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は じ め に

今 日はせっかく与えられた機会ですので、少 し

真面目な話 しといいますか、調査等を通 じて最近

私が感 じているひとつの危慎についてお話 しして

みたいと思います。その危惧とは、農用地利用増

進法が所有権の移転まで取 り込んで、全領域的に

これからの農地行政を律 していくという状況がだ

んだん強まっていくなかで、農地法が培ってきた

農地の公的な管理といいますか、農地の公共団体

による管理 といいますか、そういう理念がいった

いどうなっていくのかということです。いいかえ

れば農地の公共的な管理を担ってきた農業委員会、

農地保有合理化法人、あるいは県の農地課等が今

後 も農地の公的な管理の機能を十分に追及してい

けるかどうかという危惧感で、農地の公的な管理

の理念がひぼしになって しまったのでは、皆さん

方だけでなくて、全農民、あるいは全国民にとっ

て も困った事態だろうと感 じるわけです。そうい

う一種の危慎感といいますか、焦燥感を感 じます

ので、ここでもう一度農地の公的管理展開過程を

ふ りかえってみて、それを現時点でどう発展させ

ていったらいいのか、そこで公社はいかなる役割

を果たすべきなのかということを私なりの立場で、

少 しお話 ししたいと思います。
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1.農 地改革と土地所有権

まず最初に農地改革から入っていくことになり

ますが、法律家の方々の本によりますと、皆さん

方もお聞きになったことがあると思いますが、世

界の所有権思想には二つぐらいの大きな流れがあ

る。一つはローマ法的な土地所有権の流れ、もう

一つはゲルマン法的な土地所有権の流れです。ロー

マ法的な土地所有 といいますのは、土地を所有 し

ているものがその土地をどういうふうに取り扱お

うと、煮て食おうと焼いて食おうと絶対的に自由

である。そういう、土地を所有 している、使用収

益する権利はいかなる第三者、すなわち国家であ

ろうと侵略者であろうと、あるいは同 じ国民であ

ろうと、誰にも侵 させません、そういう考え方が

一つの大きな所有権の流れとしてある。これは、

ローマ帝国が国外に向かって侵略戦争を繰り広げ

ていく、過程で農民が疲弊し、手放 した土地を、

貴族がかき集めてあのラティフンディウムという

大農場経営 してい く。こういう貴族たちの権利主

張を核にしてできあがっていった所有権の思想だ

といわれております。

それに対 してゲルマ ン法的な土地所有の考え方

では、土地は事実上村落共同体の所有になってい

る。個々の農民はそういう村落共同体の一員とし

て、共同体が決めた土地利用の仕方に従って農地

を利用する。従って、午前の梶井先生のお話 しに

もありましたように、そこには例えば何年かごと

に土地をわり換えてい くとか、あるいは収穫を終

わった後の畑は共同で放牧をするとか、そういう

形で、必ず しも地球上の地番を特定されたある一

角が特定の者の所有になるということでは決 して

ないような、そういう土地所有のものの考え方が

あるといわれております。

ローマ法的な土地所有権が私的に所有 し処分す

ることの全き自由を持った、そういう一種の商品

所有権であるとするならば、ゲルマン法的な土地

所有権は、共同体なり社会の側から農業的に利用

するという利用規制をうけた、そういう農業生産

手段としての所有権だと、一 このへんになって

くると法律家でないので、かえって自由勝手にい

うんですけれども 非常に大雑把には総括でき

るかと思います。

ところで戦前の日本においては、ローマ法的な

自由な私的所有権の思想が極めて強固であったわ

けです。そういう私的所有権の考え方は、今 日の

我々のものの考え方、意識をもがんじがらめにし

ている面がありますが、なんで日本において特別

にそういうローマ法的な私的所有権の考え方が強

いかといいますと、戦前における、自らの持 って

いる農地を自らが生産的に利用しない、そういう

寄生地主の地主的土地所有権、これの権利主張、

擁護が歴史的な背景としてあ ったわけで、そこで

自らひたいに汗を流 して働かない、そういうもの

が持っている所有権それ自体の絶対的排他的権利

を認めていくようなものの考え方が支配してきた

んだと思います。

農地改革はいうまでもな くこの地主的な土地所

有権を打ち砕いて農業生産者に農地を所有 させた

わけです。零細農耕であるが故に極めて脆弱であ

る農民の耕作権、これを守る最 も確実な手立ては、

耕作者に所有権を付与することだという形で、農

地改革は遂行されていったわけです。ですか ら農

地改革後の農地所有権といいますのは、地主制に

対決する、地主制に向かい合うという、そのかぎ

りでは、耕作権を守るための所有権、農業生産手

段の所有権としての性格を持 っているということ

がいえます。
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しか しながら他方で、実際に農地改革を遂行 し

た権力はアメリカ占領軍でありまして、占領軍は

どのように考えたかといいますと、耕作権を擁護

するための所有権、そういう所有権 というものは、

同時に私有財産の所有権であり、これこそが、当

時アメリカにとって非常に脅威だったソ連の共産

主義といいますか、そういう財産を共有するよう

な思想に対抗するための最も確実な防波堤である

と考えてきた側面があるわけです。そういう意味

においては改革後の農地所有権は、割 り切ってい

うならば、まさに財産を持っているが故に共産主

義の思想をうけつけないという、たんなる財産と

しての、従って私的に全 くどう処分をしようと自

由な、商品所有権としての性格を持たされたとい

うことがいえるかと思います。農地改革が、たん

にそれぞれの小作地を自作地にひっくりかえすだ

けで、生産力的にみて数々の限界があったのも、

そこに発するといえます。

農地改革を経た改革後の土地所有はまさにそう

いう二つの魂、一方ではアンチ地主制 といいます

か、地主制に対決するかぎりでは生産手段の所有

権としての、いってみればゲルマン法的な根を持っ

ている。片方では共産主義に対決するという意味

では、あ くまで自由な商品所有権 としての ローマ

法的な根を持っている。そういう二つの魂をそも

そも出発点から植えつけられているということが

いえると思います。

2.農 地法と農地の公共的管理

皆さん方が今日もおそらく、この場に持ってい

らっしゃる農地法。この農地法はこういう状況の

中で、まず転用を厳 しく制限する。転用を厳 しく

制限するとい意味では農地はあくまでも農地とし

て利用すべきだとしたうえで、その農地の所有権

を基本的に農業者だけに認める。農業者だけが農

地を所有する権利を与えられるということは、そ

の所有権を与えられた農業者というのはある意味

では特権を付与 されているわけですから、当然、

農地を農地として利用することを社会的に義務づ

けられている。言い換えるならば、個別の所有者

がそれを他人の利害にかまわずに自分勝手に処分

していいということには決 してならない。当然そ

の所有権というものは社会的な利用規制といいま

すか、一種の社会的なコン ト0一 ルをうける。お

そらく農地法は、農地の所有権をこういうふうに

仕組んだのだろうと考えられるわけです。そして

農地所有権に内在的につきまとう、この社会的な

コントロールを制度として具体化 したのが、今 日

の主題である農地の公共団体による管理、農地の

公的な管理の考え方ではないだろうか。

その場合に、公的な管理といいましても、転用

の場合と、農業目的の権利移動の場合とでは、社

会的コントロールのあり方、あるいは社会的コン

トロールという場合のその社会の範囲、広がりと

いうものは当然異なっていいだろう。すなわち転

用の場合には、全国土的な国土の利用の仕方、国

土全体を農業と工業、住宅との間でどういうふう

に利用調整 していくかという、そういう問題です。

そうなってきますと、これはそれぞれの地域に所

在する土地であっても、個別の地域の管理に任せ

ておいたんでは事はすまないということに当然な

って くると思います。従いまして、農地法上も知

事あるいは大臣の許可というシステムがそこに出

て くる。転用という局面においては、中央集権的

な管理システム、 これが絶対不可欠であって、臨
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調、行革では転用等の権限をもっと下のほうにお

