
提 言

新 二 法 に 思 う こ と

中 野 和 仁

昨年6月 農林水産省は 「新 しい食料 ・農業

・農村政策」を明らかにし、それを具体化す

るため、農政審議会での今年1月 「農業構造

経営の課題と対応の方向」と 「今後の中山間

地域対策の方向」という中間とりまとめを経

て、 「農業経営基盤の強化のための関係法律

の整備に関する法律」案(農 用地利用増進法

の一部改正=農 業経営基盤強化促進法、農地

法の一部改正等7法 律の改正)と 「特定農山

村地域における農林業等の活性化のための基

盤整備の促進に関する法律」案 として国会に

提出 した。(こ の冊子のでる頃には成立 して

いることと思 う。)そ のね らいや内容につい

ては多 くの紹介や解説があるので、それに譲

り、ここではこれ ら二法との関連で私の関心

事に若干ふれてみたいと思 う。

農業経営基盤強化促進法で 「農地保有合理

化事業」は農用地の利用集積のための手段と

して重要な位置づけが与えられた。この事業

は昭和45年 農地法改正によって農地保有合理

化促進事業が創設されたことに始 まる。「農

地保有の合理化」という言葉は農業基本法第

2条 に始めて出て くる。それを具体化 しよう

としたのが国が直接農地の売買等に優先的に

介入する農地管理事業団法案であったが、二

度の廃案 となった。私はその法案の成立にか

かわった が、それが通 らないならばと思った

こと、農地事情は地域によって異なるので、

県や市町村段階に農地の中間保有機能をもっ

機関を設けた方がよいと考えて、農地法改正

によって農地保有合理化法人を設けることと

した。それか ら20有余年、農地法による農地

保有合理化促進事業は新法でその事業範囲を

農地の売買、貸借のほか、農地信託事業、農

業生産法人出資育成事業、研修事業を加えて

農業経営体を総合的に育成する 「農地保有合

理化事業」となり、その事業を行なう農地保

有合理化法人は新法で規定されることとなっ

た。 この事業にかかわって きた私にとってこ

れまでの経緯を頼 りみて感無量のものがある。

農地保有合理化促進事業20有 余年の実績を

みると、東京都を最後に全都道府県に設立さ

れた農業公社は平成4年 度までに農用地の買

入16万9千ha、 売渡14万9千ha(平 成4年
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度末融資残高755億 円)、借入3万6千ha、

