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農地政策の方向につ いて (昭 和48.3.20)

中 江 淳 一

は し が き

農林省が昭和45年 の農地法改正(5月15日 公布、

10月1日 施行)の のち、1年 もたたないうちに農

地制度の基本的なあり方について再検討をせ ざる

をえなかったことは、日本経済全体の発展のテン

ポが急激であったことにもよることであるが、基

本的には日本農業の根幹をなす 「零細農耕」が、

それ じたいとしてひとつの産業部門を担当す るに

は時代おくれであり、社会経済全体 としてもそれ

を維持することにますます矛盾を感ずるにいたっ

たことを示 している。

昭和46年9月3日 に、当時の赤城農林大臣の要

請によってひらかれた農地制度研究会は 「農業お

よびこれをめぐる社会経済情勢の著 しい変化にか

んがみ、規模の大きい生産性の高い農業経営ある

いは集団的生産組織の育成 という農政上の基本的

課題に応え、かつ、これらの変化に即応した農業

上および農業と他産業等との間における土地利用

の調整をはかる観点から今後の農地制度の基本的

なあり方について長期的視点に立ちつつその問題

点と解決の方向を検討することが必要である」と

いう認識にたっていた。

農地制度研究会の検討は、その後主要な問題点

としてω地価の上昇と農地価格の動向、②農地の

流動化の動向、{3}生産組織の動向、{4農 地転用規

制と土地利用計画、といったことを中心に論議が

行なわれ・い くつかの素案がつ くられたもののよ

うである。

農林省事務当局は、これらの検討を基礎 として、

昭和47年7月 ごろか ら、具体的な新政策の立案を

開始し、一方では昭和48年 予算の編成にとりくみ、

他方では案文案の作成に着手 した。伝えられると

ころによれば、昭和47年末の段階で、 「農地の権

利移動の円滑化等に関する法律案」という事業法

を単独立法することにより、農地法の部分改正に

およぷものであったとい う。新聞等によれば、そ

の主要な点は次のとおりである。

1.農 地保有合理化促進事業

(1)農 地保有合理化促進事業は、農地公社が行

なうこととし、農地公社がこの事業を行なう

には、その実施地域(農 振法の農用地区域)

