貸 し手側 は農地所有 の防衛意識が先立つ とと もに,自 己の所有地が改良 されるのであるから,自 ら

事業参加者となろうとするのに対 して,借 り手側も,貸 し手の所有地 が改良され るのであ るか ら利用

権設定期間 からみて貸 し手の事業参加は当然であり,費 用負担面において不利でない と受 け取めてい

ることo
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(2)事 実上 の賃貸借が行 われている農地については貸 し手参加 の慣行があることから,そ の延長 として

利用権設定農地について も貸 し手参加を当然と考 えていること。

(3)現 在の利用権設定の進度のもとでは,貸 し手 も,借 り手 もほとんどの者が土地改良事業の受益地 内

に自作地を もっており,利 用権設定農 地に係 る3条 資格が貸 し手 に帰属 しようとも
,借 り手と しては,

土地改良事 業あるいは土 地改良区 に対す る自己の地位,発 言権 が従来 と同様 に保障 されてい るとみて

いることo

次に,こ のよ うな貸 し手参加の現状に おいて,利 用権集積に直接寄 与す るとみ られ るほ場整備を例に

とって土 地改 良事業 と利用権集積との関連をみ ると,水 田地帯 におけ るほ場整備の施行 は,稲 作労働時

間の節減 を可能 にす ると共 に,他 集落に またが る経営面積規模 の拡大 を困難に している水利上の制約を

解消する等の効果を もたらし,利 用権集積を促進する-つ の大 きな契機 とな ってい るといえよう。

ほ場 整備を実施 しようとする地域 わけて も安定した兼業機会 に恵 まれた水 田地帯においては,二 種

兼業農 家等農業経営 の縮小を志向する農家 にあっても 営農労力の節減 によって安定兼業へ の傾斜 がよ り

容易 とな るζと,未 整備圃場 のままでは作業委託や利用権設定の相手方確保 もむつか しくなるとい う危

惧 をいだいていること,さ らに農地の利用的資産的価値 の増加が期待 できること等事業の メリッ トと必

要性についての認識が高 まっている。他方,中 核農 家はほ場整備 の実施に より営農の機械化を-段 と高

め規模拡大 を図ろ うとす る意欲が強 く,こ れ ら農家と経営縮小志向農家とはほ場整備の推進について共

通の利 益を もっているとみ られ る。したが って,ほ 場整備が実施 され る地区 にあっては,利 用権集積が

活発化す る素地が十分にあ る場合が多いといえ よう。 このよ うにしてほ場整備 の実施が利用権集積 の活

発化の重要 な契機 とな っている代表的例 としては,専 門部会の現地調査の対 象とした福井県鯖江市や愛

知県安 城市,豊 田市があげ られ る。

と くに安城市 及び豊田市 の場合 は農地の貸 し手数 が借 り手数を大巾に上回 り,利 用権を集積 したご く

少数 の大規模経営 と貸 し手 であ る多数の二種兼 業農 家等への分化が際立 っている。両市の場合 にあって

は,昭 和40年 代の急速 な都市化 と兼業深化に対 応するため,市,農 協,土 地改良区が一体 とな り,ほ 場

整備の実 施 カン トリーエ レベ― 歩一も含めた稲作機械化一貫体系の導入,担 い手農家の確保 と農協 仲

介に よる担 い手農 家への利用権の集積等その活動基盤の整備,さ らに換地手法によ る-部 農地の公共 用

地等へ の転換を きわめて計画的に実施 して きた ことに特徴があろう。

もうとも,地 域によ ってはほ場整備によって二種兼業農家の農業と兼業 との並立 が容易とな り目立 っ

た利用権集積の動 きがない とい う例(三 重県玉城町),ほ 場整備済の地区を中心 に事実上 の賃貸借 によ

る大規模経営がみ られ るが,地 域全体 として農地改革時の不安が残存 し農用地利 用増進事業の スタ― ト

が遅れ ている例(小 松市)等 がある。

いずれに して も,利 用権集積の促進 は,各 地域における農業労働力の構成 経営耕地の規模と分散度,

営農資本装備等地域 の農業生産の諸条件 と密接 な係わ り合いがあるであろ うか ら,ほ 場整備を実施 した

地区又は これか ら実施 しようとす る地区 において も,こ れを踏まえた市町村 や農業団体の関係農家に対

する啓発 と誘導が重要にな って くるものと考え られる。

2.貸 し手参加の土地改良事業

(1)貸 し手参加 の動機

① 農 地所有の防衛意識
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貸 し手の農地所有の防衛意識は,利 用権設定が活発化 しつつあ る地域に おいて も根強い。借 り手

が土地改良事業に参加 して土地改 良投 資の負担をすると返還を求めに くくなるとの懸念が,貸 し手

参加 の強い動機 となっている。借 り手参加の場合には貸付 け農 地の返還を受 けるさい離作料問題等

が生 じる恐れ もあることか ら,そ の回避 を意識 している貸 し手 もみられ る。

また,区 画整理 の如 く換地を伴 う事 業にあっては,自 己所有地 がどのよ うに換地 され るかは,長

期に貸 し付け るにせ よ,当 面は貸 し付け,将 来 は自作するにせ よ,農 地 の利用価値に重大な影響を

及ぼすものとして貸 し手の関心事で ある。換地処分が終 るまで利用権 の設定を見合わせ る方が換地

を スムーズに行えるとい う意見 もしばしば聞かれ る。ただ し,工 事がすべて完了 し,換 地処分 が行

われ るまでの間の安定 した一時利用地指定によ って耕作が行 われてい る地区 においては,一 時利 用

地指定の段階で利 用権設定が進んで いるところ もみ られ る(松 任市,美 川町,鯖 江市)。

② 農地の有効利 用意識

貸 し手志向農 家 も含 め貸 し手の参 加の動機は,地 域や貸 し手の世帯員の構成,就 業状況 年 令等,

土地改良事業の種類 によって さまざ まであ ると考えられ るが,農 地所有の防衛意識に加えて土 地改

良事業に参 加することによって 自己所有地の有効利用 及び資産として の価 値の維持 あるいは増大を

図 ろうとす る意識は,共 通 して働 いているのではないか と考え られ る。利用権集積 と密接に関連す

るほ場整備を例 にとってみると,貸 し手参加 の動機 を次の ように整理 することもできよう。

1)貸 し手の 自作地の改 良に相当の ウエイ トがあり,こ れ と併せて貸付地 の改良を行 う場合で,

ア、稲作を省力化 し,施 設園芸や酪農等稲作以外の経営部門の強化 を意図す るもの。

イ、稲作を省力化 し,そ れによって稲作を継続 しつつより兼業 への傾斜 を深め ようとす るもの。

2)農 業経営の縮小,あ るいは離農を志向す る農家等が,農 地の借 り手 の確保を主眼において,所

有農地 の改良を行 お うとす るもの。

3)農 地の利用的資産的価値の維持 と増大を図ろ うとす るもの。

なお,既 存の貸 し手が小作料の増収 を直接の 目的 として事業参加す る例はほとんど見当 らない。

③ 貸 し手の参加に対 す る借 り手側 の意識

利用権設定農地につい て貸 し手が スム-ズ に3条 資格者となっている背景 としては,当 該土地改

良事業の効果の永続的受益者であ る貸 し手の土地が改良 され るので あるか ら,貸 し手が参加すべ き

であるとい う考 え方や,費 用負担面か らみて も貸 し手が参加す ることが借 り手にとって不利でない

という考え方が借 り手側 にあることがあげ られ るのではないかと考 えられ る。

また,事 実上 の賃貸借農地について貸 し手参加で土地改良事業 が行われてきたという事実を反映

して,利 用権設定農地についても貸 し手が参 加すべきであるとい う意識 が借 り手にあるということ

もあげられ よう。

さらに,利 用権設定農地について借 り手が3条 資格にこだわ る動 きが見 られ ない もう一つの背 景

としては,土 地改 良事業の開始手続 等における意思表示や土地改良区の組合員 資格に関して,借 り

手 も自作地を もち当該農地について3条 資格者であることか ら,借 受地に ついての3条 資格者 にな

らず とも事実上影響がないこと,一 方貸 し手 も多少な りとも自作地を もってい る者が多いので,貸

付後当該貸付地 についてひきつづ き3条 資格者 としてとど まっても,そ れは土地改良事業に対す る

貸 し手 の立場 が従来に くらべて強化 され借 り手が不利 になるものではないということが指摘で きよ

う。 このことは,自 作地を もっていれば,い ずれの農家 にもその土地の広狭 筆数 に関係な く土地
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改良事業 の開始手続等における意思表示や土 地改良区の組合 員資格 につ いて平等の権利 が与え られ

るとい う土地改良法の仕組みが一般の農家において も広 く認識 され ていることによる もので あろ う。

このほか,貸 し手参加の動機 には以上の整理では表わしがたい微妙 な意識 もあると思 われ るが,

大 筋 としては以上のような貸し手や借 り手 の意識が組み合わ さって現下 のほ場整備が進 められてい

るものと考え られ る。

(2)事 業費の負担

利 用権設定農地及び事実上の賃貸借農地を通 じ,貸 し手が負担 した建設事業の毎年度の償還金につ

いて,貸 し手 と借 り手 とがどのように負担 し合 ってい るかに関 しては,次 のような事例がみられ る。

① 小 作料の増額がなされ る例

ほ場 整備済の土 地について実勢小作料が半俵高 くなってい る(小 松市,美 川町,鯖 江市)。

② 償還 金の-部 を借 り手側が分担す る例

償還金 の1/3～1/2を 借 り手 側が分担す ることで合意 している(福 知山市,丹 羽町)。

負担 を折半 しよ うとしてい る(岡 山県矢掛町)。

借 り手が ほ場整備 の推進委員 をしてい るところか ら,ほ 場整備 に意欲 のない貸 し手に色をつけ る

必要上 自発的に償還金の1/2分 担を 申し入れ ている(福 知山市)。

③ 労節効果相当額 の一部を借 り手 側が負担す る例

借 り手が ほ場整備 によって可能 とな る営農労力の節約可能額の1/2相 当額を負担す ることとして

標準借賃が定め られて いる(石 川県松任市)。

④ 土地改 良事業施行後 も小 作料を据置 くか,あ るいはその増額の見通 しのついていない例

すでに実勢小作料 が相当高水準にな っているので据置いてい る(宮 城県桃生町,白 根郷)。

借 り手-市場で貸 し手が借 り手の確保を 目的の一つ として ほ場整備 を行 った ものであ り,実 勢 小作

料の水準が低位にあって も小作料 の増額はむずか し く見通 しがつかない(豊 田市,安 城市)。

維持管理事業にあっては,そ の負担金は小作 料とは別個に借 り手 が負担 している地区(松 任市,安

城市,玉 城町)と 小作料 に込みで含 まれてい る地区 とがある(白 根凪 小松市,美 川町)。

また,事 実上 の賃 貸借については,そ の実勢小作料の水準は概 して反収 の高低に比例 し,地 域 の労

働水準の高 低に反比例して決 まってい る傾向がみ られる。 しか し,実 勢小作料の高い地域 においては

土地改良区の賦課金(事 業費償還金を含む)も 高額となっているところ も多 く,償 還金がどのような

形 で実勢小作 料に含 まれているかは地域 に より多様である。

以上の ように事業費の負担については多様 な ケー スが全国にみ られ,土 地改良事業が施行 された土

地 について小作料の増額が行われ る地区とそうでない地区 との量的比較やその増額の手法,あ るいは

それ らの地域分布や地域特性,利 用権設定期間 との関連などを明らかに してゆ くことが必要であ る。

このような検討を通 じて事業費の負担の実態 を把握することが今後の貸 し手の土地改良事業参加の イ

ンセンチ プを知 る上で重要となろう。

(3)農 地法に基 づ く賃貸借農地との対比

農地法に基 づいて賃貸借が行われている農地にあっても,土 地改 良事業 には貸 し手参加の例が多 く

み られ る(制 度運用実態調 査18地 区中12地 区 は貸 し手参加。 ただ し農地改 革時の残存小作地 も含 まれ

るかど うか は不詳)。

貸 し手が支払 った負担金の回収については,事 業後小作料 の増額 が明確 であ る地区は少な く(制 度
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運用実態調査にお ける貸 し手参加12地 区のうち3地 区),当 面小作料は据置かれ る地区が多いのではな

