
調査 資料Ⅰ

1996年4月3～5日 、早稲田大学国際会議場で開催された 「農地整備法制に関す る日欧

比較研究シンポジュウム」(早 稲田大学農地法制研究会/代 表・田山輝明法学部教授)の

中か ら 「日欧における農業政策と農地整備法制」の報告者の一人であるヘッセン農村開発

会社 ・ウンフェア リヒト理事長の報告要旨を取 りまとめたものである。

ウンフェリヒト理事長は、各州開発公社の連邦の連合体で農地整備関係委員会の議長 も

兼ねる。

ド イ ツ に お け る 農 村 開 発 会 社 の 任 務

DieAufgabenderLandgesellschafteninDeutschland

ヘ ッセ ン農 村 開発 会 社 理 事 長 ウ ンフ ェ ア リ ヒ ト

VorsitzenderDip1.-lngK.-H.Unverricht

早 稲 田 大 学 法 学 部 教 授 田 山 輝 明 訳

1-は じめに

ドイツにおける農地整備整備官庁は、数年

前までは、農村基盤整備行政として理解され

ていた。

農地整備の目的概念である、農村基盤整備

Landeskulturと いう概念は、前世紀において

は、未解決問題の解消ごとに、異なった定義

がなされていた。これは、私見によれば、常

に農村空間の保全と発展およびそこに生活 し

ている人間、土地、自然一般と緊密に結合 し

ている文化の保全と発展を包含するものであ

る。その場合に、 しか しながら、農村空間に

とって、農業は重要であるが唯一のパー トナ

ーではない。

昨今の ドイツには、農村空間に対 して、自

然の資源の故に、稠密地域のための調整機能

が割 り振られるべきであるという意見が存在

する。また、農民の知恵、つまり自然の循環

の諸関係において十分に考えることが、工業

化社会が生 き延びるには必要であるという見

解 も存在している。

要するに、我々の社会は、機能的能力のあ

る、すなわち、発展能力のあるインフラス ト

ラクチャ―の装備された農村空間を必要とし
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ている。そのような場においてこそ、生活 し

労働する甲斐があるのである。

農村空間の価値創造力は、今 日、主流 とな

っている近視眼的な経済的パラメーターのも

とでは力を発揮できない。従 って、農村空間

は、地方自治体による支援を必要としている。

この点について、公的な農地整備 ・圃場整

備行政は、すでに百年以上にわたって ドイツ

における農地の耕作、インフラス トラクチャ

ーおよび最近では農村景観の育成の改善のた

めに本質的な寄与を行ってきた。この行政は

今も昔も同時に内地植民官庁であったし、発

展可能性があり、助成を必要 としている専業

および兼業農家のための、用地、居住空間お

よび経営建物の調達につき、総体的に責任を

負 ってきた。最後に述べた施策は、今世紀の

初めから特に1919年以降に創設され、農村基

盤整備行政の監督の下にあった農村内地植民

会社が主 として実施 してきた。

ここに農村基盤整備のための数十年にわた

る共同体が存在するのであります。すなわち、

公益的農村開発会社は、膠着化 した国家財政

法か ら若干離れて、新 しい法律上の任務の履

行に際して官庁を支援 しているのである。こ

こ数年において ドイツでは、この緊密な連帯

が緩んできている。 しか し、新 しい任務に対

する農業構造政策の変更と対応によって条件

付けられ、国家行政は、職員保有の増大を通

じて多 くの仕事を自ら引き受けている。 しか

し、現今では、発展は反対の流れを取ってい

る。すなわち、様々な理由か ら、主として高

権的業務に限定されるべき、スリムな行政が

求められているのである。

このような状況か ら考えて、公共的農村開

発会社は、歴史的理由から、土地整理施策の

実施に際 して、農地整備官庁によって強力に

義務を負わされるのに適 している、というこ

とを推論することができる。

この意味において、私は、主催者に対して、

私がこの制度の代表としてこのシンポジュー

ムに参加できることにつき感謝している。そ

して皆様に我々の活動分野か ら、 もちろん農

地新秩序を考慮しつつ、報告することができ

ることを喜んでいる。

2.1.1919年 前の農村内地植民

ドイツにおける農村内地植民とその立法は、

近代にその源を有 している。それは、1811年

9月14日 の規整勅令に従 ってまず領主 ・農民

関係の規整のために、後には1817年6月20日

の命令により規整されるべき農村共同体内の

共同地分割の実施のためにも活動 した、プロ

イセン王立総務委員会をもって始まる 〔封建

的土地所有の解体〕。その場合には、残念な

がら、100万haの 農地が主として地主に配分

された。 しか しなが ら、1890年6月27日 と

1891年7月7日 の二つの地代農場法の施行に

よって初めて、平地への中小規模農場の植民

が開始された。王立植民委員会が既に国立内

地植民会社の前任者として認められていたが、
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総務委員会は農村基盤整備官庁により良 く相

応するものであった。1886年 から1910年まで

の25年間に、18,117戸 の農民家族が265,249

haの土地に新たに入植 した。この場合には、

殆どすべての村がその当時必要であると見ら

れていた装備を備えていた。この委員会は幅

広い任務を単独では履行できなかったので、

1898年か ら1912年までの間に、様々な内地植

民会社が協同組合 として創設された。 しか し

なが ら、それは大 きな課題を背負っていた。

というのはこの組合には十分な他人資金が与

えられていなかったか らである。後の有限会

社の創設またはそれへの転換によって初めて

突破口を見い出 したのであった。

2.2.1919年 の帝国内地植民法(1961年7

月29日の文言による)(連 邦法律官報

第一部1091頁)

第一次世界大戦後の直後には、就職口がな

く、経済的に困難であり、かつ食糧難が生 じ

ていた。そこで大規模農業移住政策に関する

包括的な提案が時宜にかなったものとしてな

された。すでに1919年1月29日 に、当時の政

府は、農業移住地の創設に関する命令を公布

した。この規定は、すでに1919年8月11日 に

帝国内地植民法に取 り入れらた。それによれ

ば、未だ公共的内地植民会社が存在 しない州

においては、これを創設すべ きものとされて

いた。

この公益的内地植民事業の本来の受託業務

は、既存の小経営を自立的食糧生産の規模に

まで高めること、特にこの法律の規定に従い

相応する用地を創設することにより、それを

実現することであった。

農業構造の改善のための課題を履行するた

めの要件の変化に応じて、法律は何度 も改正

された。最新の改正は1986年12月8日 であっ

た。

2.3.既 存の植民農場の拡大と新植民農場

の創設1919年-1933年

帝国内地植民法が切 り開いた土地調達の可

能性にもかかわらず、当時の東プロイセンで

は逆であったが、 ドイツの西部では土地より

も入植希望者の方が多か った。従って、西 と

東の入植事業の格差は大 きく広がった。多 く

の西南 ドイツの農民は、東方への呼びかけに

従った。というのは彼らにそこにおいて独自

の農業的存在が提供されえたからであった。

これによってもちろん西において も土地にゆ

とりができた。

この会社は、帝国内地植民法の基礎により

出来るかぎり多くの耕作可能な土地を購入 し

ようと努力した。それは小規模の食糧生産農

家の規模拡大のためまたは専業または兼業の

新内地植民農場のために用いるためであった。

1919年から1933年までの間に62,371の 新内地

植民農場が創設され、104,627戸 の農家が規

模拡大できた。この時代に1,047,636haの 土

地がこの会社によって取得され、821,552ha
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が新内地植民農場として譲渡された。

