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1は じめに-講 演の視点について

私の専門は法律学であり、民法や土地法を

中心とした様々な問題について法社会学的な

研究をしているが、そのなかで農業と農村、

なかんず く農地政策と農地制度に関する問題

を、日本とフランス、さらにある程度までは

EC/EUに ついて研究 してきた。つい最近

も、95年3月 まで1年 半ほどフランスに滞在

する機会があり、フランスの農村や農家を訪

ねたり、ブ リュッセルのEU委 員会等を回っ

ていろいろと情報 ・資料を集めることができ

た。そういうことから表題のようなテーマの

話を依頼されたのだと思う。

話の全体的な道筋をわか りやすくするため、

最初に、上のテーマについての私の基本的な

問題関心ないし視点のようなことを簡単に述

べておきたい。

(1)日 本の農業構造 ・農村政策の現段階

まず、あえて言うまでもないことだが、わ

が国の農業 と農村、そして農地をめぐる問題

は非常に重要な新 しい局面を迎えている。新

政策とガッ トの農業合意、WTO体 制の成立

を受けて、国際的にも、また国内的にも極め

て困難な情勢のもとで、農政も大きく動こう

としている。現実の政策レベルの課題 として

は、一方に構造 ・経営対策の一層の推進、つ

まり農地流動化を促進 し効率的で安定的な農

業経営を育成するということがあるが、他方

で中山間地域等については、同時に地域農業

と農村社会の維持のための農業施策や農村地

域政策の推進が非常に重要性を増して きてい

るという事情もある。

その意味で、わが国の農業、農村、そして

農地問題が全く新 しい状況に入って きている

ことは間違いがない。しかも重要なことは、

その場合に取りうる施策ないし政策選択の幅

や枠組について、新たな制約が 一 国際的に

も、国内的にも-加 わってきていることで

あろう。農業基本法の見直 しという問題が現

在提起されてきているのも、そのような事情

を背景としているのである。

そういうなかで、表題の副題に掲げた農地

保有合理化事業について、その役割に新たな、

それも大きな期待がかけられてきている。 し
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かもそれは、単に量的にその事業を拡大する

ということだけではなく、その事業内容や活

動内容の面で も新 しいものを要求されている

ように思われる。だからこそ、93年そして95

年 と相次いで法改正が行われ、農地保有合理

化事業の新 しい制度的位置づけと、新しい展

開を可能性にする基盤が整えられたというこ

とになるのであろう。

(2)EC/EUや フランスの問題状況と政

策動向について

ただ、今述べたような農業情勢の変化や農

政の新たな動 きは、単に日本だけのことでは

なく、西 ヨ-ロ ッパ、EUの 諸国でも同様に

現れている。私が主たる研究対象としてきた

フランスの場合もその例外ではない。とくに

農政の新たな展開という点でいえば、フラン

スやEC/EUの その動 きは、むしろ日本よ

りも一歩も二歩も先んじて進んできたといつ

てもよい。

しかも、ここで注目されることは、EUや

フランスでのそうした動 きの背後には、わが

国の場合とかなりの程度まで共通 した問題状

況が存在 していることである。例えばそれら

の国でも、やはり農産物の過剰傾向、農業従

事者の高齢化の進行、他方での後継者や新し

い担い手の不足等の問題が生 じており、中山

間地域ないし条件不利地域等については、過

疎化が進み、地域農業や農村社会の維持自体

が問題となってくるような状況がある。そし

てそれらに加えて、ガットの農業交渉に象徴

されたような国際農産物市場の外圧があり、

そういう諸条件の下で、これからの農業と農

村社会をどのように維持 ・発展させていくの

かという、困難な問題に直面 している。こう

いう点は、おそらくわが国も、また西ヨーロ

ッパ諸国もほぼ同じなのではないか と思われ

る。

そ して、そういう状況のもとでのフランス

についてみると、フランスの構造政策におい

ては、いわば"フ ランス版の農地保有合理化

事業"と も言うべき仕組みが、わが国より早

くか ら導入され、かつ、極めて重要な役割を

果た してきたという事実がある。具体的には、

サフェール=SAFER-直 訳すると 「土

地整備農村建設会社」-と いう機構の設立

とその活動である。 しかも、このSAFER

の位置づけや役割については、-ち ょうど

わが国で、現在の農業、農村事情に対応 した

農地保有合理化事業の新しい位置づけや役割

期待が問題となってきているのと同様の形で

-
、80年代の後半か ら様々な議論が行われ、

90年前後からその事業の再編 とか強化 ・拡大

を意図 した制度的な措置が逐次に実現されて

きた。わが国よりも一歩先んじたこのフラン

スの動きの中にも、今後のわが国で参照され

てよい点が少なからずあると、私は考えてい

る。そこで、EUや フランスの最近の農業情

勢を踏まえつつこのSAFERの 活動のあり

方をみてみようというのが、以下の話の主要
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な問題関心の一つとなる。

(3)北 海道の農業 ・農村の特質

しかも、EUや フランスとわが国との対比

ということを考える際に、北海道という場所

の問題を入れて考えると、もう一つ、あらか

じめ意識 しておいたほうがよい視点が出て く

る。すなわち、北海道の農業と農村は、日本

の中では、ヨーロッパとりわけフランスのそ

れと最も似通った特徴をもっている。地理 ・

地形その他の自然的な条件や景観もそうだ し、

人口密度とか都市と農村の区分のあり方など

も類似 したところがある。また、作目の内容

でも、水田だけでなく畑作とか、酪農その他

の畜産が重要な意味を持つという点も共通 し

ている。

さらに、構造政策という点か ら見ても、わ

が国全体では思うように規模拡大が進まない

ことが問題 とされるが、北海道だけは別で、

急速な規模拡大が実現されてきた。実際、1

戸当たりの平均経営面積は、1960～1995年 の

間に都府県では1.3倍 弱になったに過ぎない

が、北海道では3.66倍に拡大 している。この

規模拡大の速度や倍率は、フランス並み、あ

るいはそれ以上といってよい。その結果、経

営規模や経営内容の面でも、すでにEUの 水

準、ないしフランス並みの水準に達するよう

な経営がかなり育 ってきているわけである。

そして、そういう構造政策の推進過程で農地

保有合理化事業が果たしてきた役割の重要性

という点でも、北海道は、日本の中では飛び

抜けている。この面でも、フランスでSAF

ERの 活動が担ってきた意義との類似性をみ

てとることができるわけである。

もっとも、そのような構造政策上の一定の

成果を挙げてきた北海道の場合でも、専業で

農業だけでやっていくのはなかなか苦 しいと

いうのが実情であろう。負債の累積の問題も

しばしば指摘されているし、その結果として、

相当の規模の農業経営が一挙に潰れ、そのも

のずばりの離農、挙家離村、農家戸数の減少

というようなことも起こる。これも、フラン

スなどと共通 した特徴であり、日本の都府県

とは違う点である。

他方、在宅兼業の機会が少なく、専業ない

し主業的な農家が圧倒的に多い。これ も都府

県とは違う点で、む しろフランスなどの場合

と共通している。また、農地価格が相対的に

低いことも手伝って、農家の農地所有に対す

る執着心も、都府県に比べれば今でもそれほ

ど強 くないと聞いている。

このような特徴の結果として、構造政策の

成果 も挙がった一方、そのマイナス面での結

果 も、都府県とは違った形で現象する。今触

れたような形での離農、離村 もその一つの典

型例であろう。つまり、構造政策の推進に伴

う農家戸数の減少が直接的に農村地域の人口

減につながり、 しかも、それが目に見えた形

で出てくることになる。だか らこそ北海道で

は、これ以上あまり農家を減 らすと農村の地
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域社会がもたなくなるおそれがあるというよ

うな見方も、割 と早い時期か ら出てきていた

のではなかろうか。

そして実は、これらのマイナス面での問題

点も、まさにフランスの農村の場合と非常に

よく似通っている。のちに触れるようにフラ

ンスでも、1960年 から構造政策が強力に推進

され、一定の成果が割と早いスピー ドであが

っていった。 しかしその結果、すでに70年代

の前半には、今北海道で問題とされているの

と同 じような状況が、特に山岳地域やその他

の条件不利地域を中心に現れ始め、構造政策

で農家戸数を減 らし規模拡大を進めるだけで

はそうした地域の農業と農村を維持 していけ

ないという考え方が登場 してくることになっ

た。こういう点を踏まえてみると、北海道と

フランスなりEUな りの農業、農村の状況、

そしてその双方を対象とした彼我の農政のあ

り方は、まさに相互に比較しながら検討を行

ってみる価値があると思われる。

なお、余談になるが、この農村人口ないし

農業人口の減少に伴 う問題に関しては、私は

そうしたフランスの状況や政策動向をみてい

たので、日本についてもそういう問題を考え

ておく必要があるということを比較的早くか

ら指摘 してきたつもりである。日本ではずっ

と 「構造政策、構造政策」と言い続けてきた

が、それだけでいけば、特に北海道ではフラ

ンスと同様の問題が遠からず出てくることは

容易に予想で きた。都府県の中山間地域では、

日本の場合には混住化が進んでいるため直ち

に目には見えないけれども、やはり農業と農

村の空洞化が進むことは間違いない。そこで

もやはり別の手当てが要るだろうということ

も見やすいところであり、そのことも折 りに

触れ話 してきた。1992年 の新政策の前後から

日本で もその問題が漸 く農政の正面に登場し

てきたということになるのだろう。

もっとも、最初に触れたように私は法律学

が専攻で、北海道農業の実情を詳しく知 って

いるわけではない。ただ、上記のような北海

道の農業と農村の特徴を考慮すると、まさに

北海道では、フランスやEUで 進められてい

るような 「地域化された構造政策の推進体

制」の確立が不可欠であろうと考えているの

で、そのこともあとで多少触れたいと思う。

(4)講 演の組立について

さて、以上を前提として、以下では、次の

ような柱立てで話を進める。まず一つには、

フランスおよびEUの 農業構造 ・農村政策の

展開過程をたどり、現状がどうなっているの

かということを概括的に捉えてみたい(Ⅱ)。

第2番 目には、その中における土地所有権に

対する公的な土地介入、つまり、農地保有合

理化事業に相当するSAFERの 活動の位置

と役割をフランスの農業 ・農地問題の実情に

即して検討 したい(ⅠV)。 そしてその二つの

ことを踏まえた上で、そこから我々が学ぶこ

と、参考にすべきことはないかを、特に北海
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道における農地保有合理化事業に期待される

役割や課題という点を意識 しなが ら、私に今

できる範囲で多少考えてみたい(V)。 ただ、

SAFERに ついては、外国の制度でもあり、

それがいかなるものかが十分知られていると

は限らないので、あ らか じめその制度の概要

を多少説明しておくことにする(Ⅱ)。

Ⅱ フランスの農業構造 ・農村政策とSAF

ERの 役割(概 観)

1SAFER(土 地整備農村建設会社)と

は何か

さて、本題に入って、SAFERと は何か

をまずみておこう。

(1)起 源と沿革

SAFER-邦 訳では 「土地整備農村建

設会社」-の 制度は、1960年の 「農業の方

向づけの法律」で創出された。わが国の農地

保有合理化法人と同様に、農地の有償移転に

直接的に介入 して農地を取得 ・保有し、その

農地を、構造政策の見地か らみて望ましい受

け手に再譲渡 していく事業を任務とする準公

的な会社法人である。

ところで、この1960年 の法律(以 下、1960

年法という)は 、今日までのフランスの農業

構造政策の展開を基礎づけた最 も基本的な法

律であり、わが国の農業基本法に相当するも

の-む しろ、それ以上の決定的な重要性を

もった法律-で ある。そういう法律によっ

てこの制度が創出されたことも、銘記される

に値する。

フランスの 「方向づけの法律」は、ときに

は 「基本法」と訳されていることもあるが、

日本のいわゆる基本法 一 農業基本法とか土

地基本法など-と はその性格を異にす る。

もちろん、フランスの 「方向づけの法律」で

も、当該政策の理念や目的、主要な課題など

が、国の政策意思 ・目標の闇明として宣言的

に書き込まれるが、同時に、その政策意思を

具体的に実現 していくための個別の諸制度 ・

施策に関する実定的な諸規定 も同 じ法律の中

で定められる。とくに私権、なかんず く所有

権や経営権等の具体的な規制に関する新 しい

制度や規定は、政策 目的の公共的性格の強さ

・明確さとの関係ではじめて正当化されるも

のであるから、む しろこの法律において定め

ることが原則であるとさえ考えられている。

例えば、フランスの現在の都市計画制度の基

本的内容を作り出した法律は、1967年 の 「土

地利用の方向づけの法律」であった。

したがって、SAFERと いう会社制度が

「農業の方向づけの法律」で定められたこと

の意味は大きい。ただ、このような機関の創

設に対 しては、当初は農業者の中にも抵抗感

が強かったため、60年の制度化当時のSAF

ERは 、いわばわが国の農地保有合理化法人

と同 じく、相対売買での農地の取得権能を認

め られただけであった。しかし、それでは構
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造政策推進のための制度としては不十分だと

いうことか ら、1962年 の 「1960年の農業の

方向づけの法律を補完する法律」(以 下、

「1962年補完法」と呼ぶ)に よって、一般的

な先買権がSAFERに 与えられた。この先

買権 があるかどうかは、日本の合理化法人と

フランスのSAFERと の決定的な違いであ

り、その事業量や活動内容のあり方の相違に

も、のちにみるような大きな影響を もた らし

ている。

個々のSAFERは 、会社形態、大部分は

株式会社形態をとって設立 されるが、一般の

株式会社とは別扱いで、ひとつひとつの会社

の設立が個別の政令で認可されるという仕組

みになっている。各SAFERに 出資するも

のも、国とか、地方公共団体 とか、農業関係

の団体とかが中心になるか ら、わが国で言え

ば第3セ クターないし公団のような性格を持

った株式会社であると理解 したほうがよいだ

ろう。とくに、先買権をもつこととの関係で

各SAFERに は国から政府委員が常置的に

派遣され、その適正な行使を監察する仕組み

になっていることからいえば、その公的な性

格は相当に強い。

1960年代か ら80年代前半までの時期には、

全国で30数社のSAFERが 設立された。フ

ランスには、人口的には平均 して日本の4分

の1程 度の規模の県が約90あ るので、1つ の

SAFERが3県 くらいの地域を担当す る体

制になっていたわけである。

ただ し、現在はある程度整理統合され、フ

ランス本土全体で26になっている。この整理

統合の話は後で触れるが、直接的にはSAF

ERの 経営難の問題がきっかけとなった。80

年代に入って農地価格が低落したため、それ

以前の時期に高い価格で買った土地のス トッ

クがさばけなくなり、少なからぬSAFER

の赤字問題が発生 した。それを克服する過程

で、いわば地域圏(レ ジオン。州と訳される

こともある)単 位 くらいの規模で整理 ・統合

が行われ、26という数になった。

(3)基 本的な事業内容と事業規模

SAFERの 基本的な事業内容は、日本流

に言えば要するに、自作地の有償移動に公的

に介入 して必要な農地を買い受け、その農地

をある程度の期間保有して、それを今後の担

い手となるべき農業者に売り渡 していくとい

う、日本の合理化法人がやってるのと同じ事

業である。その事業量は、各年の取得農地面

積でみてみると、図表1に あるように、80年

代以降には毎年の農地市場の全体に対する介

入率(面 積比のそれ)で20%以 上に達 してい

る。これは、全国レベルの数値であるから、

相当に大きな規模の介入であるといってよい。

また、SAFERは 、日本の合理化法人の

場合と同様に、買い受けた農地を一定期間ス

トックすることもできる。そ してその期間中

に、その土地について、必要があれば他のス

トックとも関係づけながら農地整備や地片の
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図表1SAFERの 農地市場への介入率の推移

集団化等の事業を行うことができる。その上

で、その保有する農地を法律の定める要件 ・

手続きに従って、所定の条件を満たす経営者

に再譲渡 し、農業構造の改善を実現していく。

所有権 レベルでの農地移動の方向づけに加え

てこのような事業もその任務 とされているの

で、その名前に 「土地整備」 という言葉が付

されているわけである。

再譲渡の相手方については、種々の要件が

法律上で定められているが、基本的には、将

来にわたって存続可能な経営者に農地を売 り

渡し、その経営を育てていくことが狙いであ

る。そういう意味で、とくに70年代までは、

存続可能な経営となりうる経営の規模拡大に

寄与するということが第1の 目標とされてい

た。 しか し、80年代以降にはむしろ、新 しく

一人前の経営者として自立する青年農業者の

経営を支援し、その経営を確立させていくと

いうことが、最重要な役割として法律上で位

置づけられるようになった。のちにみるよう

な農政の政策課題の重点の置き所の変化に伴

って、SAFERの 活動の目的にもまた重点

の変化が生じたのである。

1993年 まで33年間の累計では、SAFER

が再譲渡 した面積は248万 ヘクタールにのぼ

る。 フラ ンス本土の耕地面積 は最近で は

3,000万 ヘ クタール弱だから、その中の8%

ぐらいがSAFERの 手を経て移転されたと

いうことになる。他方、現存の農業経営者に

ついていえば、その約3分 の1前 後の者は、

何らかの形でSAFERか ら農地の再譲渡を

受けた経験があるという状況にな っている

(1995年 までの累計では、270万 ヘ クター

ルの整備済みの農地を約46万人の農業者に再
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譲渡 したことになる)。 これ らのことからも、

その活動の広範さ、事業量の大きさは容易に

みてとることができよう。

なお、ここで付言 してお くと、SAFER

が農地を中間保有できる期間は、原則的には

5年 に制限されている。農業者から農地を買

い受けて農業者に再譲渡することがSAFE

Rの 本来の目的であるということが、その理

由であり、この期間制限は当初から変わって

いない。ただ、のちに触れるように、例外的

には10年まで認められる場合もある。

(3)先 買権とその機能

最後に、SAFERの 活動にとって極めて

重要な意味を持つのが先買権の存在である。

その先買権の役割ないし機能には、大きくい

えば二つ、さらに多少補足的なものを含めれ

ば四つぐらいのものがある。

① 第1は 、言うまでもなく、先買権を行

使 して土地を取得するという、土地取得機能

である。これまでの日本にはあまり馴染みの

ない制度なので、多少説明しておこう。

まず、SAFERに 先買権があることに伴

い、農地を売ろうとする土地所有者は、どう

いう条件でだれに売るつもりだということを、

最終的に売買契約を締結 して代金の決済を行

う前に、あらか じめSAFERに 届け出る義

務を負う。この事前の届出 ・通知義務は、す

べての農地売買に適用される。届出を受けた

SAFERは 、売買の対象として予定されて

いる農地が、近隣の経営の規模拡大その他の

農業構造の改善とか、農地の集団化とか、青

年農業者の自立とかのために必要だ、役に立

つと判断した場合には、 「その農地はSAF

ERが 買う」という形で手を挙げることがで

きる。そしてSAFERが 手を挙げると、そ

の農地の現所有者つまり売主は、予定 してい

た相手方にその農地を売ることはできなくな

る。SAFERに 届け出たのと同じ条件でS

AFERに 売るか、それとも売ること自体を

やめるかのどちらかの選択 しかできない。

これが先買権の本来的な機能である。つま

り、売主がその農地を売ろうとする限り、当

初に予定されていた買い手にSAFERが 取

って替わることができるのである。

しかも、SAFERが 先買権を行使すると

きには、SAFERは 、売主が届け出た予定

の売買価格が高すぎると判断すれば、その価

格を下げうという要求を出すことができる。

そして、価格についての協議が調わなければ、

SAFERは 、適正な売買価格の決定を裁判

所に請求することができる。フランスには、

収用や先買等の場合のために土地の適正な価

格を評価する特別の裁判手続の制度が用意さ

れており、いわば専門の裁判官が関与 して、

一定の基準に従って適正な土地価格を評価し、

迅速に決定を下すシステムがある。SAFE

Rは 、その裁判官の決定 した価格-今 の場

合には、当初の届出中で予定された売買価格

より低い価格-で その農地を先買いするこ
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とができるわけである。

