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1経 過報告

中江 昨年10月,実 態調査の報告会以来,今 日に至ったが,本 日は梶井座長から具体的な算定

方式の考え方について提案されるということで本年度最後の研究会となっている。

初年度の締めくくりに当って,こ れまでにイギリス,フ ランスの有益費制度の研究や国内

の実態調査,そ の他農林水産省か ら法律的整理や基礎的資料の提出等があったわけである鵜

前回研究(50～52年)の 暫定的とりまとめから5年 を経過 し,そ の間に農地制度そのも

のの改変や利用増進事業の一応の定着 といったような情勢の動きもあり,こ の際,基 本的な

問題についても,も う一度触れてみた方がいいのではないかというようなことから,座 長と

相談の うえ,昨 年暮れ,諸 先生方に一定の問題提起をお願いした次第である。お手許の資料

No25が それである。

これについては,今 日,こ こで詰めた議論を計画しているわけではない。 この立 ち入 った

問題については,お そらく来年度の研究課題になろうかと思う。

この点は特に座長にお願いしておききたいところで,座 長から提案された資料No28と も関

連 した重要な課題になるここと思 うので宜しくお願いしたい。

以上,簡 単に経過報告とする。

Ⅱ 有益 費算定 の考 え方-座 長提案(資 料No28)

梶井 はじめにおことわりしておきたい,

今日までに,数 字の入ったような形の算式を示すとい う約束だったが,果 せず,本 日はこ

ういう考え方で数字を嵌めこんでいったらどうか という考え方だけ申し上げることといたし

たいo

数字については,土 地改良の種目別単価 と受益者負担を調べて係数を出してみたい。

そういう意味で以下 「有益費算定の考え方」として資料No28に ついて説明する。

1.利 用権設定における改良投資と有益費

有益費問題については,民 法規定(増 価額か,費 した金額か等)と の係わ りはともあれ,賃

借人の投資回収の保障,如 何に元をとらせるかということに焦点を置 くこととする。

この問題は利用増進事業に伴って出てきたわけだが,利 用増進事業の短期の賃貸借がその繰
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り返 しによって事実上長期化する,そ れを前提として賃借人の改良投資があり,有 益費問題が

生ずると予想されていたといっていいと思う。

現実にそ ういう形のものが出てきている例として小松市のⅠ・Kさんの客土について契約書を

備考に示す。

これによると(2)で利用権の期間は更新を前提として15年 としているのが特徴,(3)で はそ

のことが前提となって受託者の方で客土を行いそれに委託者が同意するとし,(6)では,途 中で

解約になったら地主が残債務を償還するとしている。

この残債務承継は公庫の指導でこうい う契約書になっているのだろうと思 うが,要 するにこ

の事例は短期の賃貸借が事実上長期化することを期待して賃借人が改良投資するということで

あって,そ れがまさに利用増進事業における有益費問題ということになるわけである。

このような問題がこれから大いにクローズアップしてきそ うだということである。

しかし本来的には農地法の45年 改正の時点で手当してお くべき問題ではなかったかと思う。

その時点で当然,有 益費問題発生の可能性があったからである。

なお,土 地改良法による事業の場合,利 用増進法の利用権設定では,形 式上短期 であるという

ことから地主の事業参加を指導しているので,有 益費問題は特に出てこないわけであり,む し

ろ農地法の賃貸借における合意解約とか定期賃貸借の期限満了時等で問題 となる場合の方が多

いかもしれない。

算定方式はこのような点 も念頭においておく必要があろう。

2.費 用価評価と現存する増価額の回収

「残された改良」として回収されるべき投資額を具体的にどういふ うに把握するかという問

題

投入貨幣額とすることは貨幣価値変動の激しい今日では投入後の経過年数が短い場合,例 え

ば1年 というような場合は別として一般的には充分な資本価値回収にはなり得ないだろう。

加えて,農 業上の改良投資の場合,自 給物や自家労働の評価額とい うものは,当 然回収さる

べき付加原価を構成するとい うことになるわけである。

一定基準で自給物なり自家労働投入量を評価した投資額(投 入貨幣額+自 給物等の評価額)

を把握し,更 にそれを物価指数等で現在価に修正することも考え られるが,労 賃の地域差,改

良資材の類別変動差を考えると納得性のある修正値を求めることはかなり難 しい。

そうい点からいえば,改 良事業について工種毎に,現 在時点で行ったら物価変動を考慮すれ
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ぱどれだけの投資になるかとい う現在価評価に落ちつかざるを得ない。

そ うして投資額を決めたうえで,経 過年数に応 じての償却額を差引き 「残された改良」の投

資額を確定するという方法になる。 「暫定的とりまとめ」 もこれを適当とした。

なお,先 に説明があったフランス農事法典も,賃 貸借の満了時までの評価工事費から工事実施

以後満了時までの経過年数に応じた償却分を差引いた額を補償基準 としている。

フランスの農事法典第6篇 第1章 第848条 の 〔補償算定基準 〕(1967.7.12法 律

第560号)は 備考に示す通 り,3つ に分けている。

1.建 物及び土地と一体の工作物…賃貸借満了時での評価工事費から経過年数について年6%

を削減 したもの

2.植 栽(物)… 賃貸借満了時での評価支出費(生 産開始前の賃借人負担の労力価額を含む)

から生産開始日からの償却を減 じたもの

3,土 地の耕地化又は生産力増大20%以 上の土地変容工事…賃貸借満了時に行われれば要す

るであろう金額の工事費から償却分の減額をしたもの

3,効 果の永続性と資本利子分の回収

土地改良には効果の-時 的なものと永久的なものがある。

何れにせよ,効 果の持続性が確定できれば償却期間を設定 し2.により回収すべき現存価を算

定し得るわけであるが,効 果の耐用年数については物理的ないしは経済的耐用年数よりも短か

くせざるを得ないような道徳的磨滅の問題がある。例えば機械の更新が技術の変化(進 歩)に

より起 きて くるような場合等であるが,こ れはしかし算定方式の問題であるよりは増価額が現

存するかどうかという有益費補償そもそもの問題に係ることがらであろう。

算定上問題なのは耐用年数を確定 し難い もの,つ まり効果が永続性 をもつ改良である。例え

ば開墾,或 る種の客土,道 路等の場合である。

ただ,客 土については土質を改良する程度のものは耐用年数 も確定的でそんなに長 くはない

が,盛 土的なもの(小 松市の1・Kさ んの客土),或 いは田を畑地に造成するようなもの等は相当

の永続性をもつと考え られる。

道路については,土 地改良事業の経済効果測定では20年 とされ,か なり永続性をもってい

る,こ れは特に修繕との絡みもあり,大 修繕は投資額の引上げ と資産の寿命を延ばす。

このような永続性のものは耐用年数の確定のしょうがない,従 って償却はないとい うのかど

うかであるが,こ の点について加用氏は開墾を問題にして次のように述べている。
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「平均利子率が5%と 仮定すれば毎年開墾資本の5%が 費用要素 として農産物価格によって

補償されていき,20年 後にはもはや全元本が回収される」としている。

この見解は改良投資が行われた土地に形成される 「地代は利子」であるが,「 利子に帰着す

るこの地代も,投 下された資本が償却され終れば,純 粋な差額地代となる」 とい うマルクスの

指摘 を踏まえている。

そうい う点からいうと,永 続性があ り,償 却になじまないような改良投資については資本利

子の経過年数分を控除 して残存価格を算出すべきだということになる。

なお.で引用したフランス農事法典の中の1,建 物及び土地と一体となった工作物につい

ては工事費から,経 過年数に応 じて年6%の 金利での削減をしているが,こ こに金利が出てく

るのは何故か,よ く分らないので,後 刻,稲 本先生からお話をうかがいたい。

4.償 却方法

償却には定額法,定 率法,生 産高比例法の3種 がある。

税法上特定されているのは生物に定額法,鉱 業権に生産高比例法ということで,あ とは定率

法,定 額法どちらでもよいということになっている。

改良投資については形成された資産の性格に応じた償却方法を考えるべきであろう。

一般的には年数ととも修繕費が高まるような資産は定率法が望ましいとされている(経 営学

の主張)。

というのは,資 本の回収という点からいうと,修 繕費が大きくなっていくと償却費を小さくし

ていくことによって通年度揃えていくことが出来るという利点があり,建 物施設がその好例 と

されている。

このように,改 良投資について,有 益費の対象となる固定資産ない し投資を償却方法別に分

類することが必要 となるが,「 暫定的とりまとめ」で列挙された改良行為を償却方法という観

点で分類すれば次のように定額法,定 率法,資 本利子控除,の3つ に分けることになるだろう

(生産高比例法は農業にはなじまない)。

定額法

修繕費が問題にならないようなものとして,土 質改良の客土,土 地の形質改良,暗 渠,床 締,

心土破砕,理 化学的性質改善のための資材の施用,果 樹,桑 木,そ の他永年性作物の植栽,

うち,床 締で,表 層だけの簡易なものは経過年数で考えられる心土破砕を伴 うものは永続性

がある。よって工種内容によっては資本利子控除に移すべきものもあるが一般的には定額法で
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いい。

また,樹 園地の評価及び償却の仕方については問題がある。即ち,税法上は生物 として定額法

に特定されているが,生 産費調査や農家経済調査では果樹資本の形成は収支バランスのとれた

時点とし,そ れ以後を定額法で償却 していくとしている。

しかし,果 樹の現実をみると収支とんとんになってから5～10年 が最大収益の時期である。

みかんは25年 生あたりで最高に達し,そ れから逓減する。リンゴも同じ。従って育成資本評価

時とピーク時との収益にバランスがとれていない。収益に見合った償却という考え方でいけば定

額法 よりも生産高比例法を適用する方がいいのかもしれない,税 法で生物を定額法 と特定 して

いることとの絡みもあり,一 つの問題点であろう。

定率法

修繕費が経過年数とともに増大するものは定率法の方が全体の経営バランスを保つ点でいい

とされ,一 般的には施設とい うことになる。

なお,こ れは当事者との協議を前提としての話だが,温 室,或 いはその附属施設,索 道,モ ノ

レール等の運搬施設,牧 柵,畜 舎,果 樹棚,そ の他作物を支持するために必要な施設等も

資本利子控除

これは償却方法とはいえないが,資 本利子を年 々控除していくべきだという効果が永続性の

改良として,

均平,盛 土,ボ ラ排除,農 業用道路の設置又は改良,階 段工,土 溜工,防 風林等。

以上のような事業内容に応じて工種毎の現在事業単価を計算し,農 林水産省等の耐用年数に

応じて算定してみるということを考えている。

5.残 債務承継方式

残債務承継方式が有益費算定方式として適格性をもつのは次のア,イ,の ものであり,ウ,

エ,は 問題を含む。

ア。償却になじむ改良投資のもの(効 果が非永続性)で あり,

イ。償還期限と耐用年数がほぼ一致するもの(有 益費と残債務が一致)。

ウ。償還期限〈耐用年数の場合

工.ウ の逆 の場 合
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賃借人の過大償却と地主に多 くの改良価値を残す。

償却済資本の現在価と残存する増価

償却済資産でも現実に生産に機能しておれば(耐 用年数の設定が不適切の場合は別として),

増価が残存 していることになるわけだから補償が問題となるが,原 価論上は付加原価を構成す

るとしても最終的には経営外収益として処理 されていることを考える必要があり,争 点となろ

う。

つまり残存価値を経営外収益としてマイナス処理にするというのは,経 営費用としては一旦計

上し,経 営外収益としてまた計上されるという形で,農 家収支バランス上はゼロになるという

取扱をしているわけであるo

おそらく争点は増価の残存であろうし,そ の場合のアッパ-リ ミットとしては,償 却済資産の

現在価に対して償却済資産の耐用年数をどうするか問題だが,税法上からは法定耐用年数×0.2

が償却済資産の耐用年数として許されている。

現在価÷耐用年数×0.2が アッパーリミットになるが,現 在価の把握がかなり難しい問題に

なろう。そういう意味で暫定的とりまとめでは費用価方式と現在価方式の2つ があげられてい

るが,現 在価方式は難しく,新 規の調達時価から償却費を差引 くという方法だけをここでは採

用したけれども,やはりこの現在価をどうして把握するかが問題として残るだろう。

償却になじまないような改良投資の場合,賃 借入の元本負担分の扱いが問題となる。

残債務承継方式そのものには賃借人が過去に負担した元本分の回収措置はとられていないo

3,によれば賃借人に回収が保障 されるのは資本利子分でしかない以上,元 本の償還を賃借人

に負わせることがそもそも問題なのである。

従ってこういう事業に残債務承継方式をとる場合には賃借人負担に含まれる元本分について

の補償も同時に考慮されるべきであろう。

資料No28のVの 備考に,小 松市1・Kさ んの盛土的客土の例をあげた,こ れは効果が永続性

で償却になじまない,そ してその償還計画としては,年 々の元金の返済分が59,564円,そ

の他は利子である,投 資額は728,000円,借 入額655,000円 その差額が自己資金で

72,800円 となっている。

これに残債務承継方式をとった場合,元 金分59,564円 と自己資金72,800円 をどうする

かである。
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6.土 地改良法による土地改良事業の場合,永 続性の投資が主であるとみていいだろう。