2.4.非 独自的活動1933年-1945年

1933年-1945年 の間には、この会社は形式

的には存在 したが、 〔ナチスの思想を具体化

した〕帝国食糧団がその課題と処理に優先的

に当たっていた。内地植民活動は、主として

軍隊演習場またはアウ トバーン用地の代替地

としての専業農家と兼業農家の建設にまで拡

張された。1939年 か らは、行政ベースの処理

のみがなされた。終戦時には、内地植民会社

は旧西 ドイツにおいて9,141haを 確保 してい

たに過ぎなかった。

2-5.重 点:故 郷を終われた農民の社会的

自立 と西 ドイツにおける土地改革 にお

ける土地調達1964年 一1969年

1946/47年 には、 この会社 は再びゆ っくり

とその活動を開始 した。1962年 までには、 こ

の会社 は西 ドイ ツにおいて252,566haを 取得

した。 その うち、94,282ha(37%)は 州 の土

地改革法 に基づいた ものであ り、17,000ha新

開墾地 の取得によ るものであ った。 この時期

に30,147戸 の新入植農家が、その うち24,466

戸-7,839戸 の賃借経営を含む-は 難民

農家のため に、平均規模18.8haを 有す る専業

農家 と して創設 された。その外 に、37,653戸

の平均1.4haの 所有地面積を有す る経営が規

模拡大をす ることがで きた。 これに、85,528

戸 の兼業農家が加わ るが、 その うち13,816戸

が各単位毎に0.25haの 耕地を有する内国希望

者のためのものであった。

2.6-重 点農業構造の改善1956年 一19了2

年

1953年10月20日 の政府声明は、 ドイツの新

農業大臣ハインリッヒ・リュプケ、後の連邦

大統領、の大規模で広範な農業構造改善プロ

グラムを含んでいた。これによって農業にお

ける所得状況は、来るヨーロッパ市場におい

て競争力をつけるために、継続的に改善され

るものとされていた。いわゆるグリーンプラ

ンが誕生 した。農業構造改善のための指導原

則が策定され、1956年3月 に公表された。そ

れ続いて、外住施策または旧築農家の建設措

置および官庁手続外における規模拡大の助成

に関する指導要綱が策定された。1956年-

1972年の間に、22,211戸 の経営(89%が 公益

内地植民会社による)が 集落外 に移転 し、

28,235戸 の農家屋敷(93%を 同会社が世話 し

た)が 改築 ・増築 し、ならびに23,293件 の土

地拡大(平 均にして3.3ha)が なされた。個

別経営的な構造改善と並んで、超経営的な施

策が大いに重要性を獲得 した。村の公民館、

多 目的ホール、学校、幼稚園、屠殺場、農道

の建設およびその他多 くのものを伴った農村

再整備の計画と実施は、包括的な農業構造予

備計画とその発展予測に由来 していた。

60年代の終わりに、財政資金の欠乏の故に、

この施策は後退 した。農業構造政策の新 しい
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方向付けがなされた。

2.7.1969年9月3日 の農業構造と沿岸保

護の改善という共通課題に関する法律

(連邦法律官報第-部1573頁)

共通課題法の可決によって、連邦政府の方

針決定能力は失われた。つまり、農業構造の

改善は連邦と州との間で決定されるか らであ

る。州は従って州の側で独自の重点を設定す

ることができる。本来連邦による完全な財政

は60%に まで減少 した。その場合に部分的に

ヨ―ロッパ連合か らの資金も含まれていた。

それは1973年 まで、最初のいわゆる 「農業構

造と沿岸保護の改善の助成に関する原則」が

可決される前まで続いた。これを前提として

各州は独自の要綱を公布 した。

公益的農村開発会社は、主として次の助成

策の実施に際して協力した。

-農 業構造的予備計画

一 圃場の新整備

-任 意の土地交換

-農 村再整備

-農 業投資プログラム
、1995年 までは個別

経営的助成と呼ばれた(外 住施策、旧築

建物の建築措置、農村におけるバカンス

用住居の建設)

残念ながら、土地の中間取得の助成が、州

の例外を除いて、廃止された。その結果、こ

の事業による広範な土地備蓄が独自の管轄権

の中に取り入れられた。

従って、施策の構造は従来通 り残ったが、

もちろん任務の重点は変化 した。手続きの数

も職員の数 も減少した。

2.8.1990年 の統一後の新連邦州による帝

国内地植民法の承継

1989年11月9日 の 〔ベルリンの〕壁の崩壊

と東 ドイツの西 ドイツへの接近の魅力的な過

程によって、間もなく、従来からの労働が農

村空間における存在価値の維持と向上に寄与

するものと考え られてきた 〔東 ドイツの〕諸

制度との接触が図られることとなった。統一

条約によれば、新州においては、次のように

してライ ヒ内地植民法が適用される。第1条

1項1文 により、公益的農村開発事業が創設

されうるが、その義務は-西 側の州のよう

に-存 在 しない。西部 ドイツの農村開発会

社との合理的な何年もの協力関係は、公益的

農村開発会社の専門的 ・政治的な攻撃的支援

を受けつつ、全ての新州における姉妹会社の

創設を実現 したのである。残念ながら、ブラ

ンデ ンブルク州の農村開発会社は1995年 に清

算会社になって しまった。正規の商人のよう

な注意義務、監査委員会のコントロールさら

には審査会社のコントロ―ルに欠陥があった

ためである。

2.9.1990年6月29日 の農業適応法(連 邦

法律官報第1部42号642頁)

農業適用法は、新州の農業構造の新形成の
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ための基礎を意味 している。中核となってい

