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はじめに

きょうは、農地保有合理化協会の役員研修会を

開催されま したところ、各県公社の中心的な業務

の推進に当ってお られる役員さん、あるいは職員

の方、こぞってお集りになりま して、大変盛会で

あることをみなさんと共々にまず、お喜びしたい

と思います。

いま、中野新会長からお話もございました通り、

昨年、合理化協会にとって、また合理化促進事業

にとって、さらにいいますれば日本の農地政策、

農地制度にとって、大変大きな損失でございます

が、東畑前会長がご逝去になるという大変不幸な

事態を迎えたわけでございます。協会としまして

も、今後の運営問題等 も含めましてみなさん方、

大変 ご心労されたと思いますが、非常に幸いなこ

とに、この方を会長にお願いを したいという、み

なさん方の一致 したご意志によって、当協会の事
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業を管理、指導いただくには大変適任の中野会長

をお迎えできたということで、 この点は、本当に

この協会事業の進展にとりま してありがたいこと

であると思っております。農地三法を、今年から

本格的に推進する段階を迎えるわけでございます

が、協会にとっても、そういう新しい農地制度の

もとで、協会の持 っております使命というか責任

を、どうやって果していくかという意味で、新会

長のもとでみなさん方共々いろいろご研究いただ

き、また実際に県の現場で事業推進に当っていた

だきたい、かように考える次第でございます。

1.実 践 の時代 一 第1の 意味 一

農地三法のお話をということでありますが、私

は、農地三法の成立というのが、日本の農地制度

や農地政策にとってどういう意味をもつかという

ことを一口で簡単にいいますと、新しい実践の時

代に入ったというのが、一番適切な気が しており

ます。実践の時代に入ったというのは、2つ の意

味がございます。

1つ は、今まで振返ってみますと、今回昭和55

年に農地三法が制定されておりますが、その5年

前の50年 には、農振法の改正がありまして、 農地

三法の前身になりました農振法上の農用地利用増

進事業、これはご承知のよ うに、短期の利用権設

定をやるということで、形としては、農地保有合

理化促進事業に直接関係ないような形でできた制

度であるわけですが、とにかくそれが、5年 前に

できた。 またその5年 前を見ますと、これはもう

中野会長が当時現役で大変力を入れられました45

年の農地法改正がございます。それか ら44年には、

農振法その ものができております。そういうこと

で、たまたま5年 毎になったわけですが、日本の

農地制度にとっては、大きな制度転回があったわ

けです。 これはそれぞれ意味のあることでありま

すし、その45年 改正前の農地制度の状態と、55年

に三法が通りま したあとの広い意味の農地制度と

は、大げさにいえば様変りをしておりますが、そ

の中で実践の時代だという意味は、簡単にいいま

すと、法律をいろいろ直す、あるいは作る、そう

いう時代は終ったというと妙ないい方ですが、と

にかく法律制度 としては、当面これ以上考え られ

ないところまで整備、拡充されたといってもいい

んじゃないかと思います。ですから、これか らの

農地政策、農地制度の課題というのは、法律を検

討し、直すこと、作ることは止めたとは申しませ

んけれども、重点は、立法 という問題よりは、む

しろこれをどうやって実行するか、立法よりも実

行、運用である。 とにか く今でき上っているこの

日本の農地制度 を、立派に実践することが大事だ

という意味で、第1の 意味で、実践の時代だと、

こう思うわけです。

2.実 践の時代 一 策2の 意味 一

それか らもう1つ は、今度農用地利用増進事業

という従来の事業を拡充 して、すでにみなさんい

ろんな機会にお聞きかと思いますが、農用地利用

増進法 という名前の法律をつ くりま した。

この法律は条文の数わつかに15条で、条文を読

みますと、宣言的条文というので しょうか、やや

抽象的な規定の多い法律です。これは、簡単にい

えば農地法という戦前以来の伝統ある農地統制を
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中心 としました農地法と、この15条 ではあ ります