ただし、そのようにして先買価格を予定の

価格以下で決定されたときには、売主は、

「それな ら売 らない」ということで、その農

地の売却自体をやめることができる。売主が

そう決めた場合には、SAFERも 、もはや

その土地を買 うことはできない。しかし、逆

にその場合の地主は、以後3年 間は、裁判所

で決定されたその価格以下の条件では、その

土地を他の者に売却することを禁止される。

そうすることにより、SAFERが 、客観的

に適正とみ られる価格で、必要な農地を先買

いする権利を保障 しているわけである。

この適正価格での優先的な土地取得権能が、

SAFERの 先買権の第1の 機能である。S

AFERが 先買権を行使する比率は、年によ

って異なるが、最近の件数比では10%程 度、

そして、SAFERが 取得 した農地中の面積

比では5%か ら7～8%前 後くらいになって

いる(後 掲図表14参照)。 ただし、SAFE

Rの 農地取得にとって先買権の存在が持つ意

味は、その数値が示す以上に大 きなものであ

ることはいうまでもない。

② 次に、先買権があることに伴う第2の

機能は、今の話か らもわかるように、地価上

昇の抑制機能である。つまり、通常の時価を

超える価格での農地売買の届出があり、それ

が先例になったら困るというようなときには、

SAFERが 、その土地を本当に欲しいかど

うかは別にして、先買権を行使する。そ して

裁判所に申し立てて、それより低い適正な価

格を決定させ、その価格でSAFERに 売る

か、それとも売るのをやめにするかという判

断を、売り手の側に迫るわけである。これに

より、いずれにせよ、通常の水準を上回る価

格での農地売買の実現は阻止されることにな

る。

日本ではもともと先買権の制度自体が発達

していないので、このような地価抑制機能が

先買権にあることは余り知られていないが、

フランスでは、この機能 も、やはり先買権の

重要なポイントの一つと考えられてきた。フ

ランスでも、とくに60年代か ら70年代の間は、

農地を含めて地価の持続的上昇が続いた時代

であったので、 この地価上昇の抑制機能も非

常に重要な役割を果たしたと評価されている。

③ これ らの二つの大きな機能に加えて、

他にも補完的な、しか しやはり重要な機能が

ある。その一つが、農地取引に関する諸情報

の収集機能である。つまり、先買制度は、す

べての農地売買の事前の届出 ・通知義務を不

可欠の前提とするので、農地の有償移転に関

するすべての情報が自然にSAFERに 集ま

って くる。そうして届け出られた情報を集積

し整理 ・分析することにより、SAFERは 、

農地市場の動きや特徴を的確に分析 ・把握す

ることができる。そ してそれを踏まえて、農

地市場の動きをいかに方向づけるか、どうい

う所でSAFERは どのように介入すべきか、

先買権の行使をすべ きか否か、再譲渡につい
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てはどのような方針をとるべきか、などの判

断を下せるわけである。

このような先買制度を通 じる土地情報の収

集システムは、フランスではかなり広 く使わ

れており、都市部の土地取引についても類似

の形の制度が導入されてきた。 日本では土地

問題に関 して、 「土地情報が非常に不正確で、

土地市場の実態が不透明だ。だから、いった

ん地価騰貴のムー ドが起こると、バブル現象

も極端な形で発生するのだ」というようなこ

とが言われるが、フランスでは、こうした先

買制度などのシステムの導入を通 じて、土地

市場の実態に関するより正確な情報を日々に

積み重ねて収集 していこうとする政策的努力

が、農村部で も都市部でもつとに展開されて

きたのである。

そして、このような地価抑制機能と農地情

報の収集機能とを持つが故に、rSAFER

は農地市場のジャンダルムリ(警 察官ないし

憲兵)で ある」とも評される。つまり、適正

な農地価格が農地市場で形成され、農地取引

が構造政策の目的にとって望ましい方向で動

いていくように常に監視する。問題のある動

きがあれば、そこに相対で、さらには先買権

をもって介入する。SAFERが 介入する農

地取引の量は、全体としての農地市場の20%

強の規模にすぎないけれども、残りの8割 の

部分についても、適正な価格で適正な取引が

なされるようにコン トロールする役割を果た

しているのだ、というわけである。

④ 最後に、第4番 目の付随的な機能とし

て、優良農地の保全機能がある。フランスに

は、都市計画-具 体的には 「土地占用プラ

ン」という詳細計画 一 による開発規制はあ

るが、日本の農地法の4条 、5条 のような農

地の転用規制の制度は、直接には存在 してい

ない。そこで市街地の縁辺部では、将来の土

地利用計画の変更その他による開発 ・転用見

込みで、例えば株式会社等が農地を買いに入

って くるというようなことがありうる。そう

いう場合、その農地をそのような意図で農外

者に買われては困るというときには、SAF

ERが 先買権を行使する。そうして、そのよ

うな転用目的での農地売買を法律的に排除 し

阻止するか、あるいは、SAFER自 身が買

い受けた上で、他の適当な農業者に譲り渡 し

ていく。こういう機能をSAFERが 果たす

ことも可能になるわけである。

ただ、フランスではコォト・ダジュールな

どの若干の地域を除けば、わが国ほど農地の

転用問題が深刻ではないので、こういうケー

スが出てくる機会はそれほど多 くはない。 し

かし最近でも、かなり大規模な農地をスイス

の会社が買いに入ったのをSAFERが 阻止

した、それで地域の農業者が大いに喜んだと

いう話も実際にあったと聞いている。

なお、SAFERに は、先買権はあるが、

「先借権」はない。その意味でSAFERは 、

あくまで所有権 レベルの土地介入機関として

位置づけられているのである。

10



以上のほか、SAFERが 果たしうる役割

としては、その土地ス トックを活用して、本

来の活動目的 一 すなわち、農業構造の改善

-以 外の領域での土地利用や土地整備に役

立てていくという部分がある。この部分 もま

た、とくに近年に重要性を増 しているが、詳

細はのちに触れよう。

2フ ランスの農業経営と構造改善の現況

次に、全体の話について多少とも具体的な

イメージをもってもらうために、フランスの

農業と農業構造の概要を簡単にみておこう。

フランスの農地面積は、先ほども触れたよ

うに、1993年現在で約3,000万 ヘクタールで

あ る。1950年 に3,340万 ヘ クタ―ルあ ったの

と比べ ると、やはり減少傾向 にあ り、近年 と

くにその傾向が強い。

この広大な農地の上で営まれている経営の

平均規模は、1955年 に14.2ヘ クタールであっ

たが、1988年 には28ヘ クタ―ル、90年 には

30.5ヘ クタール、そ して93年 には35ヘ クター

ルにまで拡大 した(図 表2)。 言 うまで もな

く、これが構造政策の成果で あ り、93年 では、

50ヘ クタ―ル以上の経営によ る農地利用の シ

ェア も67%に 達 している(図 表3)。 もっと

も平均経営規模の拡大率は、北海道 ほどでは

な く、2.5倍 程度である。

図表2経 営者数 と平均経営規模の推移

11



図表3経 営規模階層別の経営数 と利用経営地の分布(1993年)

このような経営構造の顕著な改善を実現し

てくる過程で、フランスは、アメリカに次ぐ

世界第2位 の農産物および農産加工品の輸出

国に成長 してきた。現在ではフランスは、E

U随 一の農業大国として知 られているが、50

年代には決してそれほどではなかった。現在

の、外貨を稼げる産業としてのフランス農業

は、まさに構造政策の成果としてあるのであ

る。それ故フランスでは、農業関係者はもと

より、政治家や官僚、さらには一般の人々を

も含めて、1960年 の 「農業の方向づけの法

律」の制定以降1990年 までの30年間は、まさ

しく 「フランスの農業の栄光の30年 であっ

た」と評価されている。この点は、わが国の

場合とは全 く違 うということになりそうだが、

フランスのSAFERは 、まさにその過程で

極めて大きな役割を果たしたのだということ

を確認しておきたい。

もっとも、農業経営の数は、大幅に減少し

た。1970年 にはなお159万 弱あった農業経営

の数は、79年 には126万 、88年には102万 弱、

そして90年には92万4千 にまで減少 した(前

掲図表2)。 さらに93年には、ついに80万を

も切りそうになっており、最近の経営数の減

少速度は、もう一段階加速されてきていると

いえる。

ただし、この農業経営の実態について重要

なことは、その優に9割 以上が家族経営であ

ることである。今述べたような規模拡大と経

営の近代化の過程で、恒常的な農業労働者の

絶対数 も、農業労働者を雇用する経営の数も、

むしろ年々急速に減少してきた。1990年 の数

値でいえば、恒常的農業労働者の数は14万人、

それを雇用する経営の数は6.7万 経営で、後

者が全経営数中に占める割合は7.25%で ある。

その意味では、フランスの構造政策は、家族

労働力だけでより大きな経営規模を実現 し、

生産コス トの引き下げも可能となるような形

での農業構造と経営構造の改善をなし遂げて

きた、ということもできる。

他方、近年の特徴としては、農業生産法人

による経営の顕著な発展がある(図 表4)。
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図表4経 営 形 態 の分 布 状 況

(EARLは3で3増)

93年の時点では、約8.5万 経営が存在 し、全

農地面積の約4分 の1を 耕作するに至ってい

る。ただし、その圧倒的な部分は、組合法人

的な性格の強い 「共同経営農業集団=GAE

C」 や 「有限責任農業経営=EARL」 、あ

るいは 「農業経営民事組合=SCEA」 など

の形態のもとに、基本的に家族経営の延長上

で設立されたものである。多数の雇用従業員

を有する会社経営 一 なかんず く、株式会社

による経営-の ようなものは、大規模な葡

萄酒生産等でごく例外的にみられるに過ぎな

い(詳 細は、[付 記]の10参 照)。

最後に、もう1点 、土地利用形態の問題に

触れておこう。1960年 の時点では、自作地率

が55～56%程 度あったのが、その後の借地率

の伸びにより、1990年現在では、自作地率が

43%、 小作地率が57%と 逆転しており、その

傾向はさらに続いている(後 述)。 このこと

の意味については、以下の点を指摘しておき

たい。

まず、フランスでは、第2次 大戦後の農地

制度改革として、当時43%程 度あった小作地

についての農地賃借権の抜本的な強化(農 地

賃貸借特別法の制定)が 行われた。そしてそ
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の基礎の上で、60年代からの構造政策の推進

に当たっても、自作地による規模拡大だけで

なく、借地による規模拡大を同時に追求する

という政策路線が採用された。フランスくら

いの経営規模になると、大規模で効率的な経

営を育成するためには、面積的な規模拡大と

あわせて経営資本を充実し、経営のコス トを

下げていくことが極めて重要になるので、借

地型の規模拡大を考える方がむしろ有利と判

断されたという事情もある。

それ故、賃借権を基礎として大規模かつ近

代的で安定的な借地経営が存立することを可

能とするように、1960年以降、農地賃貸借の

特別法があらためて再整備された。そして、

ほぼ1975年までの間に、賃借権の極めて強固

な法的保障を中核においた現代的で極めて精

緻な農地賃貸借制度が整えられた。

このプロセスと農地賃貸借制度の発展方向

は、日本の場合とはちょうど逆の形になって

いる。フランスでは、賃借権の安定性と法的

保護をむ しろ強化しながら、その前提の上で

土地取得よりも経営資本へ回す資本投下量を

充実させるという形をとりつつ、借地による

規模拡大が進められてきたのである。

ただ し、だからといって、SAFERの 活

動に付与された役割が小さか ったということ

には全 くならない。まず、自作地率が90年現

在で43%あ ることに示されるように、この間

の規模拡大の過程でSAFERは 、やはり極

めて大きな役割を果たした。また、農地賃借

権の法的保護を強化 しつつ借地による規模拡

大を追求するという方策を可能にするには、

前述したようなSAFERに よる農地市場へ

の介入 と農地価格のコントロールの活動が不

可欠の前提条件となっていた。このように、

構造政策の推進のために所有権レベルでの公

的土地介入の強化と経営権(こ こでは賃借

権)レ ベルでの制度的介入の強化とを併行 し

て進めてきたことが、わが国と異なるフラン

スの農地政策の大きな特徴なのである。

なお、SAFERの 土地介入は、従来は基

本的に、農業者に対 して農地所有権の再譲渡

をするための活動に限定されていたが、最近

では、一定期間に限ってではあるけれども賃

貸の形で農業者に農地を再配分していくこと

も、一定の範囲で認められるようになってき

ている。詳細はのちに触れることに しよう。

380年 代以降の農業 ・農地情勢とSAFER

次に、近年とくに80年代以降におけるSA

FERの 活動状況の概要を、やはり概括的に

みておこう。

(1)農 地価格の推移とSAFERの 経営難

先にも少 し触れたようにフランスでも、70

年代か ら80年代の初めまでは持続的な地価上

昇が続いていた。ところが、82、83年 頃から

一転して農地価格の顕著な下落傾向が生 じる

(図表5参 照)。 その直接の要因は、農業経

営の収支採算見通しの悪化にあったが、その
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図表5農 地価格の推移(耕 地および草地)
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背景には、生産過剰問題等に起因したECレ

ベルでの農産物の価格支持政策の見直しと農

産物価格の上昇抑制措置が、一つの大きな要

因として作用 していた。

ところで、その時期にSAFERは 、後掲

図表13のAに あるように、70年代を通 じて積

極的に農地を買いに入 っていた。そして、同

じ図のCに あるように、80年頃にはその保有

ス トックが16～17万 ヘクタールに達するよう

な状況になっていた。ところが、そこで地価

が下が り始めたため、そのス トックが簡単に

はさばけないという問題が出てきた。農地価

格の上昇 している段階で買った農地を、地価

が下がった段階で、買値を基準として再譲渡

するのは当然難しくなる。だからといって、

実勢の時価にあわせて安く売ったのでは赤字

になって しまう。 こういう問題が出てきて、

SAFERの 経営難が発生 し、80年代後半に

はそれへの対応策をどう進めるかが大きな問

題となった。

(2)構 造政策の見直し・再編とSAFER

他方、後でも触れるように、日本と同じく

フランスでも、80年代前半か ら半ばにかけて

中山間地域 一 フランスやEC/EUの 言い

方では 「山岳地域その他の条件不利地域」一

の農業、農村をどうするのかということが従

来にも増 して大きな問題となっていった。構

造政策を進めて規模拡大をそれなりに実現 し

たとしても、その反面で農家戸数や農業人口

は減少し、全体としての過疎化傾向に輪をか

ける。残っている経営で も次の世代の若い担

い手が育たないことから、農業人口の高齢化

が進む。しかも、先に触れたようなECレ ベ

ルでの農産物価格政策の見直 し、つまりは価

格支持水準の抑制という方向が明確になるな

かで、そうした地域の農業経営の収支採算の

見通 しはより一層厳しいものとならざるをえ

ない。さらに、日本の都府県の場合とは異な

って、広大な農村部をもつフランスなどの中

山間地域では兼業機会も極めて限定されてい

るため、農業の衰退は農村社会そのものの衰

退に直結していくという事情がある。こうい

った状況のもとで、そうした地域の農業と農

村社会を今後どう維持 していくか という問題

が、わが国よりも一足早く、今後の大きな政

策課題として認識されていったのである。

フランスでは85年に、山岳地域に対するて

こ入れの強化を目指 した大 きな法律が制定さ

れた。また、ECレ ベルでは、そ うした課題

認識をも踏まえつっ、1985年 に共通農業政策

の最初の大きな改革が実現され、以後1988年

頃までに一連の諸施策が矢継 ぎ早に打ち出さ

れていく。そしてその動きの中で、主要には

山岳および条件不利地域を念頭においた 「農

村開発政策」の推進という新 しい政策体系が

確立されていった。

この 「農村開発」という政策指向は、日本

でいう 「総合的な形での農村地域の活性化政

策」とあい通じるものといってよかろう。E
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Cで その政策手法が確定されたことに伴い、

フランスもそれに対応 した諸施策を当然に強

化 していくが、その流れの中で、SAFER

の位置づけや役割 もまた見直されていった。

その意味では、80年代後半は、SAFERに

とっては、80年代前半に登場 した経営難と赤

字問題、累積ス トックの処理問題を克服する

と同時に、90年代に向けての新 しい体制と新

しい役割 ・活動を獲得 していくための過渡期

となったということもできる。

(3)90年 代の政策動向のなかでのSAFER

そのSAFERの 新 しい役割、活動領域を

最終的に確定 したのが、1990年1月23日 の法

律である。この法律は、1960年法の中にあっ

たSAFERに 関する基本規定を全面的に改

正 した。その内容を簡単に述べると次のよう

になる。

第1に 、従来からの農業内部における構造

改善のための土地介入活動は当然に維持され

る。と同時に、第2に 、それに加えて農業内

部での新 しい活動のパターンを認める。具体

的には、いわばSAFERを 仲介機関とする

形での農地の転貸事業である。わが国の公社

・合理化法人はすでに以前か ら転貸事業をや

ってきたが、フランスでもそれに類似 した活

動が、主要には条件不利地域を対象とした新

しい事業として、90年か ら認められたわけで

ある。ただし、その制度的な内容や目的には、

わが国の場合とは異なった点がある。

第3に 、まさにSAFERに 新 しく付与さ

れた重要な役割として、いわば地元の市町村

や県その他の地方公共団体と緊密な連携を取

りなが ら農村部における専門的な土地活動機

関としての任務を担う、という点がある。農

村部でも、例えば集落や生活環境の整備とか、

あるいは企業誘致や観光開発とかのために、

広い意味での土地整備事業が様々な形で必要

となるが、そういう狭義の農業構造政策の枠

を超えた農村地域政策ないし 「農村開発政

策」に必要な土地活動に、SAFERが 積極

的に関与できることを正面から認めたわけで

ある。

この第3の 点は、1960年 当時のSAFER

の当初の位置づけと対比すれば、相当に重要

な意味を持つ改正といえる。現段階のSAF

ERは 、このような新しい役割をも担いつつ

活動を展開 しているわけである。

皿EUお よびフランスにおける農業構造-

農村政策の展開過程とその方向

さて、以上の話を前提にした上で、EUお

よびフランスにおける農業構造と農村政策の

展開過程をみていこう。EC/EUの 農政の

あり方は、最近はわが国でもいろいろと紹介

されているが、ここでは、それをフランス農

政の動きと関連づけて考察する。ただ、その

ためには、農業構造 ・農村政策に関するEU

と構成国との関係のあり方をあらか じめ理解
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してお くことが必要であろう。

ごく概括的にいうと、EC/EUの 「共通

農業政策」と呼ばれるものの中心は、市場政

策すなわち価格支持政策である。その政策の

対象となる農産物については、各国ではなく

ECレ ベルで共通の支持ないし保証価格が決

定される。しかし、その価格水準を踏まえて

国内の農業をどのように育てていくかという

部分では、各国の独自性が認められる。農業

のあり方は、ECの 域内で も国ごとに、また

各地域ごとに相当に多様で、いろいろと条件

も違っているから、その政策の中身が変わっ

てくるのは当然ともいえよう。そしてここが、

いわば本来の構造政策の担当する部分という

ことになる。

したがって、構造政策については、価格政

策とは反対に各構成国の持つ自由度がそれだ

け高いという考え方が長らくとられてきた。

ただし、共通農業政策の大きな改革がなされ

た85年頃からは、構造政策の領域でもECの

レベルで一定の基準なり枠をはめていくとい

う動きが次第に強まっており、フランスの農

政も、その影響の下におかれている。

1フ ランスにおける構造政策の展開過程

(1)1960年 法と出発点での構造政策の若干

の特徴

すでに触れたように、フランスでは、1960

年の 「農業の方向づけの法律」の制定を画期

として構造政策が強力に推進され、その成果

も目に見える形で挙がっていった。1960年法

は、その政策の基本的目標として、 「存続可

能で競争力のある近代的な家族農業経営の育

成」を掲げたが、その目標が基本的には達成

されたことは、すでにみたとおりである。

この家族経営の規模拡大と経営近代化の過

程では、これまたすでにみたように、SAF

ERの 介入に後押 しされた自作地による規模

拡大と、借地による規模拡大とが並行して追

求された。 しかも制度的にみると、一方で、

先買権をもったSAFERに よる農地所有権

に対する法的規制 ・介入を強化すると同時に、

他方では、近代的な借地経営の法的基礎とし

ての農地賃借権 もまた強化していくという制

度的仕組みのもとで、そのような規模拡大が

実現されたことに注意 されたい。

日本では、賃借権を強 くすると貸し手が出

なくて流動化が進まないという議論がなされ、

現実にも転用地価に影響された農地価格の上

昇のもとで、そのような事態が生 じていた。

そこから、法的保護の弱い農用地利用権によ

る利用増進事業の制度が導入されたわけであ

る。それに対 して、フランスの場合には、S

AFERの 創設等を通 じて 「農地は農地とし

て利用され、適正な価格で取引される」とい

う前提条件を確保 した上で、強い賃借権に基

づ く借地型の規模拡大をあわせて実現してき

た。言い換えれば、そのような前提条件があ

れば、経営近代化のコスト面から考えても借

地は当然に伸びていく。また、借地型の近代
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的な経営を作ろうとすれば、その経営の法的