総合耐用年数が30年 近いということ自体そめことを物語っている。

そして,亀 田郷の例のように,各 種事業が重層的,継 続的に組合されているということを考

えれば個々の改良工事に対して計算することを前提としている2の 費用価評価方式というよう

なものを適用するということは,技 術的に難しいし現実的におそらく不可能1ζ近い場合が多い

であろうo

とすれば既償還元本分の賃借人への補償を考慮した残債務承継方式が1つ の有力な解決策に

なるかもしれないo

なお,土 地改良法の土地改良事業の場合,経 済効果の測定で増収益として作物の増収,労 節

効果等の投資効果を計算することになっているが,こ の測定で増価額を把握することの可否や

妥当性も吟味してみ るのはど うだろうかということも考えた。

以上のような整理であるが,算 定方式としてこれでよいかどうか意見,問 題点の指摘等をお

願いしたい,

数字はこのあと,定 額法,定 率法,資 本利子控除の方法に従って業種別単価,耐 用年数等を

嵌めこんで計算してみたいと考えている。

Ⅲ 討 議

稲 本 資 料 孤28のⅡ の 備考,フ ランス農 事 法典 の補 償 算定 基 準1・の6%に つ い ては 当研 究会 の

当初 の 頃 ち ょっと 申し上げ た,そ の 後,特 に調べ て はい ないが これ につ いて は2つ の 根拠 が

あ るよ うで あ る0

1.や は り税法 上 で,土 地 へ の投 資 の 資産税 の計算 と賃 貸 価格 の計 算の 根拠 と して6%に 近

い 数 字 があ る。

2.先 に 申 し上げ た のだ が,9年 の賃 貸借 を2回 繰返 して の18年 が 長期 賃貸 借 の モ デル で

あ る,こ の18年 でゼ ロに な る よ うな数 値 を割 出す と5、5%に な るが,そ れを5%と しな

い で6%と した。

2.の方が,フ ラ ンスで 聞 い た こと もあ り或程 度 根拠 が あ る。 これは特 に開墾 等 を して耕

作 を始 め る場 合 には,2回9年 の契 約 をす るとゼ ロに な って返す・ これ が また・通 常の 農業

者 が65才 で引 退す る ことを考 え た場 合 の理 想的 な賃貸 借 の期 間 で あ る とい うふ うに 考 え

られ て い る。
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他方9年 の賃貸借を結んで5年 目に改良投資を行 ったとしよう。もう1回2度 目の9年

の賃貸借をすると13年 ということになる。残りは5年 足りないわけだから,そ こで有益

費の償還の問題が出てくる。それは当初に改良が行われていれば最初の5年 間その結果を

享受していたであろうが,そ れをしていないのでその分を戻すという論理で説明をしてい

るo

計算すれば皆同じことである。

たしか18年 ×6%で100%を 超えるのではないか,108%に なる
。5.5%で99%

になるo

質問だが,資 料No28のWで 既償還元本分の賃借人への補償を考慮した残債務承継方式

となっているが,こ の元本部分を考慮したら通常いわれているいわゆる残債務承継方式と

は,ま るで違ったものになるのではないか。

梶井 そうでもない,

Ⅰ・Kさんのケースでいったように,

これは回収させてやるのが本来ではないかと思う,

残債務承継方式をとる場合でも,単 なる承継で終っただけでは問題が残る,そ れとくっつ

けてやる,謂 わば延長なのである。

稲本 残債務承継方式は計算の方式であると同時にもう1つは一定の合意の方式であって,こ れを

以てあとは何もお互いに関係を残さない,打 切りという合意の方式であるわけではないのか,

既償還分をこのように補償せよということになると合意方式のメ リットはな くなるわけだ。

梶井 合意の形式については,今,特 に考えてない

つまり計算方式として辻棲が合うという点でいえばこういうことだというわけである。

田代 資料No28の Ⅲの効果に永続性をもち,償 却になじまない改良投資については,資 本利子

の経過年数分控除で現存価額を算出すべきだという考え方と,同 資料のV,Ⅵ の元本部分に

ついては,す べて補償していくという考え方 とは全 く考え方が違うのではないか,

例えば,Ⅲ については開墾資本の5%が 農産物価格によって補償されれば20年 で全元本

が回収 され,パ ーになる,と ころがⅤ,Ⅵ でいけば元本部分はずっと補償されてい く
。

梶井 金利がついていなければ別だが,こ れは金利がついているから金利分は背負っているわけ

だ,金 利 プラス元本という形になる,元 本の返済というところまでは本来回収しきれないわ
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けだ。

田代 そうすると片方でいえば20年 経てばパーになる,償 還すべきものは何にもない,V,W

でいえば20年 経っても元本については出て くるわけだ,

それはやはり同じ一つの理論の中では全然違 ったものになってくるのではないか。

梶井 そうではない,投 資者の方の観点からいえば,生 産物で回収されるのは(費 用として回収

されたのは)い ったい何であるか,減 価償却法をとる場合でも減価償却分を差引 くというの

は費用として当然回収されている筈だという考え方があるからだ。

開墾とか永続性のある投資という場合に回収 される部分 というのはこれは減価償却分では

ないから金利分だけであるという形になるわけだ,そ れは金利を背負っているから金利分は

年々回収される,こ の場合(残 債務承継)に は借金だから金利を更に背負っているわけだ,

しかも金利分はずっと払っている,同 時に金利 プラス元本として払っている,し かしそれ

は農産物価格の中では金利プラス元本分までは補償されていない,投 資者にとって補償(回

収}さ れたのは金利分だけである,こ の場合にはだから元本分はそのままそっくり残るから

これが償却し終った時点でもって地代化してい く。

田代 それでもⅢの項でいっても借金でやるか,自 己資本でやるかの差であって,何 れにしても

元本は全 く償却という形では回収されてない。

梶井 残債務承継方式でやる時は融資が前提となっている・

田代 Ⅲの資本の場合はこれは融資があってもいいし,な くてもいい,自 己資本でやってもいい,

但 し自己資本でやった場合に回収できたものは自分で勝手に回収できたと思っているだけで

原価性のないものだから本来,資 本の回収は全然できてないわけだ。

梶井 補償されているかどうかというのは,こ れは全経済構造の問題であって減価償却分でも本

来は費用原価を構成するがこれが費用として回収されているかどうかというのは処理上の如

何なのだから

田代 それは実際の経済情勢がどうなっているかの問題であって,こ こでは原論的理論的に考え

る必要がある。

梶井 原論的にいけば開墾利子部分だってそうなる。

田代 要するに農家が土地を買った場合に,例えば10年 で元をとったか20年 で元をとったかと同じだo

梶井 それは違 う,何 故回収されるかという点については,こ れはそういうふ うな最低補償の利

子部分というのが回収されない限り開墾投資それ自体は行われないということが前提になる

わけであるo
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これはむしろその議論をやるなら加用さんの議論になる。加用さんの前提条件というのは

これは開墾投資の場合の資本を償却し終るための原資だ,投 資が行われる以上はその分は社

会的に費用として回収されるということが前提になっている。

田代 加用さんの説自体に疑問がある。それは結局地代部分から回収されているに過ぎない。

梶井 この場合は,そ れは原価性があるというのだ。

田代 永続的に償却されないものについて,ど うして原価性が出て くるのか。

梶井 投入資本のその回収分が原価性をもつ。

田代 そうなると利子が原価性があるかどうかというところにまでいくわけだ。

梶井 その議論は,加 用理論に戻って検討しなければならないが,こ こでは一応加用理論に従っ

てこういう形の整理をしたというだけの話だ。

田代 私は結論的にはⅢは納得できないが,V,Ⅵ については,お っしゃる通りだと思う。

玉井 客土の場合償却があるという考え方は,正 常な状態で保存すればそこで効果が失われると

い う範囲の期間ではないのか、

要するに,土 性の改良を一緒にやった場合,栽 培技術の方でその効果が低下しないように

やつてい く,そ ういうときにその効果を償却していくという整理は,実 態と遊離していない

か,改 良行為の効果をあとの栽培行為の中で補完ないしは良 くしていくし,数 年経ったら全

く駄 目になって作れなくなるとい う実態はない。

建物など,基 幹的構造が駄目になれば維持保全をい くらやっても駄 目だが,客 土や特に土

性改良は効果の保存を栽培の過程で考えてい くのが普通ではないかと思う。

梶井 そういうものと,客 土の効果がな くなるケースのものと両方ある。

玉井 初めに客土しないと作れないような悪い土地の場合,手 入れがなければもたない。

梶井 例えば老朽水田の客土は,そ んなに永続性はない。

玉井 そのままではもたないが栽培技術の中で全 く維持し得ぬということではない。

梶井 老朽水田では通常の栽培技術ではできないだろう。

客土-般 が,永 続的効果をもつ栽培技術も含めていいということであれば,そ ういう扱い

をしてもいい。

その辺は事業内容を性格に応 じてもっと吟味してみる必要があろう。

客土には,栽 培行為の中に含められるようなものもあろう,例 えば流水客土は改良行為か

どうかという疑問もある。

山田 畑作の場合は,大 分違 うのではないか。
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連作障害の対策としての客土などは一定期間を過ぎると,ま たもってこなければならない。

玉井 連作障害用のものは改良行為なのかどうか。

吉國 資本利子控除の方だったら元本 まで回収したことになるのか,或 いは定額法は境を分けて変

ってしまうということか,こ れらの考え方と現実との間のなじみ具合に問題はないか,ま た,

道徳的磨滅は陳腐化と同じであるとすれば,そ の時点で境を分けた方が指導の世界として考

える場合な じみ易いと思う,そ ういう点を考えることも一つの検討事項というような気がす

る。

石井 田代説との関連だが,若 しⅢの考えであれば,賃 借人の永久的な改良投資は,元 本は回収

されないままになり,賃 借期間の終了と共に地主によって地代の増加を招 くということにな

るのか。

梶井 投資の元本自体は回収されてもなお且つ地代としては残りますよということだ、回収され

ないから残るのではない,投 入資本価値それ自体は永続的に残るから,そ れで地代に転化す

るということだ。

田代 その場合,地 主は全く濡れ手に粟である点に問題はないのか。

玉井 土地改良法の増加額原則に対し法が切 り捨てた投下費用額ということでいくのかどうか,

同法59条 は増価額の範囲で補償するのが客観的妥当性があるといっている。

この案は,本 人の損失(投 資)を 回収して了えばなお相当の増価額の残存があってもそれ

は無償で地主に帰属する,開 墾が典型的な例と思うが,投 資額を超えた現存増価額を全然回

収させないという方法で現実に適用させ得るのかどうか。

戦前の土地政策の下ですらそのような場合には一種の慣行耕作権の発生というような現実

があった,ま して今後の問題として,20年 経ったから投資は回収済故,良 くなった田だが

補償(有 益費の償還)な しに返せといって果して通るかどうか。

59条 の趣旨は増価額とすれば客観的に土地が良 くなった状態で戻ってくるから現存増価

額を補償しても地主も決して損はないし,小 作人には現存増価格を超える投資回収は認めな

いとするのが公平の観念に合致するというわけだから投資回収しているから残存価値は無償

で地主に帰属させていいということになるのかどうか。

梶井 これは初めにことわっておいたように賃借人の投資回収が保障されればいいという観点で

書いてある。

田代 やはり,私 は,償 却を通じて回収するということと同じだと思う,自 分の利子分はちゃん

とみたということであろう。
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大体,銀 行に預けても5%の 利子は返って くる,20年 経てば自分の投資した金は一応は