が、今後の農地政策の推進のいわば法典となる、

農用地利用増進法 とは、重さにおいてはいつれお

とらぬとい う工合に相並ぶ法律になったわけです。

しかし制度として比べてみると非常に違いますこ

とは、農地法は、統制を中心にしております。統

制というのは、 こういうことは、 してはならない、

あるいは、 こういうことをするには許可が要ると

いうことで、こういう制度を実施する機関、たと

えば、農業委員会でございますとか、県の農地関

係の行政、あるいは本省の農地課などもそうで し

たが、簡単にいえばやや受身で、農地改革時代の

買収売渡のような事業がほとんど終りました状態

では、統制というのは、どちらかというと受身で、

取締 る、あるいは申請があったのに応 じて許可を

する。従いまして、その担当部局の活動様式も、

どちらかというと役所の中に腰掛けておって、人

が相談に来たり、あるいは申請を出して来 るのを

待つという、受身の仕事なのです。ところが農用

地利用増進法というのは、第1条 か らいきなり農

用地利用増進事業 というのが出て参りまして、そ

れは、こういう事業である、その実施の仕方は、

こうであると、書いてある。従いましてこの法律

というのは、事業法という名前をつけてもいいの

ですが、動かさないと存在 しないという、そうい

う法律であるわけで、これをみん なが見向きもし

ないで、誰 もそれを動かさなければ、法律集に載

っておる死文化 した法律になってしまうわけで、

簡単にいえば、動かすところに初めて生命を持つ

というのが、農用地利用増進法であるわけです。

そういう意味で、実践 というものがなければ、農

用地利用増進法は、あり得ないわけです し、その

また実践というのが、実は容易なことじゃないわ

けです。これはみなさん方が、農地保有合理化促

進事業という仕事で、すでに先輩として苦労をし

てお られたことでよ くご承知のように、土地の権

利を動かす、たとえば売買をおこす、農地の貸借

をひき起すというのは、大変なことなのです。 そ

ういうことも含めて、この法律に土地の移動や、

あるいは利用行為 というものをの っけていくとい

う積極的な実践でありますし、いってみれば、運

動である。むらで、市町村や農協や農業委員会や

土地改良区、それから集落にいきますと、いろい

ろ農事実行組合とか、集落の団体があります、農
プ

家の方 もあります。 そういう人たちの中で土地の

売買や貸借をひき起そうというこうい う運動があ

って、その気になって、それを農用地利用増進法

にのっけて、こう処理すると、権利移動の効果が

起きて、農地法の特例などもあって、それで初め

て農地の有効利用や、経営規模の拡大が進んでい

くわけです。そういう意味で、 実践の時代という

のは、私は2つ の意味をもって考えなけりゃいけ

ないだろう、そういう新 しい時代に、農地制度、

農地政策 というのは、到達 したのじゃないかとい

う気がいたします。

3.農 地三法のね らい

そこで、なんのために農地三法の制定 も含めて、

農地制度や農地政策は苦労 してるのか、また、 こ

れからもそういう実践をしていかなければならな

いのかということです。ただ今すでに中野会長の

お話にもございましたし、おそらくは児玉先生の

お話にも、そういう問題が出て参ると思いますが

農地の流動化というけれど、何がね らいかという

と、経営規模の拡大とい うことになり、さらにい

えば農地を有効に使う、最近では、転作のような、

土地の利用の転換 ということを相当進めなければ
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ならない。ここでお配りいただいている80年代の

