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1.はじめに

「公益植民会社」(gemeinnutziges Sied-

1ungsunternehmen.以下、SUと称すること

もある)とは、一言でいえば、フランスの

SAFER(Societe d'amenagement foncier et

d'etablissment rural)やわが国の農地保有

合理化法人に相当する、ドイツにおける団体

である。すなわち、農地の取得－売渡等を通

じて、経営規模の拡大等の農業構造の改善や

農業環境の改善を行うことをその主たる任務

の一つとする組織である。本稿は、この公益

植民会社の現在の事業活動を分析することを

通じて、ドイツの土地対策上に占めるその意

義ないし機能を明らかにすることを目的とし

ている。本誌調査部からの依頼の趣旨は、わ

が国の農地保有合理化事業が、大きく変化し

つつある農業・農地情勢において今後いかな

る方向を目指すべきかという点にも言及して

欲しい、ということであったが、残念ながら

現在の筆者には近年の農地保有合理化事業に

ついて十分な知見を得るだけの時間的余裕が

ほとんどないため、ドイツの公益植民会社の

現状と今後の方向性についての検討が中心と

ならざるを得なかったことを、予めお断りし

ておきたい。

本稿の目的は以下の2つの点を明らかにす

ることである。

第1に、ドイツの農業構造改善政策におい

て公益植民会社の果たしている機能を正確に

把握しておく必要がある、ということである。

公益植民会社はドイツでは今世紀初頭よりそ

の活動を開始し、第2章で述べるような様々

な事業を行ってきたが、1960年前後より西ヨ

ーロッパおよびわが国で開始される農業構造

改善政策において土地取引への公的介入を通

じての経営規模の拡大が語られる場合、わが

国において主として参照されたのは、フラン

スのSAFER(1)であって、ドイツの公益植

民会社には学界および実務界の双方において

大きな関心が払われることのないまま今日に

至っている(2)。このことは、第2章で述べる

ように公益植民会社の農業構造改善に占める

意義が大きなものではなかったという事情に

主として由来するものと思われる。しかし、

(i)たしかに上の意義は近年小さくなりつつ

あるのだが、それでもなお、全国レヴェルで

みても、公益植民会社により売り渡された土

地面積の50%前後が経営規模の拡大を中心と

する農業的利用に供されているのであって、

公益植民会社自体についてみれば農業構造改
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善政策の推進という目的は現実にもなおその

中心的位置の一角を占めていることは疑いな

い。わが国においては、農業の担い手の高齢

化や米価の動向等によって農地流動化がこれ

まで以上のペースで進行することが予想され、

土地取引を政策的に方向づけるための制度的

措置の一層の整備・充実が求められている現

在、従来ほとんど顧みられることのなかった

公益植民会社の活動を検討することは無意味

なことでは決してない。さらに、(ii)近年の

公益植民会社は経営規模の改善等の農業振興

のための諸施策のみならず村落再整備や道水

路整備等を通じて農村の定住人口を確保する

などの農村振興のための地域政策的諸施策を

も実施するようになってきており、この点か

らも公益植民会社の活動状況に今後とも注意

していくことは必要である。

第2は、公益植民会社がドイツの都市建設

(=都市開発)において果たす機能について

分析することである。かかる機能は、農村に

おける都市化・混住化の進展、住宅不足の深

刻化に伴い1970年前後から各州毎の公益植民

会社が徐々に担い始めたものである。ドイツ

においては周知のように都市建設の主体は基

本的には基礎自治体である市町村の任務であ

るが、市町村によるその任務の実施に対して、

様々な側面から支援を行うこともまた今日で

は、公益植民会社の重要な任務となっている。

そして、その都市建設において占める意義は、

第3章で述べるように州によっては予想をは

るかに越えて大きいのである。公益植民会社

のこの機能はわが国においてはもとよりドイ

ツにおいても看過されてきたが、少なくとも

わが国の今後の土地政策を考える上で間接的

であるにせよ参考とされてよい事象であろう。

以上の話調題すべてを本稿において取り上げ

る準備は残念ながら現在の筆者にはできてい

ない。そこで、以下では、公益植民会社の活

動について第2章で総論的に取り上げ、第3

章と第4章ではそれぞれ都市建設において果

たしている機能の一端(上記第2の課題)と

農業構造改善でSUが果たしている機能(上

記第1の(i)の課題)をヘッセン州とニーダ

ーザクセン州のSUを素材として分析する 。

残された課題への言及は機会を改めて行いた

い。

2.公益植民会社の活動状況

－農地取引の仲介業務を中心として－

(1)概観(3)

公益植民会社は、1919年8月11日に制定さ

れた「ライヒ植民法」(Reichssied-

lungsgesetz vom 11.August 1919[RGB1.I

S.1429])に基づいて設立された団体であ

る。本法の1条によると、各州はかかる団体

を設立する義務を負っており、現在では旧西

ドイツにおいては、都市州を除くすべての州

に本団体が設立されている。

本団体は、設立以降その業務内容を時代の

移り変わりとともに徐々に転換してきた。た
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とえば、第1次大戦までは、農村における中

産階級の創設・安定化や国土防衛的見地より

東部国境地域への入植の推進がその主要な課

題とされたし、第1次大戦後においては、戦

争難民やドイツ西部における失業者に対して

自立しうる程度の規模の多数の中小農経営を

営ませることなどが主要な目的とされた。ま

た、第2次大戦後しばらくの間は、その主た

る目標は、既存の農業経営の規模拡大(すな

わち増反)よりもむしろ戦後旧西ドイツに流

入した難民に対する職業機会の提供という趣

旨からの多数の農業経営の創設(4)、という点

におかれていた(5)。

農業構造改善という構造政策的観点よりS

Uが業務を行ったのは、1955年の農業基本法

の制定以降である。この時期のSUの業務の

中心は、むしろ既存経営の拡大におかれ、増

反(Aufstockung)はもとより、外住

(Aussiedlung)や農場家屋(Gehofte)の増

改築が主に行われた。また、60年代以降は、

業務の対象が個々の経営を超えて一定の地域

を対象とする計画や事業にまで及ぶようにな

った。たとえば、村落再整備に関する計画の

策定や実施、農地整備事業に対する一定の関

与(たとえば迅速統合手続や任意の土地交換

手続の実施主体となること)などはその代表

的なものである。

1970年代以降になると、農村の混住化の進

行や農村空間の多面的機能の社会的承認など

を背景として農村における宅地開発がSUの

業務として新たに加わることになるがこれに

ついては章を改めて述べる。

なお、1989年11月の壁崩壊に始まるドイツ

統一へ向けての一連の過程においては、統一

条約8条によって旧東独州(以下、新州とよ

ぶ)には原則として連邦法が適用されること

になったためライヒ植民法は新州にも適用さ

れた。そこで、新州は今日までにSUを次々

に設立し、その活動を開始している(その業

務活動の一端については表2-1参照)。た

だし、ブランデンブルク州のSUについては、

95年末より清算手続に入り(6)、現在は存しな

い。

その他公益植民会社の業務として近年その

比重を大きくしつつあるものは、次の業務で

ある。

(a)農村定住の推進

農村定住(1andliche Siedlung)という目

標は、過剰労働力対策としての農村における

中小農の創設や村落の狭隘化に伴う村落外縁

部への農業者の外住などとして理解されてき

たが、今日ではこの課題は、専業農業者への

助成を中心とする「個別経営に対する投資助

成プログラム」(einzelbetriebliches

Forderungsprogramm、以下、EFPと称する)

を中心として遂行されている。すなわち、上

に述べた従来型の農村定住施策の有する比重

は徐々に低下してきたが、1969年に「共同課

題としての『農業構造改善および沿岸保護改

善』に関する法律」(以下、共同課題法と称
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表2-1 SUの土地保有状況(1994年)



