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農用地整備公団

理事長 関 谷 俊 作

1.根 強い三無主義

1

三無主義 とは何 か。 「見 ざる、言わざる、聞

かざる。」のことかと思 うが、そ うではない。

農地は、 「売 らない、貸さない、作らない。」

というのである。今か ら25年 ばか り前(昭 和

39年 頃)、 農林省の農地課にいた時、耳に し

た言葉である。静岡県下のある地方ではや った

言葉だとい う。

「売 らない」 とい うのは、土地が確実に値上

が りするか ら今売 ることはない、とい うことだ

ろうが、お金が要 るわけでもないのに売る気は

ない、とい うことでもあろう。余程の高値で買

うというのなら話は別だが、という気持が裏に

あるかも しれない。

「貸さない」というのは、何故か。おそ らく

は、農地を一旦貸 したらなかなか返 して貰えな

い、借 り手 にいわゆる 「権利」がついて、返 し

て貰 うには 「離作料」を払わなければならない

ことになる、という心配によるのであろう。

「作 らない」 という心理は、どうい うものか。

作 らないとい う積極的な意思よりも、作る気が

ないとい う消極的な気持を表 しているのではな

かろうか。そこで貸 したり売ったりするかとい

えば、それ くらいなら作付けをしないで放って

お く、ということではなかろうか。

この三無主義の基礎にあるのは、農地を所有

している農家の気持である。所有 している農地

を大事にする気持である。余程のことがなけれ

ば手放 した くない、貸 して後々自分の自由にな

らなくなるようなことは した くない、とい う財

産保全の気持である。
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三無主義に示される農家の気持は今なお生き

ている。

去年の8月 、まさに三無主義の発祥の地であ

る静岡で、 「これからの農地問題」 という演題

でお話をす る機会を得た。中日新聞東海本社の

主催する 「中 日農業フォーラム」で、参加 され

たのは県下の農業協同組合関係の方々である。

ほかならぬ三無主義の話から始めて、零細分散

鎖圃、農地改革の影響、農地制度の展開過程な

どについてお話をした。質問の時間になって、

私の印象に残 った二つの質問があった。

その一つは、三無主義の一つで 「作 らない」

とい うけれ ども、今では、水田転作 のために

「作 りたくとも作れない」、輸入の自由化など

のために 「作 るものがない」というのが実情で

ある。従って、今 日では、 「作 らない」のは政

府の責任なのではないか、というのである。農

政のせいでやむを得ず耕作放棄になるのだ、 と

いう意見である。これには、そ ういう見方 もあ

るで しょう、とお答えするよりなかった。

もう一つの質問は、 「貸さない」についてで
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あるが、借地法や借家法が緩和 されないと借 り

手の権利が強いので貸す気にならないのではな

いか、とい うものであった。 これには、 「借地

法は建物の敷地に適用 され、借家法は建物に適

用 される、農地には農地法が適用される。 しか

し農地であって も農用地利用増進事業によって

貸 し借 りを した場合には農地法の法定更新の規

定が適用されないので予め決めた期間が来れば

自動的に貸 し借 りが終了す る(こ の ことは私の

お話のなかで十分ご説明したつもりであったが)

ので、農地を貸 しても返って来ないという心配

は全 くない。」 とお答えした。

第一の質問は、農政が原因で三無主義の 「作

らない」という消極的態度が生まれ るのだとい

う痛烈な批判で ある。第二の質問は、たまたま

借地法や借家法が例に挙がっているが、要する

に制度に対す る不信である。説明を聞けばそ う

かもしれないが、借地法や借家法というものも

あるし、用心す るに越 したことはない、とい う

ことのように思われる。繰 り返 しになるが、農

地を家の資産 として大事にする気持で、その慎

重さが三無主義 として表現され るのである。い

うなれば、三無主義は今なお根強 く生きている。

それは、農家の農地所有に深 く根 ざしている。
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我々は、今、農地の流動化、あるいは規模拡

大する農家への農地の集積を課題 としている。

農地を 「売 らない」、 「貸さない」 とい う三無

主義 は、この ような我 々の課題 と矛盾す る。

「作 らない」 ということに しても、農地の有効

利用という建前 と相反する。昨年の農用地利用

増進法の改正では、耕作放棄地の利用 を促進す

るための措置(農 業委員会による指導等)が 新

設された。 自分では 「作 らない」農地は、作ろ

うという農家に売るか貸すか してもらいたい、

というのが農地 の流動化である。

農地の流動化を進め るには、三無主義と折 り

合いをつけて行かなければならない。 「売 らな

い」とい うけれども一年間 に3万4千 ヘクター

ル程度の農地の売買(い わゆる自作地有償所有

権移転)が 行なわれている。 「貸さない」とい

う方 も、農用地利用増進事業によって一年間5

万ヘクタール程度の農地の利用権設定(殆 ど全

部が貸 し借 り)が 行なわれている。 こういう農

地の権利移動をで きるだけ多 くし、これをこれ

からも農業に専念 して行 く農家にできるだけ結

び付けて行 こう、 とい うのが農地流動化の課題

である。三無主義 と 「戦 う」というのでなく、

三無主義と 「折 り合いをつける」 とい う言葉を

敢えて使ったのは、イソップ物語の 「北風 と太

陽」の太陽のやり方でやって行けないか、と思

うからである。北風と太陽が旅人の外套を脱が

せようと争った。北風は力の限 り吹き付けたが、

旅人はますます外套を体に引き付けるばかりだっ

た。太陽は飽 くまでも暖か く照 らし付けたとこ

ろ、旅人は暖かさの余 り間も無 く外套を脱いだ、

とい う寓話である。

三無主義は農地の流動化に対する心理的抵抗

である。三無主義と 「折 り合いをつける」ため

には、その心理 に少なくとも次の二つの側面が

あることに気を付けなければならないと思われ

る。

その一つは、先に制度不信といったことであ

る。農用地利用増進事業によって農地を貸 した

場合は、期間を経過 した後に確実に農地の返還

が行なわれる、ということが知 られていない、

あるいは信 じられていない。 もっと古い制度不

信といえば、農地改革のような貸付地の政府に

よる強制買収がまたあるの じゃないか、といっ

たいわゆる 「農地改革アレルギー」を持ってい

る人 もある。 このような強制買収は今の時代に

絶対に行なわれる可能性がないというのにそう
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いう不安が消 えない。農用地利用増進事業が発

足 して既に15年 にな り、全国でこの事業が進

められ、前記のように年間5万 ヘクタール程度

の利用権設定が行なわれているにも拘わらず、

三無主義の ような 「貸 さない」 という制度不信

が農家の意識の底にあるかもしれないことを忘

れてはならない。農地制度のような農家の財産

に係わる基本的な法制の場合には、制度の理解

を得 るための普及が如何に大事であるかを物語

るのがこの三無主義の根強 さである。

もう一つのことは、いわば農地を売ったり貸

したりするについての大義名分とい うことであ

る。田や畑を売るというのは農家の運命に係わ

る大変なことである。余程のことがなければ所

有農地の相当部分を売ることはない。貸すに し

て も農業経営の正式な縮小である。売るも貸す

も農家にとって大事件であり、はた目を気にす

ることである。そ して、自分は農地 を売った り

貸 した りするとい うのに、 これを買った り借 り

た りする相手方は経営規模を大 きくするのであ

る。自分の経営は小さくなり、他人、それ も自

分の知っている特定の人の経営が大 きくなる。

このようなことを気にするのも三無主義のよ う

な心理を生む原因の一つではなかろうか。農地

の流動化に対す るこの種の抵抗感をな くす こと

が必要になる。農地の流動化を進めるため、市

町村、農業委員会、農業協同組合、集落組織な

どが農地の売買や貸借のあっせんや勧誘 などの

世話役的役割を担当するというのは、一つの有

力な方法である。農家はこうい う活動に協力 し

て農地 を売 ったり、貸 した りすることによって

前記のような心理的抵抗がなくなる。 また、農

地保有合理化法人(道 府県公社)の ような公的

機関が農地を買ったり借 りた りして これを規模

拡大をする農家に売った り貸 した りす るという

ことも同 じような意味がある。

「売らない」、 「貸さない」、 「作 らない」

という三無主義は、農地を所有する農家の慎重

な態度である。農地の流動化を進めるには、上

記のような制度不信を解消 し、また、農地を売っ

たり貸 した りするのについて体面を気にすると

いう心理をよく理解 しなければならない。 「大

義名分」といういささか大げさな言葉を使った

のも、この辺のところを十分心得なければなら

ないと思ったからである。 「農地流動化 につい

て考える」本稿を三無主義か ら始めたのも、そ

のためである。

2.零 細分散錯圃の克服

1

全国農業会議所の自立経営育成企画委員会で、

石川県寺井町の竹本敏晴さんのお話をお聞きす

る機会を得た。農地の借入と請負耕作で水田経

営の規模拡大をしておられる。問題は竹本さん

が耕作 しておられ る農地の分散状況である。水

田の分布状況図を見ると、自作地6ヘ クタール

余は50ヶ 所以上に分散 しており、借入地13ヘ

クタール余も同様に数十 ヶ所に分散 している。

自作地 と借入地を合わせた経営農地はできるだ

け分散 しないよう努力しておられるが、それで

も全部で200枚 をこえている。分散 した多数の

水田から水 田へ機械を移動 しなければならない

ため、作業能率は著 しく低下する。

「零細分散錯圃」という言葉は如何にも古め

か しいが、 日本の農地の所有状況を表す言葉と

しては今なお生きている。農地の所有単位は、

不動産登記簿の上で 「筆」と呼ばれている。そ

の 「筆」の一つ一つは、普通は10ア ールに達

しない数アールであって、区画整理がかなり徹

底 して行なわれたところでようやく20～30ア ー

ルになる。つまり、所有単位が著 しく小 さいの

で 「零細」 とい う言葉が使われる。そ して、一
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人一人の所有者か らみると、その所有する農地

は、竹本さんの例にみられるように、多 くの場

所に分散 してお り、従 って他の所有者の所有す

る農地 と複雑 に入 り組んでいる。そのために

「分散錯圃」 とい うのである。竹本さんは、こ

うい う 「零細分散錯圃」の状態の中で、苦労に

苦労を重ねてできるだけまとまった形で農業経

営ができるよう規模拡大をしておられるのであ

る。

零細分散錯圃の状態における農地の所有区分

図は、所有者別の色分けをす ると色別の農地区

分が様々に入 り乱れた状況を呈す る。所有主体

である農家にとってはその所有農地を経営す る

には誠に不便 な状態である。 このような所有状

況とは全 く対照的に、一人一人の所有者 ごとに

その所有する農地が一団にまとまっている状態、

これが農場的土地所有といわれるものである。

その一団の土地の中に農家の住宅や畜舎、農機

具庫その他の建物、庭、野菜畑などもあるのが、

完全な農場である。わが国でも北海道の畑作あ

るいは酪農地帯には、農場 といえるような土地

所有が存在 している。農場的土地所有といって

も、一人の所有地が完全に一団地であるよりも、

主な団地に付随 して少数の所有地があるとい う

場合が普通であろう。 ヨ-ロ ッパ、アメリカな

どいわゆる先進農業諸国は、農場的土地所有の

国 といわれる。 フランスの地方新聞に、農地の

地 目別面積や住宅の広 さ、建築年数などの入っ

た農場の販売広告が掲載 されていたのを見たこ

とがある。 また、オ ランダでは、離農する農家

の農地 と住宅を一まとめに した農場が都市住民

のセカン ドハウスとして売買されているとい う

話を聞いたこともある。 もっとも、パ リ周辺の

いわゆるパ リ盆地では100ヘ クタ-ル を超える

大借地経営が成立 しており、その農地の所有者

は、極めて多数 の小土地所有者である。幾世代

にもわたる相続によって細分 された農地は、わ

が国の場合と同 じような零細地片 となっている。

ここでは、借 り手の方が大規模な団地となった

農場経営なのである。

2

わが国のような零細分散錯圃の状態で経営規

模の拡大をす る場合には、ただ農地の買入れや

借受けによって経営面積を増やすだけでな く、

機械を効率的に使 えるように、できるだけ少な

い箇所に経営農地をまとめることが必要である。

たとえば、1戸 の農家が自脱型 コンバインを中

心とする中型機械化体系を効率的に運用 して水

田経営の規模拡大をす るとしよう。一 日の機械

作業を一箇所 にまとまった水田で行な うには、

2ヘ クタール以上の水田の団地が必要である。

この場合の水田は20な いし30ア ール程度の区

画に整備 され、用水 と排水が分離 された、いわ

ゆる汎用化水田であることが前提になる。この

ような水田を対象と しては じめて6な い し10

ヘクタ-ル 程度の能率の高い水田経営が可能と

なる。水田を買い入れるにせよ、借 り受けるに

せ よ、いわゆる請負耕作によるにせよ、このよ

うに団地状態になった水田による規模拡大は、

きわめて困難である。ちなみに、基幹的な労働

力5人 程度の生産組織で、汎用 コンバインを中

心 とする大型機械化体系によって効率的な水田

経営 をするとすれば、6ヘ クタ-ル 以上の団地

になった同様な状態の水田を対象としてはじめ

て20な いし30ヘ クタール程度の経営が可能に

なるとされる。

われわれの課題である経営規模の拡大は、以

上のようなことから、で きるだけまとまった状

態で農地面積を拡大することであると考 えなけ

ればならない。農地の面的集積という言葉もそ

のことを表 しているものである。そのためには

どういう方法があるかを考えなければならない。
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零細分散錯圃を解消 して農業経営者ごとに農