基礎となる賃借権の安定性の保障がどうして

も必要になる。農地制度の本来の論理 として

は、この方が筋が通っていることは明らかで

あろう。

わが国でも、近年かなり大規模な借地型の

経営が形成されてきて、今後はこの経営の安

定性や承継をどのように保障していくかとい

う問題が出始めているが、フランスの経験は

この問題についても重要な示唆を与えている

といえよう。

もう一つ、構造政策推進のための重要な柱

となったのが、離農促進政策であった。その

ために 「離農終身補償金」、つまり、経営を

やめてその経営農地を構造政策に寄与する形

で他の経営者に移譲した場合には、退職年金

とは別にプラス ・アルファの補償金を終身で

積み増 しするという制度が導入 された。ただ、

ここでも日本の農業者年金の制度とは、一つ

重要な違いがある。

すなわち、フランスでは、この補償金を、

保険料の支払いを条件 とする年金制度とは別

建ての制度とし、その支給財源を国庫からの

拠出による特別の基金制度によってまかなっ

た。そういう離農終身補償金のインセンティ

ブで離農を促進する必要があるのは一定の期

間に限られるから、その間の財政負担は国が

覚悟 しよう、という考え方である。 したがっ

て、のちに触れるように、ある時期でこの制

度はやめるということも可能になる。 日本の

農業者年金のように、経営移譲を理由にプラ

ス ・アルファを与えることの前提 として保険

料を取っていると、もう今後はやめるという

ことはちょっとできない。これが、日本の制

度がいろいろ面倒な問題を抱えこむ理由の一

つともなっている。

(2)70年 代半ばからの見直し・修正

このように構造政策の成果は挙がっていっ

たが、その反面ですでに70年代の初めには、

前述したような山岳地域その他の条件不利地

域の農業 ・農村問題が登場 し、構造政策のあ

り方の一定の見直しが行われた。

そこでまず最初に登場したのが、山岳地域

その他の条件不利地域の農業経営に対する特

別の援助施策であった。客観的な生産条件が

不利な所では、いくら規模拡大や経営近代化

の努力を しても平坦地域の経営と対等の形で

競争 していくことは難しいから、その不利な

条件を減殺するために特別の補償的援助を与

えようという考え方である。フランスでは72

年に、まず山岳地域を対象として導入され、

73年、74年 と徐々に適用範囲や内容を拡充 し

ていった。

同様の施策は、イギリスで もスコットラン

ド等で実施されており、それ らが背景 となっ

て75年には、ECレ ベルの施策として、いわ

ゆる 「条件不利地域の農業経営に対する直接

所得補償」の制度の導入が決定された。それ

を受けてフランスでは、77年に全体的な制度
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の再編 ・拡充が行われ、今 日に至るまで重要

な役割を果たすことになる。

もう一つは、とくに山岳地域とか条件不利

地域における過疎化や高齢化に対処するため

の、若い担い手の確保対策であった。73年に、

まず山岳地域を対象として始まった 「青年農

業者の自立促進助成政策」がそれである。

しかもこの制度は、1976年 には、全国を対

象とする一般制度に発展 していく。35歳未満

で新たに自立する青年農業者(狭 義の後継者

とは限らない)に 対 して特別の助成金(DJ

A=「 青年農業者助成金」。これは補助金で

ある)を 交付すると同時に、融資等の面でも

特別の優遇措置を講じることがその内容であ

る。山岳地域、中間地域、平坦地域等の地域

区分に応じて助成金の額等に格差が設けられ

ているから、条件不利地域対策の一一環として

の性格も兼ね備えている。離農促進を含めた

農地流動化や規模拡大を進める一方で、将来

の地域農業を維持 していくために有能な若い

担い手 ・後継者を確保 しようとする特別の援

助施策が、フランスではすでにこの時期から

登場 していたのである。

このような新 しい政策指向の登場は、当然

にSAFERの 活動のあり方にも影響を与え

た。例えば、SAFERに 関する法令の規定

中でも、単に規模拡大や農地整備だけでなく、

青年農業者の自立の支援を一層重視せよとい

うことがこの時期に書き込まれて くる。

なお、ここでいう 「自立」という言葉は、

わが国で言 う 「就農1と は異なった、明確な

法律上の概念である。わが国では、例えば農

業高校を出て父親の経営で一緒に働き始めた

というの も 「就農」と呼び、その観点か ら

「学卒の新規就農者」の数を数えたりするが、

フランスでは、 これは 「自立 した青年農業

者」ではない。単なる家族内の農業従事者に

過ぎず、 「家族補助者」と呼ばれる。それに

対 して、 「自立」とは、そういう青年が一定

の職業能力と一定の経営資本、一定の土地を

何 らかの形で取得して、一人前の独立 した農

業経営主としての資格を持つようになること

を言 う。したがって、これを日本の 「就農」

という言葉で理解すると間違うところがある

ので、注意を要する。

(3)1980年 の新 「農業の方向づけの法律」

こうして70年代半ばから一定の転換が始ま

ったが、前述 したような状況は簡単には改善

されない。そこでその事態により総合的に対

処するため、1980年 に新しい 「農業の方向づ

けの法律」(以 下、1980年法という)が 制定

された。ただし、これは、20年たった1960年

法を全体的に見直すというよりも、1960年 法

になかった新 しい政策の方向や内容を必要と

する問題が出てきたということから、1960年

法に重ねる形で立法された。つまり、部分的

な改正は受けつつ もまさに最も基本的な法律

として維持されている1960年法と、その後の

新しい問題状況に対処して1960年法をさらに
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補充 し拡充 していく1980年法と、2つ の基本

的法律が併存するという構造である。この19

80年法の基本的な考え方や特徴としては、以

下のような点がある。

第1に 、競争力のある存続可能な家族農業

経営をできるだけ多数育成するという基本的

な目標には変わりはない。輸出産業に成長 し

た農業の競争力を維持 ・発展させることが、

やはり第1の 課題である。

第2に 、新 しい問題状況に対応 して、特に

青年農業者の自立促進助成政策をさらに強化

・発展させ、有能な若い担い手を確保すると

いう政策課題が、この法律の最重要な目的の

一つとして明確に掲げられた。将来に向けて

より多数の存続可能な家族経営を確保 してい

くことが、フランス農業の近代的発展の基盤

を確保するためにも、また、条件不利地域等

の地域農業を維持 していくためにも不可欠で

あると考えられたのである。

第3に 、その課題の実現に向けた農地制度

の一連の改正が、1980年法自体の中で行われ

た。その制度改正の全体的な目標は、一言で

いえば、新たに自立し、経営発展を遂げて行

こうとする青年農業者の土地負担をいかに軽

減するかにあったといってよかろう。

例えば、まず、なお継続 していた農地価格

の上昇に対処するための地価対策に関する規

定がある。農業資産相続特例制度の抜本的な

整備 も、農業後継者に余分の負担を課すこと

な く、経営の一体的かっ安定的な承継を保障

しようとしたものである。

フランスでは農家においても均分相続意識

が日本よりず っと強いので、仮に農業後継者

が自作地を全部所有権で相続しようとすれば、

他の共同相続人に相応の清算金を支払わねば

な らない。これは当然に、後継者の経営の発

展、とくに経営資本の拡充を阻害する。そこ

で、例えば、土地所有権のレベルでは現物で

相続分割をしつつも、土地所有者となる他の

共同相続人との賃貸借契約を通じて農業後継

者が経営を-体 的に承継できるような特別の

仕組みを、それもかなり多様な形で作り出し

ている。農地賃貸借制度が強固に確立されて

いることがそのような仕組みを可能にす るの

である。

わが国の農業基本法にも第16条に、相続に

際 しての経営の細分化を防止する施策を講ず

るという規定があるが、これまでのところ税

制上の若干の措置がとられただけである。そ

れに対 しフランスでは、自作地としての相続

・承継の場合か ら賃借権 レベルでの経営承継

の場合を含めて、非常に精緻な農家相続の特

例制度が この1980年法律の中で整備 された。

そのほか、次の(4)でみる 「経営構造コント

ロール制度」の強化や、農事賃貸借制度の補

足的な整備、経営者の土地負担を軽減するた

めの 「農業土地集団=GFA」 という特別の

土地所有者組合法人の仕組みの改善なども、

やはり青年農業者の自立の促進 ・容易化とい

う狙いをもっていた。また、離農終身補償金
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の制度 も、同 じ目的に寄与するように再編さ

れている。

(4)「 農業経営構造コントロ―ル」制度の

内容と特徴

ところで、以上のような制度改正のうち、

ここでとくに説明を要すると思われるのは、

「経営構造コントロール」の制度である。こ

れは要するに、農地を経営する権利の移転を

県レベルで許可や届出に服せ しめる制度で、

その基本的な仕組みはすでに60年代から存在

していた。その制度が、その後の漸進的な整

備を経て、1980年法で抜本的に確立 ・再整備

されたのである。わが国で言うと、農地法3

条の権利移動統制に相当するものといえなく

もないが、目的や内容の点では明確な違いが

ある。

① まず、許可に服するのは、所有権の移

転や賃借権の設定 ・移転それ自体というより、

それらの権原に基づく当該農地の経営権の移

転である。したがって例えば、自作目的で取

得 した農地についてこの許可が与えられない

場合にも、取得者が所有権を自動的に失うと

いうことはない。ただ、その農地を耕作 ・経

営することが許されないだけである。

② このコントロールは、県単位-と い

っても、人口的には日本の県の4分 の1程 度

の規模 一 で行われる。 しかもその適用に際

しては、各県内に3～4つ 程度ある自然小農

業地域ごとに、 「農業構造指導スキーム」と

いう文書があらかじめ作成 される。各小農業

地域の農業の現状を分析 し、それに基づいて

今後の農業の発展方向、育成すべき経営の内

容や目標(作 目、装備、規模等を含む)、 そ

れを実現するための諸施策の内容や実施方針

等を定めると同時に、 「経営構造コントロー

ル」の具体的な適用指針や適用基準を定める

ことが、 「指導スキーム」の目的である。例

えば、その小農業地域では規模拡大を重視す

るのか、それとも青年農業者の自立の促進を

重視するのかということなども、法律上の必

須的記載事項とされる。

③ 具体的な許可基準 としては、イ)経 営

面積の上限 ・下限の双方で基準面積が設けら

れ(現 行の法定基準では、一般にはその地域

の平均規模プラス ・アルファ程度で定められ

る 「自立下限面積」の2倍 か ら4倍 の範囲

内)、 その適正規模の範囲内におさまるよう

な経営をより多数作り出すことが、まず第1

の狙いとされる。これを通 じて農地の経営権

の移動を方向づけ、一方では過大経営の成立

を抑止するとともに、他方では、青年農業者

の自立とか、将来に向けて維持 ・発展すべき

経営の規模拡大を助長 しようというわけであ

る。適正な規模にある経営の経営耕地を過度

に削減するような経営権の移動(例 えば地主

による貸付地の取り上げ)な どもチェックさ

れる。

また、ロ)経 営権の取得者の農業者として

の職業能力や、兼業状態なども当然の許可基
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準の一つとなる。後者の点に関 しては、原則

的には 「主業的農業者」-つ まり、自己の

全労働時間の過半を農業に従事し、その所得

の過半を農業で得ている者-で あることが

基本的な要件である。他方、その基準を超え

る兼業農業者や非農業者等による耕作目的の

農地取得は、存続可能な望ましい農業経営の

成立を阻害するから、-般 的には抑制される。

さらに、ハ)経 営耕地の過度の分散をもた

らす農地の取得や、公的資金の入った基盤整

備の結果を損なうような経営地の移動も、生

産性の向上 という政策目的に反するものとし

て抑制される。経営耕地の分散にかかわる距

離制限が、法律上で、 「指導スキームにより

5キ ロを下回らない距離で定められる上限距

離」 とされて いること-つ まり、 「5キ

ロ」が一つの基準数値とされていること 一

は、わが国の現状と対比すれは驚 くべきこと

といえるかもしれない。

④ この制度に基づく許可 ・不許可を与え

るのは県知事であるが、その実質的な判断を

するのは、各県に設けられた 「農業構造県委

員会」の役割になる。これは、その構成を法

定された合議制の機関で、県の担当部署の行

政官、県の農業会議所の代表、その地域の農

業者や農業団体の代表、SAFERの 代表等

が当然に含まれる。わが国の農業委員会が市

町村 レベルで許可権限を行使するのと似てい

ると言えば似ているが、この構造委員会は、

構造政策の推進にかかわるその他の点でも様

々な権限と役割を付与された、相当に強力な

機関である。なお、この委員会の名称は、19

95年の 「農業近代化法」以降は、 「農業の方

向づけ県委員会」と変更されている(後 述Ⅳ

の3(3)①参照)。

それから、ここでちなみに述べておくと、

フランスでは、市町村にはわが国の農業委員

会に相当するものがない代わりに、県レベル

に法定の農業会議所がおかれ、その構成員は

やはり農業者の直接選挙で選ばれる。その上

に全国レベルでは農業会議所会頭常設会議と

いう組織がおかれ、これが、農業者の団体組

織としてはフランスでは最高の地位をもつ。

ある意味では、日本の戦前の農会にも相当す

るような性格の組織であり、農業会議所の維

持費用も、税金に準じた形で、選難 のある

農業者から強制的に徴収される。いわば、公

式の選挙に基づ く農業者の公けの代表機関で

あり、政府が重要な農業政策を決める際には、

法律上必ずその意見を聞かなければならない

ことにもなっている。その組織機構は、一見

すると、わが国の全国農業会議所や都道府県

農業会議に似たところがあるが、その地位、

権限、役割等でははるかに大きな重要性を持

っているのである。

例えばフランスの県庁所在地に行くと、県

庁 とか、市役所とか、有名な史跡とかの道案

内を示す道路標識があるが、その中にも必ず

「農業会議所」の表示が入っている。職員数

の面でもかなりの数を抱えていて、県庁の関
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係部署やSAFER等 とも連携 しながら、県

内の農業経営を相当に強く、かつ密接に把握

し、諸般の施策の推進 上で非常に大きな役割

を果た している。県といっても規模が小さい

ので、それ力可 能になるのである。

(6)「 地域化された構造 ・経営対策の推進

体制」

ところで、以上のような 「経営構造コント

ロール」制度の内容をみると、そこには、ま

さに地域の実情に即 した、地域化された形で

の構造政策の推進の仕組みが整え られている

といえる。私はこれを、 「地域対応型の、地

域化された構造 ・経営政策の推進体制」と呼

び、そうした仕組みが日本でも必要だといっ

てきたが、そのことは、今日では容易に理解

してもらえるであろう。実際、1993年 の経営

基盤強化促進法で整えられたわが国の仕組み

-県 の経営基盤強化促進基本方針、市町村

の経営基盤強化促進基本構想、それに基づ く

経営改善計画の認定と認定農業者の経営の積

極的育成という仕組み 一 も、上記のような

フランスの制度とある程度似たものになって

いる。

ただ し、第1に 、フランスではそうした仕

組みがすでに1980年から用意されていた。 し

かも、第2に 、その仕組みを通 じて打ち出し

た目標を具体的に達成するために与え られて

いる法的な介入手段 も、フランスのほうがは

るかに強力、かつ、詳細に立ち入った ものと

なっている。さらに第3に 、その仕組みを通

じて、適正規模の存続可能な家族経営をでき

るだけ数多 く維持 ・育成するという方針がは

っきりしていることも、わが国とは違 う点で

ある。このような点をも踏まえてみると、経

営基盤強化促進法に基づ くわが国の制度が各

地域で実際にどのように運用され、いかなる

実効性をあげていくか、そしてそこにどのよ

うな地域農業が作 り出されていくかには、ま

だまだ検討されるべき課題が少なか らず残さ

れているといえそうである。

2EC共 通農業政策の改革と社会構造政策

の展開

ともあれ、こうしてフランスでは80年代前

半に、従来の政策の一定の見直し・修正の上

に新 しい構造政策の推進体制が一応整えられ

たが、実はそれと相前後 して、新 しい問題状

況がECレ ベルで生まれてきた。先に触れた

ECの 共通農業政策の改革と新しい農政の方

向づけ、より具体的には、農産物市場 ・価格

政策の見直しとそれに伴 う社会構造政策の導

入である。

(1)背 景

価格支持政策の見直しの背景は、先にも触

れたように、要するに従来の価格支持政策が

限界に達したということである。一方では、

牛乳、バターから始まって穀物、肉その他の

主要な農産物の生産過剰がはっきり出てきた。
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輸出補助金を付けての輸出促進もなされたが、

それでも在庫がたまり、結局は財政負担の問

題を深刻化させていく。

と同時に、他方では、集約的な農業生産に

よる環境破壊の問題が大きくクローズアップ

されてきた。農産物の価格支持で農業者の所

得を保障する仕組みのもとでは、単位面積当

たりの収穫高を上げればそれだけ多 くの所得

が得られることになるので、農業者は単収増

を狙って肥料や農薬を多投する。畜産等でも

非常に集約的な経営を行う。 しかしそれが、

結局は、水の汚染その他の形で環境を破壊す

る。ヨーロッパでは畑作が中心なので、そう

いう問題がス トレー トに出てきた。

こうして、生産過剰と財政問題、および環

境汚染問題 という2つ の面で、従来型の価格

支持政策の限界が明らかになったことに伴い、

82～83年 頃か ら、今後は価格支持 ・価格保障

政策を抑制的に運用していくという方針が次

第に明確に打ち出されていった。価格抑制に

加えた生産調整措置-そ の最初が牛乳生産

のクォーター制であった-も 徐々に導入さ

れていく。

ただ、そうなると、そういう価格抑制や生

産抑制に耐ええない農業地域や農業経営をど

うするかという問題が当然に登場 してくる。

そこで、その問題に対処するため、ECの 農

業政策の内容全体にかかわる重要な規則の改

正が1985年 に行われた。

(2)1985年 の新規則の制定と内容

ECレ ベルでの構造政策の基本方針は、従

来、70年代初頭に制定された3つ の規則(正

確には指令)に 定められていたが、85年の新

規則はそれらを全面改正し、一本にまとめて

いる。その特徴的な内容としては、以下のよ

うな点がある。

① まず、 「農業構造の効率の改善」 とい

う新 しい考え方が打ち出された。今後も、や

はり 「農業構造の改善」は追求するが、従来

とは違って 「効率の改善」ということを問題

にする。具体的には、単なる規模拡大や生産

性の向上ではなく、市場の需給動向にみあっ

た経営内容や作目の転換とか、既存の経営の

なかでの生産 コス トの引き下げや労働条件の

改善とか、あるいは環境保護に寄与するよう

な経営内容の改善だとかを、より重視すると

いうことである。

ECに は、今のわが国の認定農業者制度一

より正確には経営改善計画の認定制度-に

相当するような制度が以前か らあったが、そ

の内容も変更された。従来は、規模拡大を中

心とした 「経営発展計画」を提出させ、それ

が承認されると特別の低利融資等の支援措置

を講じるという仕組みであったが、新規則の

下では、経営の施設 ・装備の 「物的な改善計

画」を認定する制度に切り替えられ、 「物的

な改善」の目的や内容も、上記のような意味

での 「効率の改善」に寄与するものに限定さ

れた。いわば、規模拡大一辺倒からの一定の

転換が画されたわけである。
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② 次に、それまでECレ ベルでも構造政

策の基本施策 とされてきた離農促進政策を、

主要な政策としてはやめることとし、それに

代わって、フランスがつとにやってきたよう

な青年農業者の自立促進助成政策をECレ ベ

ルの施策として採用 した。これはかなり大き

な政策転換であり、フランスなどにとっては

大きなメリッ トがあったようである。

そのほかにも、③75年以来あった山岳地域

その他の条件不利地域農業支援対策をあらた

めて正面から位置づけ強化する、また、④価

格抑制の影響を最 も強 く受ける小規模農家へ

の直接的な所得補償の仕組みを導入する、な

どのことも行われた。

以上のような変化が一斉に出てきたことか

ら、この時期以降のECの 構造政策は、単な

る構造政策か ら 「農業社会構造政策」ともい

うべきもの、つまり、より社会的な要素を加

味 した構造政策に転換 していったとも評され

るわけである。

(3)環 境保護の重視

今の最後の点ともかかわるもう二つの大き

な特徴が、環境保護の重視、言い換えれば、

農業活動による環境破壊の抑止という政策課

題の登場である。この点については、85年の

新規則中でも一定の措置が定められたが、そ

の後の-一連の措置により、一層重要かっ広い

射程距離をもつ政策体系が徐々に整備されて

いった。しかも、それを(1)、(2)でみたような

政策転換と結合させる形で位置づけ強化 して

いったことが、当時のEC農 政の大きな特徴

の一つとみられるので、多少コメン トしてお

こう。

まず、農業と環境とのかかわり方の問題に

は、現在では日本でも一般的に認識されるよ

うになっていると思うが、大きく二つの側面

がある。

一つは、先ほども触れたように、特に集約

的な農業を営むことが、単位生産量は上げて

も、地下水の汚染その他の形で環境を破壊す

るという問題である。 日本は、水田が中心で

あるお陰で、そういう問題の出方がまだ少な

くて済んでいるけれども、畑作ではもろに出

る。それは集約的な畜産の場合も同 じである。

と同時に、他方でもう一つ、農業活動の維

持を通 じる環境、特に自然環境の保全という、

別の形での結びつきがある。要するに、そこ

で農業活動が営まれていることによって、そ

の地域の景観や自然環境が維持されていると

いう考え方である。

日本ではすぐわかりにくいかもしれないが、

例えばスイス ・アルプスの放牧地帯などの例

でみると、山頂の方に雪があり岩山があって、

それから草地が広がって、その下に森林の地

帯が出てくる。そ してその全体が非常にきれ

いな景観をなしているわけである。ところが、

その草地、放牧地から森林につながっていく

部分は、そこに農業者が牧草を生やし、牛を

放 して管理 しているか ら維持されている。そ
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ういうところで、もし人間の手が完全に離れ