農政の基本方向の中にも、水田で76万 ヘクタール

程度の転作が必要になるという数字が出て参 りま

すけれども、田圃醇 近くの面積を転作に向ける

というのは、これは大変なことです。 これもしか

し日本の農地を有効に使いなが ら、需要の動向に

そって物を作っていくためには、ぜひ必要なこと

です。

農地保有合理化促進事業の 「農地保有の合理化」

という名前がありますし、 「農地流動化」とか、 さ

らに時には 「農地管理」 というようなことがいわ

れますけれども、私はそれを非常に抽象化して考

えると、今の3つ のこと、経営規模の拡大、農地

の有効利用、それか ら転作のような土地利用の転

換 というのは、いつれ もベースにおいて考えると、

農地を現在 もっている人がそのまま使ったのでは、

どうもうまくいかないので、その人以外の人に使

わせるという、そういう事を進めることじゃない

かと、基本的には思 うのです。農地改革によって

耕作する人が農地の所有者になりまして、日本の

農地の90%以 上がいわゆる自作地になった。それ

でずっときたのですが、その農家の中で、どうも

自分は兼業なり老令化 してい くために、自分では

うまく土地を使えない、あるいは使わない、転作

でいえば、自分はなかなか転作作物はできない、

そういう有効利用ができないということになって

きて、そこに土地の権利移動を起さなければいけ

ない。 もっとも今度の農用地利用増進法では、 す

でにみなさんお聞きと思いますが、権利移動とい

われる貸借、売買だけではなくて、農作業の受委

託というような農地の利用行為、いわゆる営農問

題までこの法律の中で推進を していくということ

で、いってみれば、土地を持ってる人が、自分で

使わないのを、ひとに使わせる方法 として、貸借

売買の他に農作業を委託するというようなことも

含めて、推進をしていこうという巾広いものにな

っておりますが、基本は、そういうことでありま

す。

そういう土地を持っている以外の人に使わせる

という言葉を、またさらに置換えてい くと、それ

が新しい法律などで使っている農用地利用増進と

いう言葉であろうと思 うわけなのです。利用増進

というのは、文字通 りいいますと、土地の利用を

高めるということなのですが、今の状態では高ま

らないからこそ、利用増進をしなければならない。

1つ の新しい法律 を作 るまで、 これだけ努力 し、

これだけ制度をいろいろこしらえてきたというの

は、どうも放っておいたん じゃ、まさに利用増進

ができないから、というのは、今の権利状態のま

までは駄目だか ら、やらなければいけない、 こう

いうことであります。それをまたもっと少 し古い

言葉でいうと、農地の管理ということでもあるわ

けです。あるいは、農地保有の合理化ということ

も、そういう意味だろうと思います。

4.農 地利用の哲学

そこで、合理化協会の場ですので思い出話にな

りますが、東畑前会長 といろんな機会に農地制度

についてお話する、あるいはご指導を受けること

がありました。東畑前会長は、かならずしも農地

管理という言葉そのまま使われたわけではないの

ですけれども、私が東畑さんのおっしゃった事を

今思い出して整理をしてみると、農地管理のや り

方 として4つ あったと私は思っております。1つ

はいってみれば精神、気持、モラル、 さらには哲

学の問題で、どうも今は村にいくと、農地を有効

に使わない、農地に対する意識というものが低下

している一 そういう表現は、東畑さんがおっし

一7一



やったのではな くて、私がそれを私なりに翻訳し

てるだけのことなのですけれども、なんかそこに

昔のようにというか、あるいは現代風でもいいわ

けですが、農地はやっぱり有効に使う、 自分でな

くてもいい、他の人でもいい、村でもいい、有効

に使う、そうい う気持を起さなければならない。

それにはどうしたらいいか、そういう哲学が、村

にはないのか。 たとえばルース・ベネディクトと

いうアメ リカの女の人が戦争 の終 り頃に書 いた

「菊と刀」 という本の中に、日本人の恥 という意

識が出てくる、ああいう恥という意識で、どうも

農地を遊ばしてお くのは恥か しい、そ ういう気持

を起せば、 もっと農地の有効利用が進むのではな

いか。東畑さんは恥の意識というようなことを、

当時私におっしゃっていたことがありますが、そ

ういうなにか新 しい農地利用の哲学を求めようと、

こんな気持で学者の意見などを聞かれたことがあ

ります。

5.農 地の自主的管理

それか らこのあとは、農地三法や、さらには農

地保有合理化促進事業 と非常に関係あるのですが、

2番 目の方法は、農地の自主的管理という考え方

です。自主的というのは、農地をもっている人、

今でいえば農民が、自分たちで農地を管理する。

そのためには、農地法の行政的な統制を画一的に

適用 してたん じゃどうもうまくないから、自主的

管理が行われる場合には、そこに任せると、こう

いうことができないかということを、おっしゃい

ました。 自主管理とはなにか、ということになり

ますと、自主管理だから、やっぱり農民が集って

なにか集団活動 をするということになって、その

形をとるものが、東畑さんは、土地管理利用組合

というようなことをおっしゃってお られますが、

あるいは、農用地利用組合、農地管理組合とか、

土地管理組合というような集団活動になうてきま

す。 この方法というのは、それだけ聞くと、まさ

にこれこそどこか哲学の世界にあるようですが、

簡単にいいますと、この農地の自主的管理、 もと

をいえば組合という思想が、今度の農用地利用増

進事業の前身である昭和50年 の農振法改正の農用

地利用増進事業 を生んだ。それがさらに発展 して、

今度の三法の中の農用地利用増進法になったと、

簡単にいって、 そういっていい経路を辿っていま

す。それは、どういうことか といいますと、農地

法が非常に強力な統制を敷いているものですから、

その中で農民が自分たちで土地を有効に使 う、そ

ういうことをやろうと思っても、簡単にいえば統

制をはつせないわけです。それで私どもは、昭和

50年の農振法改正をやる時に、最初は、一番初め

に、一種の農民の任意組合のようなものを想定 し

て、任意組合が土地の貸借を自分たちできめる。

その場合に農地法の重要な統制を適用 しないこと

にすれば、自分たちで処理できるから、みんな仲

間うちなので安心 して土地を貸すだろうと、こう

いうことで考えたのですが、どうしてもこれが制

度にならなくて、結局今度の増進法に見 られるよ

うに、市町村の事業ということで、市町村が利用

権設定の計画を作って、みんなの同意を得るとい

うことで、市町村に重心 をもっていった制度にな

ったのです。 これはやや制度的な懐古論になりま

すが、どうも任意組合では事業がいつ倒れちゃう

か知れない、継続性がない、仕事が公正に処理さ

れるという保障がない。市町村であれば、恒久的、

安定的に事業を実施するし、公正に処理をする、

そういう公共的な機関であるということで、市町

村がやるならば、農地法の統制の必要な部分をは

つす。小作所有制限のほかに一番大事な、農地法
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の19条 の法定更新の規定、賃貸借の期間が終った

