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合理化事業と規模拡大・集団化効果

合理化事業の展望

1.本 調査 の意義

農地保有合理化促進事業は、いうまでもな く農

地法上の農地の公的管理の枠組のなかで、そのひ

とつの具体化として農地移動の合理化を追求して

きた。だがまさにその農地法的な管理の枠組 こそ

が農地移動を阻害 しているとみて、それをはずす

ことによって農地移動を促進 させようとする農用

地利用増進法が制定され、今後の農地移動を包轄

しようとしている。まさにそのような時にあたっ

て、そのような条件下での農地保有合理化促進事

業の成果と問題点を点検 し、その将来を展望 しよ

うとするのが、本調査の趣旨であろう。

利用増進法は、そのなかで合理化事業にもとり

くめるべ く道を開いている。いわば包摂の関係で

ある。だが利用増進事業(利 用権設定等促進事業)と

合理化事業との関係は、実はそのような技術的包

摂のあれこれをこえて、上述のごとき農地法と利

用増進法の関係如何という根本問題に直ちにゆき

ついて しまう性質のものである。

そこで問われるのは、両事業がめざし(理念)、

かつ実現してゆく(機能)ところの農地管理の質の

問題であり、その質に即 した機能の問題である。

そこでの包摂、一致あるいは仕分けなくして事が

済むものではない。

利用増進事業が、とくに所有権まで含めたかた

ちで現実にどう仕組まれてゆくか、その全貌は未

だ明 らかでない。かかる時、10年を閲 した合理化

事業の成果と問題点を総括することほど重要なこ

とはない。今年度調査は、その点で多くの知見を

もたらしてくれた。だが、スパークさせてその火

花を掌中にとらえるには未だしの感も残 る。以下、

私なりに各調査の知見をふまえ、感想を述べてコ

メントにかえたい。
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2.各 種事業の一元的運用主体

たとえば、豊栄市におけるような市町村外から

の代替地取得といった事態に、利用増進事業はど

う対処 しうるのか。代替地取得の全てがけしから

ないというつもりはないが、地域の農地保有 ・利

用上問題が多いことは鈴木報告が指摘する通りで

あり、その適切 な規制が必要なことはいうまで も

ない。豊栄市の農業委員会は各種事業 も活用しな

が ら防戦につとめているが、守備率はかならず し

も高 くない。私がかねて紹介している(r土 地と農

業」9号)佐 賀県東与賀町の農業委員会 も農地移

動適正化あっせん事業を活用 して適切な規制に努

めているが、そこでひとつの手がかりになってい

るのは、町外か らの農地取得は知事の許可を要す

るという農地法上の規定である。地域の農地保有

の合理化と有効利用をはかるうえで、地域の農地

のひろがり(自 作小農制下では、その農地と「人」が結

びつくことはいうまでもない)を まもることは、決定

的に重要な前提である。そのような外1こ向って自

らの前提条件を確保する手だてを内含 しないもの

は、農業内に視野を限る学者先生にスポイルされ

た自閉症児のようなものである。いずれにせよ、

市町村間の、あるいは市町村をこえる調整には市

町村農業はなじまない。さらにいえば、短期賃貸
　 　 　 　

借と所有権移転とは、実態的にな じまない。

そこでなお農地管理の一元化をはたすためには、

農地行政の担当機関と権利移動の申 し出窓口を農

業委員会に統一することしかなかろう。あっせん

事業や合理化事業を第1線 で担ってきたのは農業

委員であった。利用増進事業や農用地高度利用促

進事業の場合 もしかりである。その点は、豊栄市、

