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1.農 地政策のなかでの農地保有合理化促進

事業と調査地区

農地保有合理化促進事業が発足 してほ刈0年 が

たった。 その事業が昭和45年 の農地法改正の時に

発足 した時から、農地制度あるいは農地政策は自

作農主義から借地農主義にかわ ったというような

単純な評価が一部にあ ったし、昨55年 の農用地利

用増進法の成立以来,そ のような見解はいっそう

有力とな っているようである。だが、行きすぎ、

誇張がすぎれば誤 りとなるというのは昔か ら言わ

れてきたことである。45年 の農地法改正,50年 の

農振法改正による農用地利用増進事業制度の創設、

そして55年 の農地法改正を伴う農用地利用増進法

の制定という経過の過程で、借地形態での農地流

動がよりスムーズに、かつ法的に正規のかたちで

すすむよう制度の整備が図られてきたことは事実

だが、だからといって農地制度あるいは農地政策

が借地農主義に転換 したわけでは毛頭ない。45年

における農地保有合理化促進事業の発足、農用地

利進法による 「実施方針」の策定と利用権設定等

促進事業における自作地有償移動と合理化事業の

位置づけ自体がそのことを如実に示 しているので

あるが、現在の農地制度あるいは農地政策は、農

民による農業的な土地所有を維持するζとを基本

としながら、農地の有効利用を図るためと、 「中

核的な」農業生産の担い手の育成を図るために、
　 　 り 　 　 　 コ 　 コ 　 　 　 　

自作地形態で も、借地形態でも、可能なかぎ りで

農地を動かすことに焦点をあてているのである。

制度なり政策なりがそうであるばかりでなく、

農業構造の現実 も、農地移動の諸形態別の移動量

も、大量法則のたしかさをもって統計的に、いま

述べたことを確認させるのであ って、換言すれば、

現実がそうであることの反映として、政策もまた、

自作地形態で も、借地形態でも、ということにな

らざるをえないし、当然にそうなっているのだと

いうこともできよう。

実態調査によ ってもそのことが確認され ること

を、今回とりまとめられた55年度の全国農地保有

合理化協会の9力 地点の調査結果は明白に示 して

いよう。
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9力 地点のうち4力 地点の調査(う ち1力 地点

