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私の話は臨調答申と農業 ・農政の課題という事

になっております。 すでに大方の方は御承知の事

だと思いますが,最 初に,簡 単に臨調の経過等を

申し上げてみたいと思います。御承知のように臨

調は56年の3月 に始まりまして,7月 には緊急答

申が出ました。これに基づきまして57年度の予算

が零ベースで編成されて,そ の為に我々も去年の

暮には,特 別事業の利子補給補助が10分 の10で な

くなるのではないかと,い ろいろ心配 したことが

ありました。緊急答申が済みました後.去 年の9

月か ら.今 年7月 に基本答申を作 るために4つ の

部会に分れ まして,審 議が始まりました。そして,

この7月 に答申があったのですが,す でにお読み

になっていると思いますが,そ の基本を一言で申

し上げます と,い ろいろ社会,経 済の情勢が変化

を してきておりますが,そ れに対応するために,

活力ある福祉社会の建設と,国 際社会に対する積

極的な貢献との2つ の大きな目標を掲げて,そ れ

に向かって立遅れている行政を,変 化に対応 して

改革していくということです。

そのためにまず真先に.増 税なき財政再建とい

う旗印を掲げまして,徹 底的な歳出の削減をする

こと。それか ら全体 として租税負担率(対 国民所

得比)の 上昇をもた らすような新たな税制上の措

置は取 らないことを,当 面の目標としております。

また,現 在,租 税負担と社会保障負担とを合せた

国民の負担率は,大 体平均で35%に なっておりま

す。税金が24%で,社 会保障のいろいろな負担が

11%で すが.そ れを20年後,21世 紀になる時にも

50%よ りはかなり低い水準に抑えたいというので

一17一



す。50%と いいますのは.現 在の西 ドイツだとか

その他の ヨーロッパの水準で,所 得の50%は 租税

と社会保障の負担 になっていますが,そ れよりも

かなり低い所で抑えたいというのを,長 期的な目

標に しています。

農業関係は,こ の基本答申の中の重要行政施策

の改革方策が10項 目あったのですが,そ の中の重

要な項目の一つと して採 り上げられています。そ

れが第一部会での ことです。それか ら第二部会で

は,中 央官庁の組織問題,第 三部会では,皆 さん

と直接間接いろいろ関係がある,中 央 と地方 との

関係をどうするかということ。第四部会は,国 鉄,

三公社五現業及び特殊法人問題.こ れは私がやっ

ております,農 林漁業金融公庫もその対象になっ

ていますが.こ の4つ の部会の報告を もとにして

基本答申が,7月 に出たところです。それを受け

まして政府では,行 政改革大網を閣議決定 し.で

きるものか らやるという事で,当 初の考えでは出

来るだけ早 く臨時国会を開いて,例 えば国鉄につ

いては,再 建する為の委員会法を出すとい うよ う

な事であります。

政局がどうなりますか。 しか し臨調としては,

まだ済んでいません。後.来 年の3月 まで残され

た問題をやるとい う事で,ま たこの9月 か ら始ま

っております。これも私共に関係がある事が多い

のですが,例 えば第二部会では,中 央官庁の組織

問題が,い よいよ具体的になってきまして,我 々

の直接の関係の農林水産省の組織をどうするか,

これは地方の出先 も含めてです。例えば統計情報

部 とか.食 糧事務所をどうするとか,い ろいろの

問題が出てきています。第三部会は,保 護助成と

許可認可の問題を取り扱っておりますが,例 えば

許可認可でいえば,農 地法の転用許可は,今 農林

大臣が2ヘ クタール以上となっていますが,そ れ

を知事におろした らどうかというようなこと。 ま

た保護助成では,特 に補助金問題なんです。水田

利用再編対策の転作奨励金,こ れは3500億 円あ

るのだが,へ らせないか,自 主流通米の助成金を

どうするか,新 農構について もメスを入れたい。

それか ら.こ れは緊急答申か ら問題になっていま

したが,農 業改良普及事業,普 及事業は地方に任

せられないか.養 蚕はもうウエイ トが減 ってるの

だからいつまで も助成というのはどうかとか先週

は第三部会で農林水産省の方か ら.ヒ ヤ リングが

ありました。そ して実は明日,農 業基盤整備につ

いてヒヤ リングをするという事になっておりま寅

第四部会では,私 共の農林公庫 も含めまして特殊

法人の問題を,具 体的にやっていく。三公社は一

応答申が済んだようですが,国 有林野を含めまし

た五現業,国 有林野は最近非常な赤字を出 してお

りますから,そ れをどうするかというような事で

す。各部会は今年の暮までには報告を出 して,調

査会 として来年の3月 で仕上げをしたいと,い う

ことになっています。 これから先の事はまだ審議

の途中でどのような結論になっていくかわかりま

せんが,今 日は,基 本答申の重要行政政策10項 目

の中で 「農業」について申 し上げたいと思います。

その中味に入ります前に,審 議の雰囲気や経過

をまず申し上げますと,臨 調が始まりま した時か

ら,食 管はいわゆる3Kの 一つとして,臨 調とし

ては重視を したいという事で.10項 目の議論をす

る時はいつも最初に農業を取り上げてやるという

状況で した。そしてそこでいろいろ議論をやって

お りますと,ど うも他の9項 目と比べまして農業

についての意見の対立が,非 常に多か ったように

私は思 うのです。基本的な対立 といった らいいの

で しようか,つ い議論がエキサイ トするような事

もあった訳です。私の他に全国農業会議所の専務

の池田さんも出ておった訳ですけれども,い ろい

ろな事をいいますと,君 等のいう事は,井 の中の

蛙が喚めいておる話であって,異 邦人が喋ってお

るとしか聞こえないと非農業側の立場に立つ者は
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いうのです。農業を代表 している私共は,あ あい

う中に入 りますと,非 常に小数派であるという感

じがつくづ くいた しました。農水省関係の審議会

だと,大 体コンセンサスがあった上での議論の訳

ですが,臨 調の第一部会の農政の議論は,初 めか

ら意見の対立 という所から始 じまるという訳です。

その対立の中味を一言で申 し上げますと,結 局

は,最 近財界農政という言葉がはやっております

が,そ の財界農政的な物の考え方と農水省的な農

政の考え方 との対立ではなかったかと思います。

農業団体側の物の考え方も,農 水省とイコールと

は申 しませんが,割 と近い訳です。土俵もそれほ

どの差は無いのですが,そ ういう事を含めまして

どうも財界の農政と.農 水省的な農政との対立だ

ったと思います。財界農政派は,と にか く今の農

業,農 政は過保護である,そ れをなんとか しない

といけない。10兆 円 しか農業生産額が無いのに.