ら普通だと黙っていると更新するという規定を適

用 しないことによって、賃貸借は一応切れるとい

う、大変重要な農地の統制除外をやる。 この2番

目の自主的管理という思想から出てきた一種の組

合的な発想が、法制的議論か ら一つ転換をしまし

て、今日の増進法の市町村事業の方式に変 ったん

ですが、やっぱ りベースにあるのは、農地の自主

的管理です。新 しい法律では、農用地利用改善事

業 という農用地利用規程をきめる団体が登場 しま

して、そこのところだけ見ていると、それが自主

的管理なのかなと思われるかもしれませんが、そ

れも含めた全体 としての市町村事業が、農地の自

主的管理の考え方から出てきた仕組になるわけで

す。

そこで、農地保有合理化促進事業という目か ら

見ると、そういう市町村事業になったりすると、

ちょっと両者の関係はなかなか処理 しにくくなる。

これは、昭和50年 の農振法改正で農用地利用増進

事業を作 りました時に、直 ぐに当協会の公社の方

であったかどうか私もよく記憶ありませんが、簡

単にいえば、合理化促進事業は、これで蚊帳の外

になったという声が出た。農林省が力を入れてい

る昭和50年 の新 しい農用地利用増進事業は、市町

村がやる事業である、 しか も短期の利用権設定で

ある。合理化促進事業は、 これにはのれない、 こ

の中でやることはできない。農林省は、見ている

と新 しい50年農用地利用増進事業の方ばか りかわ

いがって、いろんな予算を増や したり宣伝をして

あっちばか りやっているか ら、われわれの事業は

蚊帳の外で、 これは非常に冷たいと。公社の方々

はこういう表現はなさらなかったと思いますが、

そういうお気持を持たれたむきがおそらくあった

と思うのです。 しかし今度の農用地利用増進法の

中ではこの問題は解決されていますが、 この点は

のちほど申 し上げることにいたします。

6.農 地の公的管理

そこで東畑さんから私が感 じた農地管理の3番

目の問題になるのですが、これはもう私の気持の

上での整理なのですが、面白いことに公的管理と

いう考え方が、明らかに東畑さんに非常におあり

になった と私は思っております。

公的管理というと、2番 目の自主管理といった

いどう違 うのかというのですが、これは、非常に

うまく結びついていまして、組合のような自主管

理があると同時に、いってみれば公的な部面で、

たとえば県の行政とか、あるいは市町村の行政機

関、場合によっては農業委員会、それか ら農業改

良普及事業とか、そういういわば行政的なところ

に近いところ、地域団体のような公的団体に、農

地の流動化あるいは農地管理、それを一所懸命推

進するマネージャーのような世話役を、養成 しな

ければならない。 こういうことを非常におっしゃ

いました。農振法改正が50年 に通 りましたあと、

55年 との間にちょうど真中辺だ ったと思いますが、

お話をきいた時には、合理化促進事業と、市町村

の事業となにか結びつけができないか、それを考

えてくれんかということを、非常におっしゃられ

たことがあります。やはり合理化促進事業を行 う

公社というのは、大体みなさんよくおわかりのよ

うに、生い立ちからいって、農協がかなり強い参

加をもっておられるところもありますが、都道府

県のイニシヤティブが相当強く入 った公社であり

まして、そういう意味で、公共的な管理主体です

が、そういう管理主体の中に、土地の世話役をや

る人を養成 していく、そういう組織がぜひ欲 しい

と。これは東畑さんにとっては、1つ の執念で さ
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えあったと思います。みなさんの中には、あるい