いか と思われ る。

昭和42年 に当時の農地局管理課が実施 した愛知県以北7県 の15の区画整理事業地区の調査結果をみ

ても・貸 し手参加がみられた。当時の調査で も,貸 し手参加の理 由として,貸 し手 側に土地所有の防

衛意識 が働 いてい ること,貸 し手 も借 り手 も所有者の土地が よくなるのだか ら所有者が事業 に参加 し

てその費用を負担するのが当然だと考 えていることがあげ られている。

残存小作地にあ っては,ほ 場整備事業等 の実施を契機に,そ の一部を小作人に無償譲渡することに

よって・所有者が 自作化 してきた例が多い。 このよ うに所有者が小作地を整理する理 由は,小 作人が

事業参加す ることによって耕作権がさ らに強化 され,将 来の土地返還請求が困難に なることを怖れた

こと,耕 作権中心の換地が行われ ることによ り,所 有地が分散す るζとを怖れたこと,離 作料に見合

う措置 として必要 であったこ と等があげ られ よう。

3.借 り手参加の土地改良事業

(1)借 り手参加の状況

利用権設定農 地について借 り手が3条 資格者 となっている例は,ご く一部の例(香 川県満濃 池土地

改良区)を 除けば,一 般にみ られない。 しかし,多 数の権利者の土地 を対象 とした土地改良法 に基づ

く事業でな く,暗 渠排水,客 土等の土地改 良で個人又は数人で施行 可能な ものについては,借 り手が

貸し手 の了承を得て自ら投資を行 ってい る例が散見 られ る。も っとも,こ のよ うな農地の貸借は,い

ずれ も形式上は短期であ るが,貸 し手の世帯構成 職業 年令等か ら実質的には契約の更新の繰 り返

しが確実に見通 され る土地について借 り手が土地改良投資を行 っているものである。

(2)有 益費 の取扱 い

借 り手が借 り受 けた農地に改良投資をす る場合,改 めて有益費の償還 について貸 し手と事前に取 り

決めることは,意 識的に さけている場合が多いとみられ る。借 り手 としては,農 地を借 りるζと,そ

して借受期間を長期化す ることによ って経営の拡大を図 ることが先決 であ り,有 益費の償還 までは持

ち出し難いのが現状 である。 このことは,利 用権設定や事実上の賃貸借が比較的活発な地域にあって

もあては まる。 したが って,有 益費 の取扱 いを明確 にした事例に乏 しいが,土 地改良法に基づか ない

事業 について次のような例があげ られ る。

その1は,豊 田市の農業生産法人Nが 借受地に暗渠排 水を行 うために,Nの 発意で農協が研究 し,

その結論に よってNと 貸 し手 とが有益費 の償還について文書契約をした例がある。 この場合,Nは 相

手が不安 な く貸 し付 けることがで きるように暗渠排水の償却期間を耐用年数 より短かい5ヶ 年に短縮

した上 で,そ の途中で借受地を返還 するときは,残 存 価額(工 事費額 を5ヶ 年間で毎年均等償却 した

ときの残額)は 貸 し手負担としている。

その2は,小 松 市の大規模経営農家が公庫資金(総 合施設資金)を 利用 して借受地に客土を行 うに

あた り,普 及所 や農協の指導の もとに,貸 し手 との間に,公 庫資金償還期間中(15ヶ 年)に 借受地を

返還す るときは,貸 し手が公庫資金 の残債務を承継 することを文書 で取 り決め,有 益費の償還問題 を

解消 したとしている。

なお,農 地法に基 づ く手続を経て小作地が返還 され るケースについては,離 作料 との関係でみなけ

ればならない場 合もあるが,返 還を受 けた地主が小作人の土地改 良区に対 する残 債務を承継 し,土 地
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改良区は地主に負担金をかけてゆ く例がみ られ る(岩 手県東和町,茨 城県下妻市,静 岡県豊岡町,石

川県松任 市,福 井 県鯖江市)。

(3)水 田利 用再編対策との関連

借 り手が借受地に個人的に行ってい る暗渠排水,客 土等の土地改 良は,畑 作の増収,安 定を 目的と

してい る。利用集積等に より水田面積を拡大 した農 家は,地 区の転作の担い手 として位置づけ られ つ

つあ る。 しか し,水 田として一応整備 され た土地を さらに畑作に も適す るよう追加改良することには

貸 し手側は概 して消極的であ るところか ら,転 作の担 い手であ る借 り手は,自 己所有の水 田や貸 し手

の同意 を得た水田に限り転作のための土地改良 をす ることとな り,改 良投資が不効率になってい ると

い う例 も見 られ る。

Ⅲ.借 り手参加の土地改良事業に関する問題

1.建 設 事業と維持管理 事業 の組 合員資格の取扱いを異にす る試 みについて

(1)建 設事 業と維持管理事業の組合員資格の取扱いを異にする理由

一部の土地改良区では
,維 持管理事業の負担金を借 り手が直接 負担してい ることか ら,組 合員 資格

について建設事業にあっては所有者 維持管理事業にあっては耕 作者とす ることが より実態に適 して

い るのでは ないか という考え方がある。

この ような考え方は,

① 水利施設の維持 管理は本来営農作業の一部であ るか ら,土 地改 良区が行 う水利 施設 の維持 管理事

業に耕作者が参加すべ きであること。

② 水利施設の維持管理に要する費用は営農的費用の一部であ り,か つ耕 作者の水利施設の利 用の仕

方によって変動 するものであるか ら,土 地改良区が直接耕作者から徴収 すべきであること。

等に基づ くものである。

とくに最近における水利用は,従 来のように集落におけ る共 同利用 として慣行的に固定化 され てい

くとい うものではな く,水 利 施設が整備 され ることによって水利用の汎 用化や ローテ-シ ョンに代表

され るように経営上の立場 と地域 の効率的水利 用の観 点か ら弾力的な水利用が可能 となって きてお り,

さらに,ポ ンプ揚水の ように毎年の運転経費が相 当額に上る地域 も増加 して いる。

このような ことか ら,当 該水利用者 たる耕作者が,維 持 管理事業に参加 し,直 接その費用を負担す

べ きだとす る考え方が生 まれて くるものと思われる。

(2)建 設事業 と維持管理事業の組合員資格の取扱 いを異にす ること1こより生 じる問題点

土地改良区の組合員資格 を建設事業 は所有者,維 持管理事業は耕作者とす ることについては,そ も

そ も,① のよ うな同一農地 について3条 資格者として,所 有者 と耕作者とが併存 できるかという問題

があるとともに,維 持管理 事業に耕作者が参加 することについて②～⑤ のような問題があ ることが指

摘 できよう。

① 土地改 良事業 の参加者 とは,農 地 の有効利用 の維持増進を図 るという観点から土地改 良投資の必

要性の判断 ができる最 も適切な者で なければならない。農用地の有効利用の維持増進を図 るために

は,各 種の土地改良事業が相互に関連性を もって実施 され ることが必要 となる。土地改良法が事業

ごとにその参加者の定 め方を規定 していないの は,ま さにその判断 の総合性の必要か ら参加者は当
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然同-人 でなけれ ばな らないということを前提に してい るためであると考え られ る。

