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中江淳一

1.零細農耕と農地制度の硬直性

(1)わが国「零細農耕」の特質は、それが「零

細地片の単なる集積体」としての家族経営である

という点に求められる。こうした多数の零細地片

を経営としてつなぎとめているものは、「資本」

ではなくして、農民の労働であったといえるであ

ろう。このような零細農耕に対して、最も安定し

た生産継続の保障を与えるものは、すぐれて属地

的な「自作農」形態(農地改革)しかありえなかった

し、またその自作農体制を維持していくためには、

零細地片に係る「一筆単位」概念の権利規制(農地

法)しかありえなかったといえよう。

(2)農地法は、農地改革の成果の維持つまり旧

地主制の復活防止の歯どめとして立法されたもの

であるが、その現段階における存在意義は、農業

外資本(銀行資本・不動産資本、その他個人的土地投機

を含めて)による農業の破壊防止・保護という機能

に尽きるといってよいであろう。

農地法のなかでは「経営」という概念が稀薄で

あり、また「経営発展」のための直接手法の論理

を欠いているといってよい。零細農耕たる500万

戸の農家が、もし耕作を希望すれば、農地法はそ

れらを自作農として丸がかえ的に維持していこう

とする。このような農地法の論理を媒介として、

閉鎖的農村社会内での零細自作農の相互対立的な

独立と均衡が、農村の秩序と「平和」の基底とし

て形成され、時代おくれの小土地所有農業が温

存・再生産される。

(3)このような「農民」は、自己の矛盾をみず

から解決する能力をもちえない。否定すべきもの

を自己の存立基盤として、しかもそれにしがみつ

いている実態から、問題は出発しなければならな

いであろう。

現段階における農政の緊急の要請が、日本経済

の高度成長下に見失われた農業発展の契機を、ど

こに、いかにして、求めうるのかという点にある

とするならば、そしてまた、ほんとうに資本を軸

とした農業経営の単位を編成し、そのことが農民

の幸福につながることであるとするならば、旧態

依然として一筆単位の「経営」に拘泥する農地法

の硬直的性格を、放置してすまされるとはいえな

いであろう。

(4)農地法の「限界」が明らかであるとしても、

そのことがただちに農地法の「廃止」または農地

所有を完全自由化させるべきだとする論理につな

がるものではないことには、十分に注意する必要

がある。農地法の廃止は、土地所有の暴力的な農

業破壊をみちびくだけであろう。農業発展という

面からいっても、そのことは、とりかえしのつか

ない事態をひき起すことになるだけであろう。

平坦な土地に大きな稀少価値をもつわが国の場

合、財産権における「公共の福祉」を優先させる

ことがなによりも必要である。個別土地所有に独

占排他性を認めうるのは、それが社会的妥当性を

もって、直接的な生産手段、直接的な生活基盤と

して効率的に機能しているか、あるいは公共利用

に供されているかぎりにおいてであろう。いかな

る意味においても、土地が投機の対象となること

は禁止されなければならない。

農業内部において農地保有の私的な自由が正し

いとされるのは、農民層の自由な分解を通して、
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表2.1970年世界農林業センサス・農業構造動態統計による各階層

農家の動向(昭和40～45年間の動き)

 6



 7



(7)相当量の農地移動があり、農地等取得資金

(平均規模以上にのみサービス)の関与率も都府県約

2割(北海道約7割、いずれも面積率)に達しているに

もかかわらず、経営規模の拡大は遅々として進行

しておらず、むしろそれは開こんによって進展を

見せているかのようである(とくにこの時期における

東北、北海道の開田および西日本におけるみかん園開発

に注意)。

(8)1970年センサスによれば、農家構成の流動

的変化のなかで、次のような動きをよみとること

ができる(米生産調整段階以前であることに注意)―

(表2)。

①規模拡大の傾向は中間層に高く、またⅠ兼

下層にも高い。

②規模縮小の傾向はⅡ兼中以上層に最も高い

が、一般に上層にその頻度が高い。

③同一階層での滞留率は、Ⅱ兼下層が最も

高い。次にⅠ兼中以上層である。

④離農率は専業下層が最も高い。

(9)農地移動の発生頻度は、農地面積からして

も農家戸数からしても、年間おおむね1%ていど

であって、経営規模の拡大がどこでどのようにし

て起るかということは全く偶然というよりほかは

ない。そして、このようにして上層にすすんだ農家

も、かなりの階層下降の可能性を内包しているこ

とはすでにみてきたところである。低利資金や補

助助成のもとで規模拡大が行なわれても、階層間

対流の渦の枠外に出ることはできない。ある調査

(全国15町村対象)結果によれば、昭和39年度に農

地等取得資金を借り入れて経営規模を拡大した農

家、都府県1,323戸、北海道180戸のうち、昭和

45年までの間に、都府県297戸(24%)、北海道64戸

(36%)がその後も農地を買い入れて規模を拡大し

ているが、一方、都府県139戸(11%)、北海道24戸

(13%)が農地等を手放して経営縮小している。

(説明)