農水省の予算だけで3兆 円もある。県の予算を足

せばもっとあり,金 がかかりすぎだ。なんとして

もこれを減 らさなければという。それを裏返えし

でいえば、 もっと市場原理を入れて自由に して行

こうと主張する訳です。

それに対 して,市 場原理を入れていくという方

向は,勿 論否定は しませんが,な かなか他産業と

比べて農業の場合,零 細である等々の事がありま

して,市 場原理とい うだけではだめでどうしても

保護助成が相当程度いるのではないか。また自由

に任せるだけではいかないので,時 によっては統

制的なこと,時 によっては管理的な事 も必要だと

いって対立をする。例えば,市 場原理に対 しまし

て,そ ればかりではいかないので,や はり国民の

食糧を安定的に供給する食糧の安全保障が必要で

ある。それも併せて農業は,任 務を持 っていると

いうことをわれわれが強硬eζ主張 しますと,そ う

いう食糧の安保といううまい言葉を持 ってきて,

過保護農政を正当化 しようとしているのではない

か という。われわれが正当だと思います事も,過

保護農政の正当化のへ理屈だとこうい ういい方を

して,対 立をしてきたのです。 そして,表 の議論

も何回かやりましたけれども,裏 でのいろいろの

折衝 もあった末に基本答申に、なったのです。従

って結果としては,か なり我々の主張 と財界的な

主張との妥協の産物 という事になっております。

農政を取りまとめた第一部会長は.審 議をして妥

協 して作った文章だから,一 言半句 も,簡 単に直

す訳には参らんとおっしゃっていた訳です。こう

いう事が経過でございます。

1.農 業に対する基本的な考え方

それではこれか ら臨調 としての農業についての

基本的な考 え方を申 し上げたいと思います。

重要施策10項 目は農業にしろ.社 会福祉にしろ

文教に しろ,そ れぞれ基本的な考え方と2つ か3

つの大事な対策の方向ということに絞 っておりま

す。農業の場合も,食 管の問題を含め米の問題と

生産性向上の問題の2つ に絞 っています。

それでは.資 料(末 尾別紙(1)参照)を 御覧頂き

ながら,進 めていきたいと思います。まず農業に

ついての臨調としての基本的な考え方で,我 が国

農業についての問題点,そ れを2つ 指摘をしてお

ります。1つ は,生 産性,特 に土地利用型農業の

生産性は,国 際水準より相当低 く,農 業者の所得

確保等の為に多 くの財政負担を要 しておる。文章

は こういうふ うに綺麗に書いてありますが,こ れ

はさきほど申し上げましたように,10兆 円の生産

額に対 して3兆 円は多過ぎるという趣旨です。 も

う1つ の問題は,主 要作物である米の需給が構造
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的に不均衡である。 これは昭和45年 か ら生産調整

をやっているのですから,ま さに指摘 される通り

です し,それだけではなく,酪農の問題,密 柑,繭

の問題があったり等 々で,多 くの農産物について

需給不均衡になっておりまして,需 要に見合 う生

産体制が.ま だ確立 してないと,こ ういう大きな

問題を2つ 指摘をいたしま して,そ れに対 して,

米の需給均衡を図るという事と、もう1つ は.生

産性を上げること。 ここでも文章は.「 内外格差

を縮小 して.産 業 として自立 し得る農業を確立す

る」と綺麗な言葉になっておりますが,そ こまで

に至るまでは,国 際価格水準に近づけうという言

葉でかけと財界農政派は頑張る。そうはいっても

耕地面積をアメリカと比べてみても,100倍 もち

が う,農 地の価格は逆に日本の方がうんと高い,

そう簡単に国際価格水準にする事は出来ないと私

どもがいう。結局内外価格差縮小 という言葉で落

ち着いたのです。 ともあれそれを目標にして,具

体的に取 り上げる問題は,お 米の問題と生産性向

上の2っ にした訳です。

2.水 田 利 用 再 編 対 策

そこでまず米の需給均衡化と食糧管理の制度 ・

運営の改善の問題です。それは,1つ は,水 田利

用再編対策をどうするかという問題,も う1つ は

食管の今後のあり方の問題となります。水田利用

再編の問題につきましては.皆 さん も各県にお ら

れまして御承知の事ですが,米 の生産調整は昭和

45年 から始まりまして今は水田利用再編対策が53

年か らで,そ の第二期目に入っています。59年 か

らは第三期 目に入 りますが,だ んだん生産調整面

積は増えてまいります。第二期では,63万1000

ヘクタールで したが,そ れも冷害の為に多少抑え

ているのですが,そ れが第三期対策では,も う10

万ヘクタール近 く増えるというような見込に,な

っておる訳です。それに対 しま して転作奨励金が

3500億 円も出ているのです。臨調 としては,こ

れをなんとか減 らして欲 しい。極端な意見の方は

水田利用再編対策の終 る62年には,零 にして欲し

いという。なかなかそうは行 くまいという事でこ

こでは妥協しまして,早 期脱却を図るとなってい

ます。早期 とは何時かははっきりしておりません

が,第 三期対策からそれを具体化するという事で

削減の方向をあきらかにするという主旨です。す

でに第二期対策でも,単 価は5000円 削った訳で

すけれども,三 期対策でも奨励金を幾らか減らす

方向が出て くるという事です。

なおここには書いてあ りませんが,私 共が農業

サイドとして,ど うして ももう一つここに書けと

主張 しましたのは.い わゆる餌米等米の他用途利

用の問題です。それは,三 期対策で10万 ヘクター

ルも転作面積をふやすといっても,だ んだん転作

が無理な所へ広が っていきます。すでに北海道は

二期目で半分近 くになっておりますし,府 県でも

これ以上ふえると転作のむつか しい湿田地帯 まで

むりに転作をやれというような事になりますし,

また長い目で見て食糧安保的なものの考え方から

しますと,水 田として維持 しておく必要がある事

から見まして,一 方で転作は,定 着化を図 らなけ

ればならない訳ですけれども.あ る程度の面積は

餌米等他用途利用米を考えたらどうか。少 なくと

も第三期対策から出来れば,具 体化 した らどうか

という提案をしたのです。 しか しそれを応援 して

くれた人は.少 数で,多 数は反対.今 ここで餌米

等他用途利用米の事を書いたら転作奨励金を減ら

してもそっちの方へその金 もっていって.永 久に

財政負担が続 くのじゃないかと。とて も臨調では

認める訳には参 らんという事で意見が対立 しまし
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た。やむをえず私と しては,他 の所で研究検討を

