
負担部 分の,3割 か4割 か しらないが,こ の部分が は じめて増価 を もた らす。 この

ように考え ると,投 下 され た資本のすべ てが増価で ある,ま たその中のあ る部分は

永久 に残 るとい う考え方を しな くて もよい。 この よ うなわ けで,い まの公費 部分の

扱 いで,か な り思 いきった ことをす るな らば,永 久効果部分の取扱 いを便宜上 まる

め ることなんかなんで もない ともいえる。

その ような ことは十 分納得 して もらえ る と思 う。

きょうここで公費 部分が もた らす増価 につ いて はどうす るか という問題 にふれて

しま ったのは,ゆ きす ぎか と思 うけれ ど も,そ ういうことをみんな意識 して いるに

もかかわ らず,な ぜ参加者負担 につ いての増価の帰属や償 還のみが ここで問題 にな

って い るか とい うことを考 えあわせ ると,い まの永久効果の取 扱い も,思 いき って

せ いぜ い60年 間はいかがで しょうか と,ち ょっと次元の違 うことをあえて結 びつ け

て,理 由 とした。

(4)賃 借人事業参加の実態

入沢 いま一般的に土地改良事業で,地 主と賃借人が事業参加 している割合 とい

うのは,実 態としてどんなものか。要するに,小 作料に上乗せ して賃借人が払 うと

いうケースと,賃 借人がもともと負担するケース,そ れはどういうことになってい

るか。

梶井 管理課でなにか調査があるか。

中須 数値的に明確にとらえた調査はないが,実 感的には,少 な くとも農用地利

用増進事業とか,あ あいう形で行われている賃貸借に関 しては,ほ とんどすべてが,

所有者が3条 資格者として事業 に関わっているという形で,賃 借人が3条 資格者 と

して参加 している例はきわめて少ないというのが,一 般論としてまちがいな くいえ

ると思 う。

入沢 そうなると,少 し解説 していただきたいが,現 行の有益費或は改良費の負

担,慣 行的に各地で行われている費用負担のモデルケースと,こ の報告書にもとづ
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く計算方式 とはどういう関連で理解 したらよいか。行政的に受けとめる場合には,

新 しく農用地利用増進事業をやる場合の実施基準みたいなものが,こ れによってつ

くられるということか。

梶井 現行の慣行にもとつ く有益費の償還というのは,そ ういう慣行がかなり広

汎に確認されれば,こ の計算方式 もずいぶん違ったのだろうけれども,残 念なが ら,

そういう有益費償還の慣行といえるほどのものは,一 般的にまだつかめていない。

それがいまの状況だと思 う。

石井 地主負担だとすれば,そ もそ も有益費の償還という問題はないわけだ。問

題は,古 くからの農地改革残存小作地等にかかる。本来,土 地改良法の3条 資格者

というものは,小 作者たるべ きであるということがあった。そういう小作地がどれ

ぐらい残 っており,し かもそういう小作地において現在土地改良負担を しているの

は,小 作人か地主かということだけが,現 実的な問題だ。

入沢 そうするとその場合,小 作人の負担額の妥当性の問題に,こ れは結びつ く

ということになるのか。

石井 本来な らば小作者が3条 資格者であると土地改良法で決めているにも関わ

らず,そ れがどの程度に崩れているかということだ。45～50年 頃までは,か なりの

土地改良 は小作者を3条 資格者として実施されていたと思 う。けれども50年以後,

それはかなり崩れてきている。現在では地主参加,地 主負担 というところがかなり

多いと思 う。

それか ら45～50年 以降になって くると,そ もそも土地改良をやるときに,賃 借権

をいったん解約 させ,そ して地主本位 の土地改良をやって,地 主本位の換地をし,

たまたま小作人がうんといわなか った場合には,新 しく圃場整備を終わ ったところ

に小作人 をのっける。だから集団化は,地 主本位に行って しまって,小 作人はかっ

ての集団的なものから逆に,分 散 した圃場にのっかるようなことさえも,い までは

広汎にひ ろがっているように思 う。利用増進事業関係の調査などにいくとそういう

ケ-ス によ くぶつかる。
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そういう意味で現実問題としていえば,有 益費償還請求 という問題は,小 作人が

土地改良事業に参加 していくかぎりでは45年の農地法改正以降,と くに50年の利用

増進事業の発足以降,本 来なら新 しい小作地で問題になるはずなのだが,し か しこ

れ らの新 しい小作地は地主が土地改良費の負担をするので問題になりえない。 しか

もそういうようなムー ドが古 くか らの小作地にすでに影響を及ぼしていることで,

そこまで も有益費問題は事実上,ど んどん解消 していって いるというふ うに私には

思える。そういう実態の方が,は たして賃貸借慣行の適正な形成 という観点か らし

ていいか ということで,む しろ問題ではないかと思 う。

私は,有 益費問題だけを独立に扱 うのは疑問で,賃 貸借の期間,賃 料水準なども

一緒に
,か つ,小 作地のタイプ別に日本の農地賃貸借のあり方 として検討すること

が必要で,小 作料がむしろ上が りすぎている現在,そ ういう広 い見地のなかで有益

費の ことも考えることがいっそう重要になっていると思 う。

(5)地 主参加の実態と小作料上乗せ

梶井 例えば新潟の白根がそうで しょう。地主負担で土地改良事業をやったけれ

ども,小 作料に事業費負担を上乗せ して,ポ ンと上げちゃったというケースもある。

中須 ちょっと確認だが,い ま話題になった5の(3)の ところは,実 態はまた実態

の話で,こ の書き方は一般論 としていえば,所 有者が土地改良に参加 した場合に,

負担金の全部または一部,一 定の金額を小作料水準に上乗せをして賃借人に負担さ

せるということ自体は,き わめて当然のことではないのか。

島本 標準小作料は改良後の土地条件で定まってしまう。それにさらに工事費を

上乗せする,あ るいは半分もたせるという事態,そ ういうことを書いてある。従前

の小作料に改良分を上乗せするということは,当 然改良後の標準小作料の中に織 り

込 まれている。それにさらに工事費を上乗せするという意味だ。

中須 その実態的水準としても,本 来 どういう水準が正 しいのかわからないけれ

ども,と にか く適正な水準からみて明らかに高い負担を,賃 借人にさせているとい
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