戻ったというだけの話で,投 下した価値そのものが償却を通 じて回収されているということ

は全然ないわけだ。

石井 残債務承継方式を通じて回収するというのとはわけが違 うと思う。

島本 加用説の5%で 回収するというのは全然元本の話ではないのではないか。

本来的に元本は利子を生むわけで,5%の 利子がついてくるだけの話であろう。

梶井 償却ということを問題にしたとき,こ の償却は別に資本利子を考えているわけではない,

物価変動上の問題を考慮しただけの話である。

田代 非常に単純な話であって,最 劣等地に開墾を要するような投資をして,そ のことによって

最劣等地の農産物価格を上げることができるのかどうかという問題なのだ,そ れはそれ 自体

としてはできない。

梶井 できるできないではな くて,最 劣等地投資を行うときには上っているということが前提に

なって初めて最劣等地投資が行われる。

資本利子分の回収は,農 産物価格の上昇という中で償われるという見込みがあって初めて

開墾投資が行われるというのが理論的な前提である。

田代 それをやれば結局需給バランスがまた崩れるわけだから元に戻るか或いは新しい他の開墾

適地ができてしまうという話である。

梶井 需給バランスの崩れるときには投資は行われない,崩 れないということが理論的な前提な

のだ。

田代 それは見通 しだが,そ れは原価性をもっているので償却を通 じて資本価値は回収されてい

るかというと決してそうではない。

おそらくそれは発生した市場価と実際の資本との間の地代化部分から回収されている。

梶井 それは理論的前提が違う。

田代 要するに利子部分であればそれはマルクスの原論的にいえば剰余価値から分配されるだけ

の話であって新しい価値を移転するとか新しい価格を作るとかいう話ではない,そ れと残債

務承継 という話とはち ょっと違うと思 う。

石井 だから仮に100万 円を投下して20年 で回収するということは5%つ つとるということ

だ,そ のことによって元本を回収されたというふうにそのこと自体を観念することはできる

かもしれない。しかし投資の利子だけ回収できて元本は20年 経ったら回収されないで終るの

だというふうにとることもできる。
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そ うだとすれば結局良くなった土地をまるまるただで地主に返してしまうという形になる。

梶井 そういうことになると,現 在価評価論の場合,例 えば過去の100万 円の投資を現在の貨

幣価値に換算し,そ れを過去何年前に投入したからそれの資本利子というのを計上するかと

いう問題になってくる。

石井 そうではない,現 在価を再調達価額でみようということだ。現実に土地は良 くなっている

わけであるからその良くなっている部分の現在価を評価しようということでその方法として,

それは新品の再調達価格から減耗分或いは減価償却分をひ く形で評価できるのではないかと

いっているわけである。

ところが,減 価償却がある部分についてはそれをやり,永 久的投資とみられるものについ

ては減価償却をみないということになると論理的整合性を欠 くことになるのではないか。

田代 銀行に100万 円預けると5%つ つプラスして20年 経てば200万 円になって戻ってく

るのに対し100万 円の改良投資では20年 経 って100万 円は回収 されたが元本の100

万円は地主の方へいって了った,そ れだったら投資をしないで銀行の方が得だということに

なるo

石井 再調達現価ということで通すならば良 くなった部分だって再調達現価でみるべきで,さ も

なければ元本の回収にならない。

もし,そ れは無利子なんだというのであれば最初に費した金額でいくんだということと同

じである。 この良くなった部分に関してはⅢとⅣ,Ⅴ,Ⅵ は論理的に考えて整合性がないの

ではないかという田代説は成り立つのではないか。そしてそれはまた,前 回研究会(50～

52年)の 暫定的とりまとめに至 ったときの梶井先生の当時のご意向とも一致しているので

はないか。

とにかく小作人の農業投資を保障し農業発展を妨げないようにすることが有益費の問題な

んだとい うふうにおっしゃったわけだから。

私も小作人の投資が回収されればいいんだと思う。投資以上の増価があるからその分まで

貰いたいというようなことは必要ないし償却したものまでも貰わなければいけないというこ

とはないと思う。そのように投資のうちの残存分が回収されればいいと思うが投資の残存分

を回収するという考えとこの理屈はちょっと合わないのではないかといいたいのである。私

には通常的な農民の感覚からみても合わないと思われる。

田代 或程度は償却され,或 程度は償却されないんだろう。

稲本 理屈からいえば,田 代,石 井説の方が分り易いが,た だ賃借人として回収すればいいとい
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うことだけでみてい くと,こ ういう解決があってもそれは悪 くない。但しその場合の条件と

して農産物価格によってこの点保障されるかどうか,即 ち,5%の 平均利子率そのままをも

って くることが妥当かどうかを議論しなければいけないわけで,お そらく1～1.5%ぐ らい

ポイントを落したところで現実の何かの妥協を成り立たせるという経済計算があるのだろう

と思 うo

だからそれを追求する前提としてこう考えるのは悪 くはない。

理屈からいえば,た しかに元本自体何ら回収されないようなシステムではオカシイという

ような感じがする。かなり組織された市場があって,そ こでその部分が費用要素として簡単

に回収されるというときに更に地主に対 して増価分をよこせということになるとその限りで

はちょっと二重取 り的な感じがするわけである。

吉國 小作人の投資がやり易いということと,地 主が安心して貸せるということと両方満たさな

ければならない,元 本はそういう物的なものについては全部を地主に負担させるというふう

に割切るというのは地主の側からみればいささか抵抗感があるのではないか。

石井 もちろんそうだ,だ が今の議論はそういうことではない,投 資の利子だけ取れればいいの

かという問題で,そ れはち ょっと問題ではないかとい うことであるo

吉國 回収できるかどうかという理屈と整合 しないというのは分る。

田代 全然償却されないものは永続的に利子を生んでい くわけである。

稲本 だから,補 助金を引いた当初の経費を分け合 う,何 らかの合理的な尺度で分け合うという

ような発想に立ったらどうか。

石井 補助金部分については前回研究会(50～52年)の ときにも,小 作人に回収させればそれ

は土地に対する補助金でなくて個人に対する補助金になって了 うだろう,逆 に補助金は計算

外にすれば結局それは解約後に地主のものになって了うだろうという点をめぐっていろいろ

議論した,そ して一応の結論としてはしかしそれは致し方ない,或 意味では,人 に対する補

助金になるけれども,そ れは土地に合体する投資に対する国の補助と考え,有 益費の中に算

定する必要はないのではないかとい うようなことであった,前 回のとりまとめではそのよう

にしてある。

今,提 起している問題は,そ の上で,本 当に小作人の負担した部分も全部地主にいって了

っていいのかという問題である。

厳密にいえば100%永 久的な改良投資というものはないだろうし,や はり若干部分は減

価するのだろうと思う。そういうふうに考えるのが現実的だろうし,そ こで再調達現価とい
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うことを座長がいわれるなら,こ のⅢの部分についても再調達現価で計算すればいいと思う

のである。

梶井 再調達現価というのは全部の計算の前提になっている,再 調達現価に対して一定の金利を

かけた分である,そ れが経過年数に応じて差引 くという考え方だ。

玉井 民法の考え方は,投 資に対する利子は改良行為者の危険負担の問題であると割切る,そ の

代り,土 地が良 くなったことによる地代の上昇はなく,つ まり利子と地代がそこで相殺され

るということではないか,従 って償還時での投資額は費した額とされている。

一方,土 地改良法では,投 資額に利子が入った工事費負担という問題もあるだろうけれども

そこは投資額は償還の対象外とし,償 還は現存増価額だけに限定するということで客観的妥

当性をもたしているのではないかという気がする。

田代 戦前の小作制度調査会での資疑応答では開墾はここでは入らないとされている,そ れを踏

まえながら増価額等の議論をしているが,戦 前の議論でも開墾そのものは有益費と分けてい

る。

玉井 議論としてはあるらしい。

草地利用権を制度化するときに,民 法上の議論として,山 林の賃貸借終了では原状回復義

務とのかねあいで当人は山林として利用するのであれば農地としての増価は即利益にならな

いという議論はあり得るが,こ れはどう考えるのかとい うようなことをいわれた記憶がある。

田代 果樹は地主がやるのが当然であるというのがあったと思う。

吉國 行政指導では小作料据置の指導をやっているわけだが,改 良で生産力が上っても小作料を

据置くということで元本部分の一部を小作人が回収しているという考え方はできないか。

田代 回収できるか否かというのは,価 値として償却できるかどうかという話を抜きにすればお

っしゃる通 りだと思う。

ともか く資本投下したのを回収していこうという考え方だけは当てはまると思う,そ れは,

当然含まれている本来の地代と据置かれた地代との差は何らかのもので充当されていく。

今,私 がいっていることは先程いったこととは全く違うことだが,梶 井説の世界に 乗っか

ればそういうことになる。

稲本 先程の100万 円の話だが,そ の100万 円を毎年5万 円ずつ返していっても改良前の土

地に対する地代がつづいていて特に上のせがない限り利息分が相殺されていて5万 円ずつ返

していけば計算が合うということで宜しいのか。、

本来,地 主が改良を行って貸付けるべきなのだが,そ れを小作人の方が自分の資金で謂わ
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ば地主に対して立替えて改良を行った,こ れを地主が月賦で返してい くと考えてもいい,た

だその時に利息は改良前の土地の状態で計算された地代据置でい くと,改 良後の状態での

割増の地代をとっていないからその差額と大体見合 って相殺されるという考えでいいわけか。

田代 投下した資金を回収するという話だけでは,そ の利子率と今の地代と前の地代との差が等

しくなればそれはやはり回収されるのだと思う。

それと償却かどうかという話は全然別の話である。

梶井 現在価に置換えると,金 利問題は消えるのではないか,開 墾投資も現在価に置換えて,置

換えた現在価について金利何%と なる。

石井 再調達現価ならば物価変動も考慮 されるし,償 却も入って了うし,利 子の問題も消えるの

ではないか。だからそれでは私は少し変だと思 う。

梶井 変ではない、 フランスの例でいけばわかるが.利 子 となっている。そこで工事したらいく

らになるかという費用をみる。

石井 工事した時からみれば古物になっている,古 物を買うわけだろう。

梶井 古物を古物として評価するやり方ではない,そ うしたら減価償却の問題は出てこない,同

じような事業内容のものを今の価格で評価したら(工 事したら)い くらになるか,そ こから減

価償却分を差引いて現在価を出そうという考え方である,と いうことはその時点では金利問

題は消えるわけだ,且 つ,金 利分だけ戻って元本は残るという考え方は成り立たない。

石井 それはまさに現在古物で調達するということと同じである。それは私が前にいった通り,

新品で調達して古物になった分だけ差引くというふうにいってもいいし,古 物を買ったらい

くらといってもいいわけだ。同じことだ。

梶井 それはちよっと違う。

石井 違うという意味は計算の仕方が違 うし,計 算技術的な理由で額も若干違 ってくるかもしれ

ないということだけだ。 しかし観念としては同じことだ,け れどもこのⅢはそうなっている

だろうか。

梶井 前提としては 皿のものが前提となってその償却の特別な場合と考えているわけだ,Wの 整

理をみても分るように私の考えているのは を前提としておいてⅢの場合の特別の場合とし

て償却に相当するものをどう捻り出すかという考え方だ。

石井 その場合にはそもそも償却になじまないもののⅡ現在価を出すわけだからこうやって差引か

なければならないのかどうか。

梶井 経過年数中に投資者が回収している部分があるから,そ の回収している分というのが金利
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相当分だということである。

山田 借手が改良にふみ切る場合には,自 分に一定の利益が出てくるということを前提としてい

る筈だし,儲 けもあるわけだ,一 方貸手,地 主の方か らすると,自 分の意思でな く,頼 みも

しないのに借手が勝手に改良にふみ切っておいて,地 代もより高いものが見込れるならまだ

しも据置で,賃 貸借終了では改良費や増価の負担が全部地主にまわってくるとなると地主側

としてはそんなことなら改良させなかったし,或 いは貸すのは止めということになるかもし

れない。

梶井 地主には,満 了後は地代が上るという形で残ると思う。

なお,改 良投資が行われたということ自体はその時点で増収益を双方とも期待したという

ことがあるから妥協は成り立つだろう。

吉國 冒頭に稲本先生がいっておられたが残債務承継をどういうステイタスのものとして市場に

のせるかという問題があるわけだが。

現実に行われている残債務承継では元利を特に区別しないで元利均等償還,或 いは元本均

等償還にしろ,要 するに残っている債務を引き継いで貰う,従ってそれまでの小作人による償

還済額の中には元本分も入っているがそれはもう小作人が負担しっ放しだというのが現実の

姿だと思う。

ところが事業の種類によっては元本分は地主負担だとして返せといった場合に果して地主

が納得するかどうか,せ っかくの有益費償還の一つとして次善の策の位置づけでやるにしろ

何にしろ1つ のヴァリエーションであって,そ れを指導してよかろうということをいっていた

だ くのだとすれば現実に行われているものを救う理屈はないものだろうかと思うわけである。

石井 残債務だからといって必ずしも元本分も入っているというふうにはならないのではないかb

現在の農産物市場との関係からみれば元本が入らない,回 収できないということもあるだろ

う。だからいちがいに投資したもの全部,元 本分も全部を地主に押しつけるというふうには現

実の金の問題としてはならないことが起 ってくると思う。

残債務を地主に帰すること自体が地主にとってみれば押しつけられたということになる場

合だってあるだろう,計 算上は元本が減ってるわけだから得してる筈なんだけど必ずしもそ

うならないことだってある。

吉國 効用が長期にわたる投資の場合,市 場メカニズムの中で投資価値が回収されるのかどうか

というのは,そ もそもリスクをもった経済活動なんだから結局は均衡論から説明がつ くかど

うかということであって,回 収の可能性とダイレク トに結びつけると変なことになる。
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要するに農産物価格でも大部分は管理価格だというのが実態なんだから,そ こをあまりダ