例えば東北において、昭和加年の1ha以上1.5

ha未満の第Ⅰ種兼業農家5、237戸は、昭和45年

にいたる5年間に、下図のような経営規模・専

兼業区分平面上における階層的な滞留および拡

散の姿をとる。下図〔割合〕は、夫々の方向を

整理してパーセントで表示したもの。

(10)経営規模の拡大が、零細農耕の枠内で行な

われているかぎり、そこでの「さいの河原」的性

格を覚悟しなければならない。農地移動が一筆単

位ではなくて、小さいとはいえ農場規模で取引き

され、そのうえで経営集中が行なわれうるために

は、それらの地片が経営資本によって非可逆的に

把握されているような「社会的単位」となること

がまず必要であろう。そうであるとすれば、零細

地片の単なる農地移動による、単なる規摸拡大だ

けで、近代的大経営を成立させるということは、

「一縷の望」であったとしても
、その方向を確保

することにはならないであろう。

(11)農地保有合理化促進事業は、農村において

売りに出されまたは貸してもよい農地を農地保有

合理化法人が取得し、りっぱな経営にこれを供給

して、農村地帯に中核的農家を作っていこうとす

る事業である。この中核的農家は、恐らく散在し

て所在することにならざるをえないが、これらの

農家に、果して日本農業のあたらしい発展の「中

核的」エネルギ-を期待することができるかどう

か、日本農業の一時代を但うほどの層としての農

民像を具体的に形成しうるかどうかが、この事業
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の歴史的評価に係ることになる。

(備考)昭和46年度農地保有合理化促進事業実績

(12)純農村的な1集落、例えば農家数50戸、農

地面積50haの集落を考えてみる。もしこの農地面

積の60%または80%が5ha経営でカバーされるこ

とを想定してみるならば、簡単な計算によっても、

総農地の少なくとも25%または50%の農地移動が

必要であることがわかる。農業をめぐる諸事情に

変化がないとすれば、このような農地移動を例え

ば5年間という短期間に行なうことは全く絶望的

というよりほかはない。所有権移転を考えればほ

ぼ不可能といってよい。

可能な方法があるとすれば、それは従来の体制、

従来のいき方とは全く別のことを考えねばならな

いであろう。「賃貸借による農地の流動化」を考

えるとしても、従来のような経営体つまり零細農

耕の枠のなかで「自立経営」をつくっていくこと

を期待するかぎり、よほど重大な事情変化が起る

必要があろう。農民がそのような激動に耐えうる

かどうかが、まず問題となろう。

3農地流動化のインセンティヴ

A.所有権移動

(13)売買による農地移動が、農家の経営規模拡

大にとって最も望ましい形態であるという考え方

は、従来から支配的であったし、現在でもその正

当性は失われていないであろう。しかしながら、

ここでの第1の問題は、農地移動において避ける

ことのできない散在性と偶発性であって、それら

の移動地片のうち、どれだけをどのようにして方

向づけのために把握・動員しうるかという点に規

模拡大の可能性がかかっている。

現行の政策にあらわれてきている農業委員会の

あっせん、農地等取得資金の選別サービス、そし

てこれらをふまえた農地保有合理化促進事業は、

それなりの意義をもつものであるが、本格的な規

模拡大という観点からするならば、全く百年河清

を待つの感があることを否定するわけにはいくま

い。

(13)農地が売買市場に現われるのは、主として

の農家の農家経済の破綻に基づく。そして通常そ

れは一筆単位の切売りであって、一括した農場単

位的な売却は、北海道の開拓地等にみられるだけ

である。農地の売却を強制することはできないが、

なんらかの方法で、「売り」の頻度と量を増大さ

せることは不可能ではない。例えば、農業者年金

基金における「離農給付金」はその1つの手段で

あろう(35万円または15万円、自留地10アール)。一括

売却(ないしは長期貸付)の相手方を適確にしぼるこ

とを条件として、この制度はさらに拡充強化する

ことを考えるべきであろう。

(15)「売り」を促進する方策として、農地保有

合理化法人または自己が構成員となっている農業

生産法人に対して、買戻特約(10年)つきで所有権

を移転し又は地上権を設定するといったことが考

えられる。だがこれは、現行農地保有合理化促進

事業における10年分小作料前払い制の賃貸借と類

似のものといってよいであろう。買戻特約という

のは手法としては変則である。また耕作権の物権

的取扱手法については次項Bで述べることとする。

(16)農地売買における第2の問題は、地価であ

る。地価が農業採算をこえて高額であれば、その

農地取得は形式だけの規模拡大にすぎないであろ
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う。もし、高地価が不可避であるとするならば、