てしまうと、雪解けの度に土壌が侵食され、

どんどん崩れていくことになる。また、フラ

ンス南部の中山間地域のようなところでは、

暑 くて乾燥 しているので、農業が無くなって

人が住まな くなり、植栽の維持ができなくな

ると、山火事の危険性が増大する。逆に、そ

こに人間が住んで管理 していることで、あの

自然が維持 されている。

そしてそのことは、平地の農村部にっいて

もまた同様に考えられる。 フランスに しろ旧

西 ドイツにしろ、農村部の景観は非常に美 し

いが、その美 しさは、もとから自然のままに

そうだったのではなく、そこで一定のタイプ

の農業経営が何世代にもわたって営まれるこ

とを通 じて作り出され、維持されているもの

である。こういう認識、あるいは、日本のそ

れとは異なった 「自然」観がヨーロッパには

っきりとある。 したがって、農業活動をやめ

てそれを放置することは、逆に農村景観な り

自然環境を害することになる。

ですからECで は、こういう2方 向の側面

での相互関係ないし結びつき方があることを

考慮 しつつ、農業と環境とのかかわり方をめ

ぐる諸施策がその後進められていく。

最初は85年の規則の第19条で、かなり限定

的な施策がまず導入された。要するに、そこ

で集約的な農業が営まれると環境への非常に

強い弊害が生 じるというような地域を特定 し

て、そういう地域での農業生産のあり方を規

制 し変えていこうという措置である。 しか し、

それが早 くも87年の規則の改正などにより、

例えば粗放的な農業経営の方法をより広く奨

励しようというような形で、もっと一般的な

形の施策に広げられていく。特に1992年 の環

境保護措置に関する新 しい規則の制定以降は、

非常に広く適用可能な、一般的な制度になっ

ていくが、それはのちに触れることにしよう。

(4)改 革を基礎づけた基本的な政策理念と

その論理

さて、ここで、以上のような85年頃から出

てきた新 しい政策の方向づけの考え方を多少

整理してみると、その論理の特徴として以下

のような四つの点を指摘できるのではないか

と、私は考えている。

① まず第1は 、農業と農用地の持つ多面

的な価値や機能を積極的に承認するというこ

とである。これは、わが国でも最近はかなり

一般的に説かれることとなっているが
、要す

るに農業と農村、農地 は、国土や自然環境や

景観の維持 ・保全、農村部の地域社会や文化

の維持、国土の均衡ある整備 ・発展等に多面

的に寄与する役割を担 っている。このことを

正面か ら認めようというわけである。

しかもこの場合、そういう発想は、ECの

方が日本よりもずっと強 く、かつ明確なよう

である。日本人にとっては、 「自然」という

のは、なにか人間が手をつけぬもの、それが

自然だという感じのイメージがあるのに対 し
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て、先にも触れたようにヨーロッパ人にとっ

ては、自分たちの住んでいる国土にしろ、自

然環境にしろ、農村景観にしろ、これは自分

たち人間が歴史のなかでが作 り出したものだ

というイメージがずっと強いことがその理由

の一つであろう。

余談になるが、実際、ヨーロッパのずっと

昔の歴史を振り返ってみると、とくに北部の

ほうは、もともとは大森林地帯であり、狩猟

民族の活躍する世界であった。ゲルマン民族

もそういうところに入ってきた。それが、そ

の後の何世紀にもわたる開墾の営みを通じて

変えられてきた。例えば、とくに有名なもの

として、9世 紀頃か ら12～13世紀にかけてだ

ったと思うが、いわゆる大開墾時代がある。

そうして森を切り開き、農地を作り、現在の

ような農業 と農村を作り出してきた。そうい

う意識がヨーロッパ人の根底にある。だから、

「自然」というのは、まさに2000年の農耕の

営みを通 じて作 り出された 「自然」なのであ

り、その 「自然」を維持するためには、そう

いう農耕の営みが今後 も続けられなければな

らない。こういう考え方が日本よりはずっと

受け入れられやすかったのではないかと思わ

れる。

② もっとも第2に 、現実的な問題 として、

生産過剰問題 と環境問題があるわけだから、

それへの対応策を考えなければならない。そ

の場合、一方で過剰生産を抑制するために生

産調整をやり、経営の粗放化をやり、集約的

な経営形態を制限する。そ してそのことが他

方では、同時に環境保全に も寄与する。こう

いう形で、両者の政策課題が内在的に結びつ

く形で捉えられていたことが、この点での政

策対応の一つの特徴であった。

③ 第3に 、第1、 第2の 目的を望ましい

形で達成するために、どのような考え方に立

って農業と農用地の維持を図っていくか。そ

の基本的考え方を簡単にまとめれば、次のよ

うになろう。

まず、1)先 ほども述べた農業と農村、農

用地の持つ多面的な価値 ・機能の承認がある。

2)そ の多面的な価値 ・機能を担う農業を維

持するためには、当然農用地を維持する、そ

れも適正に利用されている状態で維持する必

要がある。そして、3)そ の農地の利用 ・経

営主体としては、あくまでそこに居住 し、農

業活動に従事する家椎 葉経営を中心に考え

る。 したがって、4)そ の家族農業経営の維

持 ・存続を図るためには、やはり一定の効果

的な援助施策と介入手法をさらに整備しなけ

ればならない。こういう政策論理がそこに登

場 してくることになるわけである。

この点に関 して、85年当時のEC農 業委員

会の公式文書中の叙述に、私にとって非常に

印象に残 ったものがある。これまでにも何回

か引用 したことがあるが、次のような書き方

でまとめられた政策理念の開明である。

「農村地域の社会的縛帯の維持、自然環境

の保全、2000年にわたる農耕によって創 りだ
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された景観の保全」という三つの要請を考え

ると、 「地域農業と、その担い手である家族

農業経営を、農業活動の継続が最も困難な地

域において もなお維持することが必要であ

る。」 「アメリカのそれをモデルとするよう

な、広大な農業空間をもった、少数の農業者

による農業は、わがヨーロッパの条件の下で

は不可能であり、また望ましくもない。ヨー

ロッパの条件下では、家族農業経営こそが基

礎的な単位であり続けるのである。」こうい

う認識を明確に表明 した上で、先ほど述べた

ような措置を実行に移 していこうとしたわけ

である。

④ 第4は 、その場合に必要となる財源確

保の論理とその正当性の提示の仕方である。

これについては、以上の第1か ら第3点 で述

べたことがらを踏まえた上で、そのような多

面的な価値と機能を担う、家族農業経営によ

る農業活動の維持のために必要な費用は、

当然に 「社会共 同体」-フ ランス語では

"colLectivitepublique" -全 体によっ

て負担されてよいという考え方が示された。

そしてそういう論理の上で、農産物価格支持

のための財政支出は減少させるが、全体とし

ての農業関連支出-先 ほどのような環境保

護とか、その他の面での援助措置をも含めた

農業活動の保護 ・支援のための財政支出-

の総額は減少させないという考え方か取 られ

ていくことになる。

(6)「 農村開発政策」の導入と発展

さらに1988年 頃からは、以上のような1985

年の政策転換に加える形で、新たに 「農村開

発政策」の推進という考え方が打ち出された。

固有の意味での農業内部的な政策の方向づけ

は、先ほどのような政策体系でやっていくこ

とにするとしても、しかしそれだけではもた

ない農業地域が少なからずある。実際、ヨー

ロッパの農村は、とくにフランスの場合など、

我々が思っている以上に広く、人口が希薄で

ある。そ して、経済的発展の遅れている所で

は、経済活動としては農業しかな く、 しかも

農業だけでは食っていけないという状況がま

すます広がっている。そこで、そういう農村

地域を、一定のまとまりのある地域単位でも

う少 し全体として捉えた上で、その地域全体

の経済開発や社会的活性化を図るような施策

を導入 していこう。こういう動きが出てきた

のである。

それを実現するために、1988年にECの 基

金制度の大幅な改革が行われた。この 「基

金」というのは、ECが 様々な政策的介入を

行 うためのいわば予算枠で、重要な基金が三

つあったが、とくに 「構造基金」の制度の内

容を改革 して、 「農村開発」のための資金援

助の仕組みを用意 したのである。

具体的には、条件不利地域内の特定のある

地域、一定の広がりをもった特定の地域を個

別的に指定 して、だいたい5カ 年計画の総合

的な 「農村開発プラン」を、ECの 関係当局

29



と協議しなが ら策定させる。日本流にいえば、

要するにかなり総合的な性格を持った農村地

域活性化計画である。 したがって農業以外の

施策 も含んでいるが、基本的には農業をべ―

スとした活性化施策を考える。その計画の実

施のためにECの 基金から一定の資金供与を

約束 し、各国にもそれに対応 した一定割合の

資金拠出を義務づける。

ただ、日本の類似の計画とかプランの場合

とかなり違うなと思うのは、最初から5年 間

の全体について、毎年どの施策にどれだけの

お金を付けるということをあらかじめ決めて

いることである。具体的な資金供与と施策の

実施方針がはっきりしている。そして、おそ

らくはそのこともあって、そのプランを作る

に当たっては、地元の市町村や地域の諸団体

などの意向を最重要視し、地元レベルと県 ・

地域圏、そしてECお よび国との間で十分な

協議をしなが ら計画内容を決めていく。そし

て実行段階でもそのような協力体勢が継続さ

れる。いわばベースとなるところでローカル

・イニシアチブの発揮を喚起 しつつ、ECや

国が協議に基づ く資金援助を通 じてそれに協

力 してい くという、"パ ー トナーシップを重

視 した農村開発と地域活性化の手法"が ここ

でできあが ってきたのである。

ECの 農村地域等の開発政策としては、そ

れ以前から、 とくに経済発展の遅れた地域を

対象 とした地域開発計画への資金援助制度も

なかったわけではない。例えば、ギ リシャと

か、スペインとか、ポル トガルとかが新規に

加盟 してくると、フランスの地方のレベルな

どか らみてももっと後発的な遅れた地域が域

内に生 じてくることになる。そこで特にそう

いう地域、これはかなり広い範囲の地域にな

るが、そういう地域を対象とした総合的な地

域開発計画がすでに実施されていた。ただ し、

条件の不利な農村部一般を対象として適用で

きる狭義の 「農村地域の開発政策」が本格的

に登場するのは、このときか らである。

1989年か ら93年の5カ 年計画で策定された

「農村開発プラン」は、その対象要件を満た

す地域を含んでいる9カ 国で、計74件、74カ

所について策定された。そのうち、フランス

が30件ある。30の地域が手を挙げて面倒なプ

ラン作りをやったところからみると、フラン

スはかなり積極的に対応 したものということ

ができる。

(6)UR農 業合意に伴う新たな改革措置と

EU農 政の展開方向

以上のような80年代後半の一連の改革措置

により、EC農 政の改革は一段落 したかにも

見えた。しかし、その後のガ ットの農業交渉

を妥結させる過程でもう1回 新たな改革措置

が追加的に行われることになるので、次にそ

の話を しておこう。

私のみるところでは、ECの 農業当局自身

も当初は、この88年頃までの制度改革とそれ

を多少補完する諸措置を進めていけば、ガッ
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トの農業交渉 も乗り切れて、それに対応する

EC域 内での農業支援対策も間に合う形で整

え られる、 と考えていたようなふ しがある。

言い換えれば、ECは 、この80年代後半の過

程を通 じて自ら域内の農業政策の改革を行い、

そうして事前に準備した域内の政策体系のも

とでガットの交渉を乗り切ろうと考えていた

のではないか。その点では日本の場合と対応

の仕方が逆で、国内体制を先に整えておいて、

この政策体系でいくのだからそれでいける線

で交渉を妥結させようと、こういう対応の仕

方をしたのだといえよう。

しか し、実際の交渉過程では、なかなかそ

うはいかな くて、結局もう一歩の譲歩をする

ことになる。それが、おそらくご承知の91年

のマクシャリ-提 案であり、そのベースの上

でECは 、92年5月 に新たな共通農業政策二

CAPの 改革措置を発表する。そしてその改

革をやったあと、93年の秋にガットの交渉を

最終的に妥結させている。ガットの交渉への

臨み方 も、ECの 場合と日本の場合とではか

なり違いがあったことをみてとれよう。

では、新 しい改革措置としてどのようなこ

とをやったのか。最近の施策の展開状況 とあ

わせて簡単にみておこう。

①92年5月 の改革では、まず一方で、域

内の穀物価格や牛肉価格の大幅な引き下げ方

針を決めた。ご承知と思うが、穀物価格の場

合には、93年からの3年 間で3割 引き下げる

というドラスティックな措置である。牛肉価

格 も3年 間で15%下 げる。

しかし他方で、その価格の引き下げによっ

て生ずる所得の減少分を直接所得補償で補う

という仕組みを新たに導入した。ただし、そ

の直接所得補償を受けるための要件として、

特に穀物の場合には一律に15%の 生産調整、

要するに休耕を義務づける。そうすることで

生産過剰問題にも対応する、所得減少問題に

も対応する。また、全体としての農産物価格

水準を引き下げることで、ガットの合意後の

EC産 農産物の競争力も維持 していく。 こう

いう形の対応措置をまずやったわけである。

なお、ここでいう直接所得補償は、EUの

それとしては一番新 しい、第3番 目のタイプ

のものである。直接所得補償という言葉は、

最近よく使われるが、すでに述べてきたよう

に、EUの それにも3種 類のものが含まれて

いる。一つは、75年から始まった条件不利地

域の農業者に対する直接所得補償、そして二

つ目が、あとで も触れる環境保護措置と結び

ついた直接所得補償、そして三つ目が、 この

農産物価格の引き下げによる所得減を埋める

ための直接所得補償である。それぞれ導入の

時期や性格、目的も異なっているので、何を

念頭においてこの言葉を使うのか、もつと注

意を払う必要があろう。

② 次に農村開発の側面でも、89年か らの

5年 間が93年でちょうど終了するので、新 し

い第2期 目のプラン・計画の策定作業が開始

された。私が最後にECの 農業総局を訪ねた
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のは、95年の3月 であったが、この第2期 目

の計画については、地域の自主性と自発性を

従来以上に重視すると同時に責任もまた重視

する、そして関係の諸主体の 「相互的補完

性」を一層強調 していくという話を聞かされ

た。ただ し、多 くの対象地域ではなお協議が

進行中で、完全な形になった計画文書はまだ

あまり集まっていないようであった。

それか ら、農村開発関係ではもう一つ、

「リーダ― ・プログラム」という援助事業が

92年か ら開始 された。これも参考になるとこ

ろがあると思われるので、簡単に触れておく。

これは要す るに、農業者を含む地元の住民

グループ、住民組織、農業団体、さらには市

町村だとかが集団的な形で自ら自発的に行う

農村開発や農村地域の活性化に向けての様々

な活動を、EUと して支援する事業である。

しかも、そうした自主的な活動やその成果の

交流活動をヨ―ロッパレベルで組織的に促進

することを通 じて、そうした運動をEUの 域

内全体に広め、その過程で地域からのイニシ

アチブを支える担い手をも育てていくことも

狙いとする。そういう、中山間地域対策の一

環をなすソフ ト事業として、92年から試験的

に始まった事業であるが、これがかなりの評

判を博して相 当の成果をおさめた。そこで、

95年からは 「リーダー ・プログラム第2弾 」

と銘打って、 もっと多くの資金をつぎ込んで

やっていこうということになっている。この

活動を草の根から自主的に支援するためのE

Uレ ベルの協会組織(ア ソシエ―ション)も 、

すでに積極的な活動を開始している。

③ 第3番 目に挙げておく必要があるのは、

環境の保護 ・保全との関係での農業援助施策

の強化、多様化、一般化の傾向である。この

傾向は、92年のCAP改 革とも関連 して改正

された、環境保護措置に関する1992年の新規

則にはっきり現われている。要するに、EU

レベルで定める一定の要件を満たす形で環境

の保護 ・保全に寄与する農業活動を行う農業

者には、そのこと自体に基づいて所定の直接

的な援助措置を行うという考え方が次第によ

り広い範囲で適用され、一般的な制度として

組み込まれてきているのである。

その典型例で、かつ経済的にも最 も重要な

意味を持つのが草地助成金の制度の導入であ

る。これは、92年のCAP改 革で、牛肉の価

格引き下げが決まったこととも絡んでいるが、

要するに草地を、一定の基準を満たす形で草

地として維持 していること自体に対 して所定

額の奨励金を出すというものである。

つまり、フランスの広範な地域や南 ドイツ

などでは、牧草地の存在がそのきれいな農村

景観と自然環境を作りあげる重要な要素にな

っている。ただし、その農地にたくさんの肥

料や農薬をまいたり、過密な放牧を したりす

ると、それは環境を害することになる。だか

ら、む しろより粗放的な形で、ある意味では

伝統的な農法に従って草地を草地として維持

しなさい。そうすれば、そのこと自体が景観
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や自然環境の保護に寄与するか ら、そういう

営農方法を行 う農業者にはヘクタール当たり

いくらの助成金を払 うことにする、というの

である。

このような形の制度になれば、その適用範

囲-こ こでは適用可能な対象地域-は 、

当然に相当に広い地域に及んでいく。草地の

比率が高いのは、一般的には山岳その他の条

件不利地域であるから、そういう地域の農業

の支援策としての意味を持つのも確かである

が、絶対的な面積の点でみれば、それ以外の

地域にも広大な草地面積がある。そういう点

か らいえば、このような形になった"環 境保

全型農業への援助措置"は 、特別の環境保全

措置というよりむしろ、一般的な直接所得補

償の一形態に転化 したものといってもよさそ

うである。

(7)EUに 関する小括

ただし、現段階の問題状況へのEUの 対応

策は、以上のようなもので出尽くしたという

わけではけっしてない。すでに数年来検討中

だが、加盟国間の合意がえられず、当面先送

りされている改革課題 も少なからずある。さ

らに、西暦2000年 をにらんでの新 しい動きも

当然に予想される。そういうことを留保 した

上で、最後にEUの 政策体系に関する簡単な

まとめを しておこう。

まず、イ)価 格支持 ・価格保障政策がある。

これがEU農 政の中核で、まさにEUレ ベル

で統一的に決定される、加盟国共通の政策で

ある。それを前提として、ロ)農 業構造政策

ないし農業社会構造政策が進められるが、こ

の部面では、国ごとの条件の違いも大きいの

で、各国の自発性 と独自施策の認められる余

地がかなりある。いわゆる条件不利地域農業

対策(直 接所得補償を伴 う)も 、また、青年

農業者の自立助成政策(こ れも、直接的な助

成金交付を伴う)も ここに入っている。ただ、

全体としてみれば、構造政策についても、各

国の農業の競争条件をできるだけ共通化しよ

うとする観点から、EUレ ベルで決定された

-般 共通的施策の持つ意義の比重が近年とみ

に増大する傾向にある。

これら二つの政策は、いわばECの 出発点

から存在 したものであるが、80年代の後半以

降、それを補う形で新 しい政策が導入されて

きた。ハ)そ の一つが 「農村開発政策」で、

その政策の推進に当たっては、EU、 国と地

域 ・地方との間のパー トナーシップや 「相互

補完性」が重視される。二)も う一つは、価

格支持政策の改革一具体的には価格水準の引

き下げ-に 伴う 「補完措置」で、92年からの

直接所得補償措置がその代表例をなす。最後

に、ホ)い まの 「補完措置」の一部とも言え

る形で、しかしやや独立 した意味あいを持つ

ものとして導入されてきたのが、環境保護の

ための諸施策である。ただしここでも、前述

した草地助成金のような、直接所得補償的意

義を持つ措置が登場してきている。
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日本でも有名になった「EUの 直接所得補

償」というのも、こうした政策体系の形成過

程で登場 してきた。わが国にひきつけてその

問題を論ずるときにも、その各措置が持つ政

策体系全体の中での位置づけや意義を明確に

しながら議論を進める必要があろう。

3フ ランスにおける制度的、政策的対応の

槻

もっとも、以上のようなEUの 政策に各加

盟国がどのように対応するかは、国により一

様ではない。各国一律に義務づけられる措置

もあるが、対応の仕方に国ごとの裁量の余地

が認められているものも少なくないからであ

る。一般的にいえば、EUの 政策に従った施

策を実施すれば、EUの 財政から資金を引き

出せるが、その場合には、各国の側でも相応

の資金負担をする義務を負う。 したがって、

どの政策をどのくらい熱心にやるかは、各国

の条件や必要度によって当然に異なって くる

のである。

フランスについていえば、ものにより力点

の置き方の違いはある(例 えば、環境保全に

かかわる施策への対応の出足は遅かった)が 、

総体としては、EC/EUの 政策の発展をほ

ぼ全面的に受け入れながら、フランス農業の

維持 ・発展のために積極的な政策的努力を展

開してきたといってよい。次に、その特徴的

な点を簡単にフォローしてみよう。

(1)1980年 代後半の一連の立法

フランスでは、85年頃か らの一連の動きが

はっきり出てくるが、それには大きく二つの

ものがあった。一つは、国内の固有の農業情

勢への対応措置、もう一つは、ECレ ベルの

新 しい政策展開への対応措置である。

まず国内の農業情勢としては、先ほども触

れたように、80年代初頭か らの農業経営の収

支採算の悪化、それを背景 とした農地価格の

低下、山岳地域や条件不利地域での農業維持

の-一層の困難化などの状況があった。そのも

とで、農業経営の破産問題 も発生した し、最

初の方(Ⅱ3(1))で 触れたようなSAFER

の経営難や赤字問題、累積ス トックの処理問

題も生 じて来ていたわけである。そういう事

態に対処するために、85年頃から一連の立法

が展開した。

イ)例 えば、85年 には 「有限責任農業経

営」ニEARLと いう新 しい農業生産法人の

制度を創出した。フランスでは、それ以前か

ら 「共同経営農業集団」=GAECと いう、

まさに共同経営的な組合法人である農業生産

法人がかなり急速に発展 してきていたが、そ

ういう方向をさらに一歩進めようとしたので

ある。

すなわち、GAECは 、その全構成員が経

営労働に従事 して共同経営を行 うための法人

組織で、その各構成員は、法人を作 ったのち

にも農業経営者として資格を失わないという

特則がある。それ故、70年代の半ばから親子
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間でこの法人を設立 し、GAECの 構成員と