イレクトに リンクしないで,そ れは要するに償却していくなり或いは陳腐化していくまでの管

理ということで,地 主,小 作人どちらがやるにしても回収できるであろうという期待感の上

にたって事業に参加しているという前提に立たざるを得ない。

それをどう分け合うのが合理的かということであって,経 済理論のモデルの中で回収され

る分だけが小作人負担で,回 収されない分は常に地主負担というような原理からスター トし

て白黒をつけようとしても駄目ではないかという感じがする。

梶井 これは指導通達なり指導の文書にまとめようというときのものではない,例 えば借地人が

負担した元本というのはどうなんだということが問題になったときには計算の仕方としては

いろいろあるが、こういう考え方もありますよとアッパーの考え方として出しておくという

ことで足りると思う。

玉井 土地改良法の負担金の支払期間は25年 と定めた時には償却 との関連は何かあったのかも

しれないが,現 実は25年 が参加者の権利になっているのではないか,償 却が短いものの場

合でも25年 を切って5年 しか認めないよとはできないような相手方の権利になっているの

ではないかo

合馬 国営の負担金は事業完了後例えばかん排なら据置2年 償還期限15年 と決まっている。

玉井 それは償却期間と見合っているか。

合馬 償還期限は負担能力等を勘案して定められており,耐 用年数は必ずしも関連づけられてい

ない。

公庫の場合は10年 据置,25年(含,据 置)が アッパーで現実の貸付はその期限内で融

資規定により各事業毎に定めることになっている。だから上限までいっているのはむしろ少

ないし,災 害等が起った場合はその中で泳ぐという話になる。

このように耐用年数とストレートで直結してはいない,だ から残債務承継方式を一つの指

導基準として確立するためにはむしろ公庫の融資条件なり国営の償還条件を逆に,耐 用年数

に合せることが望ましいわけでこの研究会でこれを示唆していただくとありがたい。

玉井1,の 備考,1・Kさ んの事例は公庫資金を借りたので公庫が貸付金回収の担保としてこう

いう契約書を作らせたわけであろう。

これを一般化するというのはかなり難 しい問題がある,こ の様式を示しても当事者が果し

て乗っかってくるかどうか,更 新を前提にするということも当事者がなかなかいわないだろ

う。
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梶井 愛知の例は逆に耐用年数の方を実際のそれよりもぐっと意識的に短かくしている。

それで償却を早 くやるから5年 とか6年 の利用期間を設定して くれという形でやっている。

償還年限の方も短かくという方向にもっていっているわけで過大償却をやろうという形に

してある。

石井 それはいいかえれば賃借人からすれば一定の期間賃借期間を保障して くれという要求なの

だと思 う。

梶井 元本の問題に関しては,1・Kさ ん(小 松市)に 「これでいいのか,元 本はどうするのか」

と聞いたら,「 やっぱり返す時になったら考えるなあ」ということであった。

田代 未墾地賃貸借の現実例では,残 債務の承継をいうだけでも,や はり心配なわけで,北 海

道の公社の場合,一 応それを出しているけれども,他 の所は殆どそういうことを謳わずにや

っているから,ベ ースに乗っけるだけでも難 しさがある。

梶井 現実性,実 行性とはやや無関係に,考 え方としてはこれ くらいの巾の中で整理できるだろ

うという形でここでは整理した。

これでいけると断定 しているわけではない,論 理的に矛盾がなければ,こ れで計算をやっ

てみて,そ の中でのアッパ-リ ミット等をみながら,ど ういうものを書 くかということになろ

うか と思っている。

一番,気 になったのはⅥ,で 重層的,継 続的なものの扱いである。

合馬 本来の原則論に戻るが,土 地改良法で利用権者について事業参加資格をどう考えるかとい

う問題がある。

現実は利用増進の指導通達でもいっているように,や はり土地所有者を原則とする方が現

実的だと思う。

ただ梶井先生のいわれたように利用権が繰返しで定着するような場合は,も はやそれは農

地法上の権利にするのが筋だと思 う。

梶井19条(法 定更新),20条(解 約許可)が 生き続けているという社会だったら農地法の

賃貸借に移行させれば,耕 作者投資が考えられるという話になるが,そ れでも合意解約や,

定期(長 期)賃 貸借では許可不要,更 新拒絶などにより,利 用権ほどではないが耕作者の地

位不安定は出て くるわけだ。

合馬 換地の方で事例を洗っているが,利 用権者が参加資格者という具体例は把握 されていない,

そういうケースもデーターも少い。

梶井 土地改 良法の方で気になっているのは,合 意解約なり定期賃貸借の期限満了の場合,賃 借
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人が事業参加している事案である。

離作料の中で解決されているかどうかということにもなるのだが。

従来,事 業参加は農地法を背景にしての耕作者原則であるわけだし小作人参加の事例はか

なりあると思う(貸 手参加が多いという実態はあるとしても)。

石井 古い小作地は,土 地改良を契機に小作関係を解消し,地 主小作双方とも自作地として事業

参加しているのがむしろ多いのだと思う。

土地改良とは別に,土 地改良があってもなくても小作関係が残るものについてもその後の

状況変化で小作人からの返還と地主からの引き上げの場合とがあり,離 作料は前者には無 く,

後者には伴うというのが支配的といえる,ということは,小 作人から返還する場合は投資は回

収されなくても仕方ないというふうになっているということだろうか。

梶井 小作人が決意した場合はそうかもしれない。地主主導の解約でも離作料なしというケース

もある。

田代 小松の事例で面白いのは,当 事者がヤミの時の感覚で委託者,受 託者という言葉を出して

きて,利 用増進や公庫の条件に乗っける,15年 という長期とその更新も,有 益費の問題も,

要するにいろんな問題がこの例には集中的に表現されている。

梶井 これは全部ヤミの感覚からのものであり融資のために受身でスタ―トしている。

条件に乗っけるということも,ヤ ミでは融資が受けられないので利用権にする,そ の利用

権も地主からの補償を くっつけるということでこういう契約書になったという経緯がある。

かといって,こ れは農民内部の権利意識の変化によるというようなものでは決してない。

山田 しかし,一 応当事者は納得 している。

梶井 それはそうだ,こ れで皆がハンコをついているわけだから。

さて,以 上について論理的整合性の問題だがやはり矛盾があるか。

石井 もう少し考えてみたい。

梶井 それでは,今 後の計算に当って償却方法をもうちょっと考え直してみることとしたい,どれを

適用すべきかは事業種別で内容をみて振り分けを考える,そ の辺は管理課と相談したい,55

年度ぐらいの事業単価が欲しい,な お耐用年数の方で税法のものと関連があるが樹園地につ

いてはみかんやりんごは平均的収穫曲線があるから,一 応,生 産高比例法で計算してみるこ

とも考える。

稲本 この研究会で,い つかいったと思うが,有 益費問題を考えるとき次の3点 を考えて欲しい。

1つ は償却の問題,第2は 同意の問題。
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償却と同意の2つ の点は,賃 貸借契約に更新権が認められないという前提の場合には,期

間の問題を伴 うわけだが,そ れは括孤に入れておいて,第3が 公的補助の帰属の問題,こ の

3つ を常に考えた方がいい。

これは改良が可能かどうか,補 助を認めるべきかどうかという問題ではなく,有 益費の算

定そのものにおいてこの3つ の要素を考えるべきではないかということだ。

第1の 償却は,今 日議論 された。

第2の 同意の問題は,改 良工事施行の是否ではな くて,有 益費の額が同意の有無によって

高くなるとか安 くなるとかそういう金額決定の一つの基準としての同意の問題を入れること

が妥当かどうかという問題だ。

今日の梶井先生のお話の中にはまだその問題は出てきていない。そういうことはむしろ考慮

しない方がいいんだという前提があるのか,そ れともより各論的に今後は考慮してい くべき

だということになるのかどちらだろうか。

公的補助の問題はまた別個に。

梶井 公的補助の問題は,有 益費の中から全 く外そうということを考えている。

稲本 ということは,そ れは地主,小 作のどっちに帰属させるかは別の次元の政策の問題だとい

うことか。

梶井 有益費の中だけでケリのつく問題ではないということを前提 としてはどうかと思った。

稲本 それについてはまだ議論があるかも分らないが,第1の 同意は計算上の基準になるかなら

ないかの問題はないのか。

梶井 それは57年 度研究計画の方へ譲りたい。

稲本 こういうことをいうのは今行われている利用権設定で土地改良が絡む場合,3年 なり6年

なりで一応返すとき有益費は償還されるということになっているが,そ の場合に同意のない

改良と同意のある改良とを区別しなくてよいのかどうかという問題がある。特に3年 なり6

年なりの約定期を償却期間が上 まわるような土地改良の場合やはりそのまま,ま るごと有益

費を償還せよといえるかどうかは大きな問題である。

梶井 これは,暫 定的とりまとめ(50～52年)に よる分類と償却方法とくっつけた形で整理

する必要がある。

田代 利用権か農地法の賃借権かということで違ってこないか。

稲本 それはあまり変らないのではないか。

梶井 算定の問題としてはあまり関係ないと思われる。
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田代 算定方法としてはそうかもしれないが,そ の前提がやはり問題になって くると思う。

石井 むしろ,期間に係る同意の問題だろう,小 作人は短い期間預かっているだけなのに,こ うい

うものを好き勝手にやれるかという問題だろう。

Ⅳ.56年 度研究会の実績報告につ いて

梶井 それでは,論 理的整合性について問題があったら,あ とでやっていただ くとして 「56年

度研究会の実績報告」の作り方について相談 したい。

1つ は,償 却方法別の分類をもう少し精密にやって貰って,全 部でなくてもいくつかにつ

いて実際の数字を入れて計算してみるという作業を くっつけて今年度の実績報告をまとめる

ような形にしたいと思っている。

それから,あ とは今日の議論を骨子にして今までの討論で指摘出れたような問題等を含め

若干の文章にして報告書の中身にしたいと思う。

もう1つ は今年度の研究会に農政課,管 理課の方で検討された資料をいただいているので

これも研究会資料として一緒に印刷し報告書に付けたいと思う。

それから先に出していただいたコメント(資料No26)は,57年 度研究会の検討課題とす

るか,今 年度報告書にとり込むか何 らかの形で報告書の中におり込んでおくということにし

たいと思う。

中江56年 度実績報告としてはそれでいいと思うが,そ の計算はどの程度の作業となるか。

梶井 それはあとで稲本先生と相談したい。

各類型別に2つ ぐらい代表的な事業種目をあげて数字を入れてみたらどうだろうかと思っ

ている。

中江 問題は現実との対応と思う,機 械的にやれというのは簡単な話なんだが。

梶井 先ず機械的にやってみて,実 際のフィ-リ ングに合 うかどうかというのは,そ ういう数字

をもったうえで57年 度に現地に入って勉強してみるということにしたいと思っている。

中江 償却の方は農林水産省の耐用年数を使うとして,そ れと現実との違いはどうだろう。

梶井 そんなに違わないだろう,「 土地改良事業の経済効果測定」のものはかなり違 う点もあろ

う。

三浦 お手許に資料No27と して耐用年数の対比をお配りしてある。

A,は 土地改良事業の経済効果測定のもので,こ れは投資効率と所得償還率をみるという
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ことで考えられている。