倉石村、久住町、鷹巣町等の本調査の事例にも明

らかである。とすればこれ らの諸事業をその性格

に応 じて使いわけ、農地法と利用増進法を統一的

に運用してゆく現実的主体は、農業委員会をおい

てはない。

3.農 地提供と事業選択

農地の出 し手にとっては選択肢がふえた。貸し

でゆくか、売りでゆくか、貸 しでゆくとしても利

用増進事業で地代を年々うけとるか、それとも合

理化事業にのって10年 一括前払いをうけるか、ま

た売るとしても相対でゆ くか公社に売 るか、さま

ざまである。土地提供者が当面するお家の事情と

のかかわりで、そのいずれが選択 されてゆくかに

ついて、高畠町、鷹巣町、会津高田町をはじめヴ

ィヴィッドに描きだされた。どうやら一応はまと

った資金の必要度の小さい方から大きい方にむか

って、利用増進事業、合理化事業(賃 貸)、売却が

選択されてゆくといえそうである。売却にあたっ

ては、相手の義理(鷹巣)や 負い目を感 じたくない

(豊栄)と いうことから、直接取引が選択されるこ

ともあれば、そのような農地にまつわるわずらわ

しい人間関係から解放されるために公社が選ばれ

る場合もある(会津高田)。

利用増進事業で貸すか合理化事業の10年 一括前

払方式で貸すかのひとつの分かれ目は、後者にお

ける地代額の長期固定の問題であった。米価が年

々上昇 し地代もそれにつれて上ってゆく時代には、

10年にわたる地代すえおきは矛盾として うけとめ

られ、裏金(上ずみ金)の 介在も指摘 された(高 畠

町)。だか ら地代の固定かアップかということだけ
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をとれば、地代の上昇率 と定期預金利子率との比

較の問題であり、米価をめぐる厳 しい状況や今回

の標準小作料改訂等にも明らかなように、地代が

急上昇する時代ではな くなったといえるし、また

小作料増額に伴う追加払いの道もある。その点で

「利用増進計画書試案」がわざわざ 「前払請求以

後10年間は借賃の額の増額をしない」旨の条件を

例示したりする必要はない。

大和田報告は、高畠町を事例にして、合理化事

業では 「地代率」(地価に対する地代の百分比)が 前

面に出てくること、そして地価上昇のもとでは「地

代率」が低下 し地代10年 一括前払のメリットが低

下するという興味深い分析をしている。た しかに

「地代率」によって売却の場合と賃貸(10年一括前

払)と の資金 調達 上の差がでて くる。だが第1に

「本当に資金調達を望むものにとって」は、いず

れにせよ売るか貸すか しなければならぬわけで、

土地(用益)を 手渡さないか否かの選択の余地があ

るわけではなく、その限りでいずれも合理化事業

の枠内に留まりうる話であ り、第2に 、そのうえで

いずれが選択されるかは、一面では当面する要資

金絶対額とのかねあいであ り、できるだけたくさ

んのまとまった金が欲 しい、い くらあっても足 り

ないという時にはじめて 「地代率が全面に出て く

る」のである。

とはいえ、かかる資金調達力の相対比較(地 代

率)か ら、高地代地帯ほど賃貸が望まれ、低地代

地帯ほど売却にふみきるといった地帯差は説明で

きるかもしれない。高畠町と久住町の相違でもあ

る。

むしろ問題は、専 ら資金調達を目的として10年

定期賃貸借に踏み切 った場合には、10年 後に資金

調達の必要が薄れていれば、更新があやぶまれる

点であろう(高畠、只野農場)。1(輝の間にはその他

の事情もいろいろ変っていようが、10年 の期間を

無駄にしない努力や指導 も必要であろう。

合理化事業(売 買)の 「パ ッケージ方式」(鷹巣町)

