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はじめに

以下に抄訳した三つの法律は、スイスの農

地に関する主要な法律である。中でも連邦農

民土地法は、従来多くの法令に分散していた

農地に関する規定を一個の法律にまとめあげ

た、包括的な特別法である。1991年に制定さ

れ、94年に施行されたこの法律は、その意味

で従来の法原則を変更するものではなく、む

しろ統一的な概念を導入し、構造政策、所有

政策、家族政策上の目標に農民土地法を明確

に方向付け、従来の法規制を体系化して見通

しのきくものとした点に意義があるとされて

いる。

この農民土地法を中心に、農業用益賃貸借

に関する連邦法、国土計画法のうち農民土地

法と関連する部分について、農業政策の展開

とも関係付けながら、以下若干の解説を試み

る。

Ⅰ.連邦農民土地法

1.背景一戦後農政の展開と第7次農業報告

書

戦後のスイス農業政策は、①他部門従事者

に匹敵する所得を農民に確保するための、生

産費用を補填する価格政策、②国民への食料

供給を確保するための生産助成、農業構造改

善のための投資助成、③国内生産の保護、を

中心に展開されてきた。このような政策とこ

れを支える1951年農業法、生産技術の発展に

より、農政の目標は達成され、他の国民層と

比肩可能な所得を農民は確保し、必要な量の

農産物自給が実現され、農村景観が農業を通

じて保持されている。ただし他面において高

い生産費用と、生産過剰、その帰結としての

外国農産物との価格差の増大、集約的生産と

環境負荷の増大といった問題が発生した。

このような背景の下で第7次農業報告書

(1992年)は、農政の新しい方向付けを打ち

出した。報告書は新農政導入を必要ならしめ

た情勢の変化を次のように捉えている。生産

過剰の下で特に戦後世代の国民にとって食料

確保や食糧安保の課題は重要なものではなく

なり、農業に対する国民の批判的関心は生産

費用増の現状、安全な農産物の供給、自然環

境への配慮、に向けられるようになった。ま

た他方でガット・ウルグアイラウンド、ヨー
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ロッパ統合といった経済の国際化の下で、価

格競争が激化している。こうした情勢変化か

ら、生産を上昇させないこと、生産費用を抑

えて競争力をつけること、環境に配慮して生

産すること、農業の多面的機能を発揮させる

こと、といった要請が農業ならびに農政に対

して向けられていることが認識されている。

これらの要請に対して、①価格政策と所得政

策の分離、②経済的刺激によるエコロジー的

関心の実現、③競争力向上のための国家的市

場介入の緩和、を基調とする農政改革が開始

された。

第7次農業報告書は、特に農業の多面的機

能を重視し、これを、食料供給、生活基盤と

しての自然の維持、農村景観の維持・保全、

農村地域における経済、社会、文化生活への

寄与、の四つの課題としてまとめている。

農用地に関する土地法の一般的な目的は、

夙に憲法によって与えられていた。すなわち

スイス憲法は、健全な農民階層と経営能力あ

る農業の維持のため、ならびに農民的土地保

有の確保のために必要な場合、法令によって

取引の自由と営業の自由を制約する権限を連

邦に付与する旨規定した農業条項第31の2条

を、1947年に導入している。この農業条項は、

その後第7次農業報告書がまとめた農業の多

面的機能の認識により補完され、1996年6月

9日の国民投票によって、上記の四つの課題

が憲法第31の8条に規定された。農民は市場

と環境に適合的な生産を通じて、これらの課

題を遂行することが憲法レベルで規定される

にいたったのである。

この四つの課題を充足する農業経営体の理

想像を、第7次農業報告書は、農民家族が資

金調達、経営管理、農作業に同時に従事する

家族経営においている。可能な限り多くの自

立した家族経営を存立させ、土地所有権を広

範に分散させることはまた、地域での定住を

確保する社会政策上の目標にも適合するとし

ている。

連邦農民土地法は、このような政策の方向

性を、法の三つの目的として明記している

(第1条1項)。第一に、農民土地所有権の

助成、すなわち家族経営の維持であり、第二

に農場および農業用地片取得に際する自作者

の地位の強化、第三に農用地の価格の適正化

である。

2.法の主要政策目的-構造政策と所有政策

本法の主要な政策目的は、所有政策と、構

造政策である。法は農場と農業用地片を区別

して規制しており、農場が主として所有政策

に関わる規制対象であるのに対し、農業用地

片は主として構造政策に関わる対象となって

いる。

まず本法は、農場と農業用地片の取得に際

して自作者を優遇することにより、農場と農

業用地片を主として投資目的、投機目的で取

得しようとする者を市場から排除する、所有

政策上の目的を置いている。これに寄与する
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規定としては、農場に対する指定請求権と先

買権に関する規定、取得制限ならびに譲渡制

限に関する規定がある。すなわち農場の所有

権移転に際しては、自から耕作し、経営する

農民が優先権を行使できるよう規制されてい

る。親族内部での移転の場合、自作する意思

と能力のある者は、先買権を行使でき、また

農場を一括して相続することができる。これ

らの権利は、収益価格での評価という価格上

の優遇と結びついている。親族外への譲渡に

当たっては、これを行政の許可にかからしめ

ているが、その許可要件も、自から耕作する

意思と能力を有することである。この場合に

は価格は取引価格となる。なおスイスにおけ

る経営面積の90%の土地が自然人の所有であ

り、ゲマインデやカントンの所有が6%、法

人所有は3%にとどまる。

これに対して、農業用地片の譲渡の規制に

関しては、立法者は構造改善の目的を重視し

ており、農場の自作者とならんで、農場を賃

貸する所有権者にも優先権を与えることによ

って、既存経営の規模拡大を帰結させること

を規制の一つの狙いとしている。農場と農業

用地片の最小規模規定、農業用地片に対する

指定講求権と先買権の諸規定も構造政策に寄

与する。

こうした、農民の土地所有権の確保および

構造改善ための措置を通じた成果を固定すべ

く、法は農場の現物分割の禁止と、農業用地

片の細分化禁止を規定している。また土地取

引における需要サイドでの制限は、農場価格

の安定化をもう一つの狙いとしている。

3.一般規定

(1)適用領域

一般法に従えば、土地の分配は自由市場に

おいて価格を通じて規制される。しかしスイ

スにおいては土地は稀少資源であり、一般法

による市場の分配に任せている限り農業は土

地を手に入れることができない。そこで土地

分配への国家介入としての特別法たる連邦農

民土地法が一般法から別個に制定された。こ

の特別法は法治国家上の要請から、一般法か

らの区別(適用領域)を明確に規定し、一般

法との体系的整合性を保持しなければならな

い。

農民土地法が規制の対象とする土地は、①

土地の内容に即しては、農業上または園芸上

の利用に適している土地であり、特に牧草地

や耕地、ぶどう栽培地、農場に属する森林地

だが、農業用建物が建っている土地もこれに

含まれる(10ア―ル未満のぶどう栽培地、25

ア―ル未満のその他の農用地は対象外)。ま

た農業用、非農業用に区別できない混合利用

地も規制対象となる。さらに入会集団、アル

プ共同体、森林組合等の所有地である入会地、

アルプ、森林、放牧地に対する持ち分権およ

び利用権も規制対象となる。②区域に即して

は、国土利用計画法の規制との整合性が図ら

れている。本法の適用領域は、国土計画法第
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15条の建設ゾ―ンの外部にある土地である。

すなわち農業ゾーン内、農業利用が許されて

いる保護ゾーン内の土地である。

(2)「農場」の概念

既述のように本法では、農場と農業用地片

が区別されている。法第7条1項における農

場の概念規定の基準となっているのは、経営

に必要な投下労働力の規模である。420労働

日を要する経営が7条1項の一農民家族に照

応する。その二分の一は、210労働日または

2,100労働時間である。連邦法による保護を

受けるには、経営はこの要件を満たしていな

ければならない。

(3)「自作者」の概念

およそ農場や農業用地片を取得できるのは、

法第9条の「自作者」に限定されている。そ

の意味でこの概念は、本法の中心概念の一つ

ということができる。「農場を自身で主宰す

る」というのは、例えば植栽計画や飼育プロ

グラムにしたがった投資決定を自ら行い、経

済的なリスクを負い、外部に対して主宰者と

して経営を代表することである。したがって

農場の所有権者として農場で働きリスクも負

うが、知識や決定力の欠如により経営主宰に

結合する決定を他者に任せている場合などは、

その者は自作者とはみなされない。また経営

に居所を置いていることも不可欠の要件であ

る。「農用地を自ら耕作する」というのは、

経営主宰のみならず、自ら耕転、種蒔き、栽

培管理、収穫、飼育(含:畜舎での仕事)と

いった労働に従事することである。労働時間

との関係では、労働日210日を下限とする小

経営では、経営主宰者とその家族による全労

働によって経営されることが、自作とみなさ

れる。400労働日をこえる専業農家では、経

営主宰者とその家族が経営の労働力の大部分

をカバーしていることが、自作の要件となる。

自作者の概念の背後には、農場は一人の自

然人、通常は一農家によって経営管理される

ものという観念があるが、法律は農場や農用

地の所有権者から法人を排除することを規定

しているわけではない(法第4条2項)。例

えば株式会社の場合には、過半出資者が農場

で働き自作者の要件を満たせば、法人は自作

者となれる。

草案段階における自作者の定義によれば、

農業から所得を得ることを目的として農場や

農地で自ら働く者が自作者であり、その意味

で趣味農家は自作者からはずされていたが、

それでは農民土地法は農家の排他的身分法に

なってしまい、農業に対する一般的理解がえ

られなくなること、またホビー農業は痩せた

土地においてエコロジ-上も重要な機能を果

たしていることに鑑み、自作に加えることに

なった。

法第9条の旧規定では、これを狭く解釈す

ると、自作者であるためには、農場を有して

いることが前提となる。とすれば農地の購入

者は購入後、法7条に定義されている農場を

経営することができなければ許可を得られな
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い。この解釈ではまだ農地を持っていない者

が農地を購入することが困難となるばかりか、

既に農地を所有している者で、取得後農場を

形成することなく農地を追加取得しようとす

る者も許可を得られなくなる。趣味農家も自

作者にいれたこと、また農場としての要件を

満たさない経営体が経営している農地面積は

せいぜい10%であること、売却された農地は

通常の場合、先買権をもつ小作人によって小

作されていた農地であり、この小作人が先買

権を行使しない場合にのみ他者が購入できる

こと等の理由から、農場を形成しない農地購

入も許されると解されることになった。

しかし購入者は、土地に係る全ての労働を

自ら行う義務を負う。また農用地の場合も、

農場と同様、近隣に居所を持つことが自作の

要件となる。1998年の改正でこの解釈が条文

に反映された。

(4)農場の経営状態に関する概念

農民土地法、用益貸賃借法における構造政

策関連規定では、構造措置の基準となる農場

の経営状態に関する特定の概念が用いられて

いる。「良好な経営基盤を提供する農場」と

「平均以上に良好な経営基盤を提供する農

場」概念である。両概念は、経営者に関連し

て主観的に理解されるものではなく、一般農

業令に規定されている他産業従事者と同等の

賃金計算を基準として客観的に定義されてい

る。農場が1.5から2労働力の同等所得を上

げることができる場合、その経営基盤は「良

好」である。2.5から3労働力の同等所得を

確保できる農場の経営基盤は、平均以上に良

好である。もっともこの概念は法によって定

義されているわけではなく、用益賃貸借法の

立法理由書の中で定義づけられている。

4.私法上の規定

(1)相続分割における指定請求権(法第11

条以下)

自作者の要件を満たすすべての相続人は、

相続財産から農場を指定する請求権をもつ。

この場合農場の価格の算定は優遇され、収益

価格による算定となる。相続人のうちに自作

者がいない場合、または自作者が請求権を放

棄する場合にのみ、遺留分によって保護され

る相続人が指定を要求できる。この場合には

取引価格での算定となる。

構造政策上の理由から、相続人が既に平均

以上に良好な経営基盤を提供する農場の所有

者である場合、指定は請求できない。

農場が分割されても、二以上の農場が残り、

それだけで一農民家族に良好な経営基盤を提

供する農場を確保できる場合、農場の分割は

許される。

農業用地片に対する指定は、指定によって

既存の農場の拡大となる場合に請求できる。

(2)契約自由の制限による自作の確保(法

23条以下)

自作者の農地所有権取得に対する法の優遇

は、長期にわたる自作の継統を自作者に要請
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している。相続によって農場を引き受けた自

作者は、10年間共同相続人の同意なくして農

場を譲渡することはできない。この者が10年

以内に自作を放棄した場合、自作者の要件を

満たすすべての共同相続人は、農場の買取権

を持つ。また相続に際する指定請求権に照応

するのが、譲渡に際する親族の先買権であり、

いかなる種類の譲渡に対しても親族は先買権

を行使できる。法定最短用益賃貸借期間を経

過している場合、賃借人にも先買権が認めら

れる。ただしこれは親族の先買権に劣位し、

家族内での譲渡に際しては行使することがで

きない。

(3)利得請求

相続および買取権、先買権の行使によって

自作者は、農場を収益価格、また地片を収益

価格の二倍額という、優遇された価格で引き

受けている。この引き受け価格と、これより

高い譲渡価格の差額が利得であり、これを調

整するため、相続と買取権行使の場合には共

同相続人に、先買権行使の場合には、譲渡人

に、利得請求が認められている。

5.公法上の規定

農民の土地所有権の保護と、構造改善のた

めの以上の施策は、その成果を固定する施策

を伴わなければ有効ではない。そこで公法上

の規制として、農場の分割と農業用地片の細

分化の禁止、および取得規制が設けられてい

る。

(1)分割禁止と細分化禁止(第58条)

農場から個々の地片あるいは地片部分が切

り放されてはならない(分割禁止)。農業用

地片は、25アール未満の地片に分けられては

ならない(細分化禁止)。ぶどう栽培地の場

合の下限面積は10アール。カントンはこれよ

り大きい下限面積を定めることができる。ま

た農場と農業用地片は、12分の1より小さい

持ち分権に分割されてはならない。

この規定により、農場に属する個々の地片

および地片部分の譲渡は、例外事項と例外と

して承認される事項を除いて、禁止される。

(2)取得規制(第61条以下)

家族内での農業土地所有権の移転に関して、

私法上の規定が詳細に規制しているのに対し、

家族外部での、市場における移転に関しては、

公法上の許可手続が導入されている。農場ま

たは農業用地片を取得する場合には許可を要

し、拒否事由が存在しない場合にのみ許可が

与えられる。取得とは、所有権の移転と経済

的にそれと同等の法律行為を言う。

許可が拒否されるのは、①取得者が自作者

でない場合、②法外な価格が合意された場合、

③取得者が、既に一農民家族の平均以上に良

好な経営基盤にとって必要な面積以上の農業

用地片を利用している場合、④取得される地

片が、地方の通念上、取得者の農場経営範囲

の外にある場合。

このうち③の拒否事由は1998年の改正によ

って削除された(後述)。②の地価について
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基準とされるのは収益価格ではなく、取引価

格である。分割および細分化禁止、または取

得に関する規定に違反する法律行為は無効で

ある(法70条)。

スイスでは農場や農業用地片の全所有者交

代の80%は、家族内での所有者交代であり、

自由市場で行われる許可が必要な取引は、残

り20%だけである。

6.債務超過防止のための措置(第73条以

下)

農家の債務超過防止の手段として、担保権

設定による負担の限度額が収益価格の135%

と定められており、農民の農地所有権確保に

寄与している。もっともこれだけでは農家の

債務超過を防止することはできない。小口金

融等無担保の貸付を法によって遮ることはで

きないからである。そこで法は、農家に、公

法上の団体や、連邦によって承認された団体

等の有担保資金の利用を促し、また農家を過

度の負債から保護するために、一定の要件の

下でこれらの団体による負担限度額を超える

担保権の設定を許している。要件は、貸付金

が、農地や農業施設、機械への投資のために

使用されることと、債務者にとって負担し得

ない債務をもたらさないことである。

7.農政改革と1998年の改正

本法は、1992年に始まる農政改革の文脈の

中で、1998年6月に一部改正された。農政改

革は、農業の競争力を強化し、持続的な土地

経営を志向する経営能力のある農業を目指し

ている。この目標を実現するため、農民土地

法、用益賃貸借法においても構造政策上の諸

措置が緩和された。これにより既に進行しつ

つある農業における構造変化と集中化を促進

し、また農民により多くの経営上の自由を与

えることが意図されている。

(1)「農場」(第8条b項)と「自作者」

概念(第9条)に関する改正

その規模に関わらず不利な経営構造から、

もはや維持するに価しない農場は、法的に農

場とはみなされず、農業用地片の規定が適用

され、現物分割禁止の適用から外され、また

農場の一体的引受に関する私法上の規制から

も外されることになった。例えば農場が分散

した小地片によって構成されており、かつ土

地の集積や交換が当面なされないような場合、

あるいは建物が目的適合的でなく、かつ改築

等が経営にとって負担不能の場合などがこれ

に当たる。農場が維持するに価するか否かの

決定は、本法の許可官庁(第90条b号)が行

う。「自作者」概念の変更については、既述

の通りである。

(2)現物分割と細分化禁止の例外の許可事

由に関する改正(第60条)

現物分割と細分化禁止には従来から例外が

認められていたが、新しい許可事由が付け加

えられ、例外のカタログが拡大された。

まず従来等価の地片の交換だけが許されて
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いたのに対し、不等価の地片であって差額を