する)が制定され、競争力のある農業経営の

育成を通じての農業生産性の向上という課題

をより円滑かつ早急に達成するために、農業

構造政策を連邦と州の共同の課題として連邦

レヴェルで統一的に行うことが目的とされ、

先のプログラムによって専業農業者が様々な

助成措置を受給することができるように、公

益植民会社が様々な支援を個々の専業農業者

に対して行なうのである。ただし、ドイツで

は1980年代後半より兼業農業者を農業や農村

の不可欠の担い手として政策上位置付けるよ

うになってきており(7)、EFPは1995年に廃

止され、1996年1月1日より「農業投資助成

プログラム」(Agrarinvestitions-

forderungsprogramm)が開始された。このプ

ログラムでは兼業農業者への助成も含まれて

いる。公益植民会社は、個々の農家がこのよ

うな助成を受給できるように、個々の農家に

助言したり受給申請手続を代行することによ

って、個々の農家の負う手続上の負担を緩和

し、農業官庁との間の橋渡しを行ない、他方

でこれを通じて手数料収入を得るのである。

また、1971年の「連邦難民法」(Bun-

desvertriebenengesetz)に基づいて、受入

れ難民に対して農場の提供も行なっている。

ただし、1990年代に入ってからは、新規に申

請することは許されなくなった。

(b)農業上の建築助言

農業関係の建物を建築する際の技術的側面

を中心とする助言サービスもなされる。この

業務は本来州の農業官庁の業務であったが、

1990年代以降財政負担の軽減のためにこの業

務は外部委託され、有料化されるようになっ

た。公益植民会社の多くはこの業務を州から

受託し、受託料収入を得ている。

(c)第三者の委託に基づく土地取得など

後述する土地貯蔵政策とは別に、第三者の

リスクと名前で第三者のために土地取得を委

託される場合がある。近年の例では、ドイツ

鉄道が新幹線敷設に伴い、鉄道敷地や景観保

全および自然保護上必要な調整地などを取得

する場合、土地の取得・売渡について公益植

民会社が有しているノウ・ハウを利用して土

地取得を円滑に進めるために、土地取得を公

益植民会社に委託する場合がある。ちなみに、

昨年8月に開通したフランクフルト=ケルン

間の新幹線敷地およびそれに必要な調整用地

は、ヘッセン州の公益植民会社であるヘッセ

ン農村開発公社に委託され、この公社はそれ

ぞれ400ha、800haの用地をドイツ鉄道のため

に取得している。また、ドイツの公益植民会

社全体でみると、第三者のために取得された

土地面積は、1990年の1,611haから、1994年

には4,042haへと、著増している。

また、ほとんどの公益植民会社が、土地取

得以外では、市町村からFプラン、Bプラン

の策定の委託を受けたり、景観計画の策定や

鑑定書(たとえば、連邦イミッシオン保護法

に基づく鑑定書など)の作成を依頼されたり
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している。

さらに、後述する宅地開発事業に伴って、

市町村から地区施設整備の委託を受ける例も

しばしば見られるところである(後述するヘ

ッセン農村開発公社やニーダーザクセン州の

公益植民会社の例を参照)。

以上のようにSUの業務は今日では広範な

範囲に及んでいるのである。ここで、再びS

U本来の土地取得業務に戻ろう。ライヒ植民

法は、SUが前述した業務内容を円滑に遂行

しうるように、SUに対して、土地取得に関

していくつかの高権的介入手法を用意してい

る。(i)収用手続の開始請求権(3条)、

(ⅱ)先買権(4条)、(ⅲ)買戻権(20

条)がそれである。これらの内、(i)は沼

沢地に限って用いられるもので今日ではほと

んど機能していない。そこで、以下では

(ⅱ)と(ⅲ)について説明しておこう。

(ⅱ)は農地取引について適用される土地

取引法(Grundstucksverkehrsgesetz)(8)と連

動して用いられる。すなわち、ドイツにおい

ては、土地取引法によって、農地の譲渡につ

いては構造政策的観点より行政官庁の許可が

基本的には必要とされるが、かかる許可が拒

否されることが予測される場合には、一定面

積(9)以上の農地についてはSUが先買権を行

使することができるのである。上の許可が拒

否されることが予測される場合とは当該農地

が専業農業者に対してではなく非農業者に譲

渡されようとしている場合等、要するに当該

譲渡が農業構造改善目的にそぐわないことを

指し、そのような場合には、許可官庁からS

U監督官庁へ予め当該売買契約について通知

がなされ、先買権の行使の有無について意思

を決定する機会が当該監督官庁を介してSU

に対して与えられる。SUが先買権の行使を

希望する場合には、先の許可官庁より売主に

対してその旨の通知がなされ、原則的にその

通知の到達によってSUと当該売主との間で

先に締結されるはずであった契約におけると

同じ条件で売買契約が成立する。これによっ

て、SUは当該農地を先の非農業者等の買主

となるはずであった者に代わって取得し、こ

れを周辺の規模拡大農業者に譲渡することが

可能となる。また、(ⅲ)については、SU

によって譲渡された農地が転売や耕作放棄な

どの譲渡目的と相反するような利用ないし処

分がなされた場合には、SUは買戻権を行使

することができるとされている。この買戻権

はSUの譲渡後20年間存続し、かつ登記簿に

も登記される。これらの手法のうち、先買権

については実際にもしばしば用いられている

し(後述)、買戻権もときおり行使されてい

る。

ライヒ植民法は各州に対してSUの設立義

務を課するのみで、SUの設立の方法やその

形態については何も述べていないが次のよう

な形態をとることが多い。SUは通常は私法

上の資本会社であって、州、公法上の団体、

民間銀行などを社員とする有限責任会社であ
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る。ただし、一般の資本会社と異なる点は、

SUは公益的に(gemeinnutzig)活動し、利

潤獲得を目的としないという点にあり、それ

故、SUの業務に対しては原則として法人税

が課されないし、この他の税制上においても

有利な扱いを受けている(10)。

事業活動は独立採算原則の下で営まれる。

したがって、その事業を行うに際しては「企

業的経済性」や「費用填補」(Kostendeckung)

が目指される。そしてそれの実現を担保する

ためにも、SUの活動内容は州の監督に服す

るし、また監査役会(Aufsichtsrat)によっ

ても定期的に監査される。監査役員には通常

州の当該監督省庁の事務次官、州省庁の部長、

州立銀行の取締役、当該SUの労働者代表、

農民連盟代表などがなる。また、財源は、自

己資金と民間資金によって構成されているが、

前者の比重が高いことが特徴的である。

(2)実績

表2-1は、1994年のSUの事業活動をと

くに土地売買の観点よりラインラント=プフ

ァルツ州を除くすべての州のSUについてみ

たものである。本表によると、旧州に比べて

新州のSUの事業規模はかなり小さいこと、

および旧州内においてもSU間で、事業規模

の点でかなりの差異があることがわかる。土

地保有量で見ると、94年末で2,000ha以上の

保有量を有する州は、ニーダーザクセン、シ

ュレスヴィヒ・ホルシュタイン、バーデン・

ヴュルテンベルク、ヘッセンであり、農業州

の前二者はSUの活動も活発であると一先い

うことができよう。また、取得手法について

は取得面積の圧倒的部分を任意取得が占めて

いるが、新州を中心に先買権による取得面積

も一定の割合を占めている。さらに、売渡に

ついては、農業的利用に供されるものが旧州

および新州とも各々の売渡総面積の50%近く

を占めている。農用地についてはその多くが

増反で占められるが、公共用地として提供し

た農地の代替用地も含まれる。ところで、S

Uによって農用地として売り渡された土地面

積の推移を経年的に見ると表2-2のように

なる。

本表より明らかなように、SUが当該年中

に農用地として売り渡した土地面積は70年代

以降一旦低下した。これは、農業者の規模拡

大の意欲の衰えと理解するよりはむしろ規模

拡大の手法の中心が60年代末以降売買から賃

貸借へと転換していったこと(11)の反映として

捉えるべきであろう。実際、借地率はたとえ

ば79年の約30.4%から97年の48.2%(ただし、

旧西ドイツ地域についてのみ。旧東独地域も

含めたドイツ全体では62.1%)へと増加して

いるのである。そして、かかる借地率の上昇

の最も大きな要因としては、収益価格を上回

って形成される地価水準の相対的高さに求め

られることが多い(12)。ちなみに74年以降の農

用地としての取引価格の全国平均値は、70年

代後半以降急速に上昇し、80年代に下落した
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表2-2 SUによって農用地として売り渡された面積
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図2-1 農業用地価格・建築用地価格の推移(旧西ドイツ)