ろせ、といってますが、い くら地方の時代だから

といって、そういうことはやっぱり許されない。

あくまでもこれは中央集権的な管理 システムで全

国土的な土地利用のあり方を考えていくしかない

だろうと思 うわけです。

しかし、農業の内部における権利移動の場合に

は、ことの本質上、地域農業を担っている農家の

方々を中心 とした公的管理に委ねられるべき性質

のものではないだろうか。転用を中央集権的な管

理システムと考えます と、農業内的な農地のあり

方については、いわば地方分権的な、地域分権的

な管理システム、それが本来の姿だろうと私は思

います。そしてこの地域分権的な管理システム、

これを具体化したのが、農業委員会という公共団

体による公的な管理の仕方であります。いうまで

もなく農業委員会は農民 自身によって地域集落か

ら民主的に選ばれてきた農業委員によって構成さ

れる行政委員会ですが、 しかしたんなる公共団体

一般ではなく、農業委員が集団的な合議に基づい

て農地を管理する、そういうシステムをとってい

るわけです。さらに市町村内だけでなく、市町村

間の出作、入作のような、そういう市町村間の調

整に当たる場合には、これは当然市町村の枠を超

える都道府県がそれに当たっていく。さらには皆

さん方の中間的な土地保有機能、あるいは土地の

再配分機能、 こういう機能を持たされた農地保有

合理化法人、こういう機関が地域農業者による集

団的な公的な管理を補完 していくというシステム

が、一応理念 としてはできあがってきているとい

うことがいえると思います。

さて今まで公的管理 と申し上げてきましたが、

その内容につきまして、ほぼ3点 ばかりあげたい

と思います。その第1は 、農地を所有 したり利用

したりする権利、それをきちんと管理 し擁護す る

という意味での管理。それから2点 目は、所有権

と利用権 との調整にかかわる、地代だとか地価の

管理。すなわち地代、地価を適正な範囲に規制 し

ていくという意味での管理。3点 目は、農業生産

手段としてのより合理的な保有への方向づけを行

うこと。こういうほぼ3っ のことが、農地の管理

の内容としてはいえると思います。そしてこんに

ち重要なことは、この3つ の相互関連 といいます

か、この3つ のことがきちんと結合して有機的な

関連を持つことによって初めて総合的な農地の管

理ができるという点です。まさに農業委員会なり

農地保有合理化法人は、そういう意味での農地の

管理、公的な管理というものを担ってきたといえ

るわけです。

しか し残念ながら、私のような理解に対 しまし

て、いや農地法というのはあくまで も国家権力統

制法であり、ごりごりの官僚統制の法律であって、

それが農地の流動化を妨げているんだ、という批

判が農地法に対 しては強 く出されているわけです。

たしかに農地法をみていきますと、当初は地主

制復活に対する危機感といいますか危惧感から、

権利移動の許可権限というものは、賃借権の場合

等を除いて知事になっているということがあった

わけです。しかしその場合でも、あくまで農業委

員会の進達に基づいて知事が許可をするという形

をとっていたわけです。当初はそういう知事の権

限が強かったわけですが、昭和45年 の農地法の改

正と55年の改正を通 じまして、その許可権限は、

賃貸借権それから所有権も含めて、基本的に農業

委員会に移ってくるということは、皆さん方ご承

知のとおりだと思うんです。市町村間の調整につ

いては、事の本質上やっぱり知事がや らざるを得

ませんけれども、市町村内の問題については基本

的に農業委員会がこれを許可をしてい くという形

に変わっているわけです。そのことは、たんに農
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地流動化を促進するために権限を下におろしたと

いう、そういう解釈も当然成り立つわけですが、

私はそうではな くて、本来農業内的な農地の管理

というのは、これは中央集権的ではなくて、地域

分権的に、地方分権的に管理していくのが当然の

筋であり、そういう理念が徐々に実現 していった

のがこの農地法の改正の過程だろうとみているわ

けです。

しかしながら、残念なことに、賃借権の解約に

ついては、 これは最後まで知事許可という形が残

ってきたわけです。この点につきましては、本来

賃借権の解約につきましても、これは事の性質か

らいって地域分権的な、地方分権的なシステムに

服してもよかったものだろうと思われるわけです。

しか し、当時の地主制復活の危機 という一つの歴

史的背景と、本来農業委員会というのは素晴 らし

いものだというふうに持ち上げてきましたけれど

も、現実には農村のボス的な支配といいますか、

そういうものもあるわけです。そういう背景の故

に、本来地域分権的な管理に服させてもよか った

ものを、なかなかそうはできないで残 って しまっ

た。そういう残りかすを時代の流れに即応 して速

やかにタイミングよく地域分権的な管理の システ

ムに移行させることができなかった。そこに、あ

る意味では農地法の歴史的な悲劇があるだろうと

思います。そういう問題に対 して、 これは権力統

制だという批判があるとすれば、それはそのかぎ

りで当たっているだろう。しかしそれをもって農

地法全体が国家権力統制であるとか、官僚統制で

あるというのは、やはり事の本質を違えているん

ではないだろうかと思うわけです。

3.農 業基本法と農地管理

基本法農政といいますのは、現時点から考えれ

ば、いろんな問題もあったわけですが、農地の公

共的な管理という点については、一面では健全な

思想を持っていたというふうに判断したいと思い

ます。やや長 くなりますが、農林漁業基本問題調

査事務局r農 業の基本問題 と基本対策 解説版』

から引用しておきます。

以上のような農地制度の改正ないし運営の改善のためには、農地の必要限度の直接

管理を行なうことが必要となるであろう。その直接管理の範囲や管理方式や機構等に

ついては、今後の検討にまたなければならないが、その主旨とするところは、農地は

本来農業における基本的な生産手段であり、かつ限 られた面積の ものである点にかん

がみ、その利用の適正化をはかるために、構造政策の方向にそってその分配、利用関

係、価格等をある程度公共的に管理 しようとするものである。 したがってその中心的

課題は、前記の自立経営の育成、協業経営の成立に主眼をおいた小作地保有制限や農

地移動統制の是正措置等に直接関連する市町村段階の農地の公的管理方式の確立にあ

る。そのあり方について も、市町村に農地官のような管理行政の担当官を配置して直

接管理を行なう考え方、現行制度の農業委員会を活用する考え方、あるいは農業協同

組合や土地改良区などの団体にこれに関する機能を賦与する考え方、あるいはまた新
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たに、農民の自主的管理組織を もうけ、その機能にあるていど公的性格を認める考え

方等々、種々の考え方があろう。また管理の内容や範囲に応 じて、以上のような数種

の方式を複合することも考えられよう。

なお、農地を共同的に管理す る方法は、市町村段階における生産技術の向上や経営

構造の改善に関する計画とその実施とも関連づけられる必要がある。たとえば田畑輪

換農法を地域的に実施する計画と関係農民の農地に関する権利の調整のための共同管

理 ・生産の協業化とこれに対応 した農地の共同管理等がそれである。そのようなケー

スの農地の共同管理の方法も、上記の公的管理の方式の一環として考えるべきであろ

う。(農林漁業基本問題調査事務局r農 業の基本問題と基本対策、解説版』1960年 、

189頁)

実はこの文章の前のほうに、農業収益を基準に

して小作料なり地価を安定させていくべきだ、そ

して もしも農業収益を基準とする採算地価 と現実

の地価との間にギャプが現われるならば、それは

適切な方策をとってきちんと処理すべきだという

ことを謳っているのです。

すなわち基本法農政が農地の公的管理という点

では健全な思想を持 っていたということの第1点

は、地価規制、あるいは地代規制、これを農地管

理の一環としてきちんと考えていたという点です。

さらに、農地の直接的な公共的管理の必要性を謳

いながら、その下で構造政策の方向に沿って公共

的管理を発展させていく上では、市町村段階の農

地の公的管理方式の確立が必要だということを、

この時点ですでに謳っているわけです。今 日のあ

る意味では地域農業集団とか、農用地利用改善団

体とか、要するに集落、集落ということを事新 し

くおっしゃっている方たちがおりますが、実はも

うこの時点でそういう考え方も一つの可能性 とし

ては考えられていた。さらに第3点 目に、ずっと

後半のほうにいきますと、田畑輪換という問題に

ついては、「… 田畑輪換農法を地域的に実施す

る計画と関係農民の農地に関する権利の調整のた

めの共同管理 ・生産の協業化とこれに対応 した農

地の共同管理 … 」そういうことがすでに考え

られていたというように思います。

要するに、基本法農政はこれ らを実現 したわけ

では決 してありませんが、その思想としては、あ

る意味では農地法を批判しつつ も農地法の公的な

管理の思想を自らの構造政策 とのつなが りにおい

て発展させていこうという考えも持 っていた。こ

ういう公的管理の思想を、構造政策の方向に即 し

てもう少 し方向づけていこうとしたのが昭和40年

と41年に国会に上程された農地管理事業団の構想

だった。あれは貧農の切り捨てであるとか、離農

促進であるとかということで事実上廃案にされま

した。た しかに自立経営育成ということを強烈に

謳っておりま したから、自立経営以外には土地が

渡らないという意味では、貧農切 り捨てという批

判があてはまる側面もあった。 しか し事業団の構

想といいますのは、これはあくまでも出 したくな

い農地まで引っ張り出そうという考えでなくて、

その点は客観的な農民層分解の進展やその促進政

策にまかせ、その結果農地市場に出てきた農地を

方向づけていく、そういうものの考え方であった

わけです。今 日、掘 り起こしとか、いろいろいっ

ておりますが、農地その ものを引っ張り出 して く

るということよりは、農地市場に出てきたその農
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地を方向づけてい く。そういうことを狙いとして でて くる今日とはかなり状況の違ったものだうた