支払わねばならない場合もその交換が許され

ることになった。しかしこのような交換によ

る構造改善は、交換される地片が、交換に参

加する、少なくとも一つの農場の経営にとっ

てより条件がよいか、より適しているという

要件を満たす必要がある。

従来用益賃借人による、独立永続建築権

(民法典第779条3項)の設定は現物分割の

禁止、細分化禁止の対象とされていた。しか

し1998年4月に制定された農業法第106条は、

農場の用益賃借人が賃借地に建築権を設定す

る場合、居住用、経営用建物の新築、改築、

修繕のために投資貸付金(連邦資金)を利用

できる旨規定している。そこでこの権利の設

定が、例外事項として認められる必要が生じ

た。

次に農民家族の家計基盤が著しく悪化して

おり、かつ地片または地片部分の売却によっ

て強制執行が回避されうる場合が、例外事項

に追加された。これにより農家は強制執行手

続より早い段階で、したがってより有利な条

件で地片を売却することが可能となり、これ

によって農家は、経営あるいは住居に止まる

可能性を得ることになる。

本法の最も重要な改正点は、第60条2項で

ある。農民家族に良好な生活基盤を提供する

農場は分割譲渡が許されず、一体として維持

されねばならない、という現物分割の禁止に

際する従来の原則が、この改正によって放棄

された。農民家族に良好な生活基盤を提供す

る農場であっても、農場を自作のために引き

受ける意思をもっ者が親族の中にいない場合

であって、他の農場の構造的改善に寄与する

場合には、農場の一部分の譲渡が許されるこ

ととなった。

(3)農地取得制限に関する改正

農場や農業用地を取得しようとする者が、

既に農場にとって必要な面積以上の農業用地

片を利用している場合、この取得は従来許可

されなかった。しかし改正によって、この拒

否事由は削除された。したがって農場の規模

は、公法上の措置によって制限されることは

なくなったことになる。しかし平均以上に良

好な経営基盤を提供する農場の所有者は、指

定請求権、先買権を享受できない、という私

法上の規制は残された。これは立法者が、共

同相続人と譲渡人の利益を顧慮して、指定請

求権者と先買権者との利益調整を図ったこと

による。

また従来、農場または農業用地片が、強制

競売にかけられる場合、許可官庁が上限価格

を決定していた(第68条)。同条は改正によ

って削除され、強制競売における価格の統制

がなくなった。これに伴い、法外な価格が合

意された場合には、取得は許可されない原則

(第63条1項b号)との関連で、強制執行手

続における取得の場合には、この原則は適用

されない旨の規定(第63条2項)が追加され

た。
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これまで銀行が、担保権を設定した農場ま

たは農業用地片を強制執行手続において取得

することができたのは、法外に高い価格では

ない価格での公告にかかわらず、自作者から

の購入の申し込みがない場合(第64条1項f

号)であった。しかし強制競売での価格の限

定がなくなった結果、新たにg号が追加され

た。

Ⅱ.農業用益賃貸借に関する連邦法

農業用益賃貸借に関する連邦法は、それま

で農業用益賃貸借に関する一般的規定をおい

ていた債務法と、農業用益賃貸借契約の期間

と終了を規制していた、農家資産の維持に関

する1951年連邦法、ならびに農業用益賃借料

の統制に関する1960年連邦法の三つの法律を

一本化して、1985年に制定された。

1.背景

1970年代における農業の機械化の進行等に

より、農業生産力が向上し、借地需要が高ま

った。他方他の経済部門、公共事業の用地需

要、宅地需要も増大した結果、借地需要を満

たす農地は不足した。全農地(森林、夏季放

牧地を除く)に占める借地の割合は、1950年

代半ばでは約30%に止まっていたと推定され

るのに対して、1975年の統計では41%に増加

している。しかし経営体数でいうと、86%の

農家が農地を所有していたので、借地だけで

経営を行っていた農家は約13%に止まる。し

かも、借地だけで経営している農家の農地面

積の、全借地面積に対する比率は、1955年に

55%であったのが、75年には39%と減少して

いる。大部分の農民が以前同様自有地で経営

を営んでいたのであり、また今回でも基本的

にこの形態は変わっていない。農家の規模拡

大は、主として農業用地片の小作を通じて進

行してきたのである。小作地に対する需要は、

農政上の施策によっても促された。牛乳の生

産量割り当てに際しては、経営面積が、個別

割当量の算定にも、ヘクタール当たりの生産

量の上限設定にも重要な意味を持った。また

価格支持政策は、借地需要の増大に寄与し、

値上がりする小作料の支払い能力を高めた。

夙に1971年、72年の法改正で、賃借人保護

の必要が認識され、解約保護と小作料統制が

改善されたが、以上のような貸し手市場の状

況が形成される中で、これらの規定は不充分

なものとなり、①契約期間の長期化、賃借人

に対する解約保護、②一農場を細分して賃貸

することに対する規制と、農業用地片の追加

的賃借に対する規制、③賃料の適切な算定、

④効果的な賃料統制、を中心に、新たな改正

が行われ、農業用益賃貸借に関する連邦法が

制定されるに至った。

2.賃借人保護規定

農家資産の維持に関する連邦法は、71/72

年の改正で、最短用益賃貸借期間を3年から
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6年に延ばしたものの、用益賃貸借契約の黙

示の継続の場合、最短賃貸借期間を従来どお

り3年としたこと、また賃借人が解約告知さ

れた揚含、賃借人の方で解約が過酷であるこ

とを立証しなければ期間の延長ができなかっ

たことから、この改正はなお充分ではなく、

多くの場合賃借人が投下した資本を契約終了

までに償却するのは困難な状態であった。

そこで本法では、初回の最短賃貸借期間を

農場につき9年、地片につき6年とし、継続

の際の最低期間を農場と地片の双方につき6

年とした(第8条)。また最低期間の長期化

にあわせて、賃借料、その他の契約規定を事

情変更に適合させる権利を両当事者に与えた

(第4節)。

また解約告知期間を1年とし、書面による

告知のみを有効とした(第16条)。

さらに裁判官による期間延長の場合の立証

責任が転換された。賃貸人が解約告知をし、

賃借人が裁判官に用益賃貸借の延長を訴えた

場合、賃貸人の側で、用益賃貸借の継続が自

身に要求し得ないこと、または正当化されな

いことを立証しないかぎり、賃貸借は裁判官

によって延長される(第26,27条)。

3.構造政策上の規定

(1)細分用益賃貸の規制

1970年当時から問題として認識されていた

ことであるが、農場を賃貸しようとする所有

者は、農場を一経営体として一括して賃貸す

るのではなく、個々の農地を複数の賃借人に

用益賃貸し、居住建物を自分で使用し、経営

建物を非農業目的で使用賃貸しようとする誘

惑にかられる。多くの場合その方が、一括し

て賃貸するより多くの賃料収入となるからで

ある。しかし70年当時には、この細分賃貨へ

の対策は講じられなかった。経営体としての

存続能力をもっている農場の細分的賃貸を制

限することは、賃借人保護のための重要な措

置と認識された。他方この措置を通じて農場

を一体として維持することは、中小農家経営

の規模拡大の要請、換言すれば効率のよい農

業の促進という課題と矛盾することになる。

この部分的に対立する利益の一方を、他方

の利益の負担において保護するというのでは

なく、むしろ構造上健全な、将来にわたって

も存続能力のある農場が消滅することを阯

するという観点から、本法は、農場の細分的

賃貸を許可にかからしめた(第30条)。一農

民家族に良好な農業経営基盤を提供している

農場が、細分用益賃貸によって、自立した経

済単位を崩したり、また良好な農業経営基盤

にとって充分でない規模にまで縮小される場

合、特定の許可事由がない限り許可は与えら

れない(第31条)。法案作成を準備した専門

家委員会の草案では、夫婦と就学児童2人

の家族の生計を賄うのに精一杯の、いわば

「可」評価ausreichendの農場についても

許可の対象とされていた。しかしこのような

農場まで細分賃貸から保護すれば、労働と資

44



本の合理的な投入という観点からするとなお

規模が小さすぎる経営の数が多い中で、これ

らの農場が規模拡大を遂げることを妨げるこ

とになり、農業政策上の目標である「経営能

力ある家族経営」(第5次農業報告書)の育

成と矛盾する、と判断された。農業用益賃貸

借においては、可能な限り多くの農場を維持

するという所有政策よりも、可能な限り健全

で経営能力のある農場を維持するという構造

政策上の課題が優先されたのである。

(2)追加用益賃借の規制

追加用益賃借という概念は、経営用益賃借

とともに経営経済学上の概念である。法律に

は前者だけが登場する。経営用益賃借が、農

場全体の賃借を意味するのに対し、追加用益

賃借は、農場の経営者が(所有者であれ、経

営用益賃借人であれ)、その経営を拡大する

ために、第三者から地片、あるいはもう一個

の農場を用益賃借することを意味する。

追加用益賃借に対する規制も、構造政策上

の性格を有している。経営から遠く離れた地

片の、経済上あまり意味のない追加用益賃借

や、賃借人が既に経営管理する地片が、農民

家族に平均以上に良好な経営基盤を提供して

いる場合の、農場または地片の追加用益賃借

に対しては、所轄官庁に異議を申し立てる権

利が規定された。この異議を申し立てること

ができるのは、保護に値する利益を有する者

と、カントンによって指定された官庁である。

4.賃借料統制

賃借料については、農業用益賃借料の統制

に関する連邦法に基づき、従来からその統制

が行われていた。既述のように農業用益賃貸

借では、需要過剰の状況が形成されており、

賃借料を自由市場に委ねられなかったからで

ある。この法律による統制は、農場と地片の

双方につき、賃借料を許可にかからしめてい

た。しかし地片にっいての規制は実効性をも

たず、死文と化していた。一方で追加賃借は

経営の上で有利だが、他方賃借地が供給不足

であるという状況の中で、賃借人は解約告知

されることを恐れ、許可される賃借料より高

い賃料を支払ったのである。そこで実効性を

もちまた運用の上で簡便な規制方法が求めら

れていた。

本法は、農場の賃借料につき従来どおり許

可義務を課した(第42条)。個別地片とは違

って農場全体の賃借は、すぐに世間の知ると

ころとなり、官庁に隠せないと判断されたか

らである。またその数も相対的に少ない。旧

法では賃貸人と賃借人の双方に許可を義務付

けていたが、実際にはどちらも許可をとらな

いという結果がしばしば生じた。新法では、

賃貸人に対して一定期間内に許可を得ること

を義務付け、賃貸人がこれを怠った場合には、

賃借人がいつでも賃借料の許否について官庁

に確認を求めることができ(第49条)、さら

に官庁自身が賃貸人の惚怠を知った場合、直

ちに許可手続を開始することが規定された。
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これに対して地片の賃借料については、許

可手続に代えて、高い賃借料に対する異議申

立手続が導入された(第43条)。異議を申し

立てることができるのはカントンの所轄官庁

だけである。しかし契約当事者は農場の場合

と同様、いつでも賃借料が許可されるか否か、

官庁に確認させることができる。

第45条は厳しい私法上のサンクションを課

している。同法によれば、官庁によって確定

された額を超える部分の賃借料は無効(部分

的無効)であり、賃借人は支払いすぎた分に

ついて返還を請求することができる。従来も

部分的無効の原則は存在したが、賃借人が訴

訟において支払いすぎた賃借料を返還請求で

きるかについては、不確かであった(連邦裁

判所は1980年の判決でこれを認めなかった)。

刑法上のサンクションがこの私法上のサンク

ションを補完している(第54～57条)。

5.賃借料の算定

収益価格は、以前から農民土地法制の基礎

を形成してきた。すなわち、自作者への農場

の不分割相続に際する農場の価格算定に際し

て、親族による先買権の行使に際して、負担

限度額の算定に際して、収益価格の原則が妥

当しているが、これは賃借料の算定の基礎と

もなっている。

本法でも、引き続き収益価格を基礎としな

がら、均衡のとれた賃料算定の規定を置いた。

従来賃借料は、収益価格の5.5%(目的適含

的に建築され、よく手入れされた建物がある

場合6%)と固定されていた。しかしこのよ

うに固定されていると、多様な事態に対処す

ることが困難となる。建築費が高騰すれば、

賃貸人は賃借料によって、保全義務、投資義

務を履行するのは困難となり、また抵当権の

利子が高くなれば、賃借料でやっと利子負担

をカバーするに止まることになる。そこで第

一抵当権の利子率の変動に応じて、これを基

礎に政府が収益価格の利回り率を決める仕組

みとし、また賃貸人の負担が賃借料に適切に

反映される算定方法が導入された(第37条以

下)。

6.農政改革と1998年の改正

本法は濃趾地法と同様、農政改革の背

景の中で、1998年に一部改正された。

(1)細分用益賃貸規制の緩和

連邦農民土地法の改正によって、現物分割

禁止の例外許可事項が拡大され、農場を自作

のために引き受ける意思をもつ者が親族の中

にいない場合であって、他の農場の構造的改

善に寄与する場合には、農場の一部分の譲渡

が許されることになった(農民土地法第60条

2項)が、これにあわせて、細分用益賃貸の

許可事項が拡大された。農民家族の農場が、

良好な農業経営基盤を提供している農場であ

っても、主として他の農場の構造的改善に寄

与し、農場を自作のために引き受ける意思を

もつ者が親族の中にいない揚含には、細分賃
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貸が許可されることになった(第31条2項g

号)。細分賃貸は、その後の現物分割の準備

段階であることが多く、したがって多くの場

合、細分賃貸は、農場を解消する最終的な決

定を意味する。そこで立法者は細分賃貸の決

定への配偶者の参加を重視し、配偶者の同意

を許可要件とした。

両法の改正によって、農民家族に良好な経

営基盤を提供する農場は、細分的用益賃貸も

分割譲渡も許されず、いかなる場合にも一体

として維持されねばならない、という現物分

割の禁止に関する従来の原則が放棄されるこ

とになった。

(2)追加用益賃貸借規制の緩和

賃借人の経営管理する地片が、農民家族に

平均以上に良好な農業経営基盤を提供してい

る場合、農場または地片の追加用益賃貸に対

する異議申し立てが規定されていたが、改正

によってこれが削除された(第33条1項)。

Ⅲ.農民土地法と用益賃貸借法の-部改正の

農業構造への影響

今回の両法律の一部改正が農業構造にいか

なる影響を及ぼすかについては、以下のよう

な予測がなされている。

農民土地法が地価の上限を定めており(第

63条1項b号、第66条)、また現在の地価水

準は、過去5年間の平均より低いものの、賃

借人が賃借農場ないし地片を購入するにはな

お高すぎる。今回の法改正により不利な経営

構造からもはや維持するに価しない農場にっ

いて、地片を分割譲渡することが許されるこ

とになった結果、ここからの地片供給が見込

まれ、地価水準を下げることが予想される。

他方農場を一括して賃借している経営用益賃

借人にとってこの改正は、不安要因となって

いる。農場所有者が農場を分割して地片ごと

に譲渡することが容易になった結果、将来も

経営用益賃借契約が継続されるか否か不確実

となったからである。法改正は、追加賃借人

に利益をもたらし、経営賃借人の不利益に働

くことになろう。

将来における農業の構造変化は、地片の売

買によってではなく追加用益賃貸によって生

じることがほぼ確実である。1965年当時小作

地が、農用地の32%であったのに対し、1985

年には37.5%となり、1990年には小作地の割

合は4割となった。今回自己所有地だけで経

営している農家はほとんどいない、という状

況である。改正による賃借人の地位の強化は、

この方向での構造変動の進行を促進すること

が予想される。賃借人は、収益価格を基礎と

して土地を利用できるのに対して、自作者が

土地を購入する場合には、取引価格にかかる

利子を払わねばならないからである。もっと

も賃借人のこの利益も実際には、賃借料の上

昇によって減じられることになるであろう。
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Ⅳ.国土計画法

1.沿革

国土計画法を準備したのは、農業サイドか

らの要請であった。既に1947年に憲法は、健

全な農民階層と経営能力ある農業の維持のた

め、ならびに農家資産の確保のために必要な

場合、法令によって取引の自由と営業の自由

を制約する権限を連邦政府に付与した。これ

を受けて制定された農家資産経持法儂民土

地法の前身)は、健全な農民階層と経営能力

ある農業の担い手としての農家資産を保護し、

土地利用を促進することを目標に掲げた。こ

こで留意されるべきは、この法律がいう土地

利用とは、土地を維持する利用であって、土

地を消費する利用ではないということである。

しかし農地の面としての維持は、この法律の

よき意図だけでは達成が難しく、60年代には

法改正によって農業ゾーン、中間ゾーン、建

設ゾーンの区別を導入する提案もなされたが、

これは挫折する。このようなゾーンシステム

の形成は、所有権保証の柔軟化、法の下の平

等からの逸脱を帰結させるので、上記の憲法

条項による基礎付けだけでは不充分とされた

からである。そこで1969年の憲法の一部改正

によって、国土計画条項(土地法の憲法秩

序)が採択され、ゾーン秩序の創出に必要な

憲法上の基礎が作られた。同条項は、カント

ンに、連邦法の基礎の上で、土地の冒的適合

的な利用と、秩序ある国土の開発に資する国

土計画の樹立を求めている。この憲法条項を

受けて、国土計画法が1979年に制定されるに

いたったのである。土地法の憲法秩序の実現

は、建物を建てることが許される区域と、許

されない区域を明確に分離して、充分な農用

地を維持し、合理的に建設ゾーンを画定する

ことによって開発に歯止めをかけることなく

しては達成され得ない、と認識された。

2.建設ゾーンと非建設ゾーンの区分

そこで国土計画法は、包括的な建設許可義

務を導入し、国土のゾーニングと、ゾ-ン毎

に国土計画の目的、原則にしたがって許容さ

れる土地利用を規定した。本法によりカント

ンとゲマインデは、指針計画と利用計画を策

定し、その中で建設ゾーンを、非建設ゾーン

から明確に区別しなければならない。建物や

施設は、それぞれのゾーンの利用目的に遭っ

たものだけがその設置を許される。そこで建

設ゾーン外での建設の可否の問題が、国土計

画の領域における主要な議論を形成してきた。

3.農業ゾーンにおける建築物のゾ-ン適合

性

農業ゾーンにおける建物や施設がゾーン適

合的か否かという問題は、目的に即して判断

される。法は、農業的利用と園芸に適し、ま

たは全体の利益において農業上利用されるべ

き土地を農業ゾーンとしている。

連邦裁判所の判例によれば、農業ゾーンに
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おいては、建物や施設の法の規定に即した利