また,事 業 参加者にな るということは,同 時に土地改良区の組合員 にな るとい うことであり,同

一の土地改良区 において
,1筆 の農地について複数の組合員が生 じるとい うことは,組 合運営上か

らも好 ましい ことではない。 したがって,共 有地のよ うに1筆 の農地 に権利者が2人 以上 にな るこ

とがさけられない場合 にも,土 地改良区 との関係におい て当該農地を代表す る組合 員等に関す る規

定を設け調整 が図られ ている。 この代表の定 めに関す る規定が土地改良法第44条 であるが,こ の規

定の中にも事業 ごとに所有者と耕作者 が異って参加 し,そ れぞれが同時に組合員 にな るような こと

は予定 されてお らず,他 にそれ に関す る規定が存 しないことか らすれば,土 地改 良法はそのような

事態を認めていないものと考えるのが妥当のように思われ る。

② 土地改良施設 の維持管理は,施 設 の運転操作だけでな く,適 切な維持 補修工事 を行 うなど施設の

財産価値の保全 のために長期的視点 のもとに管理すべ き面も大 きい。 したが りて一言に維持管理事

業 といって も,利 用権に基づ く耕作者 よりも所有者 の方 により適切 な管理を期待 できる面もあ る。

③ 土地改良区が管理 する水利施設は,そ の地域内の農地所有者が先祖に まで さかのぼ って,自 らが

費用を負担 して新改築 した もので あ り,そ れ が国有,県 有財産であって も当該施設に対 する持分意

識が強い。 とくに都市的水需要 の増加によって水需給 のひ っ迫 した地域では,水 利権の資産的価値

が次第に顕在化 しつつあ ることか ら,農 地 を貸 し付 けて も土地改良区の組合 員として とどまろ うと

する傾向が強 く,こ の ような地域では将来土地改 良区は地主組合化 しようとい う見方 さえある。 こ

のよ うなことにてらせば,建 設事業 と維持管理事業 の組合員資格 の取扱いを異にし,維 持管理 事業

につき借 り手参加を認め ることは,現 実 の農民意識 と遊離す るおそれ もある。

④ 議決権 選挙権の行使について,利 用権設定農地 との不均衡 が生 じるといったような土地改良組

織運営面での困難な問題が起 こ り,ま た,利 用権 の設定,消 滅 のつどの賦課台帳等の記載事項の修

正,賦 課相手方 の変更確認 等土地改 良区 の事務量 の著 しい増大を伴 うおそれがあ る。

⑤ 当該土地改良区では,建 設事業が終ると組合員 は所有者か ら耕作者に 変 ることになる。現実問題

としては,農 地 の貸 し手 も借 り手 も一般 に自作地 をもち,そ の 自作地 について組合員資格をもって

いるか ら,事 実上組合 員の変化はほとんど生 じないが,将 来 自作地 をもたぬ貸 し手がふえれば,建

設 か ら管理 へ の移 行 に伴 って従来の組合員が離脱 し,土 地改良区の活力源泉であ る地縁集団 とし

ての まとまりを欠 くこととなるので,事 業の 目的 によって構成員を変 ち 維持管理事業につき借 り

手を参加 させることは問題 があろう。 また維持管理事業のみを行 う土地改良区にあ っては,耕 作者

を組合員 とすれば所有農 地のすべてに利用権を設定 した者は組合員資格を失 い,そ れとともに総代,

理事 とな る資格を失 うことにな る等の問題 もあろう。

ちなみに明治用水 土地改良区の実例によれば,建 設事業は所有者参加で行い,そ の完成後の維持

管理事業は耕作者参 加 とす る方針を一時 とったが,利 用権集積が さらに進 むと組合員数が減少 して

改良区の活力が失われる心配があること,貸 し手が総代 理事 の被選挙権を喪失す ること,事 務ft

が著 し く増大す ること等の理 由か ら,最 近所有者参加に改めた。

以上 のことにてらせば,土 地改良区が建設事業は所有者参 加 維持管理 事業は耕作者参加 と区分 す

ることはむ しろ避 け,所 有者参加であ って も運用面で維持 管理事業におけ る耕作者の意向反映に努め

ることが重要 であろう。
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2.有 益費の取扱について

(1)有 益費の額の算定 モデル

借 り手が行 う土地改良投資は,現 在の ところ,土 地改 良法に基づかぬ小規模 の もの(個 人単独施行

又は数人共 同施行)が ほとんどであ る。

しかし,利 用権の集積 の進行によって,土 地改良区等がある程度 まとまりのある区域について土地

改良法に基づ く事業 として暗 きょ排水等 の事業を施行す る場合 も,一 部に借 り手参加 とい うことが起

こり得 ようし,ま た,水 田転作の拡大 によ り,転 作に必要 な暗 渠排 水 等 の事 業 を行 う場合 には,貸

し手 よ りも利 用権集積農 家に積極的役割を期待 することとなることが予測 され る。

このような借 り手参加の場合には,有 益費の取扱いが問題 とな るが,こ れについては,当 事者間の

話 し合 いを基本 とし,当 事者間で話 し合 いがつかな いときには,双 方の申出に基づ いて-市町村,農 業

委員会が調整 することとしてい る。 しかし,明 らかに借 り手市場である地域を除けば,現 状 では,借

り手にとっては借 り受け面積の拡大 が先決であ り,借り手が諸般 の情勢を考慮 して,土地改 良投資に踏

み切 るに当た り,貸 し手に有益費の償還 の取 り決めにつ き申し入れを しがたい状況 にあ るのが実情の

ようである。

このため,将 来の土地改 良事業が借 り手参加で進 むべきかどうかの基本問題の議論は別 として,当

面 の対応 として,例 えば国が有益費の額の算定 のモデルを作 る等の方法によって,当 事者間 で有益 費

の取 り決めが行われやすい素地を作 り出す ことが有効であ ると考え られ る。

有益費の額の算定 モデルが示 された場合 には,借 り手に とってはその投資回収が保証 され ると同時

に,求 償 され る有益費の額に不安を もつ貸 し手にとって も有益費償還額 の一応の 目安が示 され ること

に もな り,安 心 して農地を貸 し付け,借 り手の土地改良事 業への参加にも安心 して合意を与 えること

が期待 できるので はな いかと思われ るか らで ある。

また,利 用権集積が進んだ地域で土地改良法に基づ く事業が行われる場合には,そ の事業施行地域

の広が りか らみて比較的多数 の貸 し手がいることが想定 され る。

このよ うな場合 には,有 益費の取扱 いに 関す る多数の貸 し手 と借 り手 の間の合意を促進することに

より,地 元負担に係 る事業費 の調達及び償還を確実に し,事 業を円滑に実施す るため,当 事者間の話

し合 いを基本 としつつ も,土 地改良区等の事業主体が有益費の取扱いについて働 きかけてい くことが

有効であると考えられ る。 したが って,こ の ような土地改良区等の働 きかけを行 うに当た っての基準

として も有益費の算定モデルは必要であると考えられ る。

(2)有 益費の額 の算定 モデル問題

土地改良法では,償 還 すべき有益費の額 は改良投資に よる農地の増価額によ り算定することとされ

てい る。同法が投資額による有益費の算定を認 めていない趣 旨は,投 資効果の著 しか った場合におけ

る貸 し手側の不当利得の発生を抑 え,他 方所期の投資効果 が発生 しなか った場合の リスクは借 り手が

負 うよ うに定めたものである。 しか しなが ら,こ の点を考慮 して,有 益費の算定 モデル を作成す ると

した場合,次 のような困難な点があ る。

① 農地の売 買価格か ら増価額を直接計測」す る方法については,各 種土地改良事業の総合効果と して

生 じた増価格の中か ら問題 とする借 り手負担 の土地改 良事業 による増価額を取 り出 して計測するこ

とのむずか しさ,都 市化 宅地化等 による非農業的要素 による増価額を除 くことのむずか しさ等が

ある。
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② 土地改良事業施行前 と施行後 との小作料の資本還元額 の差か ら増価額を算定 する方法 については,

比準地のと り方等計測技術上のむずか しさが ある。

⑨ 借 り手の負担 した改良投資の費用か ら減価償却分を控除 した残存価額をもって増価額を評価 しよ

うとす る方法については,投 資効果の存続期間 と減価償却の期間や方法の定め方の問題がある。

これ らの算定方式によ り増価額 を求めて行 くことは,以 上のよ うな困難な要素があ り,当 事者 の納

得 の得 られ るような算定 モデルを示す ことは,直 ちにはで きがたいと考え られ,ま た,安 易にモデル

を示す ことは,利 用権 の集積を阻害 する怖れ もあ ると考え られるので,各 地の実態調査を進め,わ か

りやす く,か つ当事者 に受け入れられ得るモデルの作成について早急に検討 することが望 まれ る。

(3)残 債務承継方式

現実の多様な ケースに適合 しうる農地の増価額の算定モデル を示す ことのむずか しさを考慮すれば,

増価額の算定に接近す る当面の方法 として,土 地改 良法の規定 が意図 したとみ られる耕作者の利益擁

護の思想を汲みつつ,し か も農地所有者の貸 し付け意欲を損わず,貸 し手,借 り手間でわかりやす く,

かつ負担の不公平 を感 じさせ ない,よ り現実的な有益費の取扱 い例を示して関係者間 の合意を図 るこ

とも有効 な方法であ ろう。 その一つの方法 としては,土 地返還を受けた貸し手が,当 該土地 の改良投

資にあてられた公庫資金の償還債務を承継す る方式があげ られ よう。

現在 土地改良区の組合員 に賦課 され る土地改良事業(維 持管理事業 を除 く)の 負担金 は,一 般 に

公庫融資に対する年賦償還金で ある。 公庫融資制度の もとで,償 還金 の償還期間,据 置期間は個 々の

具体的ケ-ス に即 して,施 設の耐用年数や事業効果の発生 と受益者 の負担能 力等 を勘案 して適正 に定

め られ ているはずであ る。 そして,公 庫借入金 の償還方法 については,あ らかじめ土地改良区の総会

の議決を経 ているので,土 地改良 区の区域 内の農地に賦課 され る毎年度の償還負担金の額,償 還期間

等については組合員であれば誰 しもが承知 していることであ る。

土地改良法 では,農 地の所有権移転 あるいは貸 し付けによって,当 該農地 についての組合員資格の

得喪が生 じたときは,土 地改 良区 の事業に対 する当該農地に係る組合員資格を失 った者 の債務は,新

たに組合員 資格を取得 した者 に承継 される方式が とられ ている。賃貸借期間の満了によって組合員 資

格 の得喪が生 じるときも,貸 し手,借 り手間で土地改良区の事業に関す る残債務を承継す ることの合

意が あり,当 事者からこの ことを 申し出れば,土 地改 良区は借 り手の残債務を貸 し手 に賦課す ること

が広 く行われ ている。

このように,残 債 務 承継 方 式 は 現行 制 度 の もと で現実に動いてお り,一 般農家 にとってもなじ

みのあ る方式であるとみ られ るので,上 述 のような適正な償還方法の もとで償還 され る公庫資金債 務

等につき,土 地改良事業の実施に先立 って,土 地改 良区等か ら働 きかけ残債務承継 について関係者間

の合意 が得 られるようにするζとも考 えられ る。

しかしながら,基 幹的水利施設の新改築等土地改 良事業の種類によ っては,投 資効課の存続期間が

公庫融 資の償還期間に較べて なお相当長期に及ぶものがあ り,残 債務承継方式がすべての種類の事業

に対 し妥当性をもつ ものとは言いがたい。

また,土 地改良事業 の投資効果の存続期間 と償還 期間とが接近 している事業にあって も,残 債務承

継1ζよって貸 し手,借 り手間の負担 の公平 が完全 に図 られるものではないoた とえば,貸 し手には イ

ン フレメリッ トが帰属する場合 もあろ うし,逆 に,社 会経済情勢の変化に よって所期の投資効果が発

現 しない場合や,技 術 の進歩によって施設 の陳腐化が進む場合等借 り手が負担 すべき リスクが貸 し手
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に転嫁 される場合 もあろう。 したがって,残 債務 の承継 方式についても,関 係者 が利 用権設定期間,

投資効果の存続期間,償 還 期間 その他個 々のケ-ス について生 じる問題を十分に理解 した うえで,承

継の合意が成立 するものでなければならない。

このように,残 債務承継方式をすべての種類 の土地改 良事業や,ま たすべての地域に適 用す るには,

なお多 くの検討 すべき要 素があると考 えられ るので,他 の有益費算定モデル とと もに,ひ きつづ き検

討を行 い早急に結論を導 き出すことが必要であろ う。

Ⅳ

・利用権集積の進行に伴 う土地改良事業の実施方式等について

1.土 地改良事業(建 設事業)の 推進主体 と実施手続 きに関す る問題

(1)土 地改 良事業 の担 い手

利用権の集積は,全 国一律のテンポ と形態で急速に進行す るのではな く,各 地域 の産業構造 社会

構造に影響されつつ,各 地域の 自主性を活か しなが ら様 々な形で展開 され るものと思われ る。

今後,利 用権集積が進む中で貸 し手志向農家が土地改良事業の推進について前向 きの役割を果 しう

るか どうかは,自 然的,経 済的,社 会的条件,営 農 形態等 による地域区分,土 地改 良事業の種類別等

を勘案 した多面的な調査,検 討によって明 らかにすべ き問題であ るが,水 田地帯において ほ場整備を

実施す る地区 とすでに実施 した地区 とについてみれば次のとお りである。

ア.水 田地帯 におけ るほ場整備の実施については,当 面の見通 しと しては,貸 し手及び貸 し手志向農

家 にあって も営農労 力を節減 して安定兼業 への傾斜を図ること,農 地を良好 に管理するための借 り

手を確保す ること等 の理 由か ら関心 が高 く,規 模拡大志 向農家 とともに事業 推進の-翼 を担 うもの

と思 われ る。 また,農 業生産基盤 の整備 と生活環境の整備 とを一体的 に行 う事業にあって は,地 域

住民 としての共通利益意識 が高 まるので,地 域住民全体 の支持の もとに事業 が推進 され ることが期

待 される。 もとより,こ のように受益農家が事業の必要性,効 果を認識す るに至 るには,事 業 主佑

市町村,地 元の指導的農家等による-一般受益農 家に対す る啓発活動 が重要であることはい うまで も

ないo

イ.安 城-市や豊田市の例にて らせば,利 用権集積の先駆的地域 は農業外 に安定 した就業の場 があ り,

すでにほ場整備が行わ札 それを契機 に兼業の深化 と利用権集積 とが同時平行的 に促進 されて きた

地域 であろ うと考 えられ る。 この ような地域では,少 くとも稲作 に関する限 り,ダ ム,頭 首工等の

基幹 的水利施設 の整備 が完 了 し,ほ 場で は30a区 画 が確保 され,中 型機械化体系 の導入ができるよ

うになってい ると思われ るので,こ こでは水利施設の維持管理 とこれ を担当す る土地改 良区の管理

運営の円滑化が共通の課題であろうと考 えられ る。 しか しながら,こ のような地域においても営農

条件の変化 に対応 して,畑 作転換を図 るための暗渠排水や より省力的な維持管理 を行 うためのパ イ

プライン化等の追加投資を行 う必要が生 じるところもあ ろう。 ところが,こ の ような追加投資の事

業を実 施しようとする場合には,不 耕作 の貸 し手や耕作面積の零細な二種兼業農家に とっての事業

参加の メ リプ トが問題 となろう。

かつて,二 種兼業農家が兼業へ深化するために必要 とした土地改 良事業 による省力効果 は,不 耕

作又はそれ に近い貸 し手 にとっては,ほ とんど通用 しないであろうか ら,こ れ らの貸 し手の農地を

受益地 に取込んで事業を行 うためには,小 作料の増額が重要 な役割を 占めるとい う見方があろ う。
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しか し,利 用権集積 の進行 した地域での農地貸借の需給 関係は今後 さらに借 り手市場へ と進行す る

で あろ うか ら,こ れ らの貸 し手が積極的に追加投資の事業 に取組むほどの小作料の水 準の上昇はあ

まり期待で きないのではないかと考え られる。

これ らの事情か らすれば,利 用権を集積 し,生 産性の高い農業経営を展開 してい る農家及 びこれ

と一 体とな って地域農業を担 当してい る農家群 が追加投資の事業 の効果を直接享受で きる立場 にあ

り,こ れ ら農 家が事業推進 の主導 的役割を果すことが期待 され よう。 とは言え,こ れ ら農家の意図

す る土地改良事業を地域 内の利害関心 の異な る多数の関係権利者 の同意 を得て実施 することは容易

な業ではない。そ こでは,地 域農業を担 う農家とその他の関係権利者 との話合いを通 じ,相 互理解

と相互の利益を求めて行 くことが重要であろ う。

利用権集積 の先駆的地域に限 らず関係権利者の利害関心 が多様化 している地 域において土地改良事

業を円滑に実施 して行 くためには,イ で述べたように関係権利者の合意が基本であるので,土 地改良

区 が主体的に取組む必要があ るのは もちろんのこと,市 町村 等に よる適切 な誘導が一層重要 とな ると

ともに,こ れ までの実績にて らし集落の もつ調整 機能 に期待す るところが大 きい。 また,農 用地利 用

増進法に基づいて集落等を基盤に形成 される 自主的土地利用調整組織の土地改良事業を進 める場合 の

位置づけについても今後検討課題 とす る必要があろ う。

(2)受 益者 申請 と同意手続 きに関 する問題

土地改良法では事業を実施 しようとするときは,施 行対 象とする地域 内の3条 資格者の2/3以 上

の同意(農 用地造成事業 にあっては地 目の変換 を伴 うところから全員同意)を 得 ることとされ てい る

が,施 行対 象地域全体 として3条 資格者 の2/3以 上の同意が得 られていても,不 同意者が一部地区

に偏在す る等の場合 には事業の円滑 な実施 とその効果 の発現等に支障をきたす ことにな るので,法 の

運用面では大字別において も2/3以 上の同意率 とな るように指導 して いる。 さらに,ほ 場整備事業

にあ っては土地の区画形質の変 更を伴 うことか ら事業 申請者が 自主的 目標 として大字別同意率を90%

以上においてい る。 また,土 地改良事業の実施に至 るまでには,相 当以前から市町村,土 地改良区,

集落の有志等が中心 とな って集落毎の話 し合いを積み重ね,そ の中か ら関係 権利者の共通の利益 を見

出し,ほ とんど全員の同意を得て事業が実施に移され てい る。 そのことが,当 該事業の円滑な実施,

事業完了後における維持管理事業及び負担金徴収 の円滑化 農地 の高度利用等に寄与す るとと もに,

農村社会の多様 化した成 員間 の連帯意識 と共存共栄の意識 の強化につなが っている。

このように法定以上の高 い同意率 を得て事業施行 申請が行われ てい る現在 の法運 用の実態は,意 識

価値観の多様化 した今 日の農村 社会 に最 も適合 した方法であると評価す ることがで きよう。

したが って,担 い手農家の ニーズに応 じた土地改良事業を円滑に実施 するためには,今 後 と も,関

係権利者間の話 し合いを基礎に合意形成を図って行 くことが重要である。

このよ うな考え方に基づけば,事 業発起人,申 請人及び 事業参加 資格者 の問題についても次の よう

な考え方をとり入れることを検討 する必要があろう。

① 事業の発起ん 申請人について

土地改良事業の発意 申請者 は耕作者とされてお り,所 有農地 のす べてについて利用権を設定 した

者は事業の発意 申請者 となれ ないが(施 行規則2条1項),利 用権を設定 した者 も一部自作を継続

している例が・一般であ り,ま た事業の推進の基礎 は,二 種兼業農家を含む地域内の農家全体の合意

にあるか ら,実 態的には現行制度で何 ら支障がないもの と考 えられ る。
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しかし,今 後 の利用権設定 の進展状 況に よっては,不 耕作の所有者 も発意 申請者に加 えることに