るのは、私的所有権に基づいた経営管理の回

復と保障である。新たに形成された農民的経

営、農民によって任意に形成された協同組合

およびその他の農業企業体が平等なチャンス

を持つべきものとされている。 〔農業生産組

合等の〕財産の解体が規制され、さらには任

意の土地交換、圃場の整理手続 きおよび土地

の集団化が実施された。1991年7月3日 の法

律は、特に土地所有者の法的地位の強化 と実

務的で即効的な措置方法をもたらした。一時

利用地の指定、公益的農村開発会社とその他

の圃場整理手続きの実施に適 した官署への委

託の可能性ならびに農地整備法による手続き

の継続施行が重要な補完的事項である。

3.組 織形態

3.1.私 法上の会社

公益的農村開発会社の設立のための法的基

礎は、1919年 のライヒ内地植民法である。共

通の目標は、経済力の強化 と農村における生

活-、 労働-お よび環境関係の改善である。

農村開発会社は有限責任会社である。それ

は私法上の資本会社であるが、各州とその他

の公法上の団体、特に銀行 と地域団体が過半

の出資をしている。それは他の私法会社とは、

公益的であり、最高限の利潤を追求すること

に向け られているわけではないという点で、

異なっている。

3.2.1法 人税法による公益性

主体の公益性は、法人税法に由来 している。

それによれば、ライヒ内地植民法にい う公益

的農村開発事業体は、それが農村空間におい

て入植事業、農業構造の改善事業、農村発展

施策を実施する限りにおいて、住宅建設事業

を例外 として、法人税を免除される。農村発

展施策 とは、すでに生じている構造変化のた

めに、農村空間における入植と農業構造の改

善に必要な公益的事業である。これには、こ

れ らの施策、特に土地調達の実現に有益であ

る公益的農村開発会社のすべての事業が含ま

れる。

3.2.2販 売税法上の公益性

主体の公益性と並んで、 ドイツの多 くの農

村開発会社は、補足的に販売税法51条 一68条

により 「公益的」である。 この要件は、その

会社がその活動を私利を捨てて公共の福祉を

促進 し、組合員(社 員)は 収益金やその他の

費用補償をも法人から取得 しない場合に、満

たされる。法人か らの脱退、その解散または

廃止の場合には、社員はもはや投下資本の払

戻を請求できない。剰余資本は租税優遇の目

的のために使われなければならない。

3.3-商 人的原則による事業の実施

事業は商人的原則に従って実施されなけれ

ばならない。管理ならび実施の費用は、一定

の限界内におさえられなければならない。会

社は、業務サービスは完全に独立採算で行 う

54



義務を負っている。一定の資本積立も、努力

されるべきものとされている。事業は、その

機関または第三者に対 して、これに比肩しう

る公的企業にとって通常である限度を超えて

利益を与えまたは損失をかけてはならない。

その構成や年度決算における評価については、

株式会社法と商法が適用される。

政策的なプログラムは、この会社について

は、通常、官庁がこれをするよりは迅速に実

施されうる。職員や資本についての処理は、

いずれにせよ監査委員会の決定により実施 さ

れるものとされている。これはパンチカがあ

り、かつ効果的である。

3.4.事 業は公的専門監査に服し、一定の

場合には国家の監査に服する。

会社の業務執行は、監査会によって監査さ

れ、促進のために援助を受ける。専門的監査

および国家の監査機関は、農業構造の改善ま

たは農村空間を管轄 している、それぞれ州の

管轄省庁である。国家の監督は広範であり、

各州にまたは州の会計監査庁に、会社を組織

的に審査する権限を与えている。

専 門学校や大学を卒業 している都市 ・地域 プ

ラ ンナーが在職 している。

ここ数年の業務処理要員の数は以下通 りで

ある。

1962:2,811人

1975:2,442人 、その うち231人 はパートタイマー

1980:1,980人 、その うち216人 はパ一トタイマ-

1990:1,427人 、その うち147人 はパ-トタイマー

1994:1,611人 、その うち639人 新州での使

用であ る。

3.6.公 益的農村開発会社の連邦連合会

各州で承認されている公益農村開発会社は、

ボンにある公益的農村開発会社連邦連合会に

結集 している。 この連合会は各開発会社の連

邦 レベルにおける共通の利益を代表 し、会社

の作業に関連する官庁や諸組織 と必要なコン

タク トを持ち、これ らの機関等に情報を提供

している。会社は相互に、特に連邦連合会を

通 じて経験の交流を行っている。特定の課題

か ら生 じる専門的認識は、連合会の専門委員

会において審議され、すべての会社に提供さ

れる。

3.5.業 務処理能力

任務の変遷に応 じて、協働における専門範

囲も広範に対応させ られる。純粋な行政事務

労働力の他に、会社内には、特に、農業者、

経済専門家、経営専門家、商人、法律家、測

地専門家、各種の建築専門家、例えば建築家、

4.任 務

4.1.法 定の任務

4.1.1.農 林業用地取引法との関連における

ライヒ内地植民法による先買権の行使

2ha以 上の農業用地が売買契約によって譲

渡される場合において、1961年の農林業用地
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取引法(連 邦法律官報1091頁)12条 により許

可を必要とし、かつ、許可官庁の見解によれ

ば許可が拒絶されるべきときは、ライ ヒ内地

植民法4条 により、公益農村開発会社は先買

権を有する。各州の命令により、法定面積基

準が異なりうる。ヘッセンでは、先買権はす

でに0.5haか ら適用できる。譲渡は、土地の

不健全な分割に該当する場合にのみ拒絶 され

る。その要件は、通常、譲渡が農業構造の改

善施策に反する場合に充足される。

4.1.2.買 戻権の理由付け

さらに、公益農村開発会社は、入植者がそ

の全部または一部を譲渡 しもしくは放棄する

場合、またはその者が継続的に経営管理せず

もしくは居住 しない場合には、ライ ヒ内地植

民法20条 により、同社によって創設された入

植農家または同社によって譲渡された規模拡

大用地を、買い戻す権利を有す る。買戻権の

存続期間は20年である。この権利は役権的負

担 として土地登記簿に登記される。

4.2.農 地整備手続と関係 しない、組合契

約による任務

4.2.1.入 植の実施

創設時代か ら1960年代までは、農村への入

植が この会社の主要な活動であった。専業お

よび兼業農家の創設と小農民経営の規模拡大

を通 じて、農村における出来るかぎり多 くの

人間の存在基礎のために、その生存基礎と保

全のための援助を提供することが重要である。

地域の過疎化対策 も重要である。

ドイツにおける一般的発展は一定程度の負

担の軽減をゆっくりであるがもたらしている。

2、3の 例を挙げておこう。農村における居

住と生活は、大都市圏におけるせわ しなさを

調整するものとして部分的には質的に高い評

価を受けている。技術は距離の克服における

改善をもたらした。農村空間における非農業

的就労の創設は交通状況の改善によって も達

成できるのである。EU共 同市場と世界貿易

の自由化は、他方において、非農村住民に対

する農業所得の不均衡を、公的助成にもかか

わらず、常に上昇させている。西部 ドイツの

農業における構造変革への圧力は、当初は農

業政策は職業団体と連帯 してこれに抵抗 して

いたのだが、より強制的なものとなった。東

ヨ―ロッパか らの ドイツ出身帰還者の農村へ

の自営農業定住施策 もしだいに不要になって

きた。直接の該当者はもはや存在 しないので

ある。この定評のある手段の包括的適用のた

めの重要な要件は、現在ではもはや存在 しな

いのである。

4.2.1.1.農 業構造的利益のための用地調達

従って、経営の創設は、新州における2、

3の 再建の場合を除けば、今日もはや役割を

終えている。これに対 して、農業経営の規模

拡大のための優良農地の購入の必要性と希望

は広範に存在 している。用地が、明らかに農

業構造の改善のために取得された、会社の土

地備蓄に由来する場合には、 これは農村開発
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施策の枠内においてなされ、この用地は所定

の法律的基礎に従 って買戻権に服する。

経営の規模拡大は、1980年 代までは、利子

補給融資または要求されている資本市場資金

のための低利子を通 じて、公的助成を経験 し

ていた。これは、当会社の期限付 きの土地の

中間取得についても言えることである。この

間に、助成施策は、公的資金の欠乏 と経営学

的観点か らは賃貸借が有利であるとの見解に

より、後退 して しまった。

1975:当 会社は、736件3,784haを 世話 した。

1980:当 会社は、615件2,330haを 世話 した。

1990:当 会社は、446件2,592haを 世話 した。

1994:当 会社は、339件1,660haを 世話 した。

しか しなが ら、農業経営は、純粋に賃貸借

に依存 している場合を除いて、自己の安定確

保のために一定の所有権的基礎が必要である。

従って、従来どおり、規模拡大のための一定

の土地需要は存在するし、他の土地喪失を理

由とする補償代替地や交換土地 として必要に

なることもある。当会社は、従来 と同様に、

少なか らざる土地を年々農業構造の改善のた

めに処分 している。 これは次の数字がよ く示

している。

1975:6,383ha

1980:4,719ha

1990:3,771ha

1994:3,121ha

いかなる面積で、如何に多様に土地取引が

一年間になされてきたかについての概観を図

表Aが 与えてくれる。年々売却された農業用

地-そ れは ドイツの州では20年間に30,000

haか ら45,000haに なり、新州では23,000haに

なる-を 比較 してみれば、読者自身でその

意義を評価することができるだろう。

4.2.1-2.農 業投資助成プログラム(AFP)