用が、生産要素としての土地と不可分である

場合にのみ、その建物や施設のゾ-ン適合性

が認められる。農産物が土地と結合していな

い場合、農業的利用は存在しないと解されて

いるのである。例えば、農業ゾーンにおける

畜舎、納屋、格納庫、サイロといった建物は、

その場所において、土地の目的適合的経営管

理に直接必要な場合にのみ、ゾーン適合的で

あるとみなされる。畜産のための建物や施設

は、充分な飼料を自給する場合にのみ、また

園芸に際しては、経営建物やハウスが、土地

での耕作の補助手段にすぎない(例えば苗

床)場合にのみゾーン適合的と解されている。

また農業ゾ-ン内の住風こっいても、それが

土地利用型農業経営と不可分でなければゾー

ン適合的とはみなされない。したがって建設

ゾーン外に住まう権利は、比較的狭い人的範

囲にのみ認められていたのである。

4.国土計画法の一部改正

農業市場の自由化、国際化が進行し、農業

構造が変化する中で、例えば山岳地域ではま

すます兼業経営が重要となり、あるいはまた

一定数の農家が離農し、少なからぬ建物がも

ともとの利用目的を失うことが予想される。

この背景の下で、従来の原則を貫くとすれば、

それは軟性を欠くことになり、新たな要請に

農業が対応できる可能性を奪うことになりか

ねない。このような認識から、1990年以来国

土計画法の一部改正が議論されてきた。改正

法案は1998年3月に議会で可決され、その後

1999年2月7日国民投票に付され、最終的に

成立するにいたった。

国土計画法の一部改正は、大要二つの内容

からなっている。第一は、多面的機能をもっ

た農業ゾーンにおける建物と施設のゾ-ン適

合性に関する考え方を変更すること、第二は、

構造変化の帰結として従来の目的にとっても

はや不要となった農業用建物を、厳格な要件

の下で農外目的に利用させる道を開くことで

ある。

(1)ゾーン適合性の体系変更(第16条以

下)

ゾーン適合性判断の変更の核心は、土地利

用型の経営か否かという判断基準を放棄した

こと、これに伴い判断の対象が生産方法から

生産-般に移行したことである。したがって

土地利用型か否かにかかわらず農業または園

芸生産に直接関連をもつ建物や施設の全てが、

農業ゾーンでの設置を許可されることになる。

またカントンは、農業ゾーンの多様な機能を

カントンの計画の中に位置づけることを要請

される。

(2)農業用建物の転用(第24条以下)

カントンの法は、良好な状態で維持されて

いる農業用居住建物を、将来的に非農業的住

居に変更することを認めることができること

になった。この変更は、「住居は住居であ

る」という理由づけの下で正当化された。し
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かし農業用居住建物を営業活動に利用するこ

とについては、なお制限が課せられている。

農業に近接する非農業経営活動なくしては農

業または園芸の本体経営が成り立たない場合

に限り、既存の建物をこの営業活動のために

利用することが許される。その場合、この営

業は、本体の農業、園芸経営と一体のものと

して、農民土地法に服することとなる。

(3)批判

農業ゾーンを農外目的に開放することには、

多くの懸念が表明された。特にゾーン適合性

の拡大は、農業ゾーンにおける新築行為をい

たずらに刺激することになるのではないか、

農業に近接する非農業経営は、収益性の高い

営業行為を認めさせるための口実として使わ

れるのではないか、といった懸念である。ま

たカントンに、建物の完全な用途変更を認め

る権限を付与した点についても、批判がなさ

れている。

おわりに

スイスにおいても主として国際市場の圧力

により、価格支持政策からの撤退、農業市場

の自由化、これを補填する直接支払いの強化、

といった農政改革が行われ、これに合わせて

農地法制の改正がなされた。改正の方向は農

地取引規制の緩和であり、既に進行している

構造変動への法の適合である。しかし農地法

制の根幹をなす農民土地法は、なお所有政策

上の原則である自作者主義を堅持しており、

また構造政策上の農地法制の変更も、「経営

能力ある家族経営の創出」という目標に資す

るものということができる。今後スイスにお

いて、農政改革と、農地法制の改正がいかな

る農業構造を形成していくかは、同様の境遇

に置かれている日本農業と農地法制を考える

上で、はなはだ重要な参照事例となることは

まちがいない。

翻訳は、

Bundesgesetz uber das bauerliche Boden-

recht vom 4.Oktober1991(Stand am 1,Januar

1995),Anderung vom26.Juni 1998.

Bundesgesetz uber die landWitschaftliche

Pacht vom 4.Oktober1985,Anderung vom26.

Junil 1998.

Bundesgesetz uber die Raumplanu㎎

vom22.Juni 1979(Stand am 1.Januar1995),

Anderung vom20.Marz1998.

をテキストとした、【】内で改正による変

化が分かるように注記した。

翻訳に当たっては、

Sekretariat des Schweizerischen Bauern-

verbandes(Hrsg),Das bauerliche Bodenrecht,

1995.

Botschaft zur Reform der Agarpolitik:

Zweite Etappe(Agrarpolitik 2002) vom26.

Juni 1996 S.372ff.

Botschaft zu einer Teilrevision der

Bundesgesetzes uber die Raumplanung(RPG)

vom22.Mai 1996.
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等々の資料を参照した。訳者の誤解による

誤訳や、訳語の選択、統一の上でなお不適切

な点があるのではないかと恐れている。大方

のご教示を乞うことができれば幸いである。

スイス連邦経済省農林部のHerr Thomas

Maier、スイス連邦司法省土地登記簿・土地

法部の Herr Manuel Muller,Frau Christin

Schmid、Herr Karsten Karau のご助力を得

ることができた。心からお礼申し上げる。
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1連邦農民土地法

1991年10月4日

1998年6月26日改正

第1編一般規定

第1章目的、対象、適用領域

第1節目的と対象

第1条

1.本法は、

a.農民的土地所有権を助成すること、す

なわち健全な農民階層の基礎としての家

族経営と、土地の持続的な経営管理を志

向する、経営能力ある農業の基礎として

の家族経営を維持し、その構造を改善す

ること、

b.農場および農業用地片の取得に際して、

賃借人の地位を含む自作者の地位を強化

すること、

c.高く設定された農業用地の価格と闘う

こと、

を目的とする。

2.本法は、

a.農場および農業用地片の取得、

b.農業用地片の担保化、

c.農場分割および農業用地片の細分化、

に関する規定を置く。

第2節適用領域

第2条一般的適用領域

1.本法は、国土計画法上の建設ゾーンの外

にある個々の農業用地片、あるいは一つの

農場に属する農業用地片および農業上の利

用が許されている地片に適用される。

2.本法はその他、

a.建設ゾーンに位置し、かつ農場に属し

ている所も含めて、農業用建物および施

設のある地片および地片部分、

b.農場に属する森林地、

c.部分的に建設ゾ―ン内に位置する地片、

但しそれが利用ゾーンに従って分割され

ている場合はこの限りではない、

d.農業用部分と非農業用部分に分割され

ていない、混合利用地片、

に適用される。

3.本法は、10アール未満のぶどう畑、また

はぶどう畑以外の土地であって農場に属さ

ない25アール未満の小地片には適用されな

い。

第3条 特別適用領域

1.農業用地片に対する共有持分に関しては、

別の定めのない限り、農業用地片に関する

本法が適用される。

2.農場に密接に結合している、非農業的兼

業に属する地片に関しては、第15条2項お

よび第51条2項が適用される。

3.利得請求権に関する本法の規定は、譲渡

人が農業的利用のために購入したあらゆる

農場および地片に適用される。

4.境界変更に関する規定(第57条)および

債務超過防止のための施策(第73-79条)

は、小地片(第2条3項)にも適用される。
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第4条 農場に関する特別規定

1.単独で、または他の地片と共に農場を形

成している地片に関しては、農場に関する

本法の特別規定が適用される。

2.農場に関する規定は、その資産が主とし

て農場によって形成されている法人への過

半出資にも適用される。

3.農場に関する規定は、

a.第8条の規定に当たる農場に属する農

業用地片、

b.許可官庁の許可によって農場から分離

された地片、

には適用されない。

第5条 カントン法の留保

カントンは、

a.第7条の要件を満たさない農業経営を

農場に関する規定に服させることができ

る。

b.入会集団、アルプ集団、森林団体、そ

の他の同様の団体が所有する入会地、ア

ルプ、森林、牧草地に対する持分権およ

び利用権への本法の適用を排除すること

ができる。但しこれらの権利が、農場に

関する本法の規定が適用される農場に帰

属する場合は、この限りではない。

第2章 概念

第6条 農業用地片

1.農業用地片とは、農業上または園芸上の

利用に適している地片をいう。

2.入会集団、アルプ集団、森林団体、その

他の同様の団体が所有する入会地、アルプ、

森林、牧草地に対する持分権および利用権

もまた農業用地片として妥当する。

第7条 農場:一般規定

1.農場とは、農業生産の基盤として機能し、

かつ少なくとも農民的家族の二分の一の労

働力を要する農業用地片、建物、施設の総

体をいう。

2.同一の要件の下で生産を行う園芸もまた

農場としての性格を有する。

3.農場か否かの判断に際しては、その地片

が、本法の適用される地片(第2条)であ

るか否かが顧慮されねばならない。

4.さらに、

a.地域の状況、

b.経営に不可欠な建物を建築し、または

既存の建物を改造、修復、立て替える費

用を経営が負担できる場合、その可能性、

c.長期にわたって追加賃借されている地

片、

が顧慮されねばならない。

5.混合経営は、農業的性格が主要である場

合に、農場としての性格を有する。

第8条 農場:特例

以下の場合に、個別農業用地片に関する規

定が、農場に適用される。

a.農場が6年以上にわたって適法に、全

体としてまたは部分的に賃貸されており、

かつこの賃貸が、農業用益賃貸借に関す
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る1985年10月4日の連邦法第31条2項e

およびf号の意味において、一時的性格

を持つものでも、個人的事由から生じた

ものでもない場合。

b.農場が、その規模にかかわらず、不利

な経営構造から、もはや維持するに価し

ない場合。

【旧第8条 分割して賃貸されている農場

農場が6年以上にわたって適法に、全体と

してまたは部分的に賃貸されており、かつこ

の賃貸が、農業用益賃貸借に関する1985年10

月4日の連邦法第31条2項eおよびf号の意

味において、一時的性格を持つものでも、個

人的事由から生じたものでもない場合、この

農場に、個別農業用地片に関する規定が適用

される。】

第9条 自作者

1.自作者とは、農業用地を自ら耕作し、か

つ農場の場合には、それを自身で主宰して

いる者をいう。

【旧1項 自作者とは、農業用地を自ら耕作

し、かつ農場を自身で主宰している者をい

う。】

2、自作者としての適性を有するのは、農業

用地を自ら耕作し、かっ農場を個人で統括

するために、その地方で一般に必要とみな

されている能力を備えた者である。

第10条 収益価格

1.収益価格は、当該地方で一般的な経営管

理により、農場または農業用地片からあが

る収益によって、第一抵当の平均利率で利

子が支払われうる資本の価格である。収益

と利率の規定については、複数年(算定期

間)の中位に合わせるものとする。

2.連邦政府は、計算方法、算定期間、査定

の詳細を規制する。

第2編農場および農業用地片の取引に関す

る私法上の制限

第1章 遺産分割

第1節 一般規定

第11条 農場の指定請求権

1.相続財産に農場が含まれる場合には、全

ての相続人は、その者が農場を自作する意

思を有し、かつそれに適性を有するとみら

れる場合、農場を遺産分割において自己に

指定することを要求することができる。

2.自作への指定を要求する相続人がいない

場合、または指定を要求した相続人が不適

正である場合には、遺留分によって保護さ

れた相続人が指定を要求することができる。

3.農場が配偶者以外の相続人に指定される

場合、配偶者は事情が許す場合に、住居の

使用収益または居住権が自己の請求権へ算

入されることを要求することができる。配

偶者はその請求権を公証された契約によっ

て変更または取り消すことができる。

第12条 遺産分割の延期

1.被相続人が未成年の卑属を相続人として

残した場合、共同相続人は、この卑属が自
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作のために農場を引き受けることができる

か否かを決定できるまで、相続共同体を存

続させねばならない。

2.しかし相続の時点で法律上の相続人が自

作の要件を満たす場合、経営はこの者に指

定されるものとする。

3.農場が長期にわたって賃貸されており、

かつ相続人が自作のためにこれを譲り受け

ることを望む場合、この者は用益賃貸借契

約の満了1年前まで指定の決定を延期する

ことを要求することができる。

第13条 共有持分権の指定請求権

相続財産の中に農場への共有持分権が存在

する場合、農場の指定を要求できる要件を満

たすどの相続人も、農場への共有持分権を指

定することができる。

第14条 総有の場合の指定請求権

1.相続財産の中に総有関係の相続分割が存

在する場合、農場の指定を要求できる要件

を満たすどの相続人も、死亡した総有権者

の地位につくことを要求することができる。

2.相続財産の中に総有関係の相続分割が存

在する場合であって総有関係が総有権者の

死亡によって解消される場合、農場の指定

を要求できる要件を満たすどの相続人も、

死亡者に代わって総有関係の解消に参加す

ることを要求することができる。

第15条 経営属具、非農業的資産

1.自作のために農場の指定を請求する相続

人は、自己に経営属具(家畜、装備、在庫

品その他)が帰属することを要求すること

ができる。

2.農場に非農業的資産が緊密に結合してい

る場合、指定を請求する相続人は両資産の

指定を要求することができる。

第16条農場の分割

1.農場が、その範囲と性質に従って、一農

民家族に良好な経営基盤を確保できる、二

または複数の農場に分割され得る場合、農

場は許可官庁の許可によって分割されうる。

2.農場の分割請求権を有するのは、農場を

自作する意思を有しかつそれに適性を有し

ていると思われる相続人だけである。

第17条 相続分への算入

1.農場は、自作する相続人の相続分に収益

価格で算入される。

2.経営属具は利用価格で、非農業的資産は

取引価格で算入される。

第18条 算入価格の引き上げ

1.収益価格での算入に際して相続財産の貸

方に余剰が生じた場合、それに応じて算入

価格が引き上げられる。但し最高で取引価

格までとする。

2.共同相続人は特別な事情がある場合には、

さらに算入価格の適正な引き上げを要求す

ることができる。

3.被相続人が死亡前10年内に行った、農場

の高価格での購入、あるいは大きな投資は、

特別の事情に当たる。

第19条 引き受けの意思がある相続人が複数
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存在する場合の被相続人の遺言

1.複数の相続人が農場の指定のための要件

を満たす場合、被相続人は遺言または相続

契約によって一人を引受人として表示する

ことができる。

2.被相続人は、農場を自作する意思を有さ

ず、またはそのことに適性を有さないと見

られる相続人、または指定された相続人の

ために、農場を自作する意思を有しかっそ

れに適性を有するとみられる、遺留分によ

って保護された相続人から指定請求権を取

り上げることはできない。

3.相続からの除斥および相続放棄は留保さ

れる。

第20条 遺言の不存在

1.被相続人が引受人として相続人を表示し

なかった場合、遺留分によって保護された

相続人の指定請求権はその他の相続人の指

定請羅に優位する。

2.そのほかに、相続人の人的状況が指定に

とって基準となる。

第21条 農業用地片の指定請求権

1.相続財産の中に、農場に帰属しない農業

用地片が存在する場合、一人の相続人が農

場の所有権者であるか、または農場を経済

的に利用することができる場合であって、

かつ地片がその農場の経営領域の範囲内に

存在する場合には、この相続人は収益価格

の二倍の価格で指定を要求することができ

る。

2.農場の算入価格の引き上げに関する規定、

および処分自由の制限に関する規定が、準

用される。

第22条 指定請求権の欠如

相続人が既に、平均以上に良好な農業経営

基盤を提供している農場の所有者である場合、

またはそのような農場を経済的に利用できる

場合、この相続人には、農場または農業用地

片の指定請求権は帰属しない。

第23条 自作の確保;譲渡禁止

1.相続分割において農場が、一相続人に自

作のために指定された場合、その相続人は

10年間は、共同相続人の同意なくして農場

を譲渡してはならない。

2.以下の場合には同意は必要ない。

a.農場を自作する意思を有し、かつそれ

に適性を有するとみられる卑属が農場を

取得する場合。

b.相続人が、農場を第65条にしたがって

公共的課題の充足のため、公共団体に譲

渡する場合、または農場が強制収用され

る場合。

c.相続人が、許可官庁の許可を得て、個

別農業用地片または地片部分を譲渡する

場合(第60条)。

第24条 自作の確保;買取権

1.農場を引き受けた相続人またはその卑属

が、10年以内に自作を放棄した場合、農場

を自作する意思を有しかつ自作することに

適性を有するとみられる、全ての共同相続
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人は、農場の買取権を持つ。

2.買い取り権を行使された相続人は、相続

分割においてその者に農場が帰属した価格

に対する請求権を有する。この者はさらに

価値増加費用に対する補償請求権を有する。

価値増加費用は時価で計算されるものとす

る。

3.買取権は相続されるが譲渡されない。買

取権は、買取権者が、自作の放棄に関する

情報を取得した後3ヶ月、または自作が放

棄された後2年の経過で失効する。

4.買取権は以下の場合には主張されない。

a.農場を引き受けた相続人の卑属が、農

場を自作のために譲り受ける意思を有し、

かつ自作することに適性を有するとみら

れる場合。

b.農場を引き受けた相続人が死亡し、そ

の相続人の一人が、農場を自作のために

譲り受ける意思を有し、かつ自作するこ

とに適性を有するとみられる場合。

c.農場を引き受けた相続人が、農場を第

65条にしたがって公共的課題の充足のた

め、公共団体に譲渡する場合、または農

場が強制収用される場合。

d.農場を引き受けた相続人が、許可官庁

の許可を得て、個別農業用地片または地

片部分を譲渡する場合(第60条)。

5.事故または病気が原因で自作が放棄され、

かつ所有権者が未成年の卑属を有する場合、

買い取り権は、卑属が農場を自作のために

引き受けることができるか否かを決定でき

るまでの間、主張されえない。

第2節 親族の買取権

窮25条 原則

1.相続財産の中に農場が存在する場合であ

って、以下の者が適性を有する自作者であ

る場合、

a.相続人でない全ての卑属、

b.相続人ではないが農場の譲渡に際して

先買権を主張することができる兄弟姉妹

および従兄弟、

に買取権が帰属する。

2.第11条3項が準用される。

第26条 相続法上の指定請求権との競合

1.以下の場合には買取権は主張され得ない。

a.相続分割に際して農場が、自作する意

思を有しかつ自作することに適性を有す

るとみられる法定相続人に指定された場

合。

b.相続共同体が、農場を、自作する意思

を有しかつ自作することに適性を有する

とみられる、死亡者の卑属に譲渡した場

合。

c.農場が25年間死亡者の所有の下にあっ

た場合。

2.買い取り権が第11条1項の相続権として

の指定請求権と競合する場合、人的状況が

指定にとって基準となる。

3.被相続人が未成年の卑属を遺した場合、

買取権は、卑属が農場を自作のために引き
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受けることができるか否かを決定できるま