投資効率は妥当投資率と総事業費との関係,所 得償還率は年償還額と年増加所得額との関

係を示す。

B,は 農林水産省の補助事業に係る建物,工 作物等の補助目的外への転用等処分制限を年

限で示している。

C,は 税法上の耐用年数である。所得税法 と法人税法の政令で減価償却資産の償却方法

(定額法,定 率法,生 産高比例法)と 耐用年数 償却率,残 存価額について規定し,耐 用年

数は更に大蔵省令で具体的に定められている。

D,は 農林水産省の統計情報部で行 う農家経済調査,生 産費調査等において固定資産の評

価とか,減 価償却の計算等に用いられる耐用年数である。これは大蔵省と相談して定めてあ

り従って中身はCと 殆ど同じである。

なお,こ のCとDに 植物が動物とともに生物として入っている。

梶井 生物が何故定額法なのかよ く分らない。

乳牛などは3才 ぐらいのところが一番収量が高い筈だ。

田代 固定資産の評価標準としてはどうなっているのだろう。

石井 評価標準は,何 才はい くら,木 では何年生がいくら,と いうふ うに作られている。

農家経済調査の場合は,こ れで評価し,且 つ減価計算をするため便宜上定額法の方が簡単

だということだろう。ずっと自分の家で飼い続ける,作 り続けるということが前提になって

いるわけだから償却は定額でいいということであろう。

梶井 途中で資産償却しなければいけないということになると,困 ってくる。

石井 そういうときには対応策を考える必要があろう,け れども定額償却の是非についていえば,

小作人の投資が回収され,地 主も不当にふっかけられてはいないという範囲であるならば普

通の有益費問題としては定額法でも差し支えないことが多いのではないかと私は思 う。

梶井 樹園地の場合,定 額法では地主は老園を高い金で掴まされるという形もある。

石井 そもそも樹園地の短期賃貸借は出てこないだろう。

梶井 出てきているから気になっている。

中江 成園小作ではな くてか。

梶井 これからりんご園造成やるとして利用権設定を準備しておくというような例である。

石井 そもそも,そ ういう賃貸借を指導すべきかどうか。

梶井 指導の如何にかかわらず出てきているから,後 日のための用意が必要と思う。
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三浦　なお先程効果の永続性の議論があったが,土 地について耐用年数100年 という例があ

る,こ れはAの 経済効果測定上のもので,A以 外には土地については全 く掲げていない
。

梶井 土地改良事業の経済効果測定による増収益はどの程度信用がおけるというか,有 益費算定

に使えるのか,ど うだろう。

島本 逆算要素がないとはいえない,効 果がなければならないという前提があるからそれに合せ

ざるを得ないということである。

合馬 労節効果を相当多 く入れないと,な かなかそういう前提にならない。

梶井 無理しているのは,や はり労節効果か,増 収効果の方はそれほど無理をしていないという

ことか。

合馬 価格の見方如何による,し かし一番苦労しているのは労節だろう。

梶井 労節あたりが問題なんだということであれば,何 か考えようがあるかもしれない。

何れにせよ・57年 度の研究計画として,現 段階では農林水産省の耐用年数や事業単価を使

って機械的に算定し,こ れを現地にあて嵌めてみるということになるが,特 に耐用年数につ

いては村の中で実際に効いている効用の年数,そ の辺の感触を当ってみるというのが1つ の

課題になると思う。

それと今年度,問 題提起はあったが討議不充分で残された課題で先程稲本先生から指摘さ

れたような点,そ の他先に皆さんから出されたメモ等が57年 度の検討課題ということにな

ると思う。

吉國 償却の仕方はいろいろ議論が出たが,現 在価評価,再 調達価格については,現 実に資本投

下が行われた時点と賃貸借終了時点との間に技術や手段の変化でより低い経費で再調達がで

きるというような場合,例 えば現実に1万 円かかったが今の技術では5千 円でできるという

場合はどうするのか,突 っ込んだ議論がなかった。

石井 それは先程の陳腐化,道 徳的磨滅の議論で,広 い意味ではその部分になって了うというふ

うに考えられる。

吉國 結局,そ れは投資者のリスクか,残 念ながら古い技術で土地改良をやったという人は,最

新の技術での最も低い方法での有益費償還しか得られないということか,そ れはお気の毒と

いうことか。

石井 そうならざるを得ないのではないか,技 術発展がその前提である以上やむを得ないのでは

ないか。

梶井 典型的には昔の耕地整理や区画整理のやり直しを10年 ぐらいの間に経験している例が多
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い,完 全に陳腐化し投資自体 もう完全にみられないという話になると思 う。

中江 人海戦術で1年 がかりの開墾をブルでは1週 間,そ れでは合わない。

梶井 人海戦術の単価が昔と今で違う点はある。

吉國 再調達価格といったとたんに,も う,そ こは消えて了っているという理解か。

梶井 その再調達価格で減価償却をやるという前提で,今 まで考えていたけれども,そ のほかに,

「暫定的とりまとめ」でいっている現在価評価についても考えてみる必要があるのではない

かと思っている,古 いものは古いものとして今,評 価したら幾らになるのかという評価で,

償却というのを考えないやり方というのもあるわけだ。

これは現地で本当にそれが可能かどうかを土地改良資産について考えてみてはどうか,特

に,現 に機能している土管について古物の価値をどう評価するか,評 価可能かどうかを確か

めてみる値うちはあるだろうと思う。

玉井 残債務承継方式だが,あ る村で聞いた話で,土 地改良後5年 以内の解約の場合にはそれま

での小作人負担は工事費も含めて一切地主が返還する,5年 以後の解約ではそれをしない

(解約後の負担は勿論地主が承継する)。

これは事業の直前直後には改良区からの賦課金以外にいろいろの諸雑費がかかるし,直 後の

土地生産力も若干落ち込んでいることもあるしというわけで1つ の考え方ではないかと思う。

合馬 それは農地法の賃貸借の例か。

山田 それは,据 置期間中で金利分だけ払えばいいというような実態もあってのことではないか。

合馬5年 が基準なのかどうか分らないが,5年 以上の場合農地法上の権利として永続的に更新

されていくということが前提でそういうことが成り立っているというわけではないのか。

玉井 これは10年 以上定期賃貸借は許可除外などというようなものがない農地法の時代に,解

約が行われているものだったと思う。

従って,内 容によっては,そ ういうことが1つ のよりどころとなるのかもしれない。

田代 今のは本当に投資したものなのか,そ れとも約定のためにいろんな他の金も注ぎ込まなけ

ればならないとか,そ の他いろんなものがすべてカウン トされた話なのだろう。

玉井 そういうことも考慮されているのだろうと思う。

島本 それと関係があるかどうか分らないが公庫資金は問題ないとしても,近 代化資金は農協指

導で非常に短期に返して了う,そ の辺実態はどうだろうか。

梶井 愛知の場合では近代化資金である,だ から割合早 く償還される。
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資 料No25

照 会 文 書

昭和56年12月25日

有益費算定方式研究会委員 殿

社団法人 全国農地保有合理化協会

第5回 有 益 費 算 定 方式 研 究会 に つい て

謹 啓 寒 さきび しい折,研 究会委員各位 には益 々ご清祥の ことと存 じます。

さて,12月15日 付文書を もってご連絡申 し上げ ましたとお り,標 記研究会 を,明 年1月20日(午 前9時

30分～12時30分)に 開催 させていただ くことにな りましたが,こ のことにつ いて,過 日梶井座長 とご協議

申し上げた上,農 林水産雀開係官 とも打 ちあわせ まして,別 記のよ うな基本方針(案)に ついてご確認を

いただ き,さ らに,別 紙事項 についてご検討願 うようさせていただきたいと存 じます。

つきましては,ご 繁多のところ誠 に恐縮に存じますが,「 研究会基本方針」案及び別紙の 「検討事項」

κつきまして,あ らか じめ ご意見 メモ(1,000字 程度)を おとりまとめいただ き,1月10日 ごろまでに本

協会 にお送 り下 さるよ う,勝 手なが らお願 いいたしたい と存 じます。 お送 りいただきました メモは早速 コ

ピ-を 作成 し,全 部を研究会前に各委員 にお送 り申し上げ,研 究会当 日の能率をたかめた く,な にとぞ ご

協力のほどお願 い申し上げます。

なお,本 協会 といた しましては,1月20日 の第5回 研究会 を もち まして,本 年度の研究会開催を終 了さ

せていただ き,事 務局 として,中 間報告案の作成にとりかか りたい と存 じます。

記

有益費算定方式研究会基本方針(案)

1.昭 和50～51年 に行 われた 「有益費問題に 関す る研究会」の検討結果 た る 「暫定的 とりまとめ」(昭 和

53年3月)を 基本 とし,そ の後の諸政策の展開をふまえ,さ らに理論面につ いて の問題研究を拡大 ・深

化 させつつ,実 践的 な 「算定 方式」諸 原則 の確定 と具体的適用事例作成作業に及ぶ こと。

2.民 法上の自由な改 良と,現 行土地改良法制度 とを併行的に,か つ,区 別 しなが ら検討を進め ると同時

に,広 い意味での土地改良投資が,今 後の農業政策 ・農地制度 の展 開において重要な意義 を有すること

にかんがみ,諸 法制 の改善 ・変更の配慮を含むものであ ること。
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(別 紙)

第5回 有益費算定方式研究会検討事項

昭和56年12月25日全国農地保有合理化協会

1.「 暫定的 とりま とめ」(昭 和53年3月)に ついて,再 考 ない し修正すべ き点は あるか。例えば,次 の

点 について現時点で どう考え るか。

口)同 意を要 しない改 良行為の範囲について

① 「暫定的 と りま とめ」 においては,同 意 を要 しない改良行為 の範囲を 「軽微な改 良行為」及 び

、 「通常の改良行 為」 まで拡げてい るが,こ れで よいか。

集団の協定に より所有者に対 し事 実上の強制を加え る考 え方 には無理が あ り,同 意を要 しない改

良行為は軽微 なものに限定 し,む しろ同意原則を一般化す る方が妥当ではないか。

② 他方,こ の同意原則を-股 化 した場合.賃 借人の事業参加を原 則 とする土地改良法の基本的な仕

組み との考え方 を整理 してお く必要が あるのでは ないか。

③ な坑 同意 を要する改 良行為か否かに よって有益費算定の考え方には基本的 に差が ない と考えて

よいか。

(2)農 用地の周辺部分において行われる改良行為の取扱いについて

農用地 自体に加 えられる改 良行為でな く,そ の周辺部分において行われ る改良行為については,ζ

れを-律 に有益 費 として処理す ることは妥当か。

ケ-ス によっては,民 法 原則 から逸脱す るもの もあるが,同 意 を前提に有益費 として処理 すること

で よいか。

-また
,他 の法理(例 えば,委 任,事 務管理等)に より処理 するこ とは考え られないか。

(3)そ の他特 に 「暫定的 と りま とめ」の第三 の2の(1)～(4)について,現 時点で再考ないし修正すべき点

は ないか。

2.残 債務承継方式については,次 の点につ きどう考えるべきか。

(1)減 価償却 について

定額法,定 率法,生 産高比例 法のいずれが適当か。 また.耐 用年数 をどう定め るか。

(2)償 還方法について

現実の融資制度等 との関連において,償 還期間及び据 置期間を どう考えるか。繰上償還措置が行 わ

れた場合の取扱いを どうするか。

また,償 還方法は元利均等 と元本均等のいずれが よいか。その他。

(3)増 価額の和次効果 について

土地改良効果が永久に残存する ものについて どう取 り扱 うべ きか。

また.土 地改 良投資が重層的に行 われ るとい う実態を踏まえ,賦 課金 を工事別 に区分することは実

際問題 として困難であるが,そ の ことを前提 として過去の残債務を一括 して処理 するとい う考え方で

よいか。
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3.残 債務承継方式については,適 用可能な条件 な り場合 を明示 して.有 益 費償還の一便法 として位置づ

け るべき と考えるか どうか。

4.こ れまで専 ら農用地利用増進事業のケ-ス に限定して検討を進 めてきたが,そ の他の賃貸借のケ-ス

における指導原理 との関係 も念頭にお きつつ,検 討すべ き分野 な り事項はあるか。

5.土 地改 良の種類は極めて多様 であ り,一 律の有益費算定原理 を作 ることにこだわる必要 はないのでは

ないか。実情に即 した方式 を個 々に検討しては どうか。

6.有 益 費償還請求権 を放棄 した契約が特 に未墾地借入 の場合に多 くみられるが,こ の場合,借 賃 は借入

時の水 準(未 墾地の借賃)に 据え置 くこと(あ るいは借賃 との相殺等)を 行政的に指導する必要はない

か。

7,そ の他 「中間報告」 の内容及び とりま とめの方法につい て特に ご意見等があれ ばお聞 せ願いたい。
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資 料No26

第5回 有益費算定方式研究会検討事項に関する意見メモ

昭和57年1月10日.