ついて検討す ることも必要 でないかと考 えられ る。

② 事業参加者

土地改 良事業は農地の価値を高め るものであり,農 地の所有老が その効 果を長期継続 的に享受で

きる。 したが って,所 有者が事業参加者となるのが適 当であるとの考え方は,農 地の利 用関係が一

定の形態に定着す るまでは,貸 し手,借 り手双方 ともに強いであろ う。所有者参加を円滑に行 うよ

うに するためには農業委員会による所有者参加の承認 制の運用のあ り方について検討す ることが必

要でないかと考え られ る。

しか し,将 来利用権集積が進行 し,農 地の利用関係が安定化 した地域では,利 用権設定農地にあ

って も耕作者を事業参加 者とす ることが妥当 となることもあろう。

なお,利 用権設定農地の土地改 良事業 に対 して借 り手が参加す るときは,事 前に所有者の同意を

得 るよ うに指導がされているが,事 業の区域が比較的広範囲にわた る場合で,当 該区域では農協等

の仲介 によって1人 の借 り手が多数の貸 し手か ら農地を借 りてい るようなときは,関 係所有者の意

志確認手続 きを迅速かつ確実に行 うために,事 業主体等が仲介 して関係者 の事業 開始の同意 及び費

用負担の合意を一括 して とる方式 も検討 する必要 があろう。

(3)土 地 改良事業における市町村の役割

市町村 は,農 振法 に基づ く農業振興地域整備計画の策定主体であるとともに,農 村環境整備 を含む

農業振興上 の各種の事業の事業主体 とな っている。55年 に制定 され た農用地利 用増進法に基づ く農用

地利用増進事業 も,市 町村が事業主体 とな り,地 域の農業者 及び農業団体の 自主的な活動を助長 しつ

つ,農 地の有効利用を図 って行 くことになってい る。関係権利者 の利害関心が多様化する中で土地改

良事業を円滑に実施 して行 くためには,市 町村 が,農 業振興上の巾広 い権能 を活か しつつ関係権利者

の意識の啓発 と利害 の調整を図 って行 くことが今後期待 され る方法で ある。

このため,利 用権を集積 した担い手農家を中心 として発意 され た土地改良事業については,必 要 に

応じて事業発意者に代って市町村 が関係権利者 の同意取得 にあたる方式 も有効であ ろう。 この ような

意味 で現行制度 のもと,市 町村 は議会の議決 を経て 自ら土地改良事業 を発意 し,3条 資格者の同意を

得 て事業を施行 できることにな っており,こ の方式を活用することも必要であろう。 このほか(4)に記

すような市町村 申請国県営事業制度が あり,今 後土地改良事業の推進面 で市町村に期待するとζろは

大 きいと考 えられ るo

(4)大 規模水利事業の実施手続に関する問題

大規模な水利開発事業は,そ れによって直ちに受益効果が発生す るものよりも,圃 場整備事業等 を

行 うための前段 の事業 としての性格 が強 く,-般 に投資効果 の発現 までの期間が長い。 このような事

業にあっては受益者が事業効果 を見通 すことはむつか し く,受 益農家が発意 して国 あるいは県に対 し

て事 業申請をする方式には実情に即さぬ面も見受 け られ る。 また,ダ ム,頭 首工等 の基幹的水利施設

を建設す るにあたって,あ らか じめこれ らの施設 によって受益 する土地を特定 してしまうことには適

当でない面 もみ られ,国,県,市 町村 が主役とな って,資 源の有効利 用の長期的 ビジ ョンのもとに事

業を推進 して行 く必要性が強 い。

このため昭和47年 の土地改良法改正 によって受益農家が国営,県 営事業を 申請する方式のほか,市

町村 申請事業 として市町村 が議会の議決を経て受益地域 内農家 の同意をと り,国 営事業あ るいは県営
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事業 の施行を申請す る制度が設 けられた。そ して市町村 申請事業の うちと くに大規模な水利事業で関

連事業の計画が確定 しなければ受益地域が確定 しない ものについては関連事業 計画の確定の さいに受

益農家の同意 をとることを条件 として先行的に事業に着手で きる制度 が設け られ た。大規模 な永利事

業 を円滑に推進す る方式 としては,(3)で ふれた市町村 に与え られた農業振興上 の巾広い権能か らみて,

このような市町村申請事業制度が,有 効であろうと考えられ る。

また・ 現在,農 業水利施設の維持管理事業 を主体 とする恒久的組織 としての土地改良区 の育成強化

を進めているところであ り,こ れ ら恒久的組織 としての土地改 良区 が管理する施設に係る大規模 な更

新・ 改良事業 の必要 が生 じたと きは,当 該 土地改良区が国営,県 営事業の申請がで きる仕組みも,今

後検討 す る必要があるのではないかと考え られ る。

ところで,二 種兼業農家の増加や農地の所有 と利用との分離が進行す るに伴 って土地改良事業 の実

施 について関係権利者間の利 害関心は一層多様化するもの と思われ るが,と くに大規模 な農業水利事

業 にあ っては関連事業の完 了 までは受益効果 が発生する性格の ものでないだけに,農 地を所有す る者

も利用権 によって耕作す る者 も共に事業参加 に慎重 となり,事 業が円滑`こ進 まぬ事態が生 じることも

懸念 され,こ れを克服す る手段 として同意 を要せず,あ るいは同意率2/3以 上の基準を引 き下げて

土地改 良事業が実施で きる仕組みに改めるべきではないか との意見 もみ られ る。 ダム,頭 首工等の建

設は,直 接 関係権利者の土地の区画形質 の変 更を伴 うものではない とい う点で面的事業 とはやや性 格

を異に しているが,大 規模水利事業がその投資効果 を有効に発現す るためには,事 業完了後の施設の

維持管理 が適正に行 われ,当 該 施設が関連土地改良事業の施行 を通 じて農業生産に有効に結びついて

行 くものでなければな らない。 この ことを考 えるな らば,大 規模水利 事業 にあ っても関係権利者の極

力多数 の同意を得 ることが,当 該建設事業 が効率的か つ円滑に実施 され るとともに,造 成 された施設

の効用が十分に発揮 され るうえで必要であると考え られ る。

また,現 在の土地改良区の強制賦課徴収措置は地域全体として2/3以 上の同意があることを前提

として機能 している制度であ るが,ζ れ に代えて同意な く,あ るいは同意率を引下 げて事業を実施 し,

受益者 から強制的に費用を徴収す る方法 は,近 年 の農家の権利意識,農 村の実態からみてその実効性

は期 待し難 いものと思われ る。

これ らの問題にてらせば,大 規模水利事業にあっては今後 と も市町村 申請制度等の十分な活用を図

り,市 町村等を中心 として関係権利者の合意形成を進めた上 で事業実施に取 組む ことが現実に即 した

方式であると考え られ る。

(5)農 村 における土地利用秩序 の形成 との関連

二種兼業農家や不耕作の零細農地所有者 の増加等関係権利者 の利害関心や価値観の多様化する中で

土地改 良事業を円滑に実施 して行 くためには,農 振法,農 地法 の厳正,的 確な運用とともに,地 域住

民の合 意に より積上げた土地利用計画や土地利 用に関す る自主的な協定の活用を検討 しつつ望 ましい

土地利 用秩序の形成 と混在 化への計画的対応を 目ざす農村の土地利用計画 に関す る施策の充実に期待

す るところが大 きい。

現在 二種兼業農家等の中には,永 年住 んでい る農村に もかかわ らず数年先の将来に関 してさえ所

有農地 の利用について明確 な展望を有 していない者 も多い。 今後農村における土地利用について,長

期的計画 が計画的土地利用転換手法を含めて示 され るならば,こ れ ら農家が所有農地の将来利用につ

いての関心 も明確にな り,農 用地区域内の農地については農 地として最 も有効 に利用する方向に集約
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されて行 くであろう。現在 地域農業者等の意向をふ まえ,総 合的かつ実効性のある地域計画を樹立

し,農 業施策の総合的かつ計画的な推進を図 ることを 目標 として,新 農振計画の策定がモデル的に進

め られてい るが,こ の ような農村 の土地利 用秩序 の形成,総 合的な地域計画の樹立に関する施策の今

後 の進展 とあい まって,こ れ らと土地改良事業との結びつきについての検討を行うことが必要であろ

うo

2.土 地改良施設 の維持管理 と土地改良区のあ リ方 に関す る問題

(1)土 地改良区の区域の広域化 と末端組織

土地改良区 の基本的位置づ けについては,先 の第一次報告書において,「 主 として建設事業の実施

主体 として位置 づけられている現行の考え方を改め,施 設の管理を中心的な任務とす る恒久的な組織

として位置づけ,そ のよ うな組織 としての土 地改良区が必要に応 じて地区内の建設事業を行 うζとが

あるとい う考え方に立 って整理す ることがむしろ適当なのではないか」 と述べ られ てい る。 その後の

国 の土地改 良区 に対す る行政指導 もこの方向で進め られ,零 細土地改 良区,休 眠土地改良区の整理 ・

統合を行い,用 水系統単位 あるいは-市町村単位 の恒久的組織 としてふさわ しい能力を もつ土地改良区

を育成す ることに努めている。

恒久的組織 としての広域化 した土地改良区が担 う主要 な業務は水利施設の維持管理と水管理 とであ

るが,末 端 の管理については集落 の賦役や資材 の提供に依存 してきた。 しか し,集 落機能 の低下 とと

もに土地改良区が末端の管理費を直接負担する度合いが強 まり,土 地改 良区の財政運営 を厳 しいもの

にして きた。 また,こ のことはわが国の農 業生産を支える土地改良資本の ス トックの適正 な維持を困

難にす るものであ り,維 持管理事業 の適正化 のために受益者の 自助的努力を促 がすよ うな助成措置 が

講ぜ られているところである。

現在の農村の実態からみて,区 域が広域 な土地改 良区 あるいは今後広域化 する土地改良区が集落内

の水管理及び水路 の維持補修 まで行 うことについての要請は さらに高 まるものとみ られ,地 域 の条件

に よっては末端水 路に至 るまでパ イプ ライン化 し,こ れに対応 する地域 も次第 に増加す ることが予想

され るが,大 半の地域 においては土地改 良区 の財政 面,維 持管理労働力の調達面等から要請に全面的

に対応 することはむつか しい面があ るものと考え られ る。

しかし,集 落内の水管理等については,高 命農家や婦人に依存す る面が強 まっており,今 後集落に

おけ る農家 の性格の多様化や非農家 の増加 に伴 って水管理等に携 わる者の確保が さらに重要な課題 と

なろう。 また,農 産物 の需要に合 わせた営農の展開に即応 し,適 正かつ円滑に水管理等を行 うことが

ます ます重要となろ う。 これ らの課題に対応す るためには,水 源か ら集落に至 るまでの基幹的水利施

設の管理については土地改良区の体制を充実す る必要 があるが,集 落内の水管理等については,水 利

をめ ぐる関係農 家等 の連帯意識 を高め,集 落又は これ に代 る組織 による自主的管理のあり方を検討す

る必要 があろう。

すなわち,土 地改良区 と集落 内水管理組織 との関係については,土 地改 良区が個 々の農家に対す る

水利 のサービスを提供す る機関としてその業務を集落内水管理組織に委託 することのほか,土 地改良

区の業務運営についてその能率化 と集落内水管理組織の意見の反映の強化 を図 るため,土 地改良区の

組織 に集落 内水 管理組織を取込 んで行 くことについて も検討 す る必要があるのではないか と考 えられ

る。
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また集落内の水管理等を担当す る組織 については,現 存の集落の機能を強化して行 く考え方 よ り