地をまとめる最 も望ましい方法は、農地の所有

それ 自体 を団地にまとめることである。上記の

農場的土地所有を目指 した、所有権 レヴェルで

の団地化である。

先ず、農家が自分の努力で団地状態に農地を

買い集めるのが手近な方法であるが、農地の売

買が余 り行なわれない現状で、この方法による

団地化には多くを期待できない。ただ、農用地

利用増進事業や農業委員会のあっせん事業を実

施する場合に、農地を売る人があればその農地

に隣接す る農地の所有者を優先 して買い受けさ

せる、とい う方針をとることが望ま しい。 こう

いうことによって、少 しでも農家ごとの所有地

の団地化の方向に向かった努力をしなければな

らない。農地の 「面的集積」 とい うことが進め

られたが、規模拡大する農家が農地を団地 とし

て所有することができれば理想的な状態である。

農地保有合理化法人がある程度の期間を掛けて

農地 を買い集め、 これを団地化を目標 として計

画的に売 り渡 して行 くとい うような事業は、ま

さに農地保有合理化法人でなければで きない事

業である。北海道のような農地の売買が多いと

ころでは、このようなタイプの事業運営がおこ

なわれ、すでにある程度の実績を挙げてい る。

次に、一定の地域を対象として、所有権レヴェ

ルでの団地化を進める事業がある。 「農地集団

化事業」 と言われるものである。 これには、圃

場整備事業によって従来の圃場の区画が全面的

に変更された場合に、換地処分によって行な う

ものと、農業委員会などによる交換分合によっ

て行なうものとの二つの方法がある。いずれ も、

土地改良法 に規定 されているもので、土地改良

法には、換地計画又は交換分合計画は 「耕作又

は養畜の業務 を営む者の農用地の集団化その他

農業構造の改善に資するように定めなければな

らない」 と規定 されている(同 法第52条 第3

項、第101条 第1項)。

換地処分は、圃場整備や農用地造成など、一

定の面積の土地 を対象 として土地の区画を変更

する工事、いわゆる面的工事が実施される場合

に、工事の後の土地に所有区分を定めるもので

ある。工事の実施に伴ってその事後処理のため

に換地処分が必要になる、ということであるが、

本来は、工事実施前に事業に参加する農家の農

地の集団化の計画を立て、工事と換地処分とを

関連 して実施す るのが理想である。換地処分は、

一定の地域の農地の所有を一挙に集団化す る方

法であるが、実際にはいろいろ難 しい問題があ

る。完全な農地集団化とは、所有者ごとにその

所有地を一箇所にまとめる、つまり本項の最初

に述べた一筆にすることである。 この場合、将

来農業をやめるか農業経営を縮小する農家の農

地は、換地処分で規模拡大 しようとする農家の

農地 として換地することとし、金銭で清算をす

ることもできる。このような農地集団化の効果

を期待 し得 る換地処分であるが、理想に近い農

地集団化を実現 し難い原因がい くつかある。そ

の一つは、農家の所有する農地は必ず何箇所か

の団地に分かれているが、一回の圃場整備事業

がそのすべての団地を対象として実施されるこ

とは少な くて、各団地 ごとに、あるいは2,3

の団地を対象として実施 されることが多いから

である。そ して、一回の圃場整備事業の対象と

なった団地の中でも、それぞれの農地の地力や

耕作の便利、更には道路との近接状態などに差

があるため、所有者ごとにその所有する数筆の

農地 を一筆になるよう換地処分を定めることが

なかなか難 しい。換地処分によって農地の筆の

数を農地の所有者と同数にする、つまり所有者

ごとに一筆とすることができれば、換地処分に
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よる農地集団化は100パ-セ ン トの効果を挙げ

たことになる。 これはなかなか達成 されない理

想である。

次に交換分合について考えてみよう。これは、

圃場整備事業のような工事を実施せずに、一定

の地域の中にある農地について主 として所有権

の交換を行なうものである。所有権以外の権利

を対象とす ることもできるし、一筆の農地 を二

つ以上の筆に分 け、あるいはその逆に二つ以上

の筆を一筆に合体す ることもで きる。圃場整備

事業がすでに実施 されているため農地の区画が

たとえば30ア ール以上に整備 されている地域

では、この方法が活用できる。 この場合、前記

の換地処分 と同様に、一部の農家の農地を規模

拡大す る他の農家に取得させ、金銭による清算

をすることも可能である。北海道の畑作地域の

ように、大面積の畑が5ヘ クタール程度の区画

に区切 られているところでは、交換分合が活用

され易い。 しか しながら、 これまでのところ地

力の差があるとい う意識などが障害となって交

換分合は余 り利用されておらず、北海道で若干

利用 されている程度である。 これからは、圃場

整備事業がかな り進んだので、交換分合がかな

り利用 されると思われる。交換分合は、交換分

合計画を定 め、都道府県知事の認可を受けてこ

れを公告することによって所有権の得喪などの

効果を生ずる。 この交換分合計画を立てること

がで きるのは、農業委員会のほか、市町村、土

地改良区、農業協同組合、農地保有合理化法人

である。 なお、市町村は、農業振興地域の整備

に関す る法律(い わゆる農振法)に 基づいて交

換分合計画を立てることもできる。 これらの機

関の努力によって、交換分合による農地の集団

化と規模拡大が進むことを期待 したい。

4

所有権の レヴェルで農家ごとの農地の集団化

を進める努力をすべきであるが、それに伴 う困

難が大きい ことから、所有権は零細分散錯圃の

状態であっても、農地の貸借、作業請負、ある

いは生産組織等による集団的営農などの方法に

よって農地の 「面的集積」を進めることができ

る。いわゆる農地の利用集積であって、今日で

はこれが農地の集団化と規模拡大の主な方法と

なっている。 この利用集積にも、大きく分けて

二つの道がある。一つは、規模拡大す る個々の

農家が農地の借受や作業請負によってする道で

ある。本項の最初に挙げた竹本さんの例がそれ

である。個人だけの力による利用集積には特に

団地化のことまで考えると大変な困難 を伴 うこ

とは前記の通 りである。従って、市町村、農業

委員会、農業協同組合、集落組織、更には農地

保有合理化法人などが、このような個別農家へ

の利用集積を促進する活動を行なうことが必要

である。 もう一つの道は、ある程度の面積の農

地、あるいは一定の団地、更には一つの集落の

中の農地 を対象として、生産組合、営農組合な

どの組織を作 り、集団的な農地利用をす ること

である。 この方法には、一挙に相当面積の団地

化 した農地を利用 して規模の大きい農業を営む

ことがで きるという利点がある。 この場合には、

このような組織に地域の農家が参加 してそれぞ

れの農地を組織による営農に任せること、また、

組織の リー ダーやマネージャ-に 人を得 ること、

これ らのことを通 じて組織の適切なしかも長続

きする運営がなされることが必要である。

3.ゼ ロサムゲ-ム との取 り組み

1

農家 とは何か。常識 としては、農業 を営む世

帯ということになるが、法律上の定義はない。

農林水産省の統計の上では、東 日本で10ア ー

ル以上、西 日本で5ア ール以上の農地 について
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農業を営む世帯、ただ し、経営農地面積がこれ

に達 しない場合も1年 間の農産物販売金額が10

万円以上の世帯は含まれ るものとされている。

これに該当す る農家の戸数は、昭和64年1月

現在の調査 で419万4千 戸である。このところ

年率1パ ーセント程度で減少 しつつあるとはい

え、今の 日本で 「農家」という単一の定義でと

らえられる世帯がこれだけ数多く存在するので

ある。農家は、総世帯数の中で約11パ ーセン

トを占め、 また、農家人 口は、総人口の約16

パーセン トを占めている。 ちなみに、農業就業

人口は、総就業人口の7パ ーセント台を占めて

いる。なお、平成2年(1990年)の 農業セ ン

サスから上記の統計上の農家の定義は変更され、

経営農地面積の下限は全国一律 に10ア ール と

な り、これに達 しない場合の年間農産物販売金

額 は15万 円以上に改められ ることになってい

る。また、 この中で経営農地面積30ア ール以

上又は年間農産物販売金額50万 円以上の農家

を 「販売農家」と定義 し、これに達 しない農家

を 「自給農家」 と定義す ることになっている。

さて、この農家の定義について考えてみると、

農業とい う事業 を営むことが基本になっている

が、農家の場合、他の事業者 とは事業を営むこ

との意味が大変異なっている。一般 に、製造業

や販売業やサービス業などの事業では、資本金

を調達 し、事業に必要な土地や施設、設備を取

得 し、あるいは借 り受け、人を雇い入れて事業

を始めるのが普通である。これ らのことは、現

在、支配的な経営形態である会社経営の場合に

最 もはっきり現われるが、農家と同様な自営業

の場合 も、先祖伝来の事業を営むような例外的

な場合を除いては、似通った状況であろう。 こ

れに対 して、農家の場合には、事業基盤である

農地は家の財産 として最初から存在 し、また、

労力は、世帯主及び世帯員として存在する。農

家は、自分の家の農地と労力を使ってどのよう

な作物 をどれくらい作るかを決めるのである。

必要 とあれば農地を借 りた り買った りして増や

す ことがで きるし、所有する農地全部に作物を

作 るのでなければ、農地 を貸 したり売ったりす

る。 この頃は、農作業を引き受けた り、他人に

頼んだりして農業の規模を拡大又は縮小するこ

とが広 く行なわれている。労力については、家

族労力で足 りなければ人を頼んだり雇 った りす

る一方、農業以外のいわゆる兼業に働 きに出る

ことによって、自家農業に合わせた調節が行な

われる。農家は、農業を営むために農地を取得

し、人手を集めるのでなく、農地を持ち、家族

があることから出発 して農業を営むのである。

以上のことから、一口に言えば、農家は、農

業を営む前にすでに農家なのである。農業を営

む世帯とい う農家の定義とは矛盾す るが、農地

を所有する世帯が農家であって、その農家が農

業を営む、といった方が実態 に即するのではな

かろうか。農家は、自分の家の農地と家族 を前

提 として、どうやって生活 して行こうかと考え

る。農地と家族を持った農家がどのように行動

す るか、という問題なのである。

2

以上のような眼で見た場合、農業経営の規模

拡大 とは、農家にとって何を意味す るか。ある

農家が経営規模を拡大するということは今まで

より多 くの農地と労力をその家の農業に投入す

ることであるが、その農地は他の農家から借 り

た り買った りしなければならない。 これは、製

造業やサービス業など他の事業とは基本的 に違

うところである。農業以外の事業では、事業の

拡大や新規開始のためには必要な土地や施設を

他の同種の事業者から取得することは必要不可

欠ではなく、む しろ新 しく調達するのが一般的

である。農業のなかでも養鶏、養豚、施設園芸
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などのいわゆる施設型農業では、 自分の家の土