このことは、一方において買主に対するなんらか

の助成を必要とすることを意味し、他方では売主

に対して将来の地価値上り分を保障してやること

が売り促進の要件となろう。とはいえ、個々の地

片に対して実現不確定な虚像的転用地価までみて

やることは不可能であるし正しくないであろう。

「売り」促進のための奨励金的追加給付は、そ

れなりの意味があるであろう。しかしこのことに

よって、農家の土地売り惜しみを大幅に変えるこ

とは実際問題として不可能であろうし、旧来の農

村における農地移動の属性としての地片的散在性

と社会的偶発性とを免れることは、しょせんでき

ないであろう心

(17)土地所有権の「株式化」という考え方があ

る。発想は革命的である。しかし、それは頭のな

かで考えられることであって、むしろ農業生産法

人又は後で述べる農地保有組合に出資して配当を

受け、転用地価の値上り分を構成員に均てんさせ

ることを考えた方が、具体性があるのではないか。

B.賃貸借

(18)賃貸借による農地の流動化がすすまないの

は、①自分がほしいときに返してもらえないし、

返えしてもらうためには多額の離作料を支払わな

ければならない、②売るときに地価の半分は小作

農にとられてしまう、といった事情があるからで

あろう。賃借権設定が、もし土地の資産価値を半

減させるのであれば、耕作権そのものを財産価値

あるものとして取引きした方がスッキリするであ

ろう。自作地の上の自己賃借権の売買として法律

的構成をすることは不可能ではあるまい。耕作権

が物権的な財産価値と排他的独自姓をもつことは、

そこに第2の所有権としての問題をもちこむこと

になる。

(19)しかしながら、この第2の所有権は、現段

階では零細農耕の論理からくる必要悪であったと

しても、それが資本を基礎とする経営権(建物所有

を目的とする借地権のような社会的に認めざるをえない

ような支配権)に転化しうるとするならば、決して

危懼するにはあたらない(イギリスの自作地・小作地

の価格差を見よ)。そして底地権所有者が一定の地

代を保障され、しかも土地値上りの期待の一端を

満足させうるものとすれば、農地流動化への有効

な方策ということができるであろう。ただ、零細

農耕が零細農耕として再生産し続ける社会では、

耕作権の財産権化はそれほどの意味をもたないし、

有害ですらあるだろう。

(20)いわゆる請負耕作が農地法の論理になじま

ないのは、農地法が一筆ごとの「経営権」を小作

農の生活保護を根拠として頑固に守ろうとするか

らである。近代的農業法体系における賃借権の本

来的な内容は資本およびその作動する場としての

農場なのであって、個々の地片での「反当労働所

得」ではないであろう。そのような体系への過渡

期として現在があるとするならば、過渡期に発生

した請負耕作を再評価し、これを望ましい方向に

むすびつけることを考えるべきではないか。

請負耕作は、農家の兼業化の深化が進行するプ

ロセス下で、農民の相互扶助的なパートナ-シッ

プとして発生した。諸員耕作には2つの側面があ

る。1つは、それがやがて特定の農家の規模拡大

(賃貸借)につながる可能性をもつことであり、他

の1つは半農家的な零細自作経営の温存に役立っ

ていることである。

請負耕作が、農地法上のヤミ小作であるところ

に存在意義があるとするならば、弊害のない範囲

内でヤミたるべき法的根源を消失させ、公然のな

かに自然な賃貸借へ移行させる方向で対策を考え

るべきであろう。

C.零細農耕のもとにおける地代の論理

(21)零細農耕は、常に分割可能な地片の集合体

であり、しかも高い土地生産性を維持するための
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過剰労働と過剰資本によって組みたてられている。

