
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,

もつと小 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 っち 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 につい

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 つたいどういう答 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-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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羽多59条 の解釈 は難 しいと して も,公 費の問題をま った く議論 しないで,こ の

問題 は解決で きるのか。

梶井 この計算式に は入れてな い。公費 プ ラス私的投資で増価 が現実に出て くる

のはた しかだけれ ども,増 価 があ るとい う現実 と,そ れ に対 して ,有 益 費 と して処

理すべ き範囲 は,公 的投資分 は除 いて考 えます よ,と い うことでや ってきている。

羽多 除いて考 え るとい うことは,結 局 ど っちへ い くのか……。

島本 要す るに,土 地に帰属す るという形 にな る。

中江 経済原論 的にい うと,そ れだ け米価は下が っている。

梶 井 差額地代が 全体 と して小 さ くな ってね。

石 井 いや,そ うで はな く,土 地改良事 業は差額地代を大 き くして きたのではな

いか。

田代 いや,現 実 に発生 してい るとすれば,ま るまる100万 円ぶ っか けて ない か

ら,下 が るわ けだ。

石井 それは そうだ。だけ ど,米 価 は限界地で決 まるとすれば,改 良の効果 は差

額地代 に転嫁 しちゃうわけだか ら……。

梶井 優等地な り,あ るいは中等地 を優等地化 してい って,限 界地を切 り捨てて

いけば,米 価 は下が る。

中江 結局 ここで は,国 な り県 の補助金 は回収 を放棄 して いる,と いう頭で割 り

切 って いる。

島本 それ と,土 地 改良事業の100の 投資に対 して農業経営 を通 じて100の 増 価が

あ るというよ うに,必 ず しも実現 されては いない。それだか らこそ補助 金制 度が仕

組 まれて いるので あって,全 部回収 され うるとする と,補 助金なんかい らない じゃ

ないか ということになる。 だか らた しかに土 地所有 に帰属す るんだ けれど も,そ れ

は現実 と して,そ んなに効果 は出て こない とい うよ うに割 り切 らざるをえない。事

実 は そうだ し,ま たそ うしなければ,土 地改良投資なんかで きは しない。

石 井 補助金が 出る ということ自体が,島 本 さんの いうよ うな ことを前提 に して
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いるの で しょう。

玉井 そ もそ も増価額な るもの はむ しろ小 さいのだ とい う直感を農民は もって い

ると思 う。新潟の例 のように,小 作料が上が っただけでは とて も地主 は損だか ら,

年 々賦課 され る工事費 の全部また は一部を,と にか く小作 人にかぶせ ようと して い

る。小作料 が上が った ことで,自 己負担分が うま く回収 してい けるというふ うには

感 じて いないだ ろう。小作人 に少 しで も背負わせ ない と,ど うも自分は損す ると思

っているので はないか。

そい うい意味で,公 費部分 にわ たるよ うな増価 があ ると,農 民がはた して現状 で

感 じてい るのか どうか疑問 がある。最近の土地改良を考え ると,だ んだん各種の改

良が積 み重 なって きて いて,現 実 には,増 収効果 とい うのはむ しろ少 な くて,生 産

費が若干 で も下が ることによる増加収益 が中心 にな って きてい る。

田代 だか ら,こ こに農 業純収益率 と書 いて あるけれ ど も,こ れは受益者負担25

%だ とす ると,ほ んと うの農業純収益 は,3%×-0.75%ぐ らい しか上 が って い

ない。

石井 一 昨年,岡 山へ いった 時の例では,半 分荒廃 しかか ったような ところを,

利用増進 で借 りて,そ こを土地改良 しようとい うことにな った。そこで地主参加 を

求め る と,「 べつ に小作料 を上 げて くれ るわ けで もないん だ ろ う,だ った らお まえ

が負担 してやれよ」 ということで,小 作人が負担す ることにな った。小作人 は耕作

を継続す るため に,自 分の利益の ため に,そ して 自分 が負担 しなければ,地 主が改

良 に うん といって くれないか らや るわけだ。使 ってい る間は土 地改 良費は小作人が

負担す る,自 分 としては増収が あ るか らや るが,出 るときは,地 主 が残債務を もつ

て くれれ ばそれで いいとい う感覚 でや る。

小作人 の負担 によつて 自作す る意思 のない人の荒廃地 をいわば復 元 したのだか ら

退去す る とい うことは先ず起 こりえな いのだけれ ど も,い つで も返す約 束だ し,地

主 の土地 なのだか ら地主 に出 して くれ というよ うな ことをいった ら,小 作人 は借 り

られな いか ら,そ んな ことをい う気は ない。そ この ところで費用 の大部分を国や県
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が出 して くれる。自分としては,僅 かの負担で経営耕地を拡げられ収益もふえる。

それで十分だと思 っている。そういう意味で負担 しかねる部分を公費が埋めて くれ

るから,多 少負担があっても借人はそれでいいというふうに考えるわけだ。

(13)増 価額と投資額との関係

梶井 その辺は,有 益費算定の問題に入る以前の問題になるけれども,き ょう中

江さんか らご説明いただいた案について,も う少 しご意見をうかがいたい。 とくに

従来か らの議論でいうと,増 価をどう理解するかということについて,増 価につい

て地価の増加部分でやるのは現実には難 しくて うま くない。これはやめて,増 価の

把握を,残 存投資額 という形でつかまえようということで議論を してきた。今回の

増価の把握の しかたは,最 低限 これだけの増価を,投 資者は期待 しているはずだと

いうのを増価額 とおこうという理解だと思 う。増価額の理解の しかたは,こ ういう

ことでやっていいかどうか,い ちばん問題点はその辺のところだと思 う。

これは減価償却の回収額,プ ラス最低限3%な り5%な りの金利相当分について

の純収益の増加はありうるはずだ,そ れが期待できなければ,そ もそも賃借人が投

資することはありえないであろう。 この辺が最低限の増価額であるという理解で,

それの年金現価還元額を把握 しよ うということだと思う。

増価をそういう形で把握するという考え方について,ご 意見を出 していただきた

い。これはある意味でいえば,最 低限期待される増価額である,有 益費の最低額は,

少な くともこれでおさえられるはずだということになろうかと思う。あと計算方式

なりなんなりの問題については,例 えばいまの3%な り5%の 金利のおさえ方など

若干 こまかな問題になって,こ れにもいろいろご意見があるかもしれないが,ま ず

増価額の中身を,そ ういうふうに理解 しようという考え方についてはどうか。

田代 質問だけれども,3の(2)で,増 価額は,小 作料の圃場整備前と後の差額で

とらえられるという。このことと農業純収益率との関係,と くにさきほどのように,

圃場整備をやることによって,農 業委員会が旧標準小作料を新小作料に変えて,一
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