広範 な区域の地域資源管理を担当す る住民参加の新 しい組織 が必要であ るとす る考え方,中 核農家を

中心 に形成され る営農集団が集落全般の水管理 も担当す るとい う考え方等が提起 されている。これ ら

の意見 も参考 としつつ,集 落 レベルにお ける土地改良についての意志決定 水利施設 の維持 管理 や水

管理等の実態 を調査のうえ,集 落内水管理組織の望 ましいあ り方を検討する必要があろう。

(2)土 地改良区 の構成員と運営

① 耕作者 の意見の反蜘 こついて

今後 土地改良区が担 う主要な業務は,水 利施設 の維持管理事業 であ り,当 該事業の実施につい

ては,土 地改良区の水利施設 を利用 して農業経営を展開してい る耕作者の意見が十分反映 されなけ

ればな らない。現状では.利 用権を集積 し経営規模 を拡大す る農家 もβ 利用権を設定する二種兼 業

農 家 も,共 に 自作地があ り,当 該 自作地について組合員資格を もってい るので,利 用権設定農地 に

ついての組合員 資格が貸 し手,借 り手のいずれに属 するかは,土 地改良区の業務運営 に対する発言

力にはほとんど影響 しない ものと考え られ る。

しか し,維 持 管理事業について,貸 し手 も借 り手 も共に耕作者 として利害 の一致する面 もあるも

のの,た とえば,農 地の高度利用を図ろうとす る当該地域 の担 い手農家 と休 日を利 用して稲作を行

う通勤二種兼業農家 との間 には水管理等について利害調整 を要す る面 も見られ,集 落内水管理組織

の調整能力の向上 と当該組織 と土地改良区 との連繋強化が重要にな っている。

また,将 来維持管理事業への関心の薄い不耕作所有者組合員がふえることも予想 し,維 持管理事

業 に必要となる予算の確保及びその執行については,た とえば担い手農 家で構成され る維持管理部

会が主導性 をもつ ことがで きるよ うにす る等土地改 良区の業務運営方法 に工夫をこらして行 く必要

があ ろうo

なお,土 地改良区 の組合員は,農 地所有者であ ると画一的に決め るときは,他 の区域か ら入耕作

している借 り手農 家,所 有地をもたず利 用権集積によ って経営規模を拡大 した農業生産法人等が組

合員資格を もたないことになる。 これ らの ケースは現在の ところ例外的であ るとみ られ るので,借

地農家等の意見を土地改良区の運営に反映 させ ることは関係者間 の話し合いによって貸 し手か ら借

り手 と組合員資格 を交替す ること等に よって対応できるもの と考えられ る。 しかし,所 有地を もた

ぬ借地経営の今後 の発展状 況によっては,当 該経営 の地域農 業における役割を見定めつつ制度上 の

対応 も検討す る必要が生 じよ う。

② 営農集団及び地縁集団の取扱 いについて

中核農家を中心 とす る営農集団や,集 落等の-定 の区域の土地 及び水利用の調整機能を もつ地縁

集団を土地改 良区の組織に取 り込む提案がみ られるが,こ れについては(1)で 土地改良区 と集落内

水管理組織 との関係についての検討課題 としてもあげたよ うに,集 落機能の低下に対処 し末端 にお

ける円滑かつ適正な水管理等を行 うため,現 在個 々の受益農家 を構成員 としている土地改良区がそ

の区域 内にあ る営農集 団あるいは地 縁集 団をどのように組織 に取 り込んで行 くか検討す る必要があ

ろ うと考え られ る。 と くに,農 用地利 用改善事業を行 う団体を将来土地改良区の末端水利組織 とし

て活用 しうるか どうかが検討課題となろう。

③1人1票 制 にっいて

農業生産法人が利用権設定に よって集落内農地 のほ とんどを耕作す る例 は,す でに愛知県豊 田市
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や安城市に見ら九 ζのような大規模経営が他の地区で も生 まれるであろ うことは想定 しておか ね

ばな らない。 そのような場合,多 数の組合員の中で,当 該大規模 面積を耕作す る組合員の意見が土

地改良区の事業 に十分反映 され ないのでは ないかとの懸念 があ る。

実態的にいえぱ,利 用権を集積 し大規模な借地経営を行 っている者は,当 該地域の農地所有者の

信頼を基礎 に規模拡大が可能 となった者であ り,貸 し手 の信望が厚 く,借 り手 の意見は尊重 され る

といわれ る。 このようなことか らすれば.土 地改良区の行 う事業 について大規模経営の意見を反映

させ るための必要な手段は,1組 合員1票 制 の改正 よりも,む しろ所有者 と耕作者 との相互の共通

利益意識の酒養ではないかと考え られ る。農政審議会の"80年 代農政の基本方針"が,「 分散零細

な農地所有の下で農地の有効利 用を図 り,構 造改善を進め るためには地域 ぐるみの対応 が必要 であ

る」 としているようiζ,土地改良区の事業につ いて も,組 合 員が各 自平等な立場で参加 し,そ の中

で所有者,耕 作者が相互の理解 と連帯の意識 のもとに事業を行 うことが必要であ る。

1組 合員1票 制については,以 上を基本的考 え方 としつつ も,今 後の利用権集積の進展状況 に応

じ事業開始の同意 手続 きとの関連性を考慮 しつつ検 討す ることが必要でないか と考え られ る。

④ 今後の基本的検討課題について

現在,多 数の零細土地改 良区の整理統合を 図り,適 正な維持管理能力をもつ土地改良区の育成 に

努力が払われてい るが,用 排水系統の違 いや地形の制約等があるので,今 後 も受益面積の大小様 々

な土地改良区が並存することにな ろう。 そして,土 地改良区の管理する施設の性格や規模等に応 じ

て,各 土地改 良区が行 う維持管理事 業は きわめて公共的性格 の強い ものか ら,さ して強 くないもの

まで差が見 られ ることになる。現実 の土地改良区が このように多様な ものであ るにもかかわ らず,

土地改良区の組織及び運営 に関す る諸規定は画一的であ り,そ こに制度と実態 とが乖離する一つの

原因が あるよ うに思われる。 また,土 地改良区 と並んで農業水利上重要 な役割を担うべ き集落内 の

水 管理組織あるいはこれ らの連合組織は土地改良法の枠外 に置かれている。

今後 の検討 の方向 としては.土 地改良区及び集落内水管理組織等の行 う事業の実態を十分把握の

うえ,必 要に応 じ集落内水管理組織等 も取 り込 んで実態に即 した土地改良区等の組織 とその運営に

関する制度を仕 組むことが適当かどうかを検討 する必要 があろう。

また,土 地改良区等 の組織及び運営については,そ の規模,性 格等 に応 じた対 応が可能 とな るよ

う制度面での検討 も必要であろ うと考え られ る。

さらに,維 持管理事業を主体とす る土地改 良区にあ っては,事 業量 の季節変動 を生 じることはい

わば宿命であるので.既 存の土地改-良区の統廃合を促進 して,そ の区域を広域化 するとともに,そ

の擁す る人的能力 の活 用を図 るため には,区 域内の零細土地改 良区の新設を抑 え,新 たな建設事業

を担当 してゆ くことが必要であろう。 同時に,土 地改良区の行 う事業 の範囲を今後非農業分野に ま

で拡大 することについても検討 の課題 とす る必要があろうと考 え られ る。

(3)農 業用用排水路の農外利用

農村 の混在社会化 に伴 って土地改良区 の管理す る農 業用用排水路 が産業廃水,地 域住民の生活廃水

の排水に利用 され,ま た宅地化 の進行に伴 って雨水流出形態が変化 し,水 路の管理 に障害を生 じてい

る。 水路 へのゴ ミ投棄の増加 も水路管理 の費 用を増加 させている。 これ ら農 業用用排水路の農外利用

等のために生 じた費用は,土 地改良区の組合員だけが負担すべき性格 のものではな く,当 該地域 の下

水道整備等住民の生活環境施設の維 持,整 備 に要す る費用として市町村が負担 すべ き場合 もあ り,ま
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た農外利 用の受益者 を特定で きる場合にあ っては当該受益者1ζ負担 させ るべ きもので ある。

昭和47年 の土地改 良法の改正 によって,非 農地受益者に対す る賦認 市町村 等IC対 する管理移管,

管理費用の分担等についての協議請求,工 場廃 水等の排 出者に対する予定外廃水 の差止請求の制度が

設け られてお り,現 在 までの ところ市町村 等に対す る協議請求の事例 が若干見 られ る。 また,施 設 の

無 目的使 用料,事 実上 の市町村 の費用分 画 事 実上の市町村 移管 とい う形で現実的に処理 している例

はかな り見受 けられ る。

しかし,農 村における混住 社会化が さらに進 展して行 くことを想定 すると,本 研究会の第1次 報 告

で提示された考え方を参考 としつつ,す でに現実的に問題 の解決を図ってい る土地改良区の実例 をふ

まえて,集 落の合意形成を基礎 にした非農 地受益者に対する賦課の方策,受 益者 を特定 しがたい排水

に係 る費用の市町村負担 の積極的誘導方策,今 日的要請に即応 した土地改 良法第93条 の2に 定める管

理規程制度の取扱い等を検討 してゆ く必要があろ うと考えられ る。

(参 考 資料 ・・… ・省略)