こうして、静態の場における経営規模別の単位面

積あたり純収益の格差が形成され、単位面積あた

りの平均純収益と限界純収益(1戸あたり純収益の

増分)の乖離が認められる。

昭和躰年産米生産費調査によれば、次の関係を

得る(都府県。ただし10アールあたり粗収益は各階層一

定として平均額(492kg=68,915円)をとり、家族労賃の

評価には同じく平均の単価(172円/時)を用いた)。

(22)零細地片に係る農地移動すなわち動態のも

とで、零細農耕が土地獲得競争下にあくことなく

全所得の増大を追及するとするならば、追加地片

の家族労働の評価は無視される可能性をもつ。す

なわち、より大きな限界純収益が成立する可能性

がある。

(23)このような限界純収益と平均純収益との差

額は、経営規模拡大の場における耕作者のみせか

けとはいえ、1つの超過利潤である。農地法の耕

作権保障のもとで、この部分が耕作権の「地代」

として耕作者に帰属するものとすれば、自作地と

小作地との価格差(耕作権割合は、ほほ6割から3割

の間にある)は説明がつくかもしれない。賃借権設

定において耕作権売買が行なわれるとすると、こ

の部分が固定化する。その負担を軽くするために

は「耕作権取得資金」が必要であり、賃借権は登

記さるべきであろう(20年で消滅することはないであ

ろう)。
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(24)経営規模が十分大きくなり、恐らく大型資

本のみが総耕地を把握しうるような経営が広汎に

成立してくるとき、零細農耕の論理は消失するで

あろう。限界純収益と平均純収益の乖離はなくな

るであろうし、農産物価格が現状に維持されてい

るかぎり、大きな地代を生みだすにちがいないし、

こうした経営が農産物価格決定の基準となってく

れば、現在の小経営はリクリェ-ション用以外に成

立する余地はなくなるであろう。過去に支払った

耕作権の対価は、農場売却時の分割基準(恐らくあ

る割合)として残るであろう。

(25)東北の米作地帯において、農地保有合理化

促進事業の小作料10年分前払いが、離農指向の上

層農家の関心を呼んでいる。この場合の小作料は、

農地法の標準小作料であって、その設定指導方針

では平均純収益概念(ただし純収益から利潤相当の経

営者報酬を控除)をとっている。賃貸借を促進しよう

とするならば、それと限界純収益との差額を奨励

金として補てんしてやる必要があろう。尤も賃借

人が立派な大経営となる者であれば、従来の労働

報酬に甘んずるかぎり限界純収益を負担しうる筈

であって、賃貸借全期聞にわたって差額補てんを

する必要はない(大経営が零細農耕と隔絶した資本技

術体系であるとすれば、純収益はちがったものとなろう)。

ところで、10年分の小作料前払額は、小作料が

限界純収益にみあうものにおちつくのであれば、

資本還元利回りを5帯と仮定すると、地価の半額

ということを意味する(ここでは転用期待地価を度外

視する)。このことと耕作権価格概念とは矛盾す

る。矛盾しないとすれば、実際の地価が農業地代

を基礎としつつそれじたいの「値上り期待の現価」

として形成されている、つまり資本還元利回りが

5%でなくて、3%とか2%とかいった低い水準

にあると考えるより仕方がない。耕作権割合を5

割、通常土地利回りを5%と仮定するならば、そ

の関係は次のとおりとなろう(数字は単なる設例であ

る)。

10年分小作料を支払って10年後に消滅する賃

借権を設定するか、値上り期待にみあった奨励金

を払って物権的賃借権を取得するか、いずれかの

判断にせまられることになる。

4.農地保有組合の構想

(26)「農業保有組合」は、農民を構成員とし、

おおむね字(個別集落)以上を単位とする地縁的集団

たる法人とする。その目的は、その地域における

農業の発展のため農地保有の合理化を集団として

行なうことにある。農業経営や農作業の協業を行

なうことを目的とする農事組合法人は、この農地

保有組合の内部機能として、またこの法人の農地

保有合理化事業の一つとして位置づけられる。団

体営土地改良事業または農地の交換分合事業も同

様の関係になる。性格づけをもっとはっきりさせ

るならば、「経営整備事業」を最高の目標とする

第2次構造改善事業の条件整備主体あるいは集落

農業のコントロ-ル・センター的な機能をもつ農

民の自主的組織といってよい。そして対外的には、

組合員の農地保有または農業経営を共同して防衛

する任務をもつ。

(27)農地保有組合の一定地域内の農地について、

組合員相互間の農地に係る権利の設定・移転の許

可、農地賃貸借の解約の許可等の行政庁の規制、

ならびに小作地所有制限の農地法の諸規定はこれ

を適用しないこととする。いわば構成員たる農民

の地域的な自主的発展または秩序協定(定款)によ

る自治管理にゆだねることであって、設立および
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定款変更については農業委員会を経由して知事の