して貰いますから,臨 調の場所では飼料米問題は

撤回をいた しますという事で止めたのです。その

点にっきま しては,農 政審の方で具体的に考えて

いくという事になっています。 これがどのように

展開 してい くかいろいろ難 しい問題を含んでいる

のですが,お 米を単に主食というだけではなくて

諸外国でも小麦なんかは,生 産過剰の時は,わ る

いものは餌になっているのですから,い ろいろ仕組

等考えた らどうかというふうに思 っております。

いずれにして もそういう主張をしましたが,臨 調

では取り上げて くれませんで した。

3.食 糧 管 理 の 今 後 の あ り方

それから二番目の食管の問題ですけれども,こ

れも意見の対立がありまして,結 論的には,食 管

の(イ)の 所で,中 長期的には,米 の農業生産や

食生活における地位の変化を踏まえ,米 の自給,

備蓄,価 格安定の意義,そ れに要するコス ト等を

総合勘案して,現 行の全量管理方式のみなおしを

行 うというふ うに書いてあります。当初は,去 年

食管法が改正されて,今 年の1月 か ら施行になっ

たものは,現 状の追認にすぎないか ら,部 分管理

にするなり,間 接統制にするなり,も っと市場原

理をいれた方向で見直しをすぐやれというのが,

農業外の方の意見で した。我々の方は,そ うはい

っても,今 回の改正は配給通帳 もやめるなど統制

色の強い食管法を米の余 った時 も,足 りない時 も

両方に対応 しうるような制度に直 したのだか ら,

暫 くはその帰趨を見守った上で,そ れでもどうし

て もいけないとか,も っと米の状況が変わ ってき

た暁に見直 したらどうかという主張を しま した。

その結果の妥協が,中 長期的には全量管理方式を

見直すとな っています。 ここでも相手方は,抜 本

的というのを書けと頑張った。 それは,そ こまで

書かな くて もいいでないかというので抜本 という

宇は取れておりますが.全 量管理方式の見直しと

いう事になっているのです。

それでは当面の食管制度については現行制度の

枠 内ででも出来るだけ市場原理 を入れていこう,

財政負担も減 らしていこうという事になっており

ますが,まず真 っ先には生産者米価の問題です。こ

れにつきましては,第 一次答申の時 も,丁 度米価

を決める時と緊急答申の時と一緒になりまして.

0.5%上 がって土光さんが怒ったという事がある。

今年は,生 産者米価が先で基本答申は後だったの

ですが,結 果としては.政 府の諮問が据え置きだ

ったのが1.1%上 がって,土 光 さんがまた怒 って

辞表出すとか報ぜ られたようです。答申としまし

て生産者米価は,r米 需給の構造的な不均衡にか

んがみて,生 産抑制的に定める』 となっています。

この点につきましては,実 際0.5%あ がった り,

1.1%そ の前が2%い くら,そ の前が2年 程据え

置きというような事で,そ の以前と比べますと,

米の過剰下で水準としては実質据え置き的に推移

をしてお ります。従って我々としては,生 産抑制

的に定められていると思っておりますが,0.5%

上げたり,L1%上 げる事自体が非常な問題にな

ってきているのです。

次に生産者米価の水準の決め方ですが,こ れは

算定方式の問題になるのです。臨調としては.稲

作中核農家を基準とする方向で改善を図る事にな

っております。現在は御承知のように作付面積が

全農家平均の1ヘ クタール足らずの平均生産費を

もとに して決められております。1俵 当りの去年

の生産費で2万 円を超えるというようra生産費の

所で決めているのですが,今 後は,稲 作中核農家

を基準となりますと,農 水省の稲作を主業にする
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中核農家は.平 均は3ヘ クタールというふうに聞