貸付3万haを 行ない、当初の未墾地中心か

ら既墾地に重点を移 し、事業内容は、一般、

特別事業を中心に担い手確保、中山間地域特

別事業その他の関連事業等に拡充されて、総

体 としてはかな りの業績を挙げて きたと思う。

しかし農地保有合理化事業の実態は県により

地域によりその格差は余りにも甚だしい。A

ランクは北海道、東北、九州等の農業地帯に、

Cラ ンクは関東、東海、近畿等の都市近郊地

帯に多く、最近設立の公社では実績がない。

地価が高く、兼業農家が多 く、農地が動きに

くいことがその理由とされる。

しか し、 このような格差はそれだけが理由

ではないように思 う。公社のありかたについ

て気づいた点を挙げてみたい。その一つは県

公社の体制の未整備によることである。特別

事業の利子助成が県を通 じないこともあり、

県の力の入れ方に差がある、公社役員が短期

間に交替する、担当職員が少ない公社がみ ら

れる。新法で重要な位置づけが与えられ、特

別事業の助成が総合再編されて国、地方農政

局、県のルー トになる機会に、国や県の指導

助成を強化 し、県公社の体制が整備されるこ

とが何よりも望 まれる。なお体制の整備には

県公社が現在のように社団や財団のままでよ

いのか将来の検討課題である。その二 は県公

社が末端に足場がないことについてである。

農業委員会への業務委託、市町村や農協との

連携が県によっていろいろと工夫されている

が、新法で農地信託事業等農地保有合理化事

業が拡充されるので、末端 とのつなが りをど

う緊密化するか抜本的な体制づ くりが必要で

ある。また地域によっては市町村公社や農協

が合理化事業に参入 してくるので、県公社と

それ らとの事業分野調整を明確にすることが

必要となる。その三は農地保有合理化事業で

は農地を買い入れて一時保有 した後に売渡す

ことになるので、地価が下落する場合など公

社に損失を生ずることがある。その補てんの

問題がある。新法の農地信託事業はそれに配

慮 したもののようであるが、今後より基本的

な損失補てんの仕組を検討すべきであろう。

その四は公社の公的性格を強めることが前提

になるが、農地の売買に先買権あるいは優先

協議権を公社に与えることの検討である。農

地移動の方向付けをより適確に行なうため、

有効な制度だと思われるからである。

次に中山間地域の新立法についてである。

この地域は、農林業を中心に人 々が定住する

こと、その条件を整備することが何よりも大

事である。過疎化、高齢化が進む中山間地域

について従来か ら山村振興法、過疎地域活性

化特別措置法や公共事業等で農林漁業振興、

道路、文教、医療、福祉等種 々ハー ド面か ら

の整備が進められてきた。これに対 し新法は

収益性の高い新規作物の導入等の営農改善、

農林地の一体的な保全利用、就業機会の増大、

都市との交流等ソフ ト面の計画と整備に重点

が置かれている。 このようなソフ ト面からの
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計画 と実施には市町村が重要な役割を果すが、

それが単に上からの行政主導でなく、集落を

基礎とした地域 ぐるみの話 し合いの中か ら積

み上げたものであることが肝要である。私は

この 「土地と農業(No.22号 、平成4年)」 の

提言で 「集落複合経営」について述べた。長

野県飯田市の例をあげて、「集落複合経営と

は農業だけでな く、そこに住む人々が共同の

財産である土地 と人を生か し、地域の活性化

を図ることである。中山間地域の きびしい状

況 に対 して、それぞれの地域で集落を基礎と

して、今一度何ができるかを考えて貰 うこと、

そ してそれを助長することか ら始めることが

大事だと痛感した」と記 している。

新潟県高柳町は人口が4割 減、3千 人の中

山間の町である。昨年国土庁、(財農村開発企

画委員会共催の農村アメニティーコンクール

で最優秀賞を受賞 した。各集落の世話役、青

年、町役場職員が結集 し 「ふるさと開発協議

会」を発足 させて、住んでよし、訪れてよし、

自然を生か した大資本に依存 しない農山村滞

在型交流観光拠点施設整備構想」を着々と進

めている。安全 ・安心の高付加価値型農業一

みょうが、糸うり、栽培ゼンマイなど-を 営

み、若者の自立経営農業者会議 もあれば、住

環境整備のための通勤協議会を作ろうとして

いる。一夕、町と協議会のメンバーと懇談 し

た際にきいた高柳は 「過疎ではなく、ゆった

りした 「適疎」である」という言葉が印象深

い。

適疎であるといえば、今春訪れた宮崎県諸

塚村(農 林水産祭の村づ くりと林業で天皇杯

受賞)で も村長さんか ら同 じ言葉をきいた。

村は95%が 森林、農地は1%で 、用材 と椎茸

で林業立村を図 っており、農業は補足的であ

る。人口は8千 人か ら3千 人に減少、平均1

戸当たり25haの 経営で、林地村外流出防止

条例がある。平成2年 に若い林業労働の確立

と中核林家の育成を目的として 「国土保全森

林作業隊」を設立 した。現在10人(女 子1

人)で 平均年齢23才 、造林、育林、間伐、道

路整備等を業務としており、待遇は役場並み、

健保、雇用、労災保険、厚生年金に加入 して

いる。ECば りの直接所得補償はどうかとの

私の問いに対 して、所得が足りないからただ

あげるとういうのは駄目で、林業労働の賃金

単価の引上ができるようにすることが、望ま

しいとのことだった。宮崎県ではこの諸塚村

を含む県北5町 村の圏域を指定 し、フォレス

トピア構想を推進 している。今年か ら避地育

英基金を拡充 した。明年からはこの森の中に

全寮制の中高一貫学校を開校するという。

以上の2つ の例のように中山間地域の町村

はそれぞれに地域の実態に即して過疎化、高

齢化 に対応する努力を している。今なら殆ど

の中山間地域は対応が可能だと思 う。農林業

を中心に人々が定住できるよう新立法による

「農林業等活性化基盤整備計画」の樹立が先

づ急がれる。 この場合、農業経営基盤強化促

進法による規模の大きな経営感覚に優れた農
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業経営体が生産の大半を担 うことを目標とす

る 「市町村の基本構想」とどのよ うに整合性

をもたせるか、両者がちぐはぐにならないよ

う、中山間地域立法の計画を優先する場合 も

あると考え られる。画一的にならないよう地

域の実態に即 した新法のきめこまかい適切な

運用を期待 したい。
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