による建築施策の受託者

2、3の 州、例えば、ヘ ッセンにおいては、

公的に助成された大規模な建築施策(200,000

DM以 上)の 実施は、ライヒ内地植民法によ

る事業としてなされ、そのための基礎 は、

「農業構造の改善 と沿岸保護 とい う共通課

題」である。従来は、これは、 「個別経営的

助成プログラム-EFP」 という小さな概念

のもとでなされていた。諸原則の検討、特に

財政援助の方法の変更の後に-新 州におけ

る構造も考慮されたのだが-1995年 か らは、

「農業 ・投資プログラムーAFP」 と呼ばれ

ている。

建設施策とは、その場合には、特に外住施

策、部分的または経営部門外在施策および移

転、拡大施策ならびに既存の農場における新

築でありうる。農民は、受託者の大規模投資

施策に協力 しなければならない。農村開発会

社は生まれつきの受託者である。それはしか

し、純粋の私的企業にも許されている。

受託者は、申請者のために、その企図に関

係するすべての問題について相談にの らなけ

ればならない。例えば、財政法、環境法、助

成要綱、許可に応じて手続きを実施する場合
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の申請の準備、利用証明書の提出、技術的分

野における世話の実施、である。

行政に合致 した、財政的な受託業務には、

空間および機能プログラムを伴 った経済的経

営コンセプ トの作成作業、官庁のもとでの農

民の援助、必要な日程の調整、許可の取得、

費用財政計画の策定、手続きの代行、企図の

監査、支払いなどの清算も含まれる。

技術的受託業務は、すべての建築給付の引

受ならびにフリーの建築家の採用の場合の最

小限度の受託業務と理解されている。最小限

度の受託業務 とは、主として、計画の準備へ

の協力、経済的で最善の計画への影響、費用

査定の審査、公示手続や受託手続の審査、建

築状態の定期的審査、計算書類の客観的審査、

保証問題における援助、財政法の建築分野の

補充規定の遵守の有無を含んでいる。

建築施策が実施要綱において農村開発施策

として承認される場合には、個々の州におい

て異なった取扱が行われるが、申請者は手続

費用の点で有利な扱いがなされる。ライヒ内

地植民法29条 によれば、農村開発事業の実施

のために奉仕するすべての事業は、官庁での

すべての手続費用を免除される。これは特に、

土地台帳、土地登記簿、建築許可、および公

的官庁援助の場合に効力を有する。

「2.6」 で述べたことへの補充 として、

施策の展開状況を年度毎の許可の数字で示 し

ておこう。

1975

1980

1990

1994

外住施策

173

281

68

89

(そのうち新州5)

老 朽 家 屋 の 建 築 施 策

1,703

1,462

1,093

1,388

(そのうち新 州322)

4.2.2.農 業構造改善施策の実施

農村開発事業は農業構造改善施策を支援す

るが、それ自体はその効果においてかなり広

く理解されている。農村空間に関する包括的

知識、特に、官庁との緊密な協力関係があり、

公的資金の可能な限りの効率的な投下がなさ

れ、または非官庁的活動機関により公的金庫

の負担が軽減される領域で、活性化を図るた

めに一般的委託業務がなされるべきものとさ

れ、当会社による農業構造の改善施策への協

力、引受または実施 もそのような位置づけを

獲得 しているのである。

4.2.2.1.農 村開発事業としては行われない

個別経営的施策

4.2.1.2に おいてすでに述べたように、す

べての州において、 「EFP」 またはrAF

P」 の施策が農村開発施策の枠内において実

施されているわけではない。業務処理、特に

受託業務活動は同様の条件のもとでおこなわ

れているわけではなない。同時に様々なその

他の個別経営的施策が農業構造の改善に奉仕

しうる委託業務 としてなされるが、明確には

受託業務の導入を必要としているわけではな

い。 しかし、委託者は、当会社の既存の様々
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な専門知識と能力を利用したいと考えている。