いておりますので,か なり規模が大きくなり.米

価水準は下ることになります。今年の生産者米価

を決める米価審議会で政府が出 した2つ の算定方

式の中の1つ は,1ヘ クタール以上の農家の平均

の生産費で,こ れは今年初めてです。1ヘ クター

ル以上の農家の平均とい う事になりますと,1 .8

ヘクタールになります。それで計算 しますと.た

しか477円,去 年の米価より下がります。まして

3ヘ クタール平均の中核農家での生産費だと,今

の米価でも高過ぎるという計算になります。政府

側が出した1ヘ クタール以上の平均は,中 核農家

でやるという所まで決心 した訳ではないようです

が,す でに1ヘ クタール以下の農家の稲作の実態

を見ますと,相 当委託に出したり.賃 貸 しており

ますし,第 二種兼業農家が大部分だという事にな

るものですから,1ヘ クタール以上の平均という

のは少なくとも米で相当程度やっていこうという

農家の平均という事でしよう。

今年の米価をめ ぐって農業団体は4.37%で した

か物価賃銀の指数化方式で出しておりますし,政

府側は,2つ の方式を出 しました。結局,去 年か

らの物財費の値上がりだけで1.1%引 上げという

事になったので,今 はきまった算定方式がないと

もいえます。そこで.こ れから来年にかけて.政

府側,農 業団体側,米 価審議会 も含めて,一 体ど

うするかという問題になってくる訳です。

それか ら2つ 目は,政 府米の売買逆鞘は早期に

解消すること。これはた しか5年 程前に,政 府と

自民党では,そ ういう約束になっております。米

価審議会では,そ こまでの コンセンサスは得 られ

ていませんが.臨 調 としては,売 買逆鞘は早期に

解消して欲 しいと。すでに大蔵省は,こ の答甲を

うけて,新 聞によると,今 売買逆鞘は5.45%,

918円 ですか ら,こ れを今年の暮に解消 して欲 し

いといっている。 そうやりますと,7百 何10億 円

か浮いてきます。それを浮かさないと農政費にも

まわ らないといっております。ただ来年の予算は

マイナスシー リングですから,食 管で浮か して補

助金を増やす訳にもまいらぬので,一 体その辺が

どうなるかここは私にはわかりません。 いずれに

しても売買逆鞘の解消のあと臨調では,コ スト逆

鞘の縮小に努めるといってあります。

コストといいますと,農 協に払う集荷手数料,

保管料から金利,事 務人件費(1000億 円)を 含

めま して.1俵 当たりコスト逆鞘は3800円 あり

ます。 これの縮小をして欲 しいと。 ここでもいろ

んな議論がありまして,食 管制度を維持している

以上は,コ スト面は政府が持つべきだという議論

が.一 方であります。ところが大蔵省とか財界側

は.出 来 るだけ市場原理でという事で.事 務人件

費まではともか くとして,運 賃,保 管料はどんな

商売をやっても掛かるので,こ れは消費者負担に

すべきではないかという事で,コ スト逆鞘を縮少

せよというのですが,こ この文章は,f政 府管理

経費の縮減を図る等.コ ス ト逆鞘の節減に努める』

と,消 費者負担 にまでするか しないのかどちらと

もとれるように書いてあります。

3つ 目は,自 主流通米について。第三部会でも

自主流通米の助成金を減らせといっておりますが

ここでも助成の縮減合理化を図る,そ れか ら,量

的には拡大をするとしています。 これは矛盾 した

事にもなる訳ですが.現 在 自主流通米はだんだん

増えてきまして,政 府米が6で 自主流通米が4で

す。酒米 とか餅米,主 食用のこしひか り,さ さに

しきのような良質米が自主流通米ですが,主 食だ

けでは,2対1で す。そこまで量的な拡大は して

おりますが,こ こにr政 府米と自主流通米の機能

が一体とな って発揮されるように』 と書 いてあり

ますのは.自 主流通米がどんどん増えて量的に逆

転をしますと,自 主流通米が一人歩きを し,い ざ

という時に政府の統制が利かないとこまるか らな

一22一



のです。私は,今 の制度のもとでは,政 府米 と自

主流通米は半 々が限度 じゃないかなと思っており

ます。今後 自主流通米の助成を削減するという事

では,さ さに しき,こ しひかりなどに1俵1800

円出 している良質米奨励金をどうするかという問

題 となります。

それから4つ 目が,『流通面,生 産面 ともに適正

な品質格差が実現され得るようにする』という事

で,政 府の売る米eζついては,す でに47年 か ら,

格差をつけ,今 では北海道米と普通の政府米とで

は2500円 の差がついております し,買 値は,3

年程前に,北 海道米と内地米とでは,1000円 の

差がついておりますが,そ の品質格差をきちんと

して欲しいという事 と,も う一つは,r消 費者価格

`ζついて,指 導価格等 による強制介入を緩和する』

と書いてありますが,昭 和47年 に物価統制令を廃

止 して,消 費者価格は自由という事に した時に,

当分の間標準価格米制度というのを作 ったのです。

それが今も生きているのです。そ して政府が依然

として,標 準価格米の値段はこれだけだというよ

うに,消 費者米価を上げる毎に決めてきたので丸

しかし,だ んだん良質米が増えてまいりまして,

すでに標準価格米というのは.ウ エイ トは2割 を

切っております。東京など大都会では1割 ありま

せんので これをもう止めたらどうかという意見も

あって,こ のように書いてあります。

4.備 蓄 問 題 に つ い て

以上が食管の問題ですが,こ こでどうしてもと

りあげて貰えなか った事が一つあります。それは

備蓄の問題です。僅かに中長期的に制度を見直す

とい う所で備蓄という字が入っておりますが.そ

れは中野さん と池田さんの顔を立てて,備 蓄 とい

う字だけは入れてあげようという程度のことで土

備蓄について,米 の備蓄の在 り方とか,そ の量な

り方法等を明確にする事を,随 分主張 したのです

がそれを入れ るとまた金が掛かるか らいやだとい

う事で,書 いてもらえませんで した。 この備蓄問

題は48.9年 ごろの世界的な食糧危機の時に.それ

までは食管がある以上は,大 体出来秋に100万 ト

ンもっておれば,十 分回転が出来るという事であ

ったのですが,そ れでは不安 ということで,端 境

期に200万 トン持つ事に決めたのです。た しか昭

和51年 で した。ところが.そ う決めたのですが,

200万 トンを回転させますと,そ の200万 トンの

古米をまず優先的に消化 して,そ れか ら新米を食

べるという事に しませんと,回 転をしていかない

訳です。 ところが米が余 って くると,も う消費者

なり米屋さんの方は,新 米を先に寄越せというも

のですから,古 米が残るのです。 しか し55年の冷

害で不作の時は,単 年度需給でパ ンク したのです

が,そ の前の年のお米170万 トンを全部使いま し

て,う まく回転させた。 この秋は56年 度の不作で

10数日後の今年の米穀年度が終わる時には,56年

のお米は,60万 トンあるかどうかやや心細いとこ

ろに来ています。今年は今のところ平年作だとい

う事ですか ら,来 年の出来秋までは一・安心ですが

もう一年 大きな冷害が続いた ら,ひ よっとしたら

カリフォルニア米を入れなければとな らないとも

限りません。備蓄が大事だという所以です。

(註 その後,今 年の作況の悪化が明 らかにな

り58米穀年度末の古米持越は10万 トンと見込

まれるに至 り,58年 産米の生産調整面積を緩

和することとなった。)
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5.生 産 性 の 向 上 問 題