認可にかかわらしめる必要があろう。農林大臣は、

農地保有組合の発展段階に応じた数種の模範定款

を示す必要がある。

(28)農地保有組合は、構成員のために農地等を

所有することができる(所有制限適用除外)こととす

るが、これはみずから農業経営を行なう営利法人

の機能を目的とするものではないのであって、組

合員の個別経営または共同利用に提供するためで

ある。あたらしい土地所有者の資格と機能を意味

するといってよい。

(29)農地保有組合の「地域」は特定していなけ

ればならず、その総面積の一定割合(例えば3分の

2)以上は組合員の所有地でなければならない。

組合員は農地保有組合に農地等またそれに係る権

利を出資して配当を受けることができる。ただし

金銭出資は認められず、また出資財産の大部分

(例えば3分の2以上)は組合員からのものでなけれ

ばならない。出資の持分は譲渡しえず、脱退とそ

の場合の農地移動については知事の許可を要する。

脱退にさいしての持分の取戻しについては定款の

定めるところによる。役員の過半は当該地域につ

いて主として農業に従事する者でなければならな

いこととする。

(30)農地保有組合は、都道府県単位に設立され

る農地保有合理化法人の末端組織となることがで

き、補助金・財政融資および税制上の特例につい

て優遇をうけることができる。

(31)農地保有組合は、農地保有のあたらしい形

態を生みだすという意味で、当面、過渡的な任務

をもつものであるが、農地法の論理と農業経営の

発展との間の溝をうめるものとして、あるいは農

地の諸権利をめぐる相互対立関係をなんらかの形

のパートナ-シップに変えていく運動として意義あ

るものと考える。

5.当面する農地政策の方向(要約)

(1)零細農耕体制のなかでの一筆単位の農地移

動について、農業変革につながるような経営規模

拡大を考えることは、どだい無理がある。だから

といって、未こん地の開発にのみその夢を託する

ことも誤まっているであろう。政策は今や勇敢に

旧来の既こん地にとりくむべきであろう。

(2)零細農耕が農場制農業に転化するためには、

農業経営資本が土地を把握することがなによりも

前提となる。高地価に圧倒されないような資本は、

恐らく高度の技術と組織をもったものであろう。

そのような資本を零細農耕の農民層分解あるいは

零細農耕の単なる協業のなかからつくりだすこと

は不可能である。

(3)いわゆる農業団地構想が、たとえパイロッ

ト的であれ、真の農業変革をあざすものであると

するならば、土地問題を回避することは許されな

いし、土地問題を同時的に処理できないような資

本の投下は、生産力の高いあたらしい経営という

ものを社会的に定着させることに成功しえないで

あろう。

(41)現段階の農民とその農業を急速な破滅か

ら護るためには、農地法を廃止するわけにはいか

ない。零細農耕を農民のなっとくのなかで農場制

農業に再編していくためには、農業の内部におけ

るスムーズな経営再編をすすめるための、つまり

高度の資本投下と農地に関する所有と経営の分離

が併行的に行なわれうるような場をつくる必要が
▼
ある。

(5)既存農村集落の経営の再編がどこにおちつ

くべきかという点は、現地農民の自由にゆだねる

べきであって、機械的形式的なおしつけがあって

はならない。いわゆる自立経営というエリ-ト農

家が大部分の面積シェアーを握ることになるか、

部門協業を成立させることになるか、集約的施設
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園芸に徹することになるか、1つまたは2つ以上