4.2.2.2.再 建

新州における個別経営的助成は、二つの ド

イツの統一後においては、農業者の再建また

は創設に集中 している。新州の加入によって、

所有権の実際的匿名主義の後に、遂に再び私

的所有権に関する自由な処分可能性が生まれ

た。そこから若干のかつての自営農民がまた

はその子孫が結果を引き継 ぎ、農業生産協同

組合か ら脱退-そ の基礎は農業適応法にあ

る 一 し、彼 らのかつての故郷に帰還 し、自

営の農業経営者として再出発 しようと試みて

いる。これはしか し、予想されていたよりは

少ない。だが、競争能力のある農業経営の創

設の際の援助が要望されていたのである。19

94年には、191件 の当会社の助成申請が許可

されている。年末には全部で、1,347件 の手

続きが受託された。

4.2.2.3.構 造変革

新州においては、旧農業生産協同組合の中

か ら、 しばしば大規模な農業構造を有した事

業体が法人として誕生 した。この大きな経営

は、統一直後の最初の投資の段階では、同等

であったが、現在では多かれ少なかれ統合 ・

整理の段階にある。 しか し、他方では、改良

能力を確保するために、高い投資需要が存在

している。この構造変革施策にも、我が会社

から専門家を派遣 して援助 している。1994年

には、彼 らによってなされた84件の申請が許

可されている。年度末において、総計で、こ

の事例の362件 が農村開発会社に係属 してい

る。

4.2.2.4.農 業構造的予備計画

農業構造的予備計画はすでに旧西 ドイツに

いて、最初の地域計画の一つであった。 この

計画から、後に他の専門および関連計画が導

き出されることになった。このような事前考

慮機能は、最初の包括的な計画形式を新州に

おいても導入 した。農村開発会社におけるこ

の計画形式の長年の経験と継続的発展は、新

州において高い成果をもたらした。 しか し、

理解 し易いことであるが、これらの計画の数

字は、再び減少 している。 というのは、大抵

の地域において広範にわたって計画過剰にな

っているからである。1994年 の初めに、73件

の手続が農村開発会社のもとに来たが、さら

に、31件 がこれに加わった。そして62件が終

了しているから、年度末には、42件が処理を

待 っており、そのうち34件は新州におけるも

のである。

4.2.2.5.農 村再整備

農村再整備の計画、発展、実施および受託

は、当然であるが初めから農村開発会社の任

務領域に入 っている。特に、目標変更が必要

な段階では、常に実務的感覚を有している当

会社の考えを問われることになる。1994年 の

終わ りにおいて、全部で、168件 の農村再整

備計画(128件 が新州)、94件 の個別的事業お

よび107件 の様々な手続き援助の受託が当会

社に帰属している。
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4.2.2.6.農 業的建築相談

農業的建築相談は、 ドイツでは大抵は公式

的な相談に属する。これは州の農業行政かま

たは農業会議所が担当 している。公的資金の

節約のために、ここ数年来、相談またはその

一部を民間に任せるか、または無料のサービ

スとしていたものを有料にしている。ヘ ッセ

ンでは、例えば、州がこの任務を、広範な費

用補償を して我が社に任せており、これまで

の経験では大変 うまくいっている。一度は、

相談員の本質的減少 しか も最小限度の費用基

準によってそれに成功し、それか ら強制的 ・

必然的に生じる合理化に到達した。他方では、

サービス事業 として機能する会社は、その助

言には完全に責任を持たなければな らないが、

しか し同時に、新 しい知識を速やかに個別経

営的受託業務における実務において試す可能

性を有 している。この特別な相談業務は建築

家を除いて行われている。その行為が経営的

コンセプ トの基準にもとついて支援 されなけ

ればならないか らである。

バイエルンでは、いわゆる5b地 域におけ

る農村開発会社はEUの 構造助成プログラム

による助成プロジェクトの際の建築相談を引

き受けている。

4.2.3.農 村発展一般のための施策の計画と

実施

農村開発会社は、農村空間の経済的、社会

的、生態学的および文化的特徴を維持 し発展

することに寄与 したいのである。これは、こ

れに寄与 しうる手段を行使 しうるところでは、

どこでも援助的にかつ網羅的に行使すること

を意味 している。

4.2.3.1.1.公 的目的のための土地備蓄

地方自治体は、超地域的範囲を除いて、計

画高権を有 している。発展計画の実施のため

の本質的制御手段は、それに必要な土地につ

いての処分である。当会社は、本来は専 ら農

業構造改善のために用いられていた、常に相

対的に高い土地の能力を、活用することがで

きる。若干の州においては、利用目的を公的

利益、さらには農村発展にまで拡大 している。

例えば私が指導しているヘッセ ンの会社の社

員は、法律で決められているわけではないが

全利益を調整準備金に繰り入れなければなら

ない旨を会社(組 合)契 約において合意 して

いる。調整準備金は、また、専 ら農業構造的

・公的目的のための土地備蓄のために使われ

ることになっている。農業構造の改善のため

の土地備蓄は一定の リスクにおいてなされる

が、これは公的利益のための土地備蓄の場合

には地域団体が負わなければならない。 この

基準は妥当である。結局、地方自治体が経済

的に重要な前提、例えば、購入価格、選別後

の評価益、および最後に考慮されるべき購入

希望者の独自の選択を決定することになるか

らである。

公的利益のための土地備蓄は、会社が州の

委託によって、州によって公布されている要

綱に従って実施 される。特別な目標としては、
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具体的な需要のある場合に適時に土地につい

て負担可能な条件で 一 価格の安定-処 分

することができるための予測的土地備蓄があ

る。施策は会社の公益性を尊重 して独自の名

前と独自の計算において実施されるものとさ

れている。州によって予め定め られた契約形

式において、相互の権利 ・義務が規制される。

当会社は、その場合に、完全な処理 と融資を

引き受ける。そのためにその多額の自己資本

と州によって保証された資本市場資金を投入

する。会社のもとで発生した費用は売却価格

を通 じて補填される。ここで問題 となるのは、

購入価格の他に、特に税金、測量費用、利息

および会社の加工手数料であり、これは、同

様に州の要綱において所定期間中年毎ごとに

0.25%の 値上げを含めて売却価格の5%を も

って規制されてる。年々確定される混合利率

は、4%の 自己資本利率と要求された市場資

本資金のそれぞれ支払われるべき利率とから

生 じる。施策の所定期間は、最長10年 とされ

ている。

補充的に当会社は、地区施設整備を組織 し、

事前融資を行 う。多くの地方自治体はこの施

策の利点を認識 しており、それによれば、地

方自治体は自己資金を投入することなく、必

要な住宅用地、工業用地および近隣保養用地

を、自然保護の確保またはその他の公共の福

祉に必要な独自の発展のため需要のために、

調達することができる。ヘッセ ンにおける町

村の30%弱 が工場跡地または用済みとなった

軍事施設の再利用のためにも、この手段を新

たに しか も活発に利用 している。会社によっ

て備蓄された2,200haの うち、32%が 町村契

約のもとにあり、帳簿価格でいうと、61%に

なり、さらに増加傾向にある。

4.2.3.1.2.業 務処理の枠内における用地管

理

いわゆる独自の業務内における用地の移動

と並んで、会社は業務処理の枠内において第

三者から、全用地管理またはその一部の管理

を引き受けるように依頼される。州の広が り

をもった人的装備、年々蓄積された詳細な知

識、必要な交渉能力および代替土地を調達 し

もしくは特殊に取得する可能性を備えている

場合には、かか る施策の実施のための特別な

合意が存在する。そこで例えば、 ドイツ鉄道

株式会社の新線のために当会社に、 ドイツ鉄

道株式会社の名前とその計算において軌道敷

地、必要な自然景観育成的で、自然保護に必

要な調整用地、建設段階で一次的に必要とさ

れる土地(ご み捨て用地を含む)役 権の規制

(価格決定基準の準備に至るまでの間のその

補償を含む)、 不必要な用地の最終的処分を

委託 した。この専門知識をもった組織の投入

によって、公共の福祉に奉仕するような企図

が人的にはネガティヴな効果にもかかわらず、

しば しば高い受け入れ率をもって該当住民の

もとで達成される。信頼は相互的理解と、代

替地の調達やその他の援助によって不可避的

な侵害を緩和する努力から生まれる。
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第三者のための土地調達は、あらゆる考え

られる限りの利用 目的に該当する。それは、

自然保護、規模拡大、道路建設およびその他

の多 くのことに奉仕する経営立地-拡 張から

土地の募集についても言えることである。

第三者のための土地の購入の範囲と発展状

況については次の年次毎の数字が示 している。

1980:1,039ha

1990:1,611ha

1994:4,042ha

4.2.3.1.3.土 地所有関係の調査、経営文書、

評価を受けるべき農業経営の選別、

売買契約と賃貸借契約の準備、財

産管理等のための特別依頼

新州における所有関係の解明は特別に困難

である。当会社は、法的正当性の解明のため

に、さまざまな公的主体から繰り返し要請を

受けている。これはもちろん特に農村領域の

土地の保有状態に関係 している。個々の圃場

の利用 と所有の発展を追跡的に調査す ること

はしばしば困難であり、時間を必要とする。

さらに私どもには次のような依頼がある。す

なわち、土地や経営を売却するための組織の

準備、賃貸借関係の書類の作成、賃貸借契約

の準備、財産関係の確認、人民所有農場の私

有化のための解体、所有者やその相続人への

分配の可能性の審査を含む土地改革関連登記

簿の審査、各州の要請の実施、土地台帳行政

の再構築およびその国有財産のための実施な

どその他もろもろ、である。

4.2.3.2.1.建 設基本計画

若干の会社を除いて、大抵の会社はかなり

大 きな計画部門を有 している。解決 されるべ

き課題のより良き満足と内的関連のために農

業構造的予備計画と並んで、それ以上の計画

領域、例えば、建設基本計画(土 地利用計画

と地区詳細計画の上位概念)が 取り上げられ

るのであれば、それには説得力がある。 ここ

では計画と発展のひとまとまりものを地域団

体に履行のために提供するサービス事業とし

て理解されている。1990年 の年末に旧西 ドイ

ツの州において40の土地利用計画と133の 地

区詳細計画が作成中であった。1994年 には63

の土地利用計画があったが、そのうち13は新

州のものである。そして194の 地区詳細計画

の うち14が新州のものである。

4.2.3.2.2.景 観計画

建設基本計画は、今日では正式の専門計画

を伴っていなければな らない。そこで、供給

物の中の景観計画は義務的に農村開発会社の

なすべきことである。1990年 の終わりには、

34の景観計画が作成中であった。1994年 には

45であった。そのうち42が新州のものであっ

た。これに43の緑の秩序計画と21の自然景観

育成的随伴計画が加わる。

4.2.3.2.3.そ の他の専門計画と鑑定意見

広範な行動の枠内において、会社は、その

他の必要な専門計画または鑑定意見を引受け

ることをも期待されている。この中には、特

に建設基本計画や景観計画の枠内における農
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業上の専門論文や連邦エ ミッシオ ン法による