しての資格において後継者を自立させるとい

う方法が急速に普及した。 しか し、GAEC

には、夫婦だけでは設立できない、また、そ

の構成員はすべて経営労働に従事しなければ

ならないなどの点で、不自由な点もあった。

そこで今度は、むしろ有限会社に模 したタイ

プのEARLと いう法人制度を作って、夫婦

だけ-さ らには一人だけ-で も設立でき

るし、経営労働に従事 しない構成員も認めら

れるようにしたのである。法人化の促進の狙

いとされる点は、わが国で-般 に説かれると

ころともある程度共通 しているが、新制度の

創設当時には、経営の資産と家族の財産 とを

分離して農業経営の破産問題に対処するとい

うこともかなり意識されていたようである。

それからもう一つ、フランスでの法人化の

促進が日本の場合と違うのは、それがあくま

で家族経営の近代的発展の延長上で、経営形

態のもう一歩の合理化を進めるための手段と

して位置づけられていることである。したが

って、GAECの 場合はもちろん新 しい有限

責任農業経営という法人の場合で も、設立 さ

れた法人がその法人の構成員を雇用するとい

う形はまず考えない。例えば夫婦あるいは親

子でそういう法人を作る場合、 日本だとす ぐ

に、父親ないし夫が社長になって妻や息子は

法人か らサラリーをもらって働 くという形を

考えがちだが、フランスでは、そういう雇用

関係、サラリーをもらうという関係は原則と

して作 らない。むしろ、二人あるいは三人が

法人の構成員 となり、経営にもともに参加す

るというのであれば、全員が共同経営者的な

資格を持つ方向でものを考える。もちろんそ

の中で代表者、法人の管理者となる者を決め

はするけれども、基本的には経営に参画する

全員が法人の共同の構成員、組合員であると

いう考え方をとる。農業労働者というのは、

全 く別個の社会的カテゴリーである。このこ

とは、フランスの農業生産法人のあり方の特

徴の一つといってよかろう。

法人形態による農業経営の発展の度合いは、

日本の比ではなく、他の種類のもの 一 例え

ば、民法の規定による 「農業経営民事組合」

など 一 ともあわせて、すでに全農地面積の

4分 の1近 くが法人形態の経営によって耕作

されている。ただ、繰り返 していうが、その

実態は、日本で考える 「会社化」というイメ

ージとはかなり違うものである。

ロ)ま た、同じ85年には、特に山岳地域に

関して、その保護と開発の総合的な政策の方

向づけに関する法律が制定された。 これは、

かなり広範な射程距離を持った一種の基本法

である。それに伴い、山岳地域におけるサフ

ェールの権限 ・機能や活動領域 も新たに広げ

られた。

まず、①そういう地域では、日本の場合 と

同じく林業経営が重要な意味を持つ。また、

遊休地や耕作放棄地が発生 し、その うちの一

定の ものについては、むしろ再植林 していこ
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うという方向も出てくる。そこで、農業だけ

でなく林業、林地にもSAFERが 関与でき

るようにして、林業経営の構造改善にも寄与

できるようにした。また、②そういう地域で

家族農業経営や農村社会を維持 していくため

には、やはり農業だけでは無理だから、所得

確保のための兼業機会、就業機会を増やして

いく必要がある。いわば、農村開発政策の実

施を通 じる地域の維持と活性化 という方向が

そこに登場 してくるわけだが、そのために必

要な諸事業に関連 して、SAFERが 土地活

動の面から関与し、寄与できるようにした。

それから、③ もう1点 、不耕作 ・遊休地の

農業上での利活用の問題に関 して、そういう

土地についてはその権利者に対 して有効利用

を勧告 し、それで も利用されない場合、最終

的には、その土地を農業上で利用しようとす

る第三者のために強制的に経営権-具 体的

には農地賃借権-を 設定するという手続き

が、この段階で整備された。そしてSAFE

Rも 、当然にこの手続きに関与 して積極的な

役割を果たしうるものとされた。

なお、このようなサフェールの権限の強化

と活動領域の拡大は、85年の段階では山岳地

域についてだけの特則として位置づけられた

が、後に触れる90年の法律では、それが全国

を対象とするものに一般化されていくことに

なる。

ハ)他 方、86年には、従来の離農終身補償

金の制度を、5年 間の経過期間を置いた上で

91年には廃止するということが決定された。

規模拡大のために経営数の減少を政策的に促

進するという意味での本来の離農促進政策は、

ここで終わることになるわけである。ただし、

あらかじめ話 しておくと、90年代に入っても

離農補償制度は完全にはなくならなか った。

というのは、年齢の高い経営者を早めにリタ

イアさせ、有能な青年農業者をより数多 く受

け入れていくことを目的とした 「早期退職手

当制度」があらためて導入されることになる

からである。

二)そ の青年農業者の自立助成政策に関 し

ては、88年に新たに制度の抜本的な改正 ・強

化が行われた。その内容の特徴的な点に簡単

に触れておくと、①まず一方では、自立助成

金の交付要件を厳格化した。成功の見込みの

ある有能な農業者を育てる政策であるという

ことを従来以上に明確にしたわけである。例

えば、農業経営者としての職業能力に関する

資格要件も、農業高校卒業または一定の技術

資格+一 定期間の農業従事経験+一 定の研修

経験などといった形で、従来より1ラ ンクが

上がったものを要求されるようになる。また、

②従来の 「自立下限面積」を基準とした規模

要件に代えて、その農業経営による所得見込

み額の基準要件を導入 した。この所得見込み

額の算定のためには、事前の研修を受けた上

でかなり細かい書類を作って提出 しなければ

ならない。しかも、その実際の結果を3年 目、

5年 目でチェックされる。これも、成功の見
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込みのある経営を作ろうという方針の現われ

である。

他方、③自立助成金の額をかな り大幅に引

き上げた。と同時に、④ もう一つ、この88年

の改正で重要なのは、女性、特に夫が経営主

である場合の妻についても自立助成の制度を

拡充したことである。・具体的には、新たに自

立 して農業経営主となる後継者その他の青年

農業者の妻もまた農業に従事 しており、一定

の資格要件を満たしているという場合には、

その妻自身に対 しても助成金を支給するとい

う制度である。フランスでは、日本に比べる

と、女性が農業経営主になっている割合が従

来か らかなり高いが、夫婦で-緒 に農業経営

をやってるというケースも当然に多い。そう

いう場合に妻の方 も一定の要件を満たす農業

者であるときには、妻の分として も青年農業

者の自立助成金を交付するという制度がここ

で登場してきたわけである。

抽象的な話だけではイメ―ジを もちにくい

かと思われるので、若干の統計データを示し

ておこう。自立助成金というのは、要するに

35歳未満の青年農業者が一定の要件を満たす

形で自立して一人前の経営主になるときにも

らえる補助金で、返す必要がないものである

が、その申請件数は、80年 代後半には年間

で1万4～5,000件 にも達 していた(図 表

6)。 そのうちで交付を認められたものの件

数 も、最高時には年間で1万3,000件 を超え

るという年もあった。助成金自体は2回 に分

けて支払われるが、いずれにせよこの数は、

わが国の新規就農者の数などと比較すれば、

はるかに多いといえる。助成金の額 も数年ご

とに引き上げられてきており、一番最近の

1993年の数字では、図表7の ようになってい

る。

要するに、平坦部、一般の条件不利地域、

山岳地域という3つ の地域のランク付けがあ

り、条件の悪い地域ほど多 くの助成金が出る。

その最高額は、一人だけが要件を満たして自

立する場合には、平坦部では11万3,400フ ラ

ン、一般の条件不利地域では14万6,400フ ラ

ン、山岳地域では23万5,400フ ランである。

それに対して、夫婦が2人 とも要件を満たし

て自立する場合には、妻の分の上乗せが認め

られ、夫婦2人 の分を合算 した最高額は、平

坦部では16万5,400フ ラン、一般の条件不利

地域では21万3,600フ ラン、山岳地域では34

万3,400フ ランとなる。山岳地域では、妻の

分が最高で10万 フラン以上プラスされるわけ

である。

最近のレー トでは、円高のため1フ ランが

20円前後に下がっているが、仮に20円として

計算 してみて も、山岳地域で夫婦が ともに要

件を満たして、一人前の経営主 ・農業者とし

て35歳未満で自立すると、700万 円近い助成

金を受け取れるわけである。それプラスさら

に、低利の特別の中期融資も利用できる。次

代の家族農業経営を担 う有能な青年を確保す

るために、フランスでは、そのくらい手厚い
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図表6DJA(青 年農業者自立助成金)の 交付承認件数の推移

図表7青 年農業者自立助成金＝DJAの 基準額
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支援施策を講 じてきているのである。

(2)1988年 の 「農業経営適応法」と90年の

「補完法」

次に、EC農 政の新 しい動向への対応を考

慮 しつつ、国内の農業 ・農地問題への新 しい

対処方策を再整備 しようとしたのが、88年12

月の 「農業経営適応法」(略 称)と 、それを

補完する90年1月 の法律であった。とくにこ

の後者の法律は、SAFERに 関する法制度

を全面的に見直しているので、ここでは重要

である。

国内の問題状況としては、やはり、山岳地

域や条件不利地域での農業と農村社会の維持

をどうするかという点が大きな問題として意

識された。耕作放棄地や遊休地の増加も、も

はや限られた山岳地域だけの問題ではなく、

国土の45%前 後を占める条件不利地域一般

に広がり始めていた。それに対処するために

は、(a)新しい社会経済的環境への農業経営の

適応力を高めつつ、(b)ECレ ベルで問題とさ

れたのと同様に、地域全体の活性化のための

より多面的 ・総合的な施策を推進すること、

そして、(c)それと同時に、農地の保有 ・流動

化 ・利活用政策についても新 しい介入手法を

考案することが必要であると考えられた。新

しい施策や制度の内容としては、以下のよう

なものがある。

イ)ま ず、ECレ ベルの農村開発政策の登

場をも意識して、 「農業活動」の概念を再定

義 し、より幅の広いものとした。これは、山

岳その他の条件不利地域では主業的農業者だ

けで農業活動を維持するには無理があるか ら、

む しろ兼業活動を積極的に位置づけ、兼業所

得 とあわせた形で家族農業経営の維持を図っ

ていこうという方向とも対応 していた。実際

にも、その後の過程でフランスがECの 農村

開発政策にかなり積極的に対応 していったこ

とは、すでにみた通りである。

ロ)SAFERの 役割 と制度の見直しも、

同 じく上記の(b)、(c)の問題意識の延長上でな

されているが、その内容はのちにみよう。

ハ)次 に、農地の有効利用の促進のための

－一連の制度が－ 特に条件不利地域での土地

利用率の低下への対処を意図して－ 導入さ

れた。まず、①SAFERが 暫定的に農地の

管理を受託 し、賃貸借の仲介ないし転貸手続

を行う制度が作 られた。日本の合理化法人が

やる転貸事業と似ているが、最終的には相対

の安定的な賃貸借につなげていこうとする点

では差異がある。また、② 「農業経営多年次

契約」という、本来の農地賃貸借とは別枠の

賃貸借制度が創設された。これは、いわばフ

ランス版の農用地利用増進事業に相当するよ

うなものである。つまり、条件の不利な地域

等では、長期的かつ安定的な効力を もつ正規

の賃貸借だけでは農地の貸し借りがなかなか

スムーズに進まなくなった。それが耕作放棄

や遊休地の増大の一因となっている。そこで、

本来の農地賃貸借に付与される厳格な保護規
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定を適用除外 した別系統の土地利用契約を制

度化 し、当事者が簡便に貸し借りができるよ

うな仕組みを用意したわけである。そのほか

にも、③地域 レベルの新 しい農地管理主体 と

しての 「農業土地組合」の制度の創設とか、

④地域 レベルでの利用権のプールを通じる担

い手育成事業のようなものも出てきているが、

省略する。

二)も う一つ、特徴的な点として、経営の

粗放化のための農業経営構造コントロ―ルの

緩和措置がある。例えば、特に条件不利地域

とか山麓 ・山岳地域とかの畜産経営において、

ECの 環境保護政策に対応する形で経営の粗

放化を進めようとすると、その分だけ規模を

拡大 しなければ経営が成り立っていかなくな

る。そこで、そういう場合には、先ほど触れ

た経営構造 コントロールの上限面積規制を緩

和できることにしたのである。

ホ)最 後に、 「経営移譲プラン」制度の創

設も興味を惹く。要するに、経営規模や経営

資本が大きくなってくると、従来の経営者が

一挙に経営をやめて
、だれかにそれを移譲 し

承継させたいと言っても、相手がす ぐ見つか

らないとか、見つかっても経営を引き継 ぐ者

の負担がたいへんになるとかの問題が生 じる。

おそらく北海道では同じような問題がすでに

出てきているのではないか。そこで、5年 ぐ

らいの期間を予定 して、その経営をだれにど

ういう形で移譲 していくか、経営承継者の資

金面の負担をどうするかなどの点を、あらか

じめ計画化できるような制度を用意 した。そ

して、そういう計画的な経営移譲を行う場合

には、税制だとか資金供与とかでの優遇措置

も与えることにする。経営移譲をめぐる問題

状況が一昔前とは異なってきていることをみ

てとれよう。

(3)1995年 の 「農業近代化法」と 「国土の

整備と方向づけの法律」の制定

最後に、一番最近の動きとして、1995年の

2つ の大きな法律の制定がある。

(a)農 業近代化法の背景と内容

イ)背 景 このうちの 「農業近代化法」

は、先に触れた92年5月 のEC共 通農業政策

の改革と93年末のUR農 業合意を受けて、そ

の後の情勢に対応 した農業施策の方向づけを

示すために制定されたものである。政治的に

は、92年の改革に際 してすでに政府が約束 し

ていた新立法の実現という意味を持ち、日本

でいう「UR農 業対策」としての意味あいは

それほど強 くない。ただ、いずれにせよ、92

年以降のフランスの農業情勢が客観的にも新

しいてこ入れ策を必要とするものとなってい

たことは確かであった。

すなわち、EC共 通農業政策の改革による

農産物の支持価格の引き下げは、一般的な生

産調整措置の導入とあいまって、やはり農業

経営の収益性の低下を もたらした。直接所得

補償は一応あっても、それだけでは農業者の

所得減をカバーできなかったのである。しか
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も、価格引き下げの見返 りとしての直接所得

補償はいつまで続 くかわからないという不安

を引き摺っていた。農業者にとっては先行き

の不透明感がどうしても免れず、不満も強ま

っていった。

特に青年農業者の間には、すでに92年5月

の共通農業政策の改革の時点-つ まり、ガ

ットの農業交渉の妥結前-か ら、 「さあど

うしよう」という雰囲気が一挙に広がったよ

うである。そのことは、自立助成金の申請件

数が92年には8,366件 、93年 には7,486件 と

急減したことに顕著に現われている。その結

果は、助成金の交付件数にも1～2年 遅れで

端的に反映 し、92年には1万 件を超えていた

その件数は、93年 には8,400件 、94年 には

6,700件 にまで減少 した(前 掲図表6参 照)。

この事実は新聞でも報道され、これで将来の

担い手の再生産ができるのかという議論を喚

起 した。助成金の申請件数の方は、94年 には

若干持ち直 してきており、今後は漸増するだ

ろうともいわれているが、全体としては様子

見的な状況がなお続いている感じも否めない。

また、そのような状況を反映して農地市場

のほうも拡大が止まり、歯止めがかかりかけ

ていた地価の低下傾向が再び持続 し始めると

いうような変化も生 じていた。

ロ)内 容 では、このような事態に対処

するため、農業近代化法はどのような施策を

打ち出したのか。 ごく簡単に紹介 しておこう。

ここでもまず第1に 掲げられたのは、青年

農業者の自立助成政策の-層 の強化である。

そのために、 「青年農業者の自立のための全

国憲章」というものを策定し、その憲章中で

国としての目標とか、実施する支援措置とか

を明確かつ具体的に保障するという制度を作

った。要するに、国としてこれだけのことを

はっきりと保障するから、青年農業者 も農業

に将来をかけて頑張ってくれという体制づく

りである。この 「憲章」は、いわば国 と農業

者団体 との間での一種の契約のような性格を

持つものと位置づけられた。その具体的な中

身も、種々の交渉を経た上で95年11月 に確定

され、農業者団体の全国大会で首相隣席のも

とに披露されている。

第2は 、農業経営の競争力の増進に向けた

諸施策であり、これには、税金の軽減等を含

めた様々なコス ト削減策が含まれている。

第3は 、やはり競争力の増進を目指 して経

営形態の近代化を進めるため、とくに組合的

な法人経営の発展をさらに助長していこうと

いう方向である。

第4に 、国や県 レベルでの政策推進機構の

再編 ・統合 ・再整備をした(後 述IVの3(3)①

参照)。

第5に 、これも80年代の後半、とくに88年

の 「農業経営適応法」の頃か ら非常に重視さ

れてきたことであるが、農業者のための社会

保障制度を一層充実させるということが打ち

出された。つまり、有能な青年が自己の一生

の仕事 ・職業として農業を選ぶためには、将
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来の社会保障についても、他の職に就いたの

と同じような保障がなければならない。 しか

もその保障は、経営主の妻に対 して も同様に

なされなければならない。この95年の法律で

は、とくにこの最後の点が重視されているこ

とに一つの特徴がある。

最後に第6番 目として、 「農業活動を通じ

る農村空間のよりよい管理」への配慮という

ことが、新しい政策課題 として正面から規定

された。そして、その課題に即 して農村整備

や農地整備事業のあり方を見直す制度改正を

行っている。

なお、SAFERに ついては、今回は特段

の制度改正はなされていないが、SAFER

の諸活動が以上のような諸施策の方向づけに

沿ってなされるべきことは、当然のこととな

る。

(ロ)「 国土の整備と開発の方向づけの法律」

もう一つの国土整備関係の大 きな立法は、

非常に多様な背景と目的を持った法律である。

詳細は省略して、この法律の全体的な発想を

簡単に説明すれば、要するに、一方ではEU

の統合がさらに強化される、他方ではEUの

特に東に向けてのさらなる拡大が予想される

という状況のもとで、フランスの国土は全体

としてどういう位置を占めるのか、という問

題意識がその出発点にある。そういう巨視的

な観点に立って国土の開発 ・整備のあり方を

見直せば、当然にも、全体としてのフランス

の国土とその各地域をいかに均衡のとれた形

で整備 ・開発 ・維持 していくかということが、

いわは国家的な課題として認識されることに

なろう。実際、もしEUの 中心が現在よりさ

らに東の地域へ移動 していけば、現在でも経

済力の脆弱なフランスの西部や南西部などは

"EUの なかでの辺境部 にもなりかねない

のである。また、統合力がさらに強化されて

いくEUの 中で、フランスの各都市、各地域

が国境を越えた都市間、地域間競争にどれだ

け対処 していけるのか、という危惧も当然に

生 じていた。そういうことから、80年代に行

われた地方分権化の成果は尊重しつつ も、国

土の整備と開発の政策体系を全体として再構

成することが意図されたのである。

その場合、当然ながら、山岳地域とか条件

不利地域の農村社会をどうするのかが大きな

問題となり、そういう所を対象とした地域活

性化政策が この基本法のレベルでもあらため

て位置づけ直された。地域農業と農村空間の

維持にかかわることが らに絞って、特徴的な

点だけを簡単に指摘しておこう。

イ)ま ず、経済的に脆弱な地域、開発の遅

れた地域について特別の区域指定をして、国

がてこ入れをする制度を創設 した。例えば、

特に第2次 産業、第3次 産業が弱い地域を

「国土整備区域」として指定し、特別の援助

を与える。また、経済的発展の脆弱な条件不

利地域については、 「優先的農村開発区域」

という区域指定制度を用意した。

ロ)も う一つ、発想として面白いのは、整
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備と開発のための新たな地域区分として 「地