での間、主張されえない。

第27条 前提と条件

1.買取権は、先買権に妥当する要件と条件

の下で行使されうる。

2.先買権の規定にしたがった買取権の行使

のために支払われるべき価格が、相続財産

の貸し方を埋め合わせるのに充分でない場

合、引受価格は必要に応じて増額される。

但し取引価格を限度とする。

第3節 共同相続人の利得請求権

第28条 原則

1.相続分割に際して農場または農業用地片

が、取引価格より低い算入価格で一人の相

続人に指定される場合、全ての共同相続人

は、農場または農業用地片の譲渡にあたっ

て、その相続分に応じた利得を請求する権

利を有する。

2.全ての相続人は、その請求権を独立に主

張することができる。この請求権は相続し、

また譲渡することができる。

3.この請求権は、相続人が、農場または地

片を、取得後25年以内に譲渡する場合に初

めて発生する。

第29条 譲渡

1.第28条の譲渡とは、以下のものをいう。

a.売却、および経済的に売却と同等の法

律行為

b.収用

c.建設ゾーンとしての指定、但し農民土

地法が適用される農業用地片(第2条2

項a号)ではない場合、

d.農業上の利用から、非農業的利用への

変更(転用)

2.譲渡の時点につき基準となるのは、

a.譲渡者が所有権移転を義務づけられる

契約の締結

b.収用手続きの開始

c.農業用地片の建設ゾーンとしての指定

手続きの開始

d.転用の場合、権利者に非農業的利用を

許可する行為、または利用変更を帰結す

る所有権者の行為

である。

第30条 利得請求が可能となる時点

利得を請求できるのは、

a.売却または収用の場合、売却した者ま

たは収用された者が要求できる反対給付

の支払期日

b.農業用地片の建設ゾーンへの指定の場

合、譲渡、または建設用地としての利用

の時点、遅くとも法律上有効なゾーニン

グ後15年

c.所有権者が行った転用の場合、それに

よって転用が有効となる行為の時点

である。

第31条 利得

1.利得とは、譲渡価格と相続財産算入価格

との差額をいう。農場または農業用地片の

価値増加にかかった費用は、時価で相続財
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産から控除することができる。

2.農業用地片が建設ゾーンに指定された場

合であって、15年間譲渡がなされなかった

場合、利得の算定に当たっては、推定取引

価格が用いられる。

3.転用の場合、利得は、非農業的利用から

事実生じている、あるいは生じるであろう

年収益の20倍の額とする。

4.相続人は、農場または農業用地片が自己

の所有の下にあった年数につき、年2分を

利得から控除することができる(所有期間

控除)。

5.利得計算は、譲渡者にとって有利な限り

で所有期間控除に代えて、増額された算入

価格を基礎とする。算入価格は、収益価格

が査定基礎の変更によって増加した割合で

増額される。

第32条 現物代替の控除

1.相続人が、従来からの農場経営を継続す

るために、スイス国内で代替地片を取得す

る場合、または譲渡した農場の代替として

他の農場をスイス国内で取得する場合、相

続人は譲渡価格から、収益上同価値の代替

物の取得価格を控除することができるその

際に支払われる価格は法外に高いものであ

ってはならない(第66条)。

2.控除は、購入が譲渡の前後2年以内に、

または収用後5年以内に行われた場合にの

み許される。

3.共同相続人の利得請求は、残余地片また

は代替地片が譲渡される場合に留保される。

第33条 建物および施設の修繕および建築に

際する控除

1.相続人は、農業用建物または施設にかか

る必要な修繕費用を、それら建物、施設の

地盤である地片が、同一の相続に由来し、

相続人の所有である限りにおいて、譲渡価

格から控除することができる。

2.譲渡の時点で要した費用、および所有者

が譲渡前5年間に支出した費用が考慮され

る。

3.相続人は、農業上の利用の存続を確保す

るため、新しい建物または施設を補完的に

設置した場合、設置にかかった費用を譲渡

価格から控除することができる。

4.相続人は、修繕された、または新たに設

置された建物または施設の地盤である地片

を、後に譲渡した場合、設置にかかった費

用を再度控除することはできない。

第34条 利得請求権の担保

1.共同相続人は、以下の規定にしたがって、

指定された農場または地片に不動産担保を

設定することによって(不動産担保証書)

利得請求権を担保させることができる。

2.権利者は、何時でも、しかし遅くとも農

場または地片の譲渡時点までに、登記料を

支払うことなく、登記簿に担保権を仮登記

させることができる。仮登記の効果は、権

利がその後に確定される場合に、権利に仮

登記の時点に遡って物権的効力をもたせる
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ことである。

3.仮登記は、権利者の一方的要求によって

なされる。登記官は所有権者に対し、仮登

記に関して通知をする。

4.共同相続人が、農場または地片の譲渡を

知ってから3ヶ月以内に担保権の本登記を

要求しない場合は、仮登記は消滅する。

第35条 利得請求の放棄または変更

法定利得請求権は、書面による合意によっ

て放棄または変更されうる。

第2章 契約上創設された共同所有権の

解消

第36条 指定請求権;原則

1.農場に対して契約により創設された総有

または共有が解消される場合は、全ての共

有または総有権者は、自作する意思を有し

かつ自作することに適性を有するとみられ

る場合、農場が自己に指定されることを要

求することができる。

2.農業用地片に対して契約により創設され

た総有または共有が解消される場合は、全

ての共有または総有権者は、

a.その者が農場の所有権者であるか、ま

たは農場を経済的に使用収益でき、

b.地片が、地方の通念上この農場の経営

範囲内にある

場合、指定を要求することができる。

3.配偶者の保護のため、民法典第242条お

よび243条が留保される。

第37条 算入価格

1.共有または総有の解消に際しては、農場

は収益価格で、農業用地片は収益価格の倍

額で算入される。算入価格の増額に関して

は、先買権の場合の引受価格の増額に関す

る規定(第52条)が準用される。

2.所得共同制の夫婦財産分割規定に服する

夫婦間での共有または総有の解消の場合に

は、収益価格の増額に関し、民法典第213

条が留保される。

3.財産共同制の解消の場合には、民法典第

213条による特別の事情がこれを正当化す

る場合に、算入価格は増額されうる。

4.農場または農業用地片を指定されなかっ

た共有または総有権者は、事後の譲渡に際

して共同相続人利得請求に関する諸規定に

したがって、利得に対する請求権を有する。

第38条 相続権の規定の適用

引き受けの意思がある複数の相続人が存在

する場合の指定請求権(第20条2項)、指定

請求権の欠如(第22条)、自作の確保(第23

条および24条)に関する相続権規定が準用さ

れる。

第39条 放棄および変更

算入価格、および指定請求権の放棄または

変更に関する合意は、公証を要する。合意は

共有の場合には土地登記簿に仮登記されうる。
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第3章 譲渡契約

第1節譲渡に際しての一般的制約

第40条 配偶者の同意

1.所有権者は、配偶者と共同で経営管理し

ている農場、またはこれに対する共有持ち

分権を、配偶者の同意をもってのみ譲渡す

ることができる。

2.所有権者がこの同意を得られなかった場

合、または同意が正当な事由なくして拒絶

された場合、所有権者は裁判官に仲介を依

頼することができる。

3.家族の住居の保護のために、民法典第

169条が留保される。

第41条 契約上の利得請求権および買戻権

1.契約当事者は、農場または農業用地片が

引き続き譲渡される場合に、農場または農

業用地片の譲渡人が利得請求権を持つこと

を合意することができる。この請求権は、

当事者が別様に合意しない限り、共同相続

人の利得請求権に関する規定に服す。

2.利得請求の合意がなされずに、農場また

は農業用地片が、取引価格以下の価格で譲

渡される場合、相続人の保護のために、調

整および減価に関する規定(民法典第626

-632条および第522-533条)が留保さ

れる。

3.譲渡人は、取得人が自作を放棄すること

に関し、取得人と買戻権を合意することが

できる。譲渡人が死亡し、かっ取得人が自

作を放棄する場合は、自作する意思を有し

かつ自作することに適性を有するとみられ

る全ての相続人は、買戻権を独自に主張す

ることができる。

第2節 親族の先買権

第42条 対象と順位

1.農場が譲渡される場合、譲渡人の以下に

掲げる親族は、自作する意思を有しかつ自

作することに適性を有するとみられる場合、

以下の順位で農場に対する先買権をもつ。

1 全ての卑属

2 譲渡人が農場を25年以内に全部また

は大部分両親から、またその遺産から取

得した場合、全ての兄弟姉妹および従兄

弟

2.農業用地片が譲渡される場合、譲渡人の

全ての卑属は、農場の所有権者であるか、

または農場を経済的に使用収益でき、かつ

地片が、地方の通念上この農場の経営範囲

内にある場合、農業用地片に対する先買権

を有する。

3.譲渡人が相続の廃除を正当化する事由を

主張する相手方には、先買権は帰属しない。

第43条 先買権の行使

以下の場合にも親族は先買権を主張するこ

とができる。農場または農業用地片が、

a.夫婦財産共同制、組合、協同組合、そ

の他の団体に持ち込まれる場合、

b.一時的に移譲される場合、

c.他の親族または夫婦に譲渡される場合

第44条 取得価格
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権利者は、農場に対する先買権を収益価格

で、農業用地片に対する先買権を収益価格の

倍額で主張することができる。

第45条 共同所有権

共同所有権(共有・総有)の下にある農場

または農業用地片が譲渡される場合、先買権

を根拠づける親族関係が、総有または共有権

者の一人とだけ存在する場合であっても、先

買権は行使されうる。

第46条 同順位にある権利者

1.複数の権利者が、同一順序で先買権を主

張する場合、譲渡人は売買契約に入るべき

者を指示することができる。

2.譲渡人が指示を放棄する場合、権利者の

人的状況が農場の指定に関して基準となる。

第3節 用益賃借人の先買権

第4条対象

1.農場が譲渡される場合、以下の場合に用

益賃借人は先買権を有する。

a.用益賃借人が自作する意思を有しかっ

自作することに適性を有するとみられる

場合でかつ、

b.農業用益賃貸借に関する1985年10月4

日の連邦法の規定による法定の最短用益

賃貸借期間を経過している場合。

2.農業用地片が譲渡される場合、以下の場

合に用益賃借人は先買権を有する。

a.農業用益賃貸借に関する1985年10月4

日の連邦法の規定による法定の最短用益

賃貸借期間を経過しており、かつ

b.用益賃借人が農場の所有権者であるか、

または農場を経済的に使用収益でき、か

っ賃借している地片が、地方の通念上こ

の農場の経営範囲内にある場合。

3.親族の先買権が、用益賃借人の先買権に

優位する。

第48条 強行法

用益賃借人は、先買の発生以前に法定先買

権を放棄することはできない。

第4節 共有持分の先買権

第49条

1.農場に対する共有持ち分が譲渡される場

合、先買権の順位は以下の通りである。

1 自作する意思を有しかつ自作すること

に適性を有するとみられる、全ての共有

権者

2 農場に対する先買権に関して妥当する

要件、条件、順位の下で、全ての卑属、

兄弟姉妹、従兄弟、用益賃借人

3 民法典第682条による、その他の全て

の共有権者

2.農業用地片に対する共有持ち分が譲渡さ

れる場合、先買権の順位は以下の通りであ

る。

1 既に農場の所有権者であるか、または

農場を経済的に使用収益でき、かつ地片

が、地方の通念上この農場の経営範囲内

にある、全ての共有権者

2 農業用地片に対する先買権に関して妥

当する要件、条件、順位の下で、全ての
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卑属および用益賃借人

3 民法典第682条による、その他の全て

の共有権者

3.農場を自作のために要求する、または地

方の通念上この農場の経営範囲内にある農

業用地片を要求する共有権者は、農場に対

する先買権を収益価格で、農業用地片に対

する先買権を収益価格の倍額で請求するこ

とができる。

第5節 連邦法上の先買権に関する共通

規定

第50条 先買権の欠如

農場または農業用地片に対する先買権は、

請求人が、一農民家族に平均以上に良好な経

営基盤を確保できる農場の所有者である場合、

またはそのような農場を経済的に利用できる

場合には、主張することができない。

第51条 先買権の範囲、取得価格

1.譲渡人が経営属具(家畜、機械、在庫

品)を合わせて売却した場合であって、先

買権が行使される場合、譲渡人は、経営属

具を売却から全部または部分的に控除する

旨、表明することができる。

2.農場が非農業的兼業と密接に結合してい

る場合、先買権者は両経営の指定を要求す

ることができる。

3.経営資産と非農業的兼業の取得価格とし

ては、相続分割における算入価格(第17条

2項)が適用される。

第52条 譲渡価格の引き上げ

1.譲渡人は、特別の事情がある場合、譲渡

価格の適正な値上げを要求することができ

る。

2.特別な事情として妥当するのは、農場の

購入価格の高額、および譲渡前、近年にお

いてなされた全ての投資である。

3.譲渡価格は、いかなる場合でも、少なく

とも不動産担保債務の額に照応する。

第53条 譲渡人の利得請求

1.所有権者が農場または農業用地片を法定

先買権の行使によって取引価格より低い価

格で取得し、かつこれをさらに売却した場

合、先買権を行使された譲渡人は利得請求

権を有する。

2.共同相続人の利得請求権に関する規定が

準用される。

第54条 自作の確保;譲渡禁止

1.所有権者は自作のために農場を先買権の

行使によって取得した場合、10年間は譲渡

人の同意なくして農場を譲渡することはで

きない。

2.以下の場合には、同意を要しない。

a.自作する意思を有しかつ自作すること

に適性を有するとみられる卑属が農場を

取得する場合、

b.所有権者が、農場を第65条による公共

的課題の充足のために公共団体に譲渡す

る場合、または強制的に収用される場合、

c.所有権者が許可官庁の許可によって

個々の地片または地片部分を譲渡する場
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合(第60条)、

第55条 自作の確保;買戻権

1.所有権者または経営を移譲されたその卑

属が10年以内に自作を放棄する場合、先買

権を行使された譲渡人は、買戻権を有する。

2.買戻権は相続できるが、移譲できない。

農場を自作する意思を有しかつ自作するこ

とに適性を有するとみられる相続人は、買

戻権を独自に主張できる。

3.買戻権が行使されると、所有権者は農場

を取得した価額に対する請求権を有する。

さらに所有権者は、価値を高めている費用

に対する賠償請求権を有する。これは時価

で計算されるものとする。

4.買戻権は、権利者が自作の放棄を知った

後3ヶ月しかし遅くとも自作が放棄された

後2年で消滅する。

5.以下の場合には買戻権を主張することは

できない。

a.所有権者の卑属が、農場を自作する意

思を有しかっ自作することに適性を有す

るとみられる場合、

b.所有権者が死亡し、かつ相続人が農場

を自作する意思を有しかつ自作すること

に適性を有するとみられる場合、

c.所有権者が、農場を第65条による公共

的課題の充足のために公共団体に譲渡す

る場合、または強制的に収用される場合、

d.所有権者が許可官庁の許可によって

個々の地片または地片部分を譲渡する場

合(第60条)、

6.所有権者が未成年の卑属を遺した場合、

卑属が自作のために経営を引き受けること

ができるかどうか確定するまで、買戻権は

主張され得ない。

第6節 力ントン法上の先買権

第56条

1.カントンは、

a.農地整備の目的で設立された団体に対

して、地片がその事業範囲にあり、取得

が団体の目的に寄与する場合、農業用地

片の

b.ゲマインデ、入会団体、アルプ団体、

その他地域の類似の団体に対して、入会

地、アルペンおよび放牧地の

c.入会地、アルプ、放牧地の所有権者で

ある、入会団体、アルプ団体等の団体に

対して、入会地、アルプ、放牧地に対す

る利用権および持分権の

先買権を規定することができる。

2.連邦法定先買権が、カントンの先買権に

優越する。カントンは、カントンが導入し

た先買権の順位を規定する。

第7節 境界の変更

第57条

1.隣接する農業用地片の所有権者は、目的

に不適合な境界の変更に協力しなければな

らない。

2.所有権者は、これにより境界が本質的に

改善変更される場合には、必要な範囲で土
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地交換または最大5アールまでの割譲を要

求することができる。

第3編 農場および農業用地片の取引に関す

る公法上の制約

第1章 農場の現物分割と農業用地片の細

分化

第58条 現物分割と細分化禁止

1.農場から、個々の地片または地片部分が

切り離されてはならない(現物分割禁止)。

2.農業用地片は、25ア-ル以下の地片部分

に分割されてはならない(細分化禁止)。

ぶどう畑についての最低面積は10アールと

する。カントンはこれより広い最低面積を

規定することができる。

3.農場および農業用地片は、12分の1より

小さい共有持分に分割されてはならない。

第59条 例外

現物分割禁止および細分化禁止は、

a.官庁が協働している農地整備の枠組み

での、

b.境界変更(第57条)の目的または施設

設置の際の境界調整の目的のための、

c.収用の結果、または譲渡人に収用が切

迫している場合の公の競売の結果として

生じた、

d.強制執行に際する、

分離または分割には適用されない。

第60条 例外の承認

1.カントンの許可官庁は、以下の場合に、

現物分割禁止および細分化禁止の例外を許

可する。

a.農場または農業用地片が、本法の適用

範囲内と外に分割される場合。

b.農場が、地片または地片部分の分割ま

たは分離の後も農民家族になお良好な農

業経営基盤を提供する場合。

c.地片または地片部分が、農場の経営に

とってより条件がいいか、またはより適

している土地、建物、施設と、対価を伴

いまたは伴わずに交換される場合。

d.分離される部分が、建設ゾ―ン外の非

農業用地片の一回限りの区画整理に寄与

する場合。非農業用地片はこれによって、

1000㎡以上の拡大となってはならない。

e.農場または農業用地片の経営管理のた

めにもはや不要となった、敷地つき農業

用建物が、ゾーン適合的な利用の目的で、

隣接する農場または農業用地片の所有権

者に譲渡されるべき場合であって、かっ

そのことにより、国土計画法第16a条に

よって許可されねばならない建物の建設

が回避される場合。

f.分離可能な地片に、農場の用益賃借人

のために独立永続建築権が設定されるべ

き場合。

g.農民家族の家計基盤が著しく悪化して

おり、かつ地片または地片部分の売却に

よって強制執行が回避されうる場合。

h.公的任務または公的利益にかかわる
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任務が遂行されるべき場合。

