
農地保有合理化促進事業実績

調査報告 を読んで

稲 本 洋之助

この報告書に収め られた9つ の報告は、「土地

移動誘導効果分折調査」、農 業経営の規模拡大と農

地保有合理化促進事業の役割に関する実態調査」

のいずれに属するかを問わず、県公社の関与によっ

て担い手農家への農用地の利用集積がこの10年 間

どのように進展 したかを中心的な調査検討課題と

している(ただし、青森県倉石村に関する橋本報告は、

県公社の事業というよりも、それをとりこんだ同村農

業委員会の農用地取得円滑化事業による流動化・経営

規模拡大の実績を分折するものである。村有地開発=賃

貸、利用増進事業に加えて私有林野の農用地としての

利用集積にみるべきものがあり、そこにおいては10年

の公社賃貸借が活用されていることが指摘されている

が、県公社の事業を主たる検討課題とし廿 ・ないので、

ここでは、特にふれない)。県公社の事業の性格は、

公社によってことなり、また対象市町村によって

さまざまでありうる。報告者の関心の所在 も同一

ではないから、たとえば 「利用集積」として論 じ

られていることが らもおのずから多様である。 し

か し、諸報告の全体を通 じて、①自作地有償移動

(売買)と 賃貸借の相互補完的関係の成否、②10年

の公社賃貸借と他のさまざまな賃貸借方式とくに

農用地利用増進事業による利用権設定との競合・補

完関係の存否、の2点 がとりわけ問題 とされ、豊

畜な事例分折を通 じて縦横に論 じられた、という

ことができる。

売買と賃貸借の相互補完関係は、県公社による

買受 け=売 渡 しと借受け=貸 付けの間における直

接的な補完関係として狭 く論じられるべきもので

はない。一定の地域において農用地の集積が所有

権と利用権のいずれを中心 として行なわれている

か、という一般的な傾向を見た上で、④農用地の

集積ないし流動化が賃貸借一般によっては必ず し

も達成 されない場合に、自作地有償移転の側面に

おいて県公社の果す役割を明らかにすること、⑤

農業者が自作地の全部または一部の経営をなんら

かの理由によってやめる場合に売却との対比におい

て10年 の公社賃貸借の果す役割を明らかにするこ

と、などが具体的な課題である。

まず◎については、豊栄市に関する鈴木報告と

鷹巣町に関する宇佐美報告が 農業経営をめ ぐ

る諸条件がおよそことなる2つ の地域において一

一農地保有合理化促進事業(売 買)が 果す積極的

な役割を検討 し、説得力のあるいくつかの結論を

提示 した。

鈴木報告によれば、豊栄市内の諸地域には売買

中心型と賃貸中心型とが識別 されるが、後者にお

いても 「兼業化→賃貸」という図式ではカバーす

ることができない売買実績がみられる。それ らは、

負債整理や一時的資金需要に対処するためのもの

が多いが、売却しながら借入 して増反 した例もあ

って必ず しも規模縮小 につながらず、総 じて売却

への心理的抵抗は減少 している。 このような状況

下で不動産業者を通 じた他町村(他 集落)か らの

一189一

」



代替地取得の圧力がつよまり、農委を中核とした

いわゆる 「豊栄方式」のあっせん事業と競合関係

が生 じた。県公社はこのあっせん事業の枠内で固

有の積極的役割を果 している。鈴木報告をきわめ

て興味深いものとしているのは、 このように、賃

貸 一売買の対抗関係に地域農業再編上の得失を重

ねあわせ、売買による有償移転が必然化するなか

でそれをあらためて地域再編へと方向づける農業

委員会 一公社の役割を詳細に論 じていることで

ある。

宇佐美報告は、公社売買の実績が全国最大の秋