いた点では、流動化そのものがむきだしで前面に と思います。

4.第2次 高度成長と農地政策の転換 ・分極化

関谷俊作さんのお書 きになった 『日本の農地制

度』を開きますと、この農地管理事業団の廃案と

いうものをうけまして、 これは本の203ペ ー ジに

な りますが、次いで農地政策は借地による流動化

の促進に重点を移す、農地価格が高 く所有権の手

放 しは進まないという見通 しに基づいたいわば現

実的な対応として農政はそうなっていったんだ、

その最初の実施が昭和45年 の農地法の改正である、

と書かれております。そして170ペ ージで これは

農地政策の歴史の上で大きな政策の転機だとお書

きになっております。要するに農地管理事業団の

構想がつぶれた以降は、農地流動化の主流は農地

の賃貸借だと。

しかし同時に、1970年 、昭和45年 は主として農

地の売買に係る農地移動適正化あっせん事業、ま

たそのあっせん事業に連なってくる農地保有合理

化促進事業、そして農地保有合理化法人の発足と

いう方向がうちだされてくる。ある意味ではこれ

は、農地法が理念としてきたところの農地の公共

的管理、これの発展にとって画期的な飛躍点であっ

たというふうにも考えられるわけです。さらに第

3に 、例の水田転用規制緩和がなされたのもこの

1970年 です。いわゆる田中角栄の残地農業論とい

いますか、農業は残った土地でやればいいんであっ

て、どんどん転用 していくべきであると、こうい

う考え方も出て くる。

そういう意味では1970年 は、何か農地政策が分

裂していくといいますか、分極化 していくといい

ますか、いろんな方向を目指 していった、そうい

う時代への転換点であっただろうと思うわけです。

しかし、ともあれ関谷 さんのいわれるように借地

主体の農地行政に転換 していくということであっ

たとするならば、それは確かに決定的な転換点で

あったといえます。なぜなら借地主体に変わって

くるということは、そこで地価の抑制政策、地価

の規制政策に対する内在的な努力を放棄す ること

にどうやらつながってくる可能性があるか らです。

関谷さんは農地価格が高 く、所有権の手放 しが進

まないという見通 しに基づいた、いわば現実的な

対応であるということをいわれていますが、地価

を主体的に抑制 してい く、高地価に立ち向か って

いくよりもむ しろ高地価を現実のものとして、そ

ういう現実への現実的な対応を図っていった。時

まさに昭和40年 から45年 にかけては日本は第2次

高度成長を果た しまして、いわゆる経済大国化 し

て くる。どんどん地価 も高騰 してくる。48年 のオ

イルショックに至るところでそれは爆発するわけ

ですが、まさに決定的に日本の農地の価格が釣り

上げられて くるその時点において、借地主体に転

換 していったということは、内在的な地価抑制政

策への努力を事実上放棄することになったという

感じを私はうけるわけです。事実、本来ならば農

地の価格に対 して も厳 しく規制 し、あるいは対応

すべきであったはずの農地移動適正化あっせん事

業、このあっせん事業の中にも、あるいはあっせ

んの条件の中にも別に農地価格の上限であるとか、

農地価格の基準であるというようなことは特に設

けられていない。おそらく合理化事業においても、

合理化で買い取る農地はこういう上限があるとい

うことは、事業の中には内在的にはないのではな
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かろうか。むしろ、そういう地価の上限について

は農地取得資金の上限価格のほうか ら規制が くる

だけであって、事業それ自体が内在的に地価に対

して上限であるとか基準を設けるということは、

これはなかったんではないだろうか。そのことは

残念ながらおそらく当時のそういう政策的な背景、

地価抑制政策に対する内在的な政策努力が十分な

いままに、この事業が発足 したことの一つの不幸

な側面ではなかったかと考えるわけです。

現実には有効な地価抑制政策がないままに地価

がどんどん上昇 していく。冒頭に申しました農地

所有権の2つ の魂、すなわち農業生産手段の所有

権と、商品の所有権、この2つ の魂のうち、だん

だん農業生産手段の所有権のほうは追いやられて、

商品所有権の顔の方が大きくなっていく。それが

今 日の資産的土地所有とか、そういうことをいわ

れる背景になってくるわけです。ところで問題は、

われわれは資本主義社会に生きているのであって、

私有財産の国である以上、生産手段の所有権が同

時に商品の所有権であることは、これはもう争わ

れない現実です。ですか ら問題は商品所有権をな

くして しまえとか、商品所有権について考えるの

はけしか らんということでなくて、資本主義社会

の枠組みの中で商品所有権 と生産手段所有権を両

立させていく、あるいは商品所有権を生産手段の

所有権の枠の中に閉じ込めていく。それしか資本

主義社会に生きる我々に道はないわけです。それ

では商品所有権を生産手段所有権 と両立させるこ

とができるのか。それはいうまでもなく、その商

品の値段、その商品の価格、すなわち地価を、生

産手段としての値段、すなわち農業収益地価、農

業採算地価の範囲に閉じ込めていく。これが両立

を図っていく唯一の資本主義社会における道であ

るわけです。今 日では農地改革が農民に所有権を

与えたこと自体が、農地改革の誤りだったという

ような清算主義的な見解もみられますが、決 して

そうではなくて、農地改革以後、商品所有権とし

ての側面を生産手段の所有権としての側面から強

く規制 していく。すなわちその価格を農業採算価

格の範囲内にとどめていく、こういう政策努力が

有効になされなかったことが、今日のいろんな問

題をまきおこしている根源になっていると思 うわ

けです。

5.農 地流動化政策の特徴 と問題点

こういう歴史の展開を踏まえて、すなわち地価

が高いことを前提として、その高い地価の下で、

なおかつ農地を流動化させていこうという路線上

で出るべくして出てきたのが、昭和50年 から55年

にかけての、農振法における農用地利用増進事業

であり、さらに55年 の農地三法の改正、農用地利

用増進法の制定だと思います。そういう流れをも

う一度歴史的に把握 しなおしてみますと、いくつ

かの特徴が指摘できます。

まず第1点 目は、やはりこの政策展開において

は、高地価ということが前提となっている。基本

的に地価政策は重視されてないといいますか、抜

けているといいますか。利用増進法の4条 の2項

には、対価の算定基準を実施方針で定めることに

なっておりますが、ほとんど具体化 されていない

のが現実であると思います。これは私の勝手な解

釈ですが、おそらくそれとの関連で、利用増進法

を制定 した当時は、所有権の移転について、北海

道等については云々されてはいましたが、やや政

策当局は軽視 していたんではないだろうか。まず
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農地売買の量的な側面でやや軽視 していた側面が