の農業生産法人を設立することになるか、あるい

は創設換地によって一部農地を転用売却し農業資

本を確保するか、そのやり方は多様であろうし、

その方式やスケールも時代の発展と共に変って

いってしかるべきものであり、固定的に考えるこ

との方がまちがっているであろう。

(6)農地保有組合は、農地の資産的保有にしが

みついている自作農を、農業そして農村の再編の

場にひきだすためのものであり、土地所有資格を

温存させたまま、また農業再編への発言権を留保

させたまま、自由な農地移動を通して、発展の方

向を自主的に押しすすめる機能をもつものである。

こうした運動のすべてが成功する保障はないし、試

行錯誤はさけられないであろう。しかしあたらし

い発展への活力が生まれてくる場を期待すること

ができるであろう。そうした起動力のスタートに

今立っているのではないか。

〔補講〕

農地保有合理化促進事業のあり方について 試案・未定稿
昭和47.6.30

1.農地保有合理化促進事業のモデル

(1)都府県について、農家数50戸、農地面積50

haの集落をひとまず想定してみることとする。農

業地帯を前提として、その経営規模別農家構成

は、例えば下表のAのとおりとなろう。この農家

構成が、センサス・ベースで、昭和40～45年の5

年間と全く同じ分解のしかたを示すと仮定したと

き、その5年後の姿はBのとおりである。これが

原型である。

(2)このような集落について、農地保有合理化

促進事業を本格的に実施することとした場合、ど

のようなモデルが考えられるであろうか。ややラ

ジカルかもしれないが、ある年数の後に、農地の

8割(40ha)が自立経営的農家(1戸平均5haとして8

戸)によって経営される状況を考えてみることにす

る。従来の諸調査からして、経営規模の拡大は必

ずしも上層のすべてが直線的に大経営化するので

はなく、中層からの発展のエネルギーはかなり強

く、一方、上層のなかには離農なり縮小するもの

も少なくないことがわかっている。そこで次表の

ようなプロセスを経過することとした。①5年間
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の離農は前表と同じく3戸とする。②平均5haの

規模に到達するのは、1～1.5ha層10戸のうち2

戸、1.5～2ha層5戸のうち2戸、2ha以上5戸

のうち4戸とする。③その他の農家はすべて0.5

ha未満の施設農業専業者もしくはⅡ兼農家の自給

作物的リクリエーションに変化することとする。

このような仮定のもとでの農地移動の面積は23

haで、総面積の46%に相当する。

(3)このモデルは1つの例示にすぎないが、こ

の形を固定的に考える必要はない。例えば、4戸

が平均20haの経営をする農業生産法人を2つ組織

したとしてもよい。また1集落に限定する必要も

必ずしもないのであって、8戸の5ha経営ができ

るためには、ともかく周辺で23haの農地をかきあ

つめなければならないことは、まちがいのないこ

となのである。

(4)売買による農地移動の面積移動率は、年間

おおむね1%であるから、50haならば0.5haであ

る。つまり23ha動くためには46年を要することに

なる。このようなテンポでは、たとえ売りに出る

農地のすべてを把握して、そのすべてを望ましい

方向に方向づけるとしても、とうてい現段階の要

請にこたえることにはならないであろう。46年を

5年でやってしまうとするならば、農地移動のテ

ンポは9～10倍だけはやめなければならない。

(5)農地保有合理化促進事業のもう1つのモデ

ルは、未こん地の開発である。この場合には、新

規入植であれ、また地元増反であれ、売渡相手方

を選考することにより、自立経営的農家を作るの

は比較的容易である。ここで残る問題は、土地を

取得する農家に対して取得資金の融資が満足にで

きるかどうか、ということだけである。

2.農地流動化の促進方法と

流動化奨励金

(6)「当面する農地政策について」(昭和47.6.12)

において、われわれは、農地流動化を促進するイ

ンセンティヴについて検討した。そこでとりあげ

た手法は、①所有権移転、②財産権としての耕作

権の移転、③賃借権の設定、④請負を含めた集団

的生産組織、であった。そして同時に、①所有権

移転の場合には、売手市場の条件下に「値上り期

待の現価」が要求されること、②耕作権が対価を

もつとしても、資本が土地を把握するような近代

的な経営が成立するのであれば、そのことは恐る

るにたらないこと、③現行標準小作料が平均純収

益概念であるかぎり、限界純収益と平均純収益と

の差額を賃貸奨励金として補てんしてやる必要が

あること、④農地保有組合方式によって、いわゆ

る請負をくみ入れた農地の経営集中をはかる方式

等が検討された。
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(7)多量の農地を短期間に流動化させるために