2.官庁はさらに以下の場合に現物分割禁止

の例外を許可する。

a.現物分割が、主として他の農場の構造

的改善に寄与する場合であって、

b.親族中のいずれの先買権者または指定

請求権者も、農場を自作のために引き受

ける意思をもたないか、または相続分割

において指定を請求できるその他の者

(第11条2項)が、農場を一括して賃貸

するために引き受ける意思をもたない場

合であって、かつ

c.所有権者とともに農場を経営管理して

きた配偶者が、現物分割に同意する場合。

【旧第60条 例外の承認

カントンの許可官庁は、以下の場合に、現

物分割禁止および細分化禁止の例外を許可す

る。

a.農場または農業用地片が、本法の適用

範囲内と範囲外に分割される場合。

b.農場が、地片または地片部分の分割ま

たは分離の後も農民家族になお良好な農

業経営基盤を提供する場合。

c.収益上ほぼ等価の地片または地片部分

が交換される場合。

d.分離される部分が、建設ゾーン外の非

農業用地片の一回限りの区画整理に寄与

する場合。非農業用地片はこれによって、

1,000㎡以上の拡大となってはならな

い。】

第2章 農場および農業用地片の取得

第61条 原則

1.農場または農業用地片を取得しようとす

る者は、許可を要する。

2.拒否事由が存在しない場合、許可が与え

られる。

3.取得とは、所有権移転、ならびに経済的

に所有権移転に匹敵するその他のあらゆる

法律行為を言う。

第62条 例外

以下の取得は許可を要しない。

a.相続および相続法上の指定による取得、

b.譲渡人の卑属、配偶者、両親、兄弟姉

妹、従兄弟による取得、

c.共有権者または総有権者による取得、

d.法定買取権、または買戻権の行使によ

る取得、

e.収用または官庁が協働する農地整備の

枠組みにおける取得、

f.境界変更の目的のための取得、

第63条 拒否事由

1.以下の場合に、農場または農業用地片の

取得の許可は拒否される。

a.取得者が自作者でない場合。

b.法外な価格が合意された場合。

c.削除

d.取得される地片が、地方の通念上、取

得者の農場経営範囲外にある場合。

2.農場または地片が強制執行手続きにおい

て取得される場合は、1項b号拒否事由は
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顧慮されない。

【旧第63条 拒否事由

以下の場合に、農場または農業用地片の取

得の許可は拒否される。

a.取得者が自作者でない場合、

b.法外な価格が合意された場合、

c.取得者が、既に一農民家族の平均以上

に良好な経営基盤にとって必要な面積以

上の、農業用地片を法的にまたは経済的

に利用している場合、

d.取得される地片が、地方の通念上、取

得者の農場経営範囲外にある場合。】

第64条 自作原理の例外

1.取得者が以下の重要な事由を証明する場

合には、自作がなされなくとも許可が与え

られる。

a.取得が、長期にわたって全体として用

益賃貸されていた農場を、小作農場とし

て維持することに、小作農場を構造的に

改善することに、試験農場または学校農

場を創設または維持することに、寄与す

ること。

b.取得者が、国土計画法第24条により許

可される、土地の非農業的利用のための

法律上の許可を得ること。

c.取得が、国土計画法によって許される

土地埋蔵物の採掘のためになされ、かつ

土地が、企業の原料備蓄に対する需要、

または採掘地域内の土地のための代替地

需要をそれぞれ最長15年満たす規模より、

大きくないこと。土地が取得後15年以内

に、規定にしたがって使用されなかった

場合、本法の規定により譲渡されねばな

らない。採掘後再開墾された場合も同様

とする。

d.農場または農業用地片が保護ゾーンに

位置し、かつ取得者がこの保護の目的で

土地を取得すること。

e.取得により、歴史的な場所、建物、施

設の、保護すべき環境、または自然保護

の対象が維持されるべきこと。

f.法外に高い価格(第66条)ではない価

格での公告にかかわらず、自作者からの

購入の申し出がないこと。

g.農場または地片の担保権者が、当該農

場または地片を強制執行手続きにおいて

取得すること。

2.許可は、義務の賦課を伴って与えられる。

【旧第64条 自作原理の例外

1.取得者が以下の重要な事由を証明する場

合には、自作がなされなくとも許可が与え

られる。

a.取得が、長期にわたって全体として用

益賃貸されていた農場を、小作農場とし

て維持することに、小作農場を整備する

ことに、試験農場または学校農場を創設

または維持することに寄与すること、

b.取得者が、国土計画法第24条により許

可される、土地の非農業的利用のための

法律上の許可を得ること、
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c.取得が、国土計画法によって許される

土地埋蔵物の採掘のためになされ、かつ

土地が、企業の原料備蓄に対する需要、

または採掘地域内の土地のための代替地

需要をそれぞれ最長15年満たす規模より、

大きくないこと。土地が取得後15年以内

に、規定にしたがって使用されなかった

場合、本法の規定により譲渡されねばな

らない。採掘後再開墾された場合も同様

とする。

d.農場または農業用地片が保護ゾーンに

位置し、かつ取得者がこの保護の目的で

土地を取得すること。

e.取得により、歴史的な場所、建物、施

設の、保護すべき環境、または自然保護

の対象が維持されるべきこと。

f.法外に高い価格(第66条)ではない価

格での公告にかかわらず、自作者からの

購入の申し出がないこと。

2.許可は、義務の賦課を伴って与えられ

る。】

第65条 公共団体による取得

1.公共団体またはその機関による取得は、

a.国土計画法の計画に規定される公共的

課題の充足のために必要な場合、

b.国土計画法の計画に規定される施設の

設置に際する代替物として寄与しかつ連

邦またはカントンの法律が代替物の給付

を規定または許可している場合、

許可されるものとする。

2.第63条の拒否事由は、第1項の場合は適

用されない。

第66条 法外に高い取得価格

取得価格は、それが当該地域の比肩可能な

農場または農業用地片の過去5年の平均価格

の105%を越える場合、法外に高い価格とみ

なされる。

第67条 強制競売

1.強制競売に際しては競売人は、許可を提

示するか、または新しい競売のための費用

を寄託しかつ落札後10日以内に許可申請を

行わなければならない。

2.競売人が申請を行わない場合、または許

可が拒否される場合、競売官庁は落札を破

棄し新しい競売を命令する。

3.第一競売人は、新たな競売の費用の責任

を負う。

第68条 削除

【旧第68条強制競売の場合の許可価格

1.農場または農業用地片が、強制競売にか

けられる場合、許可官庁は競売官庁の申請

に基づき、許可価格を確定する。

2.許可価格に対して2人以上の申し出があ

る場合、抽選で落札が決定される。】

第69条 任意競売の禁止

農場および農業用地片は、任意に競売され

てはならない。

第3章 民事法・行政法上の効果

第70条 無効な法律行為
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現物分割および地片の細分化の禁止(第58

条)、または農場および農業用地片の取得に

関する規定(第61-69条)に違反し、または

その回避を目的とする法律行為は、無効であ

る。

第71条 許可の取り消し

1.許可官庁は、取得者が虚偽の申告によっ

て獲得した決定を取り消す。

2.法律行為の土地登記簿への登記から10年

以上経過した場合、決定はもはや取り消さ

れ得ない。

第72条 土地登記簿の更正

1.無効な行為が、土地登記簿に登記されて

いる場合、許可官庁は、その決定を取り消

した後(第71条)、土地登記簿の更正を命

令する。

2.土地登記簿官が、ある行為が許可義務に

服することを事後的に認識した場合、許可

官庁にそのことにつき注意を促す。

3.法律行為の登記から10年以上経過した場

合、第1項による土地登記簿の更正はなさ

れえない。

4.土地登記簿の更正は、これによって善意

の第三者の権利(民法典第973条)が侵害

される場合にも、なされ得ない。許可官庁

は、決定に先立って善意の第三者の権利が

存在するか否か土地登記簿官に問い合わせ

る。

第4編 債務超過防止のための措置

第73条 負担限度

1.農業用地片は、不動産担保権による負担

限度以上に、負担を課されえない。負担限

度は、収益価格の135%とする。

2.負担限度は、以下に関して留意されねば

ならない。

a.不動産担保権の設定

b.契約質権の設定

c.所有権者が処分することができる、支

払い済み不動産担保の再担保化(所有者

土地債務証券)

3.負担限度に達したか否かの判断の基準と

なるのは、土地登記簿に登記、仮登記、注

記された不動産担保権の総額である。農業

における投資貸付および経営助成に関する

1962年3月23日の連邦法によって供与され、

または保証される貸付金の確保に寄与する

不動産担保権は算入されない。

第74条 共同担保権

1.一債権につき複数の地片に不動産担保が

設定されている場合(共同担保権;民法典

第798条1項)、どの地片も、担保地片の

負担限度の総額に応じた額まで負担を設定

できる。

2.共同担保権を、本法に服する地片と、本

法に服さない地片に同時に設定することは

許されない。

第75条 負担限度の例外

1.以下の不動産担保権には負担限度額は存

在しない。
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a.民法典第808条および810条による法

定不動産担保権ならびにカントンの公法

上の法定不動産担保権(民法典第836

条)

b.農地整備のための不動産担保権(民法

典第820条および821条)

c.農業における投資貸付および経営助成

に関する1962年3月23日の連邦法によっ

て供与され、または保証される貸付金の

確保に寄与する不動産担保権

d.住居が経営の要請に寄与する限りで、

連邦またはカントンが住居建設促進に関

する立法に基づいて担保し、あるいは保

証する貸付金の確保のための不動産担保

権

e.共同相続人および譲渡人の利得請求権

の確保のための不動産担保証書の形式に

おける不動産担保権

2.民法典第837条および961条1項1号に

よる不動産担保権の仮登記は、土地登記簿

における負担限度を顧慮せずになされうる。

3.既に登記されている、後順位の不動産担

保権は、第1項aおよびb号による不動産

担保権の登記によって、影響を受けない。

第76条 負担限度の踰越

1.負担限度が適用されかつこれを踪越する

不動産担保権は、以下の貸付金の確保のた

めにのみ設定することが許される。

a.連邦によって承認された協同組合もし

くは私法上の財団法人、またはカントン

の公法上の団体が、債務者に無利子で供

与する貸付金

b.第三者が債務者に供与している貸付金

であって、a号の意味における協同組合、

財団法人、団体によって保証され、また

は利子補給されている貸付金

2.カントンの官庁は、負担限度を輸越する

担保権によって確保される、第三者からの

貸付金を、第77条および78条の規定を顧慮

した上で、許可することができる。

3.土地登記簿官は、これらの要件を満たさ

ない届出を拒否する。

第77条 担保権によって確保される貸付金の

許可

1.負担限度を楡越する担保権によって担保

される貸付金は、貸付金が、

a.債務者に対して、農場または農業用地

片を取得し、拡大し、維持し、改良する

こと、また必要な農業属具を調達し、更

新することに寄与し、かつ

b.債務者にとって負担し得ない債務をも

たらさない、

場合にのみ、許可される。

2.貸付金が償還可能か否かの判断に関して、

経営予算が立てられるものとする。その際、

利子、および担保債務、無担保債務の償還

にかかる総費用が顧慮されねばならない。

負担限度が適用されない担保権によって担

保される貸付金も吟味されるものとする。

3.貸付金を保証し、利子補給し、または無
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利子で供与する自然人または団体、および

貸付金を審査した官庁は、貸付金が規定さ

れた目的のために使用されることについて

監視する。貸付を保証する、または利子補

給する自然人または団体、および貸付金を

審査した官庁は、貸付金が合目的的に使用

されていない場合、貸付金の解約を債権者

に義務づけることができる。

第78条 償還義務

1.貸付金が、農業用地片を取得し、拡大し、

維持し、改良することに寄与する場合、負

担限度を踰越する部分は、25年以内に償還

されねばならない。特別の事情が存在する

場合には、債権者は債務者に対して、長期

の償還期間を認め、または分割償還義務か

ら債務者を解放することもできる。この負

担軽減は、貸付金を保証する、または利子

補給する自然人または団体、および貸付金

を審査した官庁の同意によってのみ、与え

られる。

2.貸付金が、農業属具の融資に寄与する場

合、融資された物件の原価償却期間に対応

する償還期間が設定されるものとする。

3.貸付金が、債務証券または土地債務によ

って保証されており、かつこれらが第76条

および77条にしたがって、新たな貸付金の

ための保証として使用されない場合、債権

者は、担保額が、負担限度を喩越する限り

で土地登記簿と担保名義において、変更さ

れまたは抹消されることに配慮しなければ

ならない。貸付金を保証し、または利子補

給する自然人または団体、および貸付金を

審査した官庁は、この目的のために、土地

登記所に抹消を申請する権限を有する。

4.担保名義は、第3項の要件が充足される

以前に、債務者に戻されてはならない。

第79条協同組合、財団、カントンの団体の

承認

1.私法上の協同組合または財団は、その定

款が以下の事項を規定している場合に、承

認される。

a.貸付金を農業目的に無利子で供与し、

またはそれが第三者から供与される場合

に、それを保証しまたは利子補給するこ

と。

b.個々の債務者に無利子で供与し、保証

し、利子補給することができる貸付金の

限度額。

c.専門的人員により構成される機関への

事務遂行の委嘱。

d.機関への利益配当のような、収益に左

右される給付制度の排除。

e.組合員の持ち分証書資本およびその他

の出資が、最高第一抵当権の利子率で、

利子が付けられること。

f.純益の、予備費および積立金としての

使用。

2.連邦司法・警察省は、承認に関して決定

し、決定を連邦官報に公表する。

3.カントンの団体に関しては、協同組合と
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財団の承認の規定が準用される。

4.承認された協同組合、財団、カントンの

団体は、連邦司法・警察省に、その業務活

動にっき定期的に報告を行うことを義務づ

けられる。

第5編 手続、権利保護

第1章 手続規定

第1節 一般規定

第80条 管轄

1.許可の付与、確認処分の公表、収益価格

の査定は、カントンの官庁に申請されるも

のとする。

2.農場が複数のカントンにまたがる場合は、

価値の高い部分が存在するカントンが、許

可の付与、確認処分の公表、収益価格の査

定に管轄権を有する。

第81条 土地登記簿官による取り扱い

1.法律行為に関する証書とならんで、必要

な許可、または許可を不要とする証書、な

らびに場合によっては負担限度の設定に関

する決定が、土地登記所に届けられるもの

とする。

2.申請された行為につき許可が必要である

ことが明らかな場合であって、それが許可

を得ていない場合、土地登記簿官は申請を

受け付けない。

3.申請された行為に関し許可が必要か否か

不確実である場合、土地登記簿官は申請を

業務日誌に記載し、許可義務および許可申

請に関し決定がなされるまで、土地登記簿

への登記に関する決定を延期する。

4.土地登記簿官は、許可義務に関する決定

の申請または許可申請の提出のために30日

の期間を設定する。期間が利用されずに経

過した場合、または許可が拒否された場合、

土地登記簿官は申請を受け付けない。

第82条 私法上の訴え、裁判籍

1.農場または農業用地片の所有権移転に対

する訴え、および農業用地片への不動産担

保権の設定または解消に対する訴えは、対

象物件の所在地でも提起することができる。

2.相続権による訴えに関しては、民法典第

538条が適用される。

第83条 許可手続

1.許可申請は、カントンの許可官庁(第90

条a号)に対してなされるものとする。

2.カントンの許可官庁は、その決定を、契

約当事者、土地登記簿官、カントンの監督

官庁(第90条b号)、用益賃借人、買取権

者、先買権者、指定権者に通知する。

3.許可の拒否に対しては契約当事者が、許

可付与に対してはカントンの監督官庁、用

益賃借人、買取権者、先買権者、指定権者

が、カントンの審査庁に不服を申し立てる

ことができる。

第84条 確認処分

保護に値する利益を有する者は、

a.農場または農業用地片が、現物分割禁

止、細分化禁止、許可手続、負担限度に

72



服するか否か、

b.農場または農業用地片の取得が許可さ

れうるか否か、

を、許可官庁に確認させることができる。

第85条 利用計画の変更

国土計画法第21条2項の意味における利用

計画の審査に際して、農場または農業用地片

もこれに包摂される場合、係属中の訴訟また

は手続は、参加者の申請に基づいて、利用ゾ

ーンの新たな線引きまで、但し最長5年まで

中止されうる。

第2節 特別規定

第86条 土地登記簿上の注記

1.土地登記簿に、

a.本法が適用される、建設ゾーン内の農

業用地片(第2条)、

b.本法が適用されない、建設ゾ―ン外の

非農業用地片(第2条)