あるんではないだろうか。量的に軽視 した結果と

して、所有権を取 り込むことがいったい農地法と

の関わりでどうなって くるのか、今までのいろん

な事業展開との関わりでどうなって くるのか、そ

のことについてあまり十分には考えていなかった

側面があるんではないだろうか。

なぜかと申しますと、利用権の設定ということ

は、これはある意味では農地法の持 っていた欠陥

といいますか、貸 し出すとなかなか返 してもらえ

ない点を補 う関係にあるんですが、所有権という

点においては、両者は競合的なわけです。農地法

で所有権を移転するというのと、利用増進法で所

有権を移転するということは、これは競合的であっ

て、補完的な側面を持っていない。そういうこと

か ら考えても、そういうことを取り込んでいった

ことは、私は所有権の移転を量的にも軽視してい

た側面があるんではないだろうかと思うわけです。

それが1点 。

それから2点 目は、当時規模拡大が至上命令と

されて くる。農産物の価格は据え置かれている下

で農業所得を増大させるためには、規模を拡大す

るしかない。あるいは水田再編で、粗放な作物を

田圃に植えるためには規模を拡大していくしかな

い。あるいは臨調 ・NIRA路 線で、生産性向上、

コス トダウンをやれといわれるが、これも規模拡

大によるしかないという形で、規模拡大が至上命

令とされて くる。そこでは課題が、農地市場に出

てきた農地をどう管理するかでなく、まずどうやっ

て農地を出させるかという掘り起こし事業がポイ
の 　

ン トになって くる。こうして農地の管理から流動
や ロ

化事業へと問題が推戻する。

事業ということになって くるとこれは当然日本

の風土の中では、補助事業 とドッキングさせざる

を得ない。そして事業を担当するなら農業委員会

ではなく市町村ということになって くる。さらに

高度成長が破綻する下で、もう中央が地方を引っ

張っていくことではなかなか矛盾は吸収できない。

地方の責任でいろんな問題に対応 して くださいと。

それのほうが、社会的な安定度が高まる、社会的

緊張が薄れるという、地方の時代になって くるわ

けです。地方の時代 ということなら、国や県でな

くて、市町村が主役である。こういう二重の意味

において、この事業は市町村事業として仕組まれ

てきたわけです。

しか し現在の市町村自治体に、本当に地域分権

的な管理システムがあるのか。農業委員会自治体

のような、地域農業者を代表とする有効な管理シ

ステムがあるのかを考えて くるならば、これはそ

もそも、能力としてないということでなくて、市

町村、それは市町村長や議員が選挙で選ばれたと

しても、その下に職員が採用されている、そうい

う職員が実際の事業を行うわけですから、 これは

地域農業者の代表による公的な管理 という、そう

いう地域農業者の総意を結集 していくような管理

システムになっていない。 もちろん将来とも農業

委員会か市町村かという二者択一の問題ではなく、

市町村自治体に住民自治、農民自治の論理が ピシ

と貫ぬいていくなかでは、両者の関係も当然に再
タ

検討されることになるで しょうが、それは今後の

課題でしょう。

3番 目に、利用増進事業は、当初、これは地域

農業者の集団的な合意、集団的な契約による自主

管理であると。自主管理だから、農地法上の公的

管理か ら外 しても、農地の管理ということは十分

に担保されるというのが当初の説明だったわけで

す。ところが、集団的な合意とか集団的な契約と

いってみても、皆さん方もご承知だと思うんです

が、実際にやっていることは、利用権の設定の出

発点と利用権の設定の終わりの点とを、日付を合
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せて、利用増進の計画書をたくさんつくって、そ

れをホッチキスでとめる。まさにホッチキスでと

めたことが集団的な合意、集団的な契約というん

ですから、これはもう集団見合いみたいなもんで、

その中味はいったい何であろうかと疑問を抱かざ

るを得ないわけです。さすがに利用増進法におい

ては、こういうことはもういえない。そこで関谷

さんの本にもう一度戻ります と、235ペ ージに書

かれておりますが、一個一個の農用地利用増進計

画に、権利移動の集団性、あるいは権利移動の束

という実質を要求する考え方は、もはや利用増進

法ではとられていないと。む しろ農用地利用増進

計画を次か ら次へと作成する事業が全体として集

団的な権利移動であるという考え方に変わってき

たといってよいだろう、 と書かれています。 しか

し、 「次から次へと」というのは、これは文章の

あやでありまして、 この 「次から次へと」という

のを取って、農用地利用増進計画を作成する事業

が全体として集団的な権利移動であるというふ う

になって くると、これはもう要するに何をいって

いるのか私にはわからない。そこでおそらく、農

用地利用改善団体であるとか、地域農業集団であ

るとか、そういう集落での自主的な話合いに基づ

いて、それを利用増進計画にっなげてい くという

システムが考えられたんだろうと思うわけです。

しか し、この地域農業集団というものも、上から

やれやれということで育成 したので、あまり官制

的な性格が強まってきたので、農水省自体が通達

で、多様な地域特性を重視 しなさいとか、地域の

自発性を尊重 しなさいとか、そういうことを言わ

ざるを得ないことになってきているのが現実では

ないで しょうか。

また、利用権の設定は、新たな権利の設定であっ

て契約ではない、こういう法律上の屈理屈から、

借 り手、貸 し手双方に契約書類が残らない。その

欠点を補 うためにいろいろ工夫して何 らかの文書

を残すようにしている農業委員会もありますが、

建前 としてそうでない。

そこでわれわれが調査にうかがっても、そんな

ことありましたかネエ、そういえばお隣りがハン

コもらいにきましたヨ、期間?サ ァ何年で しょ

うか、小作料?い ままでどおりじゃないですか、

といった調子になりかねない。管理の土台は自ら

の権利意識をキチッともつことですか ら、そうい

う権利意識の明確化や賃貸借規範の形成にとって

も、利用権設定の建前にそもそも問題がある。私

は、ぜひ契約内容がひとめでわかる、わかりやす

い文書を残す指導をすべきだと思います。

要するに、私は現時点において有効な地域分権

的な農地管理のシステムを新 しい法律の下で再確

立する、そういう見通 しが十分たたないままに農

地の流動化 という、管理から事業への移行が進め

られているんではないだろうかという感 じがする

わけです。

さらに4点 目、例えば利用増進計画は、これは

農業委員会の決定を経 ることになっています。と

ころが私、いろんな市町村を歩いてお話 しを伺っ

ておりますと、市町村部局は、事実上、農業委員

会の事務局に対 しても人事権を握 っている。農業

委員会は市町村の上部団体でも何んでもないわけ

ですか ら、市町村部局が責任をもってつ くってき

た利用増進計画を一農業委員会が決定することは

あって も、否定することはないというのがおそら

く日本的な風土の中では現実であるという感 じが

す るわけです。どうや ら農業委員会は制度上は管

理の主体から外されてしまって、朝から弁当を持っ

て掘り起こし活動の下働きを一所懸命させ られる、

そういう地位にだんだん転落 していくんではない

だろうか。ある意味では農業委員会は 「おしんの

時代」といいますか、そういう時代におそらく入っ
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て くるんではないだろうかという感 じがするわけ