次に第2番 目の問題は,生 産性の向上について

申し上げます。一言でいいますと,構 造政策を強

化するという事で す。経営規模の拡大では農用地

利用増進法を柱に農地3法 を推進 して,農 用地の

利用権等の集積を図る。それから集団化を促進す

ると書いてあります。方法をどうするか という事

までは,書 いてありません。 もう一つは,臨 調で

は,土 地利用型でも特に稲作について,中 核農家

の生産 シェアが過半を超えるようにして欲 しいと。

現在は中核農家の稲作での生産シェアは,僅 かに

1/3し かありません。少rsく ともそれを,過 半

に持 っていって欲 しい。第二種兼業農家が稲作の

49%,約 半分を占めていて農林水産省の作業を聞

いてみます と,こ れから10年では,中 核農家で稲

作の生産 シェアが半分の所 までにはならないよう

ですが.そ ういう注文をつけています。なお,部

会の段階で日本農業の経営形態の中心は,家 族経

営で行 くべきで.生 産性の高い家族経営農家を,

相当数作るという事を書いて くれという事を我 々

は随分主張 したのですが,多 数の意見は株式会社

経営で も共同経営でも何でもよい,家 族経営中心

という訳にまいらんという事で,こ れも削除され

て しまいました。

それから2番 目の問題が,農 業基盤整備,こ こ

は非常にうまく書けておりまして,農 業生産構造

の再編に対する誘導機能を十分発揮 させ ると共に

生産性向上 に資するような事業に重点を置くとい

う事です。あまり金のかかるような農地開発は止

めて くれということが,主 張としてはありました

が.生 産性の向上が出来るような事業に重点を置

くという事でおさまっております。従って,第 三

次の土地改良長期計画が来年作定される方向で進

んで行くだろうと思います。問題はそのあとに,

生活環境施設整備は,抑 制すると書いてあります。

臨調では,こ れが非常に評判が悪 くて,第 一次の

緊急答申の時か ら,抑 制 しろといわれていました。

それで,農 水省の方で も,全 体の事業の中では,

15%に 抑えるなど規制するといってお ります。 こ

の生活環境整備,村 へ行きますと農村環境整備セ

ンター,健 康管理センターとか,農 業管理センタ

ー,役 場 と一緒に出来ておったり,農 協 と一緒に

出来ておったり,あ んまり大きいのが目立っもの

ですから抑制をして欲 しいという事です。 この点

につきましては,基 本答申だけでは済まないで,

第三部会では,補 助金合理化の観点か らこれを具

体的に絞 り込んで行 こうとしており,こ れからの

問題です。

三番目は,技 術の研究開発 と普及事業の問題。

技術の研究開発の問題につきましては,試 験研究

の重点を,コ ストダウンを図る経営技術体系の確

立という事 と.先 端技術の開発に,重 点を置いて

欲 しい。先端技術開発は,今 はやりのバイオテク

ノロジーで,細 胞融合だとか.核 移殖,そ ういう

新 しい研究をどんどんやるという事です。農水省

の方で も来年は.そ の方向で試験研究機関の再編

をやるそうです。それか らコストダウンを図る経

営技術体系の確立 と書いてありますが,こ れは私

が主張 して書いて貰 ったのですが,そ れは.従 来

はとか く労働時間をどんどん下げて.労 働生産性

を上げる事とか,反 収を上げて土地生産を上げる

事で個別技術的にはどんどんやるんですが,そ の

反面.随 分ぜい沢な機械を使 うとか,あ るいは基

盤整備も,ぜ い沢な土地改良をすることになって

きまして,生 産性は上が るのですけれどもコスト

はかかる,と いう事になっている面があります。

た とえば47年 の時の反当の農機具費は,1万1800

円,そ れが56年 は,3万8000円 です。その間物

価 も上がっておりますが,生 産費の中のウエイ ト
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を調べてみますと,10年 前はSU-一次生産費の農機

具費のウエイトは,2割5分 も無かったのです。

それが56年 ではそれが3割 になっておりますから

かなり機械の ウエイトはふえています。その反面

労働時間は節約になっていて.10年前99時 間が63,

4時 間 と2/3位 になっていますが今後は,農 協

も今度の80年 代の農政ではこの間の全国大会でコ

ストを2割 下げるといっています。全体としてコ

ストをどう下げるかとい う研究が,必 要ではない

かと思うのです。

最後に,普 及事業ですが.明 治以来いろいろと

形態は変わりましたが,日 本の農業については,

技術の改良普及は是非必要だという事で今日まで

きている訳ですが 農業外の人々か らは非常に評

判が宜 しくありません。 もう食糧増産的な技術の

普及とい うのはすんだのではないか,ま して先端

的な農家は.普 及員か ら教わる事はないというよ

うな議論があり.特 に生活改善事業につきまして

は,も う農村の生活は都市以上に非常に良 くなっ

たか ら,今 さら必要ない等々の議論が強か った。

ここに書いてありますのは,生 産性向上の為の事

業への重点化で,対 象農家 も,万 遍なく対象にす

るのではなくて,こ れか ら生産性向上を図ろうと

する中核的な農家を対象にする。地域的にも,都市

近郊から山村 まで万遍なくという事では無 くて,

生産性を上げていかなければな らない地域に重点

を置く。従 って.配 置も重点的にすべ きだし普及

員の質の向上も図らなければならないことになる。

今人員は農業改良が1万 人近 く,生活改善が2000

人位ですが.そ れだけの人員がいるか どうかとい

う問題もあります。そういう事 も含めて,普 及事

業の見直 し.刷 新を図って欲しいと,こ ういう事

になっております。 これにつきま しては,た また

ま私は農林水産省の依頼で座長 として研究会をや

りまして,こ の間,「普及事業の刷新について」と

いう報告書を農水省に提出 しております。それに

は今私が申し上げました方向の ことが書かれてお

ります。

以上農業についての臨調の基本答申の内容を申

し上げました。まだこれから来年3月 までいろい

ろな問題について審議が進められこれが具体的に

なってまいりますのは.早 くて58年度の予算から

という事になりますが,今 まで聞いて頂きました

ように,農 政審の報告と臨調の基本答申とは,色

色と違いもありますけれども.大 きな方向はそれ

ほど私は違ってないと思 うのです。少数派で悪 口

もいわれましたが.ま あまあの所で答申ができた

んではないかと,多 少 自画自讃 もしています。

6.地 域の実情にそった政策の具体化

最後に臨調のことから離れて,他 の事を2,3

申 し上げて私の話を終わりたいと思います。先づ

これは,臨 調には若干関係があります し,こ の間

の全国協会の基幹職員研修会でも申し上げたので

すが,具 体的な村の2つ の例で,皆 さん方の参考

になればと思 います。1つ は,福 岡県の久山町で

す。 これは臨調の土光さんが今年の1月,日 経の

「私の履歴書 」にお書きになって特に有名になっ

た町 と町長の ことです。 これは福岡市の東隣りに

ある都市近郊の町なんですが,土 地政策的には.

非常に立派な事をやっておられる町です。町長は

他の所がやる事でもやらないで済む事は,や らな

いという事をモットーにしてやってきた。そうい

う勇気があった為 に,こ こまできた村であるとい

う事を.い ってお られます。例えば,幼 稚園は作

るけれど,保 育所はおかない。保育所 に置くよう

な幼い年の間は,お 母 さんは子供の番をしてお丸

いちいち保育所 に預けてまで外で働かなくてよい
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という主旨だそうです。それか ら,助 役は置かな