中 江 淳 一

中 江 メ モ

1.い わゆる残存小作地 については,5:5な いし6:4と いった耕作権価格慣行を参考 とした上で,解

約時に所有権分割 をす る行政指導を行い,こ の場合 には,-指 猿債務承継方式で有益費 を処理 して よい

と考え る。

2.土 地改良法 の２/３強制は,農 用地の造成にまで拡大す べきだ と考え るが,む しろ このことは農地法の

場 で,土 地改 良投資(農 用地造成 を含む)を 賃借人 の権利 として構成 したい。-定 の改 良行為について

土地所有者の同意 を得 られない場合に,調 停介入 するほか,知 事裁定 といった形で,土 地改良投資の内

容及 び小作料 並びに有益費償還方式を決定で きることとしたい。 また一歩進 めて,草 地利用権設定制度

を開発一般 と個人 にまで拡大することを検討 すべ きである。

3.有 益費算定 方式 については,個 々の具体例か ら試算方式 を積み上げてい くしか ない と思 われ るが,一

に座長の提案 を待 ちたい。実験的計算作業 については今後協力 したい。

望 ましい有益費償還慣行をつ くってい くために も,は っき りした指導通達 にいた らないまで も,速 に

計算例が提示 され る ことが望ましい。

石 井 メ モ

昭和56年12月30日.

石 井 啓 雄

1.記 の 「有益算定 方式研究会基本方針(案)」 の考え方 と内容 については基本的 に賛成である。ただし

以下の2点 を前提 として考えてい きたい。

(1)55.10.1以 降の状況(小 作料統制の失 効,10年 以上定期賃貸借の期間満了に伴 う更新拒絶の可能

性の-般 的成立)の 下では,問 題 を利用増進小作地だけに限定す るのは適当ではな く,広 く考えてい

く必要 がある。

たゼし,農 地改革残存小作地については,そ の権利の強 さからして離作料はある意味で当然であ り,

一応対 象外 として,国 営 あるい は補助 のある土地改 良事業 などの機会 には土地分割 などに よ り解消す

るのが望 まし く,そ の ような指導を行政 として行 うのがむ しろ適当であ り,か つ以下の同意の要否の

判断 も他の小 作地 と別にすべ きである。

(2)民 法お よび土地改良法の規定 はある として も,法 律 を出発 点 として問題 を考えてい くのではな く,

①小作地 の実態 ― 法 との関係の下 での タイプ別の権利性 など 一 ②土地改良の実態 一 多 くの場合

国,県 費負担の あるなかば上か らの地域一体の土地改 良事業 として行 なわれ,個 人の発意に基 く個人
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負担の土地改良は軽微 なもの を除いてほ とん どない とい う 一 お よび③ ドンブリ勘定的な農民感覚 を

前提 として貸人,借 人間の公平 と土地の有効利用促進にス ム-ズ なあ り方を探求 するζとがまず重要

であ り,そ の うえで法 との関係の調整を工夫す ることが実践的である。

2.「1司 意 を要 しない改 良1の 範囲は,む しろ 「軽微な改良行為」 〔 「暫定的 と りま とめ」第一 の2の(1)

のAの(a)程 度 〕に限 るのが適当ではないか。

これは-応 の意欲 を もって農業生産に取 り組むか ぎ り,た とえ短期 の耕作で あって も必要 な改良行為

であって,か つ 個人単独で,ま た補助 などなしで なされ る改良行 為であ り,こ れについては,同 意の必

要 なしの改 良行 為を認 め,か つ,価 値残存の場合 の償還 を地主 に行 なわせ る必要 があろう。

「通常 の改良行為」 〔 「暫定的 とりまとめ」第一の2の(1)のAの(b)程 度 〕については,改 良行 為その

ものは.同 意不要として も,有 益費の償還 請求 は,事 前の地主 の同意を 一 農地改革残存小作地は別 と

して 一 要件 とした方がよいので はないか。

「暫定的 とりまとめ」第-の2の(1)のA-6)程 度の改 良行 為は,今 日一般 に,地 域を一一体 とした補助

金つ きの土地改良事業 としてなされ るζとが多 い。その場 合土 地改 良法 では,た しかに地主の同意は必

ず しも必要ではないが,実 態 としては,地 主参加のケ-ス も多 くなっているし,地 主が他の土地につい

ての耕作者 として一緒に参加 す る場合 も多いのであ って,残 存小作地以外 は話 し合 いで,つ まり合意,

同意の下 で,賦 課金 の負担 者,小 作料,有 益費償還 のあ り方 とその額 の決定 などを改 良区,自 治体 農

業委員会などの関与の下で一 体的 に決定 してい くのが妥当 と考え る。

3.「 農用地の周辺部分について行 なわれ る改 良行為」 〔 「暫定的 とりまとめ」第一 の2の(1)のBな ど 〕

については,地 主 も参加 す る補助つ きの土 地改 良事業 あるいは農用地造成事業の場合は,2で 述べた

「通常 の改良行為」 と同様 に処理 しうると考え るが,そ れ以外の場合 については,有 益費 として処理す

ることもできようが,そ れだけとして処理 しよ うとするの は必ず しも適 当で はないのではないか。

地主の同意を前提 として,他 の法理 一 買取請求,委 任,事 務管理 な ど 一 による処理 も併行的に考

え た方が よいのではないか。

4.「 暫定的 とりまとめ」・第 三 の2の(1)～(4)に ついては,な お検討すべ き点はあるか もしれ ないが

さしあた り再考 ない し,修 正すべ き点 はない と思 う。

私 としては,{4)→(3)→(2)→(1)の 順で よ り具体的に算定試算 プ リテス トなどをしてはいかがか と

考 えている。

なお,こ こで(4)では,費 用価方式 が提起 されてい るが,こ れ は費 したる費用 では決 してな く,増 価額

を費用価 で評価す るもので あることを,以 前の研究会での討論 で誤解 があったので特 に付言 して鉛 きた

い0

5・ 国営お よび融資の ある土地改良事業 に関連 して,「 残債務 承継方式」について は有力な方法 と して こ

れを支持したい。両当事者がそれで納得で きるならば,そ れはそれで よいとい うこともできるか らであ

るo

しかし,無 媒介に残債務承継方式を提起 することは,一 種の浪花節で あって有益費問題をそらす もの

であることを銘記しなければならない。 国営 および融 資つ き事 業だけが土地改良ではな く問題が残 ると

い うことを無視していって も,有 益費の償還問題 として問題を提起す るのであればやは り償還 すべ き有

益費の額を一 応算定 し,そ れ と残債務が近似的である(補 助金のことは無視)か らそれを承継す るとい

うかたちにすべきではないか と考 える。 このような手続 きをとれば,額 に-定 の差額があった場合 にも,
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その差額を-時 金などのかた ちで清算 してのち残 債務をひきつ ぐとい うか たちで,適 用の範囲をひろげ

うるともいえよう。

以上の ような意味で 「残債務承継方式」が,小 作料調整(減 額)に よる方式 とならんで有 力な便 法で

ある ことは明 らかであ る。

なお,① 減価償却 について定額法か,定 率法か生産高比例法か②償還は元利 均等 か元本均等 か,③ 償

還期間,据 置期間,繰 上償還 などをど う処理す るが とい う問題 などは,地 域の合意 で解決 すべ き専 ら技

術的な問題であ り,上 記の一時金 による清算 をとり入れ ることで解決で きるのではないか と考 える。

6.未 墾地賃貸借のこれまでの事例 とも関連するが,賃 料を-定 期間無料 ないし減額す る方式 も,「 残債務承

継方式」 と同じ ように有益費問題を自立化せ しめに くい とい う問題を伴 うが,ひ とつの有 力な現実的 な

方策 であることを指摘 してお きたい。

7.理 論的taよ び行政指導方策の問題 としていえば,有 益費 をめ ぐる諸問題 はいわば未解決 の点が多い最

重要問題のひ とつである。

しかし,現 実 の賃貸借の問題 としていえぱ,そ れは賃貸借期間,賃 料水 準な どと密接に関連 しあ う問

題である。農地 改革残存小作地以外の賃貸借 の期間満了に伴 う解約 ・終了にさいして離作料 を否定する

ことを当然 とした上 で,し かし,期 間 と小作料 の問題はあ る意味で有益費問題以上 に重要 な問題であ り,

旧い農地行政が耕作者優位に傾きすぎた一方 で,最 近の 「事業」では地 主優位に傾い た指導 もみられる。

かかる状況の下で は,有 益費問題 だけを特別 に扱 うのでな く,そ れ ぞれの独 自性 を明確に しつつ,か つ

期 間,賃 料,有 益費のひ とつひ とつ とそれ らの総体が,公 平 に指導 され るよ うな行政指導が行 なわれる

べきことを強調 したい。

その ことの-環 として,有 益費問題 もあるのであって,小 作料はい くら高 くて もかまわず放任 して よ

い とか.期 間 のこ とも問題 にはな らない とい うことには ならないのである。

8.最 後に,「 暫定的 とりま とめ」 のま とめか らすでに3年 余 りが経過 している。

今回の研究会 は,算 定方式の研究会 として出発したので あるか ら,3年 間の経過 をふまえ利用増進小

作地に限る とい う 「暫定的 とりま とめ」 の限定 を取 り払 った前提にたって,こ の 「暫定的 と りま とめ」

を批判的に再検 討することを出発点 として早急に算定方式 その ものの検討 に入 るべ きであったし,ま た

現にある。

座長か ら,数 値を入れた試算 を含めた算式案(複 数 であって よい し,そ の方がむ しろ望 ましい)が 早

急に提起 され,そ れを基礎にプ リテ-ストを含 めた検討が研究会 として なされてい き,57年 度 にSeいて一

応の結着 をつけ るよう運営がなされ ることを希望す る。
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田 代 メ モ