方=pays」 という単位を制度化したことであ

る。フランスの市町村は全部で約3万6,000

もあり、地域開発等の単位とするには小さす

ぎるので、幾つかの市町村を包摂 したいわば

「郡」 くらいの規模で、社会経済的 ・文化的

・歴史的な一体性をもつ地域を 「地方」とい

う名称のもとに把握し、その区域をべ―スと

して地域全体の整備 ・開発 ・発展を図ってい

こうというのである。

ハ)そ のようにして、様々な条件下にある

諸地域の均衡ある発展を図ろうとすれば、当

然に財源配分のあり方が重要な問題になる。

これについては、いわば豊かな地域から貧 し

い地域への財源の移転 ・配分が行えるような

新 しい調整システムと、その作業を具体的に

担当する基金制度を用意 した。同時に、その

方向に寄与するような地方税制の改正も企図

されたが、これは、十分には実現されなかっ

た。

二)最 後に、とくに農業と農村地域の整備

に関 しては、 「農村空間管理基金」という基

金を、国土整備政策の一環を担 うものとして

創設した。 これは、地元の市町村とか、住民

や農業者のグループとかが一定の手続きで申

請 し、農村空間の整備や維持 ・管理のための

自主的な諸活動に使える資金を供与するもの

とされている。それが実際に動いていくのは、

まだこれか らのことであるが、 「農業近代化

法」による同様の政策課題の打ち出しともあ

わせて、農村地域政策の中に新 しい視点が盛

り込まれてきたことを確認させるものといえ

よう。

ⅠVSAFERの 役割と活動の特徴

さて、以上のような政策展開のもとで、S

AFERは どのように活動し、いかなる役割

を果たしてきたか。日本の農地保有合理化法

人の場合との対比をも意識しながら、概括的

にフォロー してみよう。

1農 業構造政策の推進とSAFERの 役割

まず、60年代から70年代にかけてのSAF

ERの 役割がどのようなものであったかは、

これまでの話から容易に予想がつくであろう。

1960年法の定めた構造政策の目的に即 して、

土地基盤整備を図りつつ所有権 レベルでの農

地移動を方向づけ、存続可能な家族農業経営

の規模拡大に寄与することが、その活動の基

本的な目的であった。

しか し、70年代の後半、とりわけ1980年の

新 「方向づけの法律」の制定以降には、全体

としての構造政策の重点の置き所の変化に伴

い、既存経営の規模拡大以上に青年農業者の

自立を支援することが、その活動の主要な目

標として位置づけられるようになった。具体

的には、SAFERが 取得 した農地を再譲渡

する場合に、一定の経営面積を確保 して自立

しようとする青年農業者がいればその者を優
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先ずる、あるいは、自立したのちさらに経営

を拡大 しようとする青年農業者を他の既存経

営者より優先する、などである。

しか も、このような相手方の選定方法を含

む再譲渡の手続きは、単に裁量的なものでは

なく、法令により相当に細かい所まで規律さ

れている。例えば、再譲渡する農地があると

きは、そのことを一定の方法で公示して買受

希望者を公募する。複数の希望者がある場合

には、SAFER内 に設けられる委員会が、

法律の規定に基づいてあらか じめ決定されて

いる基準や優先順位の定めに従い、それぞれ

の候補者の資格を審査 し、理由を付してその

順位を決定する。前述 した 「経営構造コント

ロール」の定めを遵守すべきことも、当然の

ことである。

したがって、青年農業者の自立を優先する

という政策方針は、個々のSAFERの 具体

的な活動のあり方にかなり確実に反映した。

図表8に おいて、70年代後半か ら80年代前半

の時期には 「自立のための再譲渡」の比重が

はっきりと増大 しているのも、そのことを示

している。

なお、とくに80年代前半には、自立する青

年農業者の土地負担(土 地購入の資金負担)

を軽減するために、SAFERが 土地を出資

して青年農業者と一緒に 「農業土地集団」=

GFA(農 地の共同所有を目的とする民事の

組合法人)を 設立 し、そのGFAの 所有地の

経営を青年農業者が-長 期賃貸借による賃

借人またはGFAの 管理者の資格で 一 引き

受けるという仕組みも制度化された。この場

図表8SAFERが 再譲渡 した土地の目的別面積の推移(フ ランス本土)
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合、経営者たる青年農業者は、将来資金的な

余裕が生 じたときに、SAFERが 保有する

GFAの 持分を買い取って自己の所有地を拡

大していけばよい。わが国の農地保有合理化

法人については、1993年の制度改正で創設さ

れた 「農業生産法人出資育成事業」とほぼ同

様の形の経営育成の手法が、フランスでは個

別の農業経営を対象にしてつとに導入されて

いたのである。

2過 去30年 の活動の全体的な評価

このような方向づけの変化を含む過去30年

間のSAFERの 活動を今から振り返ってみ

るとき、その全体的な評価はどのようになっ

ているか。若干の点を紹介 しておこう。

イ)実 は当初の段階では、SAFERは 、

農業者や農民団体か らかなり強い批判 ・反発

を受けた時期 もあった。要するに、"規 模を

拡大していく上層農のための土地泥棒だ と

いう批判である。"泥 棒"と までいわれたの

は、先買権があったからである。

しかし、70年代に入ってその活動の内容が

知られ、青年農業者の自立の援助だとか、あ

るいは、その地域に適正な規模の家族経営を

創出 ・維持することを通 じる地域農業の維持

だとか、さらには非農業者による投機的な土

地取得への対抗だとかの面での貢献の度合い

が理解されてくるにつれて、SAFERは 、

次第に農業者の信頼を獲得 していった。1980

年の新 「方向づけの法律」でその活動の重要

性があらためて確認 ・強化されたのは、その

上に立ってのものであった。また、そのよう

な実際の活動の定着と農業者からの信頼がな

くしては、SAFERが 、80年代初頭以降の

農地価格の下落に伴って生 じた経営難を乗り

切ることは一層困難になったであろう。こう

いうプロセスを経て現在のSAFERが ある

わけである。

ロ)SAFERの 全体的な事業規模と農業

構造の改善への寄与については、最初の方で

触れた通り(Ⅱ102)の 末尾参照)ま さに顕著

なものがあり、高 く評価されている。 しか も、

その農業構造の改善 ・整備の目標は、単に大

規模化や生産性の向上をやみくもに追求する

ことではなく、フランス農政の基本理念に沿

って、適正規模の、基本的に家族的な性格を

持った農業経営をより数多く創出 ・維持する

ことに向けられてきたのである。この点につ

いては、全国SAFER連 盟の事務局長が、

3年 ほど前にある雑誌に載ったインタビュー

記事の中で次のような発言をしていたのが大

変印象的であった。

すなわち、 《SAFERの 活動の基本的な

目的は、中規模の、均衡のとれた経営構造を

もっ家族農業経営を育成 ・強化することであ

る。SAFERは 、まさにそうした層の経営

の、多様性をもった発展 ・強化を通 じる農業

生産性の向上を実現 してきた。もしSAFE

Rが なかったならば、地域によっては過大経

営の一層大幅な成長が進み、農業者の数はも
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っと減少 していただろう。今後ともSAFE

Rは 、そのような層の存続可能な経営を創出

・維持するため、これまでと同様の役割を果

たしていく》 というのである。

ハ)そ のほか、とくに80年代の後半以降に

は、 「地域における土地、さらには農村空間

の管理機関としてSAFER」 という役割評

価も、次第に明確に与えられるようになった。

この時期以降のSAFERは 、狭義の構造政

策のための土地介入の範囲を超えて、全体と

しての農村整備や農村開発に必要な土地関係

の諸活動に、農業サイ ドの利益を反映させつ

つ、より広範かつ積極的にかかわっていくよ

うになったか らである。この面でのSAFE

Rの 活動は、すでに触れたようにまず山岳地

域から始まったが、前述した1990年法による

制度改正で一般化され、さらに拡充 ・強化さ

れることになる。

31990年 法の制度改正とSAFERの 新 し

い役割

この制度改正の背景についてはこれまでの

話でも多少触れたし、改正点の内容 も、以前

に詳しく紹介 したことがある(末 尾の付記参

照)。 そこで、詳細はそれをみてもらうこと

にして、ここでは、この改正でSAFERが

どういう新しい役割と権限を与えられたか、

その特徴的な点だけを簡単に述べておく。

(1)「 専門的土地活動機関」としてのSA

FER

まず、 「専門的な土地活動機関」、それも、

「地域における、地方公共団体と密接に連携

した専門的土地活動機関としてのSAFE

R」 として総括されるような新しい役割が正

面から認められた。具体的には、第1に 、農

村開発と自然および環境保護のための土地活

動についても、SAFERが 直接、間接に寄

与できる。第2に 、そのことともかかわって、

地方公共団体が一定の土地活動を行う場合に、

SAFERが それに対 して技術的な協力を行

うことができる。そのために必要な地方公共

団体との連携体制も強化された。第3に 、単

なる圃場整備を超えた広い意味での 「農村土

地整備」に関与する権限が確認され、その内

容も拡充されている。このようなSAFER

の役割と権能の拡張の方向は、山岳地域の整

備や開発との関係で85年から登場 していたも

のであったが、90年法は、それをSAFER

のまさに通常的な任務 としたうえ、その内容

をも拡充したのである。

それぞれの点につき若干のコメントをして

おこう。まず、第1点 の農村開発にかかわる

活動は、先ほどから触れてきている農村開発

政策の展開に対応 したものである。これによ

りSAFERは 、農村開発のために必要な場

合には、買い受けた農地を農地以外のものに

利用転換 していく事業をもなしうることを、

正面から認められたわけである。ただし、こ

こでいう 「農村開発」という言葉はそれなり
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に明確な概念づけを与えられているか ら、農

地の非農業用途への利用転換の事業はその枠

付けのもとで しか認められていないというこ

とでもある。このことは、 「自然および環境

保護」という目的についても同様である。

第2の 、地方公共団体の土地活動への技術

的協力というのは、わが国の公社 ・農地保有

合理化法人 もすでにやってきていることだと

思うが、要するに農村部の地方公共団体が、

例えば観光施設を整備するとか、新 しい宅地

開発や何 らかの工場用地などの整備をすると

いうような場合に、SAFERが その人員 と

ノウハウをもって協力することができる。例

えば、必要な開発用地の取得活動を援助する

とか、事業の遂行に必要な調査等を実施する

とか、SAFERが すでに取得済みの農地を

その目的のために提供 ・再譲渡するとかのこ

ともできる。また、そうした目的のためにS

AFERの 固有の先買権を使 うことはできな

いけれども、地方公共団体がもっている別の

種類の先買権の行使をSAFERが 代行する

ことはできるとされている。地方公共団体の

側にとってもメリットのある制度改正といえ

よう。

第3の 「農村土地整備」というのは、先に

も触れたように 「圃場整備」よりはずっと広

い概念で、例えば集落整備のようなものも当

然に入る。どのような事業がそこに入るかに

ついては、法律に定めがあるが、例えば、既

成市街地と農用地とが接する所で新規の宅地

開発を行うための 「交換分合 ・整備事業」と

いわれるものもその一つである。これは具体

的には、その地区で一定面積の宅地開発を実

施す るが、既存の農業経営の経営構造や土地

構造に影響を与えないようにするため、開発

対象地を含めた広い範囲で同時に農地の交換

分合や圃場整備を合わせて実施 し、開発用地

も共通減歩の手法で捻出するという仕組みの

事業であるが、そういう事業等にもSAFE

Rが 直接的に関与することができるようにな

つた。また、場合によっては強制的な利用権

設定 や土地取得をも伴 う不耕作 ・遊休地の利

活用促進事業なども、当然にここでの対象事

業となる。

以上のような諸活動を担いうる機関となっ

たことから、先に述べたようなSAFERの

新しい位置づけ、新 しい呼称が出て くるわけ

である。

(2)農 業経営の構造改善にかかわる新 しい

諸活動

次に、農業経営の構造改善にかかわる新 し

い諸活動については、まず、先に触れた農地

の受託 ・転貸事業の創設がある。これは、わ

が国の公社が従来か らやってきていることと

近いので、あまり説明を要 しないであろうが、

フランスの制度には、やはりそれなりの特徴

がある。すなわち、SAFERが 所有者から

農地の管理委託を受け、その農地を他の農業

者に転貸することが事業内容であるが、その
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転貸借の期間は最長でも12年に制限されてい

る。原則は期間6年 で、1回 更新できるとい

うのがモデルケースである。

なぜこうなっているかといえば、わが国の

場合のように単に借り手と貸 し手の間をつな

ぐということだけではなく、SAFERが ま

ず管理委託を受けて、それを整備 したり集団

化 したりした上で新 しい借り手を探して貸 し

付けるということが、まず一つの狙いとされ

ている。その点では、そのままでは借 り手が

簡単に見つからない農地の有効利用促進の手

段でもあるわけである。しかも、このSAF

ERを 介 した転貸借はあくまで暫定的なもの

と位置づけられていて、6年 か ら12年ぐらい

の間やってみたのち当事者間でそれでOKと

いうことになれば、本来の賃貸借契約に移行

させるなり、あるいは所有権移転をやるなり

することを予定している。そうすることで、

その農地の利用を新 しい安定的な経営の育成

・創出を図ることにもつなげていく。この事

業はそれなりに伸びてきているようであり、

今後の推移が注目されよう。

なお、そのほかにも改正点があるが、ここ

では省略することにする。

4農 地市場の動向とSAFERの 活動状況

次に、最近における農地市場の動向とSA

FERの 活動状況を概観 しておこう。

(1)最 近の農地市場の動向

① 概要

農地市場は、80年代前半の地価下落の時期

に大きく縮小 したあと、80年代の後半から漸

次的な拡大に転じ、90年には50万ヘクタ―ル

に達 した(図 表9参 照)。80年 代初頭までの

時期では、ほぼ50万ヘクタールというのが普

通の状態であったから、その状態にまで戻し

たことになる。 しか し、91年からは再び減少

に転 じて93～94年 には42～43万ヘクタールに

なり、95年にややもち直している。これを、

農地の実質価額の推移に関する図表10とあわ

せてみれば(名 目価格の水準は、前掲図表5、

図表11参照)、 以下のようなことを指摘でき

る。

まず、80年代後半の市場規模の拡大は、農

地の実質価格が大幅に低下したところで、農

業者の側の購入意欲も漸次的に拡大 していた

ことを示している。非農業者による農地取得

も、別荘用の建物付き小規模農地の購入を含

みつつ、拡大 していた。80年代末には実質的

な農地価格の水準がようや く下げ止まりの兆

しをみせ始めていたのも、これを反映したも

のであろう。

しかし、91年から92年にかけてのEU共 通

農業政策の改革論議とその実施は、この回復

の動きに冷水を浴びせたようである。農地価

格は再び下落に転 じ、農業者の購入意欲 も減

退 した。先にみた青年農業者の自立件数の急

減という変化(前 掲図表6参 照)と 、ほぼ対

応 した動きといえる。ただ し、94年にはこの
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図表9購 入者別 にみた農地市場 の推 移(1985-1995年)

図表10農 地価格 水準の長 期変動(耕 地お よび草地:1950-1995年)
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図表11面 積規模別の農地市場の分析(フ ランス本土の26SAFERの 計 ・1993年)

変化も一段落 し、新たな回復への動きも出始

めている。

② 内容上の特徴

もっとも、 この市場規模の新たな回復の動

きを支えているのは、基本的には共通農業政

策の改革に起因した、既存経営の一層の規模

拡大と集中への動 きである。すなわち、改革

による農産物価格の引き下げと義務的な生産

調整(一 定率での作付け停止)の 実施は、と

くに穀作その他の大規模耕作の地域において、

それに伴う所得減を規模拡大で補填 しようと

する行動を当然にも惹起した。また、畜産地

帯でも、全体 としての経営=飼 養規模を維持

しつつ環境保護のための要件(面 積当たりの

飼養密度の制限)を 満たして草地助成金を受

給するために、追加的な土地取得を求める動

きが一般化した。この拡大 ・集中の動きに比

べると、青年農業者の自立件数の回復への動

きは-自 立の際には、むしろ資金負担の少

ない借地が好まれることともあいまって 一

農地市場に大きなインパ クトを与えるほどの

ものとはなっていないようである(な お、後

掲図表16もあわせて参照せよ)。

他方、農地の供給に関しては、引き続 く農

地価格の下落傾向のもとで非農業者が大量の

農地を手放 しているほか(図 表12参 照)、

1992年か らの早期退職手当制度の導入が大き

なインパク トを与えたという。正確な数値は

入手 しえていないが、その制度の導入に伴う

農地の追加的な放出があったために、上記の
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図表12農 地 の売 り手 と買 い手 の分布 状況(面 積比 ・1995年)

ような規模拡大意欲の強まりにもかかわらず、

農地市場は、なお基本的に買い手市場であり

続けている-し たがって、農地価格も上昇

には転 じない-と されるのである。1995年

には、早期退職手当を受給 して離農する者が

手放す農地の行き先を、できるだけ青年の自

立に寄与するように方向づけようとする制度

改正もなされたが、その効果がどうなるかは

なお今後の問題である。

(2)SAFERの 活動状況

① 土地取得

以上のような農地市場の動きの中で、SA

FERの 土地取得活動は、毎年11万ヘクター

ル前後という高い水準を維持している(図 表

13のA参 照)。 それは当然にも、農地市場に

対するSAFERの 介入率の増大を もたらし、

その比率は、最近では4分 の1を 超えてる

(前掲図表1参 照)。 ただ し、その うちの先

買権による取得の割合は、近年では件数比、

面積比ともに一貫 して減少傾向にあり(図 表

14参照)、 取得面積の93～94%は 相対での任

意取得によるものである。農地価格の下落傾

向がその主たる要因であるが、 「先買権はな

くてはならないものだが、使わないですめば、

それに超 したことはない」というのが近年の
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図表13SAFERの 土地活動の量的推移(全 国、1974-93年)
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図表14 SAFERに お ける先 買権の行使率(1962-1995年)
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SAFERの 態度とされている。

なお、1件 当たりの取得面積の平均が大き

くなってきていること(93年 には10.2ヘ クタ

ール) 、また、山岳地域での取得面積(93年

には面積比で15.9%)、 ならびに、交換によ

る取得面積(同 じく4.5%)が 増大 してい

くことも、最近の土地取得活動の特徴である。

② 再譲渡とス トックの状況

再譲渡の面積は、1991年からは、毎年の取

得面積とほぼ同様の面積のものとなっている

(図表13のB)。 同年にはス トックの量が

4万 ヘクタール強の水準にまで減少 したので

(同C)、 以後は、最低限でも毎年の取得面

積と再譲渡面積のバランスを維持 していこう

という方針のようである。

80年代のSAFERの 再建過程では、地価

上昇期の70年代に膨大に蓄積されたス トック

を、地価下落が続 く中でいかに捌いていくか、

それに伴う財政負担をどうするかが大きな問

題となり、各SAFERは 多大な努力を強い

られた(図 表15参照)。 政府か らプラス ・ア

ルファの補助金ももらったが、いくつかのS

AFERの 統合 ・合併や人員整理などもしな

ければな らなかった。その努力の甲斐あって

80年代後半には、取得面積を増大させるなか

でス トックは急減し、漸くほぼこれでよいと

いう水準に達 したのである。そういう点では、

80年代を通 じて存在 していた面倒な問題は一

応終ったものとみてよかろう。

93年 になお残 っている4万1,000ヘ クター

図表15SAFERの 土地 取 得 とス トック量 の推 移
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ルのス トックのうち、44%は2年 以上のもの

であるが、そのうちの半分は、再譲渡の予約

ないし確実な見通 しがある土地である。また、

新規の土地取得に際しても、ス トックの増加

を未然に防止するため、その土地を再譲渡す

る際の譲受人の見通 しをつけてから買うとい

う方針が取 られている。再譲渡先がすぐ見つ

かりそうにない土地の場合には、SAFER

は、土地所有者との間でまず 「売買一方の予

約」を締結 し(SAFERが 予約完結権をも

つ)、 再譲渡の相手方を捜した上で予約完結

権を行使 して売買契約を完成させるという手

法も用いられる。地価水準の早急な回復は望

めそうにない農地市場の現状を前提にすれば、

ス トックはできるだけ減 らした方がよいとい

うのが本音なのであろう。

そうすると、SAFERが 本来もっていた

はずの農地の中間保有機能はどうなるのか、

あるいは、SAFERは 結局、農地市場にお

ける取引仲介機関になってしまうのかという

問題が生 じる。これらの点については、SA

FER自 身も問題を認識 しており、 《ス トッ

クをできるだけ減らしつつ も、 「農村部の専

門的土地活動機関」としてのその本来の役割

を、多様化 した活動領域のそれぞれの場にお

いて、いかに効果的に果たしていくか》とい

うことが、今後のSAFERに とっての課題

の一つとされている。

③ 再議渡された土地の用途

再譲渡された土地の用途の内訳は、面積比

でみると、図表16の ようになっている。1983

～84年には 「最初の自立」と 「再自立」とを

合わせて30%程 度あった自立の比率は、80年

代末には24～25%程 度まで減少 したのち、92

～93年 には、さらに20%を 下回る水準にまで

減少 した。93年 に 「最初の自立」のために再

譲渡された土地の面積は、全体の15%で しか

ない。それに代わって 「規模拡大」の比重が

さらに増大 し、93年には63%に 達している。

これは、いうまでもなく、すでに述べたよ

うなフランス農業の全体として動きの反映で

ある。要するに、全体としての経営数が減っ

たなかで、農業の先行きへの不安感か ら、新

たに自立しようとする農業者の数も減ってき

た。とくに92年の共通農業政策の改革は、新

規の自立件数の減少に深刻な影響を及ぼして

いる。 しか も、同じ共通農業政策の改革は、

農産物価格の引き下げ ・生産調整の実施 ・環

境保全のための粗放化の推進などの措置を伴

ったことか ら、他方で既存経営の一層の規模

拡大と経営集中の動きを惹起 した。こういう

双方向のモメントのもとで、最初の方で触れ

たような急速な経営数の減少が現在に至るま

で続いているのである。

その意味では、1995年 の農業近代化法その

他の最近の政策において 「青年農業者の自立

の促進の重要性」が様々な形で繰 り返 し強調

されるのも、そうした事態の裏返しとみるこ

ともできよう。そして、上記のような趨勢か

らみると、自立助成金を受ける青年農業者の
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数を年間で13,000件 にするというその政策目