を除く)は 、 「土地移動効果分析調査」として、

5力 地点の調査は 「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」とし

て、異なる名称と要領の下に実施された。調査地

点 も北海道から九州にちらばり、水稲単作地帯 も

あれば畑作地帯も複合地帯 もある。かつ近郊的な

農村 もあれば完全な純農村地帯 もある。調査地区

の直接的な選定も、通例的な農地移動形態だけで

なく交換分合関連や里山開発を意識 して選んだ と

ころがあ る。また売買形態の農地保有合理化事業

の実績が多いところもあれば、小作料10年 一括前

払い実績 との関連で調査地区に選定 したところも

ある。

全部の調査地区について共通 していることとし

ては、農地保有合理化促進事業の実績において比

較的に先進的なところから選ばれているというこ

とがあり、 したが って調査地区における農地保有

合理化促進事業の実績をもって、全国的な合理化

事業の効果を量的におしはかることはむろんでき

ないといえる。 しか しながら、調査地区のすべて

がなにか特殊な市町村というわけではない。 した

が って、第一には、9力 地点の調査結果は、売買

や貸借について農民がどのように考え、どのよう

に意識 しているかということについては、全国的

な ものをそれぞれに代表しているといえるし、第

二には、人と体制をえられるならば、いわば全国

のどこでで も、農地保有合理化促進事業はいかな

ることをなしうるかを、9つ の調査地区の事例は

端的に示 しているということはできる。 そのよう

なものとして9地 点の調査報告を読むことができ

る。

2.売 買 と貸借のなかでの農地保有合理化

促進事業の意義

さて、今回の調査報告では、まず確認すべきこ

ととして、ほとんどの地区で農地移動の主流がな

お売買であることが示された。北海道根釧新酪地

帯では当然のこととして も、秋田 ・鷹巣町で も福

島 ・高田町で もそのことが確認された し、やや中

心地帯からはずれるとはいえ、請負耕作の代表的

地帯たる新潟 ・豊栄市について も、 「貸借の背景

に売買あり」と報告 されている。大分 ・久住町で

も同様であるし、鳥取 ・大栄町でも、開墾、売買、

貸借の三つが土地拡大の三形態と指摘されている。

新潟 ・豊栄市の 「親せきや……ごく親 しい友人は

売却相手に選ばない」という指摘は、私にとって

は従来の理解に反する指摘だ し、また老人が息子

の所に移転する時など、いわばキレイに農地を処

分する事例がいくつかの地区でかなり示されたこ

とも新 しい動きとして注意 をひいた。また同 じ

'資金の必要"に して も、農業以外の事業資金の

必要がかなりふえているように感 じられたことも

心に残 る。だが、北海道 ・新酪地帯の特殊事例を

除いて、ほとんどの調査地区で指摘された農地売

却の、その事由の多くが負債の整理など、要する

に生活資金的な才力ネの必要にあることは今なお

変わらざる事実として改めて確認 してお く必要が

あることだろう。そのことは新潟 ・豊栄市の例に

みるように、高い地価支払による転用代替地の取

得需要が農地売却をよびおこすことがあることを

除けば、農地の売却が大量に現われることはない

反面で、年率1%前 後の売却率をどう評価するか

は見解が分れるところであるに しても、相当量の

売却供給は不断にあるのであ って、これに政策が

どう対応するかは一貫 して基礎的な意味で、極め

て重要な問題であることを示すものである。
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このような農地売買において農地保有合理化促