が注記されるものとする。

2.連邦政府は、注記義務の例外を規定し、

かつ注記が職権によって抹消される要件を

定める。

第87条 収益価格の査定

1.収益価格は、官庁の職権によって、また

は権利者の申請によって査定される。計画

段階の建物または施設については、官庁は

暫定的な査定を行うことができる。

2.収益価格は、専門家によっても査定され

うる。この査定は、官庁がこれを許可した

場合、拘束力を有する。

3.収益価格の査定を要求できるのは、

a.所有権者およびその全ての相続人

b.本法にしたがって当該地片または農場

に、買い取り権または先買権を持つ者で、

これを行使することができる全ての者

c.地片もしくは農場の価格が、自然現象、

土地改良、農地の規模拡大、縮小、新築、

改築、建物の取り壊しまたは閉鎖、転用、

その他類似の事情によって変化した場合

の、担保権者、保証人、第76条による自

然人または団体、または担保によって確

保された貸付金を供与し、保証し、利子

補給する、担保権者、保証人、第76条に

よる自然人もしくは団体

4.官庁は、所有権者、申請者、土地登記簿

官に新しい収益価格を通知する。

第2章 権利保護

第88条 カントンの抗告機関への抗告

1.本法(第80条1項および第87条)に基づ

く処分に対して、30日以内にカントンの抗

告機関(第90条f号)に抗告を申し立てる

ことができる。

2.カントンの最終審の決定は、司法・警察

省に通知されるものとする。

第89条 連邦裁判所への行政裁判抗告

カントンの最終審の抗告決定、ならびに負

担限度に関する規定が定める協同組合、財団、

カントンの団体の承認に関する連邦司法・警

察省の決定は、連邦裁判法第97条以下による

73



行政裁判抗告に服する。

第6編 最終規定

第1章 執行

第90条 カントンの管轄

カントンは、

a.第60条、63条、64条、65条による許可

を付与すること、

b.第83条3項による許可官庁の決定を取

り消すこと(監督官庁)、

c.第76条2項により、負担限度を踰越す

ることが許される貸付金に関し許可を付

与すること、

d.第86条による注記を要求すること、

e.収益価格の査定を執行し、または許可

すること(第87条)、

f.抗告について決定すること(抗告機

関)、

に管轄権を有する官庁を置く。

第91条 連邦の管轄

1.連邦政府は、第10条2項および第86条2

項に関する執行規定を公布する。

2.本法に基づくカントンの命令は、連邦の

許可を要する。

3.連邦司法・警察省は、第79条の意味にお

ける、私法上の協同組合および財団、カン

トンの団体の認可に関して決定する。

第2章 連邦法の改正と廃止

第92条 現行法の改正

1.民法典は以下のように変更される。(略)

2.債務法は以下のように変更される。(略)

3.農業用益賃借に関する1985年10月4日の

連邦法は以下のように変更される。

4.農業法は以下のように変更される。(略)

第93条 現行法の廃止

以下の法律は廃止される。

a.農民的土地資産の維持に関する1951年

6月12日の連邦法

b.農業家産負債整理に関する1940年12月

12日の連邦法

第3章 経過法

第94 条私法

1.相続分割は、相続の開始時に妥当してい

た法に準拠する。分割要求が本法発効後1

年以内になされない場合には、いかなる場

合も新法が適用される。

2.契約によって創設された共同所有権(共

有または総有)は、本法発効後1年以内に

要求がある場合、旧法にしたがって解消さ

れる。

3.本法の発効に際して既に存在する法律上

または契約上の利得請求権は、新法の下で

も効力を有する。契約上特段の合意がなさ

れていない限り、満期支払期と計算は、譲

渡の時点で妥当する法に準拠する。農業用

地片の建設ゾーンへの指定(第29条1項c

号)は、本法の発効後ゾーニングに関する

決定が出される場合にのみ、譲渡とみなさ
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れる。

4.農場および農業用地片の先買権に関して

は、先買が本法発効後行われた場合、新法

が適用される。

第95条 その他の規定

1.現物分割の禁止、細分化禁止、許可手続、

負担限度に関する本法の規定は、本法の発

効後土地登記所に申請された、あらゆる法

律行為に適用される。

2.本法発効時に係属中の許可手続および抗

告手続は、本法の発効後土地登記所にいま

だ申請されていなかった場合には、新法に

よって判決される。

第4章 国民投票および発効

第96条

1.本法は任意的国民投票に付される。

2.連邦政府は、発効を決定する。
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2農業用益賃貸借に関する連邦法

1985年10月4日

1998年6月26日改正

第1章 妥当領域

第1節 原則

第1条

本法は、

a.農業的利用に供される地片

b.農場

c.農場とともに経営上の一体性を形成し

ている、非農業的兼業

の用益賃貸借に適用される。

第2節 例外

第2条 小地片

1.本法は、

a.15ア―ル以下のぶどう畑、

b.その他の、25アール以下の、建物がな

い農業用地片、

の用益賃貸借には適用されない。

2.カントンは小地片にも本法を適用させる

ことができる。

3.同一の所有権者から同一の用益賃借人に

用益賃貸されている複数の地片の面積は、

合算される。

第3条 アルプと放牧地

カントンは、アルプと放牧地の用益賃貸借、

ならびにこれらの土地に対する利用権および

持ち分権の用益賃貸借につき、別の規定を公

布することができる。

第2章 農業用益賃貸借契約

第1節 概念

第4条

1.農業用益賃貸借契約によって用益賃貸人

〔以下賃貸人と略記一訳者〕は、用益賃借

人〔以下賃借人と略記一訳者〕に対して農

場または農業用地片を、農業的利用のため

に委ねる義務を負い、賃借人はこれに対し

て賃借料を支払う義務を負う。

2.賃借料は、金銭、果実の一部(分収小

作)、その他の現物で納入できる。分収小

作の場合、果実に対する賃貸人の権利は、

特段の合意がないかぎり、地方の慣行によ

る。

第2節 優先用益賃借権

第5条 賃貸人の卑属の優先用益賃借権

1.カントンは、自作の意思を有しかつそれ

に適性を有する、農場の賃貸人の卑属に対

し、優先用益賃借権を規定することができ

る。

2.卑属が、第三者に優先用益賃借権を主張

できるのは、当該優先用益賃借権が土地登

記簿に注記されている場合だけである。18

歳以上の全ての卑属は、法定代理人の合意

なく、土地登記簿への優先用益賃借権の注

記を要求することができる。

3.そのほかにカントンは、詳細および手続

を定める。

第6条 アルプ放牧地に対する優先用益賃借

権
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カントンは、山岳地域の農民のために、隣

接するアルプ放牧地への優先用益賃借権を規

定することができる。カントンは、詳細と手

続きを定める。

第3節 用益賃貸借の期間

第7条 初回の用益賃貸借

1.初回の用益賃貸借期間は、農場につき最

短9年、個々の地片につき最短6年とする。

2.これより短期の用益賃貸借の合意は、官

庁がこれを許可した場合にのみ有効である。

申請は用益賃貸借の開始後遅くとも3ヶ月

内になされなければならない。

3.短期の用益賃貸借は、以下の場合に許可

される。

a.用益賃貸借物件が全部または部分的に

国土計画法第15条による建設ゾ-ン内に

位置し、かつ期間短縮に関し国土計画上

の重要な理由が存在する場合。

b.当事者の個人的なもしくは経済的事情、

または他の客観的理由が、期間短縮を正

当化する場合。

4.許可が拒否された場合、または申請の提

出が遅延した場合、法定の最短用益賃貸借

期間が効力を有する。

第8条 用益賃貸借の継続

1.用益賃貸借契約は、以下の場合、その都

度次の、6年間同一条件で効力を有する。

a.契約が、期間の定めなく締結されてお

り、かつ適法に解約告知されていない場

合。

b.契約が、期間を定めて締結されており、

かっ合意された用益賃貸借期間経過後、

黙示で継続される場合。

2.契約のこれより短期での継続の合意は、

官庁がこれを許可した場合のみ有効である。

申請は継続の開始後遅くとも3ヶ月内にな

されなければならない。

3.初回の用益賃貸に際する用益賃貸借期間

の短縮に関する規定が準用される。

第9条 特定作物に関する用益賃貸借期間

ぶどうおよび果実栽培のような作物の地片

の用益賃貸借に関しては、カントンが別段の

用益賃貸借期間を定めることができる。

第4節 事情変更への適合

第10条 用益賃借料の適合一般

連邦政府が、許可される賃借料の算定のた

めの評価を変更する場合、両当事者は合意さ

れた賃借料額の次年度への適用を要求するこ

とができる。

第11条 収益価格の変更に際する用益賃借料

の適合

自然現象の影響、土地改良、土地の拡大ま

たは縮小、建物の新築または改築、撤去また

は閉鎖、その他の事情で用益賃貸農場または

地片の価値が、継続的に変化を蒙る場合、両

当事者は、収益価格を新たに定め、かつ次年

度開始時に賃借料額を適用することを要求す

ることができる。収益価格の査定のための一

般的基礎が変わる場合にも、このことを要求

することができる。
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第12条 その他の契約規定の適合

両当事者は、その他の契約条項の事情変更

への適合を要求することができる。

第13条 用益賃借料の軽減

通常の収益が、異常な事故または自然現象

により、一時的に顕著に減少した場合、賃借

人は、一定期間の適切な賃借料減額を要求す

ることができる。

第5節 用益賃貸借対象物の譲渡

第14条 売買は用益賃貸借を破らない

用益賃貸借物件が譲渡されるか、または債

務処理手続もしくは破産手続において賃貸人

の手を離れる場合、取得者は用益賃貸借契約

関係に入る。

第15条 例外

1.取得者は、用益賃貸借物件を直接に建設

目的で、または公共的目的で、または自作

のために取得する場合、用益賃貸借契約を

解消することができる。

2.取得者に用益賃貸借契約を受け継ぐ意思

がない場合、譲渡契約締結後3ヶ月以内に、

用益賃貸借が少なくとも1年の期間の経過

後、地方で慣行となっている次の年始また

は秋季の期日に解消されることを、賃借人

に対して書面を持って示さねばならない。

3.用益賃貸借が解消される場合、賃借人は

取得者からの通知受領後30日以内に延長の

訴えを提起することができる。裁判官は契

約の終了が、新しい所有権者の利益を尊重

しても正当化されえないような苛酷を、賃

借人とその家族にもたらす場合、用益賃貸

借を最短で6ヶ月、最長2年延長する。

4.賃貸人は賃借人に対して、用益賃貸借の

期間満了前の終了から生じた損害を賠償し

なければならない。賃借人は損害賠償また

は充分な保証が与えられた場合にのみ、用

益賃貸借物件を引き渡すものとする。

5.用益賃貸借の期間満了前の終了は、賃借

人の書面による合意とともに、譲渡契約の

中で定めることができる。

第6節 用益賃貸借の終了

第16条 解約一般

1.用益賃貸借契約の解約告知は、書面にて

行われる場合のみ有効である。

2.解約告知期間は、法律に別段の定めがな

い限り、1年とする。当事者はこれより長

い期間を合意することができる。

3.別段の合意がない限り、地方で慣行とな

っている年始期日または秋季期日にのみ解

約告知することができる。

第17条 期間前の解約

1.契約の履行が、一方当事者に対して、重

大な理由に基づき、要求し得なくなった場

合、その当事者は、用益賃貸借を次の年始

期日または秋季期日に書面にて解約告知す

ることができる。

2.裁判官は、あらゆる事情を考慮して、財

産法上の結果を定める。

第18条 賃借人の死亡

1.賃借人が死亡した場合、その相続人また
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は賃貸人は用益賃貸借契約を、次の年始期

日または秋季期日に書面で解約告知するこ

とができる。告知期間は6ヶ月とする。

2.用益賃貸借契約が賃貸人によって解約告

知される場合、賃借人の卑属または配偶者

は、30日以内に用益賃貸借契約の当事者と

なることを表明することができる。賃貸人

は複数の候補者の中から、用益賃貸借契約

の当事者となるべき者を指示することがで

きる。

3.契約関係に入った者が、用益賃貸借物件

の秩序に適った経営管理を行う保障がない

場合、または他の理由から用益賃貸借の継

続を賃貸人に強要することができない場合、

賃貸人は契約関係への参入の表明後30日以

内に用益賃貸借の解消を訴えることができ

る。

第19条 経営の譲渡に際する追加用益賃貸借

の引受

1.部分的に所有され、部分的に用益賃借さ

れている農場が、他者に経営遂行目的で譲

渡される場合、農場の取得者は、追加用益

賃借地片の賃貸人に、当該地片を用益賃借

で引き続き経営管理したい旨書面で意思表

示することができる。

2.賃貸人が、賃借人の意思表示の受領後3

ヶ月以内に、取得者を新しい賃借人として

拒絶しない場合、または賃貸人が同一期間

内に取得者と新しい用益賃貸借契約の締結

を要求しない場合、取得者は継続している

用益賃貸借契約に入る。

第20条 農地整備

1.賃貸地片に関し農地の整備または交換が

経営における本格的な変更をもたらす場合、

両当事者は、新しい所有状態の開始に当た

って用益賃貸借契約を書面にて解消するこ

とができる。

2.用益賃貸借の期間満了前の終了による賠

償請求権は生じない。

第21条 賃借人の賃借料の滞納

1.賃借料が用益賃貸借の期間中未払いの場

合、賃貸人は、賃借料が6ヶ月以内に支払

われない時、用益賃貸借契約が解消される

ことを、書面で賃貸人に命ずることができ

る。

2.契約が解消される場合、賃貸人は、自己

に責任がないことを証明しない限り、損害

を賠償しなければならない。

第7節 保全および改良。返還に際して

の調整

第22条 保全義務、修繕

1.賃貸人は、用益賃貸借期間中必要となる、

用益賃貸借物件の根本的修繕を、賃借人か

らその必要について通知を受け次第、自己

の費用でなす義務を負う。

2.賃借人は、賃貸人が必要な根本的修繕を、

通知に応じて有効期間内に行わずかつ修繕

義務につき争わなかった場合、根本的な修

繕を自ら遂行する権限を有する。賃借人は

用益賃貸借の終了までにこれに関する賠償
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を要求することができる。

3.賃借人は、用益賃貸借物件の通常の修繕

の費用を調達する義務を負う。賃借人は小

修繕とりわけ道路、小道、墓、堤、垣、屋

根、水路等の通常の修繕を地方の慣行に従

って行わなければならない。

4.当事者は、賃借人がこれ以上の修繕義務

を引き受け、根本修繕に責任を負わなけれ

ばならないことを合意することができる。

第22a条 賃借人による改善および変更

賃借人による、従来の経営管理の改善およ

び変更は、それが用益賃貸借期間を超えて本

質的な意味をもつ場合、賃貸人の同意を得て

はじめてこれをなすことができる。

第23条 返還。改良および悪化

1.用益賃貸借の終了に際しては、用益賃貸

借物件は現状の状態で返還されねばならな

い。

2.別段の合意がない限り、賃借人は用益賃

貸借の終了に際して、賃貸人との合意によ

ってなした改良のための費用が適切に賠償

されることを要求することができる。

3.賃借人は、単に自己の経営管理から生じ

た改良については、賠償を要求することは

できない。

4.賃借人は、自己の経営管理に当たって回

避することができたはずの悪化に対して賠

償しなければならない。

第24条 収穫物

1.賃借人は、契約または慣行が別段の定め

をしない限り、用益賃貸借の終了に際して

未収穫の果実に対する請求権を有しない。

2.賃借人は、その費用に対して適切な賠償

を要求することができる。

第25条 備蓄品

1.賃借人は、契約または慣行が別段の定め

をしない限り、前用益賃貸借年の秩序正し

い経営管理に要した分の飼料、藁、堆肥の

備蓄を残さなければならない。

2.賃借人は用益賃貸借開始時に、終了時に

残す分より少ない備蓄品しか受け取らなか

った場合、増価分の賠償の権利を有する。

賃借人が、契約開始時に、終了時に残す分

より多くの備蓄品を受け取った場合には、

現物を賠償するかまたは減価を埋め合わせ

なければならない。

第7節の2賃貸人の留置権

第25b条

賃貸人は、弁債期を過ぎた賃借料および経

年の賃借料に対し、店舗賃貸人と同様の留置

権を有する。

第8節 裁判官による用益賃貸借の延長

第26条 訴え

1.一方当事者が用益賃貸借契約を解約告知

する場合、他方当事者は、告知の受領後3

ヶ月以内に裁判官に用益賃貸借の延長を訴

えることができる。

2.期間を定めて締結された用益賃貸借契約

が終了し、かつ新しい契約が成立しない場

合、両当事者は遅くとも用益賃貸借の終結
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の9ヶ月前に用益賃貸借の延長を裁判官に