鑑定意見も含まれる。

4.2.3.3.都 市建設の促進/都 市の発展

1990年 まで旧西 ドイツにおける都市建設促

進は、高額な国家的助成を経験 していた。専

門家の世界ではこの必要性はさらに存在する

と見られていたが、限られた国家的資金は今

や新州で緊急に必要 とされている。1961年 に

行われたライヒ内地植民法の改正において、

農村開発会社は明文をもって、都市建設上の

再開発または新開発上の施策の受託者とされ、

再開発 ・新開発施策受託者と呼ばれることと

なった。これに応 じてこの会社の業務領域は

拡大された。各年度末における仕事量は次の

通りであった。

1975:146施 策

1980:240施 策

1990:482施 策

1994:210施 策

1990年代の初頭には、住宅地の迅速な調達

のために、都市建設的発展施策が新設された。

ここ2年 間については、この官庁手続には持

続的権利として建設法典の適用が可能となっ

ている。従 って複合的な都市建設施策の速や

かな実施を可能にし、建設用地の流動化もし

くは都市建設上意義のある計画の実施の迅速

化のための、一つの手段が町村には与えられ

ている。この手続 きは、計画利得を土地所有

者または地方自治体にのみ帰属させないとい

うことを確保 している。 ここでは農村開発会

社は、地方自治体や土地所有者の対立する考

え方の仲介者として機能 し、諸施策を法律上

の基準と地方自治体の計画内容に従って実施

しているのである。

4.2.3.4.農 村の住宅建設、住宅建設受託者

住宅建設は、初めに述べたように、公益的

活動には属 しない。それはしか しなが ら、若

干の農村開発会社によって部分的に業務とし

てなされている。その場合には、当該事業は

公益性による利益を放棄するか、その業務は

全体収益のわずかな範囲しか占めないのであ

る。1994年 の年度末には、265件 の業務建設

事業が実施されているが、重点的に行ってい

るのは1会 社のみである。

これに対 して、農林業労働者住宅の新築と

購入の受託業務は、農村開発の本来の業務に

属する。 しか し、年々20単位だけの範囲では

意味がない。

4.2.3.5.地 区施設整備受託者

住宅建設、商業 ・工業用地のための土地備

蓄の範囲内における土地調達の枠内において、

当会社は、地区施設(都 市的インフラ)整 備

施策をも実施する。一つの手による複合施策

の一括引受による利益と相乗効果のために地

方自治体はこれを歓迎している。このサ-ビ

ス給付は主体としても受託者 としても引き受

けることが可能である。この施策の数は次の

様である。

1975:100件

1980:130件
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1990:191件

1994:140件

4.2、3.6-道 路 ・水路建設

当会社は、現在よりも以前のほうが、農道

や水路施策の実施 と強 く結合 していた。旧西

ドイツにおいては、未だ9施 策が、新州にお

いては18企図が存在 している。後者は単独で

実施する土地新整理施策の枠内で施行される

ものである。

4-2.4e農 村開発、農業構造の改善および農

村発展施策の領域において解決される

べき、さらなる新 しい課題

歴史的概観と会社の業務の今日における活

動重点の性格な統計によれば、新 しい任務へ

の変化が明らかである。これは将来的にもこ

のままとどまるであろう。従って一般的には

すべての会社の定款の中に次の指示を見い出

すのである。すなわち、監督官庁の了解を得

て、農村開発、農業構造の改善および農村発

展施策に関係する新 しい任務を引き受けるこ

とができる、と。 この定式化のなかで、この

種のサ―ビス業務を引き受けなければな らな

い恒常的対応の必然性 と必要な躍動性とが明

らかとなる。

5.農 地整備と圃場整備の支援について優先

的でかつ適切な組織体としての農村開発会

社

5.1.農 地整備法55条 による伝統的義務

圃場整備 と農村開発事業とは、既に述べた

ように、一定の協力な相互関係に立っている。

これは、 ドイツの農地整備法が明確にこの構

成要件に1ヶ 条を当てているということによ

っても明らかである。農村開発事業によって

圃場整備に引き込まれた土地は、その後は、

様々な種類の農業構造的目的のために、農地

整備計画において配分され、利用され うるの

である。

5.2.農 地整備法26条eと の関連における

土地備蓄

農地整備法26条cは 、 「一定の領域につい

て農地整備の施行が予定されるべき場合には、

上級農地整備官庁は、参加者組合連合会に対

して、 一 連合会が存在 しない場合には、そ

の適切な官署に対 して-農 地整備の命令前

に委任 して準備作業を引受させ、な らびに農

地整備の目的のために土地を取得させ、もし

くは賃借させることができる、と明記 してい

る。 この任務を履行するために、以前から農

村開発会社の協力が求められていた。この点

は、図表Bが 示 している。ただし、減少傾向

にあり、 もはや言及するに値 しない。その理

由は、私見によれば、一つは、農地整備施策

の範囲内において土地購入のための資金が十

分にあることであり、さらには、すでに述べ

た、ここ数年来行われている農地整備と農村

開発事業の相互交流的発展のためである。 し

か し、私は、現今の、そ してさらに強化され

つっある公的主体か らの融資の厳 しさが この
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本来の共働関係を再び活性化させるであろう、