による迅速性 ・即金性が、さしせまる資金調達に

おわれる売 り手の要望に即応するとともに(鷹 巣

町・久住町)、そのことが買い手にとって も代替地

取得への対抗力を強める手だてになっている(豊

栄市)点 は大いに注目される。生き馬の目を抜 く

不動産屋が先兵となり、地価採算性の歯止めをそ

れ自体としてもたぬ代替地取得の場合は、手付の

金はその場で胴巻からとりだ し、税金が……とし

ぶればその位の金は即座に上のせする。そこで合

理化事業やあっせん事業の もつ迅速性 ・即金性や

税制措置による対抗力は貴重である。

4.合 理化事業 と規範形成

合理化事業(賃 貸)で は、10年定期賃貸借の もつ

意義は大きか った。里山や未墾地の農地開発(倉

石村、大栄町)、あるいは土地改良(只 野農場)も、10

年の期間の保証があったればこそなしえたことで

ある。かかる農地の拡大 ・改良の側面か らも1で

提起 した問題が吟味されるべきであろう。

これ らの場合の大きな問題点のひとつが有益費

問題であることはいうまでもない(53～55年 度 の

『未墾地賃貸借事業事例調査報告書』を参照)。

そのことともかかわって、耕作者の契約継続要

求をもってrr第2所 有権』意識」と呼び、「10年と

いう長期にわたる契約は、特に劣等地の場合r第

2所 有権』を形成しやすい」とするのはいかがな

ものか(大泉報告)。労賃 格差と地代固定を条件と

して、そこで発生する 「剰余」を手がかりとして

所有権にくいこむかたちで 「第2所 有権」化した

「耕作権」と、ここで有益費償還請求と生存 ・営

業権確保の二重の意味で主張されている「耕作権」

一一195一



とは決して同一視できるものではない。買取りや

永小作化への期待が背後にあるにせよ、契約更新

要求を 「第2所 有権」意識というなら、大半の賃

貸借はそうなって しまう。

ここでの問題は、地主側が、有益費償還請求に

正面か ら対応 しようとせずに契約更新をこばんで

いる点にあり、おそらくここでの双方の利益を勘

案 した解決方法は、契約更新(契約長期化)を 代償

とする有益費償還請求権の処理であろう。日本小

農制的にデフォルメされた有益費補償の形態であ

る。いずれにせよ、公的機関が問題点を整理 し、

そこでの選択肢を明確に提示することが必要であ

る。

地代について も、合理化事業による賃貸は相対

的に標準小作料に依拠する度合が高く、それに対

し利用増進事業は、その賃貸欄の記載額の建前は

別として、標準小作料の30%ア ップから、さらに

はその歯止めも捨てて実勢小作料に身をす りよせ

てゆくケースが多い。それは、合理化事業が新規

かつ正規の賃貸借契約であるのに対し、利用権設

定が闇あがり(「病みあがり」といってもいい)の そ

れにひきずられてズルズルベッタリの所有権妥協

的性格をのこしていることにも起因している(水

田利用再編対策の転作奨励金がそのまま利用増進事 業

計画書の 「借賃」になっているところさえもある)。

だが東北などの高反収(地代)地帯では、合理化

事業もそれにひきずられる面がないでもない(会

津高田町)。また地代ギ ャップに対し裏金の上ずみ

をする例 もみられた(高畠町)。

そこから、合理化事業による10年一括前払方式

も所有権優遇という側面をもっていないかという

批判も出されている(飯島報告)。しか し10年一括前

払方式 自体がことさらに所有権優遇的であるわけ

ではない。10年 一括前払いは、所有者に対し年地

代の先払いという意味で一種の無利子融資の特典

を与えるものであるが、それとひきかえに10年 と

いう長期の契約期間が担保 され、加えて多くの場

合 はその期間について地代がすえおかれ、耕作者

にも安定的な耕作が保証される。つまり地代のう

わのせといった直接的な所有権優遇策を講ずるこ

となく、一種の金融政策によって望ましい賃貸借

関係 もひきだすことが仕組まれているのである。

直接に地代を上のせ して、より短期の賃貸借をひ

きだそうとする農用地高度利用促進事業等 とのち

がいをむしろ強調すべきであろう。

また10年 にまたがる利用権の設定が出てきたこ

とも併せて報告されている。おそらくやみ小作に

対する利用権設定の最大のメ リットは、契約期間

の定期化と長期化(ふみ切り料をエサにしてではある

が)を果した点であろう。だが逆に、10年 以上の利

用権設定ということになると、70年農地法改正の

あとでは、なぜ農地法上の正規賃貸借ではいけな

いのかわか らなくなって くる点 も付記 してお く。

地価について も例えば豊栄市農業委員会では、

合同あ っせん会議で一定の調整を行なっている。

代替地取得等による内外価格差があるもとでは、

必然的に地価調整問題にも当面せざるを得ないは

ずで、他地域で もおそらく多かれ少なかれこのよ

うなことが試みられていることと思われる。そし

てそこで合理化事業やあっせん事業の税制上の措

置等がメリットを発揮してくるものと思われる。

5.合 理化事業 と規模拡大 ・集団化効果

諸事業は 「中核農家」への土地集積と農地集団 の論点になろう。

化にどう寄与 しているか。実践的にはこれが最大 規模拡大効果は、調査地によって も事業によっ
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て もさまざまだった。鷹巣町のように、賃貸借が

階層内対流的であるのに対し、有償移動はなかん

ず く合理化事業のそれは明確に上層集中を示 して

いる地域 もあれば、賃貸借 も下層から上層への流

れを示 している地域(高 畠町・会津高田町・大栄町)