地を使 うことが多いことを除けば、事情は同 じ

である。 これ に対 して、今、経営規模の拡大が

最 も求め られている水田作、畑作などのいわゆ

る土地利用型農業では、ある農家の経営規模の

拡大には、他の農家からの農地の提供、'すなわ

ち他の農家の規模縮小が不可欠なのである。あ

る農家にとっての経営規模のプラスが他の農家

の経営規模の同面積のマイナスを絶対に必要 と

する。このことは、プラスとマイナス合計がゼ

ロになるいわゆるゼロサムゲーム(zerosum

game)に たとえられ ようか。

このようなゼロサムゲームは、実は農村で既

に進行 しつつある。農地改革の結果として 自作

地及び 自作農が支配的となった状態では、農家

ごとにみて農地の所有面積と経営面積はほぼ一

致 しているのが普通であった。 ところが、今 日、

村 に行 って調べてみ ると、た とえば50戸 の農

家があった集落で、10戸 程度の農家は農地の

借入によって経営面積をそれぞれの所有面積を

超 えて著 しく拡大 している一方で、10戸 か ら

ときには20戸 に近い農家は農地を貸 し付けて

それぞれの所有面積を大幅に下回って経営面積

を縮小 し、中には殆 ど又は全 く農業を行なって

いない農家も何戸か出てきている。北海道のよ

うに農地の売買がかな り行なわれた地域では、

所有面積の変動が起き、すべての農地を売却 し

た農家は完全に離農 したかたちになる。 ここで

農地の貸 し借 りについて注釈をつけておくと、

そのなかには農地法の許可を受けた もの、農用

地利用増進方に基づ く利用権設定等促進事業に

よって行なわれたもののほかに、法律に根拠 を

置いていないが実際上貸 し借 りと認められてい

るもの も含まれる。

以上、農家 とは何か、農地を所有する世帯 と

い うのがその原点ではないか、農業経営の規模

拡大とは、ゼロサムゲームといってもいいよう

な、規模拡大 と規模縮小とが不可分に結び付い

たものなのだ、というようなことを述べて来た。

いずれも言われてみれば至極当た り前のことだ

が、 日本農業の将来を論ず る場合に、規模拡大

とい う発展的な面に意識が集中 して、規模拡大

が実現されるべき基盤である農地の実態 とそれ

を所有 しあるいは経営 している農家の実像に眼

が向けられないことが余 りにも多い。前に例に

挙げた農家50戸 の集落に100ヘ クタールの農

地 があるとして、そ こに1戸 約10ヘ クタール

の経営 を育て ようと考 えるな ら、最大限10戸

の経営ができるが、そのためには他の40戸 は

農地をすべて貸すか売 るか して農業をやめる、

という厳 しい展望を持たなければならないこと

になるのである。

3

わが国の法律では、いわゆる農家は、世帯 と

しては登場せず、主 として 「農業を営む者」 と

して登場する。農林漁業金融公庫資金、農業近

代化資金などの金融の相手方や農業共済事業あ

るいは農業者年金の加入資格者は、農業を営む

者あるいは養蚕、養畜などの業務を営む者 と規

定されてお り、食糧管理制度、加工原料乳生産

者補給金その他の農産物価格安定制度の対象者

は、それぞれの農産物の生産者 と規定 されてい

る。土地改良法における土地改良事業参加資格

者は、農用地については耕作又は養畜の業務 を

営む者が原則である。農業協同組合の正組合員

の資格を有す る 「農民」とは、 「みずから農業

を営み、又は農業に従事す る個人」であり(農

業協同組合法弟3条 第1項 、第12条 第1項 第

1号)、 農業の経営主に加えて農業従事者(主

に同一世帯員であろう)を 含むものとしている。

また、農業委員会の委員の選挙資格者は、10

アール(北 海道は30ア ール)以 上の農地につ

12



いて耕作の業務を営む者 とその同居の親族及び

配偶者で耕作 日数が年間60日 以上のものとなっ

ており、一定の範囲内の世帯員を加えている。

最後に、農地法の権利移動統制では、個人の場

合、農地に関する権利を取得する者又はその世

帯員は、その農地について耕作又は養畜の事業

を行な うことに加えて、その事業に必要な農作

業に常時従事する等の要件を備えなければなら

ないものと している。 ここでは、農業経営を行

なうことに加えて農作業への常時従事が要求 さ

れていることが注 目される。

農業に関する制度の対象とする 「農業を営む

者」についての上記の諸規定を全体としてみる

と、 「農家たる地位」 といったものがあるよう

に感 じさせ る。その地位は、農業を営むとい う

次元でとらえられている。歴史的にみると、農

地改革が終わった時点で、農家としては農業経

営の主体と農地所有の主体 と農業労働の主体の

三つが一致 していた。 自家所有地を自家労働で

経営するとい う、経営、農地所有、労働の三位

一体の時代である。それから今日に至 る変化 を

簡単にいえばこういうことになろう。 自家労働

力は他産業への流出によって総数として減少 し

た。農業の機械化 も労働力の減少を可能にした。

これを契機 として、農地を一部は売 り大部分は

貸すという形で農業経営が農地所有より小さく

なった農家 と、所有農地 より農業経営の方が大

きくなった農家とに分かれて来た。三位一体 が

支配的であった時代から農業経営と農地所有の

規模が一致 しない状態が一般的になって来た。

ゼロサムゲームの進行である。こういう事態は

制度の運用 にも影響を及ぼす。経営規模の縮小

から農業廃止へ向かう現象が進めば、上記で挙

げた 「農家たる地位」を占める世帯の数は減少

して行 く。農業協同組合の組合員資格者が減少

す る。土地改良区の場合、貸借がなされた小作

地では、耕作者でな く、本来は例外である農地

所有者の事業参加がむ しろ原則になって来る。

なお、以上のような 「農業を営む者」を中心

としたわが国の農業法制の中で、唯一の例外と

して注目に値するのが、後に述べる農用地利用

増進法における農用地利用改善団体の制度であ

る。農地の利用調整活動を行なうこの団体は、

一定の地区内にある農用地について所有権その

他の権利を有す る者の組織する団体であって、

農業を営むことを構成員の資格としていないこ

とが特徴である。 このことは、農業経営 を行な

うか否かに係わりな く農地所有者の資格 におい

て農地の利用調整活動を行なう団体に参加 し得

ることとした点において、農業法制上看過 し得

ない意義を有す るものである。

4

昨年の農用地利用増進法の改正では、農業経

営規模を拡大す る計画を市町村が認定す る制度

が新設された。農業委員会は、 この認定 を受け

た者が農用地を借 り受けあるいは買い受けたい

とい う申出をしたときは、それに応 じて農用地

の利用関係の調整に努めることとされた。農業

委員会は、農地保有合理化法人の同意を得て農

地保有合理化法人を含めてこの調整を行ない、

また、必要とあれば農用地の所有者などに対 し、

農用地の貸付や売渡をするよう勧奨をす ること

もで きる。昭和55年 に制定 された農用地利用

増進法の初めての改正である。農用地利用増進

事業は、 もともともっぱらいわゆる農地の流動

化を促進す ることを狙いとしてお り、どういう

農家の経営規模の拡大を促進するかを決める手

続きを定めていなかった。実際上は、農用地利

用増進事業による権利移動の内容をみると、経

営規模の小 さい農家がより多 く農地 を貸 し、経

営規模の大 きい農家がより多 く農地を借 りると

い う形で規模拡大が進む傾向がみられていた。

13



それが、今回の改正で、この事業を通 じて重点

的に規模拡大 させる農家を市町村による認定に

よって地域 ごとに明らかにすることになったの

である。

このように、農地の流動化は、数の少ない農

家が経営規模 を拡大する一方で、多数の農家が

経営規模を縮小 し、その一部は農業をやめるこ

とによって農家戸数が減少することを意味する。

ここでゼロサムゲームと称 したものが意味する

これ らの現象 は、農村にさまざまな影響を及ぼ

す。農業を縮小 し、あるいはやめた農家は、農

村社会の維持や農業生産の継続に必要ないろい

ろの活動に余 り熱心に参加 しなくなる傾向があ

るのは無理からぬことである。農業用水の管理、

水利施設や農道などの維持運営、病害虫の防除

その他の農業に直接関係する諸活動にその影響

が強 く出て くるであろ う。農業はその経営者が

農村に居住す る定住型の産業であるが、都市で

営まれる他産業に従事するため離村する場合は

もちろん在宅通勤する場合でも、農村地域の地

域活動にはどうしても関心が薄 くなる。更に、

その地域に定着 し、その地域に所得源を持つ人々

の数が少な くなると、救助、消防など地域社会

に不可欠の活動 も困難になるし、祭 りや運動会

のような住民同士のふれあいや交流の効果を持っ

た催 し事 も、盛んではなくなって来る。

ここで強調 したかったことは、農地の流動化

と農業経営の規模拡大が論ぜ られるときに、と

か く見逃 されがちだった上記のような農村社会

への影響である。農業を主な産業とする地域社

会の活力を維持 して行 くためには、土地利用型

農業の面では規模拡大を進める一方で、たとえ

ば園芸、施設型農業、農村加工などの振興や、

観光農園、体験農業その他の都市住民との交流、

他産業の誘致 などそれぞれの地域に応 じた幅広

い地域振興施策を進めて行くことが必要となる。

農地流動化に伴 う地域社会へのゼロサムゲーム

効果を緩和するには、農業の活性化 と農村の活

性化が同時併行 して進められなければならない

のである。

農地の流動化と規模拡大は農家 と農村にどの

ように大きな影響を与えるかを考えることが、

「ゼロサムゲームとの取 り組み」 と題 した本項

の考察の狙いである。

4.農 地制度の画期的な展開

1

昭和44年 から平成元年まで(1969～89年)