考えている。

5.3.農 地整備法93条の迅速集団化手続の

実施

1953年7月14日 の農地整備法の公布によっ

て、 ドイツにおける圃場整備は、新 しい基礎

の上に置かれた。99条2項 により、農地整備

官庁は、当事者との合意達成のための審議を

指導 し、一つの集団化計画を提案するよう適

切な官署、とりわけ農業職能代表 〔会議所な

ど〕または農業行政官署に、またはその同意

を得て専門家に委任することができる。農地

整備法の最初の注釈者は、この専門家として

は、まず優先的に農地整備行政に在職 し退職

している者またはその他の特別な経験者、例

えば、農地整備手続きの実施につき包括的な

経験を有する農業者を想定 していた。従って

農村開発会社を考えてはいなかったのである。

1958年1月1日 に ドイツが ヨーロッパ経済共

同体に加入 した時に初めて、農業構造的施策

の迅速化についての激 しい議論が開始された。

前述の適応のための15年間の期間において、

幅広い基礎の上に必要な競争のための条件が

改善されるべきであった。州 レベルでの包括

な調査は次の点を示 している。農業用地の約

85%は 多かれ少かれ新土地整理施策に服 しな

ければならない。そのうちそれぞれ、24%が

緊急度1と3で あり、36.6%が 緊急度2で あ

る。約360万haに なる緊急度1の 土地 は、

1960年度においては整備済地は27万haで あっ

た。そのうち4万5千haが 迅速集団化手続 き

によるものであった。整備内容の向上とあら

ゆる迅速化の可能性とが高い優先性を取得 し

ていた。農村開発事業は自らの出番であるこ

とを感 じていた。 しかし、そこにはそれに対

応できるだけの専門教育を受けた人的準備が

欠けていた。従って相対的に長い研修期間は、

州や連邦の側からもそうであったが、長期的

に確保された活動の承認を要求することとな

った。農地整備官庁の高権的義務に属しない

全ての任務は可能な限り、適切な事務所 〔会

社〕によって履行されるべきことが直ぐに明

らかにされた。か くして農地整備官庁の感 じ

取れる負担の軽減または土地供給の向上だけ

が達成された。

個別作業の委託は一般的には適当ではない。

というのは二重作業が多 くなりすぎるか らで

ある。

これ らの前提要件が明 らかにされた後に迅

速集団化手続への当会社の導入が強力に開始

された。その際、特に旧西 ドイツの南部の州

では、重点地区が形成されており、そこは、

現物分割慣行により農地整備の需要が最も高

いところであった。図表Cが 迅速集団化手続

の全圃場整備手続きに対する関係を、長期間

にわたって示している。それは、1960年 代に

対 して、手続きにおいて後退傾向を示 してい

るが、面積部分でみるといったん下落 した後

に再び上昇 し、当初の最高値を若干上回って
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いる。この手続方法が明らかに迅速化を意味

しているということは、図表Dか ら読み取る

ことができる。つまり、年々の保有地移動が

係属手続きの割合を超えているのである。こ

こでは価格も安定している。1994年 の数字が

小 さいのは、後日その調整がなされるであろ

う特別な事情を意味 しているということを申

し上げてお く。

図表Eは 、適切な官署によって実施された

迅速集団化手続の高い割合を示 している。残

念なが ら1984年の統計がこの表では欠けてい

る。公益的農村開発会社の連邦連合会の統計

とこの時点で連邦次元で存在 して活動 してい

た公益的農村開発会社の実態とを考慮にいれ

ると、1985年 までは、殆どすべての迅速集団

化手続が公益的農村開発会社によって行われ

ていた。1900年 の数字は迅速集団化手続につ

いて官庁自身による強力な実施を推測させる

ものがある。旧西 ドイツでは、特にバーデン

・ヴュルテ ンベルク、ラインラントファルツ

およびザ―ルラン トでは、この任務の処理に

あたっては、この会社が決定的に協力してき

たのである。

業務の引受は、ある業務契約の枠内におい

てなされる。そこでは、特に作業給付の節目

が明確に規定され、構成されており、その履

行はタイムスケジュ―ルにおいて規制されて

いる。報酬は所定の形式(面 積+参 加者)×

要素(現 在では現物分割慣行の地域ではほぼ

740)に 従ってなされる。この要素は、人的

・物的費用に応 じて年々発展 してきている。

終了部分につて分割払いがなされる。

農地整備法99条1項 は、補償は、出来る限

り関与者との合意によって決定されるものと

すると定めている。この法律の定めは土地整

理手段の処理に特別な利益を与えている。と

いうのは、これによって参加者と計画担当者

とがパー トナ―として同格になるか らである。

この形式は通常農地整備手続 きの実施に際 し

て、実務では適用されていない。これを多 く

の土地所有者は-心 理的な理解として-

後見的なものと感 じている。このような事情

は、参加者による農地整備の原則的拒否 とい

う形をとって現れている。今日では、計画に

ついての合意は、すべての種類の農地整備手

続において適用され、異議訴訟の明 らかな減

少となって現れている。

農地整備法97条 によれば、41条 による景観

育成的随伴計画は迅速集団化手続においては

作成されないことになっている。 しか し、私

は、これはもはや景観育成、環境保護、自然

保護についての認識および要求にはそぐわな

いものと考えている。特に西南 ドイツの州に

おいては、実例を通 じて、如何に迅速手段化

手続が単に農業構造的改善のみならず、一般

的インフラス トラクチャーの改善を望ましい

形で達成 しうるかを示 しているからである。

景観育成的随伴計画の作成なしには、成果は

決 して大 きなものとならないであろう。 もち

ろん他の計画と圃場整備のそれとの緊密なか
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み合わせと結合が必要である。とにかく迅速

集団化手続は、特に環境浄化的で、迅速実施

の可能な、費用の嵩まない手続として真価を

発揮 しているのである。 これに応 じてこの手

続には、一般的に高い意義が認められなけれ

ばならない。

5.4.任 意の土地交換

農地整備法103条cか ら103条iに 基づ く

任意の土地交換は、農業構造の改善のための

迅速で簡易な手続きを意味 している。それは

休耕、粗放化、自然保護、景観育成の支援の

ためにも実施され うる。価値調査は実施され

ない。任意の土地交換における施策費用と援

助者報酬は、各州が農業構造と沿岸保護とい

う共通課題の枠内において引き受ける手続き

費用の計算は、(2TP+TB)×(300-0.2×

(2TP+TB)+700と いう公式による。その際

TPと は交換のパー トナ―、TBは 交換の対

象地である。土地交換のために用いられる手

数料はわずかである。その結果作業は合理的

になされる。残念なが ら充分な審議のために

必要な時間がしば しば欠落 している。

公的統計は図表Fに 示されているが、当会

社の寄与については何 も明 らかにしていない。

従って私は図表Gに 公益農村開発会社の連邦

連合会の統計を掲げておいた。双方の図表は

条件付きで比較可能である。 ここで も農村開

発会社は、この措置の実施につ き大きな割合

を占めている。

5.4.1.任 意の土地交換の準備

任意の土地交換に際しての援助者報酬は出

来高に応 じて支払われる。従 ってこの手続の

ための作業は、一定の経済的リスクを意味し

ている。長い間の圧力のあと立法者は将来的

に不安定と不透明を含んでいる手続において、

援助者に準備依託をする決心をした。その場

合には概算で3,500DMの 報酬が与えられ るこ

ととした。図表HとGの 価値を比較するなら

ば、この事前審査が適用されている州では、

その割合が相当的に高いし、需要も単純に特

徴的である。

5.5.農 地整備法86条 による手続きにおけ

る適切な官署の利用は法律上考慮され

ていない。

1994年8月23日 に農地整備法の改正が公布

された。その際86条は広範な変更と補充を受

けた。簡易な農地整備手続は効率化を図るた

めに特に手続期間が短縮され、その規模 も限

定された。さらに会社の生態学的方向が、一

般的には公的行政の減量への強制、農業にお

ける急激な構造変化の発生を含む農村空間に

おける崩壊状況がその枠組みを形成 していた。

我々の見解によれば86条の手続 きの簡易化

においては、適切な官署の利用は99条2項 の

準用の中に入口を発見 したということはひと

つの欠陥である。2、3の 州における農地整

備官庁の職員は明らかに減少している。必要

な土地整理施策はもはや速やかには導入され
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ないし作業 もなされえない。問題や土地利用