田県においていわゆる「パッケージ方式」のメリッ

トがよく発揮されていることをみとめた上で、自

作地有償移転が圧倒的で請負耕作は正規賃貸借に

比 しても少なく、他方、転用が広く進行 している

鷹巣町において、公社売買がどのような機能を果

しているかを問 う。 そこでは、農家階層変動が停

滞的で零細地片が中下層農家間で循環的可逆的に

移転するにとどまり中核的農家群の形成が微弱で

ある。秋田県農業会議のデーターによれば請負耕

作にもこの可逆的がみ られ、中上層への集積は容

易に実現 しない。 これに対 して公社売買のみは一

一事例 は多 くないが 一 階層性がきわめて強く、

政策誘導的である。公社への売却の理由は負債整

理であることが多く、面積が比較的大きい。 した

がってそこに一定の誘導効果を望むことはよいと

して、実際にそれが 「きわめて高い」と評価しう

るかは疑問があろう。

つぎに⑤について。 ここでの問題は、資金需要

のため経営地の一部を手離すにあたって必ずしも

自作地の売却によることなく、小作料10年 一括前

払方式を享受することのメリットを実態に即 して

探 ることである。高畠町に関する大木報告は、会

津高田町に関する飯島報告とあいまって、この点

で大きな示唆を与える。高畠町では、昭和46年以

降今 日まで賃貸借がお しなべて増大 し、農地法上

の正規賃貸借、公社賃貸、利用権設定 ともみるべ

き実績があるが、とくに利用権設定の伸びが顕著

である。それは、①実勢小作料 とかわらない小作

料水準(63,000円/10a)に 達 していること、反面、

② 期間 が比較 的長期(6年 以上が75%)で あるこ

とによるところが大きい。階層的には、1～1.5

hαを基軸として売買 ・賃貸には上層への集積がみ

られるが、公社賃貸に限っていえばこの二分法はあ

たらない。公社賃貸は、資金調達・負債整理が主た

る目的であって、所有権確保意識が強いことに支え

られているが、逆に、利用権設定等との比 較 にお

いて小作料すえおきのシステムが 「矛循」と感 じ

られ、上のせ支払いや解約→正規賃貸借化の動き

がみ られる。会津高田町の飯島報告では、かなり

共通 した事情のもとであっても、上のせ支払いは

み られないとされるだけに、この点は注 目される。

これは、《小作料すえおきは、かつて資金調達の

ためその土地を売却 しなくて済んだこと 〔一括前

払い〕の直接の対価であるはずだが、それがなぜ

事実上崩れつつあるのか》という問題である。地

代率の低下が公社賃貸の再契約を妨げることは理

解できるとして、地代率が高かった時期の約定地

代額を一括受領のメリットにかかわらず改定させ

る要因は何か、さらに知りたいところである。

飯島報告は、会津高田町でも農地移動が活溌化

し、公社売買、公社賃貸がともに伸展 しているが、

今日では農委等の積極的な努力によって利用増進

事業が数量的に主要な地位を占めていることを確

認 した上で、公社賃貸と利用権設定の実態比較を

行なっている。利用権設定は、ここで も小作料水

準の高さ(64,000円)と 期 間の長期性(6年 以上88

%)を 特徴としており、公社賃貸の小作 料もそれ

に従 う傾向にある。 その結果 「大規模所有農家一

挙 的貸付」 がひきだされ、 貸手のメリット(一

括前払、イザコザなし)が 現実によく理解 されてい

ると同時に、借手 の側でも小作 料が定額で 「安
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い」 ことが評価されている。 これらの点で、公社