もあり、また合理化事業(売買)も1～3haの 中間

層により集中的な地域 もある(倉石村・久住町)。売

買における人間関係(鷹 巣町・豊栄市)や 利用権設

定におけるやみあがり(会津高田町)が 階層性を不

鮮明に しているというおもしろい指摘 もみ られる。

と くに土地購入にあたっては、たんなる反当た

りの地代負担力というよりも経営全体としての総

合的な地代負担力が ものをいうので、一般的にも

上層に傾斜するのであるが、それ以上に各報告を

通 じて共通 して指摘されているのは、単作的な地

帯といえども、複合経営農家による合理化事業の

利用が多い点である。それは今日の、高い地代負

担力をもつ経営なり専業的中核農家なりのあり方

を端的に示 しているといえる。その意味では経営

耕地規模の点で上層にゆけばゆくほどよいといっ

た ものではない。できあいの上層農家や中核農家

ではなく、これから複合経営で農業的に自立 しよ

うとする中間層農家の意欲を、規模の如何にかか

わ らずどう政策的にバックアップするか。そこに

今日の課題があることを大栄町や久住町の分析は

鋭 く指摘 している。

ところで土地量にかかわる集積 効 果と土地質

(位置)にかかわる集団化効果とは、必ずしも両立

するわけではない。鈴木報告の 「点としての保有

合理化から面と しての合理化へ」という問題提起

fζかかわる論点である。各市町村ともあっせん基

準や選定基準の地域具体化1ζ努めているようであ

るが、とくに倉石村や豊栄市のような一般基準に

加えて独自の基準 ・手順を定め運用 して いる農業

委員会の活動が注目される。そこで留意 されてい

るのは、昔か らの売買規範である「まず田隣りへ」

の呼びかけであり、総 じて土地 「商品」の最 も地

域内給的であるべきその性格への配慮である。そ

のことなくして代替地取得に対する、たんなる地

域エゴをこえた規制の論理もうちだしえない。合

理化事業は、相対取引にはない広い視野と広域性

をもっている。そのことがあだとなってゆめゆめ、

集団化や通作上無理のある取引を成立させること

のないよう注意 しなければならない。

賃貸借にあ っては、ひとりの貸 し手か ら複数の

借 り手への事例がいくつか報告されている(高畠町

、会津高田町、只野農場など)。おそらく用地を分割

賃借するのではなく(只野農場を除き)、そ もそも分

散 していた地片をそれぞれ別の者が借 りるわけで

あろうが、すくなくとも集積効果は減殺されたと

いえよう。土地用益供給がある程度まとまって発

生すれば、公社の中間的土地保有機能 も発揮 しえ

ようが、このような分散化をどう防ぎ、さらには

止揚 してゆ くかは今後の課題である。

なお、このようなある程度まとまった面積の土

地が貸 しに出される背景のひとつには、専業上層

農家の加工型畜産等への転換があることが指摘さ

れている(高畠町など)。これ も今日的特徴といえよ

うが、相手が専業的農家であるだけに、契約の継

続性等を慎重に吟味した対応が必要であろう。

6.合 理化事業の展望

以上、報告事例によりなが ら、合理化事業の成

果とその問題点を断片的にみてきた。短期的賃貸

借を主流とする今日的な農地流動化、あるいは規

範に照 して実態を規制するのではなく、実態の寸

法で規範をつくろうとする政策対応のなかで、合

理化事業は売買および長期賃貸借というある意味
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で最も時流にな じまない困難な局面で、賃貸借お