です。

そういう中で、農用地利用増進事業の担い手、

あるいはそういう農地の管理主体として、農業委

員会なり皆さん方道府県公社、これは不適当ない

しは不適格であるという見解が、学会の中でも堂々

と出てきたわけです。農業委員会の努力は買うけ

れども、農業委員会は生まれがわるかった、耕作

権を保護するという、そういう濃い影を所有者の

頭に植えつけてしまったんで、「あんたがた、いく

ら努力してみても、これはもうちょっと無理で しょ

う」という見解です。それに対 しまして、全中に

なってきますと、集団的土地利用というような時

代には、もう県公社なんていうのは要するに地域

と連動してないからダメですよ、ということをおっ

しゃっている。 そこで農業委員会なり道府県公

社に代わって期待されるのが、実は農協だという

わけですね。はたしてこういう農地行政、農地の

管理、ということについて、それでは農協が本当

に主体になれるんだろうかということを考えてい

きますと、農協はあ くまでも経済団体であるわけ

です。農協自身が農地の転用をやっている。 しか

も高いプロパー資金の担保 に農地を取って、返済

できなければ農協自体が農民に土地を売 っ払わせ

る。 こういう行動をとっているのが農協であるわ

けです。要するに農協の農地管理 とは、農地自体

の管理ではなく、あくまでも農協の金融資産の管

理であるわけです。そうなってきますと、私は、

経済団体は経済団体 として、経済活動、農民の共

販組織として頑張っていくべきであって、そうい

う経済団体が農地の管理に手を出すのはやるべき

ではないだろうと思 うわけです。それは個々の農

協がいいとか悪いとか、個々の農協が民主的であ

るとか非民主的であるとか、そういうことではな

くて、農協が経済団体としてもっている経済的性

格からして、農地の管理に手を出すべきではない

だろうということです。こういう経済団体である

農協が農地管理、農地行政に出て くるならば、次

にはなんで資本が農地をいじって悪いのかという

話 しに、私は当然なって くると思います。

さらにもう一つ、農協自体が農地保有合理化法

人になる、あるいは市町村に農地保有合理化法人

をつ くったほうがいいという時、そこでや りたい

ことの一つは、どうも地代のプール計算なわけで

す。この地代プールといいますのは、農協がお得

意の、要するに地代の共補償です。高い地代と低

い地代 とをプールして計算 していくというのは、

一種の共補償にすぎない。 これは、それぞれの作

目、土地条件に即 してそもそも資本主義的に生ま

れてきた地代の水準をまったく均 らして、プール

計算 してしまう、共補償 していく、そういう形で

す。しか し、あくまで も個々の農家、経営主体ご

とのそれぞれの土地利用に即 して、そこで農地の

純収益が生まれて くる。そういう農地の純収益に

基づいて地代が形成されて くる。これが資本主義

社会における地代法則です。我々は社会主義社会

ではなくて資本主義社会に生きているんですから、

当然資本主義社会のまっとうな法則はこれは尊重

しなければ生きていけない し、またそういう資本

主義社会の法則を無視 しては、必ずどっかで無理

が出て くると思うわけです。またこういう形で標

準小作料制度自体が歪められてくる。 さらに大き

な農業経営上の問題点につきましては、『土地と農

業』の14号 で磯辺俊彦先生がその問題について書

いておられますので、参考にしていただければい

いかと思います。

ともあれ、こういう中で5番 目の特徴として、

農業委員会から農地保有合理化法人をつないでやっ

てきた農地移動適正化あっせん事業であるとか、

農地保有合理化促進事業であるとか、そういう事
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業が持っていたメリットといいますか、 こういう

たというのが現実です。逆に利用増進法でやった

ものは実はすべて利用増進法に吸い取られてしまっ

たというのが現実です。逆に利用増進法でやった

ほうが得だという事態まで出てきているのはご承

知のとおりです。例えば、農地取得資金はあっせ

んとか合理化事業ですと1,000万 ですが、 それに

対 して利用増進は1,500万 までOKで あるとか、

あるいは嘱託登記を してもらえるとか、こういう

形で、利用増進法でやったほうがむ しろ得だとい

う、ハンデがつけられてきます し、譲渡所得税に

ついても、どちらでやっても同じになって くる。

それか ら、合理化事業の大きなメリットとして、

喉から手が出るほどお金が欲 しいという人が、と

もかく急いで土地を売る、その時に下手に業者な

んかに頼むと足下を見られる、そういう時に本当

に欲 しいお金を即金でもってパッと払って くれる、

そういうところに合理化事業の大きなメリットと

いうものがあったわけです。それが農地取得資金

を借りられるまで待っていると、何カ月 もたって

しまう。下手すりゃ半年ぐらいかかるという事態

があった。ところが聞 くところによりますと、農

地取得資金の審査等についても利用増進を優先し

て、だいたい2カ 月位でお金は下 りて くるという

ことになってきますと、合理化事業の持っていた

即金性というメリッ トも奪われて くる。さらに利

用権の設定が事実上ヤ ミ小作料を、表なり裏なり

で放任 している場合があるのに対 して、合理化事

業はどうしても標準小作料を遵守 していく。そう

いう側面か らも、一方で高い小作料が野放しにさ

れている下ではなかなか事業が困難である。さら

にはなんで も今やムラの時代で、かつて消費者は

王様です、今やムラは王様であって、ムラという

風潮の中では、皆 さん方、ネクタイを しめ背広を

着た合理化法人は他所者にすぎない。そういう点

からもいろんなハンデがつけられてきたのが現実

だろうと思うわけです。

以上、いろんなことを申 しましたけれども、要

するに農地政策が農地管理ということから流動化

という事業に転換することに伴 って、農業委員会

も、それか ら農業委員会に足場を持つところの合

理化法人 も、そういう事業に協力するかぎりで、

その事業に貢献するかぎりで しかその存在価値を

認められない。そういう立場に、ある意味では追

い込まれてくるんではないだろうかというのが、

私の極めて主観的な危惧感といいますか、危機感

であるわけです。

6.農 地の重層的管理のシステムとその活性化

以上のような問題が出ているなかで、もう一度

我々は農地の公共的管理という出発点に立ち戻っ

て、問題を整理 し考えていく必要があるだろうと

思います。

農地流動化ということにあたりましても、もち

ろん農地の流動化、規模拡大 も必要なことであり、

そこで保有の合理化を図っていくということも、

これは絶対に必要なことですが、今日の農地の流

動化にあたっても、たんに農地を動かせばいい、

たんに規模拡大すればいいということでは決 して

なく、そのなかで、農地の外延的な面積を揺 るぎ

なく確保 していく、さらに農地の保有を合理化 し

集団化 していく、そして農業経営の安定化を図っ

ていく、そういう目的を達成 してい くためには、

やはり地域農業者の代表による農地の公共的な管

理、集団的な管理、それを農地管理の根幹として
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強化 してい くことが必要である。そういう農業委

員会という行政委員会を通 じる農地の地域分権的

な意味での公共的集団的管理を補完するものとし

て、農業委員会よりもより広域的な立場から、中

間的な土地保有機能を持った、あるいは土地の再

配分機能を持った、そういうものを媒介として農

地保有の合理化に関与 していく道府県公社が必要

であるだろう。農地を管理 し、農地の保有の合理

化を図っていくためには、中間的な土地保有機能

なり再配分機能というのは不可欠です し、そうい

う機能を日本で現在持 っているのは道府県公社 し

かないわけで、そういうものを持っている意味は

非常に大きいといえます。

と同時に、もっと狭い範囲では、今日梶井先生

の午前中のお話 しにありました現実の地域におけ

る土地利用の側面を合理化 していく、交換耕作で

あるとか、集団的土地利用を実現 していく、そう

いう主体 としては、やはりムラとか集落と呼ばれ

るものが重要な場になって くるだろうと思 うわけ

です。全てを一率に自治体行政レベルの管理にの

せればよいというものではな く、集落で管理でき

るし、その方が有効な分野 もある。

要するに国から県、あるいは道府県公社、そし

て農業委員会、集落という、いわば重層的なかつ

地域分権的な農地管理の システムこそが今日求め

られているといえます。農業委員会を核にしなが

ら上へは合理化法人なり県、下へは集落へ と足が

伸びていくような、そういう重層的システムを強

めていくことが今必要であって、それに代わる農

協であるとか、別の農地保有合理化法人をつくっ

てみるとか、そういうことは、言 うのはけっこう

なことですが、それが今日の課題ではないだろう

かと私は思うわけです。

さらにいうならば、今 日ムラとか、集落とか、

集団的土地利用ということが非常にさわがれてお

りますが、私 もそれに非常に賛成するところが多

いんでありますけれども、しか しながら、集落と

かムラとか、そういうもの自体が、今申しま した

農地管理システムの総体に取って替わるというこ

とは、これは絶対にできません。先程私は、農地

管理のあり方として所有 と利用の権利を擁護する、

それか ら所有と利用との調整に係る地代とか地価

の規制、管理を行 っていく、さらに農業生産手段

としてのより合理的な保有への方向づけを行って

いく、この3点 を管理の内容として申しましたが、

この3つ の機能のすべてを、集落とかムラとか、

そういうものが完結的に行 うことは、これは封建

社会でもないかぎりできっこないと考えています。

例えば、これか ら考えていく地価政策とか地代政

策一つをとってみても、集落的な規模で完結的に

ものを考えてい くことは、決 してできっこないと

いう感 じを私としては持っているわけです。

要するに今日の農地政策の課題の第1点 としま

しては、農地の地域分権的な重層的な管理のシス

テムを、 しかも柔軟なシステムをなんとか して確

立 してい くこと、 これが今日の農地政策の大きな

課題であるということが第1点 目です。

2点 目は、そういう重層的な管理のシステムを

活性化していく課題です。私は、農業委員会なり

県公社を非常に高 く評価 してきましたが、それは

あ くまで制度理念としての評価です。現実には農

業委員会なり合理化法人なりが、その託された制

度理念を実現 していくことは、なまなかのことで

達成できるようなものではありません。そのため

には、農業委員会や道府県公社の現場主義に徹 し

た活力ある活動、地をはうような努力が必要で、

それ抜きに理念上のすばらしさにあぐらをかいて

いたのでは、 これはたんなる既得権の擁護に終っ

て しまいます。

活力ある活動には、それにふさわ しい人的構成
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とそのシステムが不可欠です。人的構成という点

