
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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か ら……。

田代 また 「費 シタル金額」に戻 る。

梶井 残存投 資額 の利子相当分 ぐらいは.最 低 の増価額 と してはあるはずだ,そ

れ の年金還元額 を求め ま しょうという考え方だか ら,投 資額 その もので もな い。

中江 前の暫定 とりまとめの ときに(3)を採用 した。物価修 正の問題 はあ るけれ ど

も……。 と ころが機械的に,と い うと悪 いが,土 地改良法の 「増価額」 とい う言葉

に拘 泥す ると,「 費 シタル金額 」を否定 したのだか ら,ど うも減価 償却 残で はあ り

えない とい う考え方か ら,(2)を ひね り出す ことになった。

石井 しか し暫定 とりま とめで も,(1)も い って いる し,(2)も いっている。具体的

な利用増 進で賃貸借を推進す るという もとで は,(3)が 実践 的 に意味があるのではな

いか とい う ことで,お おむね(3)の方向 にい ってい るだけで ,あ る意 味で はそれは全

部,1年 か2年 がか りで検討ずみだ といえると思 う。

島本 だか ら(2)とい うの は,そ うい う意味では小作料 の差 だけれど も,そ の内容

と して,こ うい うふ うに分解 して説明 した。

梶井 最低 限 これ くらいあ るはずなんだか ら……。

島本 そ こまでなければ,投 資が回収 されない とい うことだ。

梶井 だか ら逆にいうと小作料の改訂範囲は,こ の ぐらいはあるはずなんだ……。

田代 農業委 員会が事前 に計算 してお けば,出 て くるだろ う。

(15)投 資額と増価額との関係(続)

稲本 私 の印象で は,暫 定 とりま とめの ときは,(3)に あ たる,要 するに 「費 シタ

ル金額」 を中心 に考 えて いた ことはた しかだが ,そ の ときに読んだ感 じとかなり違

う。私 は(3)を なお捨てがたい と思 うけれ ども,そ の場合のた とえば未償却 とか未回

収 とい うことが らをど う考 え るか とい うときには,お そ らく(2)の考え方 に相 当依拠

す ることがで きる し,可 能 ではないか 。だか ら(2)と(3)は,要 す るに,改 良法上の増

価額 とはなにか ということを割 り出す ための解釈の手がか りを含んでいるけれ ども,
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