の衝突を除去するための大変有力な手段は部

分的に休耕地を残すことになり、農村空間の

発展の必要的改善にとっては損失である。

5.6-農 業適応法による協働の可能性

農業適応法は53条4項 などにより公益的な

農村開発会に高権的権限を与えることにより、

所有関係の新秩序の確認のための手続を実施

することを可能にしている。その例外 となる

のは、一・時利用地の指定、交換施策における

施行命令、土地備蓄手続きにおける施行命令

ならびに公簿の更正である。

公益的農村開発会社の連邦連合会ならびに

旧西 ドイツの姉妹会社は、新州に設立された

農村開発会社を直ちに職員の研修において支

援した。 というのは、専門知識が完全に欠け

ていたからである。ここではしか し新州は全

く著 しく熱狂的であり、会社に対 して、職員

の、新州の官庁 との協同の研修を可能にした

のである。この形式は将来の建設的協同作業

のための礎石を置いたのである。連邦連合会

は、新州の設立された会社に、特に手続期間

と報酬が詳細に扱われていた請負契約の締結

を推薦 した。旧西 ドイツにおける取扱に応 じ

て、かつ依頼者のために、土地整理施策の給

付のための確定価格と分割払いについての合

意が直価を発揮 している。報酬の公式はその

後次のようになった。(手 続き面積ha+参 加

者数)×(基 本要素+特 別料金)×1.3x

0.65)基 本要素 としては旧西 ドイツにおける

経験的価値に依拠 して750そ して価値調査の

困難さに対して特別加算額として15点が推薦

されている。価値 「1、3」 は、我々の見解

によれば諸証明の必要の際に、しばしば存在

する古くて正確でない土地台帳と登記簿のゆ

えに、著 しく広範で困難な手続作業を含んで

いる。0.65の数値は新州における低い賃金水

準を示している。公式を伴 って提案されてい

る契約書は、原則 として通用する。そこでは

通常、困難な価値調査と手続作業のための特

別加算額は多 くの場合に採用されていない。

基本要素も部分的には結論として減少 してい

る。会社はこの種の経済的実施について問題

を有 している。

5.6.1.任 意の土地交換

農業適応法において特別優先権を有する任

意の土地交換は、分かりやすい理由から本来

その処理において問題があると評されていた。

この間にその想定が確認された。図表Gに そ

の実績を示してある。それによれば、新州に

おいては実施済の施策の数は相対的に少なく

なっている。

5.6.2.土 地整理施策の実施

特にメックレンブルク・フォアポメル ンに

おいては、そこの農村開発会社は、極めて早

期から大変に広範囲にわたって土地整理施策

に取り組んできた。これが、公的測地官署と

しての承認をもたらした。それは、新州にお

けるこの種の最初の手続きの完了を成功裏に
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達成 した。この間に経験と活力とが成長 した。

この事業体は1994年の終わりには、農村開発

会社が新州において導入 した32の手続のうち、

26だけを処理 した。 しか し、我々は他の新州

でも同様に農村開発会社の導入が強力になさ

れていることを確認している。

5.6.3.土 地所有権と建物所有権の統合

新州における土地所有権と建物所有権の統

合が所有権規制に特別な機能を持たせている。

旧 ドイツ民主共和国においては、土地所有権

から独立 した持ち家、その他の居住建物、経

営建物、施設および植物の特別所有権を創設

していた。他人の土地の利用の基礎は、物権

または法定の利用権であった。 これ以上に建

物所有を目的とする土地が国家官署の承認に

よって所有権関係の解明もなしに要求されて

いたのである。このことか ら、独 自の建物所

有権についての様々な事例グル―プが生じて

いる。土地の統合の問題は従って緊急に解決

されなければならないのである。 この問題の

解決のためには任意の土地交換や私法的規制

も可能であるが、評価を巡る対立的意見のた

めに、利害関係人の間にますます著 しい相違

が生 じている。従って、大抵の手続きは、官

庁の指導のもとで処理されなければならない。

1994年 の終わ りには、圃場整備官庁には、

860件 の手続きが係属 していが、そのうち、

318件 が農村開発会社に係属 していた。その

配分割合は各州によって様々である(表1参

照)。

もちろん、農村開発会社は、様々な土地整

理施策の実施の際にその時々に適用される価

値調査基準を有 している。

6.革 新的計画および施策の実験と開始

数十年以上に渡って継続 した農村空間の発

展における協力関係において、農村開発会社

は、利害衝突の解消または必要となった施策

の施行のための革新的解決策をそのネットワ

ーク的活動をも考慮 して発展させ、実験する

ことを繰 り返 し喚起させられたのである。こ

れに対 して、一定の熟練度に従って、専門ネ

ットワーク的でかつ包括的な活動を もはや必

要としない作業領域か らは撤退 しているので

ある。農村開発会社によるパイロット事業と

いう建設的な随伴事業は、もちろん各州また

は連邦 との緊密な結合により優遇を受けてい

る。このような役割の理解は将来においては

さらに強化されるであろう。というのは、農

村開発会社は、最近では従来よりも強化され、

公的サービス事業 として理解されているから

である。

7・ 総括と展望

農村開発会社は、農村空間の維持と発展の

ための州と連邦の政策の機関である。従 って、

この会社は、州 と連邦の政策によって決定 さ

れた構造改善のための諸目標を支援 し、実行

に移すべき立場にある。その組織構造から、

この会社は官庁よりも動 きやすいのである。
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というのは、官署の計画と結合 した固定的予

算に縛 られていないか らである。この会社は、

現場において、ヨーロッパ連合、連邦および

各州の構造助成施策をネットワーク化するの

である。その管轄権と行政の限界を超えた管

轄権限が、現存の地域に独特の能力を考慮 し

た ト―タルとしての構造的発展に寄与 しうる

効果的な作業のため前提要件である。農業セ

クタ―、農村空間および町村発展のための構

造プログラムの実施についての調整が重点施

策と見られている。殆どの各発展可能性のた

めの共通項は、土地である。

農村開発事業は、かつては ドイツにおいて

農村空間における新 しくかつ変化する課題の

効果的な解決に十分に適応 しうる能力を、専

門官庁による専門的観点からの支援の際に、

証明 して来た。将来においては委託の量は、

純粋に高権的課題の処理のために官庁を 〔一

般の〕施策実施か ら解放するために、政策が

規制緩和を追求する場合には、増加するであ

ろう。

私は、農村開発会社の活動と効果を客観的

に述べることに、そして他方で、しか しなが

ら、もし公的監督を伴った私的活動 とこの手

段の方向付けへの、その同時的影響力の行使

が結合されうるならば、公的主体にとってい

かなるチャンスがこの手段 〔農村開発会社の

ような公社〕の利用において提供されている

か、について示すことに成功したことを希望

するものである。

カ ッセルにて、1996年3月

〔訳者注〕

原文に忠実に訳 しているため分か りにくい

点 もあると思われるが、その点については、

拙稿 「ドイツの農村開発公社」(「 現代経済

と法構造の変革』、三省堂、1997年)を も参

照 していただきたい。
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表A:公 益農村開発会社用地保有状況の変化(1994年,ha)

表B:農 地整備における用地創出
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表C:農 地整備法による手続(任 意の土地交換を除く)

年度末における係属手続

表D:占 有移転 一 農地整備法による手続

年度末における係属手続

表E:迅 速集団化手続

年度末における係属手続件数
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表F:農 地整備 に関す る年次報告1994年(旧 西 ドイ ツ)

所有権レベルでの任意の土地交換

表G:任 意 の土地 交換 の変 化1994年

(公益農村開発会社作成による)
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表H:公 益的農村開発会社の任意の土地交換の準備作業1994年

表1:農 業適応法による所有関係の確認 と新秩序のための手続

-新 州について 一

1994年度末 係属手続件数
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