標は、そう簡単には達成されえないのではな

いかという感 じもする。 もっとも、SAFE

Rか らの再譲渡面積の内訳に関しては、農業

目的での再譲渡面積の約3割 が35歳未満の青

年農業者によって取得されているという事実

にも、注意してお く必要がある。

なお、1990年 法で正面から認められたSA

FERの 新 しい活動内容は、図表16では最下

段の 「利用転換 ・その他」のところに現れる。

要するに、農地として買ったものを農地以外

の用途に振り向けて再譲渡 した面積であるが、

必ずしもとくに顕著な増大傾向はみせていな

い。 「利用転換」の内容別の内訳 も、図表17

に示した通 りである(同 表中の各項目に具体

的にどのような利用内容が含まれるかについ

ては、末尾の[付 記]に 記した拙稿②、③を

参照されたい)。

④ 農事資産の管理受託と転貸事業

1990年法で新たに導入されたこの事業は、

貸 し手、借り手の双方か ら歓迎され、顕著な

発展を示 している。初年度の実績は700ヘ ク

タールであったが、すでに93年にはSAFE

Rは 、約1,000件 の受託契約を通 じて16,700

図表16再 譲渡の用途別内訳の推移(面 積比)

56



図表17「 利用転換」のための再譲渡の内訳(面 積)

ヘ クタールの土地を管理 し、これを1,600件

の転貸借契約で農業者に転貸するようになっ

た。94年の受託面積は、さらに増えて2万 ヘ

クタールを超えている。

このような本事業の成果を踏まえて1995年

の農業近代化法では、制度自体の一定の手直

し・改善が行われた。すなわち、具体的には、

イ)各 農地所有者との間の受託契約の対象と

なるのは、従来は 「自立下限面積の2倍 以下

の農地」に限定されていたが、今後において

は、面積的な規模を問題とすることなく、す

べての農地所有者がSAFERへ の管理委託

をなしうるものとした。ロ)こ の場合の管理

委託契約の期間は、3年 以内に限定されてい

るが、この改正が、SAFERを 仲介とする

農用地の利用増進事業の適用の幅を一層拡大

することは間違いがあるまい。

なお、ハ)「 自立下限面積の2倍 を超えな

い農事資産」については、受託契約の期間の

上限を6年 とし、1回 に限り更新可能とする

という従前からの制度 も、そのまま維持 され

ている。

(3)新 しい課題と問題点

最後に、SAFERが 現在直面 している新

しい課題ないし問題点について、若干の こと

がらを紹介しておこう。

① 農村部の土地政策におけるSAFER

の位置づけ

まず全体的なことがらとしては、農村部に
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おける広い意味での土地政策の中でのSAF

ERの 位置と役割を今後どのように確保 ・確

立 していくか、という問題がある。

すなわち、イ)狭 義の農地政策の領域では、

今後もなお継続する大量の経営と農地の移譲

・放出を新しい経営の創出 ・育成 一 とくに

青年農業者のそれ-に 向けて方向づける上

で、SAFERが 現行制度のもとでいかなる

役割を果たせ るかが問われている。

また、ロ)農 村開発政策の推進に伴い、農

村部の土地利用や経済活動さらには農業経営

の事業内容も多様化の度を深める傾向にある

が、これにSAFERが どのようにコ ミッ ト

していけるのかも問われている。この点では、

1990年法で認められた、地方公共団体や他の

土地活動機関と協力 ・連携する 「農村部にお

ける専門的土地活動機関」としての役割を効

果的に発揮するための手続制度的な手法がい

まだ確 立されていないことが問題とされてい

るようである。

さらに、ハ)90年 代に入ってはっきりして

きた 「農村空間のよりよい管理と保全」とい

う課題との関係でも、同様の問題がある。農

村および農地整備制度の改善が進められるな

かで、SAFERが この側面でも重要な役割

を担うべきことは当然に認められているもの

の、そのための具体的な介入手段の整備はま

だ十分にはなされていないからである。

それ故、例えば1995年11月 のSAFERの

全国大会に提出された活動方針などでは、S

AFERの 側から様々な制度 ・施策の改善案

が提起されている。その内容の詳細は省略す

るが、その一つの基本的なポイントは、県レ

ベルでの農業と農村の振興 ・開発計画の中に、

多様な領域におけるSAFERの 活動 と役割

を明確に位置づけるようにすることにおかれ

ている。

すなわち、1995年の農業近代化法は、県 レ

ベルに設置されていた農政関係の各種委員会

を 「農業の方向づけ県委員会」という一つの

機関に再編 ・統合し、国の機関としての県知

事がその委員会への諮問を経て、農政の諸般

の領域にわたる 「農業の方向づけ県計画」を

策定する、という新たな政策推進体制を確 立

した。従前か らの 「農業経営構造指導スキー

ム」(経 営権移転の許可基準を含む)は もと

より、個別経営への種々の援助措置、生産調

整の実施方針(そ れに伴う 「生産権」[後

述]の 配分方針を含む)、 環境保護施策や農

村空間の保全 ・整備方針、農村開発の方向づ

けなども、すべてこの 「県計画」の中に包摂

されることになる。したがつて、事前の十分

な協議を経た上でSAFERの 多様な役割が

その 「計画」中に明確に位置づけられること

が、今後のSAFERの 活動にとって極めて

重要な意味を持つと考えられているのである。

その意味では、最近のフランスでは、 「地

域化 された構造政策の推進体制」がより広範

な内容を含む形でさらに改善 ・強化され、S

AFERの 活動も、従前に増 してその推進体

58



制の明確な一環を担うべきものとなってきて

いる、ということを指摘できる。 しか も、そ

の場合におけるSAFERは 、 「農村地域に

おける農業者の意見の代表機関として公共的

な役務 ・サー ビスを担う機構」という自己規

定をつとに強調してきた。農業人口の減少に

伴い農村部の市町村でも農業者の利益を代表

する議員等の数が減少していくなかで、地域

農業の維持 ・発展の基盤となる農地の利用 と

管理については、まさにSAFERが 独自の

発言機関とならなければならない、県の農業

会議所もあるけれども、農地の利用 ・管理に

かかわる局面ではSAFERも また重要な寄

与をなすべ き任務を負っている、という考え

方がその背景に存在 している。このような形

でのSAFERの 活動の位置づけや方向づけ

のあり方は、今後のわが国での農地保有合理

化法人の活動のあり方を考える際にも参考に

されてよいところを含んでいるのではなかろ

うか。

② 若干の個別的問題点

そのほか、最近生 じてきた新 しい個別的な

問題点として、以下のようなものがある。

イ)近 年における組合的な法人経営の顕著

な発展に伴 って、その法人の持分権の譲渡に

対してSAFERが どのように関与 ・介入で

きるかという問題が本格的に登場してきた。

農地所有のみを目的とする民事の組合法人で

ある 「農業土地集団」の持分譲渡について も、

同じ問題がある。これは、技術的には極めて

複雑な諸論点を伴っており、種々の検討が進

められているが、最終的には立法による制度

的解決を要することになるであろう。

ロ)す でに触れたように、近年のフランス

では明確な借地の増大傾向がみられる。既存

経営の規模拡大でも、新規の自立でも、買う

よりも借りるという農業者の行動パターンが

強まっているのである。その結果、第1に 、

基本的には所有権 レベルでの土地介入を任務

とするSAFERの 役割をこの状況のもとで

どう位置づけ直していくかという問題が出始

めている。

また、第2に 、より特殊な問題 としては、

SAFERの 介入を脱法的に回避するための

賃貸借の利用にどう対処するかという問題も

生 じている。具体的には、近い将来の所有権

移転=売 買を当事者間では合意 しておきなが

ら、さしあたりは例えば期間9年 の普通の賃

貸借契約で経営権を移転し、3～4年 後に賃

借人がその農地の所有権を買い受ける、とい

うやり方である。賃貸借の設定にSAFER

が介入できないのはもちろんであるが、さら

にその後の地主から賃借人への所有権移転に

際 しても、SAFERは 賃借人に優先して貸

付地を購入することはできないことになって

いるので、SAFERの 介入の余地は完全に

排除されてしまう。前掲の図9に 現れている

「現存の借地農の購入」の最近の増大部分の

中には、このタイプの取引行為もかなり含ま

れているとされ、こうした脱法的取引手法を
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抑止するための新たな法的措置が検討されて

いる。

ハ)最 後に、EUの 生産調整措置に伴って

発生 した 「生産権」(牛 乳生産のクォーター

制がその典型)の 取り扱いをめぐっても面倒

な問題が生じている。この 「生産権」は土地

自体 とは別個の もので、土地とは別々に取引

・移転することも可能ということになったの

で、ここにSAFERは どのように介入すべ

きかということが問題になってきたのである。

この 「生産権」の成立は、他の局面でも様々

な複雑な問題を生じさせているが、その余波

がSAFERに も及んでいるわけである。

VEUと フランスの経験が教えるもの

さて、以上のようなフランスとEUの 経験

をみるとき、そこから、わが国にとって参考

となるどのようなことがらを引き出せるであ

ろうか。できるだけ北海道の農業と農村のこ

とを念頭 におきなが ら、若干のことを指摘 し

てみたい。

1農 業構造 ・農村政策の展開方向における

違いと共通性

まず、構造政策のあるべき展開方向や、そ

れと農村政策との関係のあり方いかんといっ

た点について、どのような示唆があるかであ

るが、それを比較の視点から考えるためには、

最初にヨーロッパとわが国とでの違いと共通

性を確認しておく必要がある。少なくとも以

下の点に注意しておく必要があろう。

(1)客 観的な諸条件と政策的対応の方向

(a)違 い 農業の客観的な諸条件とそれ

を前提とした政策的対応の方向という面でみ

ると、違いの面で一番大きいのは、EU諸 国

とくにフランスなどでは、競争力のある存続

可能な家族農業経営がすでに相当に厚い層を

なして育ってきていることである。 したがっ

て、政策的対応の基本的方向としては、そう

いう経営群の一層の維持 ・育成 ・強化という

ことを考えていけばいいということになる。

ところが、日本では大多数の都府県や地域

では、そういう経営層をこれか らの構造政策

の推進のなかでどうやって作り出していける

かということ自体が、現下の課題となってい

る。ただ、北海道では、ある程度EUの 状況

と共通した部分があるともいえる。

また、EUや フランスでは、これまで主業

的農業者を中心とした経営育成政策がとられ

てきたのに対し、日本では、北海道は別とし

て、 「総兼業化」ともいわれるような事態を

帰結させるような政策がとられてきた。これ

も大 きな条件の違いであり、今後の政策の展

開方向を考える際には当然に考慮に入れる必

要がある。例えば、EUや フランスの農村開

発政策では条件不利地域の農業者家族と農村

社会の維持のために兼業機会を拡大すること

が今日的な課題の-一つとなっているが、日本
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ではそれを考えるだけではけっして十分とは

いえず、むしろ固有の農業維持政策のあり方

をどうするかが同時に問われなければならな

いであろう。ただし、ここでも北海道は、E

Uの 条件不利地域との共通性を持つ。

(ロ)共通性 他方、共通性については、

最初にも触れたように、 《高度に発達 し都市

化した産業社会における ・国際農産物市場の

圧力と動向を考慮し・かつ、中山間地域の農

業と農村社会の将来をも見通 した ・これか ら

の農業、農村政策のあり方はなにか》という

共通の問題を突きつけられていることがある。

その問題に対処するために、イ)"地 域化さ

れた ・地域対応型の農業構造政策"と 農村地

域政策の導入が必要となり、ロ)そ の推進の

ための新 しい政策手法 と制度的仕組みの創出

が求められていることも同様であり、そうし

た側面での共通性はますます強まっていると

いえる。

ただ、この側面に関 しても、フランスやE

Uの 方が日本より早い時期から先行 した政策

展開を行ってきており、その政策的努力は、

現在でもたゆむことなく持続されている。 フ

ランスなどでは、農業が外貨を稼 ぐ輸出産業

に成長 してきていることがその背景にあるこ

とは間違いないが、同時に、農業と農村社会

の持つ多面的な価値や機能に対する確固とし

た高い意義づけの存在 も、その政策展開を支

える重要な要素となっている。わが国でも新

政策の策定前後から、同様の方向性をもった

政策指向が登場 してきてはいるが、それが実

際にどれだけの内実をもったものになってい

くかは、まだこれからの課題であろう。

(2)農 業構造 ・農村政策の制度的内容

0a)共 通性 構造政策や農村政策のあり

方ないし制度的内容については、ここではと

くに農地政策や農地制度に即してみると、一

面では一定の類似性が明らかにみてとれる。

フランスのSAFERと 日本の農地保有合理

化法人もその一つの例であるが、他にも、フ

ランスの 「農業経営構造指導スキーム」の発

想 と日本の 「経営基盤強化基本方針 ・基本構

想」とか、条件不利地域ないし中山間地域の

農業 ・農村対策などのように、日本が後から

フランスやEUの ものに近い制度を導入して

きている場合もあれば、農用地の利用増進に

関する近年のフランスの制度-例 えば農業

経営多年次契約やSAFERを 介する転貸借

事業の導入など-の ように、逆にフランス

の政策や制度が日本のそれにに近づいてきて

いるような部分もある。それらが、直面 して

いる課題の共通性に基づ くものであることは

いうまでもない。

(b)差 異 しか し他方で、EUと くにフ

ランスの場合には、これまでに確立されてき

た制度的基礎の上で、それなりにはっきりと

した目的と内容をもたせながら所有 と経営に

対する新 しい介入手法を逐次に導入 していく

ことができるような体制になっている。それ
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に対 し日本の場合には、そこのところでまだ

これから制度の基礎を整えなければならない

という部分が残っているのではないか。例え

ば、日本の 「経営基盤強化基本方針 ・基本構

想」と認定農業者制度をフランスの 「農業の

方向づけ県計画」や 「農業経営構造指導スキ

ーム」、 「経営構造コントロール」、青年農

業者の自立助成制度などと比べると、政策目

的に即 したその実効性や規制力という点では

比較にならないほどの格差がある。SAFE

Rと 合理化法人の現実の機能についても、類

似のことがいえよう。

また、農業 ・農村の位置づけ方と農村地域

政策の内容の問題に関しても、実質的にはな

お無視できない差異があるのではないか。こ

の問題については日本でも、とくに新政策以

降の政策文書にはいろいろのことが書かれる

ようになったが、なお多分にあいまいさを残

しているようにみえる。特定農山村法の役割

や性格がやや中途半端な感じで、それに盛 ら

れた具体的施策の内容ももう一つといったも

のにとどまっているのも、そのことの一つの

現れといえよう(詳 細は、[付 記」の拙稿②

参照)。

実際、フランスなどと比較すると日本の場

合には、さあこれから一層本格的に構造政策

・規模拡大を実現 していかなければならない

という課題と、このままでは農業活動はもと

より農村社会自体 も急速に衰退 していきかね

ないというような諸地域の農業と農村をどう

していくのかという課題とが、いわば二重に

重なって同時 ・併存的に出てきている。その

ため、それぞれの課題に対する政策的対応の

方向の関係を相互に整理 して連絡 ・調整をつ

けることが一層むずか しくなっているのも事

実である。というのは、一方の課題への対応

策として要請されることがらと、他方の課題

への対応策として要請されることが らとが相

当に異なっているうえ、場合によってはその

両者は相互にあい対立 し、矛盾する契機さえ

含んでいるからである。

それだけ問題がむずか しいのは確かである

が、そこを乗り越えて、全体としての望まし

い解決策と政策体系を確立 していくことが、

まさに今後の農政 一 あるいは新 しい基本法

の検討作業-に 求められているのだという

ことにほかならない。 しかも、とくに北海道

の場合には、すでに指摘 したように、他の都

府県一般の場合とは異なった政策的対処の方

向が考えられて しかるべきである。

2「 地域化された ・地域対応型の」農業社

会構造政策と農村地域政策の追求

(1)基 本的考え方

この最後の点 との関係で も、やはり 「地域

化された ・地域対応型の」農業社会構造政策

と農村地域政策の推進体制をもっとしっかり

と確立 していくことがどうしても必要であろ

う。フランスやEUの 経験をみてもわかるよ

うに、構造政策それ自体についても、 一 単
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なる規模拡大と効率性の向上だけでなく、若

い担い手の確保対策とか環境保護対策等をも

含めた社会的側面への配慮が重要になればな

るだけなお一層 一 、そうした体制の確立が

要請されるが、さらに、それと関連させつつ

農村地域政策の問題をも正面から考えなけれ

ばならないとすると、それはまさに不可欠の

要請であろう。

わが国でもすでに80年代の前半から、 「地

域の実情に即して」 「地域農政」を推進する

といった方向が建前としては登場 し、93年の

経営基盤強化促進法や特定農山村法では、市

町村を中心においたその具体的な実施体制が

一応整えられてきている。 しか し、要は、そ

の実際がどうなっているかであろう。これは、

例えば、市町村の 「基本構想」の中身が本当

に地域の実情に根ざしたものになっているか、

地域の農業者の要求をどれだけ反映 している

か、また、その故にどの程度の実効性をもっ

ているかなどのことにかかわるが、認定農業

者制度のあり方などをも含めて、一般にはま

だまだ不十分さがあるようである。

(2)地 方分権論との関係

ところで、この点にも関連 して、 《日本の

農政は中央集権的で、全国一律の画一的性格

をもっているか らそうなる。地方分権化すれ

ばもっとよくなる》という議論が、最近一部

でなされ始めている。しか し、この議論は、

重要なポイントを見落とした、かなり安直な

議論であると私は考えている。

確かに、昨今強まっている 「分権型社会」

への動きは、現代社会の趨勢の一面を反映 し

たものとみることができる。ヨ-ロ ッパで も、

フランス、イタリア、スペインなどでやはり

同様の動きがつとに出てきている。とくにフ

ランスの場合についていうと、もともと日本

と同様に中央集権国家的性格が非常に強かっ

たのが、80年代前半に、非常に広範な領域に

わたる地方分権化措置を実現した。例えば都

市計画や街づ くりの権限は、基本的に基礎自

治体としての市町村に属するものとされてい

る。都市計画や街づくりというのは、まずも

ってそこに居住し生活する住民のためのもの

であるべきだから、当然そうなってよいわけ

で、日本で もそういう方向で制度が発展する

ことが望まれよう。

ところが、そのフランスでも農業政策に関

しては、 「農政に関する国の権限を地方分権

化する」ということは基本的に行われなか っ

た。要するに、農政というのは、国民全体に

とっての食糧の供給確保、そのために必要な

食糧供給基盤 としての農用地の確保、その上

で営まれる農業経営の、望ましい形での育成

・確保、農業と農村の多面的機能をも考慮に

入れた国土利用の全体としての均衡の保全 ・

確保などの諸問題に広 くかかわるため、やは

り国家的な視点からでないと対応できないと

いう考え方があるからである。具体的な諸施

策の推進のあり方については、すでに述べた
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ように、地域 レベルでの意思決定に多 くを委

