
「ほ場 整 備 と農地 流動 化 の あ り方,農 地 保 有 合理 化

促 進事 業 の あ り方 等 」 につ い て の コメ ン ト

倉 内 宗 一

(1}ほ 場整備事業と農地流動化の問題にアプロ

ーチする際に、まず考察を要する点は、換地処分

と農地流動化の関係である。換地処分は、たんに

従前地の権利を換地に移行させるということにと

どまらず、農用地の集団化等による新 しい土地利

用秩序を形成するということ、更には従前地の権

利関係についても事業参加者の集団的合意ないし

特定当事者の個別的合意にもとついて換地処分の

過程で一定の変更を伴ないうることに注目すべき

であろう。

周知のよ うに、'64年土地改良法改正によ り、土

地改良事業の目的に農用地の集団化が盛り込まれ

るが、それは農業機械化等の進展を背景に して、

その効率的利用と生産性の向上を図ることにあっ

た。農用地の集団化 という場合、個人別、作目別、

集落別等の集団化があり、それぞれ単独あるいは

複合的に実施されるが、その目的は事業地区の農

業生産性を全体として向上させることにあり、事

業効果が事業参加者全員に均落することを前提と

す る。いいかえれば、農用地集団化の効果が、事

業参加者の多 くの人に認識 しうる程度によって、

農用地集団化の程度やあり方が決まるのである。

従前地の比較的まとまったところに換地するいわ

ゆる密集地換地が多い個人別集団化は、個々の農

家にとってその効果は最 も認識 し易いが、従前地

を換地の位置がしばしばかなり離れる集落別ない

し作 目別集団化は、合意を得にくい局面が増える

といえる。 しかし、出入作を調整 し集落等の単位

での土地管理を容易にする集落別集団化は、集団

的土地利用一 その一部で もある集団転作一 を

支える条件形成であり、また作目別集団化は各作

目の経営的発展を保証するものであり、個人別集

団化に劣 らない重要性を持 っている。宮崎県国富

町綾川第1区 は、従前の桑園 とタバ コ耕作畑の錯

綜状況を、桑樹等の移転費用の問題か らそのまま

に区画整理、集団化率は低 く、かつタバコ耕作者

と養蚕農家等 との トラブルの発生を防げていない

が、群馬県甘楽町沖地区では換地によって酪農団

地を形成 し、酪農経営展開の条件を整えてお り、

この2事 例に即 してみても、作目別集団化の重要

性を示 していよう。だがいずれにせよ、換地によ

る農用地の集団化は、農業構造の改善に資するが、

直接的には特定者にのみ集団化効果が帰属するこ

とをとりあえずは排除することによって実現す る

ものであって、従前地の権利関係の同一性を前提

に してそれを換地に移すという基本的性格を越え

るものではない。

これに対 して、換地処分の際に行なわれる小作

地等の処理は、従前地の権利関係に直接 ・間接の

変更を もたらすとともに、換地処分後の農地流動
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のあり方を規定するのが特徴である。とりわけ、