までの20年 間に 日本の農地制度は、様変わ り

ともい うべき大 きな変貌 を遂げた。昭和44年

の農業振興地域の整備に関する法律、昭和45

年の農地法改正、昭和50年 の農業振興地域 の

整備に関する法律の改正(農 用地利用増進事業

の新設 など)、 昭和55年 の農用地利用増進法

を含むいわゆる農地三法、平成元年の農用地利

用増進法改正(特 定農地貸付に対する農地法等

の特例に関する法律とあわせて農地二法といわ

れている)で ある。 これら-一連の立法がなされ

る前の昭和40年 代の時点 に身を置いて今日の

時点を見通すと、この20年 間の農地制度の展

開は、到底予想ので きない変革であるとしか考

えることができない。

昭和45年 の改正がなされる前の農地法では、

小作料の最高額の統制があ り、また、賃貸借の

解約等の制限には例外がないために農地の貸付

をした場合にその返還を受けることは殆ど不可

能であった。農地の返還 を受けるにはいわゆる

離作料を支払わなければならないとい う慣行は、

このような強い制限のもとで成立 したものだっ

た。 この状況では、農地法による許可を受けた

いわゆる正規の賃貸借は、全国で精々年間2～

3千 ヘクタ-ル 程度 しか新規契約が行なわれな

14



かった。この時期には賃貸借の解約等の許可が

年間3万 件程度行なわれているが、その殆どが

賃貸人と賃借人との連名による申請に対するも

のだった。離作料の授受などによって貸 し手 と

借 り手の合意ができなければ農地の返還がなさ

れなかったのである。

このような制度の もとでは、借地による農地

の流動化は、全 くといってよいほど期待できな

かった。一方、 この時期には農地の売買面積、

いわゆる自作地有償所有権移転の面積は年間7

万ヘクタール台であった。そこで、 この農地の

売買を規模拡大に結び付けることを主な狙いと

して農地管理事業団が構想 された。農地管理事

業団は、農地及び未墾地について、売買のあっ

せん、その取得に必要な資金の貸付け、買い入

れ、交換及び売渡 し、借受け及び貸付け、信託

の引受けなど農地の流動化のため幅広い業務 を

行な うこととなっていた。特 に注 目すべきこと

は、事業団は、農業基本法に規定する自立経営

を目標として経営の改善をするための農地等の

権利取得を促進するようにその業務を行な うも

のと法案に規定されていたことである。また、

事業団の業務実施地域内の農地等の権利移動を

する場合は、事業団に事前通知をしなければな

らず、事業団は この通知を した者に対 してその

農地等の買受け又は借受けの申出をすることが

できることとされていた。農地管理事業団法案

は、昭和40、41年 の二回にわた り国会に提 出

されたが、二回とも衆議院通過の後参議院で審

議未了、廃案となった。農地を手放 して離農す

るよう強制するのではないかという懸念を持た

れたからである。

昭和40年 代の農地流動化政策は、農地法の

賃借権の強い保護に制約 されて、主 として所有

権の移転(売 買)に 期待 した。農地管理事業団

が農地を借 りて貸 し付ける場合には、小作料統

制や解約等の制限を適用せず農地管理事業団の

判断に任せるという案 も検討 されたが、このよ

うな形での農地統制の例外を設けることは制度

として不可能という理 由で見送 られた。

2

昭和45年 の農地法の改正は、10年 以上の期

間が定め られている賃貸借についてはその期間

が満了 したときの更新の拒絶(農 地 を返還せよ

との意思表示)に ついて都道府県知事の許可を

受ける必要がないものとした。同時に農地保有

合理化法人の制度を新設 した。 この制度は、前

記の農地管理事業団の制度 と同 じように、公的

な機関が農地の売買、貸借などを行 なうことに

よって、経営規模の拡大、農地の集団化など、

いわゆる農地保有の合理化を促進することを目

的としている。農地保有合理化法人の業務 とし

ては、農地 と未墾地の買入れ売渡 しと並んで、

10年 を期間 とす る農地 の借受け貸付けを行な

い、10年 分の小作料を一括 して前払いするこ

とによって借地による農地の流動化を進めるこ

ととされた。 この小作料前払いによる10年 定

期賃貸借の事業が、昭和45年 の農地法改正後

の主要な農地流動化施策 と位置づけられたので

ある。

昭和45年 のもう一つの重要な改正は、小作

料の最高額の統制を廃止 したことである。ただ

し、 この改正の施行の日の小作地については、

10年 間(昭 和55年9月30日 まで)は 従来の

統制が適用 されることとされた。この統制に代

わって、農業委員会が標準小作料を定める制度

が設けられた。農業委員会は、標準小作料 より

著 しく高額である小作料の減額を勧告すること

ができる。 この改正 も、統制の廃止によって新

しい賃貸借の締結が促進 されることを期待 して

いた。

更に、昭和45年 の農地法改正では、賃貸借
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の両当事者の合意によって解約をする場合、農

地の返還前6ヶ 月以内に文書 によって合意を し

農業委員会に通知 をしたときは都道府県知事の

許可を受けな くともその合意の通 り賃貸借が終

了することと した。 この改正の後、農地法の解

約等の制限の運用状況は一変 した。 このときま

では、上記のように、年間の許可件数3万 件程

度の殆 どが両 当事者の連名による申請に対する

ものであったが、改正後5年 程度の間に許可件

数は極端 に少 なくなる一方、合意解約の農業委

員会への通知 によって賃貸借を終了させる件数

が次第に増加 して年間3万 件を超えるに至った。

昭和45年 の農地法改正は、借地による農地

の流動化を促進す るとい うことまではできない

に しても、上記に述べたように、主として農地

の賃貸借に関係す る統制を緩和することによっ

て新 しい賃貸借が従来より増加する効果を持つ

ことを期待 していた。 この改正の後、新 しい賃

貸借がどれ くらい増加するか、農地保有合理化

法人による上記の10年 定期賃貸借はどの程度

の実績 を挙げ るか、農地の流動化を促進す る政

策の立場から強い関心 が持たれたのである。果

たせるかな賃借権の設定は改正後から増加 した。

しかしその増加は、法改正前の年間2～3千

ヘクタール程度からようや く3～4千 ヘクター

ルになる程度であって、流動化政策の立場から

みれば余 りに も緩やかであった。要するに、農

地法の改正を契機 として借地が 目覚ましく増 え

る動きが出て きたとは到底思えない状況であっ

て、当時と しては、農地の流動化は これをもっ

てよしとする訳 にいかなかったのである。

3

昭和47年 の夏頃から、農地政策の次の場面

へ向かって農林省の中での検討が始められた。

この検討が、昭和49年 、農用地利用増進事業

の新設を含む農業振興地域の整備に関する法律

の改正案の国会提出として実を結んだのである。

本項の最初に、わが国の農地制度が様相わりと

いうべき大きな変貌を遂げたと述べたが、その

変貌の最 も重要な転機がこの農用地利用増進事

業の新設である。農用地利用増進事業を生んだ

のは、何 としても借地による農地の流動化を進

あなければならないという政策意欲であった。

一旦農地を貸 したら返って来ない、どうしても

返 してもらいたいときはその地域の慣行になっ

ている離作料を払わなければならない、 とい う

当時の事情を打開 して、安心 して農地を貸せる

ようにすれば、農地の貸借が増え、農地の有効

利用と経営規模の拡大が図られる、というのが

基本にある考え方であった。ここから出発 して

農用地利用増進事業の制度を作るまでの検討の

過程は、まさに悪戦苦闘 というべきものだった。

農地法における賃貸借の解約等の制限は、昭

和13年 の農地調整法に規定 されて以来の基幹

的な制度であ り、借地法及び借家法 と並んで、

近代法における用益権者の保護の一翼を担 う制

度で もある。一体どうい う論理を用いてこの基

本的な制度の例外を作 り出す ことができるかの

問題であった。 この場合、上記のように、かっ

ての農地管理事業団、当時でいえば農地保有合

理化法人のような公的機関が農地の貸借をする

場合には、賃貸借の解約等についての制限を適

用 しない、という方式、いわば公的機関性善説

は、制度論として成 り立たないことがすでに確

定 していた。そこで登場 したのが、農地の自主

的管理とい う考え方である。一定の地域で関係

権利者が協議 して自分達の間で農地の貸借をし、

その期間や小作料その他の条件も自主的に決め

る、とい う方式である。 このようにして関係権

利者が自主的に集団内部で農地の貸借をする場

合には、その内部には農地法の統制は立ち入 ら

ず、いわゆる自主的管理に任せるという考え方
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がとれないかということである。 こういう考 え

方に基づいて、農地利用調整組合 とい う農地所

有者等の任意団体が上記のような自主的管理の

事業(当 初は 「農地利用調整事業」 と称された)

を行な うという構想が生 まれた。 しかし、この

ような私的な組合が設定 した農地の賃貸借に対

して農地法の賃貸借の解釈等の制限のような基

幹的な統制の適用 を排除す ることはで きない、

という判断が立案の過程で内閣法制局から示 さ

れ、自主的管理の方式は行き詰まりに直面 した。

そこで重要な考え方の転換がなされ、自主的

管理の考え方を基礎に しながらも農地の貸借を

設定する事業主体は市町村としてはどうかとい

う案が検討 された。市町村は、その公的な性格

と永続性、事業の適正かつ安定的な実施の能力

などの点で優れているとい う評価から、結局こ

の案が採用 された。なお、この農用地利用増進

事業の新設は、農業振興地域の整備に関する法

律の改正の中に含められたが、この法律では、

市町村が総合的な農業振興地域整備計画を樹立

することとなってお り、 この計画で定められた

農用地区域 の中にある農用地の有効利用を促進

する事業 として農用地利用増進事業が位置づけ

られたことも、市町村を事業主体 とすることが

ふさわしいとされた理由の一つであった。

以上のような検討を経て、農用地利用増進事

業は市町村が行なう事業とされ、市町村が農用

地利用増進計画で農用地 についての利用権の設

定に関する事項(対 象となる農用地、貸 し手と

借 り手、期間、小作料その他の条件)を 定め、

この計画を公告することによってその内容となっ

ている利用権設定の効果を生ずる、という方式

が創設 された。そ して、最大の問題であった賃

貸借の解約等の制限については、賃貸借が集団

的にまた継続的に行なわれるので、個々の当事

者の間の権利関係について画一的な統制を適用

することはふさわしくない、という考え方から、

いわゆる法定更新の規定を適用 しないこととさ

れた。

か くして農業振興地域の整備に関する法律の

改正によって新設された農用地利用増進事業は、

昭和55年 に大幅な拡充 され、農用地利用増進

法に独立の事業 として規定 された。事業の対象

地域は全国に拡大 され、対象とする土地は農用

地のほかの農業用施設用地、農業開発用地及び

混牧林地 を含み得 ることとな り、事業の内容は

権利移動を行なう利用権設定等促進事業、農用

地の権利者が組織する団体が行 なう農用地利用

改善事業、農作業の受委託の促進その他の農用

地の利用を増進する事業の三本立てとされ、 し

かも権利移動の中には利用権の設定のほかに所

有権の移転 と経営の受委託が加えられた。 まさ

に土地の農業上の利用を増進す る包括的かつ総

合的 な事業 となったのである。そ して、平成元

年に経営規模拡大計画の市町村による認定、遊

休農地の利用増進のための措置等を内容とする

農用地地用増進法の改正が行なわれたのである。

4

農用地利用増進事業の新設と今 日の制度への

拡充は、わが国の農地制度の画期的な変貌であっ

た。今 日のわが国の農地制度の基本的な特徴は、

統制を内容とする農地法と、広い意味での農地

の流動化を進めるための農用地利用増進法 との

二つの制度の並列である。統制 と農地流動化、

この二系列の制度が並んで存在する状態をダブ

ル トラックシステム(doubletracksystem)

と名付けたこともある。この二つの系列の制度

は、相互に補完する関係にあると考えることも

できる。すなわち、農地法の統制が権利取得者

を制限 し、また、農地の利用関係を秩序づける

ことによって投機的な農地取得を排除 している

ので、撹乱 され ることな く農用地利用増進事業
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による農地の流動化が可能になる。その一方で、