等を内容とする事業実施規程を定めて農林大

臣の認可を受けることとする。

② 農地保有合理化促進事業の事業実施地域内

の農地等の所有者は、その農地等を譲り渡し、

または貸し付けようとするときは、あらか じ

め農地公社に通知しなければな らないことと

し、その通知後一定期間は、その農地等を譲

り渡 し、また貸 し付けることができないこと

とする。

(3}農 地保有合理化促進事業による農地等の権

利移動については農地法の許可を不要 とし、

また農地公社については小作地所有制限およ

一4



び賃貸借の解約等の許可制は適用しないこと

とする。

{4)農 地公社は;都 道府県が単独でまたは市町

村と共同して、農林大臣の認可を受けて設立

するものとする。農地公社に出資することが

できる者は、地方公共団体または農業協同組

合もしくは同連合会とする。

農地公社は、農地保有合理化促進事業のほ

か、農村地域工業導入促進法による工場用地

の取得 ・造成その他農業構造の改善に資す る

業務を行なうことができることとする。

{5)農 地公社に対 し農地保有合理化促進事業の

実施に必要な資金を融通すること等を業務と

し、農地公社を会員とする認可法人たる農地

保有合理化資金協会を中央に設立することと

する。

ll,農 地利用権共同設定事業

口)農 用地区域内の一定地域内の農地等の所有

者は、共同して規約を定め、それらの者の間

で農地等の賃貸を行なう農地利用権共同設定

事業を行なうことができることとする。

② 農地利用権共同設定事業を行なうには、そ

の農地等の借受人、貸付期間、面積、計画期

間等を記載した農地利用権設定計画を作成し、

農業委員会を経由して知事の認可を受けなけ

ればな らない。

知事が認可 した場合、その計画による農地

等の貸借については農地法の許可があったも

のとみなし、その認可の翌日にその貸借に係

る権利が設定されることとする。

㈲ 農地利用権設定計画に定められた賃貸借に

ついては、農地法の賃貸借の法定更新および

小作地の所有制限の規定を適用 しないことと

する。

以上のような立法企図は、田中内閣成立の過程

のうちに、なぜかウヤムヤにされていき、第71国

会には法案として提出されないこととなった。そ

して予算案についても、農用地組合推進指導事業

費補助金、賃貸奨励補助金等は退けられ、ただ農

地公社出資補助金が 「農地保有合理化促進事業強

化基金造成費補助金」として成立した(10億5千

万円、1公 社平均5,000万 円の半額助成)。 無利

子土地買入資金貸付補助金は、前年どおりの20億

円にとどまった。

第71回 国会は現在会期中であるが、新土地税制

によって 「土地に対する投機的需要を抑制する」

とともに、国土総合開発法案等によって全面的な

土地への規制を行なおうとしている。 これ らの企

図を通 じて明らかにいえることは、農業政策とし

ての土地政策の全面的な後退であり、都市的開発

のイデオロギーが農地 ・林地のうえにも覇権をに

ぎったかのようである。このなかで、農業はいか

に対応すべきか、農業は土地政策の分野でなにを

主張すべきか、という点は全 く明らかでない。米

があまったということだけで、ひたすら防禦にだ

けまわっている農政の現状を、どう克服すべきか、

こうした問題が提起されている。本稿はこのこと

に正面からはふれていない。さきに述べた農林省

事務当局の農地移動円滑化法案を批判的に摂取し

つつ、ひとつの私見を提示しようとするものであ

る。抜本的な農地政策を考えなければならないと

き、本稿は迂遠な接近方法であるかもしれない。

大方のご批判をいただければ幸である。

1.農 地流動化の促進と農業経営の

規模拡大

に)経 済の高度成長と都市部門の拡大が恒常的な

インフレ体制のもとで進行するとき、地価の高

騰はさけられず、地価と地代との乖離、いいか

えれlgeは
必至である。 この場合には、農地移動の形態は、

財産処分型の離農および資産形成型の土地集中
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の企図を除き、一般的には賃貸借にその大部分