-42一



資 料bO3

「有益費問題に関する研究会」における検討結果の

暫定的 と りま とめ

〔㌶ ζ議政課〕

1.検 討 の 趣 旨

農用地利用増進事業による賃貸借 等の利用権 の設定は,1年 の ものを含めて数年程度の短かい期間 の

貸借が可能 であって,そ の権利設定 につ いての農地法第3条 の許可は不要であ り,小 作地所有制 限(同

法第6条)の 適用 もないこととされ てい るほか,同 法第19条 の法定 更新 の適用 もないこととされ ている。

そして,こ の期間満了に伴い賃借権等 の利 用権が 自動 消滅す ることか ら,権 利の消滅時iζ従来一般の賃

貸借の解約に際 して広汎にみ られ た離作料等の授受は発生 しないことが予定 され てお り,行 政指導 とし

ても 「農 用地利用増進計画書 」の策定に際 して,そ うした趣 旨を明記 させ るなどの指導が行われ てい る。

離作料の広汎化 と高額化が農 地の貸 し供給の阻害要因 の一つになってい る現在 の状況の下で,新 し く発

生 しつつある賃貸借 の両当事者が,い ずれ も農地改革によって創出された 自作農であって,主 として そ

の小土 地所有 と労 働に依存 して生活 してい るとい う性格のその相互関係を考えれば,新 しい賃貸借で離

作料 を発生 させないようにす ることは必要 なことであると考えられ る。

しか し他方で,耕 作者の立場 と農業生産 力の維持発展を考える立場に立 てば,予 め約定 された期間が

守 られ ること及び地代が適正であ ることと並んで,借 人において農用地の改良投資が必要 な場合 には,

それが妨げ られることな く行 うζとがで き,ま ち 借人iζよってな された改 良投資の未回収 の部分は,

雑作 に際 して回収 されなければな らないとい う問題があ ることに も着 目しなければならない。

ここに有益 費の償還問題が生 じて くるのであ るが,農 振法改正に際 して衆参両院 で借受人が投下 した

有益費の償還 について適切な指導がなされ るよ う全会一致で附帯決 議がなされた趣 旨もこの点にかかわ

って いた と考 えられ るのであ る。 また改正農振法弟15条 の3第2項 第5号 及び同法施行規則第17条 の規

定に基づいてその施 行通 達(昭 和50年7月15日 付 け50構改B第1461号 農林事務次官通達)が 「農 用地

利用増進規 程に おいて定め るべき利用権の条件 に関する事項」に有益 費の償還問題を含めてい るのも同

様の趣 旨によるものであろう。

しか しなが ら,わ が国の農地賃貸借においては,有 益費償還 の慣行 は,従 来未成熟であった。農地改

革以後の農地改革残存小作地 を中心 とした農地賃貸借 においては,農 地法に基づ く強い耕作権保護 ・解

約規制によって,有 益費の償還 が問題 とな る条件に乏 しか ったし,ま た,高 額 の離作料の中に,そ れが

埋没 し,顕 在化 しなか ったと考 えることもできる。農地改革以前iζおいては,明 治以来の小作立法をめ

ぐる論 議の中で問題 にされることがあ ったとはいえ,圧 倒 的な地主階層の力もあって,民 法における二

つの条文の規定(第196条(占 有者の費用償還請求権),第608条(賃 借人の費用償還請求権))以 外

の特別 の規定は制定 されなかった。加えて,わ が国の農業は,こ れ まで も,そ して現在 も農場制農業で

はな く,し たが って農地賃貸借は筆単位 の賃貸借 であったため,部 分的には地域慣行の成立が あった と

一43一



もされてい る(例 えば栃木県 の緑地跡地や新潟県の地 目変換の場合の地主の賠償慣行。 「大正六年小作

慣行 二関 スル調査資料」による。)も のの,大 勢としては,賃 借 人の資本投下 が考慮 され る場合で も,

一定期間の小作料の減免(新 田の鍬下年季等)と か
,雑 作 の場合 の作離れ料(離 作料 とか,涙 金とか,

見舞金 とか名称は いろいろあった。)等 の中で考慮 されて きたと考え られ るのであるo

か くして,農 用地利用増進事業制度の発足に伴い,今 後 この新しい賃貸借 については,期 間満了に際

し,離 作料がない ことが期待 されていることとあわせて,こ の制度に よる賃貸借 の展開の中で,有 益費

の償還が適正 に行われ る慣行 の成立を促す よう指導 するにしても,そ こにおける貸人 と借人 の関係(同

意の問風 その他),有 益費なるものの概念と範 囲,そ の額の求め方,償 還 の手続 と方法等 については,

従来 経験 の蓄積が乏 しいことか ら,理 論的に も,実 際的に も今後 開拓 していかなけれ ばならない こと

が非常に多いといわなければならない。

有益費問題小研究会は,以 上の ような状況及び認識 の下で,後 記 の者 に農林省 の担当係官を加えて,

農用地利用増進事業 とのかか わ りを中心に有益 費 とその償還 をめぐる諸問題 について,50年9月 以 降7

回にわた り検討を行 ったが,こ の印刷物はその検討 の結果を暫定的に とりまとめたもので ある。

2.課 題の限定 と本報告書の性格

(1)理 論的 に言えば,農 用地 に係 る有益費 とその償還 の問題は,農 用地 の賃貸借 とともに古 くて新 しい

問題であ り,農 地改革以前 のことを不問に して も,農 地法下 の農地賃貸借 において も,問 題 としては

存在 し続 けてきたはずである。 さらに,45年 の農地法改正によって許可不要 とされた10年 以上の定期

賃貸借の期間満了に伴 う更新拒絶の際には,そ れ が離作料を伴 うか どうか の問題 ともかか わるが,有

益費とその償還 の問題が現実 の問題 とな る可能性 が十分にあるとい ってよい。 そうい う意味では,農

用地の賃貸借 に係 る有益 費とその償還 の問題は,単 に農用地利 用増進事業 における賃借権 の期間満了

に伴 う自動 消滅 の際の問題 にとどまるものではない。

とはいえ,問 題を農 用地賃貸借一般の問題 として検討 す ることは,抽 象的1こすぎ.ま た問題が大 き

すぎるので,今 回の検討では,農 用地賃貸 借一般 との関係については矛盾を きた さないようにそれを

視野に置きつつ も.差 し当た りは,農 用地利用増進事業とのかかわ りの範 囲で問題を検討す ることと

したo

(2)農 用地 に係 る有益費 とは,経 済学的 あるいは農業政策的に言えば,第 一 に農用地の賃借人が行 った

改 良投資に係 る社会的生産 力的価値の未償却あ るいは永久的残存部分であ る。 したがって第二には,

いかな る意味において も農 用地 の占有 その ものの対価(例 えば賃借権の対価)あ るいは地価値上 り期

待 部分を含む ものではない。

ところで,有 益費 は民法では不当利得の法理 の下 に規定 されてお り,こ こでは① 「其価格 ノ増加 力

現存 スル場合 三眠 リ」 ② 「回復者 ノ選択二従 ヒ」 ③ 「其費シ タル金額叉ハ増価額 ヲ償還 セシムル

コ トヲ得」(第196条)と されているのであ って,償 還の期限の許与の問 題を除いて同意(改 良その

ものの同意,償 還 の同意など)の 有無 の問題は問 うことな く,額 についてだけ 「価格」の増加の現存

を前提 として二 者択一的に規定 されているのであ って,経 済学的にいえば,当 然に無視 しえない減価

償却の問題など もふれ られているとはいえない(な お,土 地改 良法 では 「土地改良事業に費された有

益費を民法の規定 により償還する場合 には」民法の規定 にかかわ らず 「増価額」とする旨規定(同 法

第59条)さ れてい るo)。
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農用地利 用増進事業に よる農 用地賃貸借にかか る有益 費とその償還 の問題 も民法 及び土地改良法以

外に特別の規定がないので,最 終的 には一般の農地賃貸借 と同様に賃貸人 と賃借人 の私的な権利関係

の問題 として民法又は土地改 良法 を基礎 として個別相対的に解決 され る以外にはないが,農 用地利 用

増進事業の場合には,幸 い,農 業委員会 を含む市町村 によって農 用地利用増進規程が作 ら九 また こ

れに即 して同じ く市町村 に よって集団的な農用地 の賃借権等 の設定を行 う農用地利用増進計画が作 ら

れ ると ころか ら,行 政機関の指導 とその下 での集団的 な合意に よって有益費とその償還 の問題を処理

しうる範囲が広いと考え られる。

(3)と ころで農 用地利用増進事業 に係 る有益費 に関 しては法令及び行政指導上今 日まで次のようなこと

が行 われて きた。

① 農振法第15条 の3(農 用地利 用増 進規程)第2項 第5号 で,農 用地利 用増進規程 において定め る

べき事項 として 「その他農林省令で定め る事 項」があげ られ,こ れを うけた農振法施行規則第17条

では 「利 用権の条 件に関す る事項」があげ られ,さ らに これ をうけて施行通達(昭 和50年7月15日

付け50構改B第1461号 農 林事務 次官通達)の 第3の9で 農用地利用増進規程 に定め るべ き利用権

の条件の一 つとして有益費問題 をあげ ている。

② 農 業振興地域調査会発行 の 「農振法関係新法令通達集(第2集)」 の参考資料に 「農 用地利 用増

進規程試案」 と 「農用地利用増進計画試案」 が収録 されてお り,前 者の第7条(有 益 費の償還)で

は 「農用地利 用増進計画においては………当該利用権に係 る農用地を返還 するに際 し,民 法の規定

に より当該農用地の改良の為に費した金額 その他 の有益費について償還を請求す る場合,そ の他法

令に よる権利 の行使であ る場合を除 き当該利 用権を設定す る者に対 し,名 目のいかんを問わず返還

の代償 を請求しては ならない 旨を定め るもの とする」(第1項)及 び 「返還す る場合 において当該

農 用地 の改良の為に費 した金額又はその時における当該農 用地 の改良による増価額 について当該利

用権の当事者間で協議が調わ ない ときは,当 事者双方の申出に基づ き市町村(農 業委員会)が 認定

した額をその費 した金額又は増加額 とする旨を定め るものとする」と述べられている。

また,後 者では利 用権 の条件の一つとしての 「修繕 及び改 良」 と 「目的物の返還」に関す る事項

の中で,必 要費 と有益 費の ことをと りあげ,有 益費については,「 乙(借 人)は,甲(貸 人)の 同

意 を得て利用権の 目的物の改良を行 うζとがで きる。 ただ しその改 良が軽微で ある場合 には 甲の同

意を要 しない」,「 …有益費については,そ の返還時 に増加額が現存 している場合に限 り,甲 の選

択に従い,そ の支出した額叉は増価額(土 地改良法に基づ く土地改良事業により支出した有益費に

ついては増価額)の 償還を請求す ることが できる」,「 有益費の償還請求が あった場合において,

甲,乙 間で有益費 の額につい ての協議 が調 わないときは,甲,乙 双方の申出に基づき市町村 又は農

業委 員会が認定 した額を,そ の費 した金額叉は増加額 とす る」と述べ られ てい ること(こ の二つの

試案の内容は,も ちろん行政通達ではないが,農 村現地では,こ の二つの試案を参考にほぼ 同 じ内

容で農用地利用増進規程 と農用地利 用増進計画が定め られた ものが圧倒的に多いと考え られ る。)。

③ 行政庁の会議 その他における口頭指導で も以上 の趣旨で指導が行われてい る。

(4)本 研究会では,以 上の事情と経緯 を踏 まえ,民 法及び土地改 良法の諸規定を念頭 に置 きつつ,ま た

農地賃貸借一般 のことを も意識 しつつ,差 し当たり農 用地利 用増進事業を推進す る立場に立 って-農

村 の慣行 と今 日の情勢 のなかで問題をどのよ うに処理 す るのが最 も適切であ るかという観点か ら問題

を検討 した。 ただ し問題 の性質にも鑑み,必 ずしも(3)で述 べた行政指導の内容と経緯には ζだわ らず

一45一



検討を行 った。以上 から検討の範囲には 自ら限界があ ることをあ らか じめ断 っておかねばならない。

本 研 究 会 へ の 出 席 者

(敬 称 略,ア イ ウエ オ 順)

石 黒 重 明

稲 本 洋之助

梶 井 功

中 江 淳-(座 長)

宮 崎 俊 行

農林省農業驚合研究所資料部長

束京大学社会科学研究所助教授

東京農工大学農学部教授

社団法人全国農地保有合理化協会専務理事

日本大学法学部教授

第ー 有益費の範囲にっい て

1.有 益費の概念

有益費 とは,簡 単 にいって,「 物 の利用の改 良のために支出された費用」のことであ り,「 物の維持

・管理のために必要 な費用」 としての必要費とは観念上区別 され る。 もちろん この区別は現実の問題 に

なると難かしい ことも起 りうるが,必 要費 と有益費を以上 のように区別 した上 で,賃 借人が行 った投 資

で償還請求がで きる有益費 とい うことにな ると更になお若干の問題がある。例えば賃貸人 と賃借人 の間

で理解 が異なることが起 りうる。賃貸人が もはや耕作の意思 な く放棄 していた農地 に対 して農用地利 用

増進事業により利用権を設定 し,賃 借人の負 担で農地に復 元 して耕作し,そ の状態で返還す るとした場

合,こ の復 元投資は賃借人 にとっては有益費あるいは必要 費であるにして も,賃 貸人にと うては有 効な

投資にな らない こと もあ りうるのではないかとい った ことであるoま た,過 去の改 良投資が技術や経営

方式の変化,発 展によ って不適合化する場合 とか,農 地の価値 が賃借時と返還時で 異な る1こして も,そ

れが賃借人の投資によ るか どうか明瞭 でない場合 はどうな るかとい った問題 もある。 そこであらか じめ

賃借人が賃貸借の 目的物 たる農用地 の返還時に償還請求で きる有益費の概念を明確 に しておけば,そ れ

は 「賃借人の投資に基づ いて農用地 の農用地としての利用価値が客観的に増加 している部分」であ ると

-応 いえ るであろう
。

2.有 益費の範囲

(1)以 上の ように有益費の概念を とらえた上で,実 際`こいかなる投資が一般ic有 益費として償還請求す

ることのできる改良行為た りうるかを 項目列学的に挙げてみ ると次のよ うで ある。

A.通 常有益費 として償還請求す ることので きる改良行為

(a)農 用地 その ものに加えられ る改 良行為

ア.均 平,盛 エ 客土,そ の他土 地の形質の改良

イ.暗 渠 排 水

ウ,床 締 め

エ,心 土 破 砕

オ.堆 厩肥等土壌の理化学的性質を改善す るために必要な資材の施用
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カ.耕 作又は養畜の業務に支障を与え る鴫 ボラ,そ の他 これに類す る物の除去

キ.Bに 掲げ る施設 又は永年性作物の改 良

ク.そ の他農 用地の利用慣行上通常認め られ る改良行為

(b)農 用地その ものに加え られ るものではな く農用地の周辺部分において行われ る改良行 為

ア.農 業用道路 の設置(拡 幅を含む。)又 は改良(砂 利 入れ,舗 装等)

イ.農 業用用排水施設(暗 渠排水施設を除 く。)の 設 置叉は改 良

ウ.土 壌侵蝕 又は農用地 の災害若 し くは農作物の被害 を防止 す るために必要な階段工,土 留]三

防風林等の設置 叉は改良(た だ し土壌侵蝕等の危険 が切迫 している場合に行われ ると保 存行為

(必 要費)と なる。)