賃貸は、利用増進事業にはない独 自の役割を果 し

ているのであるが、考えてみると、全体のシステ

ムは貸手に 「有り難すぎる」ほど有利で、借手は

決 して安 くない小作料を強いられているのではな

いか、という。報告末尾の長期展望は、花田報告

のそれと通 じあって、重要な指摘 とみることもで

きるだろう。

只野農場解体後の公社賃貸借に関する大泉報告

は、特殊事例調査ではありながら、南方(個別利用農

家への賃貸、非農家地主の取戻し=就業意図と賃貸借

継続希望との明らかな対立、後者の意識における第2

所有権化……)と中田(共 同利用農家への賃貸、地主

の1人 の共同経営参加、対立の非顕在、農業就業機会

の確保、10年経過後の賃貸関係継続の可能性……)の

二つのケースの比較研究によって、公社賃貸の消

極的な限界が必ずしも同一の結果をもた らさない

ことをよく理解させる。 ここであえて消極的な限

界といったのは、公社賃貸における存続期間の保

障の反面の効果すなわち継続をめぐる緊張関係で

ある。南方では土地改良投資や当初における高水

準の小作料約定が 「第2所 有権」意識をもたらし、

それが非更新という制度趣旨と矛循 して紛争にい

たらしめようとしているが、中田では、公社賃貸

から正規賃貸借(な いし利用権設定)へ と転換する

ことによってこの緊張関係を解決する見通 しがあ

るという。公社賃貸が貸手の資金調達上絶好の手

段であるという理由を次第に弱めている今日、借

手の耕作上の利益を考慮 した新たな役割を模索す

べき段階にあると思われる。 これは大泉報告の用

語とは多少 ちがった意味で 「生存権的耕作権」を

10年の公社賃貸の枠の中でどのように機能的に位

置づけなおすか、とい う問題でもある。飯島報告

の指摘とも関連 しよう。

鳥取県大栄町に関する渡辺報告は、県下でとび

ぬけた農地保有合理化促進事業実績を有する同町

の実態を統計的に余すところなく明 らかに してい

る。 そこでは、農地保有合理化促進事業と・農用地

利用増進事業の関係が最も興味のもたれるところ

である(この点は、他の地域に関すF報 告との対比でよく

理解することができる)。県公社はもっぱら農用地の売

買にあたり、2haを 軸として下層か ら上層への明

確な集積を実現 してきたが、近年兼業農家か らの

借入による規模拡大が増大 し、利用増進事業がそ

の制度的な しくみとして利用されている。 その結

果、売買と賃貸をあわせて3年 間で農地の18%が

移動 した。なお、後者においては公社売 買 とこと

なり、階層間移動 にはっきりとした傾 向がみら

れない、という。中下層での調整のために利用増

進事業が用いられるタイプかと思われる。

最後に久住町に関する花田報告にふれよう。公

社売買については実績があるが、公社賃貸は稀で

あったところ、近年顕著な伸びを示し、それが賃

貸借の大半を形成 した。貸付けの理由は、負債整

理、経営移譲年金等であるが事前に合意があるの

が通例である。階層間変動をみると、売買であれ

賃貸であれ、また公社によるものであれよらない

ものであれ、一見 「中農標準化」とも受けとれ る

ような中層入超現象がみられる。それは3～4ho

を経営の限度とする意識とそれを生みだす圃場未

整備等の制約要因によるものであり、公社の事業

自体の問題ではない。花田報告は、 もっぱら農地

保有合理化促進事業(売 買 ・賃貸)に ついて述べ、

農用地利用増進事業にふれていない。 これは、お

そらく久住町において後者の事業が未実施である

ためであろうか。 そうであればむしろその理由を

知 りたいところである。 ところで、花田報告は、

最後の数頁を昨年の農地法改正 ・農用地利用増進

法制定に見 られる耕作者の保障を欠いた借地制へ

の傾斜に対する警告的批判にあてている。中核的

農家とはいえ、家族経営であり、理念的に自作農

主義に適 し、借地制になじまない。 とくに短期の
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賃貸借は大きな問題を含む。ただ、今日の地価水

準および供給不足の条件のもとでは、借地による

集積はやむを得ぬ便法であり、「経過的過渡的措

置」でできるだけ早 く止揚すべきものであるとす

る。その意味で、農地保有合理化促進事業の理念

は農用地利用増進法の 「短所を補い前進的方向を

明示するもの」とされる。両制度の性格の差異を

達観的にとらえた傾聴すべき意見であるが、実態

における両者の競合と補 完の関係こそ批判的に明

らかにされるべきであって、久住町ではどうであ

るのか(農用地利用増進事業がそれなりに展開しうる条

件はないのか)、重ねて教示を乞いたい。

(東京大学社会科学研究所助教授)
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