資料Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch fur die BRD 各年版による。

後、90年代に入ってからは安定的に推移して

いる(図2-1参照)。

ただし、1990年代半ば以降は再び6,000か

ら7,000haの水準を回復している。SUの実

務担当者によれば、所有権取得に関する農業

者の需要には根強いものがあるそうである。

これは、一つには、経営の安定的基礎の確保

という観点からは所有権に勝るものはないこ

と、また今一つには、公共用地等として土地

を売り渡した農業者は、農業経営の存続上あ

るいは税制対策上の理由によってほとんどの

事例において代替地を求めること、等の事情

に由来している(13)。

ところで、上述のSUの売渡面積は、ドイ

ツ全体の農用地としての総取引面積の内どの

位の比重を占めているのであろうか。統計に

よれば、農用地としての取引総面積は1994年

において、旧州では41,018ha、新州では

23,689ha、計64,707haである(14)。とするなら

ば、今日では農地としての所有権の移転のう

ちSUによつて売り渡されるものは面積の上

で年間10%前後ということになる。この数

字を多いとみるか少ないとみるか。わが国の

場合、自作地有償所有権移転面積が1998年度

において全国で30,693haであって(15)、その内

農地保有合理化法人の買入分が9,340ha(た

だし、各年度でバラツキが大きいため1995～

2001年度の平均値を用いた)、売渡分が1998

年度で5,243haであるから(16)、その比率は、

5,243÷(30,693-9,340)×100=25.7%で

ある。ただし、この買入面積のおよそ3/4を

北海道内での売買が占めており、北海道を除

 9



いて計算すると、都府県の自作地有償所有権

移転面積の内農地保有合理化法人の売渡分の

占める比率は10.9%に低下する。また、フラ

ンスのSAFERについては、数字がやや古

いが1990年における農地の総取引面積

507,000haの内、SAFERは112,000ha

(22.1%)を取得している(17)。これらの数字

と比較してみても、ドイツのSUが売り渡す

増反を中心とする農地面積は決して多いとは

言えない。ただし、SUの事業全体との関係

でみるならば、前述したようにSUの売渡総

面積の内約半分は「農業的利用」目的で売り

渡されるのであって、本事業がSUの事業全

体の中で占める意義には、やはり大きいもの

があり、この点は改めて確認しておく必要が

あろう。

ところで、前掲表2-1で「売渡」の内

「その他」を除くと「農用地」に次いで第2

位に「自然保護用地」、第3位に「自治体に

よる住宅建設用地」がくる。SUが農林業用

地等を自然保護用地として、自治体等に売り

渡す面積が今日ではかなり多くなっている。

もっとも、94年についていえばその圧倒的部

分は、旧州ではシュレスヴィヒ・ホルシュタ

インとニーダーザクセンのSUによる売渡に

よって占められている(たとえば、他の旧州

ではヘッセン州の2haがあるのみである)。

これに対して、「自治体による住宅建設用

地」に関する業務は、州によって多寡はある

ものの、少なくとも旧州においては全州にお

いて実施されている。この事業は、次章に述

べるように1970年代以降各州のSUによって

実施されるようになってきたが、この事業は

ドイツの宅地供給システムを考える上で看過

しえない重要な機能を担っている。本章冒頭

において多少触れたように、1970年前後より

SUが制度上徐々に宅地開発ないし都市建設

に関わりをもたされるようになってきたこと

が制度上の一般的背景として指摘されてよい。

たとえば、1971年の都市建設促進法

(Stadtebauforderungsgesetz)はSUに対

して再開発事業・新開発事業の事業者となり

うる資格を与えていたし(34条1項3号、55

条2項、90条1項2号)、76年に改正された

「連邦建設法」144e条においてはその1項に

おいて、都市建設上の措置との関連で農業者

または林業者に対して代替地を与える場合に

は、当該市町村のために適切な土地を提供し

たりそのために取得することが、SUの業務

とされたのである。さらに、80年に制定され

た「第二次住宅建設法」もその58条1項にお

いてSUに対して小住宅団地の造成に関して

事業者となりうる資格を与えていた。これら

の規定のほとんどは、今日でも基本的には実

質的に変わってはおらず(18)、実際にもSUが

たとえば多くの再開発事業や新開発事業を担

当しているのである。SUに対して、宅地開

発ないし都市建設の領域においてこれほど広

範な権限が与えられるようになった原因は他

でもない。SUが設立以降その業務の内容の
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拡大に応じて様々な経験を積み重ねノウ・ハ

ウを蓄積してきた点にある。とくにSUは

1950年代後半より村落再整備を行い農地整備

事業に対して積極的に関与することを通じて、

都市建設に関する多様な知識や経験を蓄積す

ることができたと考えられる(19)。

かくして、70年代以降SUの業務は、都市

建設領域にも徐々にそのシフトを広げていき、

前掲表2-1に示したように、今日では多様

な非農業的土地需要を満たすようになった。

以下、章を改めて、この側面において注目す

べき実績を挙げているヘッセン州のSUに焦

点を絞り、その活動内容を具体的に検討して

いきたい(20)。

3.宅地供給と公益植民会社

－ヘッセン農村開発公社の場合－

(1)概要

本章ではヘッセン州の公益植民会社である

ヘッセン農村開発公社(Hessische Landge-

sellschaft mbH)(以下、HLGと称する)

を具体的に取り上げ、その活動状況をとくに

土地貯蔵契約(Bodenbevorratungsvertrag)

といわれる施策に注目して分析する。この施

策は、都市建設と極めて密接な関わりを有す

るもので、SUの、とくに1970年代以降の新

たな活動状況を知る上で極めて重要な施策で

ある。

HLGは、1972年に、フランクフルトに本

社をおく「ナッサウ植民会社」(Nassauische

Siedlungsgesellschaft mbH)とカッセルに

本社をおく「ヘッセン・ハイマート植民会

社」(Hessische Heimat Sied-

1ungsgesellschaft mbH)が合併して設立さ

れた有限会社である。HLGの前身である二

社とも1919年に設立された公益植民会社であ

って、前者はヘッセンの南部を、後者はヘッ

センの北部を各々管轄区域として活動してい

たが、上の合併によって、ヘッセン州全域を

管轄区域とするSUが誕生したことになる。

社員は、州、州立銀行、南ドイツ協同組合中

央銀行、都市開発・住宅建設会社、農民組合、

市、郡、民間銀行、教会、財団法人等である

が、出資金の80%以上が前二者によって負担

されている。ちなみに、2000年12月末日時点

での出資金総額は705万DM、従業員数は83名

である。

HLGの業務内容は現在の定款によると以

下の通りである。

①農村定住および農業構造改善措置

②農業構造上の目的および公益目的のた

めの土地貯蔵

③自然保護および景観保全のための土地

賃貸借

④農村空間における一般的構造改善のた

めの諸措置に関する計画と実施

⑤再開発および新開発事業ならびに村落

および都市再整備に関する準備とその実

施について、市町村から委託を受けた場

合の、その受託者としての活動
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⑥農地整備法103条以下に定める任意の

土地交換(freiwilliger Landtausch)

事業の実施の際の支援

⑦ヘツセン州の委託による、農業用建物

の建築に関する助言の付与

⑧その他、監査役会の同意を得た上で行

う定住・構造改善・農村発展に関する諸

措置

以上の活動の種類を見ても明らかなように、

専ら農業・農地政策とのみ関連性を有する課

題は①、②の前段および⑥⑦のみであって、

②の後段、③④⑤などは明らかに、1970年代

以降の都市建設の進展や農村の混住化等を背

景として追加されてきたものばかりである。

以下、②について検討していこう。

(2)土地貯蔵政策について

(a)意義

ここにいう土地貯蔵政策とは、予想される

土地需要を迅速にかつ投機的土地取引を招来

することなく充足するために、HLGが当該

土地を取得して、必要に応じて農業者、土地

所有者、公的機関などに譲渡していく政策を

指す。(1)のHLGの業務内容②で示したよう

に、農業構造上の目的に資するもののみなら

ず、公益目的すなわちたとえば住宅開発に資

するものも含む点が特徴的である。ドイツで

は70年代よりSUに対して、かかる機能を担

わせることを基本原則とする州が存在してき

た。その代表例がヘッセン州である。すなわ

ち、当州では、ライヒ植民法の諸目的は土地

貯蔵政策の一環として位置づけられ達成され

ていくことになるのである。当州ではこの施

策は、1975年3月に州とHLGとの間で締結

された「土地貯蔵に関する契約(Vertrag

Uber die Bodenbevorratung)」に基づき開

始されたが、その1条2項には、この政策の

目的が次のように記されている。

「先を見越した土地貯蔵によって以下の点

が保障される、すなわち、土地がとりわけ農

業構造、インフラ整備および都市建設の諸目

的のために、ならびに(地域の…筆者

注)経済構造の維持および改善のために、適

時にかつ負担可能な価格で用意される、とい

うことである。」(傍点は筆者)

このように、ヘッセン州においては、土地

貯蔵政策は州から、ライヒ植民法に基づく公

益植民会社としてのHLGが委託を受けるこ

とによって実施される。上の契約は、HLG

が州の委託を受けて土地貯蔵を行う際の基本

的原則について定めたものであって、以下の

ような原則が定められている。たとえば、

(i)HLGは自己の名前と計算において土地

貯蔵を行うこと(1条1項)、(ⅱ)財源はH

LGの自己資金のほか、資本市場からの借入

金、公的資金(21)等から構成されること(2条

3項)、(ⅲ)財源調達に際しては州農業・

環境省大臣(Hessischer Minister fur

Landwirtschaft und Umwelt,以下、HEM

LUと称する)の事前の同意を必要とするこ
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と(2条5項)、(ⅳ)HLGによる土地の

取得および売渡については、植民官庁

(Sied1ungsbehorde.HEMLUの下部組

織)の事前の同意を要すること(3条1項)、

(v)HLGによる売渡価格の決定に際して

は、買入価格に利子や租税等の諸費用を加え

た価格を売渡価格とするが、当該地域の取引

価格(Verkehrswert)を上回ってはならない

こと(4条)、(ⅳ)売渡を通じて剰余が出

た場合はそれは土地貯蔵および植民のために

使われるべきこと(5条)、(ⅶ)HLGが

他の機関との契約によって当該機関のために

土地貯蔵を行う場合は、契約締結についてH

EMLUの事前の同意を必要とすること(6

条1項)、などである。

(b)土地貯蔵契約について

当州の土地貯蔵政策は以上のようにして開

始された。以下ではこの政策の一要素である

土地貯蔵契約に着目したい。土地貯蔵契約と

は、上(ⅶ)に示した「他の機関のための土

地貯蔵契約」を指す。「他の機関」とは具体

的には市町村であることが圧倒的に多い。要

するに市町村とHLGとの間で締結される、

宅地開発のための用地取得の委託を主たる内

容とする契約である。この手法の特徴は、土

地貯蔵に伴うリスクを委託者である市町村が

負担するという点である(後述)。かかる土

地貯蔵契約は宅地開発の際に締結されること

が通常であり、この契約が履行されることに

よって、都市計画上の諸目的の達成がより一

層容易となり、建設法典のみに基づく宅地開

発メカニズムから生ずる後述する問題点が見

事に解決される。この点を今少し敷衍しよう。

周知のようにドイツはわが国と比較して市

町村数がかなり多く(旧西ドイツのみでも

約8,500)、個々の市町村の規模はわが

国と比較すると概してかなり小さい。と

ころが、都市建設の分野では、計画高権

(Planungshoheit)が個々の市町村に与えら

れているため、個々の市町村が自らの責任で

計画の策定から実現に至るまでのプロセスを

遂行しなければならない。このことは、当該

市町村の規模が小さい場合には、当外市町村

にとってかなり困難な作業となる。そこでこ

れらの市町村は広域的な市町村連合

(Gemeindeverband)を作ることによって、

自らの計画策定ないし遂行能力を高めようと

するのであるが、今一つの選択肢として、H

LGのようないわゆる第3セクターの有する

諸資源を利用する、という方法がある。すな

わち、当該市町村は、単独で(ないしは上の

連合を作って)HLGに対して、計画の策定

ないし実現に関わる諸業務を委託することに

よって、財政上の負担を除く上の諸負担のか

なりの部分から免れることが可能となるので

ある。この点を今少し詳しく述べよう。上の

ような市町村にとって望ましい宅地開発とは

どのようなものであろうか。それは、《適切

な土地利用計画に従って宅地が創出され、そ
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れらがそれを欲する地域住民の手に適切な価