農地制度の改正経過か ら、'70年以前の残存小作地、

その多 くは農地改革残存小作地であるが、それと

以後の農地賃貸借が制度的に併存することか ら、

ほ場整備に際 してその両者の併存が もたらす複雑

な問題を換地によ って解消することが政策論的に

も要請されることとなった。一般に、耕作権が相

対的強い残存小作地が、地域において一定の割合

を占めると、地主の警戒感のゆえに短期の農地賃

貸借の発生を抑制するかあるいは発生 してもそれ

は表面化 しない傾向にあるといわれている。この

点は、換地制度調査研究会が、昭和52年 度に一時

利用地指定または換地原案について補助を受けた

ほ場整備地区を対象にして行なったアンケー ト調

査結果の分析によ って、かなり明確な傾向として

指摘されてい嘉)も っとも最近では、農用地利用

増進事業の浸透によって、新しい賃貸借が制度ル

ー トに乗 って発生 して残存小作地と共存する地域

も少なくないが、 これら地域ではそのために残存

小作地の耕作権が弱化の傾向をみせているように

思われる。いずれにしても、小作者の生存権的意

味を色濃 く有する 「耕作権」と地主の対抗 ・勢力

論的な意識を潜在化させている残存小作地の存在

は、新 しい農地賃貸借に対 して も上の意味を有す

る論理を持ち込む ことにより、新 しい農地賃貸借

の本来的 ・経済論的な用益権が慣行 として確立す

る余地を少な くしていることは確かであろう。そ

のことは、農地賃貸借を政策的にコントロールす

ることをむずかしくすることになるが、端的には

小作料政策にみられる。残存小作地の存在故に、

標準小作料は抑制的に設定せざるを得 な い 地 域

(高収量地帯がとくにそうである)が 少な くない

が、残存小作地の小作料が標準小作料にスムース

に改定されても、新 しい農地賃貸借の小作料は抑

制された標準小作料におさまり得ずに、裏契約に

よって文面とは別途の小作料が支払われたりある

いは農地賃貸借が正規ルー トに乗らないといった

事例も多 くなる。新 しい農地賃貸借が、制度の裏

付けをもった規範として確立することをむずか し

くしているのである。こうした事態を考えれば、

残存小作地を解消することが望ましいわけである

が、ほ場整備事業はその解消の好機となるのであ

る。残存小作地の解消は、地主への小作地返還、

小作者の所有権取得、小作地面積の地主 ・小作者

による分割の方法があるが、ほ場整備時にはどの

方法にせよ解消が容易になるか らである。とりわ

け、零細な小作地を面積分割 しても、ほ場整備の

換地によって、地主 ・小作双方のより大きい自作

地に集団化できるというのが、その利点である。

実態調査によれば、ほ場整備の際にも、残存小作

地の解消がほとんど進まない事例もあるが、解消

が一挙に進む事例 もある。地域農民の考え方 ・雰

囲気や土地改良区 ・農業委員会の姿勢がその対応

の相違を生み出している。

ほ場整備の際の残存小作地の解消方法は、整備

時以外のときにもよく行なわれる返還、所有権移

転、加えて面積分割も多いが、そのうち面積分割

についてみると、その手続きは大き く2つ のや り

方で行なわれている。その1つ は、小作地の分筆

登記、一部を地主に返還(農 地法20条)、 一部の

所有権移転(同3条)と その登記をしたうえで、

換地によって地主 ・小作双方に集団化を図るもの

であり、従来最も多く活用されていた よ うで あ

6(1)しかし、その手続 きの面倒 さが問題であった。

これにかわって、2つ 目の手法は、分割解消 した

い小作地を全面積地主に返還(合 意解約)し た上

で、換地操作によって地主の面積か ら小作者に分

割すべき面積相当を減歩、他方小作者には分割を

受けるべき面積相当を増歩 して、結局小作地分割

を実質的に達成する方法である。換地制度調査研

究会では、残存小作地解消の具体的手法としてこ

の2つ 目の方法を、手続きに伴なう若干の注意事
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項を付 しておおむね肯定的に評価 したカe)お そら