い。公用車 もい らない.必 要な時は,タ クシーを

使う。何とか審議会というのは.一 切おかないと

い うような事を,勇 気をもってやってきたのです、

その代わり町民全体を無料診断する。 これを九州

大学と提携 してや っている,等 々ですが,そ こで

の土地政策に私は,非 常に感心をしました。

それは昭和45年,新 都市計画法の時に,村 が全

体で37平方 キロ.そ の96%を 調整地域にして しま

ったのです。従 って市街化区域は残 りの141ヘ ク

タールしか無い。そ して.町 に土地開発公社を作

りまして,都 市近郊ですから,土 地を売 りたい人

も出てくるのですが.一 切不動産屋をいれない。

町の土地開発公社が,全 部買上げをやるのだそう

です。今までに買ったのは,40万 坪,20億 円かか

ったそうです。そ して転用する場合は,町 が間に

入 って転用するし,転 用 しない所は,農 地として

使わせるという事を,や っておられるそうです。

この町のことを書いた本(註,久 山町長の実験

大谷健 草思社)が あるのですが,そ れをみます

と,土 光 さんに一つだけ反対があると,町 長がい

っているのです。それは,土 光 さんは臨調で農業

に金をかけてはいけないといっているが,そ うで

はない。農業には,基 盤整備,農 地を守るという

事については,金 をかけてもいいではないかとい

う主張をしております。それに感心をいた しまし

た。

もう一つは,農 業サイ ドで有名な静岡県の豊岡

村,藤 森常次郎さんの村です。私もこの前いって

来たのですが,こ こも46年で したか,農 業,工 業

住宅の土地区分を しまして,47年 には,農 地管理

セ ンターを国に先駆 けて作り,自 立経営農業振興

会を作って.自 立経営になっていこうとする農家

に対して土地を集中する。豊岡村は国の施策に先

がけてやるので農振法の改正の国会の審議や,農

用地利用増進法の審議があった時にも,ち ゃんと

衆参両院の農林水産委員会が現地視察 されたそう

です。村長 として,こ この土地を農工住にうまく

地域区分 して,そ して農業は農業 としてうまく使

うという事を.や っています。なぜ この2つ の村

の事を申し上げたか といいます と,臨 調の方向な

り,農 林水産省のとろうとする農政の基本方向の

具体化なりは,構 造政策になってまいります し,

それも県の段階でいろいろ考えるだけでは,だ ん

だん地域の実情に合わなくなっています。 もっと

きめ細か く,町 村の段階まで下りていかなければ

いけないと,私 が思 うか らです。

この2つ の町村は.村 長.町 長が中心になって

村 の土地政策をやっています。県の皆さん方.公

社の皆 さん方 も.出 来るだけそういう村に出かけ

ていって,村 と相談 しながらやって頂きたいと思

いまして。その2つ の事を申し上げたのです。 出

来るだけこれから皆さん方の仕事 も,村 の段階と

密接に関連をするようお願いをします。たまたま

私共で今年始めました実験事業も,そ ういう主旨

も含めてだと思ってお りますので,是 非村の段階

まで下りていくような方向で.お 願いしたいと思

います。

7.農 業公社と村が結びつ く制度研究

その点につきましては,全 国農業会議所の農林

水産大臣諮問に対する中間答申,自 立経営農家の

育成について書いておりますが,そ ういう自立経

営なり中核農家を作 っていく為には,農 地流動化

の一層の促進が必要だとしています。そして,さ

らに,農 地保有合理化促進事業の活用とい う事が

書いてあります。我々の事業を.新 しい仕組の中

に取 り入れて活用 したいという主旨です。この農
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地保有合理化事業を含めま して,農 地の集積をや

っていこうとい う事です。

全国農業会議所の中間答申では,そ の次に,農

業委員会の活動体制の強化整備が書いてあります6

それの一環 として,農 業委員会の農地管理体制の

整備を図る。 また県農業会議と道府県の農地保有

合理化法人,農 業公社との組織.業 務の連携を強

化する。全国段階も,同 様の措置を検討する。と

書いてあります。別に全国農地保有合理化協会 と全

国農業会議所が相談 してこれを書いた訳ではあり

ません。私は以前に全国農業会議所の農業委員会

等の制度問題研究会の小委員長をやっていた事が

ありますが.あ の時の案での町村段階での考え方

は.今 度の農用地利用増進法等に取 り入れられて

実現 しているのですが,そ れ以外の府県や国の段

階の事は,そ のまま終わりになっております。会

議所の池田専務にた しかめてみましたが.そ れを

蒸 し返 してす ぐやるという事でもないようで,ま

たそれをや った方がいいのかどうか,あ れから5

年以上もたってお りますから,お 互いに研究は必

要だと私は思 っております。 というのは,さ きほ

ど具体的な村のことも申し上げましたよう1ζ,こ

れからの農政の方向をみましても,地 域的な問題

に入 っていくし,特 に,村 の中の農地の流動化,

農地の集積を進める。そこへ,我 々の農地保有合

理化事業を.ど う組み合せていくかということを

考えますと,村 との接触が一番必要です。といっ

ても役場の場合 もありましようし,農 業委員会の

場合 もありましようし.農 協の場合もあるで しよ

うが.こ れらを相手に,我 々の活動 をどうした ら

良いかと,そ の活動の仕方 をいろいろ考えて行 く

ことが必要です。それと同時に,も う少 し我々の

農業公社が,末 端と結び付 く方向を制度的に考え

る必要があると思 うわけです。 これは,今 す ぐ,

どうしょうということではありませんが,こ れか

ら先,村 々と,よ り密接に関連を持たせるために

は.そ ういう方向に制度的に持っていく必要があ

ると思います。別に,私 として,こ れを皆さんに

今日提案するということまではまいりませんが.

