
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 うことにっ 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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定の標準 小作料額 が出ているとい う状況 の中で,増 価額につ いて例えば3%な り5

%で 割 り切 って しま った として,こ うい うものを適用 して い くということができ る

のか どうか。

中江 矛盾す るという意味か。

田代 地域で考え られて いる実態 と して,一 定の資本還元 と しての増価額が あ り

うる。問題 になるのは,標 準小作料 を改訂す るな り,圃 場整備前の標準小作料 と整

備後の標準小作料を,実 態 的に地域で 設定 してい る状態 にお いて,そ こで有益費 の

問題が起 こって きたときに,標 準小作 料の差額の ほ うで通 して い くのか,そ うい う

場合で も,こ の増価額の計算で や るのか,そ の辺の実態的 な整合性はど うか。

協会で準備 された増価額 は,い って しまえば,「 費 シタル金 額」 と増価 額 との折

衷 というが,償 却費の割引プ ラス純収 益みた いな もので ある。 しか し小作料 の差額

は現実 にあ る。 このへんを どう考 え るか という問題 である。

島本 ここでは,小 作料の差額 のあ る意味では内容 を,そ い ういふ うに説 明 して

いるので あ って,小 作料差額の10年 分 な ら10年 分の年金現価方式 によって計算す る

ことが,増 価額なのか もしれ ない……。

田代 計算が合えばいいけれ ど も… …。

島本 合わ ないか もしれない。合わ ない ときに,標 準小作料 の水準差がま さに増

加収益 を内容 として いるものな ら,そ の10年 分 なり20年 分の年 金現価方式 によ って

求 め られ た トー-タル額が増価額 だ とい うふ うに,理 解すべ きではないか。ただ この

場合,純 収益率 をおよそ3%ぐ らいみれば,「 費 シタル金額」 の減価 償却 残 とほ ぼ

一致す る。 いいか えると 「費 シタル金額 」の残というの は,年 々の償却額の現価 プ

ラス3%ぐ らいの利子分 を見込んでい るということだ。

安藤 田代 先生 がお っしゃるの は,文 章の問題 として,「 具体 的 には」 とい う こ

とで小作 料 との差額,そ してま た 「現在価 は」 とい つて,こ ん どは最初の 「現在価

と して求 め る ことがで きよ う」を いうの とここで並列 して書 いて あるか らか。

田代 文言で はな く,実 態的 な場 において,う ちの農業委員会 は こうや って標準
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小作料 を改訂 した,そ れに対 して,農 水省 か らこうい う通達 が回 ってきて,こ れで

計算 しなさいといわれた,両 方計算 してみ た ら違 うが,ど っちなんだろうか とい う

ことが,現 場 で起 こるのではないか と心配 して いるわけだ。

玉井 それ は,3の(2)の 計算で出て きたのが,当 該土地 について増価額にな ると

い うこと,そ の中身 をい うと,こ ういうことか ら成 って いるので はないか というこ

とだと思 う。

(14)3つ の考え方の位置づけ

稲本 さきほどの梶井 さんのま とめでは,3の(1),(2),(3)の うち,(1)の 地価差 は,

もうと らない……。

梶井 と りに くい。

稲本 この説 明 自体で は,ま だ(1),(2)は それぞれ生 きて いて,前 記2方 法 によ っ

て算定す る ことが困難な場合に(3)が出て くるか ら,説 明か らいうと,ま ず(1)でい こ

うと読 める。

梶井 「しか し」以下をかな り強 くみた。だか ら(2)の最低増価 額 というのは,現

実 に,例 えば改良 に伴 う標準小作料 改訂差額 が得 られて いれば,そ れの資本還元値

なのだが,最 低の増価額 と して期待 されてい るのは,残 存投資額の回収プ ラス農業

純収益 とい う形で,投 資 に対す る利 子 とい う考 え方だね,最 低 は。

田代 投資 に対す る利子だけれど も,ま たそれを年金現価 にす るには資本還元す

るか ら,結 局,投 資額……。 しか し(1)は,き わめて理想 的な社会が あって,地 価の

上昇 につ いて一切 の影響がない場合 は こうい うふ うにいけるん だ,だ けど,現 実に

はそうい うところを探 して も無 理なんで,(2)で しょう,(3)で は,そ れで もだめ な場

合は これです とい う,文 章の流 れにはな っているけれ ど も……。

島本 現実的 には,ど うも(3)に流 れて い くので はないか 。流れて い くことも十分

あ りうる。 とい うの は,(2)は あ る意 味では仮定 だ。小作料 の差 として 出て くれば,

まさに それで処理すれば いい。その ときに,投 資額 との関係が ど うして も出て くる
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