くそれ以来、 この簡便な小作地解消方法が普及し

つつあるようである。例えば、富山県滑川市は農

地改革残存小作地が相当にあったが、改革後それ

は徐々に減少 しつつ、1970年 代に入 って行なわれ

たほ場整備事業の際に一挙に解消が進むとともに、

この解消と前後 して新 しい農地賃貸借が発生 して

くる。その残存小作地の解消の方法としては、70

年代後半の県営ほ場整備地区に属する滑川中部土

地改良区内では上の2つ 目の手法が多く採用 され

ている曾宮崎県国富町のほ場整備事業では、70a

の残存 小作地を全て解消しているが、ここでは所

有権移転登記代替手続きとして不換地や増減歩操

作を活用 しているので、小作地の面積分割を した

か否かは別 として、上の2つ 目の手法を採用 して

いる可能性 もあろう。小作者に20%を 越える増歩

換地がみられる群馬県甘楽町沖地区 も、部分的に

活用した可能性がありうる。茨城県石下町中沼地
(5)区も同様である
。

② ほ場整備事業による区画の整形 ・拡大、農

道整備、潅排水整備による乾田化や畑地潅概施設

の設置等の生産基盤条件の整備は、新 しい生産条

件を生かし活用する農家とそうではない農家の分

化を生み、農地流動を一般に促進する傾向がある。

甘楽町沖地区では、酪農団地の形成による酪農の

発展、乾田化 に伴な って高率の転作が実施され、

この もとで主 として法ルー ト外の貸借が進展 して

いる。転作奨励金が貸借の表面化を抑止 している

が、農地の流動化を促進 しているといっていい。

高知県安芸市の市営ほ場整備事業は、水田の乾田

化と区画整形 ・拡大によって、施設園芸の展開を

もたらし、正規 ・不正規の水田貸借を促進、同 じ

ように宮崎県国富町では乾田化と畑潅が土地の集

約的利用への転換を促 しつつ、一部に相当規模の

借地拡大農家を形成 している。労働集 約 的 作 物

(施設園芸、露路野菜)や 一定の規模以上に達 し

ていないと経営の継続がむずかしい酪農などは、

一般に兼業労働との両立は困難であり、専業的な

農家と皿兼農家 ・離農への分化が生 じることとな

るが、こうした経営の存立する地域のほ場整備事

業は、その分化を促進 し農地流動を多発させるの

である。但 しこの場合、皿兼化し離農する農民を

受け入れる地域労働市場がどの程度展開 している

かが問題となり、それによって農地流動量は左右

される。施設園芸地帯の安芸市では、農業専業的

経営が必要とする農地の規模はさして大きくな く、

専業農家間の農地貸借が相当量に達する程であっ

て、この点は多少特異的であるが、甘楽町と国富

町と対比すると、前者の方が分化が進展 してみえ

るのは、労働市場の進度も関係するであろう。

水田地帯においても、ほ場整備事業の結果、農

業機械 ・施設の効率的利用が可能となり、農業機

械を駆使する農家と機械導入が経済的に困難な農

家あるいは機械操作労働力を欠く農家への分化を

鮮明に し、前者の面積規模拡大の余地の増大、後

者の作業委託、農地貸付と兼業深化とあいまって、

農民層分化が進展する点では同様である。水稲作

地帯のほ場整備事業も、農地流動促進効果がある

といえるのであるが、他方で従前の農業条件 と比

べて作業が容易となって、兼業との両立の余地 も

拡大 し、兼業深化 しつつ自作耕作を継続する農家

も多数形成する。従 って水稲作地帯では、畑作物

等の地帯と比較すると、ほ場整備事業が農地流動

を促進する面と、兼業農家を滞留させて機械の過

剰投資を伴ないつつ農地流動を抑制す る面 と を

共存させる傾向が一層強くなる。畑作物地帯を含

めて、この2つ の側面のどちらが強 くなるかは、

地域労働市場等の農業を取 りまく条件によって規

定されることは勿論であるが、ほ場整備事業に併

せて農業機械 ・施設がどのように導入されるか、

市町村や農協の農地流動化施策がどのように展開

されるかに相当の程度左右されるようである。富
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山県滑川市の場合、70年 以降のほ場整備地区にっ