格で渡り、そこに、インフラ施設も含めた計

画適合的な建物や施設が建築され、計画適合

的利用に供されることによって、良好な環境

を伴った安定的な地域社会が形成されるこ

と》に尽きるであろう。ところが、この目標

ないし課題は、単に「適切な土地利用計画」

が策定されただけでは、これを達成すること

が困難なのである。この点は、従来ドイツ都

市法研究においても必ずしも十分な注意が払

われてきたわけではないので注意を要する。

すなわち、ドイツにはFプランおよびBプラ

ン(両者合わせてBLプラン)という厳格か

つ詳細な土地利用計画手法が存在し、これに

よって「計画なければ開発なし」といわれる

原則の実現が可能となり、これによって土地

投機が排除され、「適切な価格での宅地(な

いしは住宅)供給」や「良好な環境を伴った

市街地の形成」が可能となるのだ、と説かれ

ることが多い。しかし注意を要するのは、上

の手法は必要条件ではあるが、十分条件では

決してない、という点である。より具体的に

みてみよう。ある市町村のある地域にBプラ

ンが策定され(もとよりFプランを基礎とす

ることを前提とするが)、地区施設や個々の

敷地上に建築しうる建物の詳細な条件がそこ

で定められたとする。一旦策定されたBプラ

ンは将来かなりの長期間にわたって変更され

ないことも併せて考えると、これによって投

機的土地取引をかなりの程度妨げることは間

違いない。たとえば、将来の用途変更を見越

した土地取得、容積率変更を見越した土地取

得等はこれによってかなり減少するはずであ

る。しかしながらこの手法のみでは、「適切

な価格での」宅地供給は担保されないであろ

う。すなわち、ドイツの都市のような需要圧

力の強い地域では上のような土地利用計画を

もってしてもそれのみでは投機的土地取引を

排除することはできない。たとえば、Bプラ

ンの策定された地区内の土地が基本的には私

有地である場合は、Bプランが策定され、区

画整理がなされ地区施設整備がなされた自己

の所有地を高い水準の価格で投機的取引を業

とする投資会社(Ⅰnvestitions-

gesellschaft)や不動産会社に売り渡すこと

が度々行われる。当該土地はこれらの中間取

得者を経た上で最終的に上物が建設され、最

終需要者である住民の手に渡るのであるが、

そこで形成される価格は、かかる最終需要者

にとって負担可能な価格の上限あるいはそれ

を超えてまで跳ね上がっていることが多く、

このことは、先に示した自治体の意図と明ら

かに矛盾する。このことは、上のような状況

下で住宅地の取引価格が形成されるならば、

かかる住宅地を取得しうるのは比較的所得の

高い階層に属するものに限られ、当該地域の

平均的住民は、当該土地・住宅市場から完全

に排除されることになろう。現に、ドイツに

ついては1970年代以降、大都市周辺の市町村

では、当該市町村域内で開発された住宅地価
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格が上のようなメカニズムを通して高水準で

形成されたために、大都市から流入してきた

比較的所得の高い階層に属する人々によって

当該住宅地のほとんどが購入され、旧来より

当該市町村内に、生活・生産などの生存の基

礎をおいてきた住民達は、住宅地を取得する

ためには地価水準の低いさらに郊外の他の市

町村へ移住しなければならない、という事態

が多かれ少なかれ生じてきたのである(22)。こ

のような事態はわが国では日常的なこととし

て生じており、一般的にはとくに問題視され

ることなく「止むを得ないこと」と看倣され

ているのかもしれないが、住宅を取得するた

めには従来より慣れ親しんだ地域との関係を

切断しなければならないという現象を、「是

正すべき異常な事態」として評価することも

十分に可能なのであって、とくに、都市計画

高権を有しているドイツの市町村にとっては、

自らの域内で供給した住宅地が従来からの住

民の手にはほとんど行き渡ることがないとい

う事態はまさにドイツの地方自治の根幹に関

わる問題として意識されることになる(23)。

かくして、ドイツの自治体は、上のような

事態の発生を阻止し、当該地域の平均的住民

でも購入しうるような住宅地価格水準が形成

されるべく、何らかの方策を考えることにな

る。そして、かかる方策の中の代表的なもの

が、ヘッセン州においては、自治体によるH

LGの利用なのである。ここでは、HLGは

Bプラン策定区域内の土地(および必要に応

じて周辺の土地)を土地所有者との交渉を通

じて原則としてすべて取得し、そこで区画整

理や地区施設整備を実施した後に、買入価格

に必要な費用や手数料を加算した額で私人に

売り渡すのである。そこで形成される地価水

準は当該地区内の土地取引を完全な市場原理

に委ねた上で形成される上述の地価水準を明

らかに下回る水準で形成されることが多く(24)、

市町村が先の目的を達成しうる可能性が高く

なるわけである。

ヘッセン州内の基礎自治体で自らの域内に

宅地開発を希望する自治体は、かくして徐々

に宅地開発をHLGに委託することを望むよ

うになっていった。そこで、州政府も、市町

村とHLGとの間の土地貯蔵に関する契約を

も含む、より包括的かつより詳細な、HLG

の土地貯蔵政策に関する指針を策定する必要

に迫られ、1980年3月26日に「農村空間にお

ける公益および農業構造上の目的のための土

地貯蔵の促進に関する指針」

(StAnz.S.743)(以下、「指針」と称す

る)を発し、かなり詳細な基準を設けるに至

ったのである。この指針は先述した1975年の

契約を基本的には踏襲し、それをさらに詳細

にしたものであって、すべてをここで紹介す

る必要はない。以下、HLGが市町村の委託

によって土地貯蔵を行う場合を念頭におきな

がら、注意すべき点のみを挙げておこう。な

お、州政府はHLGと市町村との間で締結さ

れる契約の雛形(Mustervertrag)(以下、
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「MV」と称する)を同時に発表しているが、

その内容も含めて以下では紹介する。

【契約の締結】

①HLGが従来からの業務(例、農村定

住、農業構造改善など)以外に、地方自

治体(26)やその他の公的機関のために活動

する場合には、HLGはこれらの機関と

の間で土地貯蔵契約を締結しなければな

らない(指針2.2)。

②地方自治体は、(i)自己の任務を遂

行するため、(ⅱ)自らの行政負担の軽

減のため、および(ⅲ)地価を抑制する

ため、HLGに土地貯蔵を委託すること

ができる。ただし、地方自治体は土地貯

蔵のリスクを負担する(指針7.1、具体

的には後述⑫参照)。

③土地貯蔵契約は書面でなすことを要し、

かつHEMLUFの事前の同意を得なけ

ればならない(指針7.2)。

【土地の取得】

④市町村はHLGと協議して、HLGが

土地取得を行うべき地区(=通常はBプ

ラン指定地区内)を指定する(MV2条

1項)。

⑤HLGによる取得に際しては市町村の

同意を必要とする(MV2条2項)。

⑥HLGによる取得の際の地価水準につ

いては、従前と同様に農業的利用に供さ

 16

れる場合と宅地等非農業的用途に供され

る場合とで異なる。前者については土地

取引法に従って売買された売買事例にお

ける購入価格が基準とされ、後者につい

ては、連邦建設法(今日の建設法典)に

基づき設立された鑑定委員会の定める基

準価格一覧(Richtwertubersicht)を基

準とする(指針5.2)。現実には、ヘッ

セン州北部においては、前者の価格が8

DM/㎡、後者の価格が30DM/㎡であり、南

部地域においては前者が17DM/㎡、後者

が60DM/㎡、ということである。北部よ

りも南部地域の方が高いのは、南部には

フランクフルト、ヴィースバーデン、ダ'