昭和57年1月8日 、

田 代 洋 一

1,第1回 研究会 の際に申し上げた ように,有 益費問題は,耕 作者の労働投下の安定性 が確保された段階

をふまえて,そ の資本投下の安定性 を確保する問題で あって,あ くまで農地法上 の賃借権下の有益費問

題が基本 問題 であると考え る。 問題 とされている 「利用権」 もあ りうる賃借権の一形態で しかない以上,

その賃借権 の相対的 なあ り方に よって,有 益費償還請求権 も規定 されるのでは ないか。

2.そ こで問題は 「利用権」の内容を どう位置づけるかで あるが,契 約期間短期化の代償 を有益 費請求権

に求め るのは,本 来的に問題転倒的 であ り,一 般的 に短期賃借権のなかで,ひ と り有益費請求権のみが
　 　 　 　 　 　

突 出的に 自己を主張 しうるとする こと自体が非現実的ではないか。 したがって,利 用権の もとでは,原

則 として改 良行為 とその有益 費の償還について同意を要す るこ とは妥当であると思われ る。

また,利 用権設定 が地域集 団的合意 にゆだね られてい る趣旨からして も当然で あ り,そ れな くして現

実 的実効性 はない と判断され る。

3.こ の ような同意の もとでは,農 用地 の周辺部分にteい て行 われる改良行為 について も,そ の効果が具

体的に耕作農地に及ぶ ものである以上,積 極的に小作人が行 ない,有 益費 として処理するζとは妥当 で

ある と思われ る。 とくに水 田再編対策下の小規模排水改良事 業等は これに相 当す ると思 われ る。

4、 有益費問題は,地 域での一般的 な問題提起 と慣行成立 をまたずに行政的 な対応が もとめられてい る実

情 にある とすれば,一 定の方式の提起 が,き わ めて機械的 ・画一的に地域 において適用され,「 慣行」

化 する危険性 を非常 に強 くもってい る。

とすれば,い かなる(諸)方 式 を採 るにせ よ,そ れが ひとつの基準ないしはモデルにすぎず,地 域の

実情 に応 じて具体化 をはかる以外に使 途のない ものであることが,強 調され るべきであ り,か つその適

用 の条件 ・範囲が特定 されるべきであろ う。

5、 そ こで残債務承継方式については,そ れが有益費償還に代替し うるのは,そ の償還期 間が,基 本的に

その改良行為の償却期間に等 し く設定 されてい る場合 に限 られるこ とはい うまで もない。そ うでない場

合 は,当 然,他 の方式 との併用が必要 となる。

6.と くに未墾地賃貸借に あっては,そ の地代 を未墾地地代に据置 くことを行政が指導するこ とは-般 的

iζは望ま しいが,そ の場合,行 政 として,未 墾地につ いて も 「標準小作料」的 なもの,な い しはその算

定基準的 な ものを提示する責任が生ず る と思われ る。小作人 に とっては,そ れは,土 地純収益か ら償還

金を控除 した範囲内におさまる必要がある。

玉 井 メ モ

昭和57年1月11日 、

玉 井 幸 夫

1「 基本方針 」について

提案で さしつかえないが,ま ず,現 行制度の下における有益 費の範囲,同 意,及 び額の算定方法等 を

270



検討 し,そ の後.要 すれば制度改善事項 について検討す ることとしては どうか。

2,「 検討事項 」について

口)同 意について

本来,改 良行為及 び有益費の償還請求 は賃貸人の同意にかか わ りない ことを前提にすれば,改 良行

為一般につ き賃貸人の同意を要す ることは,賃 借人の改良行為 を制約する ヒとにな り.叉.同 意 を得

ないこ とが紛争要 因 となるおそれが あるか ら,好 まし くない。有益費の額の算定方式が具体化 され,

それが行政指導されれば,こ れ によって対応で きる改良行為については.賃 貸借契約で一 般的 な契約

条項 を定めれば足 り,個 別 の改 良行為につ きその都度同意を要 するこ ととしな くて もよい。 同意 を要

する ものは,改 良行為の軽重 にかかわ りな く,契 約期限 も考慮 の上,有 益費に該当するか否か明確 を

欠 くもの,同 意に よって有益 費扱いをす るもの等限定的で よいのでは ないか と考え る。

(2)農 用地周辺 における改良行 為について

農 用地 周辺 における改良行為 については,そ れが土地改良法 に よる土地改 良事業 として行 われ る場

合等 には,大 規模農道や河川 におけ る取水 ダム等の設置.改 良であって も,土 地改良法等の建前 か ら

いって有益費の支出に該当する と考えて よい。 しか し,民 法ベースで個人叉はその集団が行な う私的

な改 良行為 については,そ の判定 に困難を伴 うものが考え られるか ら,(1)の 同意 と関連させつつ,取

扱い基準 を示 すこ とが適当である と考え る。

なお,こ れ らの改良行為につ き同意 を要する ものの取扱いは,事 務管理委任 で整理するよ りも,有

益費 として取 り扱 った方が よい と考え る。

(3)残 債務承継 方式について

① 減価償却 の方法は,技 術的な面 が多 くよくわからないが,税 法等 に用い られる償却期間(耐 用年

数)に 比 し現実のそれはさらに長い ζ-とが常識 の ようであること,又,改 良行為後施行者又は利 用

者}ζよってたえず補完行為(修 繕改良行為)が 行われてい ることについて,ど のように考え るか と

い う問題が ある。

なお,生 産高比例法については,生 産高が当該改良行為のほか,栽 培技術の進歩,他 の改良行為

等の総 合 された もの として実現されて くるものであ り,ど ん な場合に当該改良行為の効果の判定に

用い うるか検討 を要する。

② 残債務承継方式 は,有 益費の算定 方式ではないが,検 証の上,土 地改 良資金の償還期 間又は負担

金 の支払期 間が耐用年数 と近似 し,有 益費の算定方式に より算出 され る額 と近似 する結果が得 られ

る改 良行為について,適 用可能な場合 を示 して,こ れを便法 として用いるこ とができるとこととす る

ことには異存がない。

(4)そ の他 「暫定的 と りま とめ」について

① 「暫定的 とりま とめ」 は,農 振法に よる農用地利用増進 事業にかか るものを対 象に検 討された も

のであるので,農 用地造成の場合,離 作料慣行のあるもの等新 しい農用地利用増進事業にかか る も

の,農 地法ベ ースの ものを含 めて検討の対象にすべきもの と考え る。

② 有益費 の額の算定方法の第三 の2の(3)に ついて,資 本還 元方式のほか倍率方式(そ の倍率 は農地

法施行令第2条 第1項 により算出 される倍率)を 加え ることが よいのではないか。

③ 有益 費の額の算定方法第三の2の(4)にお ける 「補助金がある場合 には,そ の相当割合 を控除する」
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については,同 じ(2)及び(3)の算式,小 作料 の算定基準(「 農地法 の一 部 を改 正する法律の施行につ

いて」(昭 和45.9.30付 け54農 地B第2802号 の第24条 関係 の4)及 び農地の買収対価の算定 方

法(農 地法 施行令第2条)の 考え方 とも矛 盾しないか見直す必要が ある と考える。

又,一 般的に,改 良行為に よる増価額 か ら当該補助金相当割合 を控除 した ものを民法にいう 「増

価額 」 とす る場 合には,期 間満了時における定期賃貸借の継続(賃 貸借の更新,利 用権の再設定)

を困難 ならしめ る要因 とな り,賃 貸人の地位 を安定 し改 良行為の成果を享受 させるとい う本 旨に反

す る結果 が生ず るおそれがある。

(6)賃 借 人が未墾地 を借入れて農地 とした場合 におけ る小作料(借 賃)は,有 益費の請求放棄 の有無に

かかわ りな く,本 来,未 墾地の地代水準 を維持 すべきもの と考え る。

三 浦 メ モ

昭和57年1月"

三 浦 信 勇

最近の資産保有傾向,高 地価の情勢か ら開発用地 としての未墾地の取得 につ いて も賃貸借が行 われてい

る。 この場合,既 墾地 のよ うな一定の処理基準が ない こと等 もあって,諸 々の 問題 が 内在 して いる。有

益費の問題 もその一つで あ り,田 代先生の調査報告(56年 度第1回 有益費研究会)で 明 らかにされている

が,県 公社の介入 に よる事例 では,第1に 現地の実情,第2は 将来農用地 となることを前提に して農地制

度 に準 じ,更 には公社の採算性等か ら工夫 を凝 らした扱い となってい る。以下,問 題点 と思われる事 項を

挙げてみる。

1.期 間

(1)10年 契約 の例 が多いが(特 別資金),工 期 が国営級10年 以上,負 担金償還が国営級は事業完了後25

年 ・県営以下 は公庫資金 で25年以 内,事 業効果 が半永久的,利 用が長期 に亘 る,と いったよ うなこと

との関連か ら10年 は短 い。

反面,長 期 化は賃貸借市場 を狭めるとい う問題 はある。

(2)農 地 となった以後の期間が10年 未満の ものは,農 地法19・20条 の恩典が ない。 この場合,貸 手 ・借

手 とも一長一短が あるものの耕作の安定上 か らは農地 としての利 用が10年 以上 となるようにすべ きで

あろう。

2.賃 料

(1)初 期の無 償または低地代 の例は多い。熟地 となって も低 い未墾地地代の基 準が望 まれる。

(2)工 事期間中,或 は入植 者が確保 で きるまでは使 用貸借 とし,農 用地 となって賃貸借 とす る例 もある。

これは,公 社 の介入地に入植者が ない場合,及 び事業地区外 となった場合,い つで も解約できるよう

に した公社 の自衛手段で もあるが,使 用貸借は法律上,対 抗力がな く不安定 なため,公 社の土地改良

法3条 資格 に難点 あ りとされている(事 業同意 と負担)二 公社の先行取得 と保有管理の機能強化の措

置が望 まれる。
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3.有 益 費

(1)農 地法19条 が適用されない利用増進法 の利用権では離作料は発生 しない,と か,開 拓は有 益費問題

の対象外である等の説 があ るが,未 墾地 の開発は,効 果 が永久的であ り本来的には地主投 資が妥当 と

みられているからであろ う。 しか し,現 実には借手が投資する場合があ りその場合,離 作補償 ない し

は投資回収等の問題を無視す ることはできない。

(2)現 地の対 応は実情に即 して多様で あ り,請 求放棄 も多いが この場合,代 償的な調整 として低賃料,

長期化,更 新予約,将 来の土地 売却等が なされてい る。

(3)借 手の権利 発生 を防 ぐため貸手が事業費を負担す る例,請 求の意識 を薄 めるため貸手 が負担金の一

部を分担す る例もある(入 会地の場合 その特殊性 から有益費問題 が緩和 されてい る例 もあ る)。 しか

し,貸 手の事業費負担をそのまま賃料 に転嫁 させる例 もあ り,貸 手負担で有益費問題を完全に解決 し

得 るかど うかは検討を要す る。

(4)償 却 の問題 は圃場整備事業 の場合 と同様 で,道 水路等を含 めた総合的 なものとするか どうか,ま た

負担金償還期間 との関係等 につ いて検討 を要する。

4.そ の 他

(1)負 担金 の償還期間 中に賃借権が消滅(小 作地返還)す る場合,借 手 は事前 に貸手 との間で資格交替

をす るか,ま たは土地改良区との間で負担 金の残債務を決済 しなければ ならない(土 地改 良法42条)

が この決済分 について は何 らかの補償を求め ることとなろうし,或 いは また.い わゆる残債務承継方

式によって有益費問題 に対処 するとい う便法 もあろう。

このよ うな旨をあらか じめ特約 している例 もある。

(2)農 業用施設 が開発事業地 区内の農用地 と一体的に利 用され る場合,そ の施設用地 も農用地の転貸 に

準 じて扱 われ,特 に借地借家法等に よ り処理 されている例はない。

草地,建 物,道 路等 を-つ の リース牧場的 に農用地 に含めて転貸 している例が ある。

(3)有 益 費 請 求権 を放棄 させてい るのに荒廃地の補償 をさせ るとい う例 もあ り,原 状回復せ よとい う

例 もある。 これは山林 として使 いたい と言ってい る。
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管 理 課 メ モ

〔56年1月16日 〕

1.記 の2の 「広い意味での土地改良投資が……であること。」について

土地改良法 に基づかない民法上の 自由な改良について,耕 作者の便宜 のための改 良行為を強制す る制

度を設け,耕 作者が参加する場合 において もその費用負担 を地主側に安全 に転嫁できる制度を設けよ う

とするものとすれば,次 の点について問題がある。

⑦ 土地改良法の芸強制について

土地改良法のそ強制は・大多数の者の勤 場合は,そ の費用を負担する者の2/3の同意で反対する都

も負担を求め て事業 を行 うことを可能 とする制度であ る。地域的な 自治組織がその基礎 となってお り,

費用を負担 する者が望 まない改良行為について行政側が改 良行為を強制す る制度 ではない。

④ 改良行 為の実施強制 について

地主に対 する改良行為 の強制(利 用権 者が地主の同意 を得ず改良行為を実施 してその費用について

定量的に地主に有益 費を求め得 るとす る制度 は,地 主に対す る改 良行為の強制 と同視 し得 る。)は,

農地所有者の意向を無視す ることκな らないか。 この ことが利用増進事業の推進に障害 とはな らない

か。

土地改 良法については,有 益 費問題の紛 争を回避するため,短 期利用権設定農地については,所 有権

者参加を原則 とすべきもの.と考 えられ る。

2.別 紙1-(1)一 ①,② について

改良行為に関する同意は,次 のよ うなものκ分類 できる。

⑦ 民法上有益費 と考 えられないものにつ いて,利 用権者が地主 に償還 を求め るために必要 な同意

④ 民法上の有益費について将来の紛争を防止するための額の確定のための合意(す べてについて合意

が望 ましい。)

◎ 改良行為 自体 を行 うことについての地主 の同意(こ の同意 については,当 事者間 の合意内容に よる。)

㊤ 事業実施に当 たり,反 対 する者を事業参加者 として引 きず り込み,費 用負担を求 めるための同意

(土 雌 良法は全体の2/3の同意 があれば同意が ない者 も引きず り込める.)