はこ気憶の方 もおられると思いますが、農用地開

発公団をつ くります時に、あの中で合理化促進事

業に対する金融やなんかやろうという案で大蔵省

と折衝したことがありますが、ああいうことの中

にも農地の管理世話をする1つ の組織、人の集団

というものを養成 したい。だから合理化法人 も、

市町村になにか場合によっては手足をもつ、そう

いうことができないか。そういうことをいっても

市町村の人の人件費、それだけの人を養成 してお

くだけの財源というのがむつかしい。これは、た

しかにそうなのですね。現在農林省は、たとえば

農業委員会の職員大体平均1人 ずつぐらい補助対

象にしていますが、これ もまあなかなかいつまで

維持できるかというような補助金で、なかなかそ

ういう公的管理をやる世話役の人を置 くだけの財

源がむつか しい、人材の確保がむつか しい。 そう

いう意味で、今やはり現実的に考えれば、現在の

日本のおよそ国内にある機関、組織の中で、3番

目の公的管理を実現しうる立場と責任 にあるのは、

なんといっても県公社であると私は思 うのです。

そういう意味で農地三法ができてからあとの問題

にもなるわけです。

7.土 地 の プ ー ル

次に農地管理の4番 目ですが、 これは実は今回

の主題にあまり関係ないので、ちょっとご紹介だ

けしておきます。東畑 さんのお考えの中で、農村

でなにか土地のプール、ファンドというのですか

ね、いわば土地の財源みたいなもの、 ファンドと

いっても土地そのものなのですけれども、そうい

うものを持って、それでたとえばどこか転用で農

地をつぶす時に、そのファンドである土地を使 っ

て調整をするとか、あるいはその転用利益を、み

んなでプールする、調整する。東畑 さんは、鎮守

の森 というような表現をされたりしましたが、な

にかそういう土地の財源、区画整理事業の保留地

みたいな考え方に非常に近いのですけれども、そ

ういうことをおっしゃってました。 これは私そう

いうことをやれといわれまして、今の土地改良法

で少 しできるようになってるんですけれども、50

年農振法改正の時に交換分合 という制度を作 った

のは、その註文にある程度応 じたのですが、実は

これは、東畑さんの期待されたようには、全然 う

まく動いていません。これは1つ の宿題なので、

今日の主題には直接関係ありませんか らご紹介だ

けにしますが、 なにかそういう土地のプール、調

整を、具体的に土地を集めたり、出したり、そう

いうようなことが、仕組 としてできないかという

ことを、おっしゃっておられました。

8.農 地保有合理化促進事業

の実績

以上は、東畑前会長のお考えにあった農地の管

理、別の言い方をすれば、今日の農用地利用増進、

さらに具体的には、今のまま土地の権利関係を放

っておいたのでは駄 目だということの対処の仕方

として、4つ あると申しました。今現実に動き出

しているのは、その2番 目の一種の自主的管理と

いう考え方から出てきた農用地利用増進事業と、

3番 目の公的管理と具体的には思われる県公社の
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あり方と、そういうところに問題は帰 ってくると

思います。そういう意味で、農地保有合理化事業

の将来の動き方については、非常に心配をしてお

られたと思うのです。合理化促進事業の実態、実

績というのを振返ってみますと、きょうは実績等

とい う資料が配られているようで、これを見ま し

ても、 一一 数字だけで物語ってはいけないのです

けれども一 合理化促進事業としては、これか ら

本当に、まさに実績をあげられるかどうか、どう

やったらいいかという、危機といったら大げさで

すが、そういう問題に真剣に取組まなければなら

ない、そういう時期に来ていると思 うのです。

面積だけでいうのは非常に宜 しくないのですけ

れども、最近の統計でみますと、農地の自作地有

償所有権移転、内容的には、大体9割 が売買、1

割が交換ぐらいになっていますが、その面積を見

ますと、大体昭和40年 の少 し前、ちょうど農地管

理事業団法案を出した頃、昭和36、7年 頃が山で

して、一番大きなのは、1年 間に7万6000ヘ クタ

ールが、自作地有償所有権移転とい うことであっ

たのですが、その後ずっと減る一方で、昭和54年

の暫定値が先般出ましたが、これみますと、4万

ヘクタールのところに落っこちてきました。 これ

は実はいろんな見方があるので、当協会の中江専

務理事にお話を聞いたほうが本当はいいのですけ

れども、まあ2つ 見方があります。一つは、離農

や兼業化に伴う所有権の手放しは、もはや一段落

して減ってきた、こういう見方。 もう1つ は、非

常に皮肉な裏からの見方で、もともと農地の売買

というのは、転用目的に農地を売った人が、代 り

の土地を買 う、いわゆる代替地取得、またその代

替地を売った人がその代替地を買 うの も含めて、

転用を契機 とする代替地取得あるいはその再取得

が多いというのです。 ところで現在転用面積は、

かつての列島改造ブームないしその前か ら見ます

と、非常に減っております。その影響で農地の所

有権移転が減ったんだという、こちらは、いわば

裏の見方みたいなものです。両方 ともそれぞれあ

る程度当っていると思いますけれども、とにか く

4万 ヘクタールに落ちてきま した。この中で農地

の売買 というのは、これは北海道等、あるいは沖

縄、九州というような遠隔地 というよ うに分類さ

れるところではあるいは所有権移転の契機があり

ますけれども、なかなかそれはむつか しかろうと

思います。公社事業を1つ の経済事業みたいにと

ってみると、 なかなか売買 ということで実績を挙

げるというのは、非常にむつかしくなっているん

じゃないかと、私どもは思います。

9.未 墾地の仕事

一方、未墾地の仕事なのですが、 これも非常に

農用地造成事業がなかなか進まなくなりまして、

未墾地取得というものも、本当の必要性がなかな

か出て来ない。 ここでちょっと関連のことを申し

上げますと、昨年の農政の基本方向と農産物の需

給見通 しが出ましたので、土地改良長期計画とい

うのがありますが、その改定を、今か ら1年 がか

りぐらいでや らなければいけない。日本の農地面

積は、今545と550万 ヘ クタールの間 ぐらいのと

ころに来てると思いますが、さてどうなるか。た

しかに農地面積は転用でつぶれて、それを補って

面積を維持 していくわけですが、どうやってみて

も今の550万 ぐらいよりももっと増やすというだ

けの農用地造成事業を行 うのは、実はなかなか仕

組みに くい状勢にあります。たとえば一部の公社

で重点的に実施されている農用地開発公団の仕事

をとってみても、大規模開発、あるいは団地開発

のようなものをやって、そこで県公社が大変な活
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動をする、地域 としても非常に期待 される活動を