よび売買規範の維持形成に努め、点在的ではある

が一定の集積効果をもたらしてきた。水は低きに

流れるものであるが、志をひくくして高い成果が

え られるものではない。

以上を通観 してあらためて痛感されることは、

農地流動化諸事業の一元的運用の必要性である。

各種のルー トとメニューが用意された。せっかく

のメニューもバラバラな一品料理的運用では、あ

るいは口あたりのよさそうなものに右ならえさせ

たのでは、その効果はない。

また一元化されても機械的に運用されたのでは、

たとえば売りに出された農地のうち当面は買い手

もつかないような下田を公社にお しつけたり、あ

るいはまとまった即金の欲 しい人は合理化事業へ

とか、たまたま出てきた長期貸付希望だけを合理

化事業につな ぐといったことになりかねない。合
　 　 ロ 　

理化事業 ・公社はきだめ論である。たとえはきだ

めでも思い出してくれたら良い方で、じっくり時

間をかけて事情を聞き÷話 し合えば長期賃貸借 ・

標準小作料あるいは売買でゆけるものまで実勢小

作料並み短期賃貸借の窓口に流 される危険性さえ

ある。

とくに土地改良事業等の補助事業が利用権集積

を採択要件として人質にとるので、市町村の担当

者が利用権設定の成績づくりに狂奔せざるをえな

くなったりするとなおさらである。利用増進事業

の窓口が補助事業の担当課と同 じになったりすれ

ば、いよいよもってそうである。 しか し先祖伝来

の農地を提供するのは、よくよくの事情にもとず

くギリギリの必然性によるものであうて、無理 し

てひっぱりだした利用権設定は、期間がすぎれば

義理は果したとばかりに首をひっこめて しまうの

が通常である。人質にしたり、事業のための手段

祝したりでは、望ましい流動化がすすむものでは

ない。

合理化事業は 「農用地利用増進事業が、一定地

域での集団的なまとまりを条件にしているのに対

し、それにな じまない突発的な一筆単位の農地売

買を対象としている」と宇佐美報告は述べている

が、はたして利用増進事業;地 域 ・集団単位、合

理化事業=一 筆単位と仕分けできるだろうか。農

地の保有 ・利用の合理化は、所有の基礎単位とし

ての1筆 ごとの吟味を抜きに して、のっけか ら面

的に確保 しうるものではない。地域なり集団とい

う言葉が、かかる所有単位ごとの厳密な吟味を抜

きにして、 しかし実態的には1筆 ごとで しかない

バラバラな相対取引を集団見合的にたばねて、た

だただ量的確保 ・一括処理をはかるための方便に

利用されるのでなければ幸いである。合理化事業

は所有権の根幹にかかわる事柄を、その所有の単

位に即 して吟味 しつつ、面的な保有合理化を追求

する事業であって、「突発」や 「1筆 」の枠内に限

定されるべきものではない。

さて一元的運用の基礎となるものは、貸し手側

の、まとまった金の必要や微妙な人間関係といっ

た事情への配慮もさることながら、とくに貸し手

の農業継続および農業復帰の意思と現実的可能性、

その時期等に即 して、いわば本音をみきわめて、

きめ細か く仕分け してゆくことであろう。そうい

うことができるのは、各農家とその人間関係の実

情を熟知 し、かつ農地に関する情報や意向が自ず

と寄せ られて くるような厚い経験、高い信用、高

感度のアンテナをもった者のみであり、今のとこ

ろ試練ずみのその有資格者は、いうまでもな く農

業委員をおいてはない。このような農業委員を個

別に手足として利用することではな く、農業委員

会(事 務局を含む)と しての組織的対応、そこでの

一元的運用こそが強 く求められているといえる。

各事業には、利用者か らみてそれぞれメリット

とデメリットがある。規範形成上の差異 もあれば、

規範との距離も異なる。各事業に対する税制上、
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金融上の措置も一率でな く、それぞれの事業の性

格に応 じて差別的であるべきだろう。

今日では宣伝上の差異 も大きい。利用増進事業

については有線放送で毎日流すが、合理化事業は

いざという時になってはじめて知 らされた者が多

い(鷹巣町)。 宣伝は一率に(機会平等)、事業は差

別的に、が必要である。

利用増進事業が本格化するなかで、合理化事業

の相対的に独自な分野と しては、公社の もつ中間

的土地保有機能を活用 した公的管理がある。集団

見合いで土地集団化効果が直ちに現れる保証はな

い。集団的土地利用秩序の形成による所有権規制

も展望されているが、それは目標であって現実で

はなく、またその論理で全地域をおおえるもので

もない。そのなかで、集団化や土地改良、あるい

は農地開発にはたす中間的保有機能の意義は大き

い。下手をすれば悪いものばか りつかまされるで

あろうし、金もかかりリスクも大きい。その点へ

の対応も含めて制度と運用におけるきめ細かな差

別性がもとめられているといえる。

新酪農村建設事業(根 室地域広域農業開発)につい

てふれることがなかったが、中間的土地保有機能

が史上最大の規模で実施されたのがこの事業だと

いえよう。 しか しそれは、あまりに野放図な農民

層分解と農地分散の跡始末、そ して借金の借 り替

え的な側面 ももっている。問題はそこで、関係農

家 ・集落(農 事組合)内 にいかなる土地規範意識が

形成されあるいは欠如していたか、そのことと事

業(と くに交換分合)が どう交流(作用 ・反作用)した

か、そしてできあがった50ho規 模の牧場土地を再

び分散させない仕組をどうつくりあげてゆくか、

である。農協は金で しばりえて も、農家の心底か

らとらえてゆくことはできない。世紀の交換分合

事業のあとにも農業委員会の果すべき役割は大き

い。

以上、教え られるところの多い調査報告に対 し、

率直な疑問と感想を述べさせていただいた。誤読

も多々あろうがおゆるしいただきたい。本調査は、

土地移動にかかる政策効果分析調査であ った。土

地移動調査、政策効果分析調査ともに、なお調査

および叙述の工夫を要するようである。 これは本

調査に対する感想ではなく、われわれ共通の課題

としたい点である。いずれにせよ、重要なことは、

52・53年 度に農林水産省農政課が実施した 「農用

地利用関係事情調査(小作事情調査)」のごとく、1

筆ごとに両当事者、仲介者、農業委員等の意向 ・

対応をつぶさに追跡 し、契約成立に至るプロセス

を追体験するようなワンセットのケーススタディ

の必要であり、そこでの思惑、競争関係、人間関

係、そして政策選択の決定要因、今後の見通 しの

把握である。

(横浜国立大学経済学部助教授)
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