ねるという仕組みを用意 してはいるが、それ

は 「地方分権」とは違うものと考え られてい

るのである。

そのことを端的に示すのが、先に紹介 した、

「農業の方向づけ県計画」-そ の一環とし

ての 「農業構造指導スキーム」 一 それに基

づ く 「農業経営構造コントロール」 というシ

ステムであろう。 「県計画」も 「指導スキー

ム」も、県もしくは県内の小農業地域を単位

として、地域の農業者団体等の代表の入った

委員会(95年 までは 「農業構造県委員会」、

以後は 「農業の方向づけ県委員会」)で の審

議を経て策定されるが、その決定権は、あく

まで 「国の代表者としての県知事」に属 して

いる。 「経営構造コントロール」に基づ く許

可についても、上記の委員会での審議を前置

した上で、許可権者はやはり 「県知事」とさ

れている。地方分権化措置後のフランスの県

には、地方公共団体 としての県の長=代 表者

としての県議会議長(県 議会で選出)と 、

「県における国の代表者として国が任命する

県知事」とが併存する仕組みになっているが、

農政関係の重要事項は、すべて後者=県 知事

の権限に属せ しめられているのである。

同様の特徴は、SAFERの 活動の方向づ

けについてもみてとれる。すなわち、①SA

FERは 、3～4県 程度の地域単位(ほ ぼ

「地域圏」=レ ジオンに相当)で 管轄区域を

定めて設立されるが、②設立の認可権は国に

属する。③その活動の方向づけや基準(自 立

と拡大との優先順位、再譲渡の相手方の選定

手続きや基準など)につ いても、まず法律の

規定で基本的な諸原則がかなり詳細に定め ら

れ、④SAFERは 、その枠内において、

「県計画」や 「指導スキーム」の定めを尊重

しつつ、地方公共団体や農業者団体とも協力

しながら活動する。このような地域レベルの

協議や協力に基づく活動の重要性が近年一層

増大 していることは、前述 した通 りである。

ただし、⑤SAFERが 国により先買権まで

付与された公共的な土地介入機関であること

から、その活動は、各SAFERに 派遣され

た政府委員の監督下に置かれ続ける。⑥SA

FERが 自らを、 《個別の地域や市町村の地

方的利害を超えた 「全体としての農業者の利

益の代表者」という広い視点から、法律によ

って付与された公共的任務を担う機関であ

る》と自己規定するのも、以上のような特徴

に由来するものであろう。

その意味では、農政全体についての国の権

限と責任は明確に留保 しつつも、そのもとで

各地域の自発性と主体的な意思決定が機能す

る余地をより広 く認める、と同時に、それに

基づく諸施策の実施方針が実効的に実現され

ていくような仕組みを法律上の制度システム

として整備するというのが、この局面でのフ

ランスの行き方であるといえよう。EUで 採

択された施策(例 えば農村開発政策)に 関 し

て しば しば強調される、「EUと 国と地域
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(ないし地方公共団体)と の間のパー トナー

シップの重視」という考え方も、やはり、単

なる地方分権化の発想とは異なったものであ

る。

(3)土 地利用規制と均衡ある国土利用の実

現

もっとも、農業 ・農村的土地利用と都市的

土地利用との利用調整の制度的仕組み方には、

一見微妙な問題もある
。というのは、先ほど

も述べたように、都市計画とそれに基づ く土

地利用規制の権限はむしろ分権化になじみや

す く、一定の範囲ではその方が望ましいとい

う性格をもつからである。

とすると、日本の場合には、農地法に基づ

く転用統制の権限をどう位置づけるべきかと

いうことがす ぐ問題になろう。詳細に論ずれ

ば、かなり面倒な法律制度論をしなければな

らないが、結論的にいえば、これはやはり、

都市計画に基づく利用 ・開発規制とは異なっ

た性格のもので、基本的に国による農政権限

の枠内に属すべきものと考えるべきである

(詳細は、[付 記]の ⑪参照)。

他方、土地利用規制のあり方は、国土の全

体としての利用 ・整備 ・開発 ・保全との関係

で も問題となる。しかし、フランスの 「国土

の整備と開発の方向づけの法律」(95年)に

関 してみたように、国土利用の全体としての

均衡の確保ということを考える限り、ここで

も一定の範囲では国の権限と責任の明確な位

置づけが必要であろう。実際、21世紀に向け

た国づくりの中で、農村地域-そ れも、と

くに条件の不利な中山間地域とか、北海道の

ようなまた別の特殊性をもった地域とかの、

それぞれの特性をもっている農村地域-を

どう位置づけていくかという巨視的な発想と

政策の枠組のようなものがないと、本当に実

のある農村地域政策の推進はなかなかむずか

しいのではなかろうか。

近 く本格的な検討が開始されるという新し

い農業基本法の制定をめぐる論議がどうなっ

ていくのかは、まだ全 く未知数であるが、以

上で述べてきたような諸課題 ・諸問題への目

配りがきいたものであってほしいと、私は期

待している。

3農 業開発公社に期待されるもの

さて、そうした問題状況のなかで、農地保

有合理化法人-北 海道では農業開発公社

ー の活動に期待されるものはなにであろう

か。あまりまとまったことは言えないが、若

干のことがらを指摘 しておこう。

(1)新 たな制度的位置づけ

農地保有合理化事業は、すでに25年の歴史

をもっているが、93年 の経営基盤強化促進法

の制定と95年の同法の改正により、制度的に

は新たな発展 ・拡充をみた。前者は、92年の

新政策に基づ く経営体の育成政策や中山間地

域対策を支えるための体制整備を行ったもの、
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また、後者は、UR国 内対策の一環として右

の体制をさらに補強したものである。これら

の最近の制度改正は、今後の農業構造 ・農村

政策の推進のために農地保有合理化事業が果

たすべき役割への期待が否応なく高まってい

ることを示す ものにほかならない。

それぞれの制度改正の内容は、周知のとこ

ろであろうが、簡単に確認 しておくと、まず

93年には、①合理化法人の法律上での位置づ

けの明確化とその事業内容の拡充、②従来な

かった各種の特別事業の創設、③市町村や農

業委員会の行 う経営基盤強化促進事業との連

携の強化 ・明確化、④県段階の合理化法人 ・

公社と並ぶ市町村段階の合理化法人 ・公社の

位置づけの明確化などが行われた。最後の④

については、県段階の合理化法人 と市町村段

階のそれとが、どのような役割分担をしなが

ら相互に連携 して事業を進めていけるかとい

う問題 もあるが、総 じてこの改正により、や

り方次第では農地保有合理化事業の幅と奥行

を大きく広げていける可能性が制度上では創

出されたもの とみてよかろう。

続く95年改正では、⑤農地保有合理化支援

法人(全 国協会)の 制度化、⑥1,500万 円の

譲渡所得の特別控除というインセンティブを

伴った買入協議制度の創設、⑦合理化法人の

活動を支える資金面での手当ての充実などが

行われた。⑥は、所有者から売却希望の申し

出があった場合のことであるとはいえ、当該

農地の買取 りについて一種の優先的協議権を

合理化法人に付与する制度で、合理化法人の

土地取得権能を大幅に強化する意義を持つ。

売り手がいて も買い手が少なく、農地価格も

下落傾向を続けているというような地域にお

いて、1,500万 円の譲渡所得の特別控除とい

うアメとあわせて有効に活用されれば、先買

権に準ずるような効果さえもつことができよ

う。

ただし、この制度を動かすためには、まず

農業委員会のアクションが必要であるから

(経営基盤強化促進法第13条の2第1項)、

合理化法人としても農業委員会との協力 ・連

携関係を一層緊密化させていくことが必要に

なる。それは、合理化法人がこの制度によっ

て買い受けた農地を、制度の最終的な目的

一一 すなわち、 「優先的に認定農業者に売り

渡し、または貸し付ける」こと(同 条6項)

-に 従って適切に処分していくためにも
、

また必要なことであろう。他方で、農業委員

会の方も、やはり近年の制度改正を通 じて一

層大きな多様な役割を与えられてきているの

であるか ら、その活動をさらに強化 ・活発化

させるべき必要があるのはいうまでもない。

その意味では、「農地保有合理化事業のす

べて」(95年6月 刊)と いう本の 「序」にも

書かれているように、 「農地保有合理化法人

制度は、平成7年 の農業経営基盤強化促進法

の改正により一応の完結をみた」のである

(3頁 。小畑勝裕農政課長執筆)。 実際、先

買権こそないとはいえ、わが国の合理化法人
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がやれる事業の種類や範囲は、フランスのS

AFERと 比べても、賃貸借や農作業受委託

などに関するものを含めて、ずっと広いもの

になっている。また、市町村段階の諸主体や

諸事業との協力 ・連携の仕組みも、制度的に

はフランスの場合以上に整えられるに至った

ともいえよう。さらに、職員の数も、フラン

スのSAFERの 場合(固 有の職員は全国で

約750人)よ りずっと多いのではないか。

とすれば、あとはまさに実行あるのみであ

る。農業 ・農地 ・農村をめ ぐる客観的な情勢

も、まさにそれを可能にし、かつ絶対的に必

要 とする状況になっているのである。

(2)期 待される役割

今日の保有合理化事業に期待される役割は

相当に多様になり、地域の状況によっても異

なっているが、北海道の場合を意識 しながら

幾つかのことを指摘 しておく。

① まず中核となるのは、先ほど触れた本

の 「序」(5頁)に もあるように、まさに

「担い手を育てる仕事」である。これは、農

地管理事業団構想以来のこの事業の本来の目

的であり、フランスのSAFERも 、それを

基本的な目的として活動 してきた。

しかも近年には、北海道においてさえも、

農地の売り手や貸 し手はいても、簡単には買

い手、借り手がみつか らないという状況が広

がってきていると聞く。この状況の もとでは、

農地の権利移動に中間的に関与 してそれを方

向づけるというだけではもはや足らず、買い

手 ・借り手となる経営、つまりはこれからの

農業の担い手を積極的に作 り出していくとい

う視点がどうしても必要になる。そのために

は、市町村段階の諸機関 ・諸主体との密接な

連携のもとでの活動が必要になることも、あ

えて繰り返すまでもなかろう。

フランスのSAFERも 、とくに80年代以

降にはそうした視点をもって活動してきた。

第一義的には、青年農業者の新 しい存続可能

な経営を作り育てる、そしてそれ以外の場合

においても、既存の経営を適正な規模 ・内容

をもつものとして拡大 し、育成 ・維持してい

く。こういう形の活動であった。さらに90年

代になると、SAFERが 所有者か ら農地を

預かった上で借り手を探し、過渡的な転貸借

を通 じて借り手の経営(青 年農業者の自立を

含む)を 育てた上で、安定的な賃貸借に移行

させていくという新 しい事業も始め られてい

る。この最後の事業は、条件不利地域等では

経営をやめる者はいてもその農地の受け手が

簡単にはみっからないという、北海道の場合

とも共通する状況が生じてきたなかで、新た

に導入されたものであった。

② 北海道の保有合理化事業は従前から、

他の都府県と比べれば格段に高い介入率を誇

ってきた。農地の権利移動の全体のなかでは、

北海道でも最近は種々の事情の変化により、

賃貸借での移動の比率が過半を占めるまでに

増大 してきているが、自作地有償移動面積中
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に占める保有合理化事業の介入率はむしろ増

大 している。農地価格の下落傾向が続 くもと

での後継者不在や労働力不足、負債整理等に

よる放出農地の増大の可能性、受け手となる

担い手の不足や受け手農家側での買いしぶり、

当該農地の条件の良否に対する受け手側の選

別指向の強まりなどの状況を勘案すれば、こ

の介入率はさらに高まりうるのではないかと

予想されよう。とすれば、賃貸借による農地

移動への関与の強化ともあわせてその農地の

集積機能を効果的に活用すれば、北海道の保

有合理化事業は、やり方次第で相当に大きな

成果を様々な形で挙げることができるのでは

ないかと思われる。例えば:

イ)北 海道でも、担い手の不足、規模拡大

の進展等により集落レベルでの農地需給の調

整が困難になってきており、より広域的な形

での農地利用の配分 ・帰属の調整手法が必要

となってきているとされるが、その場面では、

まさに保有合理化事業がその広域的な農地集

積 ・中間保有 ・再配分機能を生か しつつ積極

的な役割を果たす ことが期待されよう。 「集

合的利用権等調整事業」をより広域的な視野

で活用することも考えられてよい。

ロ)ま た、規模拡大の進展につれて、経営

耕地の分散化 ・遠隔化が大きな問題となって

きている。これは、洋の東西や時代の如何を

問わず、急速な規模拡大が進行する過程では

不可避的に生 じて くる問題であるが、同時に、

経営労働 と経営管理の合理化やコス ト引き下

げのためにはどうしても克服 しなければなら

ない問題でもある。フランスのSAFERが 、

「土地整備」という言葉をその名称に持ち、

「経営の土地構造や地片構造の改善のための

土地介入」-す なわち、単なる面積的規模

拡大だけではなく、同時に、できるだけ農場

制的な形に集約 ・集団化された土地保有構造

を創出 ・維持すること 一 を重要な目的の一

つとして活動してきた(前 掲図表16参照)の

もそのためにほかならない。また、 「経営構

造コントロ―ル」にも、すでにみたごとく、

その点への強い配慮が盛り込まれている。

北海道の土地利用型経営の面積規模や経営

内容の現況は、すでにフランスなどとも共通

するところを もつものとなってきている。さ

らに一層の経営発展と経営改善、コスト削減

を実現するには、この問題への対処は不可欠

のことであろう。新 しい担い手を育成し、そ

の経営基盤を確立するためにも、それはまた

必須のことである。そ してそこには、まさに

保有合理化事業でなければ果たせない重要な

役割があるのではないか。この問題への対処

方策を考案 し、それに積極的に取り組んでい

くことは、これからの保有合理化事業のまさ

に本来的な重要課題の一つとなるように思う。

ハ)担 い手の育成に関 しては、賃貸借によ

る農地移動への関与を強めると同時に、自ら

も貸し付け形態での農地提供の手法を工夫 し

活用していくことが必要であろう。北海道で

の賃貸借の増大は、とくに貸 し手側の諸事情
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を考慮すると、やがては所有権移転に移行し

ていく 「過渡的な性格のもの」という特徴を

もつとされるが、借 り手の側では、農地価格

や農産物価格の下落傾向のもとで、むしろ当

面は借地での規模拡大を望むという指向も強

まっているようにみえるからである。

こうした指向は、将来の先行き不安、地価

の一層の下落への備え等の状況的諸要因を別

としても、経営の面積規模が一定の水準を超

え、経営資本の充実とコス トの削減が重視さ

れるようになれば、 「土地負担」の可及的回

避という観点か ら当然に現れて くるものであ

る。フランスの場合は早 くからそうであった

し、近年の状況的諸要因のもとで小作地率の

新たな増大傾向も現れてきた。そこには、さ

しあたり借地でやった上でのちに所有権取得

を考えるという動きも含まれている。北海道

の場合がそれと類似 した状況になりつつある

のかどうかは即断できないが、いずれにせよ、

借地での規模拡大と経営基盤強化のもつ合理

的側面はきちんと押 さえた上で、関与 ・介入

のあり方を考えていく必要がある。

二)と くに、すでに指摘されているごとく、

新規就農者を受け入れて一人前の経営者とし

て育てていく場合には、過度の資金負担を回

避しつつ存続可能な経営基盤を作り出してい

く上で、賃貸借の活用は重要な意義を持つ。

それ故、すでに 「公社営農場 リ―ス事業」

(貸付期間5年)な ども導入されているが、

さらにより広い射程距離をもった 「長期貸付

型」の保有合理化特別事業を導入する可能性

も考えられているやに聞く。貸付期間中の財

政負担問題がクリアされるのであれば、十分

検討に値することが らかと思う。

フランスのSAFERも 、資金力が十分で

ない青年農業者の自立を促進するための方策

の一つとして、80年代前半に長期貸付方式の

導入を検討 した。しか し、財政負担問題への

危惧や、SAFERに よる農地の長期保有へ

の反対論などか ら、その方式はそのままの形

では実現されず、結局、先述 したrSAFE

Rか らの農業土地集団=GFAへ の長期出

資」と、その 「農業土地集団」と青年農業者

との間での長期賃貸借とを組み合わせるとい

う方法になった(Wの1の 末尾参照)。 その

意味では、わが国の 「農業生産法人出資育成

事業」の仕組みは、その適用対象や適用要件

の広げ方の工夫の仕方次第では、合理化法人

による長期貸付 と実質的に類似した機能を果

たしうる可能性をもつことも、ここで指摘 し

ておきたい。

なお、わが国で長期貸付方式を考える場合

には、そのための農地賃貸借制度が十分に整

っていないことを意識 しておく必要がある。

貸し手が保有合理化法人であれば、比較的問

題は少ないとも考え られるが、長期の賃貸借

を締結する場合の契約内容や契約条件をどう

するべきかも、やはりきちんと詰めておく必

要があろう。

ホ)大 規模化 した経営が種々の事情により
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一挙に消滅するという場合に、できれは事前

に、そ してそれが駄目でも事後的にどのよう

に対処 し、その経営としてのまとまりの維持

・承継を図っていくかも、今後さらに重要性

を増していく問題である。 この点でも、北海

道ならではの特殊な問題がありそうだが、そ

こでも合理化法人の活躍が期待されよう。

③ そのほか、当面の受け手がいない地域

の農地を中間的に保有 ・管理 し、将来の担い

手につないでいくといった機能も当然に期待

されるが、以上を総 じて、とくに北海道の場

合には、 もはや単に青天井の規模拡大だけを

考えるのではなく、それぞれの農業地域に適

正な規模と内容をもった存続可能な経営を、

適正な数でどのように育て維持 していくかと

いう視点が今後一層必要になっていくのでは

なかろうか。 しかもそれらの経営は、農村の

地域社会の維持ということを考えれば当然に、

家族経営をベースとしたものであることが望

ましい。しか し、わが国の農政でフランスの

「経営構造コントロール」のような制度が早

急に導入される可能性は、さしあたり乏 しい

ものとみざるをえまい。とすれば、そこのと

ころを、まさに地方 レベルでの独自性をもっ

た活動機関としての農地保有合理化法人がカ

バー していく、という姿勢をもつことが期待

される。

この点については、フランスのSAFER

が、 《もしSAFERの 活動なかりせば、フ

ランス農業の担い手としての家族農業経営の

数はもっと減っただろう。SAFERは そう

なることを抑止 してきた》と述べていたこと

を想起してほしい。そこには、地域農業とそ

の担い手たる家族農業経営の支援機関として

農地保有合理化法人に期待される役割が総括

的に示唆されている。

④ 他方、北海道の広大な農村部で将来に

わたって地域社会を維持 していくためには、

農業だけでやってい くのはむずか しいという

のも、また実情であろう。その意味では、E

Uや フランスにおける 「農村開発政策」など

と同様の発想に根ざ した政策の展開が北海道

でも必要となるのではないか。そしてその場

合には、90年前後以降のSAFERに みられ

たように、そうした農村地域の全体としての

活性化施策の中で農地保有合理化事業の役割

をいかに位置づけ、新 しい活動領域をどう広

げていくかという問題も出てこよう。

これは、いわば21世紀に向けた、広い意味

での農業と農村社会の建直しという大きな課

題のもとで、農地保有合理化事業がいかなる

役割を担 っていくべ きかという問題で もある。

したがってそこでは、生産手段としての農地

の所有と利用に対する関与 ・介入ということ

を超えて、国土 ・環境 ・景観や農村社会の保

全にとっての物理的基盤をなす農地-い わ

ば 「公共財」ないし 「環境財」としての農地

一 の適切な利用 ・管理への寄与を行 うとい

う、より広い視点をもつことが必要になる。

こういった側面か らの保有合理化事業の制
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度的位置づ けは、いまだ十分になされていな

いが、それについては、保有合理化法人の側

か ら積極的な問題提起をしていくことも考え

られてよい。SAFERの 場合にも、そのよ

うな新 しい活動領域をSAFER自 身が農村

社会の実情 に即 して自ら考え、その目的 ・内

容を理念化 ・政策化 し、それを担う主体とし

ての自己の新しい位置づけを政府に要求 して

立法化 させてい く、という経緯があ った。

《農村地域 における、地方公共団体と密接に

連携 した公共的 ・専門的土地活動機関》とい

うその新 しい役割は、SAFERが 自らの意

思で獲得 していったものなのである。

そういう意味では、"こ れこれに事業が法

律で決まっているか ら"、 あるいは"農 水省

の方でこれこれの制度や事業を用意 してくれ

たか ら"と いうことではなく、各地域の実情

や課題に応 じて自らこれこれの事業や活動を

やっていく、また、やらねばならないという

姿勢が今後一層重要になっていくのではなか

ろうか。 もちろん、その場合にも、地元の意

向を重視 し市町村段階の諸機関 ・諸主体との

協議 ・連携を強めながら活動していく必要が

あることはいうまでもない。

Ⅳおわ りに

なお、レジメの最後のところに、 「新 しい

農業基本法は何をなすべきか」という項目を

書いておいたが、この部分についてまとまっ

た形で論 じることは、今回は省略する。ただ、

それでも以上の話の全体のなかから、もし新

しい基本法を作るとすれば、どういう考え方

に立って、いかなる理念、目標、課題を掲げ

るべきかということ 一 あるいは少なくとも、

その点について私がどのように考えているか

ということ-は 、自ずとみえてくるのでは

ないかと思う。いずれにせよこの問題は、こ

れから多いに議論されなければならない問題

であり、本当に望ましいこれからの農政の展

開方向を確立していくために、現場か らも大

いに声をあげていただくことを期待したい。

本稿は、平成8年1月31日 、北海道農

業開発公社主催の平成7年 度農地流動化

事業等推進会議での講演を取りまとめた

ものである。
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