本稿の同意 は,⑰ の意味 での同意 と考え られるが,「 暫定的 とりまとめ」 の同意 は⑦ の意味での同意

と考 えら机 本稿は同意を 混同 しているのではないか。

②に ついては,土 地改 良法の賃借人参加原則は,原 則として賃 借人に費用負担を強制す る制度であ り,

所有者の意思に反 して も賃借人に改 良事業を実施 し得 る権能を与えたものでない点で,何 ら差 し支え な

い ものと思 われ る。

3.別 紙1-(2)につ いて

農用地周辺部分において行 われる改良行為(線 事業と考え られる。)に ついて も,有 益費の対象 と考

えて差 し支えない もの と考え られ る。土地改 良法 も,線 事業につ いて,面 事業 と同様 受益があること

を前提 とした制度が仕組 まれている。
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4.別 紙2-(1),(2)につ いて

有益費は,当 事者間 の公平 を図るための制度 であり,そ の額は,個 々のケース毎に裁判によ り確定す

べ きであるものと思 われ る。従 って有益費の額 を抽象的に定 める困難であ り,い ずれが適当かを決 しよ

うとす る考え方には問題があ るのではないか。要 は,そ れぞれの算定方式についての差異を明らかに し

て前記2の ④ の合意 を得 る際の判断 の基礎 と すべきもの と考える。

6.別 紙2-(3)に ついて

効果 の永久に残存す る土地改 良投資は存在 しないのではないか。 土地改良によ って生み 出された農地,

土地改良施設等は,そ の維持 管理行為,改 良行為に より,効 果が存続 するものであろう。

また,残 債務承継 方式は,当 事者間に分かりやすい とい うメリットがあるが,こ の点は,当 事者間 の

合意を得易す くする点で大 きな メリッ トであろ う。

6.別 紙4に つ いて

本件の有益費問題は,農 用地利用増進 事業 とと もに提起 された問題で あり,そ の問題に限定 して考 え

るべきであ る。有益費の問題 は,公 平の確保の問題であるが,こ れを地主に対 する強制の問題 として考

えるとすれば(1の ④参照),一 般の賃貸借について も検討す る価値 はあろ うが,こ れは1の ④で前述

したとお り問題が大 きい。

7.別 紙5に ついて

有益費につい ては,賃 貸借成立時にその取 扱いを当事者間で合意 することが望 まし く,行 政 としては,

同意の際 におけるそれぞれの方式の差 異を明 らかにして合意を得易す くすることが必要 であ り,一 律の

もの とす る必要はない。
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資 料No27

耐 用 年 数(有 益 費 関連)の 対 比

〔昭和57年1月20日全国農地保 有合理化協会 〕

農 業 関 係 の有 益 費 に 関連 す る1.構 築 物2.建 物3.生 物 に つ き,次 のA,B,C,Dに よる耐 用 年 数 を

対 比 して み た。

A.土 地改良事業(国,県 営)

「新規土地改良事業(農 地開発,干 拓 を含む)計 画の経済効果の測定について」昭43.3 .29局 長

通達 の別紙二,に よる。

国営又は県営の次の土地改良事業 に よる造成施設及び農 用地 を対象 とする。

かんがい排水事業,明 渠排水事業.客 土事業,ほ 場整備事業,農 道整備事業,防 災ダム事業,農

地保全事業,干 拓事業,農 地 開発事業,温 水施設事業

B.補 助事業財産(農 林省令)

「補助事業等に よ り取得 した財産 の処分制限 についての参考資料 の送付 について」昭54.11.28農

林大臣官房経理課長通達の別 表による。

この度,農 林畜水産業関係補助金交付規 則の一部 を改正する省令(昭 和54年28日 付け農林水産省令

第50号)の 施行 に伴い,同 規則第5条 に規定 する別表(以 下 「別表」 とい う。)に ついて全面改正 が

された ところである。

ついては,処 分制限期間が各種の補助金等の科目ごと及び取得 した個別の財産名称 ごとには設定 さ

れ ないこ ととなったが,事 務の 円滑な遂行の ため別添 「補助事業等に よ り取得 した財産の処分制限期

間例示表」を送付す るか ら,別 表の参考資料 としてこれを活用 し適切な事 務処理を図 られたい。

なお,補 助事業者等(都 道府県知摩 及 び各種団体の長)に 対 しては,貴 職か らこの旨通知する とと

もに,補 助事業等の実施に当た り遺憾 のない よう指導 されたい。

C.減 価償却資産(所 得税法,法 人税法,大 蔵省令)

「減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭40.3.31大 蔵省令第15号)」

所得税 法施行令129条,法 人税法施行令56条 の規定 に基 き,固 定 資産の耐用年数等に関する省令

(昭26.大 蔵省令)の 全部を改正 する省令を次の ように定 めている。

第1条-般 の減価償却 資産 の耐用年数

別表第一 … 機械及 び装置以外の有形減価償却 資産の耐 用年数表

〃 第二 … 機械及 び装置の耐用年数表

〃 第三 … 無形減価償却資産の耐用年数表

〃 第 四 … 生物の耐用年数表
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第2条 特殊の減価償却資産の耐用年数

別表第五 … 新規産業用機械及び装置の耐用年数表

〃第六 … 汚水処理用減価償却資産の耐用年数表

〃第七 … ばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表

〃第八 … 農林業用減価償却資産の耐用年数表

D.農 畜産業用固定資産(農 家経済調査)

農 書産業用固定資産評価標準 は,農 業経済 に関す る統計調査に適用す るため,農 林水産統計観 測審議

会農林水産業用固定 資産部会 の議を経て決定 されて居 り,農 家経済調査,農 業経営(構 造改善)調 査及

び農畜産物生産費調査等 における固定 資産 の評価や減価償却費の計算等に利 用され ている。

この評価標準における農書産業用減価償却 資産 の耐用年数は,農 林省が統計審議会の議 を経て大蔵省

と協議 し,大 蔵省が省令(前 記C「 減価償却資産の耐用年数等 に関す る省令(昭40大 蔵省令15号)」)

で定 めた もの を用いている。
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1.構 築 物 の 耐 用 年 数
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2.建 物 の 耐 用 年 数
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3.生 物
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資 料No.28

有益費算定の考え方(梶 井座長提案)

〔昭 和57年1月20日 〕

1.民 法規定 とのかか わ りは ともあれ,賃 借人 の投資回収 をいかに保障す るか,「 残 された改 良」の回収

をいかに可能にするか に,有 益費問題の焦点 はある。

この問題が利用増進事業 とともにク ローズア ップしてきた 一 短期の賃貸借が くりかえし設定 される

ζ とで事実上長期化 する とい う前提での賃借人 による改 良投資があるだ ろう とい う展望の なかで 一 こ

とはい うまで もないが,本 来は農地法45年 改正 の時点か ら問題になるべきこ とだった とすべ きであろ う。

合意解約,定 期賃貸借 の期限満了は当然 こうい う問題をひ きおこす可能性 を もっているか らである。そ

して,利 用増進事業 においては,土 地改良法 に よる土地改 良事業 へ地主が参加する ことを行政的にすす

めてい ることか らいえば,土 地改 良法に よる土地改良事業 な どに関連 して有益費が問題にな るケ-ス は,

50年以前の農地法に よる賃貸借の合意解約あるいは定期賃貸借の期限満了 に ともなって問題になること

のほ うが多いか もしれない。算定 方式は この点 も念頭においてお く必要 がある。

(備 考)
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IL「 残され た改 良」 として回収 さるべき投資額 を投入貨幣額 とする ことは,貨 幣価値変動の激 しい今 日

の条件下 では,投 入後の経過年数が極めて短 い場合を別にして,一 般的 にいって も充分な資本価値回収

には な り得 ない。加えて農業上 の改良投資の場合,自 給物及び自家労働投入が貨幣資本投入 と結合 して

い るのがほ とん どで あ り,こ れ らもまた当然回収 さるべ き付加原価を構成す る。

-定 基準で自給物
,自 家労働投入量 を評価 した価額を投入貨幣額 にプ ラス し,そ の投資額を物価指数

等で現在価 に修正す るζとも考え られ るが,特 に労賃等に著 しい地域的 な変動差,改 良資材 にかかわ る

類別の変動差 な どを考える とき,納 得性の ある修正指数 を求めることはかな りむずかしい。改 良事業の

事業内容を構成す る工種ごと}ζ,そ れ を現在時点でお こなったら物価変動 を考慮すればどれだけの投資

になるか とい う現在価評価 に落ち着 かざるを得 ないで あろう。そ うして投資額 をきめた上で経過年数に

応 じての償却額 を差引 き 「残 された改 良」投資額 を確定する方法であ り,「 暫定的 とりまとめ」 もこれ

を 「適当」 とした。 なおフランス農事法典 も賃 貸借満了時での評価工事 費か ら,工 事実施以後満了時ま

での経過年数 に応 じて償却費 を差 引いた額 を補償基準 としている。

(備 考)

Ⅱ.と ころで,土 地改 良にはマルクス も区別 した ように 「より一時的」 なもの もあるし,「 よ り永久的」

な もの もある。短期 に改良投資効果 が回収 されつ くしてしま うもの もあるし,か な り長期 に投資効果が

持続 し,回 収が長期 にわたってお こなわれ る もの もある。が,短 期にせ よ長期 にせ よ投資効果 の持続性

が確定で きる改良な ら,そ れに応 じた償却期間が設定 で きるのでそれほ ど問題 はない。問題がある とす

れば物理的耐用年数 をべ-ス にした経済的耐用年数 よ りも短い耐用年数 を設定 しなければならない とい

うことが,道 徳的磨滅 によって生ず る場合 があることであるが,そ れは算定 方式の問題 であるよ りは,

「増価 が現存す る」 か どうか とい うそ もそ もの問題にかかわ ることになろう。

問題 になるのは改 良効果が永続性を もつ ような改良投資,た とえ ば開墾,あ る種の客土,道 路等の場

合 で ある。、耐用年数の確定のし ようがない-し たがって償却はない といえるのかとい うかで あるが,

この点につい ては,開 墾 を問題に してだが,加 用氏が明快 に 「た とえば.平 均利子率が5%と 仮定すれ

ば,毎 年 開墾資本の5%が 費用要素 として農産物価格に よって補償 されてい き,20年 後には もはや全元

本 が回収 され る」 と述 べているこちが この際参考に なろ う。 この加用氏の見解 は 「永久的改良」を念頭

においてそ ういう改 良投資がおこなわれた土地 に形成される 「地代 は利子」 であるが,「 利子に帰着す
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るこの地代 も,投 下 された資本が償却 されれば,純 粋 な差額地代 となる」 とい うマルクスの指摘 をもち

ろん ふまえている。

永続性が あ り.償 却に なじまない ような改 良投資については資本利子 の経過年 数分控除で残存価額 を

算 出すべきだ とい うことである。

(備 考)

lV.償 却には周知の ように定額法,定 率法,生 産高比例 法の三種が普通行われてい る。

税法上特定 されているのは,生 物について定額法鉱業権 について生産高比例法 などであるが,改 良投

資 もその形成 された資産の性格 に応 じて償却 方法 も考慮 しなければならない。-般 的にいえば経過年数

とともに修繕費が高まる ような資産については定率法が望 ましい とされている。建物施設 な どがその好

例 とされるが,有 益 費の対象 となる固定資産 ない し投資を償却 方法別に分類することが必要 となろ う。

「暫 定的 とりまとめ」から列挙 した改 良行 為を償却方法 とい う観 点で分類すれば下記の ように 在ろうか。

(生 産高比例法は農業 にはなじまない)

(備 考)

V.残 債務承継方式は改 良投 資が償却 になじむ投資 であ り,か つ償還期限が耐用年数 と一致 してい るな ら

ば,補 償 さるべ き有益費はおおむね残債務に-致 するζととな り,有 益費算定方式 としての適格性を も

つo

しか し,償 還年限 〉 耐用年 数の場合,す でに賃借人に よって回収 され終ってい る償却分まで を地主

は補償す ることになるし,甚 しい場合 には償却済 資産 まで補償す ることに な りかねない。逆の場合 は,
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賃借人 は過大償却を強い られ,地 主に多 くの改 良価値を残す ことになる。

償却済 資産で あって も,現 実 に生産に機能 してい るのであれば,(そ れは耐用年数の設定が適切でな

かった とい うことであれば話は別 だが … ・)「増加が残存」す るもの として扱わ ざるを得 ないが,そ の

場合,原 価論上は付 加原価 を構成 するが,最 終的 には経営外収益 として処理 されていることを考え る必

要が ある。争点にな るところであろ う。

現在価 ÷ 耐用年数 ×0.2が ア ッパ ー リミットにな るが,現 在価 の把握が問題になろ う。

さらに償却 になじまない ような改 良投資の場合,元 本の賃借人負担分 の取 り扱いが問題 となる。Ⅱ で

述 べた ように,賃 借人に回収が保 障され るのは この場合 資本利子部分でしか ない以上,元 本 の償還 を賃

借人に負 わせるこ とがそ もそ も問題 なので ある。 こうい う事業について債務承継方式 をとる場合,賃 借

人の既償還 中に含 まれ る元本分についての補償 が考慮 さるべきで あろ う。

(備 考)

Ⅵ.土 地改 良法に よる土地改 良事業の場合,永 続性 ある投資が主要部分 をなす とみていいであろう。総合

耐用年数が30年 近い とい うこと自体その ことを物語る。

そ して各種事業が重層的,継 続的に組み合 わされていることを考 えれば,llの 費用価方式を適 用す る

ことは現実的におそら く不可能 な場合が多いで あろう。 とすれば既償還 元本分の賃借人へ の補償 を考慮

した残債務承継方式が有力になるか もわか らないo
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