この中間答申を見てみましても,全 国農業会議所

でも,や はり考えてみたい,と いうことでし よう

し,我 々の方 もそういう観点から,1つ.こ の問

題を考えた らどうかと思います。 これで私の話を

終わ らせていただきます。

(全国農地保有合理化協会会長)
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別 紙(1}

行 政 改 革 に 関 す る 第3

一 基 本 答 申

次 答 申

昭 和57年7月30日

臨 時 行 政 調 査 会

抜 枠

第2部 行 政 改 革 の 基 本 的方 策

第1章 行 政 施 策 に 関 す る改革 方 策

1.農 業

(1)基 本的考え方

ア.我 が国農業については、特に次のような

点が問題である。

① 生産性特に土地利用型農業の生産性は

国際水準 より相当低 く、農業者の所得確

保等のため、多くの財政負担を要 してい

る。

② 主要作物である米の需給が構造的に不

均衡である等需要に見合った農業生産体

制が確立 していない。

イ.今 後は、米の需給均衡を図る等、国際化

の進展の下で需要に即 した農業生産の再編

成を行うとともに、生産向上を図 り、内外

価格差を縮小 し、産業として自立 し得る農

業を確立することが重要である。

ウ.こ のため、農業者の自主的努力、活力を

十分尊重す るとともに経済性、効率性の観

点を重視 しなが ら、次のような方向での改

革を推進する必要がある。

② 米の需給均衡化と食糧管理の制度 ・運営の

改善

ア.水 田利用再編対策

転作の定着化、需給を反映した米価の設

定、転作作物の生産性の向上等により、転

作奨励金依存か らの早期脱却を図 る。 この

ため、第3期 対策においてこれを具体化す

る。

イ 食糧管理の今後の在り方

{ア}食 糧管理制度については、その運営に

おいて一層市場原理を導入するとともに

財政負担の縮減合理化を図ることとし、

次のような改善を行 う。

① 生産者米価については、米需給の構

造的不均衡にかんがみ生産抑制的に定

める。また、その水準の設定について

は、今後稲作中核農家を基準 とす る方

向で改善を図る。

② 政府米の売買逆ざやは早期に解消す

る。 さらに、流通合理化等により政府

管理経費の縮減を図る等、コスト逆ざ

やの縮小に努める。

③ 自主流通米については、その助成の

縮減合理化を図るとともに、量的拡大

を図る。この場合、政府米と自主流通

米の機能が一体 となって発揮 されるよ

うにす る。

④ 流通面、生産面 ともに適正な品質格

差が実現 されるようにし、消費者価格

について指導価格等による行政介入を
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緩和する。

{イ1中 長期的には、米の農業生産や食生活

における地位の変化を踏まえ、米の需給

備畜価格安定の意義、それに要するコス

ト等を総合勘案 し、現行の全量管理方式

の見直しを行 う。

(3)生 産性の向上

ア.経 営規模の拡大

農用地利用増進法を柱に農地3法 の推進

により農用地の利用権等の集積 と集団化を

促進する。

稲作では中核農家の生産シ ェアが過半を

超え るようにする。また、兼業農家を含め

た高能率の生産集団の育成を図る。

イ.農 業基盤整備

農業生産構造の再編に対する誘導機能を

十分発揮させるとともに、農業の生産性向

上に資するような事業に重点を置いて推進

し、生活環境施設整備は抑制する。

ウ.技 術の研究開発及び普及事業

{ア}試 験研究の重点を、コストダウンを図

る経営技術体系の確立、先端技術の開発

に置くとともに、民間研究の活用を図る。

{イ)普 及事業について`よ生産性向上のため

の事業への重点化.生活改善普及事業の見

直し等事業内容の刷新と効率化を図る。

別 紙{2}

農 林 水 産 大 臣 諮 問 に 対 す る 中 間 答 申

一 自立経 営農 家等 の育 成 と国民 合意の農政へ一

抜 粋

昭 和57年9月27日

全 国 農 業 会 議 所

第 皿 農業構造政策の新た な強化策 につ いて

(前 文 略)

2.農 地の高度利用の一層の促進と新 しい農地管

理 システムの検討

口)農 地流動化の一層の促進

農地三法が施行 されてから三年 目に入ろう

としている。 この間、農用地利用増進法によ

る利用権の設定は8万ha(57年6月 末現在)

をこえ、農業委員会のこれに対する活躍は、

多方面か ら高い評価をうけている。

しか し、この成果は、農業構造政策の推進

の必要性、あるいは大量の兼業農家の存在等

の現実からみれば、ようやくその端緒をひ ら

いたにすぎない。この制度による農地流動化

をさらに促進するために必要な問題点 も明 ら

かになりつつある。具体的には、① 自立経営

農家等の育成と組織化を進め、このエネルギ

ーによって流動化を促進すること
、②地域に

おける農地の高度利用促進のための合意づ く

りを進めること、③ 地価の抑制、税制、金融、
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農業者年金制度等の改善を図ること、④農地

三法の普及を一層強化するとともにヤ ミ小作

の解消を行 うこと、⑤関連施策の拡充を図る

ことなどである。

これらについての考え方は次のとおりである。

① 自立経営農家等の活力を土台とした農用

地利用高度化の地域における合意づ くりの

促進

農業生産の再編成、農地流動化の促進の

ため、兼業農家を含む地域の合意の形成が

重要 となっている。 こうした合意形成を促

進するためには、とくに次の点に留意 して

進める必要がある。

ア.農 地三法施行後のこの2年 間、農地流

動化は農業委員会、農業委員の積極的な

掘 りおこし活動によって進め られてきて

おり、今後この活動 をますます強化する

うえで、規模拡大に積極的な意欲を有す

る自立経営農家等 と農業委員会の結びつ

きによる、農地流動化の推進が重要 とな

ってきた。

自立経営農家等ならびに農業後継者の

組織化を図り、農業委員会 とこれが日常

的に農業生産の向上、農地利用のあり方

等について協議 し、 この活力を土台とし

て農地の流動化を進める必要がある。

イ.昭 和57年8月 の農政審議会報告におい

て示された地域農業集団は、地域におけ

る農業生産の再編向上を目指 し、このた

めの農地利用のあり方等について合意形

成を進めようとするものであるが、この

場合、兼業農家が積極的にこれに参加す

るとともに、 自立経営農家等がその中心

的な役割を果さなければ、その目的を達

成することはできない。作物の選択、作

付計画、農地の流動化等を自主的に協議

するこの場でこそ、自立経営農家等が中

心となって兼業農家に応える必要があり、

地域農業集団はこの方向で活動する必要

がある。

ウ.水 田利用再編対策等 もあり、兼業農家

が生産性の低い水田経営をそのまま継続

することは次第に困難になりつつある。

また、労働力不足、機械の高騰などから

次第に水田経営からはなれる傾向も出て

いる。自立経営農家等がこうした状況 に

いかに して対応するかが問題である。こ

の場合、例えば兼業農家が米以外の作物

を導入 して、高齢者や主婦の就労機会を

拡大することを、 自立経営農家等が援助

すれば、稲作に対する過度の傾斜 も若干

緩和 され、水田の貸出 しがふえることも

予想できるのである。

エ。農業生産における生産性の向上は基本

的には、農家が自か らの経営に責任 をも

つところから発展するものであり、生産

組織はこうした個別経営を補完するもの

と して必要である。

個別経営の枠をのりこえて、いわゆる

生産集団自身が農業生産を全面的に担 う

方式は、原則的には、過度的な性格を有

するものであり、個別経営の発展に留意

しつつこれを進める必要がある。

兼業化の進んだ地帯あるいは山村等の

農業の担い手が殆んど欠除 した地帯にあ

っては、生産集団をつくろうとする動 き

もみ られるが、このことによって農業生

産の向上、コストの低下を図ることが可

能であろう。

② 農地価格の抑制、税制、金融、農業者年

金制度の改善

ア.農 地価格の抑制
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今後の農地流動化のかなりの部分が所