を依拠せざるをえない。農地保有合理化促進事

業も、未 こん地の開発を含めて、このことを無

視することはできない。

② 農用地組合構想による 「農地利用権共同設定

事業」は、この意味において時宜に適 した政策

であるが、農業経営の規模拡大の方向を確保す

るためには、集落農業(都 府県で少なくとも50

ないし100ヘ クタールの大きさを考える)の 再

編という観点から、一時的賃貸借(使 用貸借を

含む)と 長期賃貸借(10年 以上とし、・賃貸奨励

金等の助成によってひきだす)と の併立 ・同時

進行ということにとくに留意する必要がある。

この両者の仕分けは、発生する所有権移転を含

めて、例えば農業委員会による農用地 コントロ

ール機能が不可欠であると考えられる。

{3)農 用地組合内の農民相互間の農用地貸借であ

って、例えば3年 以内の一時賃貸であり、その

設定に公的機関たる農業委員会が介入して実態

を把握 しているかぎり、農地法第3条 第2項 各

号の適用を排除 してよいのではないか。むしろ

農業委員会の介入による方向づけ機能(貸 付相

手方の選定、長期賃貸借又は農業生産法人への

誘導等)に 重点を指向す ることの方が大切であ

って、そのためには、組合員のなかに3条2項

各号の条件をみたさないものが一部あってもや

むをえないと考えられるパ・

㈲ 集落ない し地区ごとに、農業再編計画を樹立

する努力を継続すべきであり、この ことが農業

委員会の主要な任務 となろう。そして、集落な

いし旧町村単位ていどの規模で、集落農業再編

委員会をつ くり、ここで論議をつ くして、再編

計画を作成ずべきである。経営規模の拡大には

多 くの試行錯誤をさけることはできないであろ

うが、多数の合意に基づ く一定の意思が常には

たらいていることは極めて重要であり、こうし

た推移を私的な権利移動の偶然性にゆだねるべ

きではあるまい。とくに現在の農耕技術の進展

が農業生産の集団的な組織を通 して展開されて

いることか らして、集落内的な作業集中の過程

に対応するような農地流動の姿が極めて望まし

い。そしてこの場合、零細兼業農家や老人農家

を積極的に排除する意図は絶対にもつぺきでは

な く、農村内部の老後共済的な地片供与の途を

残 しておく必要があると思われる。

(励 農地保有合理化促進事業による農業経営の規

模拡大は、このような集落農業再編計画の実行

にそ くして行なわれるべきであ って、所有権移

転事業にせよ、合理化法人の農用地取得から経

営への農用地配分だけではなく、その後のアフ

タ ・ケアまでの一貫 したサー ビス機能を掌握し

ているべきである。アフタ ・ケアとしては、技

術指導 ・経営指導 コンサルタン ト活動、経営資

金導入のあっせん、農用地取得資金および大規

模経営維持資金の供与等が考えられる。

いうまでもな く、すべての農地移動の場に、

農地保有合理化法人が中間取得者として登場し

なければならないわけではない。合理化法人を

最も有効に使うかどうかは、あげて農業委員会

と集落農業再編委員会のコン トロール機能にゆ

だねるべきであろう。

2農 地保有合理化法人たる県公社

のありかた

{1)農 地保有合理化促進事業を、長期にわたり強

力に推進するため、現存する県公社を公法人化

することは有効適切な提案である。この事業は

本来的に国の仕事であり、そうした行政の目的

ないし仕組みをス トレー トに発現させることが

できるし、業務の運営や事務処理その他の点に

おいて、単なる民法上の公益法人では享受 しえ

ない地位と能力、とくに農地法上の特例および
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税制上の優遇等の条件が与えられ、また予算面

で大巾な改善を期待 しうるとすれば、 「公法人

化」のメ リットは、はかりしれないほど大きい

といえよう。

② 従来あった公法人化時期尚早論は、機械事業

優先の公社体制、農用地開発事業推進のための

単なる権利取得担当機能への偏向、農業委員会

組織 との連けいによる既墾地事業遂行体制の未

整備、全国協会組織の未成熟、といった諸事情

に基づいていたが、これ らの難点は しだいに克

服されつつあり、もし農地行政全体のなかに公

法人の機能を正 しく位置づけうるならば、今や

その設立の時期にきていると考え られる。

農地保有合理化促進事業を企図し仕上げるの

は農業委員会であって、公社は政策の意図を体

して積極的にこれにサービスする機関である。

このような意味での事業主体としての公社の地

位は、農政活動を基本 とする農業会議の機能 と

も、すこしも矛盾 ・競合す るものではない こと

は明 らかであるし、むしろ両者の合併を考える

べきかもしれない。

{3)農 地保有合理化促進事業を担当する公社は、

.や や特殊な性格と任務をもつべきであることに

注意する必要がある。県公社は、国や都道府県

が作成した計画を、ただ単に実施完成すれば足

りるとい ったような性格の事業主体ではないし、

また、注文を待って農村にサービスを提供する

だけでとどまっていてよいものでもないであろ

う。任務 として与えられるものは、農業の具体

的な再編成(農 業経営の規模拡大)の 実施とい

う目標 ・運動への積極的協力であって、実体的

には、各市町村における農業委員会の機能に密

着 しつつ、夫々の地域の実情にそくして適切な

活動を展開 しなければならない し、一面ではこ

のような方 向への働きかけをみずからも行な う

べきであろ う。活動の青写真は初めから与えら

れてはいないし、年を追 って変化する状 勢に正

しく適応 していかなければならない。

このような観点からすれば、県公社は単なる

県の事業体として県行政に付属していていいも

のではな く、独自の能力と機動性を保持しつつ、

かつ、市町村 ・農業団体の方針なり意見を十分

に事業内容に反映させてい く必要がある。した

が って、公社じたいの構成ならびに運営につい

ては社団法人的性格を保持させてお く必要があ

ると考える。

3土 地投機と地価の高騰

一 土地を守る運動の展開 一

農地保有合理化法人たる道府県公社が、農業構

造の改善のため、事業にとりくもうとしたとき、

最大の障碍 としてあらわれたのが、不動産業者等

の土地買いあさりと高騰する地価であった。事実、

い くつかの買入れ計画を放棄せ ざるをえなかった

し、南関東 ・東海 ・近畿等の大都市をひかえた府

県では農業採算としてはどうにもならない地価水

準のために、事業実施をちゅうちょせざるをえな

かった。

47年度のなかばごろか ら、農外資本の土地買い

あさり、乱開発が社会的にも政治的にも問題化し、

農業と土地を守る運動が各地に発生すると共に、

県によっては乱開発防止のために土地の先行取得

を県政として掲げるところも現われ、またこうし

た運動に積極的に参加 した公社も少な くなかった。

このような過程のなかで、農地保有合理化促進

事業について、あたらしい問題が投げかけられる

ことになった。即 ち、土地が農外資本によって買

いあさられ、地域の農業と自然がこわれてい くの

であれば、公社は、当面する開発計画が完成して

いな くても、もし将来その可能性があり、また地

元の協力がえられるならば、積極的に買い出動す

べきではないかという点である。そしてまた、土
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地を守る運動にしても、 「売るな」と いう以上無