でもっと具体的に申 しますと差 し障 りがあるんで

すが、例えば農業委員がお年寄の名誉職であると

か、あるいは公社の役職員の方が県庁の定年退職

者の天下 りで構成されるとか、そういうことだけ

になって しまうと、これは到底 これからの厳 しい

勝負には勝ち抜いていけないだろうという感 じが

するわけです。道府県公社も、困難はあるで しょ

うが、今日お集りのような若いプロパーの職員を

採用 し、合理化のスペシャリストとして養成 して

いく方向を今後とも追求 していただきたいと思い

ます。もちろん年齢で大切なのは精神年齢ですが、

しか しなが ら例えば、農業委員は経営主がなると

か、例えば農業者年金の受給資格年齢に達 したら

自発的にあとの世代に道を譲るとか、もう少 し農

業委員会の若返 りも考えていく必要があるん じゃ

ないかと思 うんです。

制度的な面ではどれだけ地域なり集落に密着 し

得るか、それが一番の問題だと思うんです。残念

ながら県公社は地域、市町村に制度的な意味での

足を持っているわけではないと思うんです。それ

からまた農業委員も、これは合併する前の町村だ

とだいたい1集 落に1人 ぐらい農業委員が出られ

たわけですが、合併 して大きくなりますと、農業

委員には定員の制限がありますか ら、数集落を1

人の農業委員が兼ねるということになって くるわ

けです。そうするとどうしても集落代表 というこ

とではな くて、なかなか農業委員にして も地元集

落にきちっと根をはやせないという、そういう問

題が現実にはあるようなんです。

こういう問題への対応として、例えば協力員の

制度でありますとか、これは長野県の公社で聞い

た話 しですけれども、駐在員制度ですとか、それ

から場所によっては農業委員の補助員というもの

を実質的に設けるとか、推進委員というの もその

ひとつで しょうが、そういういろんな形をとって

いるようです。協力員であるとか駐在員であると

か、それから農業委員の補助員制度であるとか、

こういう一つひとつの集落に、あるいは一つひと

つの市町村に完全に信頼される人間的なつながり

を持って、がっちりとつながっている、そういう

チャンネルを、制度があろうとなかろうとつくっ

ていくということが、これは決定的に重要なこと

だと思います。

私は県公社の皆さん方が農業委員会についてど

ういう構成、一一どういう構成といって、はっき

りいって私、年齢構成ということをちょっと考え

ておいてほしいと思 うんですが、年齢というとま

ずいですか ら、どういうシステムを持っている農

業委員会 というのが、県下の中でも活性を保てる

のか。そういう点を農業委員会に行かれた時に見

守っていただいて、そこか ら教訓と一種の経験則

を出していただくということが必要ではないか。

そういう農業委員会の実態を知る中で、農業委員

会を通 じて集落、地域へのパイプを太 くしていく。

そういうこととの関わりで公社活動のあ り方を考

えていくことが必要だと思 うわけです。

7.多 様な流動化メニ ューをつか い こなす

それから3点 目は、豊富化した流動化メニュー

を使いこなす、ということですが、先程、1970年

代以降は農地政策が分極化 していく、本当は分裂

という言葉を使いたかったんですが、分極化 して

いく時代だと申 し上げたわけです。これは見方を

変えれば、合理化事業であるとか、あっせん事業
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であるとか、利用増進事業であるとか、利用権等

設定事業であるとか、要するに農地移動のた くさ

んのチャンネルといいますか、たくさんのメニュー

が出てきた、どれで も食えるという時代になった

と思うんです。農地法の一品料理でず一つとやっ

てきたのでやや飽きられた側面があるんで、とも

あれメニューは非常に豊富になってきた。農家に

とってはいろんな選択の幅が増えてきた。そうい

う事態が今 日の事態で、 これは非常に望ましい事

態だと思 うんです。

そうなってきますとこういう事態に対してどう

対応 したらいいのかといいますと、いうまでもな

く第1に 必要なことは、それぞれの出し手の農家、

あるいは受け手の農家、それぞれの農家の持 って

いるお家の事情、それぞれの立場、そういうもの

に応 じて、本当にきめ細か くこの豊富なメニュー

を使い分けていく、そういうきめ細かな運営が必

要であると思います。

例えば一時的な病気だとか怪我をしているとか、

あるいは連作障害を起こしているとか、そういう

一時的な点か ら耕作できないという場合には、こ

れは短期の賃貸借なり利用権の設定という制度が

ありますよと。あるいは5年 、10年 に及ぶような

長期性が見込まれるようなものもあるだろう。一

度福知山市に調査に伺ったことがあるんですが、

60歳 ぐらいのおばあちゃんの所に調査に行ってこ

の農地をいったいどうするのかって聞いたら、息

子が帰って くるから、帰ってきたらまた耕すんで

す、ということをおっしゃるんです。息子さんい

つ帰 って くるんですかと聞 くと、20年後ですよっ

ていうんで、この60の おばあちゃんが20年 を明日

のごとくにおっしゃっている、ともあれ、おばあ

ちゃん、そういったって、20年 というのは長いか

ら、5年 なり10年の地代の一括前払制度だってあ

るんだよ、ということで、そういう方にはそうい

うメニューを勧めていくとか、あるいは即金で直

ちに金がほしい、今金がもらえないとサラ金で首

を くくらなきゃいかんと、そういう場合もあるか

もわからない。あるいは買い手のほうでも、今す

ぐ買うのはちょっときついけれども、2、3年 経

営を続けてみて、経営の力がついたら何としても

あの農地を買いたいという農家の方も、買い手の

ほうにはいらっしゃると思 うんです。そういう場

合には、これは合理化事業がふさわ しいんじゃな

いかとか。要するにそういう個々の農家の事情に

即 したきめ細かな対応策を考えていってあげる、

用意 していってあげる、それだけの準備 もできあ

がったというのが今日の時代だと思います。

ところで、そういうきめ細かな運用をし、メニュ

ーを使い分けてい くためには、第2番 目に重要な

ことは、これは単一の窓口でなければ無理だろう

と思 うわけです。単一の窓口、単一の管理 システ

ムでないと、なかなかきめ細かな統一的な運用は

できない。窓口が市町村であるとか、農協である

とか、農業委員会であるとか、それぞれ分かれて

いたのでは、これはたらい回 しになるだけであっ

て、なかなか統一的な運用はできないという感 じ

がするわけです。

第3番 目に、こういうきめ細かなメニューの運

用を行っていく上では、メニューのそれぞれの料

理の間にハンデがあったら困る。あっちの料理を

食ったら非常にうまかったけれども、 こっちの料

理を勧められて食 ってみたら全然まずかった、お

まけに税金までがっぽ り取 られたということだと、

かえって困ると思うんです。はっきり申しまして、

例えば利用増進法で所有権を移 した場合の金融措

置であるとか登記料、こういう、銭の力でもって

誘導 していく、こういうことは私個人の立場とし

ては極めて遺憾である。私は、それぞれのメニュー

を、どのメニューを選んでも等しくメリットが与
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えられるような、そういう制度になるべきだろう