は、なんらかの経済的インセンティブが必要であ

る。ここで3つの手法をとりあげる。第1は、土

地値上り期待にかなりの満足を与えるような「農

地売渡奨励金」、第2は、耕作権対価支払方式の

場合の「特別賃借権設定奨励金」、第3は、10年

以上の定期賃貸借契約をむすんだ場合、10年分小

作料前払金とは別に支払われる「長期賃借権設定

奨励金」である。

(8)農地売渡奨励金は、値上り期待をかなりの

程度満足させるものでなければならない。ところ

で、この値上り期待のなかには2つの要素がある。

1つは貨幣価値のインフレ減価であり.もう1つ

は漠たる転用期待である。これらを将来にむかっ

て計測することは不可能であるが、奨励金相当額

というものを問題にするかぎり、値上り期待年率

がどれだけ預金利子率を上回るのかという問題に

転化してもさしつかえないであろう。その上回る

差額が2％であるとすれば、10年後の元利合計は

元本の22%、20年後のそれは48%である。もし強

気に3%とすれば10年後に34%、弱気に1%とす

れば20年後に22%である。全くきめ手はないが、

危険負担、現価ひきもどし等を考慮すれば、おお

むね30%ていどが適切ではないだろうか(30%とい

うのは、たまたま上中下田、上中下畑の等級間平均較差

に相当している)。

昭和45年の全国農業会議所調べの10アール当た

り農地価格(都市を除く)は、中田838千円、中畑

695千円であった。田畑こみ平均766千円。これ

をまるめて80万円とすれば、奨励金は、10アール

当たり80×0.3=24万円。100万haで2兆4千億円

である。

(9)特別賃借権設定の場合には、耕作権対価割

合を40%とすれば、上記の金額を4割にすること

ができる。10アール当たり96千円、100万haで

9,600億円である。この場合、農地の提供者は60

％相当の底土権を留保しているのであるから、当

該土地が転用宅地化したときの差益の6割を期待

することができる。

(10)長期賃借権設定の場合には、上記とは若干

事情を異にする。契約期間満了時の離作料は発生

しないとみるべきであるから、期間満了による解

約後の転用にはマルマル転用差益を吸収しうるが、

期間内の場合はそうはいかない。少なくとも期間

の利益を失った小作農の損失を補償しなければな

らないであろう。したがって、長期賃貸借といっ

ても恐らく10年とみるべきであろう。いいかえれ

ば10年以内に宅地化する可能性が濃厚であるよう

な地域では長期賃貸借は不可能であるし、(売買も

含めて)保有合理化事業をやるべきではないし、10

年後より先のことは誰にもわからないとすれば、

15年とか20年という長期賃貸借は現在の日本の農

村では-般に成りたたないかもしれない、という

ことである。

当面、10年の定期賃貸借によることとし、10年

分小作料の前払があるとしよう。小作料は地価に

比して騰落について硬直的である。事情変更によ

る小作料の増額・減額の危険があいなかばすると

すれば、地価のような値上り期待ということは考

えられない。賃貸奨励金の対象は、限界純収益

(地価の資本利子に相当)と契約小作料の差額であ

る。例えば前記の中田価格838千円の土地資本利

子を838×O.04=33干円とし、契約小作料が20

千円であったとすると、差額13千円をカバーして

やればよい。あるいは、農地法の標準小作料(平

均純収益)で契約した場合、限界純収益に対する平

均純収益の割合が60％(40%が耕作権割合に相当)で

あるとすれば、40÷60=66％が小作料奨励金割合

となる(同時に減額勧告の基準ともなろう)。

10年間の毎年の小作料を契約始期の現価にひき

なおして累計すると約8年分に相当する。10年分

そのままの給付は、2÷8=25%の奨励措置を含
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むことを意味する。