ルムシュタット等の大都市が存在するか

らであり、また後者の価格が前者を上回

るのは、後者の価格水準にすでに一定の

開発利益が織り込まれていることによる。

実際の後者の価格は、建築期待地

(Bauerwartungsland)価格水準になっ

ていることもしばしばあるという。「指

針」においても「(購入に際して…

筆者注)計画によって条件づけられた土

地市場における変化はこれを考慮するこ

とができる」(指針5.2)とされており、

計画利得の一定の私有化が承認されてい

る。

⑦それ故、地主側もHLGの土地売渡の

要求に応じるのである。売渡を拒否して

いる地主がいる場合には売渡に既に応じ



ている周囲の者より心理的プレッシャー

をかけさせたりすることもあるが、どう

しても拒否する場合にはこの者の土地を

除外して、すなわち開発区域面積を縮小

して計画を進行させていくそうである。

地主側としては、一旦区域外(Bプラン

の区域外)となれば、その後かなりの長

期にわたって、都市的土地利用への転換

が不可能となることを考慮して、売渡に

踏みきる場合が多いということである。

【土地の売渡】

⑧HLGは取得した土地を可能な限り迅

速に、遅くとも5年ないし10年以内に売

り渡さなければならない(MV7条1

項)。

⑨HLGがこの契約に基づいて取得した

土地を売り渡す場合には、市町村の同意

を得ることを要する(MV6条1項)。

⑩売渡価格は原価を下回ってはならない。

原価は、買入価格、公証人費用、裁判費

用、租税、利息、資金調達費用、測量費

用、HLGの手数料その他の付随的費用

から成る(MV7条2項)。HLGの売

渡価格は、このような原価主義によって

決定される。「企業性」と「公共性」と

いう2つの要請を満たす必要がある以上

当然の原則であろう。したがって、HL

Gが当該市町村から地区施設整備をも委

託されていれば、その費用は、上にいう

「付随的費用」として売渡価格に転嫁さ

れることになる。現実の売渡価格につい

ては、HLGが地区施設整備を実施した

場合、北部については150DM/㎡、南部に

ついては200-600DM/㎡である。この価格

水準は、通常の取引価格よりも10～15%

は安いといわれている。

⑪HLGは、売渡価格から手数料部分を

除いた価格の5%および管理料として1

暦年毎に上の価格の0.25%を合わせて手

数料として取得する(MV7条3項)。

⑫この契約によって取得された土地につ

いて⑧で定めた期間内に売り渡すことが

できなかった場合は、HLGは4週間以

内にこの旨を市町村に書留便で通知しな

ければならない(MV9条1項)。この

通知の送達後3ヵ月以内に請求のあった

ときは、市町村は当該土地を⑩で定めた

価格で取得しなければならない(MV9

条4項)。すなわち、売渡価格が原価を

下回らざるを得なくなった場合ないしは

そもそも売り渡せなかった場合のリスク

については、市町村が負担するのである。

HLGの土地貯蔵契約は概要以上のよ

うな内容を要する。そして前述した1980

年の「指針」やMVについては、実際に

もHLGや市町村によって遵守されてい

るのである。それでは、HLGのかかる

政策は、いかなる実績を挙げてきたので

あろうか。以下、当州の土地貯蔵政策一
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般について統計資料等によりながら検討

を進めていこう。

(c)運用実態

1980年代以降の、HLGによる土地貯蔵政

策の実績および内容を示しているのが表3-

1である。筆者が各年のHLGの業務報告書

を入手できなかったため、掲げた年はかなり

不規則ではあるが業務内容のおおよその変化

はこれを看て取ることができる。本表につい

ては、次の諸点を指摘したい。

第1に、土地貯蔵契約を締結する市町村数

および地区数が90年前後より急増しており、

90年から2000年にかけては倍増しているとい

う点である。このことは、本表の各年の取得

面積の内の土地貯蔵契約による取得面積の推

移をみても明瞭であって、これもまた90年前

後より絶対数および比率とも大幅に増加して

いる。ちなみに89年業務報告書には、宅地需

要が強いためこの契約による土地貯蔵が増加

している旨が指摘されているし(26)、96年8月

に開催されたHLGの監査役会(Auf-

sichtsrat)においても近年のHLGによる

土地買入れのほとんどが(90%以上が)市町

村との土地貯蔵契約に基づいて購入されたも

のという報告がなされている(27)。

第2に、契約による土地取得面積の増加と

いうことは、この契約が主として宅地開発推

進を契機として締結されることを考慮に入れ

るならば、HLGによって売渡予定ないしは

売り渡された土地の用途についても、宅地開

発関連の用途のものが多いはずである。この

ことは、本表の「取得分」および「売渡分」

の「住宅建設用地」や「商工業用地」の欄を

みれば明確にこれを確認することができる。

第3に、HLGが土地の取得－売渡のみな

らず、地区施設整備をも実施した地区数につ

いても、近年増加している(2000年には1994

年から3倍増)。この数値は地区総数に比較

するとまだ少ないが、市町村側が実施上の負

担を軽減したい等の理由から今後とも増加し

てゆくであろうと予想されている(28)。

第4に、右の第1・第2で示したような傾

向がとくに90年前後以降に生じた理由につい

てである。この点については次のように考え

てほぼ間違いないと思われる。すなわち、ド

イツでは80年前後よりむしろ経済成長率の鈍

化や人口減少等によって新規の開発が激減し

た。86年に制定された建設法典において、従

来都市建設促進法において都市再開発事業と

並んで規定されていた新開発事業に関する規

定が新規事業については適用されないことと

されたことは、このことを端的に表すもので

あろう。しかし、かかる状況を一変させたの

が80年代後半以降の旧東側諸国からの避難民

の流入であり、その流れを決定的にしたのが

ドイツ統一であった。かくして、80年代末以

降旧西ドイツには大量の人口が流れ込むこと

になり、住宅・宅地需要は飛躍的に高まり、

市町村の多くが、かかる宅地需要に対応すべ
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表3-1 HLGによる土地貯蔵政策の実績



く新規に宅地開発を進める必要に迫られたの

である。とくに、ヘッセン州については、統

一前より旧東ドイツと国境を接しており 、壁

の崩壊以後旧東独より多くの住民が流入した

こと、および、当州は統一後は地理的にみて

ドイツ連邦共和国の中心に位置し、将来の経

済的発展が期待ないし予測されていること等

の理由から、宅地開発の必要度がとりわけ高

かったということができよう。

第5に、その結果、2000年12月末日時点で

152の市町村が419地区について、HLGと土

地貯蔵契約を締結している。ちなみにヘッセ

ン州の市町村総数は426である。ドイツの市

町村はわが国のそれと比較して概してその規

模がかなり小さく、人口3,000人程度のもの

はざらである。たとえば、当州では人口

3,000人未満の市町村数は112であるし、また、

人口5,000－10,000人の市町村は146もある(29)。

これらの市町村においては宅地開発の必要は

相対的に低いと一般的にはいえるであろう。

他方、当州においては2万人以上の人口を有

する都市は426のうちわずか54にしか過ぎな

い。また、ドイツにおいては、人口が7～8

万人前後になると、その多くが固有の宅地開

発会社を有しており(出資の大半を通常市が

行い残りを州や民間企業〔銀行等〕が負担し

ている)、当該都市における宅地開発につい

ては、原則として当該都市の宅地開発会社が

用地買収等の開発業務を担当するので、HL

Gへの委託の必要性がそもそも存在しない。

かかる都市の数は当州においても最低でも10

前後はあり、数は多くはないけれども宅地開

発の必要度が最も高いのであるから、面積の

上では、当州における年間の宅地開発総面積

の半分近くを占めるだろうといわれている(30)。

したがって、当州においては、上の理由によ

ってHLGと契約する必要性がそもそも存在

しないか少ない市町村を除いた市町村数を仮

に300前後と仮定してその内の前記152の市町

村がHLGとの契約によって宅地開発を進め

ているということになる。要するに、宅地開

発の必要に迫られながら自ら実施する能力の

ない市町村の内の50%弱がHLGとの間で土

地貯蔵契約を結んでいることになり、この数

値は相当に高いとすべきであろう。当州の土

地貯蔵契約はHLGを媒介としてかなりの実

績を挙げているということができよう(31)。ち

なみに、HLGが2002年3月に行なった土地

貯蔵政策に関する市町村の意向調査によると、

HLGに委託して宅地開発を行なったことの

ある市町村の内86%が「十分に満足」、13%

が「やや満足」、1%が「不満足」であって、

市町村サイドにおいてもHLGのこの業務は

肯定的に受けとめられているようである。

第6。以上に対して、「農業経営の創設・

維持・発展」というHLGの伝統的な業務に

ついての今日の動向をみてみよう。それは、

本表においては、「取得分」の内の「予定用

途」の中の①②、および「譲渡分」の内の①

②③の各数値において示されている。これら
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によれば「増反」および「農家への代替地提

供(32)」の絶対数および比率が90年前後より大

幅に減少していることを確認することができ

る。たとえば、82年においてはその「譲渡

分」のうち①②③で78.1%を占めていたのに

対して、2000年においては、それは僅か45.1

%を占めるに過ぎない。ちなみに、1997年の

ヘッセン州の農用地としての取引総面積は

1,932haであり(33)、同年のHLGの農地として

の買入、売渡面積はそれぞれ107ha、58(43+

15)haであるので、その比率は3.2%でしかな

い。このことからも、HLGが伝統的な農用

地売買に関与する場面はドイツ全体の平均と

比べても著しく少ないということができよう。

このことは、(i)HLGに対する農業者によ

る土地の譲渡が減少したわけでは全くなく、

むしろ負債整理のためにHLGへの土地の譲

渡を希望する農業者は多いこと、(ⅱ)それ

に対して規模拡大農業者は購入よりも賃借を

選択する傾向にあること、(ⅲ)当州は旧東独

国境に接しているので、購入希望農業者は地

価の安い旧東独地域で農地を購入する傾向が

あること、に起因している。上の(ⅱ)の点

については第2章において示したように、ヘ

ッセン州に限らない旧西ドイツを中心とする

全国的傾向であるが、ヘッセン州は、ドイツ

においても比較的地価が高い地域が多く、H

LGとしても宅地開発に関する農地売買に関

わる方が採算性の観点からも事業がやりやす

いのではないかと推測される。なお、このこ

ととも関連し、また増反に関する上記の傾向

を考慮して、HLGは転用可能性のない農地

を購入する場合には、近年では当該農地の売

渡可能性を相当慎重に精査している。とりわ

け、土地の豊度、状況(傾斜の有無等)、規

模(1ha以上であること等)について事前に

調査した上で、購入するか否かを決定するよ

うである(34)。

第7に、土地取得の手法に関わる問題であ

るが、本表の「任意取得以外の手法による取

得面積」からわかるように、任意取得が7割

から9割近くを占め、取得の際の原則的形態

であることは明瞭であるが、他方で、それ以

外の取得手法がつねに一定の比重を示してい

ることにも注意したい。本表の注に掲げてい

るように、「任意取得以外の手法」には、先

買権、買戻権、強制競売での取得が挙げられ

ているが、その圧倒的部分は先買権によって

占められているといってよい。ライヒ植民法

によってSUに付与された高権的手法は、今

日においてもその比重は高くはないものの機

能し続けていることにここで改めて注意をし

ておきたい。

4.農地売買と公益植民会社－

ニーダーザクセン農村公社の場合－

(1)公社の概要

次に、公益植民会社の本来の機能である農

地売買を通じての増反や経営拡大への寄与機

能である。この機能は、すべての公益植民会
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社が従来から有していた中心的機能であるが、