いて、1区 の工事完了にタイミングを合せ集落営

農組合を組織 して近代化施設を導入することによ

って小規模兼業農家が農業機械を個別に導入する

必要性をな くさせ、他方で農用地利用増進事業の

宣伝、普及を徹底 し、流動化推進委員の活動と結

合 しつつ、営農組合の実質的担い手に農地の利用

権を集中することにある程度成果をあげてい鴉

ほ場整備事業と近代化施設設置のタイ ミングがず

れると、農業機械の個別的な過剰投資と補助事業

等による機械 ・施設の導入が輻接し、兼業滞留を

強めるが、しか しタイミング良く生産組織を形成

して近代化施設を導入したとしても、その生産組

織が兼業農家労働力によって主として担われ、そ

の内容から専業的担い手が育たないという事例も

また多い。専業的な担い手を育成するような生産

組織化が必要であるが、この場合決め手 となるの

は、農地流動化対策が生産組織化と結合 して展開

されることである。生産組織の形成が常に望まし

いわけではないが、ほ場整備の結果、機械 ・施設

の過剰をもた らすのでは事業効果は減削される。

過剰投資を防ぎ、かつほ場整備の結果をもっとも

生か し得る農業の担い手に農地利用を委ねる道を

用意すること、それが地域農業政策 として重要な

のである。

{3)換 地処分は、本質的には農地流動化をその

時点で行なうものではなく、農地流動はむ しろほ

場整備事業の事後的効果として生起するのが普通

である。そのそれぞれについて、農地流動化との

関連については前述 してきた。 しか し、農地流動

は、所有権の移動一 最近東北で増加傾向にある。

一 と利用権の移動の両形態ともに、地理的範囲

が拡大するとともに、とくに利用権の移動量が増

加 しつつあり、こうした事態のもとで、農地流動

は換地処分で整えた土地利用秩序に即応 しない仕

方で発生することもしばしばみられるところであ

る。従って、換地処分と農地流動を有機的にとら

え、ほ場整備事業が農業構造の改善に資するよう

にする方策を検討する必要性は増大 しているとい

える。こうした観点か らとりあえず指摘 しうるこ

とは次の諸点であろう。

{D換 地処分は農用地の集団化を重要な目的に

行なわれるが、事業後の農地流動が この集団化を

強める方向で生起す ることもあるが、しばしば集

団化を崩す傾向にある。換地処分の目的に即応し

た農地流動が望まれる訳であるが、山形県羽黒町

の対応はこの点注 目される。同町では、農業委員

会が町外の代替地購入を抑止する措置をとってい

るが、昭和54年度からは農地移動適正化斡旋事業、

農地保有合理化事業によって、農委が売買価格と

購入者決定の委任を受けて、中核的農家に農地が
(7)集積す

るように対応 している。農地集団化が行な

われたほ場整備地区については、換地計画につい

ての集団的合意をふまえ、農地移動の方向づけに

関してある程度上のような介入の方策をとってよ

いように思われる。

{旧 宮崎県国富町では、ほ場整備前に農地売買

が成立した農地について、不換地や特別換地の手

続きによって登記手続きを省略する事例がみられ

たが、それがほ場整備を見越 した売買であったか

否か判らないにして も、ほ場整備事業と農地移動

をセットに して対応することを一つの方法として

考慮 してよいと思われる。従前地の不整形、小区

画、散在ほ場では所有権売買や貸借は成立 しがた

い場合にも、整備後であればそれが成立 しうる時

には、権利移転の意志がある農家について、事業

実施前に例えば農地保有合理化法人が一度権利を

取得 し、地区の合意を前提に規模拡大志向農家に

換地を行なう方法が考え られる。この場合、従前

地の権利を規模拡大志向農家に移転後に換地する

か、最終的な権利移転は換地処分時に行なうかは

検討を要 しようが、ともあれ、このような対応を
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工夫する価値はあろう。

(iii}土地改良事業参加資格者は、土地改良法で

は原則として耕作者 とし、他方農用地利用増進事

業では地主参加が望 ましい旨の指導通達が出され

ているが、 この指導通達は、短期貸借で賃借者を

参加者とす ることに問題があり、かつ有益費の償

還方法の未確立を考慮 して打ち出されたものであ

ろう。 しか し今後離村地主の増加も考えられ、ま

た事業費負担を問題にし事業同意を拒む地主 も増

加 しうるので、耕作者の経過的事業費負担の制度

を整える必要があるのではなかろうか。有益費と

事業費償還 との整合をはかる必要があるが、この

制度措置によ り、ほ場整備事業が進捗 し、改良効

果を発揮 しうる耕作者への農地集積を促進すると

ともに、自主 的な土地改良の有益費処理方式の慣

行を成立させる支援ともなりうる。

注(1)農 林水産省構造改善局 『換地制度調査研究

会報告書一 農業生産組織及び小作地に関する換

地のあり方一 』昭和54年3月,78ペ ージ。

注{2}農 林水産省構造改善局前掲書の実態調査報

告参照

注{3)農 林水産省構造改善局前掲書84～85ページ。

注(4)倉 内宗一 『昭和56年度利用権設定等実態把

握調査一 富山県滑川市一 』(農水省構造改善

局農政部農政課地域農業対策室)

注(5)『 昭和56年度 ・ほ場整備地区農地流動効果

調査報告書(茨 城県石下町中沼地区)」 農水省構

造改善局農政部農政課

注{6}倉 内前掲稿参照。

注(7}原 田純孝 『昭和56年度・ほ場整備地区農地

流動効果調査報告書(山 形県羽黒町今野川地区)』

農水省構造改善局農政部農政課。

くらうち むねかず

(東京農工大学農学部助教授)
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