していくということが、現在進んでいる部分はも

ちろん結構なんですが、少 し先をみると、どうか

なということで、非常にむつか しい。それか らも

ちろん一般の国営、県営、団体等の農用地造成事

業、あるいは構造改善事業の中でやるもの、いつ

れをとってみても、今のような農地の見通 しから

みますと、なかなかその農地造成の需要というも

の、さらには地元の意欲の盛 り上 りをなかなか期

待できない。

私が農政課長のとき、国営の農地開発の事業所

長さんなどが普通は農政課長のとこなぞ来ないの

で、本省でいいますと建設部の方へい って、事業

費の問題の相談などされますが、農政課長のとこ

ろへ来て特別事業資金を自分の所管事業の用地取

得のために沢山廻 してくれ、 これは、 もちろん県

や県公社を通 じて配分やってるわけですが、そう

いう要請をしていかれま した。当時、特別資金は

それぐらいに大変需要が多かった。現在はみなさ

んよくご承知のように予算時の重点活動要求項目

ではありますが、どうも特別事業資金、予算通 り

消化 しきれないようなことになってきました。そ

ういう意味で考えると、仕事探 し的で嫌なんです

けれども、 もちろん農用地造成関係の仕事もやる

と同時に、前々から私いろんな機会にみなさん方

にお話 していますように、農地、既墾地関係の仕

事に、相当重点をおいていかなければいけない。

10.農 地賃貸借の仕事

現実には、小作料前払いを伴 う貸借 りというの

は、大体この数字を見てもおわかりのように、年

間1200～1300ヘ クタールであります。昭和54

年には、農地法の許可を得た賃借権設定 というの

は、1万 ヘクタールぐらいですか ら、公社事業の

ウエイトというのは、非常に高いということはい

えます。しか し一方農用地利用増進事業というの

は、昭和54年1年 間で、1万5600ヘ クタール ぐ

らいの貸借の実績を挙げたわけです。 ちょっとつ

いでに申しますと、50年 に農振法改正でできた農

用地利用増進事業が54年 に1万5670で したかな

んか実績が、貸借 りは、農地法の許可を得た1万

ヘクタールの他にありますが、そのなかみをみる

と、非常に面白いことに、だんだん長期化 してき

ています。これは農林水産省が農地流動化奨励金

を出 して、3年 から5年 のものは10ア ールは1万

円、6年 以上は2万 円、 こういうのを出 したこと

にもよりますが、54年 の数字では、大体3年 のも

のは50%ぐ らいになってきて、6年 ものとか、10

年 ものはそう増えてませんが、やや長期の ものが

設定される傾向になっています。 このように、農

地法の許可を受けた賃貸借は1万 ヘクタール、そ

の中に公社のものが1200～1300ヘ クタールある。

その他に利用増進事業が54年 で1万5000く らい

ある。数字ばっかりいっているようですが、こう

いう行政の中で、 さきほどいいました自主管理方

式である農用地利用増進法の農用地利用増進事業

と、公社の10年 一括前払による貸借 とが、やはり

これに結びつ くなり、機能分担 し合って、伸びて

いくというところに活路を見出さないと、やはり

現段階での農地保有合理化促進事業の存在意義と

い うのが、非常に問われると思うのですね。

農地三法を出 します時に農 政課 で作 りました

"農 地流動化対策の実績。という表があるのです。

これを見ますと、今のような数字が出てま して、

簡単にいいますと、農協の農地信託、これは、昭

和37年 に大変な期待をもって基本法農政というこ

とでできたけれども、実績はほとんど無視 しうる
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ような程度 しか伸びなかった。農協の経営受託も