B.当 然ICは 改 良行為 とはいい難いが,貸 主 の同意を得れば有益 費た りうるものとみ られ る改良行為

ア.温 室及びその附属施設 の設置

イ.索 道.モ ノ ラック等の運搬施設の設置

ウ.牧 柵,畜 舎等 の設置

工.果 樹,桑 木,そ の他 の永年性 作物の植栽

オ.果 樹棚,そ の他作物を支持す るため に必要な施設の設 置

以上 一般 に有益費た りうる投資行 為の うち主要なものを列挙 してみたが,元 来農 用地の利 用に関

してする種 々の行為を個別 的具体的にみた場合,そ の行為が有益費 として償還請求できる行為である

か否かの判断 は必ず しも一義的に明 らかではな く,ま た行為によっては,同 一態様の行為であって も

占有物た る農用地の 自然条件,そ の農用地の用途,そ の農用地 の周辺の地域 におけ る一般的な営農形

態のいかん及び営農技術 の変遷に よって,有 益費として償還請求で きる場合 とで きない場合 とがあ り

うるものと考 えられ る。 さらに,有 益費 として償還請求す ることがで きる改良行為の範囲は,学 説判

例上一般に必要費 との関連で論 じられて きたところであ るとはいえ,農 用地 に関 しては,定 説 ない し

通説 と認め られ るものは,現 時点では見 出しえない。上記例示 も典型的 な例示で しか あ りえず,し た

がって有益 費として償還請求で きる改良行為であるか否かの判断は最終的 には 「その行為によって農

用地 の農用地 としての客観的な利用価値を増 加せ しめ るもの」であ るか否か という社会常識に も合致

した基準を前提 として個別具体的lc行 うしかないのであ るo

(2)さ らに上記例示行為の うちAの(a)の 通常有益費 として償還請求する ことので きる改良行為で,農 用

地その ものに加え られ るものであって も,必 ず しも軽 微でない もの もあ り,ま たAの(ロ)で示 した改良

行為は.貸 主 との間に紛争 の生 ずる可能性 が少 くない。Bに 掲げ られてい る行為は,一 定の地域 と特

別の場合を除いては,-般 には貸主の利用に関する意 向に適合す る限 りに おいて有益費として償還請

求がで きると考えた方がむ しろ適当であろう。 こうしたことか ら有益費の範囲の問題 も貸主の同意の

有無 と結びついてい るといわなければな らない。

なお,ま た例 示と してBに あげられている行為は,農 用地に物を附加す る行為であ って,そ の物 は

土地 に附合せず,法 律的 には貸主 の所有に属 さない(民 法242条 ただ し書)と されてお り,有 益費と

して償還の対象とするよ りも,買 取請求の対象 とした方がむ しろ適 当であ るという考え方もありうる

し,こ の場合 も,貸 主 の同意の問題 と結び つ く。農用地利用増進事業においては,そ の点も同意 にか

かわ らしめれば,実 際的,合 理的 に解決 してい く方法を 見出してい くことが可能であろう。
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第二 有益費 とその償還にかかわ る同意 ・合意の問題

(ロ)既 に述べた ように,民 法にしたがえば,有 益費償還 は不当利得 の返還の問題であり,賃 貸借の終了時

に挙証 に基づ く費した費用と増価額のいずれかを賃貸人が選択 して償還すればよ く,そ の償還 に対 して

裁判所が期限を許与す ることができることとなっていて,こ こでは,両 当事者の同恵 不同意の問題は

問われ ていない。

しかし農用地利 用増進事業において,① スムーズに農用地の賃貸借 を促 し,か つ,② 必要 な改良投資

が妨 げられず.③ 賃貸借終了時 に紛争を生ぜしめず,更 に,④ 賃借人の行 った投資の価値の未償却 ・残

存部分だけは賃借人によって回収 され るようにするためには,一 方で賃貸人 の同意な くして も賃借人 が

行い,か つ償還を請求 しうる改 良投資の範囲を明確にす るとともSζ,他 方で この ような投資を含めて,

な るべ く,賃 貸人の同意又は両当事者の合意の下で改良行 為が行われ るようにす ることが望 ましい と言

え る。

そ して,こ の同意 ・合意には

ア.改 良行為についての同意

イ.有 益費と して償還す ることについての同意

ウ.有 益費償還額 の算定方法と額 についての合意

工.有 益費償還 方法についての合意

オ.上 記 ア～ エについて当事者間 で協議が調 わない場合 の処理方法についての合意

といった各 レベルの同意 ・合意の問題があると考 えられ る。それ に伴 い同意 ・合意の形式,形 態をどう

すべきかの問題 も生ず ることとな るo

こうした立場 で 「農用地利用増進規程試案」,「 農 用地 利用増進計画試案」などのかたちで,既 に行

われ てきた行政 指導について みると,次 のよ うな問題 があ るのではないか と思われ る。

第-に,貸 主 の同意を要しない改良を 「軽微」な改 良に限 り,こ の軽微 の範囲を賃貸借の終了時には

改良価値が現存しな くな る 一 したが って有益費の償還の問題 自体 が生 じない 一 程度の もの と解釈 す

るとすれ ば,農 用地利用増進事業に よる賃貸借が一般に短期であると考 えることとの関連か ら,同 意を

要 しない改良の範囲が狭 く,事 実上改良行為が妨げ られ るお それ もあ るのではないか とい うことであ る。

第二 に,同 意 ・合意 の形式 ・形態の問題で,も し同意 ・合意を 「農 用地利用増進計画」 とは別に,個

別にかつ 文書で行 うものに限 るとすれば,そ れ は必ず しも現実的ではないのではないか とい う問題であ

るo

第三に,額 の確定 と償還 方法 の取決めは,個 別相対を原則 とし,市 町村 又は農 業委員会は,額 につい

て協議を調わない場合 に限 って,そ の額を認定 することとされてい るが,こ れでは消極的であ り,農 用

地利用増進事業が農業委員会 を含む-市町村 の指導 関与の下 で行われ る集団的な合意に基づ く集団的な賃

借権等の設定 であ るとζうか ら,最 終的には民法の原則と規定に したが うしかない として も,あ らか じ

め集団性のあ る合意に基づ き賃借権等 の設定を行 う農用地利 用増進計画の中で,貸 主 が同意できる限 り

の条項を入れ うる条件 にあれば,は じめか ら入れておいた方がよいのではないかとい った問題 である。

(2)以 上の諸点を中心に した有益費償還請求 にかかわる同意 ・合意 の問題についての検討 の結果 次 のこ

とを暫定的なが ら指摘 することがで きよ う。

ア。農用地利 用増進計画において貸主の同意不要の改良行為を,賃 貸借の終了時に償却 によって価値が
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現存 しな くなる程度の 「軽微」なものに限 るのは,い ささか狭すぎ(こ れでは民法規定 より改良行為

が保護 されない場合 も生じうる。),む しろ 「通常有益 費として償還請求す ることので きる改良行為

(先 の第一 のAの(a)の 行為がほぼ これに該当す る。)及 び軽微な改良行為については同意を必要 とし

ない。」 こととした方が よいと考えられる。

イ・とはいえ,-般 的に言 って,農 業の発展 と経営の安定 に必要 な改良行為が妨 げ られ ることな く行え.

かつ,終 了時におけ るその償還が スムーズに行われるような,よ り良い賃 貸借慣行が形成 され ること

を期待する立場に立てば,民 法の規定の不存在 にかかわ らず,同 意 ・合意 の問題を重視す る必要 があ

り,か つ農用地利用増進計画の策定 における市町村 及び農業委員会の役割 からして,ζ れ らの機 関の

積極的な関与が期待 され る。

ウ・アで述 べた貸主の同意を要 しない改良行為以外 について言えば,貸 主の 同意が望 ましい改良行為

(先 の第一のAの(31)の行為がほぼ これに該当しよう。)あ るいは特定 の地域 と特 別の場合 以外には 同

意があれ ば有益 費として扱い うる改 良行為(先 の第一のBの 行為が ほぼ これに該当しよう。)が あ る

が.こ れ らについては改良行為 の同意 と償還 の同意を区別 した上 で,前 者の同意によって改良行為を

行い,更 に市町村又 は農業委員会 としては,そ の地域 の実情や営農形態,土 地の状況等を客観的にみ

た上 で,争 いが生 じないよ う必要に応 じてあらか じめ貸主か らの償還の要 ・不要 及び要 する場合 の償

還の同意を取 るよ う指導するのが望 ましい と言え よう(そ の場合,先 の第一 のBの 行為の場合には買

取請求の方式 によることも比較検討 の中で考慮 されてよいであろう。)。

エ・有益費の額 の算定方法及び その額 については,「 農用地利用増進計画試案」は,両 当事者の合意 に

委 ね,協 議が調わなか った場合にのみ市町村 又は農業委員会 がその額の認定を行 う方法を示 している

が,農 用地利 用増進計画のなかで額の算定方法についてあ らかじめ両当事者 に合意 させ る方法なども

考え られ てよい(こ の額 の算定方法については第三で述べ る。)。

オ・額の確定 した有益費の償還については,賃 貸 借終了時において貸主 が一括償還 し,こ れについて裁

判所が期限の許与をす ることができるとい うのが民法の規定であ り,こ の点について農用地利用増進

規程試案 及び農用地利 用増進 計画試案は,特 別 の定めを設けていないが,期 限の許与(分 割償還),

賃貸借 が更新的に再設定 されてい く場 合の額 の確定 と請求 の延期等 の問題を含めて,あ らかじめ両当

事者 で合意がな されるよう指導す るように し,そ の点を農用地利 用増進計画の中に織 り込む ことも考

えてよい と思われ る。 さらに小作料 との相殺の問題 もあ りうるが,こ れについては第四で述 べる。

カ.以 上 各 レベルでの同意 ・合意については.農 用地利用増進規程試案 と農 用地利 用増進計画試案 に

とりあげ られてい ることのほかは,す べて当事者の個別相対の文書 で行 うとい うのが,こ れ まで行わ

れてきた指導 の趣 旨か と思われ る。 しか し当事者 相対 による文書 のかたちでの同意 ・合意 とい うのは,

農村の実態では な じみが薄 いので,特 別の問題と場合以外はむしろ基本的 な点を規程と計画の中に織

り込み,そ のか たちで同意 ・合意を得 る方が適切 であろうと考え られ る。 ただそ の場合 にも当事者間

で十分に納得 が得 られた限 りで織 り込む とい う態度が必要であろう。 また,そ の前提として も個別 に

問題が生じるご とに市町村 及び農業委員会 が.こ れ まで述 べてきた趣旨を生か して,同 意 ・合意の関

頭を重視した指導を行 うとともに,紛 争調停等 に当た るとい う姿勢をとることが大切であろ う。
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第三 有益費 の額の算定方法

1.償 還を要 する有益費があるとした場合 の,そ の額 は,既 にみた ように民法 にしたがえば,借 人 の改良

投資に基づいて 「価格ノ増加 力現存 スル場合二限 リ」借人が 「費 シタル金額 」と 「増価額」の両方を実

証 し,そ のいずれかを貸主が選択する(貸 主は当然安い方 を選択す ると考 えてよいだろ う。)こ とに よ

って確定するものとされ てい るのであるが,こ の場合 「費シ タル金額」 とは文字どお りに解釈 すれば,

償却な し,利 息 なし,物 価変動みずの改 良行為を行 った時点で の投下額そのものであ り,増 価額 とは改

良投資に基づ く地価の上昇額(一 般 的には借入時あるいは改良投資実施直前 の地価 と返還時の地価差)

と解 して よいだろうが,農 用地について は判例 ・学説 の展開 も実例 も乏 しい。

一般 の農地賃貸借のみな らず
,農 用地利用増進事 業における農地賃貸借 において も,最 終的には,民

法(土 地改良法 による事業 の場合 には同法)に 基づ いて当事者間で解 決する以外 にはないが,農 用地利

用増進事業の場合 には,第 二 で述 べた同意 にかかわ らしめて 「規程」,「 計画」 の中で,あ るいは それ

とは別個 にあ らかじめ算 定方法を定めてお くことができる。そのため と,ま た,当 事者間で協議が調わ

ない場合 などに市町村 又は農業委員会が額 を認定す るために,そ の算定をど う行 うかをあらか じめ検討

してお く必要がある。

この場合,算 定方法は①技術的 に可能 であることと,② 賃借人 による必要な改 良投資が妨げ られず,

かつ賃貸人 の賃 貸意欲をそ こなわない こととの二つの要請を満たす ことが必要であると考え られる。

2.こ うした立場で有益費の額 の算定力法を考 えてみ ると,差 し当た り次 のようない くつかの方法が考 え

られる。

(ロ)「 費した金額」による場合

ア.費 した費用のすべてをその投下時点の時価で積算する。

イ.こ の場合,自 給部分-と りわけ 自家労賃 ― も投下時点で評価算入を要するが,こ の労賃 は,

標準 」・作料算定 での自家労賃 の評価 に準 じ当時 の地場 で納得 される賃金で評価することが望 ましい。

ウ.賃 貸借終了時 までの物価変動は考慮 しない。

エ.補 助金額は算入しない。

(2)「 増価額 」に よるとして,借 入時又は改 良投資直前の状態 に等 しい近傍類地の耕作 目的での地価差

によって評価す る方法(こ の場合,農 地 の農地 としての価格の評価の問題 が伴 う。)