訴えることができる。

第27条 判決

1.裁判官は、用益賃貸借の延長を被告に要

求しうる場合、用益賃貸借を延長する。

2.賃借人が解約告知をした場合、賃貸人は

用益賃貸借の継続が自身に要求し得ないこ

と、または他の理由から正当化されないこ

とを証明しなければならない。用益賃貸借

の継続は、以下の場合特に要求することを

得ず、または正当化されない。

a.賃借人が、その法律上または契約上の

義務に著しく違反した場合、

b.賃借人に支払い能力がない場合、

c.賃貸人、その配偶者、近親者、婚姻関

係者が用益賃貸借物件を自身で経営管理

する場合、

d.農場が維持するに価しない場合、

e.農場または地片が、国土計画法第15

条による建設ゾ―ン内に全部または部分

的に存在しかつ近い将来に建物が建設さ

れることになっている場合、

3.賃借料に関する官庁の決定は、いかなる

場合においても用益賃貸借の継続を強要し

えない事由とはならない。

4.裁判官は用益賃貸借を3年から6年延長

する。裁判官はその場合人的関係を尊重し

かつ用益賃貸借物件の種類、および用益賃

貸借期間の生じうべき短縮を顧慮する。

第28条 契約規定の適合

一方当事者の要求に基づき、裁判官は用益

賃貸借の延長に際して、契約規定を事情変更

に適合させることができる。

第9節 強行規定

第29条

特別の定めがない限り、賃借人は本章の規

定にしたがって自己またはその相続人に帰属

する権利に関し、予め放棄することはできな

い。これに違反する合意は無効とする。

第3章 細分用益賃貸と追加用益賃借

第1節 細分用益賃貸

第30条 許可義務

1.一つの農場から個々の地片または地片の

一・部を用益賃貸する(細分用益賃貸)者は、

許可を要する。

2.賃貸人は、賃貸面積が農場の利用面積の

10%を越えず、かつ用益賃貸借対象地に建

物が建てられていない場合、許可を要しな

い。

第31条 許可事由

1.賃貸人は用益賃貸借開始前にカントンの

許可官庁に許可を得なければならない。

2.許可は、以下の要件が充足されている場

合にのみ付与される。

a.一農民家族に良好な農業経営基盤を提

供している農場が、細分用益賃貸によっ

て、自立した経済単位を崩すことなく、

また良好な農業経営基盤にとってもはや

充分でない規模にまで縮小されることが
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ないこと。

b.農場が、細分用益賃貸以前に既に農民

家族に良好な農業経営基盤を提供してい

ないこと。

c.農場がもはや維持される価値がないこ

と。

d.農場の全部または主要部分が、国土計

画法第15条による建設ゾーンにあること。

e.農場が、一時的にのみ細分的に用益賃

貸され、かつ後に再び全体として経営管

理されること。

f.賃貸人が、農場を以前から自作してい

たにもかかわらず、重病または高齢とい

った個人的事由により、部分的にのみ自

作が可能であること。

g.細分的に用益賃貸された地片または地

片部分に代えて、農場の経営にとってよ

り有利な立地にあるか、またはより適合

的である他の賃借物件が、追加用益賃借

されること。

2の2.官庁は更に、以下の場合に農場の細

分賃貸を許可する。

a.農民家族の農場が、平均以上に良好な

経営基盤を提供せず、

b.細分賃貸が、主として他の農場の構造

的改善に寄与し、

c.親族中のいずれの先買権者または指定

請求権者も、農場を自作のために引き受

ける意思をもたないか、または相続分割

において指定を請求できるその他の者

(農民土地法に関する1991年10月4日の

連邦法、第11条2項)が、農場を一括し

て賃借する意思をもたない場合であって、

かつ

d.所有権者とともに農場を経営管理して

きた配偶者が、細分用益賃貸に同意する

場合。

【旧第31条 許可事由

1.賃貸人は用益賃貸借開始前にカントンの

許可官庁に許可を得なければならない。

2.許可は、以下の要件が充足されている場

合にのみ付与される。

a.一農民家族に良好な農業経営基盤を提

供している農場が、細分用益賃貸によっ

て、自立した経済単位を崩すことなく、

また良好な農業経営基盤にとってもはや

充分でない規模にまで縮小されることが

ないこと。

b.農場が、細分用益賃貸以前に既に農民

家族に良好な農業経営基盤を提供してい

ないこと。

c.農場がもはや維持される価値がないこ

と。

d.農場の全部または主要部分が、国土計

画法第15条による建設ゾーンにあること。

e.農場が、一時的にのみ細分的に用益賃

貸され、かつ後に再び全体として経営管

理されること。

f.賃貸人が、農場を以前から自作してい

たにもかかわらず、重病または高齢とい
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った個人的事由により、部分的にのみ自

作が可能であること。

3.農場が良好な農業経営基盤を提供するか

否かの判断中に、兼業としてこれに緊密に

結合している非農業経営を含めるものとす

る。また、地域的事情も顧慮されるものと

する。】

第32条 許可の拒絶の結果

1.許可が拒絶される場合、許可官庁は用益

賃貸借契約を、強要可能な次の年始または

秋季の期日に解消し、地片の引き渡しを命

令する。

2.両当事者は用益賃貸借契約の解消から生

じた損害に対する賠償請求権を有しない。

第2節 追加用益賃借

第33条 異議申し立て

1.削除

2.賃借人の経営の中心から遠く離れており

かつ明らかに地域慣習上の経営範囲の外に

ある地片の追加用益賃借に対しては、異議

を申し立てることができる。

3.削除。

4.異議申し立ての権限を有するのは、保護

に値する利益を有する者と、カントンによ

って指定された官庁である。

5.異議は契約締結の認知以後3ヶ月内に所

轄官庁に申し立てられるものとする。用益

賃貸借開始後半年経過した後は、官庁によ

る異議だけが許される。

【旧第33条 異議申し立て

1.賃借人が既に経営管理する地片が、農民

家族に平均以上に良好な経営基盤を提供し

ている場合、農場または地片の追加用益賃

貸借に対する異議申し立てが可能である。

2.賃借人の経営の中心から遠く離れており

かつ明らかに地域慣習上の経営範囲の外に

ある地片の追加用益賃借に対しては、いか

なる場合にも異議を申し立てることができ

る。

3.法人、団体、合資会社による追加用益賃

借に際しては、法人、団体、会社を支配す

る自然人によって締結された用益賃貸借契

約も顧慮されるものとする。

4.異議申し立ての権限を有するのは、保護

に値する利益を有する者と、カントンによ

って指定された官庁である。

5.異議は契約締結の認知以後3ヶ月内に所

轄官庁に申し立てられるものとする。用益

賃貸借開始後半年経過した後は、官庁によ

る異議だけが許される。】

第34条 追加用益賃借の許容

追加賃借人が用益賃貸借契約の締結に関し

て特別の事由を示す場合、または用益賃貸借

物件に他の需要がない場合、異議は拒絶され

るものとする。

第35条 異議申し立て決定の結果

1.異議が認められた場合、許可官庁は地域

の慣行となっている次の年始または秋季の

期日まで少なくとも6ヶ月の期間をもって、

用益賃貸借契約を解消する。
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2.両当事者は用益賃貸借契約の解消から生

じた損害に対する賠償請求権を有しない。

第4章 賃借料

第1節 原則

第36条

1.賃借料は統制に服する。賃借料は許可さ

れた額を超えてはならない。

2.連邦政府は、収益価格の利回りの率およ

び賃貸人負担の補償を確定し、一般的利益

のための特別支払額を定める。

3.自然条件およびその他の合意された条件

が賃借料に算入されるものとする。

4.賃借料の算定については賃借人が、使用

賃借物または農業用益賃貸借物件と本質的

に結合している非農業用益賃貸借物件に関

して賃貸人に支払っているものも顧慮され

るものとする。

第2節 賃借料の算定

第37条 農場の賃借料

農場の賃借料は、以下の要素からなる。

a.農業家産負債整理法に関する1940年12

月12日の連邦法第6条の意味における収

益価格の適正な利回り

b.施設、設備に対する賃貸人の平均費用

の補償(賃貸人負担)

第38条 個別地片の賃借料

1.個別地片の賃借料は、以下の要素からな

る。

a.農業家産負債整理法に関する1940年12

月12日の連邦法第6条の意味における収

益価格の適正な利回り

b.施設、設備に対する賃貸人の平均費用

の補償(賃貸人負担)

c.追加用益賃借から賃借人にとって生じ

た一般的利益のための特別支払

2.地片が、

a.より良好な耕地整理を可能とし、

b.農場の経営にとって良好な場所にある

場合、最高15%の経営に関する特別支払

が、個別に許される。

3.農業用建物に関しては、1項c号および

2項による特別支払がなされてはならない。

第39条 使用賃貸借物および非農業用益賃貸

借物の賃料

本質的に農業用益賃貸借に結合している使

用賃貸借物および非農業用益賃貸借物の賃料

の算定については、濫用使用賃貸借料に対す

る措置に関する規定が適用される。

第40条 利率。賃貸人負担

1.連邦政府は、第1抵当権の複数年の平均

利子率を基礎として収益価格の利回り率を

確定し、事後に変化した利子関係とこれを

調整する。

2.農場については、この率を四分の一減ず

る。

3.連邦政府は収益価格の計算の算定期間に

おける平均費用にしたがって賃貸人負担の

見積りを定める。

第41条 長期用益賃貸借に対する増額
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当事者が、法定継続期間を少なくとも3年

間延長する継続期間を約す場合、全継続期間

について、賃借料の15%の特別支払が許され

る。

第3節 賃借料統制

第42条 農場に対する賃借料の許可

1.農場の賃借料は許可を要する。

2.賃貸人は、用益賃貸借開始後または賃借

人と合意された賃借料の調整後3ヶ月以内

に賃借料を許可にかからしめなければなら

ない。連邦政府が賃借料の算定の率を変更

したことにより賃借料が調整された場合に

は、許可を要しない。

3.カントンによって指定された官庁が許可

を取っていない賃借料の存在を知った場合、

官庁は許可手続きを開始する。

第43条 地片の賃借料に対する異議申し立て

1.カントンによって指定された官庁は、

個々の地片に関する合意された賃借料に対

して、許可官庁に異議を申し立てることが

できる。

2.異議申し立てば、契約締結または賃借料

調整を知った後3ヶ月以内になされるもの

とする。

第44条 許可官庁の決定

1.許可官庁は、農場または地片に関して合

意された賃借料が許されるか否か決定する。

2.許可官庁は、高すぎる賃借料を、許され

る額まで引き下げる。

3.許可官庁は、その決定を当事者に知らせ、

かつそれを異議申し立ての権限を持つ官庁

に通知する。

第45条 私法上の効果

1.官庁によって確定された基準を越える部

分の賃借料の合意は無効である。

2.無効な合意に基づいて支払われた賃借料

については、賃借料に関する有効な決定か

ら1年以内、しかし遅くとも賃借料の支払

い後5年内に返還請求することができる。

3.賃借料の無効性はその他の点で用益賃貸

借契約の有効性に触れることはない。

第46条 無効の取り決め

契約当事者は、本節にしたがって帰属する

権利を予め放棄することはできない。

第5章 手続および官庁

第1節 手続および法的手段

第47条 原則

1.カントンは、簡易で迅速な手続きを定め

るものとする。

2.裁判官および行政官庁は、職務により鑑

定人を任命する。当事者は聴取される。

3.法律が手続きを定めない限り、カントン

がこれを定める。

第48条 私法上の訴え、裁判籍

1.用益賃貸借契約から生じた訴えは、裁判

官がこれを判決する。

2.訴えは被告の居所または用益賃貸借物件

の所在地で提起することができる。

第49条 行政官庁の確認処分
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1.保護に値する利益を有する一方当事者は、

用益賃貸借期間の短縮、細分的用益賃貸、

追加用益賃借、賃借料が許可されるか否か、

所轄官庁に確認させることができる。

2.当事者は用益賃貸借契約の締結前に既に

確認処分の発布を申請することができる。

第50条 カントンの抗告機関への抗告

1.第1段階の行政官庁の処分に対して、30

日以内にカントンの抗告機関に抗告するこ

とができる。

2.抗告機関は、契約当事者および異議申立

人に対して決定を知らせ、この決定を前段

階の機関に通知する。

第51条 連邦経済省控訴委員会への控訴

1.カントンでの最終的な抗告決定は、最終

的決定を行う連邦経済省控訴委員会への控

訴の対象となる。連邦司法・警察省は控訴

の権限をもっ。

第52条 情報提供義務

当事者は、所轄行政官庁に対して、許可、

異議申し立てと抗告に関する決定、確認処分

に必要な限りにおいて要請に基づき情報を提

供、書類の閲覧を保証し、実地検証を受け入

れなければならない。

第2節 カントンの官庁

第53条

カントンは、

a.許可官庁

b.異議申立に権限を持つ官庁

c.抗告機関

を指定する。

第6章 刑法規定

第54条 違法行為

1.細分的用益賃貸の賃貸人として許可を得

ていない者、または許可の拒絶後もこの用

益賃貸借を賃貸人として継続する者、

許可を得ずに細分的な用益賃貸の賃借人と

して用益賃貸借を開始した者、または許可

の拒絶後もこの用益賃貸借を継続する者、

異議申し立てにより解消されている追加用

益賃借を継続する者、

許可を要する賃借料であって許可されてい

ない賃借料を要求する者、または支払って

いる者、

許可された賃借料より高い賃借料を要求す

る者、または支払っている者、

は、10,000フランまでの罰金を課せられる。

2.本条の刑罰命令に関連して所轄官庁が下

した処分に応じないことにより、情報提供

義務を充足しない者は、罰金を課せられる。

第55条 時効

違法行為の時効を2年、違法行為の刑罰の

時効を5年とする。

第56条 法人、会社、団体への準用

行政法第6条が適用される。同条は公法上

の団体の行政における違法行為にも適用され

る。

第57条 公訴

カントンが違法行為を訴追し、判決を下す。
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第7章 最終規定

第1節 カントンの施行規則

第58条

1.カントンの施行規則は、それが連邦政府

に許可されて初めて有効となる。

2.カントンは本法の発効に、その施行規則

と官庁組織を適合させる。

3.本法の発効に伴い、これと矛盾するカン

トンの規則は廃止される。

第2節 連邦法の改正と廃止

第59条

1.連邦司法組織に関する連邦法は以下のと

おり変更される。

第100条m行政裁判所抗告は、さらに

以下の事項に対しては許されない。

m.農業の領域において、

1.用益賃貸借期間の短縮、細分的用益

賃貸、追加用益賃借に関する処分、お

よび賃借料に関する処分

2.チーズの配分、等級付け、査定に関

する処分

2.農民土地資産の維持に関する1951年6月

12日の連邦法は以下のとおり変更される。

第5節:用益賃貸借関係(第23-27条)廃

止

第44条1項

カントンは、

a.売買契約に対する異議申し立て(第19

条)

b.異議申し立てに関する決定(第20条)

c.不動産仲介の許可(第22条)

に管轄権をもつ官庁を指定する。

3.債務法は以下のとおり変更される。

第275a条 農場および農業に利用される

地片に関する用益賃貸借契約に関しては、

1985年10月4日の連邦法の特別規制が適

用される。

第281条(余白タイトルの変更)Ⅲ用益賃

貸借物件の譲渡

第281bis条および第281ter条

廃止

第284条2項

2.賃借人は地方の慣習に従った小修繕を

行わなければならず、さらに低価格の機

械や道具であって、更新期をむかえたも

の、または使用によって壊れた物を他の

物と交換しなければならない。

第286条(余白タイトルの変更)Ⅱ賃借料

の支払い

第287条廃止

第290条

1.合意または地方の慣習によって別段の

規定がない場合、用益賃貸借契約を6ヶ

月の期間の遵守の下で解約告知する権利

が、両当事者に帰属する。

2.合意が存在しない場合、または用益賃

貸借物件の種類に応じて当事者の意思が

存在しない場合、任意の期間をもって解

約告知をなすことができる。

第292条
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1.用益賃貸借契約が、合意された用益賃

貸借期間の経過後黙示で継続され、また

は契約または法律に規定された期間をも

って解約告知されなかった場合であって、

かつ特段の合意がない場合、用益賃貸借

契約は同一の条件でその都度翌年に適用

される。

2.継続された用益賃貸借は、用益賃貸借

年次の終わりに解約告知され得る。告知

期間は6ヶ月とする。

第296条、300条、301条は廃止される。

4.農業用賃借料の統制に関する1960年12月

21日の連邦法は廃止される。

第3節経過規定

第60条

1.本法は、用益賃貸借期間および細分的用

益賃貸および追加賃借に関する規定の例外

を除いて、本法の発効以前に締結または継

続された用益賃貸借契約についても適用さ

れる。発効後に用益賃貸借の継続が開始し

た場合、新しい継続期間が適用される。

2.用益賃貸借の開始の期日がもはや確認さ

れえない場合、1973年の地方での慣行とな

っている新年の期日を用益賃貸借の開始日

とする。

3.用益賃貸借契約が、本法の発効前に、本

法発効の時点またはそれ以降の期日での解

約が告知される場合、関係当事者は本法の

発効後30日まで新しい規定による延長を訴

えることができる。

4.係属中の訴えおよび申請が、判決または

決定の時点で妥当する法に従って判定され

る。

第4節 国民投票と発効

第61条

1.本法は、任意的国民投票に服する。

2.連邦政府は発効を規定する。
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3国土計画に関する連邦法

1979年6月22日

1995年10月6日改正

第1編 序

第1条 目的

1.連邦、カントン、市町村[以下連邦等と

略記-訳者]は、土地が無駄なく利用さ

れるよう配慮する。連邦等は、その国土に

関連する活動を相互に調整し、国土の望ま

しい発展に向けられた定住秩序を形成する。

連邦等は、その場合、自然条件ならびに国

民および経済の需要を考慮する。

2.連邦等は、国土計画の措置により特に以

下の活動を支援する。

a.土地、空気、水、森林、景観といった

生活基盤としての自然の保護

b.住宅開発および経済のための空間的前

提条件の創出と維持

c.地域における社会的、経済的、文化的

生活の促進および居住と経済の適切な分

散化

d.地片の充分な供給基盤の確保

e.国土の防衛

第2条 計画義務

1.連邦等は国土に関連する任務に必要な計

画を策定し、相互に調整する。

2.連邦等は、その他の活動の国土への影響

を配慮する。

3.計画任務を所轄する官庁は、下属する官

庁にその任務遂行に必要な裁量の余地を与

えることを考慮する。

第3条 計画原則

1.計画任務を所轄する官庁は以下の諸原則

を顧慮する。

2.景観が尊重されねばならない。特に

a.農業にとって充分な耕作地として適切

な土地が維持されねばならない。

b.住宅地、建築物、施設が景観に組み込

まれねばならない。

c.湖岸および河岸が解放され、公衆のア

クセスと通交が容易にされねばならない。

d.自然に近い景観および保養空間が維持

されねばならない。

e.森林がその機能を充足できなければな

らない。

3.住宅地が国民の必要にしたがって形成さ

れ、かっその拡張が制限されねばならない。

特に

a.居住地区と労働地区が合目的的に整備

され、かつ公共交通網によって充分に整

備されねばならない。

b.居住地区は、大気汚染、騒音、振動と

いった、侵害や負荷を伴う影響から可能

な限り守られねばならない。

c.自転車道および歩道が維持および設置

されねばならない。

d.物財および役務供給のための良好な前

提条件が確保されねばならない。

e.居住地区は多くの緑地および樹木を維
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持しなければならない。