農地の統制によって農地の利用が固定 される結

果となり易い ところを、農用地利用増進事業に

よって農地の有効利用と経営規模の拡大をもた

らす農地の流動化を生み出す。 このようにして

両制度が相補 うとい う関係である。

農地法の統制は、権利移動統制、転用統制、

小作地の所有制限、賃貸借の解約等に関する制

限 としてその基本が維持 されている。 これらの

統制の源を尋ねると、①解約等に関する制限は、

戦前の小作立法であ る昭和13年 の農地調整法

から今日に継承されており、②権利移動統制及

び転用統制は、主として食糧確保を目的とした

いわゆる戦時農地立法の一つである昭和16年

臨時農地等管理令に端を発 して、農地改革以後

農地調整法を経て農地法に引き継がれてお り、

③小作地所有制限は、農地改革の際の小作地買

収要件に始まっている。これらの統制は、昭和

27年 の農地法で体系的な一つの制度 に組み立

てられ、その基本的な規制内容を変えずに今 日

に至っている。そ して、その後、農地の流動化

のための諸制度が新設される際、必要でかつ可

能な限 りは、 これ らの統制除外が設け られて来

た。農業協同組合の行なう農地信託事業及び農

業経営受託事業、農地保有合理化法人の行なう

農地保有合理化促進事業、農用地利用増進事業

などであるが、いずれについても小作地所有制

限は適用 されないこととされた。適用除外 とし

て制度上最も重要であり、実際上も借地による

農地流動化の効果を大いに発揮 したのが、上記

した農用地利用増進事業についての賃貸借の法

定更新の適用除外である。

次に、農用地利用増進法は、農用地利用増進

事業の実施手続 き及び法的効果を定めた法律で、

いわゆる事業法の性格を有す る。農地法による

上記の諸統制は、当事者の意向にかかわりなく、

強制的に適用 される。これに対 して農用地利用

増進法は、農用地利用増進事業を実施 しなけれ

ば空文化 して しまう。農地法の適用を担当する

のは、都道府県知事、農業委員会のような行政

機関であって、これ らの行政機関は許可申請を

受理 して処理するという、いわば受け身の立場

に立 っている。これに対 して農用地利用増進事

業の実施のためには、市町村や農業委員会はこ

の事業に乗った権利移動等を引 き起 こすために

次項で述べる 「農地の利用調整活動」を行ない、

積極的な働 き掛けをしな くてはならない。たと

えていえば、今までは市町村役場で農地法によ

る許可を受けに来 るのを待っていればよかった

のが、今度は農家の間を歩 き回って農地の売買

や貸借をす るよう勧めるというような活動をす

ることになったのである。農用地利用増進法が

制定された当時、これからは 「実践の時代」だ

と言ったのは、このような意味である。

農用地利用増進事業は、これまで設けられた

農地流動化のための制度と比較すると、その適

用範囲が全国に及び、 しかも市町村、農業委員

会、農業協同組合、集落組織など農村のあらゆ

る機関 と組織を巻き込んだ農地流動化の事業で

あることが特徴であり、これ らの機関と組織の

協力によって着々と実績を挙げた。昭和63年

末で、その実施市町村は約3千 でほぼ全国の農

村に及び、この事業による自作地の有償所有権

移転(売 買と考えてよい)は 年間約1万3千 ヘ

クタール(農 地法による許可を受けたものは同

じく約2万1千 ヘクタール)、 賃借権の設定は

年間約5万 ヘクタール(農 地法の許可によるも

のは同じく5千 ヘクタール程度)と なっている。

昭和50年 に農用地利用増進事業が始めて制度

に登場 した当時、農地法の統制を迂回す るもの

であるとして 「農地法のバイパス」だとする批

判的な見方 もあったが、現在では、上記 したよ
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うに、農地法の統制 と並んだ 「ダブル トラック

システム」 の一系列の位置を占め、農地流動化

施策における天下の大道となったのである。

5・ 農地の利用調整活動

1

農地法の目的には、 「土地の農業上の効率的

な利用を図るためその利用関係を調整 し」 とい

うことが規定 されている。 これは、農地法 とい

う制度がそのような機能を果たすべきであるこ

とを定めているものであるが、ここで 「農地の

利用調整活動」 とい うのは、何 らかの主体が行

なう事業あ るいは活動のことである。具体的に

は、農地を利用 しない農家から使用 したい農家

へ農地の利用が移 って行 くように、農地の売買

や貸借などの権利の移転あるいは設定をするの

に必要な情報を提供 し、売買、貸借などをする

よう勧め、更には売買、貸借 などの手助けをす

るとい うよ うな仕事である。 このように 「農地

の利用調整活動」の内容はこうであるとわざわ

ざ記述する必要があるということは、とりもな

おさず この活動の必要性が認められたのが比較

的近年のことだからである。

制度の歴史 としてみると、 もともと農業委員

会の業務には今 日 「農地の利用調整活動」とい

われる活動 が含 まれていた。農業委員会が行な

うことのできるいわゆる任意業務の中に 「農地

等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善

に関する事項」が含まれている。 この規定 を根

拠として農業振興地域の整備に関する法律では、

農業委員会が農地の権利移動のあっせんを行な

うことが規定されている。そ して、平成元年の

農用地利用増進法の改正で、農業委員会は経営

規模拡大計画について市町村の認定を受けた者

の申出に応 じて 「農用地の利用関係の調整」 に

努めることが規定 されたのである。従来の権利

移動のあっせんという言葉 と比較すると、今日

の 「農地の利用調整活動」 という言葉の意味す

るものは、上記のような諸活動を含む遙かに広

いものと考えなければならない。

制度上の 「農地の利用関係の調整」 とい う用

語に関係するものとして もう一つ忘れてはなら

ないのは、農用地利用増進法における農用地利

用改善団体の事業である。農用地利用改善団体

は、一定の地区内の農用地について所有権その

他の権利を有する者が組織する団体である。こ

のような集落などの小区域内の、 しかも農用地

の権利者の団体を法律に登場 させたことは農業

関係の制度 として画期的なことである。 この農

用地利用改善団体は、 「農用地利用規程」を定

め、①作付地の集団化その他農作物の栽培の改

善、②農作業の共同化その他農作業の効率化、

③ これら①及び②のことの推進のために必要な

利用権の設定、所有権の移転などの促進その他

農用地の利用関係の改善に関する措置を推進す

ることとされている。このような農用地利用改

善団体の事業は、法律では 「農用地利用改善事

業」と略称 されている。表現は異なるけれども、

実質的にはここでいう 「農地の利用調整活動」

と同じ内容の活動を意味 している。特に、上記

①及び②のことのために③のことを実施すると

い う事業の組み立て方は、まさに 「農地の利用

調整活動」のあるべき姿を示 しているといえよ

う。つまり、作付地の集団化 とか農作業の効率

化というような農業生産の改善のために農用地

の権利移動を促進するという活動の在 り方であ

る。農用地利用改善団体は、もっぱらこのよう

な形での 「農地の利用調整活動」を行な う小区

域の権利者団体 として制度に登場 したのであっ

た◇

すでに数年前からの事だが、農業協同組合も

「農地の利用調整活動」に積極的に取 り組 もう
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とい うことが農業協同組合系統組織の中で提唱

されている。定義されてはいないが、この場合

の 「農地の利用調整活動」は上記で考えて来た

こととおおむね一致 していると言 ってよいよう

である。制度の上では、農業協同組合は、昭和

37年 の農地法改正 によって農地信託事業を行

ない得ることとなり、また、昭和45年 の農地

法改正によって農業経営の受託事業を行ない得

ることとなった。これ らの事業は、ここで考え

ている 「農地の利用調整活動」の具体的な形態

に属するもので あるが、今 までは事業の実績は

余り挙がっていなかった。平成元年の農用地利

用増進法の改正では、農用地利用改善団体 と同

様に、農業協同組合も利用権の設定等の案を作っ

て農用地利用増進計画を定めるよう市町村に申

し出ることがで きることとなった。 また、この

改正を契機に、農業協同組合系統組織では、条

件の整ったところで農業協同組合が農地の貸借

による農地保有合理化促進事業を実施するよう

指導す ることと している。

2

「農地の利用調整活動」が本当の意味で必要

にな り、また、農地政策の中心的な位置を占め

るようになったのは、農用地利用増進事業の発

足のときからで ある。発足当初の農用地利用増

進事業は、市町村が農用地利用増進計画とい う

一種の集団的貸借契約を定め、その効果 として

多くの件数の農地の貸借がなされるものである。

法律には、農用地利用増進計画の内容 とそれを

定める手続 きが規定 されているのみであるが、

農用地利用増進事業を実施するうえで不可欠な

のは、農用地利用増進計画の内容 となる農地の

貸借を行なう意思を当事者の間に起 こさせる活

動である。当時 からこのような農地の貸借を引

き起こす活動を 「掘 り起 こし」と称 していたが、

これがまさにここでいう 「農地の利用調整活動」

であった。その 「農地の利用調整活動」は、農

用地利用増進事業の実施主体が市町村である以

上は、市町村によって集中的に営まれることは

当然であった。立法に際 しての考え方 も、農村

におけ る農業委員会という行政機関、農業協同

組合、土地改良区その他の農業団体、そ して集

落組織、これらすべての活動を集約し、調整 し、

かつ勢いづけ、そ して永続的に安定 した活動を

確実に行な うためには、市町村を 「農地の利用

調整活動」の中心と位置づけることが最も適当

と判断 されたのである。

農用地利用増進事業は、昭和55年 の農用地

利用増進法によって大幅に拡充 されるとともに

農業振興地域の整備に関す る法律から分離 した

独立の事業 とな り、平成元年の改正によってそ

の内容と手法が更に拡充 された。この改正後の

農用地利用増進事業は、まさに総合的かつ包括

的な 「農地の利用調整活動」システムとなって

いる。

市町村の主な役割は、①農用地利用増進事業

の実施主体として、農用地利用増進事業の実施

方針を定める、②利用権の設定や所有権移転の

効果を持つ農用地利用増進計画を定める、③経

営規模の拡大計画を認定す る、とい う農用地利

用増進事業の実施の上で基本的に重要な三つの

ことである。 このように、市町村は、農用地利

用増進事業全体の方向を定めるとともに、みず

から農用地利用増進事業を推進する責任を持ち、

従ってまた農用地利用増進事業の実施に関係す

る農業委員会、農業協同組合、土地改良区、集

落組織、農用地利用改善団体などの活動の連携

と調整の役割 を果たすことになっている。

次に、農業委員会については、①市町村が農

用地利用増進計画を定める際に農業委員会の決

定を経 ることとされているが、これは農地法の

適用を担 当する行政機関としての役割である。
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農地の利用調整の機能としては、②上記の市町

村による経営規模の拡大計画の認定を受けた者

の申出に応 じて 「農用地の利用関係の調整」 に

努めるもの とされている。 この調整のため必要

があれば農地保有合理化法人を含めて調整を行

ない、また、その利用の程度が著 しく劣ってい

る農用地 について利用権の設定を行なうよ う所

有者等に対 し勧奨することができる。この②の

役割は、従来、農業委員会は農用地利用増進事

業による利用権設定等の推進に資するとい う一

般的な規定 があったものを、平成元年の改正に

よって改めたものである。 この改正によって、

農用地利用増進事業において農業委員会が行な

う農地の利用調整は、規模拡大への方向を明確

に示す ものとなったのである。

次に農用地利用改善団体は、上記のように、

農用地利用増進法によって初めて登場 した小区

域の農用地権利者団体であり、もっぱら農地の

利用調整を事業 としている。市町村は、農用地

利用増進事業の実施方針で この団体の区域の基

準を定め、この団体が行なう農用地利用改善事

業の実施を促進す る。農用地利用改善団体 は、

農用地利用増進計画の内容となる事項 を示 して

市町村に農用地利用増進計画を定めるよう申し

出ることができることになっている。平た くい

えば、農地の貸借や売買の案を市町村 に持 ち込

むことができるということである。農用地利用

改善団体は、農用地利用改善事業の実施を 目的

とすると同時に、農用地利用増進事業による農

地の流動化を生み出す役割を持っているのであ

る。

次に農業協同組合は、平成元年の農用地利用

増進法の改正によって初めて農用地利用増進事

業の中にはっきりとした位置づけを受けた。す

なわち、①農用地利用増進事業の三本柱の一つ

である農作業の受委託の促進などの事業につい

て、農業協同組合は、農作業の委託のあっせん、

農作業の委託を受ける者の組織化の推進などに

よって農作業の受委託の促進に努めることが規

定 され、市町村は、農用地利用増進事業の実施

方針で農業協同組合の農作業の委託のあっせん

などについて定めることとされた。そ して、②

利用権の設定など権利移動についても、農用地

利用改善団体についての上記② と同様に、市町

村への申出をすることができることとされた。

か くして、農業協同組合は、農作業の受委託と

権利移動の両面において農用地利用増進事業の

実施に積極的に関与することになったのである。

3

「農地の利用調整活動」は、農用地利用増進

事業において初めて制度の上で一つのシステム

として組み立て られた。農地政策の歴史の上で

このことは極めて重要な意味を持っている。も

ともと農地の売買や貸借は、全 く私的なもので

あった。農地 を売ったり貸 した りしようと思 う

人は、自分で買い手や借 り手を探すか、むらの

世話役的な役割をしている人や顔の広い人に頼

んで買い手や借 り手を見つけてもらい、更に売

買や貸借の仲立ちをしてもらう、というのが普

通のやり方だった。契約ができてはじめて農地

法による許可を受けるため農業委員会に持ち込

むので、売買や貸借の成立の過程は公的な場面

に出ることはなかった。市町村、農業委員会、

農業協同組合、農用地利用改善団体などが 「農

地の利用調整活動」を行なうことになったとい

うことは、まさに上記のような農地の売買や貸

借の私的な過程が農村の公的な場面に登場 した

ということなのである。む しろ、単に登場 した

というだけではな くて、従来全 く私的に行なわ

れていた売買や貸借を、 「農地の利用調整活動」

によって積極的に引き起 こし、それを規模拡大

する農家に結び付けて行 くという、極あて意欲
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的な取 り組みをす ることになったのである。農