然 りで、 これは45年 にできましたけれども、今の

ところは、200ヘ クタールぐらい1年 間に行われ

ているという程度です。合理化促進事業が、やは

り従来のものの中では、農地、未墾地、さらに借

入れも含めて、実績は挙 ってるのですけれども、

やはり42県公社が一所懸命やっている事業として

は、まだまだわれわれとして努力しなければいけ

ない状況でありますし、やはりその中心が現在の

法制、三法ができた状勢で見ると、やっぱり農用

地利用増進法というものを、そのからみにおいて

考えなければな らない状態にきてるん じゃないか

と思います。

11.農 地流動化への取組 み

私は、公社事業の動き方の実態というのをあま

りよく知らないのですけれども、一般的には、農

用地造成事業のための未墾地の場合には、市町村

というようなそういう地元の機関が、その事業自

体の推進にのり出 してお りますか ら、その村で、

いってみればその地元で、土地調達、土地の買入

を起 して、さきほどの言葉でいえば運動の部分で

すね、掘起 しの方、あるいは土地の交渉の方をや

って、それを県公社につないで、県公社が契約を

結ぶという、地元お膳立方式に大体なれるわけで

す。 ところが、一般の既耕地の場合には、そんな

事業というものが伴ってないわけですし、およそ

どこに貸す人がおり、どこに借 りる人がおりとい

うのは、村に入っていくまではわからない、掘起

して初めてそこに仕事が生れて くる。そういう意

味で、さっき蚊帳の外論というのがありま したけ

れども、市町村の農用地利用増進事業がさっき1

万5000と いいま したが、あれだけ実績を挙げた

のは、いろいろ鐘太鼓で叩いたり、流動化奨励金が

出たり、いろんなこともあ ったで しょうけれども、

いってみれば、地域の団体がそれだけ乗気になっ

たということで、やは り日本のような国では、そ

ういう方式がどうもうまくゆく。きれいな言葉で

は自主管理ですけれども、今度の農政見直 しの基

本方向にも、地域 ぐるみという言葉が非常に出て

きますが、そういう地域での運動やなんかに支え

られた仕事 というものが、非常に伸びて来たと。

そういうスタイルをもっと伸ばそうということが、

農用地利用増進法の基本的な考えになっているわ

けです。これは、あくまでも自主管理 という言葉

のよ うに、個々の農地、個々の農家を相手にする

んじゃなくて、地域単位に、1つ のその地域の農

家をどうするんだ、その地域の農地をどうするか

ということで、入っていくわけですね。ちょっと

例えば悪いんですけど、選挙運動なんかは一 勿

論私やったことはありませんけれども一 やっぱ

りどんな人がいるかわからないところへ入 ってい

くというのよりは、何 らかの意味でそこに組織、

既存の地域の組織や町内会みたいなものがあって、

そこに入っていくというのとでは、非常に入 り方

が違 うだろうと思うのです。 それと同 じというわ

けではないのですけれども、農地流動化の場合に

は、土地の貸借、売買をひき起すということは非

常にむつかしいことで、それが、県段階にある公

社の場合に、大変苦労する点であると思 うのです

ね。そういう意味で考えると、やはり利用増進法

でせっか くこういう市町村利用の仕組が、従来の

利用権だけでな くて所有権の移転まで拡がった。

それからさらに、 これはどのくらい動 くかまだま

だわかりませんが、集落段階で農用地利用改善事

業 というような、地域の土地利用協定のような制

度 もできた。そうい う仕組の中に入り込んでいく、
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それにうまく乗っかるということが、仕事の進め