4.公共の建物および施設または公共的な利

益の下にある建物および施設にっき、適切

な立地が決定されねばならない。特に、

a.地域の必要を考慮し、かつ障壁となる

不均衡が除去されねばならない。

b.学校、余暇施設、公役務が、国民の身

近になければならない。

c.生活基盤としての自然、住民、経済に

対する負の作用が回避され、かつ全体と

して弱いものにとどめられねばならない。

第4条 情報および協働

1.計画課題を担う官庁は、本法に従って計

画の目標および経過に関して国民に通知す

る。

2.計画官庁は、計画に際して国民が適切な

仕方で協力できるように配慮する。

3.本法による計画は公的なものである。

第5条 調整および補償

1.カントンの法は、本法による計画によっ

て生ずる顕著な利益および不利益の適切な

調整を規制する。

2.計画が収用に匹敵する所有権制限をもた

らす場合には、完全な補償がなされる。

3.カントンは、所有権制限に際する補償の

支払いが、土地登記簿へ注記されるべく規

定することができる。

第2編 国土計画の措置

第1章 カントンの指針計画

第6条 基礎的事項

1.カントンは指針計画の策定のために、基

本構想の中で当該地区が空間としていかに

発展すべきかを規定する。

2.カントンはいかなる地域が、

a.農業に適しているか、

b.特に美しいか、価値が高いか、保養に

とってまたは生活基盤としての自然とし

て重要か、

c.自然災害や損害をもたらす作用によっ

て相当程度危険であるか、

を規定する。

3.カントンは

a.住宅地、

b.交通、供給、公共建物・施設、

の現状および目指されるべき発展に関する

説明を与える。

4.カントンは、連邦の構想および専門計画、

隣接カントンの指針計画ならびに地域発展

構想・計画を顧慮する。

第7条 官庁の協働

1.カントンは、その任務が関連する限りで、

連邦および隣接カントンの官庁と協働する。

2.カントンは、国土に作用する活動が相互

にいかに調整されるかに関して、カントン

間または連邦との間で合意に達しない場合、

調整手続(第12条)の導入を要求すること

ができる。

3.国境に接するカントンは、その措置が国

境に影響を与える限りにおいて、隣接国の
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地方官庁との協働に努力する。

第8条 指針計画の最低記載内容

指針計画は少なくとも、

a.国土に作用する諸活動が、目指される

べき発展との関連でいかに相互に調整さ

れるか、

b.いかなる期間で、およびいかなる手段

で、任務を遂行するか、

を明示する。

第9条 計画の拘束性および適合

1.指針計画は、官庁を拘束する。

2.事情が変更して、新たな課題が生じた場

合、または全体としてよりよい解決が可能

な場合、指針計画が吟味されかつ必要な場

合には変更される。

3.指針計画は通常10年毎に全体的に吟味さ

れ、必要な場合に改訂される。

第10条 権限および手続

1.カントンは、権限および手続を規定する。

2.カントンは、市町村および国土に作用を

およぼすその他の担い手が、指針計画の策

定に際していかに協働するかを規定する。

第11条 連邦政府の認可

1.連邦政府は、指針計画およびその変更が

本法に適合する場合、すなわち連邦および

隣接カントンの国土に作用を及ぼす任務を

適切に顧慮するものである場合、これを認

可する。

2.指針計画は、連邦政府による認可をえて

初めて、連邦および隣接カントンに対して

拘束力をもつ。

第12条 調整

1.連邦が指針計画またはその一部を認可す

ることができない場合、連邦政府は当事者

の聴聞の後、合意交渉を命ずる。

2.連邦政府は、合意交渉の期間、交渉の終

結に不利益に影響を与える可能性のあらゆ

ることがらが生じないよう指示する。

3.合意が成立しない場合、連邦政府は遅く

とも合意交渉を命じた後3年内に決定を行

なう。

第2章 連邦の個別措置

第13条 構想および実質計画

1.連邦は国土に作用する任務を遂行できる

ための基礎作業を行なう。連邦は必要な構

想および専門計画を策定し、相互に調整す

る。

2.連邦はカントンと協働し、カントンにそ

の構想内容計画を与え、建築企図を適時に

公表する。

第3章 利用計画

第1節 目的と内容

第14条 概念

1.利用計画は土地の許可された利用を定め

る。

2.利用計画は予め建設ゾーン、農業ゾ―ン、

保護ゾーンを区分する。

第15条 建設ゾーン
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建設ゾーンは建設に適した土地であって、

かつ

a.相当程度に建設されているか、または

b.15年以内に必要とされ開発されること

が予想される土地

を包摂する。

第16条 農業ゾ―ン

1.農業ゾーンは、

a.農業的利用と園芸に適し、または

b.全体の利益において農業上利用される

べき土地

を包摂する。

2.可能な限り、より広い一体的用地が、農

業ゾ―ンに指定される。

第17条 保護ゾ―ン

1.保護ゾーンは、

a.小川、河川、湖およびその岸辺

b.特に美しい景観ならびに博物学上また

は文化史上価値ある景観

c.名所、史跡ならびに天然記念物および

文化記念物

d.保護する価値のある動植物の生存空間

を包摂する。

2.保護ゾーンを指定するかわりに、カント

ン法は他の適切な措置を規定することがで

きる。

第18条 その他のゾーンおよび区域

1.カントン法はその他の利用ゾーンを規定

することができる。

2.カントン法は、その利用がいまだ規定さ

れていない地域、または特定の利用が後に

初めて許される地域に関しての規定を含ま

せることができる。

3.森林地域は森林立法によって指定され、

保護される。

第19条 開発

1.土地が開発されているというのは、次の

状態のことを言う。適切な利用のために充

分な進入路があり、かつ必要な上下水道、

エネルギー供給施設が、膨大な費用なしに

接続できる程に近接している状態。

2.建設ゾーンは、地方自治体によって、開

発プログラムに規定された期間内に開発さ

れる。カントン法は土地所有権者の寄与を

規定する。

3.地方自治体が建設ゾーンを適時に開発し

ない場合、土地所有権者がその土地を地方

自治体によって認可された計画に従って自

ら開発することを許可が与えられるか、ま

たはカントン法の規定にしたがって、地方

自治体による開発に融資がなされるものと

する。

【旧第19条 開発

1.土地が開発されているというのは、次の

状態のことを言う。適切な利用のために充

分な進入路があり、かつ必要な上下水道、

エネルギー供給施設が、膨大な費用なしに

接続できる程に近接している状態。

2.建設ゾーンは、地方自治体によって、適

時に開発される。カントン法は土地所有権
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者の寄与を規定する。

3.カントン法は、土地所有権者がその土地

を地方自治体によって認可された計画に従

って自ら開発することを規定することがで

きる。】

第20条 区画整理

区画整理は、利用計画がそれを必要とする

場合、官庁によって命令され、かつ執行され

うる。

第2節 効力

第21条 拘束性および適合

1.利用計画は何人に対しても拘束力を有す

る。

2.事情が相当程度変化した場合、利用計画

は吟味され、必要な場合には変更される。

第22条 建設許可

1.建物および施設は官庁の許可によっての

み設置され、変更されうる。

2.許可の要件は、

a.建物および施設が利用ゾーンの目的に

合致しており、かつ

b.土地が開発されている

ことである。

3.連邦法およびカントン法のその他の要件

は留保される。

第23条 建設ゾーン内の例外

建設ゾーン内の例外については、カントン

法がこれを定める。

第24条 建設ゾーン外の例外

1.以下の場合には、第22条2項a号にかか

わらず、建物および施設を設置し、変更す

る許可が与えられうる。

a.建物および施設の目的が建設ゾ―ンの

外部の立地を要請しており、かつ

b.重要な利益が対持していない場合。

2.カントン法は、国土計画の重要な利益と

合致する場合、建物および施設を改築し部

分的に変更しまたは建て直すことを許可す

ることができる。

第3節 権限および手続

第25条 カントンの権限

1.カントンは権限および手続きを規制する。

1の2.カントンは、建築物および施設の設

置のために必要な全ての手続きに期間を設

け、その効力を定める。

2.第24条による例外は、カントンの官庁に

よってまたはその同意によって許可される。

【旧第25条カントンの権限

1.カントンは権限および手続きを規制する。

2.第24条による例外は、カントンの官庁に

よってまたはその同意によって許可され

る。】

第25a条 調整の原則

1.建築物または施設の設置または変更が、

複数の官庁による手続を要する場合には、

充分な調整に配慮する官庁が、指定される

ものとする。

2.調整に責任をもつ官庁は、

a.必要な手続き上の命令をだすことがで

き、
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b.全ての申請書類の共通の交付に配慮し、

c.カントンおよび連邦の全ての関係官庁

から建築企図に対する見解を取り寄せ、

d.内容上の調整に配慮し、手続を共同で

開始するか、または同時に開始するよう

可能な限り配慮する。

3.手続に異議を申し立てることはできない。

4.以上の原則は、利用計画手続に準用する

ことができる。

第26条 カントンの官庁による利用計画の認

可

1.カントンの官庁は、利用計画とその変更

を認可する。

2.カントンの官庁は、利用計画およびその

変更が連邦政府によって認可されたカント

ンの指針計画に適合するか否かを審査する。

3.カントンの官庁による認可により、利用

計画は拘束力をもっ。

第27条 計画ゾーン

1.利用計画が変更されねばならないか、ま

たはいまだ存在しない場合、所轄官庁は、

正確に表示された地域に計画ゾーンを決定

することができる。計画ゾーン内では、利

用計画を困難にする可能性のある一切のこ

とがらがなされてはならない。

2.計画ゾーンは、最長5年間で決定される。

カントン法はこの延長を規定することがで

きる。

第3編 連邦の助成

第28条 指針計画の費用の助成

1.連邦は認可された貸付の枠内で、指針計

画の費用の30%までの助成を保証する。

2.連邦会議は、複数年度にわたる法定貸付

による融資を認可する。

第29条 保護措置のための補償への助成

連邦は第17条による特別に重要な保護措置

に対する補償に助成金を付与することができ

る。

第30条 その他の助成の前提条件

連邦が、他の連邦法に基づく国土に作用す

る措置への助成金を給付するための要件は、

それらの措置が認可された指針計画に合致し

ていることである。

第4編 組織

第31条 カントンの専門機関

カントンは国土計画のための専門部署を指

定する。

第32条 連邦の専門機関

連邦の専門部署は、国土計画局である。

第5編 権利保護

第33条 カントンの法

1.利用計画は閲覧に供される。

2.カントン法は、本法およびカントンと連

邦の施行規則に基づく処分および利用計画

に対して、法的保護手段を規定する。

3.カントン法は、
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a.少なくとも連邦裁判所への行政裁判抗

告に関すると同様の範囲の資格、

b.少なくとも抗告官庁による完全な吟味、

を保障する。

4.第25a条1項が規定するカントンの官庁

の処分の取消に関しては、統一的な訴訟手

続きが規定されるものとする。

第34条 連邦法

1.連邦裁判所への行政裁判抗告は、所有権

制限に伴う補償(第5条)および第24条

の許可に関するカントンの最終審の決定に

対して許される。

2.カントンとゲマインデは抗告の権利を有

する。

3.カントンの最終審のその他の決定は、最

終決定となる。但し連邦裁判所への国法上

の抗告はこの限りではない。

第6編 最終規定

第35条 指針・利用計画の期間

1.カントンは以下の点に配慮する。

a.指針計画が遅くとも本法の施行後5年

内には策定されていること。

b.利用計画が適時に立てられること。但

し遅くとも本法の施行後8年内には策定

されていること。

2.連邦政府は指針計画の期間を例外的に延

長することができる。

3.本法の発効の時点で効力を有するカント

ンの指針・利用計画は、所轄官庁による認

可がなされるまで、カントン法に従って有

効性を保持する。

第36条 カントンの措置

1.カントンは本法の適用に必要な規定を定

める。

2.カントン法が特段の官庁を指定しない限

り、カントン政府が暫定的規定をおくこと、

とりわけ計画ゾーン(27条)を規定するこ

とを授権される。

第37条 暫定的利用ゾーン

1.特に農業に適した地域、特に重要な景観、

場所が直接侵害される恐れがあり、かつ連

邦政府によって確定された期限内に必要な

措置が講じられない場合、連邦政府は暫定

利用ゾーンを決定する。このゾーン内部で

は、利用計画に対して不利益に影響を与え

る可能性のある、いかなる措置も講じては

ならない。

2.利用計画が策定された場合、連邦政府は

直ちに暫定利用ゾーンを廃止する。

第38条 水質保護の改正

1971年10月8日の水質保護法は以下のとお

り変更される。(略)

第39条 国民投票と発効

1.本法は任意的国民投票に服する。

2.連邦政府は発効を規定する。

施行期日:1980年1月1日
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○ 1998年3月20日の改正法

Ⅰ

国土計画法は、以下の通り改正される。

第16条農業ゾーン

1.農業ゾーンは、国の食糧基盤の長期的確

保、景観および保養空間の維持、エコロジ

ー上の調整に寄与するため、その多様な機

能に応じて広範囲に建設行為から免れてい

なければならない。農業ゾーンは、

a.農業上の経営管理または生産目的の園

芸に適し、かつ農業の多様な任務の充足

に必要である土地、または、

b.全体の利益において農業上経営管理さ

れるべき土地

を包摂する。

2.可能な限り、より広い一体的用地が、農

業ゾーンに指定される。

3.カントンは、その計画の中で、農業ゾー

ンの多様な機能を適切に顧慮する。

第16a条 農業ゾーンにおけるゾーン適合的

な建物および施設

1.ゾーン適合的な建物および施設とは、農

業上の経営管理または生産目的の園芸に必

要な建物および施設をいう。但し第16条3

項の枠組みにおける、ゾーン適合性に関す

るより限定的規定が留保される。

2.農業経営または生産目的の園芸に帰属す

る経営の内部増築に寄与する建物および施

設は、いかなる場合も、ゾーン適合的であ

る。

3.内部増築の範囲をこえる建物および施設

は、それが、計画手続きの中でカントンに

よってそのために指定された農業ゾーンの

一区域に設置される場合に、ゾーン適合的

なものとして許可されうる。

第16b条 利用禁止

ゾーン適合的な形態で使用されていない建

物および施設であって、かつそれにつき第24

条ないし第24b条の意味における利用が許さ

れていない建物および施設は、利用されては

ならない。それが再度ゾ―ン適合的に利用可

能となった場合には、禁止は解除される。

第24条 建築ゾーン外の建物および施設の例

外

第22条2項a号の規定にかかわらず、以下

の場合には、建物および施設を設置する許可、

またはその目的を変更する許可が付与されう

る。

a.建物および施設の目的が建設ゾーンの

外部での立地を要請し、かっ

b.優先されるべき利益が存在しない場合。

第24a条 建設ゾ―ン外における建設措置を

伴わない目的変更

1.建設ゾーン外での建物または施設の目的

変更が、第22条1項に規定する建設措置を

伴わない場合であって、かつ以下に該当す

る場合には、許可が付与されうる。

a.これによって国土、開発、環境への新

たな作用が生ぜず、かつ
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b.他の連邦政令に違反しない場合。

2.変更された状況において、職権に基づき

新たな処分がなされるという留保の下で、

例外許可が付与されうる。

第24b条 建設ゾ―ン外の非農業的経営

1.農場が追加的所得源なしでは存続し得な

い場合、農業に近接する非農業的経営を既

存の建物および施設で営むための建設措置

は許可されうる。第24条a号の要請が満た

される必要はない。

2.経営は、農場の経営者によってのみ営ま

れねばならない。

3.経営の存在は、土地登記簿に登記される

ものとする。

4.非農業的経営は、農場の構成部分を形成

し、農民土地法に関する1991年10月4日の

連邦法第58～60条の現物分割と細分化禁止

に服する。

5.農民土地法に関する1991年10月4日の連

邦法の、非農業的兼業に関する規定は、本

条の経営には適用されない。

第24c条 建設ゾーン外に存在する、ゾーン

不適合な建物および施設

1.もはやゾ-ン適合的ではなくなった、建

設ゾーン外の建物および施設であって、規

定に従った利用が可能な場合、その存続が

基本的に保護される。

2.この建物および施設は、合法的に設置も

しくは変更されている限りで、所轄官庁の

許可により、修繕され、部分的に変更され、

大きく増築され、改築されうる。いずれの

場合にも、国土計画の重要な利益との合致

が留保される。

第24d条 建設ゾーン外の建物および施設に

関するカントン法上の例外

1.カントン法は、実質的に維持されている

農業用住宅における、農業と関係のない住

居利用を許可することができる。

2.カントン法は、さらに、以下の場合に、

保護に価するものとして承認された建物お

よび施設の完全な目的変更を許可すること

ができる。

a.それが所轄官庁の保護の下におかれて

いる場合であって、かつ

b.その長期的維持が、その他の方法では

確保されない場合。

3.第1項および2項の許可は、以下の場合

にのみ付与される。

a.建物または施設が従来の目的にとって

必要ではなくなり、新しい利用に適して

おり、不要な代替建物を結果として伴わ

ず、

b.外観および建物の基礎構造が本質的に

変更されず、

c.既存の開発の拡大がとるに足りない程

度ですみ、建物および施設の完全な目的

変更との関連で生ずる、全基盤整備費用

がその所有者に転嫁され、

d.付近の地片の農業上の経営管理が脅か

されず、
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e.その他の重要な利益と対立しない場合。

第25条1項の2および2項

1の2.カントンは、建物および施設の設置、

変更、目的変更の全ての手続に関し、期間

を設け、その効力を定める。

2.カントンの所轄官庁は、建設ゾーン外の

あらゆる建設企図に際して、それがゾ-ン

適合的か否か、またはそれに対して例外的

許可が付与されうるか否かを決定する。

第34条1項

1.連邦裁判所への行政裁判抗告は、所有権

制限に伴う補償(第5条)、建設ゾーン外

の建物および施設のゾーン適合性、および

第24条から第24d条の許可、に関するカン

トンの最終審の決定に対して許される。

第37a条

連邦政府は、1980年1月1日より前に建て

られたか、またはそれ以来利用計画の変更の

結果ゾーン不適合となった、営業建物および

施設の目的変更が、いかなる要件の下で許さ

れるかを規制する。

Ⅱ従来の法の変更

農民土地法に関する1991年10月4日の連邦

法は以下の通り変更される。

第10条3項

農場または農業用地片から分離されえず、

または分離されてはならない、非農業用建物

および施設、ならびにその一部は、非農業的

利用から生じた収益価格によって評価に算入

される。

第60条e号

カントンの許可官庁は、以下の場合に、現

物分割禁止および細分化禁止の例外を許可す

る。

e.農場または農業用地片の経営管理のた

めにもはや不要となった、敷地っき農業

用建物が、ゾーン適合的な利用の目的で、

隣接する農場または農業用地片の所有権

者に譲渡されるべき場合であって、かっ

そのことにより、国土計画法第16a条に

よって許可されねばならない建物の建設

が回避される場合。

Ⅲ国民投票および発効

1.本法は任意的国民投票に付される。

2.連邦政府は、発効を決定する。
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