し、協会なり県公社としてはそういう点について

はどんどん要求 していいんではないだろうか。

さらにもう1点 、農家の生存の保証に関わるよ

うな農地、この農地の権利移動については、それ

自体として純粋に大切に取 り扱ってあげる必要が

あるん じゃないだろうか。言い換えるならば、こ

ういう農地の権利移動に関わって、それをお金絡

みにする、あるいは事業絡みにする。 そういう事

業やお金でつっていく。そうなって くると必ず不

純な要素が入ってくるという感 じがするわけです。

とはいいまして も、農家のほうは、必ずすぐ、こ

の事業をやると地元にどんな金が落ちるか、どん

なメリットがあるかと、そういうことを口にしま

すし、行政のほうも、必ず補助事業であるとか、

地元利益のメリットで対応する。どんな事業をやっ

ても促対事業というものがついてきて、促対事業

が目的になって、事業そのものが手段になってし

まうということも往々にしてあるわけです。臨調

行革の中で地元のメリットという形で問題にする

ような体質 自体は、厳 しく反省 して変えてい く必

要がある し、あんまり農地の権利移動については

金絡み、事業絡みのことにしないほうがいいとい

うふうに、あまり金に縁のない私は思っておりま

す。

8.最 近の農地移動と面的集積

ところでこういう多様化したメニューが豊富に

なった背景には、やはり多様な農地移動の形態が

現実に存在 していることを、我々はきちっと認識

しておく必要があると思います。例えば農地売買

は全国では4万8,000ヘ クタール ぐらいか ら3万

7.000ヘクタールぐらいに減少 していますが、北

海道を除 く都府県をとってみます と、2万5,000

ヘクタール台でほとんどこの5、6年 間、農地売

買は別に減 ってはいないという現実があるわけで

す。あたか も農地の所有権移動はどんどん減 って

いって、もう賃貸借 しかないようなことをいわれ

ておりますけれども、この5、6年 間をとってみ

て、都府県をとってみれば2万5,000ヘ クタール

ぐらいで、けっこう農地は動いているということ

がいえます。最近は、特に施設園芸であるとか、

畜産であるとか、こういうものに、高度成長時代

に過剰投資を行 った経営等が低成長に移行する中

で、借金を返せなくて土地を売りに出すというケー

スが増えているようです。

い くつかの町村を廻 ってみますと、現実に農地

売買が増えているという事態がどうもありそうで

す。それからもう一つ、農地法3条 の賃借権の設

定も、昭和55年 まではわずかつつではあるけれど

も伸びていたのが現実です。56年 から利用権設定

が本格化する中でこれは減っていきますが、55年

までは3条 の賃借権の設定、あれほど評判の悪い

3条 の賃借権の設定も実は伸びていっているのが

現実です。

要するにいいたいことは、農地は決 して利用権

だけでな くて、多様な形で、所有権であれ、3条

の賃借権の設定であれ、あるいはまた利用権であ

れ、動いているのが現実だと思います。そういう

事態の中で、利用権の設定 しか道がないようにき

めつけて しまうことは、かえって私は流動化を阻

害することになると思っております。

それか らまた、こういう農地移動に関わって、

現在の合理化事業では、去年から今年にかけてい

わゆる面的集積ということが非常に強調されてき
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ま したけれども、面的集積につきましては、『土地

と農業』の12号 にいろんな調査結果が出ておりま

ます。そこでは量的な集積効果と同時に、農地の

集団化 といいますか、質的な意味での合理化が非

常に重要であるということが強調 されています。

それから集合的利用権等調整事業の中では、例え

ば交換耕作みたいなものについて も権利設定の道

を開 くということが謳われております し、私はこ

ういう交換耕作等について も、必要があるならそ

れに応 じて権利関係をきちっとはっきりさせてい

くことが重要だと思っております。さらに公社が

農地を所有してそれを貸 し付けてい く、今までで

きなかったことにも道を開いて くるということも

いわれておりますし、この面的集積という面では、

公社のもつ中間的土地保有機能を本格的に発揮で

きるような、そういう事業展開になってきたもの

として、私は極めて画期的なものだと思います。

しかしながら、いいず らいことですけれども、

面的集積だけが強調されて、それがあたかも合理

化事業の唯一の生きる場所であるかのごとくに、

世間様もいい、また関係者も受け取ってくるなら

ば、これは問題だろう。といいますのは、当たり

前のことなんですけれども、農地の売却と貸付と

は意味が違うと思うんです。貸付というのはいう

までもなく農地の財産を手離すわけではない。で

すから、こちらが主体的に働きかけていけば、あ

る程度応 じる方もいらっしゃるだろうし、そこに

掘 り起 しということの余地 もあるでしょうし、ま

た一定の地域を限って、そこでいろいろ政策 ドラ

イブをかけて くれば、ある程度まとまった貸付と

いうものが出てくる可能性もあると思います。面

的集積には、ある意味ではふさわ しい側面を持 っ

ている。 しかし農地を売るということは、これは

先祖代々の財産に手をつけることですから、 これ

よっほどの、のっぴきならないアクシデントな

り必要性に迫られないかぎりは、農家は決 して農

地を手離すものではない。 これは当たり前のこと

です。

そうなってきますと、農地の売買というものは、

いうまでもなく一筆単位に、点在的に、かつ突発

的に、思いがけない所で、ある日突然発生 してく

る、そういう性格を本来的に持 っているものです。

あらかじめ発生するであろう地域を、東海地震の

ごとくに特定することは決 してできっこない。こ

ういう一筆単位の突発的な農地移動、それをいか

にして合理的な農地保有、農地の集団化に結びつ

けていくか、そこにこそ私は合理化事業の使命が

あると思っているわけです。従いまして、面的集

積のためにも、地域を特定 しない一筆単位の突発

的な農地移動に対応する合理化事業のますますの

発展ということが、どうしても必要であり、また

面的集積のほうに事業が傾斜することによってそ

ういう対応がおろそかになっては、私は公社の任

務は果たせないだろうと考えております。

それから農地移動との関わりで3点 目に、もう

一つ申し上げたいのは、畑作地帯を事業の中で重

視 していく必要がある。若干、浮わついた言い方

をするならば、これからはある意味では畑作の時

代であるということがいえると思います。畑かん

事業が整備される中で、畑にもどんどん集約作目

が導入されて くる。 こういう場合には、専業的な

農家層というのが、かなり層が厚 く形成 されてく

るわけです。ところがこういう畑作地帯では、親

父さんたちは非常に専業的に農業を頑張っている

けれども、跡継ぎのほうは都会に出て行 ったとか、

跡継ぎのほうは他産業常勤的であるとか、そうい

う農家が多いんです。水田地帯のように兼業形態

で、親父さんも兼業、息子も兼業という形で、兼

業か ら兼業へという形で経営の世代継承を行 って

いくことは、これは集約的な畑作農業の場合には
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なかなか無理だと思 うんです。よく跡継ぎが確保

できなくて、今後農地移動が進むだろうというこ

とがいわれるわけですが、私は水田についてはそ

んなに多くのことは期待できないだろう、む しろ

兼業でつないでいく可能性は強いだろうと思うん

ですが、畑作の場合には、今後 ドラスティックな

農地移動の可能性が出て くる局面があるんではな

いだろうかというふうにみております。

畑作においては、この面的集積ということも非

常に重要でありますが、同時に畑作では強い連作

障害を伴いますし、まず必ず しも水利共同体とい

いますか、集落の枠にしば られない、かなり集落

を跳び超えた自由な農地の移動というものが、比

較的行われております し、また行われても、それ

ほど農地利用上問題を起こさないということがあ

ると思 うんです。水田集落では、集落の中で土地

を動かす、いうならば集落の中の一人という規範

意識が非常に強いですが、畑作の場合には皆 さん

そんなことにはあまりこだわらない。ということ

は言い換えるならば、今後畑作地帯では農地の所

有権の移転 もかなりの程度起こって くる可能性が

あり得るし、その場合にはかなり集落を跳び超え

た広域的な集落間の取引きに発展 していく可能性

も強いんではないか。そういうところに、まさに

公社が介在 していく、そういう可能性は私は大い

にあるだろう。そういう畑作の農地の動きにも私

は注目をしていただきたいと考えています。

9.農 地政策の前提としての地価抑制政策

最後に地価問題について触れて終わりにしたい

と思います。以上申しましたように農地政策を行っ

ていく上での根本的な前提というのは、売買、賃

貸借いずれの流動化形態をとるにせよ、地価政策

であると思うわけです。先程述べましたように、

商品所有権としての農地を生産手段の所有権の枠

の中に押さえ込む、押 しとどめる。そのことは言

い換えるならば、農地価格を農業採算価格の範囲

に押さえ込むことであると思います。農業採算価

格はどうやっては じけばいいかということにっい

ては、今後とも研究しなければならないですが、

結論的に申 しま して、平均的な農地の購入階層が

実現している農地の純収益、それを5%程 度の利

子率でもって資本還元して得られるところが、私

はほぼ妥当な農業採算価格の水準ではないだろう

かと思っています。平凡といえば平凡ですが、あ

れこれ考えた末の結論であります。

現実の地価はいったいどうなっているのかとい

うことにつきましては、全国農業会議所の地価調

査の57年 をみますと、都計法の適用を受けていな

い市町村の農用地区域内の耕作目的の中田の価格

は、だいたい150万 。北海道は低いですから、北

海道を取 り除いた所で、最高で200万 ちか く、150

万から200万 の間に入って くるというのが現実で

す。地価が非常に高 くなった、高地価だ、高地価

だといわれておりますが、全国平均で言うならば、

都計法の適用を受けていない農用地区域の平均は、

高い、高いといわれるほどに高 くな くて、高々150

万である。そしてこの都計法の適用を受けていな

い市町村の農用地区域というのは、実は全農地面

積の59%を 占めているわけです。

次に、地価の上昇にはあるパターンがありそう

なんです。といいますのは、そのパターンの1点

目は、いうまでもなく、農地価格は転用価格の上

昇に完全に引きず られている。転用価格 と同時に

上がり下がりをしているということが1点 。その
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上でもう一つの農地価格の対前年上昇率のパター