有権移転によるものと考えられる。これ

を促進するにあた っての最大の問題は農

地価格問題である。

農地価格の高騰は、資産的保有傾向の

強まり、開発の進行等種々の要因があり

これをただちに抑制することは困難であ

るが、今後の農地流動化促進のため、農

地価格を抑制する方策について検討する

必要が生 じている。

この場合、現在の線引き制度(農 振地

域等の区分)を 堅持するとともに、土地

利用、取引について、公共的な観点から

の規制を強め地価の高騰を抑制すること

を検討する必要がある。

また、農地の取引にともなう資金の貸

付、あるいは税制上の優遇措置の適用、

買い換え制度の運用等にあたって も、適

正な価格を実現するための誘導について

努力すべきである。なお、農地の買い換

え制度の適用については、真に農業を実

施する者に限るよう、農地の買い受け人

の資格等の認定を厳格にする方向で見直

すべきである。

農地の売 り手、離農者等については、

税制上の優遇措置をさらに強化するとと

もに、離農対策(離 農給付金制度の拡充、

転業資金の貸付等)の 充実等によって、

地価上昇への強い期待を緩和 させる措置

を拡充すべきである。

農地価格問題 については農業側のみの

努力で解決できるものでない。都市の肥

大化の抑制をはじあ、国土利用計画法に

よる宅地等の取引き規制の強化等を同時

に進める必要があろう。

イ 税制の改善
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税制`ζついては、農地の賃貸借、売買

の一層の促進のため農地の譲渡所得の控

除、とくに農家が離農 してすべての農地

を譲渡 した場合の所得の控除を大幅に引

上げるべきである。

また、農用地利用増進法等による貸付

地については、相続税および贈与税の納

税猶予制度が適用 されていないが、農地

流動化を円滑に進めるため、 この改善が

必要である。

なお、高齢者が小作料等収入を得るこ

とによって、扶養控除の対象か ら外され

るため、農地を貸 したがらないなどの問

題 も出されている。その他自立経営の経

営変動準備金制度の創設も要望されてい

る。

ウ.金 融制度の拡充

金融制度については、 自立経営農家群

の規模拡大と農地流動化の促進のため、

農業近代化資金、農林漁業金融公庫資金

制度等を拡充するとともに、とくに、農

地金融、後継者育成資金の貸付限度額の

拡大、一層の長期 ・低利化と償還期限の

大幅な延長等が必要となっている。

エ.農 業者年金制度の改善

農業者年金制度については、農地流動

化の促進および農業後継者の育成のため

の役割をさらに強化することについて検

討する必要がある。このため、加入者の

農業経営の移譲にあた っては、農地の処

分等が一層 自立経営農家等に対 して行わ

れるよう指導を強化するとともに、若齢

未加入後継者の加入促進等制度の充実強

化に努あるべきである。

また、農業者年金制度の運営について

は、農業委員会が大きい役割を果 してお



り、年金制度と農業委員会の農地流動化

促進対策とが一体 となった運用がさらに

円滑に進むよう、指導、体制の強化に努

める必要 がある。

オ.有 益費の償還等のルールづ くり

農地流動化の進行にともなって、耕作

者が土地改良事業に参加する場合が増加

することも予想 される。 このため、有益

費償還について農業委員会で指導できる

方式を確立する必要がある。

③ 農地三法の普及の強化とヤ ミ小作の解消

農地を貸 した らなかなか戻らないという

迷信は、まだ非常に根強いものがある。 こ

れを打破するには、農業委員会、農業委員

が日常的に農家に対する啓発を行 うことが

もっとも有効である。

また、ヤ ミ小作等 も次第に農用地利用増

進法にのりはじめたとはいえ、まだ10万ha

以上の ものが存在すると推定 される。ヤ ミ

小作自体は農地流動化のひとつの変型的な

発展の結果であるが、 これを農用地利用増

進制度をはじめ、正常な農地の賃貸借のル

ールにのせ ることは、新 しい農地流動化に

ついての農 家の理解を大きく進めることと

なる。

旧農地法のアレルギーとヤ ミ小作の解消

のための、農業委員会活動の強化を図るべ

きである。

④ 関連施策の充実

農地三法関連施策は次第に充実 されつつ

あるが、今後一層流動化を促進するための

措置として次の点を検討する必要がある。

ア.自 立経営農家等への農用地利用の面的

集積および長期の貸付けに誘導するよう

な農地流動化奨励金の交付

イ.農 地銀行機能の拡充、とくに相談 ・普

及活動の強化および集落農地利用地図の

作成、農家土地台帳(農 家基本台帳)の

整備'

ウ。農地保有合理化促進事業の拡充

工.農 業委員会の体制の一層の整備

オ。農地流動化促進のモデルとしての新農

構後期対策の拡充

② 今後の新しい農地管理の仕組みについての

検討

当面は、以上の政策の強化によって農地流

動化の促進を図ることとするが、5～10年 後

には世代交替の進行等にともなって農地流動

化が本格的に動きは じめることが予想される

とともに、政策的に もこの一層の促進を図る

必要が生ずるものと考え られる。 これに対応

するため、いまか ら新 しい農地管理のシステ

ムについての検討を開始す る必要がある。 こ

れについての考え方は次のとおりである。

① 農地管理の基本的方向

農地三法の施行にともない、農地の権利

移転について、市町村、農業委員会の公的

関与の下で、地域による自主的な管理の方

策がとり入れられた。

このことによって、農地の流動化は大き

く進みつつあるが、今後この新 しい農地管

理システムを定着 ・発展させるためには、

国の規制と地域の自主的管理をつないでい

る、市町村段階での公的管理の仕組みが一一

層有効に働かねばならない。

具体的には農地の高度利用の促進のため

の農家間の話 し合いの促進と、それによる

地域の農業生産のあり方やその推進方策を

示すとともに、話 し合いの基礎となる資料

の提供、あるいはこれによる農地の権利移

転のあり方についての指導 と権利移転につ

いての公的立場か らの保証等、市町村段階
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での役割がますます重要になっている。

このためには、農業委員会が、農地法、

農用地利用増進法等の主体的な推進役 とし

ての役割を十分果し得 るよう、その農地管

理機能を充実 させるとともに、市町村、農

協、普及組織との協力の下で、地域農業集

団の形成を図 りつつ、地域における農地の

高度利用促進のための合意づ くり、自立経

営農家等への農地の所有権、利用権の集積

の促進などを進める必要がある。

② 農地保有合理化促進事業の活用

農地保有合理化促進事業は農地の所有権

の売買、小作料の一括前払いによる賃貸借

の促進などを行ってきたが、今後の農地流

動化の促進のためには農業委員会の農地流

動化促進事業のなかでこの機能の積極的な

活用を図る必要があ る。

例 えば、農業委員会のあっせん等の諸活

動により、売却された農地、あるいは貸出

された農地を、農地保有合理化法人が一定

期間保有 し、農地の面的利用の拡大等に配

慮 し、地域の合意を得て、自立経営農家等

にこの所有、利用を集積 していくことなど

もひ とつの方法である。

③ 農業委員会の活動体制の強化整備

農地の公共的な一元的管理主体 として、

次により農業委員会活動と体制の整備を図

る必要がある。

ア.地 域における農地利用合意づ くりの組

織化および合意内容の指導

イ.農 地利用の合意づ くりの基礎 としての

農家土地台帳(農 家基本台帳)の 整備を

は じめ、所有、貸借、作付、作業受委託

等の状況をあきらかにする地図の作成。

ウ.農 地保有合理化機能の活用

工。農業者年金、税制、資金等 と農地の権

利移転 との調整の円滑化

オ。自立経営およびこれを志向する農家群

と後継者の組織づ くり

カ.地 域の農地利用の合意形成、地図づ く

り、 自立経営農家等の組織化のため、と

くに農業改良普及員 との連携を強化 し、

農業委員会の農地管理体制を整備するこ

と。

主 都道府県農業会議と道府県農地保有合

理化法人との組織、業務の連携を強化す

る。全国段階についても同様の措置を検

討す ること。

(以 下 略)
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