制限に買 う保障がないかぎり体制として完結 しな

いではないか、という問題である。公法人として

の公社は、将来の農業発展のための土地フォンド

を保有することが望ましいし、そのことにより乱

開発への防波堤たりうるであろう。この土地の先

行取得と、その維持管理等については、ぼう大な

資金を要する・と思われるが、利子補給方式等によ

り、積極的な買い出動を行なうべきである。

4.中 央農地銀行構想

ω 高地価 ・低地代の状勢のもとにおいて、農業

経営の規模拡大については、必然的に二重地代

め要請をうみだす と共に、農家め農地所有保全

意欲に対応して賃貸借による流動に期待せざる

をえない。この場合考えられる第一の方式は、'

所有権移転の さいの超長期超低利の取得資金融

資であり、第二の方式は、財産権としての耕作

権の売買と低率小作料の納付であり、第三の方
'式

は、一般賃貸借である。この3者 の関係は、

ほぼ次のとお りであることが望ましい。

小作料の標準額=一 般賃貸の小作料

・(第 三方式)

=農 地の時価の長期低利金

融のもとでの年賦金+固

'定 資産税(第 一方式)

'
・=耕 作権価格の長期低利金

融のもとでの年賦金+低

率小作料(第 二方式)

② 現行の農地等取得資金は、10ア ールあたりの

地価30～40万 円、小作料1.5～2万 円のベース

で体系だてられているといってよい。地代部分

が増大 しない(む しろ下 りぎみ)に もかかわら

ず、地価が70万 ～100万 円のベースとなってきた

現在のもとにおいては、もはや公庫融資の貸付

条件の体系(業 務方法書)の なかに農地等取得

資金を位置づけることは不可能にな ってきたと

いえる。二重地代のもとでは、所有権移転によ

る経営規模拡大がほんとうの意味での経営規模

拡大になるためには、超長期超低利の資金供与

が必要であり、それを しない場合には、農地に

ついての時価と農業収益価格との差額を財政に

よって補てん しなければならない。

下の表は、貸付条件 ごとにみた夫々の地価に

みあう年賦金額であるが、現在の高地価のもと

においては、1分50年 ていどの金融が必要であ

ることを示している。

(3)耕 作権価格の支払は、耕作権の安定と所有者

・耕作者の両者に地価値上 り期待を分けること

を意味する(所 有者の耕作権買い戻し以外の 「離

作料」は禁止 さるべ きであろう)。耕作権価格は、

自作地たる農地の時価の一定割合であり、この

取得に対 しても超長期超低利の取得資金の融資

が必要であって、その年賦金額 と一般 小作料水

貸 付 条 件 元利均等償還
年 賦 率

10ア ールあた り地価 に対 する年 賦金
備 考

年利率 償還期間 30万 円 50万 円 70万 円 100万 円

%

a5

ao

20

20

1.0

年
25

30

40

50

50

0060674

α051019

0036556

α031823

0025513

円
1&202

円

3α337

25,509

円

42,471

35713

25589
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準との差が、この場合の毎年の契約小作料とな

るべきである。固定資産税は前記の一定割合(耕

作権譲渡契約で定め る)で 負担することになる。

{4}現 行の農地等取得資金は、不特定多数の偶然　
的な農地賃貸契約に対するサービスであって、一

経営規模拡大の方式としての一つの体系のなか

に くみこまれているものではない。そして現実

には、都府県でいえぱ1.5ヘ クタール以上層の

漸増を底ささえしていた意味をもっていたとい

えるが、あたらしい大規模経営の成立には無力

であったといえよう(昭 和38年 の制度改正いら

い昭和46年 度までの貸付実績累計は全国で約2200

億円、36万 件。都府県の1ヘ クタール以上農家

の約15%が 融資を受 けている)。今後の取得資金

は、集落農業再編計画を底とする農地保有合理

化促進事業にキチンとリンクさせるべきである。

{5)集 落農業再編計画の達成上必要な農地公社の

介入(農 用地`ζついての所有権の取得 ・保有と

確実な大経営への売渡 し、耕作権の取得 ・保有

とその転貸 し又は売渡 し)に おいて、公社は5