ア.賃 借人の投資に補助金があ る場合 は,そ の額 あるいはその相当割合を控除す る。

イ.こ の方法 の,む しろ本来的な方法 として,当 該農地 の借入時又は投資 直前 の耕作 目的の地価 と返

還時の耕作 目的の地価 の差を評価す る力法 もある。

(3)「 増価額 」によるとして,借 入時又 は改 良投資直前 の状態に等 しい近傍類地 と当該農地の,い ずれ

も標準小作料 に比津 して求めた適正小作料 を妥当な利率で資本還 元して,そ の差 によって評価する方

法(こ の場 合,還 元利 廻水準 の設定 の問題が伴 う。)

ア.賃 借人の投 資に補助金があ る場合 には,そ の額あるいはその相当割合 を控除す る。

(4)「 増価額」によるとして,改 良投資の費用から減価償却部分を控除 した残存価額 によって評価 する

方法(費 用価評価),あ るいは返還 時に現存する投資を再調達価額 によって評価 する方法(再 調 達原

単位費 用価評価)及 び これらを組合 せて評価する方法

〔費用価評価の場合 〕
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ア.投 下費用については,物 価変動 を考慮 して現在価でみてよい。

ィ.自 給部分 一 とりわけ自家労賃-に ついて も,現 在 の評価で算入す る必要があ るが,こ の労

賃は,標 準小作料の算定 におけ る自家労賃 の評価に準 じ地場で納得 され る賃 金で評 価するのが望

ましいo

ウ.減 価償却 のための耐用年数については,地 場で納得 され るものを用いればよいが,農 林省 「農

書産業用固定資産評価標準」等既定 の資料 を参照す るζとがで きる。

エ.補 助金がある場合 は,そ の相当割合を控 除す る。

〔再調達原単位 費用価評価の場合 〕

ア.再 調達価額 については,地 場 で納得 され るものを用いる。

イ.自 給部分 については,費 用価評価 の場合のイと同 じo

ウ.補 助金がある場合は,そ の相当割合を控除す る。

3.以 上 の有益費の算定方法については,そ れぞれ問題がないわり-ではない し,ま た,共 通 の問題 もあ る。

それは次 のとお りであるo

ア.(ロ)の方法は,民 法でい う 「費 シタル金額」をいわばその ままに計算する方法であ って,そ の点で

は問題がないといえるが,① 償還時か らすれば,過 去に さかのぼ らなければならない上.一 つ一つ

の費 目を積上 げなければならない とい う点で技術的に難点が あるほか,② 何 よりも償却 なし,物 価

変動 なし,と い うことが賃借人の した投資の残存価値の回収 とい う点からみれば,相 当のズ レがあ

り,現 実になじみに くいとい う問題がある。

イ.(2汲 び(3)は 「増価 額」その ものをと らえよ うとす るとい う面はあ るが,① 評価,比 準,利 率の決

定などの点で困難があるほか,② 何 よ りも借人の投資効果 としての増価以外の要素(例 えば転用価

格 の影響等)の 混入 を除去で きるかど うか といった点で大 きな問題がある。

ウ.(4)の 方法は投資の費 目ごとの計算 を要す るとい う難点があ るが,現 実 にあ る償却や今 日の物価変

動を考慮に入れ,賃 借人 の投資の回収を保障 し,か つ賃貸人 にとっても負担が当然と認 めざるをえ

ない計算方法であ るといえよう。

以上 の点を比較衡量 した検討の結果 としていえば.最 終的 には民法に帰着 するとはいえ,そ の前後の

問題として,既 に述べた事前 の合意,あ るいは市町村又 は農業委員会による認定の方法と しては,賃 借

人に必要 な改 良投資をそ こなわず,賃 貸人 の賃貸意欲を阻害 しない方法として,(4)の 方法 によって算定

す るのが適当では ないかと考え られ る。 この方法 はもちろん 「合意」の前提 なしには成 り立 たないが,

農 用地利用増進事業では集団的な 「合 意」と市町村叉は農業委員会 の関与があり,こ の合意 と指導を前

提として,こ の方法を広 げていけば,有 益費償還 をめ ぐる望 ましい慣 行の成立が促されるのではないか

と考え られるのである。 ただ し,賃 貸借期間が短 かい場合 には,「 費 した金額」であっても,実 態感覚

とのズレは小 さ㍉ かつ計算 しやすいと考 えられ る。

4.な お.以 上のほかに検討 の過程 であ った若干の論議とその結論について付記 しておけば,次 の とお り

であるo

ア.(2)(3)(4)の 方法 による場合,技 術 の進歩 によって陳腐化 され た投 資が回収 されな くなるのでは

ないかとい う問題はあるが,し かし,そ れを賃貸人に負担せ しめる特別 の必要性 もないので⊃ それ
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はやむをえないと考え るべきであろ う。

イ.土 地改 良については.現 在 多 くの場合.補 助金が交付 されてい る。理 論的にはこれを人あ るいは

経営 に対 す る補助 と考えれ ば,そ れは償還 され るべき有益費にな るが,そ うでないと考えれば,例

えば土地 そのものに対す る補助 と考えれ ば,そ れは償還 され るべ き有益 費にならない と言え る。 そ

して,賃 貸借 の契約期間を終えて.次 の賃貸借期間 にな った場合.改 良行為の結果 として,土 地が

良 くな って小作料が上げ られ るとすれ ば,補 助金が結果的に地主を利得せ しめることになるとい う

問題があ る。 この点をど うとり扱 うべきかは大 きな問題であ るが,観 念的には賃借人な り賃貸人な

りのいずれを も利得せ しめ る目的での補助金ではないと考えて,一 定比率で分割 させ るとい う方法

もありうるが,賃 貸借の促進 とい う現実 の要請 との関係で言えば,償 還 すべ き有益費には算入 しな

いこととした上で,補 助残部分を賃貸人,賃 借人のいずれが負担 するか との関連において,例 えば

賃借人が負担す る場合には,賃 借期間 を可能 な限 り長 くす るとともに小作料 も据 え置 くなど の指導

を行政庁 として も行 うのが,差 し当た り最 も現実的 な対応策であろ うと考え られる。

第四 その他 の留意事項

以上が農 用地利 用増 進事業 とのかか わりで,農 用地賃貸借におけ る有益費償還 のあ り方を検討 した暫定

的な結果 であるが,こ の結果を参照 しなが ら望 ま しい賃貸借慣行 の成立 を促 してい く上では,な おい くつ

かの留意すべき問題がある。

第一は,農 用地利用増 進事業 に関す る行政指 導に当た っては,賃 貸借終 了に当た って,離 作料等 の授受

をな くす ことと,必 要 な有益費を償還せ しめ ることの二つに留意す ることとされ てい る。だが,こ こで注

意す べきことは,有 益費 は決 して離作料 の代わ りではな く,両 者 はそれぞれ 異な る問題で あることであろ

う。

農地改革以後の改 革残存小作地 に対 する耕作権保護 と転用需要 の増大 及び転用地価の上昇の中で,離 作

料支払慣行 が広が り,し か もその離作料 の額 が高 まる傾向が続 いて きた。 しか し古 くか ら特殊な慣行があ

る場合などを除いて農地 の賃借権が本来的 ・一般的 に対価性を有 してい るわけではな く,特 に現在 の情勢

の中で行われ る農家相互の農地賃貸借 の権利 に対価性を持たせるのは適当でない(な お,こ の問題は,相

続税評価等の課税問題.公 共補償 の算定問題 等 とも関連 して くる。)。 しかも他方で一定 の賃貸借契約期

間の保障 と耕作に必要な改良行為 の残存価値の償還 をその雑作に際 して保障 することが賃借人による耕作

の確保と土地生産力の増大 のため には必要不可欠である。

この両者 は直接 に代替関係 にあるわけでは決 してな く,そ れぞれ独立 して望 ましい慣行 の成立が期待 さ

れてい るものであることを銘記 してお くことが重要であ る。

第二 には,既 に述べた点でもあるが,保 障 され るべきは①農業の維持 ・発 展にとって必要な通常の改良

行為が行われるべ きこと,② そして,そ れを賃借 人が行 い うること,③ 賃借人が改良行為を行 った場合に

は,そ の価値の未償却ない し,永 久残存部分を雑作 に当 たって回収 し うるζとで ある。その点か らみて,

地主 の同意なしに行い うる改 良行為の範 囲を賃貸借 の終了時 に価値 の現存がな くなる程度の軽微な ものに

限 るとす る考え方は狭すぎ,む しろ 「軽微及び通常の改良行為」 まで広げ る方が適当であ ると考えられ る。

そして.こ の点を含めてよ り良い慣行の成立を促すためには,市 町村及び農業委員会の関与の下で当事者

の集団的合意の形成 とその 「合意」 の下での処理を重視 すべきであると考え られ る。 この点 で,-市町村,
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農業委員会 の果たすべき役割は極 めて大 きいと言わなければな らない。 ・

第三 は,以 上のこととの関連で,償 還 さるべき有益 費の額は高ければ高いほど良い とか,低 ければ低い

ほど良いとかい うものではな く,賃 借人の必要な改 良行為が妨げ られ ることのない水準で形成 され ること

が必要であ るとい うことである。

第 四は,し たがって額 の算定方法 も,た だ精緻であれば 良いので はな く,賃 借人の行 った投資の残存価

値を基準 として地域の農業の実態 と農家 の意識 に即 して適正 で納得的な もので あれば良いのであ り,こ の

点を十分に留意 した同意と同意 に基づ く額の決定,及 び償還 が行われ るよ うにしてい くべ きことである。

したが って,例 えば次のような方法 によって合意に達 し,有 益費 の償還問題をその中で処理 することが

あ って も,そ の額の関係 と方法 が全体 として適正で あれ ば,何 ら差 し支え ないのではないかと考え られ る。

ア ・土地改良の 自己負担が長期 にわた って賦課 され る場合や長期 低利 融資が利 用され る条件 の下で,賃

借人 には一定の長 さの賃借期間が保証 され,か つ雑 作後 の支払いや償還 を地主が肩替 りす るな らば,

必ず しも厳密 な意味での有益費の償還 にこだわ らな いとす る場合が慣行 的に多 くみ られ るが,賃 借人

の投資が損われ ることのな いような期間及び小 作料水準を保証 することを前提 とするこの ような方法

イ・貸主が償還 すべ き有益費 に見合 った額 に相当する程度に一定 の期間小作料を減免し,両 者を相殺す

る方法

第五は・農用地利用増進事業が比較的短期の賃貸借に係 るものであ ることとの関連 で一回の賃貸借が終

了し,続 いて同じ当事者間で賃貸借が行われ るような場合 には,合 意を基礎 として一回の契 約の終了時ご

とに有益費の償還請求 とその額の確定を行 うのではな く,最 終的 に賃貸借契約がな くなる時点 で処理す る

ことがむ しろ適当であり,そ の方向で賃借期間 と有益費の償還の問題を併せて解決 し,よ り良い慣行 の成

立を促すことが望 ましい ことである。

第六 は,念 のため附言す ると,賃 借人が 自己の負担で改良投資を行 った場合 の小作料は,改 良後 といえ

ど も本来的には改良前の農用地 の状態 に基づ く小作料でなければならない。 この点古 くか らのわが国 の慣

行 には曖昧な点が あったが,農 用地利用増進事業の推進に当たっては,こ の点に留意 し,小 作料水準 の問

題 とかかわ らしめつつ,有 益費の償還問題を処理 してい くことが必要である。

この暫定的 とりまとめ については,委 員全 員の合意に達 して

いない事項 もあ り,ま た時間的経過 の中で,農 用地利用増進

法の制定 など情勢 の新たな変化があるが,今 後 の有益費検討

のための資料として,と りあえず印刷す るものである。

昭和56年3月

構造改善局農政課
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