地の権利移動を公開の場で行なうとい うだけで

なくて、これを 「掘 り起 こし」によって促進 し、

また、できるだけ農地を最 も求めている農家が

買ったり借 りた りできるようにするという方向

付けをしようとい うのである。

このように考 えた場合の 「農地の利用調整活

動」は、どうい う性格を持つものであろ うか。

第1に は、農地の権利移動が起 きるように働

き掛けることである。そのための活動には、農

地の売買や貸借 に関係する制度や手続 き、税制

の特例(譲 渡所得に係 る所得税の軽減、一括前

払いを受けた小作料の一時所得扱いなど)、 買

い手あるいは借 り手の状況などについての情報

の提供から始まって、売 りあるいは貸す ことを

勧めることまでが含まれよう。 このようないわ

ゆる 「掘 り起 こし」活動は、農用地利用増進事

業の発足のときか ら必要性が提唱 され、市町村

に農地流動化推進員を置いて主としてこのよう

な活動を担当す ることとされた。農用地利用増

進法の制定とともに 「実践の時代」が到来 した

とい う意味 もここにあったのである。上記 した

ように、平成元年の農用地利用増進法の改正で

は、農業委員会が利用権の設定等(売 り、貸す

など)を 行 な うよう農地 の所有者 などに対 し

「勧奨」す ることができるという規定が設けら

れ、こういう形で初めて 「掘 り起 こし」活動が

法律に登場 した。

第2は 、農地の権利移動を最 も望ましい規模

拡大農家 に結び付けることである。買い手ある

いは借 り手を選び出す ことである。農用地利用

増進事業の発足 より以前のことであるが、農地

の権利移動の方向づけを自主的に始めた静岡県

下のある村で、若い農業者が、今 までなら農地

の所有面積が小さいことや年が若いことなどの

ため相手にされなかったが、村のお陰でようや

く農地を借 りて規模拡大ができるようになった、

と喜んでいたのを聞いたことがある。農用地利

用増進事業による利用権の設定状況をみると、

規模の大 きい方の農家がより多 く農地を借 りて

いる傾向が示されている。 「農地の利用調整活

動」によって農地の権利移動が公的な場面で行

なわれるようになると、おのずからどういう農

家が権利を取得 して規模拡大す るのが妥当か、

という判断が働 くと考えて もよいのではなかろ

うか。平成元年の農用地利用増進法の改正では、

上記のように、経営規模の拡大計画の認定の制

度が設けられたが、権利移動をできるだけ促進

する対象農家を明らかにすることは、もともと

「農地の利用調整活動」 にとって必要なことな

のである。

第3に 、 「農地の利用調整活動」は、農家や

関係の人々の信頼を必要とする活動であり、ま

た、利益を求めない無償のサーヴィスだ とい う

ことである。このことは、市町村、農業委員会、

農用地利用改善団体、集落組織などのいずれに

ついて もあてはまることであ り、農業協同組合

とい う経済事業を行なう主体についても 「農地

の利用調整活動」に関する限 りは同じように考

えな くてはならない。この活動は、その地域の

農業を担 って行 こうとい う農家による農地の利

用を促進することによって、農業を振興 し、農

村の活力を高め、また土地の有効利用を図る役

割を果たすものであるが、農家の基本的な財産

である農地に係わる活動であり、農家の農業と

生活のあり方を変えて行 くことにもなる活動で

ある。信頼を基礎とした無償の活動によって初

めてな し得 ることなのである。

第4は 、集落とか市町村 とい う地域内の活動

であるが、同時に、 このような地域より大きい

いわゆる広域的な視点からの利用調整を忘れて

はならない、ということである。 「農地の利用
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調整活動」行なう市町村、農業委員会、農業協

同組合、農用地利用改善団体、集落組織等は、

いずれも一定の区域を持 っていることから、そ

れぞれの区域内の活動を集中的に行なう能力を

持 っている。区域内の農家 に対する働 き掛けと

いう形の活動が、すべての場合に区域内で自己

完結的に利用調整をするという傾向に陥 り易い。

つまり、農地の売 り手や貸 し手がその区域内の

農家であると同様に農地の買い手や借 り手 もそ

の区域内の農家に限定する、とい う運営になり

易い。 しかしながら、農用地利用増進事業の制

度の上では、農地は事業実施市町村の区域 内に

存在するものでなければならないが、その権利

者については、現在の権利者 も、農用地利用増

進事業によって農地を買った り借 りた りする将

来の権利者 も、その市町村の区域の中に住所を

有するか外に有するかを問 うていないのである。

従 って、農地を買った り借 りた りす る最 も適 当

な農家を決めるには、必要とあればその市町村

の外に住んでいる農家とすることも可能なので

ある。いわゆる担い手農家が少な くなっている

地域では、特 にこのような配慮が必要である。

平成元年の農用地利用増進法の改正では、広域

の見地か ら農用地の利用関係の調整を行なう必

要があると認められる場合、都道府県農業会議

は関係農業委員会に対 して資料及び情報の提供

その他の協力をするよう努めるとい う規定が置

かれたのも、 ここで述べたような考え方に基づ

くものである。

6.農 地集積の方法

1

「利用権の設定は手間取 って大変だ。集団の

方が手っと取 り早い。」 とい うような声がよく

聞かれる。 こういう場合の 「集団」とは、集落

あるいはそれより小さい区域の中の農地を対象

として農業生産を行な うため組織 される農家の

集団であるのが普通である。組織の形態 として

は、ときには農事組合法人のような法人格を持

つものであることもあるが、殆 どは生産組合と

か営農組合というような法人格を持たない団体

である。こうい う場合の組織の基本的な特徴は、

上記のように、それが一定の区域を持 っている

ことで、従って 「○○生産組合」とい うような

組織の名称にその区域の地名を入れたものが多

い。一定の区域内の農地を所有する農家が組織

に参加す ることから、いわゆる 「地縁的集団」

の性格を有する。土地の区域にかかわりな く、

もっぱらある種類の農産物の出荷や販売のよう

な機能を営むために組織される 「機能的集団」

と対照的な概念である。 「機能的集団」は、共

同で出荷や生産 を行なう農家のみが組織すると

い う点で、一定の区域内の農地所有者が原則 と

してすべて参加する 「地縁的集団」と基本的に

異なっている。

「集団の方が手っ取 り早い」といわれるのは、

ある一定の区域を決めて関係農家の参加を求め

るとい う組織づくりの手順がとり易いか らであ

る。かつて静岡県下のある町で、全村構造改善

という方針を掲げ、水田については団地ごとに

協業組合を作るという方式が進め られたことが

ある。三重県下では、圃場整備事業が行なわれ

た水田の団地ですべての関係農家が参加 した一

体的な共同経営が行なわれた事例が注 目を集め

たことがある。農業構造改善事業などの国庫補

助事業や圃場整備事業の実施が契機となって、

それ らの事業実施地区で上記のような地縁的集

団が設立 された事例はかなり多かった。 このよ

うな組織の設立と運営が うまく行けば、一定の

区域内のまとまった農地を利用 して一体化 した

農業生産活動が行なわれることになる。そ うな

れば、本稿の始めに取 り上げた三つのこと、す
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なわち三無主義の抵抗を受けることもなく、零

細分散錯圃に悩むこともな く、ゼロサムゲーム

を気にすることもなく、農地の面的な集積が実

現することになるのである。

農業生産を行なう一定の区域の農家集団には、

上記のように土地基盤の整備や農業構造の改善

あるいは農業生産の効率化を目的 とする事業の

実施を契機に、農業機械の共同利用や農業の共

同化のために作 られるものが多い。このような

集団の運営の上で最 も難 しいことは、集団の管

理運営に当たる人々と トラクターその他の機械

の運転や各種の農作業を担当する人々を確保す

ることと、集団の仕事に従事 し、あるいは集団

に資本や土地 を提供 したことに応 じて手当てや

収益の分配を適切に行なうことである。 このよ

うな集団が農地 の流動化あるいは経営規模の拡

大にとってどういう意味を持つかであるが、一

つの有力な考 え方は、上記 したように、これが

一定の地域の農地をまとめて規模の大きい農業

生産を行なう早道であ り、今す ぐに農家の分化

という難しい問題を引き起こすこともないので、

先ずこの集団方式を推進 しようとい う考え方で

ある。 こうい う考え方をとる場合にも、集団の

将来を含めた評価については、意見が分かれる

ようである。一方には、 こういう集団が将来 も

わが国農業の在 り方として望 ましく、従って継

続すべきものだとい う考え方がある。他方には、

この集団の中心 となってこれを担っている農家

の中から、将来個人経営あるいは何人かの共同

経営の形で団地 としてまとまった相当面積の農

地を使 って、農業を行なう人々が出て来るであ

ろうから、結局経営規模の拡大になる、とい う

見方がある。 これは、集団は、本格的な規模拡

大に至る過渡的な段階であるとする考え方である。

2

地域 ごとの集団方式を進めようとい う立場 と

対照的なのが、個別経営の経営面積を農地 の買

受けや借受けによって拡大する方式である。 こ

こで個別経営という中には、個々の農家のほか

に複数の農家による共同経営を含んでいる。な

お、この共同経営は、上記の集団が一定の区域

内の農地を対象として原則としてすべての関係

農家が参加するのに対 して、実際に農業に従事

する農家だけが法人あるいは組合としての経営

主体を組織するとい う点で異なっている。

地域集団の方式で行 くか、それとも個別経営

の規模拡大を進めるか、とい うように対立 した

ものの考え方をする向きが多い。 「個か、集団

か」 とい う問題提起がそれである。総 じて言え

ば、農業協同組合系統組織では地域集団の考え

方が強 く、農業委員会の関係組織では個別経営

の規模拡大を優先 して考えている。 しかしなが

ら、一般的には、それぞれの地域の実情に応 じ

て二つの方式のいずれかを主体 とし、あるいは

両者の長所が発揮 されるよう二つの方式を組み

合わせて進めて行 くのがよいと考えられる。い

ずれの方式 も、他の一方の方式を排除するよう

なや り方で画一的に進められると地域農業の姿

を歪める結果を生 じかねない。たとえば、市町

村などの区域を予め区割 りしてそれぞれの地域

集団の区域を決めてしまい、それぞれの区域 ご

とに集団の設置を進めるとい うような、いわば

上からの地域集団方式では、集団それ自体の運

営 もうまく行かなかった り、その地域で規模拡

大 しようという個別経営の意欲を抑えてしまう

おそれがある。規模拡大 しようとする人々に対

して、集団に参加 して集団の一員として働 くよ

うに呼び掛ける、というようなことが起 きた り

する。反面、集団の管理運営に適当な人々を得

て、その地域の農業を支え、かつ地域農業の活

力を引 き出すような形で地域集団が作 られ、運

営されることも多いであろう。 このような場合
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には、その地域の農業の将来を担 うような農家