ヘッセン州のHLGのように、その比重が非

常に小さいものとなっている会社も多い。そ

のような中で、ニーダーザクセン州の公益植

民会社であるニーダーザクセン農村公社

(Niedersachsische Landgesellschaft mbH,

以下、NLGと称する)は、今日においても

大量の農地売買を通じての規模拡大その他農

業者の経営改善をその業務の中心としており、

その業務内容をより詳細に検討することは、

ドイツにおける公益植民会社の今日の姿を知

る上で大いに参考になるであろう。

本公社は1915年にハノーファーで設立され

た公益植民会社であって、HLGと同じく有

限会社である。ニーダーザクセン州を管轄区

域とする他、都市州であるハンブルクとブレ

ーメンもNLGが管轄している。社員は、州、

郡、都市、市町村、信用機関などであるが、

出資金の52%を州が負担しており、その他の

13の社員が残りを各自2～8%の割合で負担

している。2000年末の出資金総額は、159万

DM、従業員数は、342人であり、HLGの3

～4倍の従業員数である。また、本公社の特

色は、管轄区域内に10箇所の支局を有してい

る点であり、これによってきめ細かな活動を

州内に浸透させることができている、という。

NLGの業務内容は、HLGとほぼ同様であ

るが、重点を置く事業は後述するようにHL

Gとは大きく異なっている。

(2)増反、経営拡大、経営改善への寄与

(a)制度の概要

(i)通常の植民(Siedlung)手続

の場合

ところで、NLGが農地の中間取得を通じ

ての農業者の規模拡大への寄与を行なう場合、

「ニーダーザクセン農村公社による構造事業

のための土地購入」(35)という示達に則して行

なわれる。本示達は、NLGの任務として

「農村空間の秩序づけと発展のための事業に

とって必要な土地を、取得、備蓄または売渡

を通じて用意すること」を挙げる。具体的な

目標は、転住・外住、経営拡大(An-

1iegersiedlung)、ライヒ植民法やBVFG

による植民事業、農地整備事業、村落再整備、

建設法典に基づく代替地取得等である。その

ための財源として用意されているのは、①公

的資金、②拘束的調整積立金(Gebundene

Ausgleichsrucklage,以下、GARと称す

る)(後述)、③資本市場からの信用調達、

④公社の自己資金、である。①の中で最も重

要なものが共同課題法に基づく補助金である。

②の積立金は、通常の植民手続において剰余

が出た場合、その一部を毎年積み立てて行き、

これを土地購入の際の原資とするものである

(損失が出た場合はこれを控除する)。ちな

みに、この積立金は、1981年には1,727万DM

であったが、2000年12月末日には4,842万DM

にまで増加した。この20年間で損失を出した

のは6年間のみであって、そのほかはすべて
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剰余を出している(表4-1参照)。なお、

この積立金はNLGの土地購入のほか、農業

者が経営拡大のためにNLGから農地を購入

する際の分割払いの認容(購入価格の75%ま

たは9万DMを上限、償還期間5～8年、利率

1%)、農業労働者住宅の建設資金の事前融

資(4万DMを上限、無利子)などに用いられ

る。なお、NLGは購入価格ないしは売渡価

格の4%を報酬(Vergutung)として受領する。

次に、①の共同課題法からの補助金につい

てである。これは、1974年に示達が出されて

以来2度に亘る改正の後今日では「共同課題

法に基づく土地の中間取得の促進のため

の補助金の供与に関する指針」(1990年5月

21日)(36)によって処理されている。助成対象

となるのは、公益植民会社の土地の中間取得

(経営拡大、ライヒ植民法に基づく植民事業、

BVFGに基づく避難民の受入れなど)、そ

の他の構造改善事業(農地整備、村落再整備、

外在、水利経済上の事業など)、生態学的に

貴重な要素を備えた景観の維持・創出等であ

る。受給者はNLGであり、受給要件は、

(イ)NLGが作成し植民官庁が同意を与えた

土地購入プログラムに基づいた土地取得であ

ること、(ロ)購入価格の適切性(取引価格を

超えないこと)、(ハ)10%はNLGの自己資

金であること、(二)購入時に構造改善に資す

る具体的売渡可能性があること、である。N

表4-1 GARの推移
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LGへの補助は、購入価格の90%を上限とす

る資本市場からの借入金に対して、4%を上

限とする利子補給として行なわれる(最長5

年間)。ただし、この補助は、2000年をもっ

て終了した。

(ⅱ)整理統合プログラム

(Konsolidierungsprogra㎜)

このプログラムは、過度の負債を負い存続

が危うくなった農業者の土地をNLGが取得

することを通じて、当該農業者の負債を軽減

し、農業経営の存続を図ろうとするものであ

る。当初は、州独自のプログラムとして2年

間だけ実施されたが、後述するように本プロ

グラムは、農民的家族経営の支援のための有

効な手段であることが明らかとなったため、

その存続を望む声が大きかった。そこで、そ

の後はNLGの単独事業として今日まで継続

されている。州独自のプログラムは1986年5

月5日に発せられた「存続の危うくなった農

業経営に対するNLGによる土地取得を通じ

ての補助に関する指針」(以下、「指針」と

称する)(37)に基づいて実施され、他方NLG単

独事業は、1987年9月9日の「NLGプログ

ラム"農業経営の整理統合および構造改善の

ための土地の取得および売渡"に関する原

則」(以下、「原則」と称する)(38)に基づいて

実施されている。前者は、NLGが州からの

受託を受けて行なう業務(したがってリスク

は州負担)であるのに対して、後者は、NL

Gが固有の業務として行なっている(したが

ってリスクはNLG負担)。ただし、両プロ

グラムとも共通する規定が多いので、以下、

まとめてその概要を示そう。

①目的

負債によって生存が脅かされている農林業

経営の農林地をNLGが取得することを通じ

て、一方で当該経営者の職業転換を促進し、

他方で当該経営を流動化することを通じて、

その経営の存続を維持・強化すること(指針

1、原則1)が目的とされる。すなわち、

《経営者は離農させても、当該経営そのもの

の存続は確保する》という方針である。ただ

し、「原則」においては、世代交替に際して

の若年農業者の農業経営を財政的に安定させ

ること、をも目的としており、必ずしも離農

に伴う経営譲渡の促進のみが意図されている

わけではない。

②NLGによる取得

NLGが取得しうる農林地は、近年の需要

の減少によって取引価格が明らかに大きく下

落している地域内にある土地であって、

25,000DM/ha以下の土地を指す。しかも、N

LGによる再譲渡の見込みのある土地である

必要があり、林地を購入するに際しては農地

と一緒でなければならない(指針2、原則

2)。NLGの取得価格は取引価格

(Verkehrswert)であり、これは、比較価格方

式(客観的時間的に比較しうる価格を引証す
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る方式)によって算出される(指針