～8年 ていどの売渡し可能となるまでの期間(農

業経営者への1分50年 の取得資金融資が行なわ

れ るまでの間)、無利 子資金を充当する必要があ

る。売渡 しの対価は、農用地の時価としての値

上 りを一切考慮 しないが、値下 りす る危険を保

険する必要がある。

{6)耕 作権売買ができない場合は、10年以上の長

期賃貸借によらざるをえない。この場合、賃貸

人に対 して、10年 以上分の小作料前払金と賃貸

奨励金を交付す る必要がある。

{7)以 上のような農地行政を一貫 した思想と事務

の体系のもとで実行 していくためには、資金等

の供給を担 当す る中央機関が必要であ り、中央

農地銀行の設立を提案するものである。中央農

地銀行の業務を列記すれば次のとおり。

① 農地公社への土地購入資金の供給(毎 利子

10年以内)

② 農地公社への小作料10年 分前払資金の供給

.(無 利子10年)

③ 農地公社の取得 した土地の地価変動 ・災害

等による危険負担の保険業務

④ 集落農業再編計画により農用地 またはその

権利を取得する農業者に対する農用地取得資

金の融資(1分50年)

⑤ 同上により農用地を取得 した農業者に対す

る大規模経営維持資金(5分10年)

⑥ 離農奨励金の交付

⑦ 賃貸奨励金の交付

中央農地銀行の設立については、既存の諸制度

たる{1}農林漁業金融公庫の農地等取得資金、未墾

地取得資金、 自作農維持資金、および②農業者年

金基金の離農者の土地買取りおよびその一括購入

者への取得資金融資ならびに離農給付金、そして

{3}農地保有合理化促進特別事業にかかる公社への

無利子資金融資を全体として体系だて、調整を図

ることが必要である。

5.総 括

ω 基本的思想

第1高 地価 ・低地代の状勢のもとにおいて、

農業経営の規模拡大は、必然的に二重地代の

要請を生みだすと共に、農家の土地所有保全

意欲に対応 して賃貸借による流動化を期待せ

ざるをえない。

第2農 業経営の再編は、集落内の作業集中の

過程を経過するとみ られ、農地の流動もこれ

に対応する必要がある。こうした集落農業の

再編は、農政の基本として位置づけられなけ

ればならない。

第3農 業の将来の発展および自然環境の保全

と乱開発防止のため、未 こん地の先行取得、

既こん地の無制限買上の体制をつ くる必要が

9一
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ある。

② 政策の基調

第1集 落を単位とする農用地の 自治的管理体

制の導入(農 地法規制の緩和)

第2農 地移動に対する公的機関の介入 一 農

業委員会の農地 コン トロール ・センター機能

の付与、農地保有合理化法人の機能強化、両

者の連けい体制の整備

第3農 業用地の先行取得

第4農 地移動に関する資金制度の一元化、助

成施策の強化拡充

{3}10年 後の農家構成の目標(第3次 農地改革)

農家戸数
(万戸)

農地 面積

(万ho)

保有規模 α3ho平 均 の兼業的農家

〃6ho平 均 の専業的農 家

〃1ho平 均 の過渡的農家

300

50

100

100

300

100

計, 450 500

,中 規模戸別経営の確立をひとまずの主眼とし、

作業協業によって補完する。農業生産法人形態

を含めて、あらゆる過渡的な形態について、制

度は寛容であってよい。

上記達成までの農地流動量は250万haで ある。

。うち所有権移転50万ho

地価700万 円/ha3兆5千 億円

〃 耕作権売買50万ha

地価350万 円/ha1兆2千5百 億円

〃10年 賃貸借50万ho

小作料10年 分200万 円/hα1兆 円

・ 〃 一 時 賃 貸 借

゜:諜㍉
100万ho

l50万ha

40万 円/ha6千 億円

。開発予定地先行取得50万ho

地価200万 円/ha1兆 円

(全国農地保有合理化協会常務理事)

10一


	04_論説　農地政策の方向について1
	04_論説　農地政策の方向について2
	04_論説　農地政策の方向について3
	04_論説　農地政策の方向について4
	04_論説　農地政策の方向について5
	04_論説　農地政策の方向について6
	04_論説　農地政策の方向について7