方の上では、有効だと思います し、これか ら本当

に伸ばさなければならない仕事が、農地の特に貸

借 り、10年 一括前払を伴う貸借 りであるとすれば、

現在の千数百ヘクタール前後 という実績か ら相当

飛躍的に実績を伸ばしていくためには、やはりそ

ういう気持が必要だろうと思います。

12.農 用地利用増進法への対応

今度の農用地利用増進法では、ご承知のように

農用地利用増進計画 という市町村の作る計画の中

で、合理化法人が権利取得を し、その計画を通 じ

て貸付けるとい うことが、できるようになったわ

けですね。所有権についても同 じで、利用増進計

画の中に合理化法人の名前を出して、それで合理

化法人が所有権を取得 し、合理化法人がまたそれ

を売渡す。合理化法人の売買や貸借りが増進計画

にのっかれるようになった。 これが、大変に大き

な違いであるのですが、 これについては私は、こ

ういうふ うに考えているのです。なにかそういう

仕組ができたというと、直 ぐに合理化促進事業は、

これから全部そういう増進計画にのった形でやる

ことになったのか、あるいは、そういうことにし

ようかと考える、 あるいは逆にそれはうまくない

ので、やっぱり自分だけでやった方がいいんじゃ

ないかというふ うに考え、そのいずれか二者択一

的に割切った議論になりがちなのです。 この前そ

ういう議論が、すでに一部の方の中に起きている

というのをちょっと聞きましたが、増進法のにの

るがいいか、のらないのがいいか、そんなふ うな

議論が起きが けているという話です。私はそこの

ところは、ある意味ではずるいのですけれども、

利用増進法 という仕組ですね、つまり村がみんな

掘起 しをやって、それで貸借 りや売買をやるとい

うそういう仕組には、簡単にいえば、のっかった

方がいいだろう。 しかしそうかといって、その仕

組の中で生れてきて、 これは県公社を通 しましょ

うとなった売買や賃貸借を、かならず増進計画に

のせることはないので、それはできたら増進計画

にのせて もよいし、従来通りの県公社の直接貸 し

借りでやっても、悪いことはないので、市町村が、

そ うい うのはいかんと、そこまでは云わないと思

います。そ ういうことで、極めて実践的に、便宜

的に考えたらいいと思うのです。利用増進法のよ

うな、ああいう非常に包括的な仕組み、たとえて

みれば発電機のようなもので、 こういう仕組みを

使って農地の移動や有効利用を起こそうというの

ですから、 これに乗った方がいい。その仕組みで

起きてきた貸借 りが実際に浮び上ってきた時に、

それは増進計画にのせた方が便利な点があります。

市町村が全部 こしらえてくれるわけですし、市町

村のいってみれば信用、責任というものが、そこ

に伴いますので地元では、非常に安心感がある。

事務的にも簡単かもしれない。そうい う意味で、

それがいいということで、それならば増進計画に

のせたらいいんだ し、いや、もう従来通 り合理化

法人の直接事業の方が簡単でいいということにな

れば、それはそれでそうしたらいいと思 うので、

重要なことは、そういう発電 システムのような、

有効利用発生装置というか、 そういう村の仕組み

にとにか く顔を出 してのっかるということが、 こ

れから合理化法人において一番考えていただきた

いことです し、そういうことを通 じて、農地の貸

借りというものを、かなり思い切って増やす、そ

ういう意味で、合理化事業の実績を挙げる契機と

いうのが、そこにつかめるのではなかろうかと、

私は思うわけです。
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13.農 地保有合理化促進事業の

動か し方

さっきいいましたような農用地造成事業のよう

に地元がとにかく態勢を作って、まさに土地の売

買を、いわば発電機で自分で発生させて、合理化

公社にたのんで くる、 こういうスタイルではない

既墾地の場合には、そんなふうにならなきゃいけ

ないんじゃないか。こういうのは、非常に思い出

すのは、 これはみな小耳にはさんだ ことばか りで

すけれども、たしか山梨県であったと思います、

50年 の利用増進事業ができた時に、もちろん当時

の制度では、合理化事業の公社はあの事業にのれ

ないんですが、利用増進計画のような市町村の作

る計画でやるんだけれども、どうもそれだけでは

貸手が不安だ、そんなことで、合理化公社をそこ

に組み込む、実際どういうふ うにうまくやったの

か、あるいは気が変って止めてしまったかどうか

は別 としまして、そういう議論が当時山梨県では

起きました。 その結果までは私つぶさには承知 し

ていませんけれども、やっぱり市町村の増進計画

だけではどうも不安で、やっぱり合理化法人のよ

うな公社が実際に貸借 りの間に入っている方が安

心ですと。ですから両方噛ませて、増進計画にの

っけて合理化事業の公社の貸借 りをやるのがいい

のですというふうな考え方をもっておられたとこ

ろもありました。

それから、これはちょっと違 う、岡山県のある

村で したが、こんな話がありました。当時農用地

増進事業をどうやってますか、 という話をきいて

いるうち、10年 以上の賃貸借の話になったら、村

の当局は極めて割切 っていまして、10年 以上にな

った ら、 もうこれは全部公社に頼むと。何故かと

聞きました ら、やっばり10年以上の長いものにな

ると、県公社の方が安心だから、 県公社を通 じる

んですよということで、いとも簡単に、 市町村は

いわば発電装置で、流動化推進委員やなんかで巻

き起したものをストレー トに県公社につないで、

利用増進計画にはむ しろのせないというような、

そんなふうに動いているところもございます。い

つれも私がたまたま聞いたような話ですけれども、

やっぱりそこには、 さっきの二者択一論のように、

増進計画にのるべきか、のらざるべきか、どち ら

かにきめねばならぬというような態度ではなくて、

利用増進事業の中で起きてくる土地の流動化の契

機というものを、公社がうまくキャッチして、そ

れで地元の気持や、あるいは自分たちと市町村の

間の事務分担とか、事務能力の差とか、いろんな

状態がありますから、その時に応 じて増進計画に

のったり、のらなかったりするというような弾力

的な事業運営を、考えていただけたらいいんじゃ

ないかと。あまり現地の実情を知 らない空論かも

しれませんが、50年 の農振法改正の時か ら今まで

いろいろ合理化事業との間でなかなか うまくいか

ないというような問題もあったし、新法になって

からも、さっきの二者択一論のようないろいろ不

安というか懸念をお持ちの向きも多いようです。

しかし、農用地利用増進法を1つ の、農地流動化

及び有効利用をひき起す発電装置であって、その

装置の動 く場面に簡単にいえばそこに登録 されて

顔を出 している。それで売買や貸借の実務の処理

は、その時の便宜においてやるというようなこと

がいいん じゃないかと、私は思っている次第です。

実際にそういうふ うにいけるかどうかは、みなさ

ん方の方がよくご承知で しょうが、公社の事業実

績のおかれている現状か らみますと、やはり真剣

に、農地の貸借 りなどの事業の実績を挙げると、
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そういう意味で、村の農地移動にもっと入り込む

という努力が必要な時期と思いますので、農地三

法との関係で、こんな気持ではどうで しょうかと

いうことで、お話をした次第でございます。どう

もご清聴ありがとうございました。(拍 手)

(農林水産省農政部長)
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