進事業が果 している役割についていえば、今回の

調査において、ほとんどの地区で、上層への移動

の方向づけ効果がかなり高い一一利用増進事業に

よる利用権設定に比べても一 ことが確認された

ことは重要であろう。新潟 ・豊 栄市の調査 では

「公社が利用されて、 「地域農業再編の中心的担

い手たる者」が 「土地を購入することの意味は大

きい」とされているが、同様のことは、青森 ・倉

石村でも、秋田 ・鷹巣町でも、福島 ・会津高田町

で も、そして大分 ・久住町でも確認されていると
　 　 　 　

いえよう。 しか も、農地移動適正化あ っせん事業

がかなり厳密に運用されている地域において も、

農地保有合理化促進事業は、対価支払いの面で も、

税金対策面でも、土地売却に伴 う諸雑事の処理の

面でも、すこぶ る評判がいいとされているのであ

る。今回の調査では3力 地点で、経営の複合化 に

伴う農家の専業化傾向が指摘されているが、中核

的な農家の一定数を確保することが極めて重要な

現段階において、売り手、買い手の双方によ って

好評をもってむかえられる合理化促進事業が、 こ

のような農家層の専業化のために必要な規模拡大

に確実にサー ビスしていることの意味は極めて大

きいというべきだろう。

あとふ たつ。農地保有合理化促進事業の現在の

しくみと運営では、農業的地価水準の維持 ・形成

にはあまり大きな役割を期待することはできない

のだが、にもかかわらず、転用代替地の取得をめ

ぐる不動産屋 との競争があり、農地の面的確保に、

農地保有合理化促進事業のひとつの役割があると

いう指摘が新潟 ・豊栄市でなされたことと、地域

農業構造の大改造をも意味する北海道新酪地帯で、

その極め手としての土地 ファンドの形成に、ここ

では地価形成の問題を含めて、農地保有合理化促

進事業が大きな役割を果 したことの2点 にも、注

目しておきたいと思う。

次に、小作料10年分一括前払いを中心とした賃

貸借形態の農地保有合理化促進事業についてみよ

う。今回の調査では、山形 ・高畠町、福島 ・会津

高田町、大分 ・久住町などで、高すぎる小作料へ

の懸念が表明された一方で、小作料10年 分一括前

払い方式の農地保有合理化促進事業 としての農地

賃貸借が、農用地利用増進事業による貸借と比較

されつつ、調査 ・報告され、また評価 されている。

ここでは、小作料の10年分一括前払 いが、権利

設定当時の標準小作料によっていて、米価据置き

と生産機材費の上昇にもかかわ らず、3年 ごとの

改訂のたびにかなり大幅にすすんだ標準小作料の

額の上昇と、特に利用増進事業の実績づ くりの過

程であらわれたその3割 アップ水準で契約の動き

に、貸手が不満を強め、裏金が動くこともあるこ

と、税金面などで予期 しない負担が地主にかか っ

た例もあることなどが一面では指摘された。と同

時に、中核的農家層への土地利用権の集積効果と

いう点では、また土地利用の安定性 という点では、

利用増進事業よりもこの小作料前払いの10年定期

契約が優 ることも鳥取 ・大栄町の場合を含めてか

なりはっきりと指摘されたとい っていい。また10

年分の小作料一括前払いが、宮城 ・只野農場の事

例を始めとして、相対的大経営の解体を導くこと

があるにして も、負債整理など資金を需要する借

手層に大いに役立てられていることもあわせて指

摘された。

最近の農地賃貸借促進政策は、福島 ・会津高田

町の報告が述べるように、 「貸手に有 り難すぎる」

のではないかという評価が成りたつ面や、また大

分 ・久住町の報告がいうように、 「利用増進は、

量的前進 ・質的後退」といわれる面 もあるのであ

って、そうであ ってみれば、前記の細 い政策技術

的な諸問題を含めてなにほどかの改善を加えるべ

き点があるにしても、小作料10年分一一括前払い方

式の農地賃貸借事業の意義を忘れるべきでないこ
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とが、今回の調査で改めて確認されたというべき であろう。

3.今 後 の展望 に関連 して

各調査報告の詳細な報告内容にそくしていえば、

なお教えられた点と、コメントとして本来ふれる

べき点はいくつか残 っていよう。特に、宮城 ・只

野農場の調査結果についていえば、政策問題とし

て検討 しなければならない問題がいくつか提起さ

れているといえる。

だが与えられた紙数 も尽きたので、農地保有合

理化促進事業の今後の展望に若干ふれて、コメン

トを終ることとしたい。

一言でいえば、賃貸借、とりわけ農用地利用増

進事業に一段と関心が集中する傾向が現在強いと

はいえ、そのことが農地保有合理化促進事業の意

義を否定するものであ ってはならないことが、今

回の調査によって明確に確認されたといえるであ

ろう。

土地は、本来的に商品として流通するために生

産されたものではない。そこに農地流動化政策の

諸困難の根拠 もあるのだが、そのような農地を政

策課題にそくして動か していく上で、農地保有合

理化促進事業は、発足以来10年 をへて、いまよう

や くその本来狙いとした成果をあらわし始めてい

ることが今回の調査で確認されたといっていいと

思われる。農地保有合理化促進事業は、政策目標

を確実に実現 していく政策手法として、明らかに

確実な方法で、優れてる点があるのであ って、 し

たが って改めて、その事業の積極化が図 られるべ

きであるといえよう。ただその定着は水準の高い

農地行政が行なわれてきた所をのぞいて全体的に

は未だしなのであって、その定着のための啓蒙 ・

普及が今なお、関係者にとっての最大の課題なの

であろう。

その上であえてさらに一言付け加えるならば、

農業的な地価水準の維持 ・形成の問題を含めて、

土地管理を公的農業的にすすめるための機能を強

める方向が、農地保有合理化促進事業の固有の任

務のひとつとしてさらに探求されるべきでないか

といえると思う。

(駒沢大学経済学部教授)
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☆編集後記☆

このNa12よ り 「提言」の執筆者が変って中野和仁氏となった。全国協会前会長東畑四郎氏が

昨年10月21日 に逝去 され、12月22日 中野和仁氏が新会長となったか らである。昭和47年9月 に

「土地と農業 」のNa1が 創刊になり、その巻頭言に東畑先生が第1回 の提言を書かれている。

その後、前号のMl1ま で東畑先生は毎回寄稿されていた(M9だ けは先生の体の調子が悪いとい

うので、先生のご指名で池田斉氏が書いている)。200字 詰原稿用紙8枚 にタテ書できちんと自筆で

書かれており、読み直されて訂正 した箇所も非常に丁寧に書かれていた。 ときには赤で入れて

ある。これ らの原稿は全国協会に保管されている。私はいまMIOの 原稿を横に置いてこの編集

後記を書いている。

今や最後の原稿となったMll(昨 年2月 発行)は 、 「水田の転換について」という題 になって

いるが、この原稿だけは自筆でなく口述されたものが代筆されており、その原稿にご自身で7

箇所程手を加へ られている。今にして思へばお体の方もその頃は弱 くなっていたのではないか

と思われるのである。原稿の〆切 日も厳守され数 日は早く手渡 されたことも、先生の情熱と責

任感の強さを今さらのように思い出される。

今回よりは新会長中野和仁氏がお引受け下さった。 「土地と農業」も思いをあ らたにして充

実を期 したい。本誌は研究者のために解放されているので投稿を期侍する。皆様方のご指導 と

ご協力とご愛顧の程をお願いする次第である。

(担当 神田)
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