の人々が集団の中で中心的な役割を果たし、 ま

た自分自身の農業経営を規模拡大などによって

発展 させながら同時に集団の運営に参加 してい

る、というような状況になることも期待で きよ

う。地域集団 と個別経営とのこのような理想的

な共存関係 もあ り得ることから、地域集団の意

義を全 く否定 して個別経営の規模拡大のみを追

求するとい う考え方も望ましいものではない。

農用地利用増進事業は、前項で述べたように、

総合的な 「農地の利用調整活動」の仕組みと し

て、権利移動から農作業の受委託までの幅広い

農地の集積 を進めることとしている。 この事業

の三本柱の第一の利用権設定等促進事業は、い

うまでもな く、個別経営が農地の買受け、借受

けなどによって権利を取得 して経営農地面積を

拡大することを促進する事業である。権利を取

得する者には、個人のほかに農地法に規定され

ている農業生産法人が含 まれる。三本柱の第二

の農用地利用改善事業は、農用地利用改善団体

が行な う前項で述べた 「農地の利用調整活動」

である。この団体は、上記のように一定の区域

内の農用地の権利者が組織する団体であり、上

記の地域集団と組織形態が似ているので、両者

は混同され易い。上記で地域集団と名付けたの

は、農業生産を行なう地縁的集団であるのに対

して、農用地利用改善団体の方は、農業生産 を

行なうのではな く、農用地利用規程を定めて作

付の集団化や農作業の効率化を推進 し、またそ

のため必要な農地の利用関係の改善を進めると

い う、調整活動を行なうものである。もっとも、

農用地利用改善団体が、たとえば機械 を所有 し

運営するなどして生産活動を行なうことは禁止

されていない。 しか し、 このことは農用地利用

改善団体の本来の要件ではない。なお、農業協

同組合系統組織では、 「地域営農集団」活動を

推進 している。この集団は、もともとは前項で

述べた 「農地の利用調整活動」を行なうことを

目的 として構想され、従 って農用地利用改善団

体と類似 した性格の団体を有するものであった

ようである。ただ、今 日の時点での受け取 り方

としては、調整活動を行なうが同時に農業生産

活動 も行なうものとして考 えられているように

思われる。三本柱の第三は、農作業の受委託の

促進その他農用地の農業上の利用の増進を図る

ため必要な事業であって、概念としては幅が広

い。実際上は、平成元年の法律改正で農業協同

組合が農作業の受委託のあっせんや農作業受託

者の組織化などによって農作業の受委託の促進

に努めるという役割が規定されたこともあって、

農作業の受委託が主な事業 と考えられるように

なっている。いうまでもなく、農作業の受託は、

個別経営によって も、何人かのグループあるい

は組織、集団によって も可能であ り、現実にも

いろいろな形でかなり自由に行なわれている。

もちろん上記の地域集団の中でも農作業の受委

託の方式が活用 される。農業協同組合は、こう

したいろいろな形の農作業受委託をたとえば機

械銀行というような窓口を作って促進すること

になろう。

3

農用地利用増進事業における農地集積の方法

は、大きく分けて権利移動と農作業の受委託の

二つである。権利移動は、上記のように個別経

営 による農地集積であって、所有権の移転、賃

借権の設定、使用貸借による権利の設定、賃借

権又は使用貸借による権利の移転及び農業経営

の委託がこれに含まれる。 これ らの権利移動は、

市町村が農用地利用増進計画の中で権利の出し

手 と受け手、対象農地、対価、借賃及び期間な

どの条件を定め、農業委員会の決定を経て公告

す ることによって効力を生ずる。 この場合、農
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地法の権利移動統制は適用 されず、農業委員会

又は都道府県知事の許可を受ける必要がない。

農用地利用増進事業による上記の権利移動に

おいて、所有権、賃借権などの権利を取得する

いわゆる受け手については、個人の場合、① そ

の農地について農業を行なうこと、②農業に必

要な農作業に常時従事すること、③その農地を

効率的に利用 して農業を行なうことの三要件に

適合す ることが必要であり、法人の場合は、農

地法に定める農業生産法人の要件のほかに個人

の場合の上記①及び③ の要件に適合 しなければ

ならない。農地法の権利移動統制は適用 されな

いが、その基本的な要件に適合することが必要

とされているのである。反面、下限面積の制限

のほか、小作地の所有権移転、農地の転貸及び

創設農地の貸付についての原則的禁止は、適用

されない。農用地利用増進事業によって地域の

状況に応 じた自主的かつ弾力的な農地の流動化

を行ない得るようにす る趣旨である。たとえば、

団地としてまとまった形で規模拡大をすること

ができるよう農地を提供 した者がその代わりに

小面積の農地 の提供を受ける、とい うような利

用調整が可能 になるのである。平成元年の改正

によって経営規模拡大計画の認定の制度が設け

られ、農業委員会がこの認定を受けた者の申出

に応 じて農用地の利用関係の調整に努めること

とされた。 しかしながら、農用地利用増進事業

によって行な うことが可能な権利移動の内容は、

上記のような弾力的な利用調整を行なうことが

できるような幅広いものであることを忘れては

ならない。

農用地利用増進事業による権利移動は、昭和

50年 に農用地 利用増進事業が初 めて設けられ

たときは利用権の設定のみであったが、昭和55

年に農用地利用増進法が制定され る際、事業内

容の拡充の一つとして所有権移転が加えられた。

その後の実績をみると、農用地利用増進事業に

よる自作地有償所有権移転は、立案当時には予

想 されなかったような伸びを示 してお り、近年

は年間1万3千 ヘクタール程度に達 し、農地法

の許可を受けて行なわれ るものと合計 した自作

地有償所有権移転の総面積の4割 近 く、北海道

では同じく7割 近 くを占めるに至っている。 こ

れは、農用地利用増進事業による場合、市町村

が所有権移転登記を嘱託登記によって行な うと

い う利便があ り、また、農地等取得資金の貸付

限度の特例や譲渡所得に対する所得税の軽減の

ような措置が設けられていること、市町村によっ

ては所有権移転にかな り重点を置いていること

などによるものと思われる。なお、都府県では、

農用地利用増進事業による所有権移転では経営

農地面積1.5ヘ クタ-ル 以上の者が譲受超過を

示すという規模拡大効果が現われている。

次に、農地流動化の効果が最も期待 されてい

る賃借権の設定 についてみると、農地法による

ものが年間5千 ヘクタール台であるのに対 して、

農用地利用増進事業によるものは年間ほぼ5万

ヘクタールに達 している。農用地利用増進事業

によって行なわれる賃貸借は、農用地利用増進

計画で定められた期間が満了するときに農地法

の法定更新の規定が適用されない。従 って、そ

の期間が終わるときに賃貸人から期間を更新 し

て賃貸借を続ける意思はないということを通知

しな くても、つまり何 もしなくても、賃貸借は

その期間の終わりで終了す る。農地法のもとで

は農地を一旦貸 したらなかなか返 してもらえず、

どうしても返 してもらおうとすればその地域で

慣行 となっている離作料を支払わなければなら

ない。農用地利用増進事業によって賃貸借を行

なえば、このようなことがな くなり、期間が終

われば農地は所有者の もとに戻って来 る。そ こ

で、所有者は次の期間 もあらためて賃貸借をす
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るか、自分で耕作す るかを自分自身の意思で決

めることができる。農用地利用増進事業による

賃貸借は、 このように返還が保証 された期間賃

貸借であるため、この事業によって農地の貸付

を促進することを期待 しているのである。

農用地利用増進事業による賃借権の設定は、

年々増加 して昭和63年 の実績で約5万 ヘクター

ルとなっている。その内容をみると、都府県で

は経営農地面積1ヘ クタ-ル 以上の農家、北海

道では同 じく10ヘ クタール以上の農家が貸付

面積 より借受面積が大 きくなっており、規模拡

大の効果が示 されている。 また、賃貸借の期間

は、当初は期間の短いものの割合が高かったが、

次第に期間の長いものの割合が高まり、昭和63

年末には6年 以上の ものが面積で約78パ ー セ

ン ト、10年 以上の ものが約40パ ーセン トを占

めるに至っている。なお、賃貸借の期間が終了

したときに、続いて次の期間にあらためて賃貸

借をす る割合は昭和60年 以降おおむね3分 の

2と なっている。これ らの状況は、農用地利用

増進事業による賃貸借が次第に望ましい形で利

用 されつつあることを示 しているが、その普及

の程度は未だ十分とはいえず、特に同じような

条件の農村地域で利用状況に差異のあることが

問題である。 このことは、 「利用権設定率」が

全国平均では次第に高 くな って、昭和63年 末

で4.4パ ーセン トとなっているのに対 し、地域

別にはこの率にかな りの違いがあることに示 さ

れている。ここで 「利用権設定率」 というのは、

賃借権の設定のほかに使用貸借による権利の設

定(年 間2千 ヘクタール台)と 経営委託(年 間

数十ヘクタ-ル)を 含めた利用権設定の総面積

が、農用地利用増進計画を作成 した市町村の農

用地総面積に占める比率である。昭和63年 末

の状況では、地域別には、利用権設定率が6パ ー

セ ント台が北陸、九州及び沖縄、5パ ーセン ト

台が近畿及び中国四国、その他の地域はすべて

3パ ーセン ト台となっている。市町村別では、

利用権設定率が5パ ーセン ト以上の市町村が全

国平均で市町村の約4割 を占めてお り、北陸及

び九州では6割 を超 えている。利用権設定率が

10パ ーセ ン ト以上の市町村は、全国平均で約

8パ ーセン ト、北陸、近畿、九州及び沖縄では

10パ ーセ ン ト台になっている。 このように地

域あるいは市町村などによって利用権設定にか

な りの開 きがあることは、農用地利用増進事業

の趣 旨や内容の理解 を更に広げるとともに、前

項で述べた農地の利用調整の活動を積極的に進

める必要があることを示 している。本稿の最初

に挙げた三無主義の 「貸さない」にみ られ るよ

うに、農用地利用増進事業による賃貸借の利点

は未だ十分に理解 されていない向きもあり、そ

の普及の努力を続けて行かなければな らない。

7.農 地保有合理化法人の役割

1

昭和50年 、農業振興地域の整備に関する法

律の改正によって農用地利用増進事業の制度が

新設 されたときのことである。農地保有合理化

法人である道府県公社の関係者のなかでは、農

用地利用増進事業ができたことによって、公社

の農地流動化を促進する役割が後退するのでは

ないかという懸念が持たれた。農用地利用増進

事業では、市町村が農用地利用増進計画の作成

とい う中心的役割を果た し、しかも、農用地利

用増進事業は直接貸 し手と借 り手との間に農地

の貸 し借 りの関係を生 じさせる。従 って、農用

地利用増進事業が農地流動化政策の主役の地位

を占めることになれば、農村地域で公社の働 く

余地がなくなり、かつ、公社が農地を借 りて貸

すとい う業務を行なう必要 もなくなるのではな

いか、という心配が出て来たのである。
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農用地利用増進事業が初めて制度 として登場

