
(11)現 実に問題は発生しているか

石井 昭和52年 に有益費算定のとりまとめをやった。それは50年の利用増進事業

発足をうけてや ったわけだ。すでに昭和60年 で約10年 がたって いる。この10年 間に

有益費の問題をめぐって,実 際に行政的に解決を迫 られるような事例が起こったの

だろうか。

島本 そういう意味では起こってないだろう。事例的には、個人間にややそうい

うことで処理 しているものがあるに しても,行 政的あるいは調停の場で,有 益費償

還請求 という形で論議になったものは,ま ずないだろう。裁判事例 も農地に関 して

は,過 去 も含めてほとんどない。

梶井 しか し,本 来は有益費問題として処理すべき事件は現に起きている。

島本 それは事実上,離 作料という形の問題をさすのか……。

石井 事件 といって も,事 件が起こっているのは,む しろヤ ミ小作料だとか,小

作料の増額に転嫁 したことなどの問題ではないか。

梶井 いや,た とえば残債務承継という形で処理させているというのは,ま さに

そういう問題で しょう。

石井 残債務承継の問題は,な にも50年以降に起こったことではない。

梶井 いまの利用増進法がらみで残債務承継という問題が起こってきているとい

うことでいえば,50年 以降の問題として出ている。

石井 いや,50年 以前であって も,土 地改良付きの土地を売った場合に,次 の購

入者に改良費の負担を承継させ るとか,い ろんな事実と問題はあったのであって,

50年以後の,利 用増進事業で有益費問題がとくに発生 してきているわけではない。

梶井 とくに発生 したわけではないけれども,利 用増進法の枠組みの中では,だ

いたい原則的に地主参加で土地改良事業をやるんですよという指導にもかかわ らず,

賃借人のほうで,繰 り返 し賃貸借が設定 されるということを期待 して土地改良事業

をやって,そ の場合に起きて くるトラブルを避けるために,残 債務承継という契約
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を結ばせて いることがある。それは新 たな問題 だ。

石井 そ ういう部分があ るに して も,現 実問題 として,残 債務承継 という問題 は

50年 以前か らもあった し,残 債 務承継 ということで実 際問題 として解決 して きた問

題が,そ れで はす まぬ ことにな って現実 に大問題がお こって い るわけで はない。利

用増進の小作地の場合 にむ しろ問題なの は,事 業 によ る大 きな土地改良で はな く,

もっと小 さい客土 などを小作人が 自力でや った場 合,3年 で出てい って くれ とい っ

た ときなどに,そ うい う小作人がや った小 さな土地改良の効 果が,地 主 に もって い

かれて しま って投 資が回収 され ないとい う形で,小 さな不満があ つち こっちにで て

きている とい う問題だ と思 う。国がや った事業 をめ ぐって,そ うい った問題 にっ い

ての大 きな争 いが起 こって いるわけで はない。私 はそういう事実をふまえて有益費

問題を考 え ないと,話 は もっぱ ら観念 的にな っていって しま うと思 う。

梶井 現実的 な処理の しかた とい うのは,い ろんな形でや ってい るだろ うけれ ど

も,し か しそれ に対 して,い った いどういう答を一般 的に用意 してお くか とい うよ

うな問題 として,こ の研究会は スター トしてい るわけだ。起 こりうる事態に対 して,

ど うい う答 えをわれわれと して は もって い くか,と い う意味で の研究会であ ったと

私 は理解 して いる。その点で いえば,観 念的 といわれ るとま さに観念的だ。現実的

な処理を いろん な形でや っているか ら,そ れに任 してお けば いい とい う問題で は,

どうもな さそ うで あるとい うことできてい る。

(12)増 価額と補助金(続)

羽多59条 のい う増価額は,公 費を含む概念なのかど うか,そ れを……。

稲本 それが よ くわか らないが,一 つ議 論を進め るためには,公 費 は私的な財産

の増価を もた らさな いとい うよ うにか りに考えて,そ れで どこまで議論で きるか と

い うことで,や って きたように思 う。

梶井 公費 を除 くこととす るか どうか というのは,こ こで議論 して も,な か なか

解釈上難 しい。
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