3.2,3.3)。

NLGが取得した農林地は、売主に賃貸す

ることができるが、それは賃貸しないと売主

の危機的情況が除去されない場合に限られる。

また、賃貸した場合の存続期間は土地の売渡

可能性を考慮してNLGが定める(指針

3.6、3.7、原則3.1)。すなわち、売渡可能性

を考慮するということは、短期の存続期間し

か認めない趣旨である。

③土地の売渡

NLGは、取得した土地を可能な限り迅速

かつ経済的に売り渡さなければならない(指

針4.1)。売渡は、(イ)農民的家族経営の拡大

(とりわけ小家族経営の持続的存続の確保)、

または(ロ)農村文化(Landeskultur)と農村

発展の促進(自然保護、景観保全、植林、公

共目的等)に資するように行なわれる(指針

4、原則1.2)。注意すべきは、上記(イ)の場

合であって、購入価格の75%を上限として、

最長10年の支払猶予が認められている。猶予

された額については、1%の利息を付して償

還しなければならない(指針4.4、「原則」

には規定なし)。この購入農業者に対する補

助は、前述した拘束的調整積立金における補

助とその内容はほぼ同様である。

④実績

まず、「指針」に関する実績であるが、

1986・1987年において、1億DMが州からNL

Gに拠出され、NLGは存続の危機に瀕して

いる510経営から計6,141haを取得し、その後

の14年間で93.4%の土地を売り渡した。2000

年においてもなお68ha(15の契約)が売り渡さ

れている。その結果、2001年には404haが残

るに過ぎない。ただし、これらの土地は、構

造的に脆弱な地域にあるため、地価が下落し

ており、また、森林や沼地が多いため、売渡

は容易ではない(39)。

次に、NLG単独事業の実績であるが、

1988年以降4期にわたって実施されており、

これまでに7,000万DMが投入され、260経営か

ら計4,155haを購入した。なお、2000年に開

始された第4期事業では2004年までの間にさ

らに1,000万DMが投入される予定である。な

お、2000年12月末日の段階で売り渡されずに

残っている農地は846haである(これまでの取

得および売渡の状況については、表4-2a、

表4-2b参照)(40)。取得について見れば(表

4-2a》、A期およびC期に集中的に取得

されており(全取得面積の81.8%)、また、

取得価格は、NLGの通常の植民手続も含め

た農地の平均取得価格(後掲表4-4参照)を

下回る。聞き取りによれば、整理統合プログ

ラムの対象となる農業者の農地は土質など条

件が悪い場合が多く、農地価格は州の平均を

下回るのが通常だそうである(41)。また、81%

が主業農業者の離農に伴う土地取得であって、

若年農業者の経営的安定を目的とする取得は
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表4-2a NLG整理統合プログラムに基づく土地取得の推移

表4-2b NLG整理統合プログラムに基づく土地売渡の推移

●
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19%にとどまる。売渡については、表4-2

bの通りであり、売渡価格は取得価格を上回

っている。なお、売渡地の83%は増反のため

に売り渡されており、農地整備が4%、その

他の目的での売渡が13%である。ちなみに、

2000年には増反の結果、19の農業経営が平均

10.6ha、自己の経営地を拡大している(42)。

(ⅲ)州有地の購入プログラム

上記(i)と(ⅱ)が農地取得に関するNLG

の主要なプログラムであるが、その他にNL

Gが州有地を取得し売り渡すプログラムもあ

る。すなわち、本プログラムによれば、州の

農林地を総計3,000万DMで取得し、農業構造

改善や市町村の宅地開発のために売り渡すこ

とになっており、2000年12月末日までにすで

に639haを1,610万DMで取得し(2.5DM/㎡)、

404haを1,220万DM(3.ODM/㎡)で売り渡してい

る。売渡の目的は398.6haが植民手続であり、

ほとんどが農地として売り渡されている(43)。

(b)NLGの農地取得・管理・売渡の実態

それでは以上の制度を背景として、NLG

はこれまでに農業構造改善のためにいかなる

土地取得をしてきたか。上述の(ⅱ)および

(ⅲ)のプログラムも含めた全体としての実績

を見てみよう。

(i)取得

表4ー3は、NLGの年初と年末の土地保

有量の推移を示したものである。前掲表2-

1の1994年におけるNLGの保有量との差は、

後者は登記簿上の面積であるため、表4-3

の実際の面積表示よりも、時間的に前のデ一

タとなっていることに起因する差である。年

毎の取得および売渡面積はバラツキがあるが

保有量は漸次増加しており、2000年末には

8,422haである。

NLGの取得価格と売渡価格を見てみると、

表4-4の通りである。本義は、整理統合プ

ログラムも含んだ数値である。取得価格を売

渡価格が常に上回っており、取得価格、売渡

価格とも整理統合プログラムにおけるそれら

を上回っている(前掲表4-2aと表4-2

b参照)。これは、植民手続の場合には条件

の良い土地が相対的に多く含まれているため

に比較的高い価格で取得・売渡がなされてい

ることに基づくからであろう。

また、NLGの特徴の一つとして、保有地

の1/4～1/3は農地整備手続におかれている土

地であることを挙げることができる。公益植

民会社が農地整備手続に参加することは農地

整備法において認められているが(55条など)、

NLGは農地整備手続に積極的に参加してお

り、地権者が不換地申立を行なった土地を取

得することを通じて、保有地を確保している

のである。ちなみに、1990年においては、か

かる保有地は2,887ha(総保有量の34.7%)

に達しており、その後徐々に減少してきたが、

2000年でもなお2,114ha(同25.1%)を占めて
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表4-3 土地保有量の推移

表4-4 NLGの取得および売渡価格の推移
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表4-5 保有地の管理形態の推移

いる(44)。

(ⅱ)管理

次に、保有地の現況であるが、農地が92～

94%を占めており、林地は4～6%に過ぎない。

農場その他の建物敷地はほとんどない。農地

の中でも耕地が60%前後を占め、草地は40%

前後である。

また、保有地の管理状況は表4-5のとお

りである。本表によれば、総面積の90%以上

について賃貸借などの利用契約が締結されて

おり、NLGの自己経営地は3～6%、耕作

放棄地・沼地・宅地等の土地が3～5%である。

他人の利用に供される場合は、期間は1～2年

の短期の契約が2/3を占め、1/3が3～5年で

ある(45)。これは、売渡先が見つかってから実

際に売り渡されるまでの期間を最短にするこ

とによって、NLGが保有コストを最小限に

抑制することを目的とするものであろうが、

他方で、賃借した農業者の農業経営の安定性

がこの限りで損なわれることは否定しがたい。

なお、整理統合プログラムにおいても同様の

処理がなされていることは前述した。

(ⅲ)売渡

次に、保有地の予定用途である。表4-6

によると、2000年には「増反、経営拡大、転

住、外在等」が76%、「農地整備」が8%と、

予定用途の84%が構造改善関係に用いられる

予定であるのに対して、道路拡張等の公共事
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業用地、自然・景観保護用地、水利経済用地、

建築および商工業用地、市町村の発展のため

の用地等の「非農業的利用地」および道路、

墓地等の「その他の用地」は16%を占めるに

過ぎない。この点は、HLGの場合とその様

に売り渡された土地の用途を見ても、「農業

構造および植民」用に売り渡された土地が植

民手続と整理統合手続を併せると全売渡面積

の70.5%を占め、「公共的需要」への売渡分

である28.7%を大きく上回っている(表4-

表4-6 保有地の予定用途

相を著しく異にしている。すなわち、前述し

たようにHLGでは増反などの農業的用途は

30～40%であるのに対して、宅地等の非農業

的用途が60～70%を占めており、NLGとは

極めて対照的である。そして、2000年に実際

7参照)。ちなみに、1997年の当州の農用地

としての売買面積は14,906haであり(46)、同年

のNLGによる農用地としての売買面積は表

4-3の買入面積1,308ha、売渡面積1,310ha

の各々75%(表4-6の1997年の欄参照)であ
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ひ

るから
、
その比率は、
7
.
1%となる
。この
比

率はHLGの比率を大きく上回る(47)。このこ

とは
、
《農業構造改善に向けた農地移動の方

向付け》という1960年代以降のSUの伝統的

機能がなお今日でもNLGの重要な位置を占

めていることを意味しており、この限りでは

わが国の農地保有合理化法人の果たしている

機能と共通する面を多く有している。そして、

かかる活動を通して、2000年には172戸の農

業経営が計1,128ha、経営規模を拡大してお
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り、これは1経営当たり6.56haの規模拡大に

なる(48)。

(3)自然保護への寄与

また、保有地の予定使途との関係で近年と

りわけ大きな意義を占めるようになってきた

のが、自然保護のための用途である。すなわ

ち、前掲表4-6における「道路拡張等の公

共事業用地、自然・景観保護用地、水利経済

用地、建築および商工業用地、市町村の発展

のための用地等」のかなりの部分が自然およ

び景観保全のための用地で占められているの

である。たとえば、1995年では1,976haの内

1,292haを占めており(65%)、2000年におい

ても1,332haの内820ha(62%)を占めている(49)。

これは、近年の自然保護法制において開発に

際して事業者に対して課せられる様々な義務

の内、開発用地と同面積ないしはそれ以上の

用地を事業者に代替的に確保させるという義

務が定められており、このため、事業者はか

かる代替地(補償地(Kompen-

sationsflache)ともいう)の取得を公益植

民会社に委託する場合が多い。NLGについ

ても、1980年代後半以降NLGの植民手続を

通して自然保護および景観保全に資すること

が州の政策とされ、1981から87年まではNL

Gの保有地の中から毎年130haの土地が自然

保護および景観保全のために売り渡されてい

たのに対して、1988から2000年においては毎

年259haが売り渡されようになった(50)。かくし

て、公益植民会社は近年の自然保護法制にお

いても重要な機能を担うようになってきてお

り、その比重は今後も増して行くものと思わ

れる。

また、NLGがかかる補償地を創出する際

に農地整備手続を用いる場合が多いこともH

LGと比較した場合のNLGの特徴の一つで

ある。HLGは農地整備事業には基本的に関

わっていなかったのであるが、NLGは土地

取得に際しては前述のように農地整備事業に

密接に関わり、また、土地を補償地として創

出するに際しても、散在して取得した土地を

農地整備事業を通じて1箇所に纏めてゆく。

すなわち、農地整備法で規定された、通常手

続よりも手続が簡易化された「迅速整理手

続」(Beschleunigtes

Zusammenlegungsverfahren)(91条～103

条)および参加者の合意を基礎とする「任意

の土地交換」(103条a～103条i)によって、

土地を統合しその一部が前記の補償地とされ

る。ちなみに、2000年時点においてはNLG

は8つの迅速整理手続と96の任意の土地交換

に関わっており、関係面積はそれぞれ計

4,203ha、1,910ha、とかなり大規模である(51)。

表4-6では、NLGが農地整備手続に投入

予定の土地は8%(2000年)に過ぎないとされ

ているが、これは、農業構造改善等のために

用いられる面積の比率なのであって、自然保

護関係に用いられる用地も含めれば、農地整

備事業がNLGの活動にとって有する意義は、
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土地取得の局面のみならず、土地の売渡に際