長期賃借権設定奨励金の算定もきめ手を欠くと

いってよい。上記の任意の数字からすれば契約小

作料に対して、66-25=41%となる。契約小作料

が限界純収益に近ければ、この割合は低下するこ

とになる。

そこで売渡奨励金とは意味を異にするが、便宜、

契約小作料の30%を同じく奨励金の対象とするこ

とにしよう。10アール当たり小作料を田2万円、

畑1万円、田畑こみ平均1,5万円として、10年分

15万円、その30%は45万円であるe100万haで

4,500億円である。

3.農地転用差益金の農業構造改善

への充当

(11)上記のようなぼう大な奨励金を一般会計に

計上することは、100万haを10年で実施すること

としても、いたって困難であろう。しかしながら、

いかに巨億の金だからといって、本格的な農地保

有の合理化をしないでいいということにはならな

いであろう。そうだとすれば、このような財源を、

あらたにどこから見出すかという問題にぶっから

ざるをえない。

(12)ここで注目されるのが農地の転用の場にお

ける大きな価格差益である。昭和45年の全国農業

会議所の調査によれば、転用目的の農地の価格

(都市を除く)は3.3㎡当たり田畑とも12千円の水

準にある。10アール当たり360万円で、耕作目的

の80万円の4.5倍にあたる。土地の立地の差を考

慮しても、この差は10アール当たり200万円とみ

ても不当ではあるまい。

一方、現実に売買されている宅地素地価格は、

決して3.3㎡当たり12千円といった水準ではない。

農村地域においても、不動産業者や民間デベロッ

パーが供給する宅地価格は、この2倍を少なくと

も超えるであろう。しかも恐らく、金利がかかる

とはいえ、調達時の価格は1万円以下であったに

ちがいない。こうした差益はすべて不動産業者や

民間デベロッパーのふところに入り、そして次の

差益金収入拡大のために投じられる。都市が拡大

し、道路が延長されているかぎり土地投資資金

の空転・拡大は止まるところをしらないようであ

る。

(13)譲渡差益税によって、こうした差益の相当

部分を吸収することは、事実上土地国有的意味を

もってくることになるが、もし差益を国家権力に

よって社会還元できるならば、大きな意味をもつ

ことになろう。毎年の農地転用面積(植林転用を除

く)は、農地法の許可以外のものも含めて少なくと

も4万haと考えてよい。単純に計算して、10アー

ル当たり差益200万円としても、年に8,000億円

である。しかしこのような税制を行なうことは一

大決意を要することであるし、また大きな抵抗が

予想される。

(14)農地転用差益金の農業還元を、税制を通じ

て調達することが困難であるとすれば、それは農

業構造改善の事業主体たる農地保有合理化法人ま

たは農協が、事業として自分でやる以外にはない

であろう。

造成費用や金利等のコスト、それから公的機関

として比較的安価に売却するという公共的任務を

考慮しても、10アール当たり80万円の農地を宅地

化することにようて、120万円の差益を生むこと

は可能であろう。つまり10アール当たり24万円の

奨励金の50アール分を生み出すことができる計算

になる。ということは、農地保有合理化法人が取

得する農地の2割を転用すれば、その全体に報奨

金を支払うことがで音る。特別賃借権ならば8%

ていどでよいし、長期賃貸借の場合は4%ていど

でよいことになる(当該転用地は所有権取得とする)。
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4.農地保有合理化促進事業の

あり方についての一試案

(15)農地保有合理化法人は、取得した農地また

は未こん地の面積の1定割合(例えば2割)以内につ

き,転用事業を行なうことができることとする。

その場合、当該農地等の所在する市町村の農村開

発計画にしたがい、工場導入又は低廉小規模な宅

地の供給等を行なうこととし、用地の決定につい

ては創設換地の手法等を利用するものとする。

(16)農地保有合理化法人は、特別事業地域内で

一定規模(例えば50ア-ル)以上の農地を合理化法人

に供給し又は供給した結果一定規模(例えば20アー

ル)以下の自留地のみを残すこととなる農家の俄給

した農地に対し、奨励金を交付する。

(17)奨励金は次のいずれかとし、その選択は土

地ごとに所有者の自由とする。

①農地売渡奨励金(当該農地価格の30%)

②特別賃借権設定奨励金(当該農地価格の12%)

③長期賃借権設定奨励金(当該小作料10年分前払

額の30%)

(18)奨励金の原資は、農地転用差益積立金と

し、合理化法人はその資金に充当するため、一定

限度の特別事業無利子資金を借り入れることがで

きることとする。この場合の借入期間は2年とする。

(19)合理化法人の売り渡した土地については、

10年間の買戻し特約を付することとする。

(20)奨励金については所得税の特例を設ける。

(21)本事業のしくみについて、農業者年金基金

の諸制度との調整をはかる。

(全国農地保有合理化協会常務理事)
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真に農業の近代化と農民の幸福がもたらされる場

合だけである。わが国の場合、そのような段階は

もうとっくに通りすぎてしまっている。

(5)現段階で追求すべき「農地のありかた」は、

土地所有をめぐる利権的な攻勢から農業を護りっ

つ、農業近代化のための生産資本確立に対する誘

導援助政策を展開すると共に、それとマッチする

農地保有のあたらしいタイプを打ちだす必要があ

る。この場合、農業発展の多様の可能性を含むこ

と、農民の地についた創意と工夫が十分に働きう

ることの2つの点が特に重要である。直接的な生

産方式あるいは分配の分野について、政策は正し

い可能性を提供することに止まるべきであって、

画一的な指導や事実上の強制は排除さるべきであ

る。農業発展への農民のエネルギ-は、決して燃

えつきてしまってはいない。

2.農地流動の現状と経営規模拡大

(6)毎年の「農業調査」は、かなりの量の賃貸

借による農地流動が発生していることを示してい

る。しかしそれらの多くは、農地法の統制の外で

行なわれていることに注意する必要がある(表1)。

表1.昭和42年度農業調査における農地移動

 5