ンをみていきますと、転用地価の対前年上昇率が

上昇 していくような局面、要するに上昇率がより

一層テンポを高めてい くようなそういう局面、具

体的には昭和50年 までの局面は、関東、東海、近

畿 といった、 日本列島の中央部の地価の農地価格

の上昇が著 しくなっています。要す るに転用価格

がどんどん上昇 していく局面では、日本列島の中

央部で農地価格の上昇率が平均を超えて非常に高

まってくる。それに対しまして、逆に転用地価の

上昇率が鈍化、停滞する局面、すなわち昭和50年

から55年にかけましては、む しろ遠隔地の農業地

帯、北海道とか、東北とか、四国、九州、沖縄、

こういった要するに日本列島の端のほうの農業地

帯、こういう所での農地価格の上昇が著 しいとい

うことがいえます。

その上で現在の局面、56年 以降を見ていきます

とじわじわと転用価格は上昇 しております。非常

に危険な局面に入っております。 しかし同時に、

こういう転用地価がどんどん上がっていく時代に

は日本列島の中央部の地価の上昇率が高くて、む

しろ遠隔地の地価の上昇率は若干とも鈍化すると

いいますが、平均を下回るような形をとって くる

わけです。こういう傾向が一応は指摘できるわけ

です。私どもが現実に調査に入ったいくつかの町

村を見てみますと、ここ1、2年 の間地価が下がっ

ているという町村がけっこうあります。畜産等々

で失敗 して土地を売 りに出したけれども、なかな

か買い手がつかない。需給の今までとは違ったギャ

ップが生まれてきて、代替地 とか何かで上がって

いた地価が下がってきつつある。そういう市町村

も遠隔地においてけっこう存在 しているわけです。

そこで私が申し上げたいことは、今こそ一定の

地価抑制政策の手をうつべ き時じゃないのか。若

干手遅れの感がありますけれども、手遅れだといっ

ていた ら人間いつまでたっても手遅れなんですか

ら、今か らでも遅 くない。一定の地価抑制政策の

手を うつべき時がまさに現在ではないんだろうか

と。合理化法人なり全協が先頭になって、一定の

有効な地価抑制政策を訴えなければ、これははっ

きりいって県公社なり全協自体の首をしめること

に確実になってくるといえると思います。

いったいどうしたら地価抑制政策を出していく

ことができるのかということについては、私も十

分智恵がないので、むしろ皆 さん方の智恵でつ く

りあげていってほしいと思 うんですが、一ついえ

ることは、標準小作料と同じような発想で、各地

域の標準的な農業採算地価の基準 というものをつ

くって、それを農地移動適正化あっせん事業であ

るとか、合理化促進事業の一種の地価の基準にもっ

て くる。あるいは農地取得資金の上限価格をそれ

との関係で打ち出していく。あるいは利用増進事

業における対価の算定基準にそれを用いていく。

そういう中で地域での合意をかちとっていき、規

範性を高めていくということは、必ずしも不可能

ではないだろう。不可能ではない一つの証拠は、

先程いいましたように、高い、高いといいながら

も、高々・◆高々というのは住宅ローンを抱えて

いる私の立場からですが、高々150万 であるわけ

ですか ら、まだまだ打つ手はある。これから、先

程申 しましたように、畑作地帯での農地移動が盛

んになってくる可能性があるし、けっこう遠隔地

の畑作地帯というのはまだ採算に較べて トントン

であるとか、若干それを上回る程度で、まだまだ

超絶的な高地価ということはいえない地帯が多い

ですから、そういう所を、遠隔地、畑作地帯等を

中心として、こういう政策をや っていくことの一

定の有効性と可能性はあるだろうと私は考えてお

ります。
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10.ま と め と 展 望

私の与えられた時間での話 しをだいたいこれで

終わりにさせていただきます。そこでもう一度今

日私が申 し上げたかったことを繰 り返 しておきま

すと、まず戦後の農地の所有権、そういう農地の

所有権から内在的に、決 して外から与えられたも

のではなくて、農地の公共的管理の思想が出てく

るはずだということがまず第1点 目でありました。

そういう公共的管理を具体化 した地域分権的な管

理システムの担い手 として農業委員会なり合理化

法人があるということを第2点 目に申 し上げま し

た。そして第3点 目に、しかるに今日、流動化に

急なあまり農地政策がともすれば、そういう日本

の農地の所有権から内在的に出て くる農地の公共

的管理の側面、それをないがしろにして流動化を

促進する、そういう事業というほうに一面化 しが

ちであるという事態が3点 目に訴えたか ったこと

です。そして4点 目に、 しか し流動化 と規模拡大

を追求すれば追求するほど、そこで本当に農地の

揺るぎない確保を図っていく、農地の保有を合理

化 していく、経営の安定化を図っていくためには、

たんに量的に流動化を促進すればいいということ

ではなくて、そこで農地の管理ということが非常

に重要になってくることを第4点 目に申し上げた

かったわけです。そ して5番 目に、日本の農地所

有権に内在 しているような農地の公共的管理、そ

れを担ってきている農業委員会なり合理化法人、

そういうものがその本来的な使命に即 して事業や

機能のあり方というものを考えていく。本当に地

域、集落、各農業委員会に根をおろした、そうい

う一種のシステムをつ くりつつ、自らの活性化を

図っていく必要があるだろうということを申し上

げたわけです。地域分権的な重層的農地管理シス

テムの構築が今 日の課題だろうということです。

さらに6点 目に、これは最後につけ加える点と

して、そもそもそのような農地の公共的管理の発

展の展望が果してあるのか。私はこの講義で、今

日の流動化政策に強い危倶感を表明してまいりま

した。 しか しそれはあ くまで制度理念にかかわら

せてのことです。現実には、農地法なり農業委員

会が培ってきた歴史は、そんなにチャチなもので

はない。利用権設定が伸びた、伸びたといわれて

おりますが、私の調査を通 じての実感では、その

ほとんどがヤ ミ小作か らの移行です。ヤ ミあがり

という点では、標準小作料を無視 して高い小作料

をそのまま引きつぐといったマイナス面もありま

すが、同時に、農業委員会や役場にとどけること

のア レルギーは急速に減ってきている。そして今

まで1年 限りであったものにともあれ一定の期間

が設定されたこと自体のもつ意味は大きい。 しか

もその期間が、3年 から6年 、さらに10年 と長い

ものがでてきています。10年 ということになれば

農地法と事実上かわりな くなるわけです。

利用増進は市町村事業といって も、具体的にそ

れぞれの市町村におりれば、やはりモチはモチ屋

ということになるケースが多い。実態面で農業委

員会 とその事務局が前面に出るケースが多いです

し、それは早晩、制度面にもはねかえることにな

るだろう。そういうなかで、所有権移転を利用増

進にとりこみなが らも、相対取引をそのままのせ

るのではなく、そこに農地移動適正化あっせん事

業等の趣旨を活かしていこうとする農業委員会も

みられます。

農業委員会 も制度 としては以上に申 しあげたよ

うに立派だが、実態的には、不動産屋の下請的な

感覚だったり、名誉職だったり、議員等々へのス

テップだったりということもある。手放 しで御立
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派 というわけにはいかないのが現実です。 しか し

農業者年金の制度が浸透 していくなかで、あるい

は足腰の強い農業委員が求められるなかで、若が

えりの兆 しもみえるような気がします。私はこう

いう複雑な動きのなかに、事業に流れがちな農地

政策が再び農地の公共的管理の原点に回帰 し、さ

らにそれを発展させる契機はひそんでいると判断

します。利用増進下の新たな流動化、農地保有の

合理化は、実はこれからの課題です。そこにいか

なる理念を貫ぬいてい くか、それは制度の現実 も

さることなが ら、主体的な働きかけの問題でもあ

ります。皆さん方の明日からの御健闘を心から期

待する次第です。 だいぶ長 くなりましたが、ど

うもご静聴ありがとうございました。

たしろ よういち

(横浜国立大学経済学部助教授)
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