したときに、農地保有合理化法人の役割はどう

なるのかとい う疑問が持たれたのは、きわめて

当然であった。昭和45年 の農地法改正以来農

地流動化政策 の担い手とされて来た農地保有合

理化法人は、農用地利用増進事業 という画期的

な農地流動化 の手法が実施され る場合に、一体

どうい う位置付けをされるべきかを明らかにし

なければならなかったのである。 この問題は、

昭和55年 の農用地利用増進法 によって農用地

利用増進事業 が拡充 され、上記のように全地域

を対象と した包括的な農地流動化の事業となっ

たときにます ます明確な解決を必要とするに至っ

た。

わが国の農地流動化施策の歴史を振 り返ると、

①農林漁業金融公庫による農地等取得資金の貸

付、②農業委員会による農地の権利移動のあっ

せん(今 日、農地移動適正化あっせん事業 と呼

ばれている)、 ③農業協同組合の行なう農地信

託事業、④農地保有合理化法人の行なう農地保

有合理化促進 事業、並びに農業協同組合の行な

う農業経営の受託事業、⑤農業者年金基金の行

な う農地等の買入れ売渡 し及び取得資金の貸付

けの事業、⑥ 農用地利用増進事業という順で制

度化されて来た。この③ と④の間に農地管理事

業団法案の国会提出と廃案がある。 このような

歴史の中で、何 らかの公的な主体が売買や貸借

を行なうことによって農地の権利移動に介入す

るという方法が基幹的な位置を与えられている

のを見 ることができる。農業基本法の制定に先

立つ農業基本問題調査会の審議でも農地を管理

する公的な機 関の構想が検討 され、結局、この

構想は農業協 同組合の農地信託事業の形で登場

した。 この農地信託事業が当初期待 されたよう

な成果を挙げなかった ことは上記に触れたとお

りである。農地管理事業団の構想は、まさに公

的な機関の農地売買その他の活動によって農地

移動を望ましい経営規模の拡大に方向付けよう

とするものであった。農地保有合理化法人の制

度は、農地管理事業団法案が国会で二度にわた

り審議未了廃案 となった後、農地管理事業団と

同様な農地の公的管理の考え方の流れを汲むも

のとして昭和45年 の農地法改正の中に盛 り込

まれた。両者の基本的な違いは、農地管理事業

団は政府が設立する全国に一個の特殊法人であ

るのに対 して、農地保有合理化法人は、農地法

の上では権利移動統制などの適用が除外 される

法人で、その要件は政令で定めるという規定の

仕方をされていることである。農地保有合理化

法人の行なう農地保有合理化促進事業は、農地

法に 「農業経営の規模の拡大、農地の集団化そ

の他農地保有の合理化を促進するため」農地等

を買い入れ、又は借 り受けて、売 り渡 し、交換

し、又は貸 し付ける事業とされている。農地管

理事業団については、前記のように、自立経営

等の規模拡大を促進す るため業務を行な うとい

う規定や権利移動の事前通知義務に関する規定

があったが、農地保有合理化法人については当

然のことなが らこのような規定がない。以上の

ように、農地法は、国の代行機関ともいえる農

地管理事業団と異なって、いわば自発的に農地

の公的管理を行なう主体として農地保有合理化

法人を位置付けたが、年金業務に関連 して農地

等の売買等を行なう農業者年金基金を別として、

農地制度の上で農地の売買、貸借などを行なう

唯一の主体として農地保有合理化法人を登場 さ

せたのであった。

なお、上記のような農地制度上の位置付けに

対応 して、土地改良法では、農地保有合理化法

人は、①土地改良事業を行なう、②所有収益 し

ている土地について国営又は都道府県営の土地

改良事業を申請する、③国営干拓地の配分を受
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ける、④交換分合を行な う、という4つ のこと

がで きることとなっている。

2

昭和50年 の農業振興地域の整備に関する法

律の改正によって農用地利用増進事業の制度が

創設された際、農地保有合理化法人については、

農用地利用増進計画による権利の取得を認め ら

れ ることが規定された。 当時は利用権の取得で

あったが、昭和55年 に農用地利用増進法が制

定 されたときに拡充 された農用地利用増進事業

における権利取得が認められた。これによって、

農地保有合理化法人は、農用地利用増進計画に

農地の買い手又は借 り手として登場することが

可能 となっている。当然のこととして、農地保

有合理化法人は、農用地利用増進計画に売 り手

又は貸 し手として登場することができる。農地

保有合理化法人は、農地 の買入れ売渡 し及び借

入れ貸付けのために農用地利用増進事業を利用

す ることができることとされたのである。農地

保有合理化法人が現実にどの程度農用地利用増

進事業を利用す るかは当初は予想ができなかっ

た。その後、農地保有合理化法人が農地の売買

あるいは貸借に農用地利用増進計画によって行

な う事例が報告 され、近年では農地保有合理化

法人の売買の6割 以上、貸借の8割 以上が農用

地利用増進計画によって行なわれている。農用

地利用増進計画によって売買や貸借を行なうこ

とが農地保有合理化法人にとって事務処理の上

で便利である面 もあると思われる。 しか し、農

地 を売 り又は貸す農家の立場からみて、農地保

有合理化法人の資金力、信用、事務処理の確実

と迅速などの優れた点が評価されることこそ大

事である。また、最も適当な相手にできるだけ

まとまった形で農地を売 り又は貸すとい う役割

も期待 され るところである。

平成元年の農用地利用増進法改正では、農地

保有合理化法人の役割 を高めるいくつかの改正

が行なわれた。先ず、①農業経営規模の拡大計

画について市町村の認定を受けた者の申出に応

じて、農業委員会が農用地の利用関係の調整を

行な う際、その調整の円滑な実施を図るため農

地保有合理化事業の実施が必要であると認める

ときは、農業委員会は農地保有合理化法人の同

意を得て農地保有合理化法人を含めてその調整

を行な うものとされた。 この改正の主要な項 目

の一つである経営規模拡大計画の認定制度の実

施に際 して、農地保有合理化法人による農地の

売買貸借を活用することとなったのである。次

に、②農用地利用改善団体は、その行なう農用

地利用改善事業に関 して農業委員会、農業協同

組合及び農地保有合理化法人に対 し必要な助言

を求あることができることが規定された。農用

地利用改善団体は、上記のように農地の利用調

整を行なう地縁的な権利者団体であり、前項で

述べた農用地利用増進事業の農地利用調整シス

テムを主として集落の段階で支える団体である

ことから、この団体 と農地保有合理化法人とが

このように関係付けられたことは、極めて重要

な意味を持っている。更に、③農用地利用増進

事業全体 について、農業委員会、農業協 同組合

及び農地保有合理化法人は、農用地の利用の増

進を図るための措置を講ずるに当たって、農用

地利用増進事業の円滑な推進に資す ることとな

るよう、相互に連携を図 りながら協力するよう

に努めることが規定された。これらの改正によっ

て、農地保有合理化法人は、まさに農用地利用

増進事業の農地利用調整システムの一環と して

位置付け られたとい うことがで きる。そ して、

④平成元年の改正で農用地利用増進事業とは別

の仕組みとして農用地利用増進法に規定 された

「遊休農地に関する措置」においても、農地保

有合理化法人は重要な役割を持つことが規定 さ
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れた。遊休農地については、その農業上の利用

の増進を図るため、農業委員会が必要な指導を

行ない、更に農業委員会の要請に応 じて市長村

長が勧告を行なう。遊休農地の所有者等がこの

勧告に従わないときは、市長村長は、その農地

の買入れ又は借受けを希望する農地保有合理化

法人が買入れ又は借受けの協議を行なうことを

所有者等に通知する。通知を受けた所有者等は

正当な理由がなければこの協議を拒んではなら

ないことが規定 されている。協議の対象となっ

た農地を買い入れ又は借 り受けた農地保有合理

化法人は、その農地を経営規模拡大計画の認定

を受けた者に売 り渡 し又は貸 し付けるなどして、

その農地の農業上の利用の増進に努めることと

されている。 このときの法律改正の重要項 目で

あった遊休農地の利用促進措置では、農地保有

合理化法人ならでは実施することができない買

入れ、借受けの機能が活用 されることとなった

のである。

3

平成元年の農用地利用増進法の改正の結果、

上記のように、農地保有合理化法人は、農用地

利用増進事業 と遊休農地利用促進措置において

極めて重要な位置付けを受けた。このような制

度上の位置付けに応 じた機能の発揮がこれから

の課題である。

第1に は、農地の売買と貸借を行なう公的な

機関としての役割を果たす ことである。三無主

義に関連 して述べたように、農家は、農地を売

り又は貸すことに不安を感 じあるいは体面を気

にしてこれを控える心理 があり、また、特定の

農家が買い手又は借 り手となって規模を大 きく

することに抵抗を感ず るというようなこともあ

る。 このような場面に農地保有合理化法人が公

的な立場にある第三者 として登場 し、農地を買

い又は借 りてから、適当な農家に売 り又は貸す

ことは、農地の流動化を促進する効果を持つ。

農村で農地保有合理化法人のこのような役割が

広 く認識されるように努力 しなければならない。

第2に は、農地を買い又は借 りておき、これ

をある程度まとめて売 り又は貸 し、あるいは複

数の農家に適宜配分するというような調整機能

を発揮することである。上記の零細分散錯圃の

もとで、少 しで もいわゆる農地の面的集積を進

める必要があり、また、最 も適当な買い手又は

借 り手が現われるまで農地を手元に置 くという

ようなことも考えられよう。農地 ファン ドとい

う言葉もあるように農地の手持ちを持つことが

できれば、農地利用を時間を置いて調整 し、ま

た、団地化の視点や広域的な視点に立った調整

を行な うことが可能になる。 こうい うことは農

地の売買と貸借を行な う農地保有合理化法人の

みが行ない得 ることである。

第3は 、農地の売買と貸借を行な う専門機関

として、信頼の置ける事務処理能力を備えるこ

とである。農地制度や土地改良制度に関する知

識は もちろんのこととして、農地の所有、売買、

貸借、登記、税負担などについての知識 と、こ

れ らのこと全般を通 じて十分な実務経験を有す

る役職員を配置することが必要である。 また、

売買や貸借に関 して、迅速かつ確実 な事務処理

を行なうことが要求されよう。三無主義のよう

な心理が根強 く存在するのは、制度 に関す る知

識が普及 していないため、あるいは信頼の置け

る人々がいないために、農家の基本的な財産で

ある農地の処分についてどうしても慎重になる

ことによると思われる。こうした実際的な面で

農地保有合理化法人が果たす役割 も大事なこと

である。

第4に は、農地の売買代金や小作料の支払な

どを的確にかつ迅速に行ない得 る資金力を備え

るとともに、農地保有合理化法人 との売買や貸
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借に伴 う経済的な利点を大いに活用 してもらう

ことである。一般に、売買や貸借では相手方が

代金や借賃を確実にかつ迅速に支払 ってくれる

かどうか不安があるものである。農地保有合理

化法人は迅速確実な支払をするとい う点で優れ

ているし、更には、農地保有合理化法人に農地

を売 った場 合は譲渡所得の課税について特別控

除があるとか、農地保有合理化法人か ら農地を

買った場合は農地取得資金の融資があるとか、

農地保有合理化法人に農地を貸 した場合は十年

分の小作料 を一括前払いするというような実質

的な利点を十分に発揮することが必要である。

第5に は、農用地利用増進事業の実施を中心

として、農村で 「農地利用調整活動」を行 なう

諸機関あるいは団体組織及びその連携 システム

と協力 して事業を行なうことである。農地保有

合理化法人は、道府県段階の公社として、広域

的な立場から業務を実施 し得るという強味があ

る半面、市町村の段階以下には自分の組織を持

たないという弱味がある。これまでにも市町村、

具体的には農業委員会への事務委託によって売

買や貸借 に伴 う事務を処理 して来た。平成元年

の農用地利用増進法の改正で、農地保有合理化

法人が農用地利用増進事業に関係する農地利用

調整システムにおいて上記のような位置付けを

受けたことを契機 にして、これまでに も増 して

市町村、農業委員会、土地改良区、農業協同組

合、農用地利用改善団体その他の集落組織など

との連携を深め、その中で以上第1か ら第4ま

でに述べた農地保有合理化法人独 自の機能を発

揮することが期待 される。
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