しても大きなものがあることを確認すること

ができよう。

(4)市町村のための土地取得・宅地開発

ところで、HLGのような市町村のための

宅地開発事業は、NLGにおいても行なわれ

ている。NLGが市町村から委託される業務

は、建設管理計画(BLプラン)の策定、土

地取得、基盤整備、地区施設整備、宅地売却

等であって、これらはHLGの場合と同様で

ある。その活動の詳細は手持ちの資料からは

明らかではないのだが、2000年においては

72haの建設用地を開発し828区画の建設敷地

を創出した(52)。「72ha」という数字はHLG

の場合と比較しても大きく変わらない。この

ことは、両社の規模を考えればこの事業の占

める比重はHLGよりも小さいけれども、N

LGにおいてもこの分野での事業活動は近年

その意義を徐々に増していることを示すもの

といえる。

(5)小括

以上のようなNLGの活動について、注意

すべきと思われる点は以下の通りである。

第1に、HLGとの顕著な違いは、NLG

では農業構造改善に向けられた農地の取得・

売渡機能がなお中心的位置を占めていて、そ

れを実現するべく様々なプログラムが用意さ

れ、NLGとNLGからの買入農業者に対し

て、手厚い補助がなされている点である。た

とえば、共同課題法からは、連邦および州か

らNLGへ利子補給がなされ、拘束的調整積

立金を用いて、NLGから買入農業者に対し

て低利融資がなされ、また、整理統合プログ

ラムにおいても、州からNLGと農業者へ、

また、NLGから農業者へとそれぞれ多様な

形態で補助がなされていた。換言すれば、か

かる補助があるからこそ、農業構造改善に向

けられた農地の取得・売渡になお大きな比重

を置くことができる、ということもできよう。

第2に、整理統合プログラムも含めて、取

得はもとより売渡が比較的順調であったこと

も、HLGと比べた場合注記しておいて良い

であろう。その主な理由としては、NLGの

2000年の『業務報告書』における以下の指摘

が参考になろう。

「農地(の取得・売渡…筆者注)業務は、

引き続き、需要の多さと供給の少なさとによ

って特徴付けられている。これはとりわけ、

耕種作物地域において顕著である。農外目的

での土地要求は、特に大都市周辺部の土地市

場の情況を激化させている。」(53)

すなわち、当州では条件が必ずしも良くな

い農地も含めて農地所有権を取得したい農業

者はなお多数存在するのであって、この点は、

当州の農地価格が近年も安定した動きを示し

ていることによっても確認することができる

(図4-1参照)。したがって、当州では、

「地価下落に伴う保有合理化事業の採算性の
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図4-1 旧西ドイツ地域における農業用地価格の州別動向

資料:Statistisches Bundesamt.Wirtschaft und Statistik,1999.S.778.

悪化の懸念」という近年のわが国に見られる

傾向は基本的にはなお存しないといって良い。

第3に、NLGにおいては、農地売買の仲

介業務に農地整備事業を活用している点も特

徴的である。この点、本稿では十分に触れ得

なかったが、NLGが農地を取得し、売り渡

す過程で農地整備の土地創出機能および土地

の統合機能がかなりの程度活用されているよ

うに思われる。とりわけ、近年の自然保護法

制における補償地の創出という課題の遂行に

とって、この機能は今後益々重要になって行

くであろう。

5.むすびに代えて

今世紀初頭にライヒ植民法に基づいて設立

されたSUの今日の事業内容は前章までに述

べた通りである。設立以降農地・農業・農村

政策の課題の歴史的変遷に応じて、SUもま

た自らの事業内容を柔軟に変じてきたことは

明瞭であろう。今日では、SUの農地売買の

仲介業務が非農業的需要を充足することを目

的としてかなり広範囲に行われつつある。そ

こにいう非農業的需要とは一つは環境保護サ

イドからのものであって、これは今後増加し

ていくであろうことは間違いあるまい。そし
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表5-1 HLGの経営収支(2000年)
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て、今一つのものが都市建設サイドからの土

地需要であって、その中心がHLGのように

市町村の宅地需要を充足しその住宅政策の実

現に寄与する、という機能にあったことは十

分に留意されるべきであろう。他方において、

農地売買の仲介的機能を通しての農業構造改

善(既存ないしは新規の農業経営の拡大・創

設)、という従来からの目標は今日その意義

を徐々に減少せしめてはいるものの、NLG

のようにこの業務をなおその中心的業務とし

ているSUもドイツにおいては確かに存在し

ており、かつ、その事業規模はかなり大きい

といえよう。

最後に、HLGとNLGという、上の意味

でかなり対照的な機能をそれぞれの中心とし

ているSUが、どのような経営状況にあるか

を、両社の損益計算書から見てみよう。表5

-1および表5-2をみてみよう。

これらの表は、2000年のHLGおよびNL

Gのそれぞれの損益計算書から作成したもの

である。まず、HLG、NLGいずれもそれ

ぞれ、この年の収支は57万DM、179万DMの黒

字である(54)。「収入」については、それぞれ

60～70%弱を土地の売渡代金が占めており、

他方、「支出」については、土地買入代金が

双方とも最大の比重を占めている。HLGで

は、その次に「借入金償還額」がきて、その

比率は12.8%である。この数値程度であれば

返済額が経営を圧迫するほどの比率ではない。

他方、NLGについては、「借入金償還額」

は、僅か2.4%を占めるに過ぎない。農地と

しての売買の仲介業務を中心とするNLGに

おいて借入金の額がHLGよりも少ないとい

うのは注目に値する。NLGはもとよりHL

Gにおいても、経営状況はとりあえずは良好

であるといって良いであろう。

〔注〕

(1)SAFERについては、稲本洋之助『SAF

ERの研究』(全国農地保有合理化協会、1975

年)、原田純孝「近年におけるフランスのSA

FERの動向」(『土地と農業』20号)33頁以下、

などを参照。(

2)たとえば、稲本洋之助=渡辺洋三編著『現代

土地法の研究(下)』(岩波書店、1983年)や

稲本洋之助=戒能通厚=田山輝明=原田純孝編

著『ヨーロッパの土地法制』(東京大学出版会、

1983年)においても、公益植民会社については

先買権を中心とした簡単な紹介がなされている

にすぎない。近年では、田山輝明「ドイツの農

村開発公社」(高橋岩和・本間重紀『現代経済

と法構造の変革』(三省堂、1997年)325頁以

下があるのみである。

(3)Handworterbuch fur Agrarrecht,

Bd.Ⅱ ,1981,S.758-763; W.Ehrenforth,

Reichssiedlungsgesetz und Grund-

stucksverkehrsgesetz,1965,S。1ff.なお、本

章の叙述は、高橋寿一「ドイツにおける公益植

民企業の現状と課題」(『不動産研究』39巻4

号)17頁以下に依拠するところが多い。
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(4)その実績は、1962年までの間に平均18.8haの

耕地を有する農業経営が、24,466戸創設された。

K.-H.Unverricht,Die Aufgaben derLandge-

sellschaften in Deutschland,in: Tayama

Teruaki(hrg),Vergleichende Studien uber

die japanische und mitteleuropaische

Flurbereinigung unter besonderer Beruck-

sichtigung der deutschen

Flurbereinigung,1996,S.88.

(5)ただし、増反も行われていた。その実績は、

1962年までに、平均1.4haの自作地が37,653戸

の農業経営へ付加されたとのことであった。

Unverricht,a.a.0.,S.88。

(6)Unverricht,a.a.0.,S.89.

(7)この間の経緯につき、高橋寿一『農地転用

論』(東大出版会、2001年)64-68頁参照。

(8)本法については、高橋・前掲書第2章を参照。

(9)ライヒ植民法4条では、面積の最下限を2ha

としているが、各州が法規命令によってこの下

限面積を引き下げることができるとされており

(同4条4項)、たとえば、ヘッセン州では、

この面積が0.5haとなっている。

(10)公課法(Abgabenordnung)51条から68条にお

いて税制上の優遇措置に関する様々な規定が設

けられている。

(11)この点につき、高橋・前掲書75頁以下参照。

(12)G.Schmitt,Das landwirtschaftliche Son-

dererbrecht im Widerstreit der Meinungen,

Beilage I in AgrarR,1996,S.18-19.

(13)以上の点につき、Unverricht,a.a.0.,S.12.

(14)Statistische Bundesamt, Statistisches

Jahrbuch fur die BRD,1996,S.155.

Vgl.K.Wirr,Steuerung der Agrarstruktur

durch das landwirtschaftliche Boden -und

Erbrecht―Schwerpunkte in den neuen Bundes-

landern,Beilage I in AgrarR,1996,S.12.

(15)農林水産省構造改善局農政部農政課『農地の

移転と転用－平成10年－』8頁

⑯全国農地保有合理化協会内部資料による。

(17)原田純孝「フランスにおけるSAFERの機

能・役割の再編と拡張」(『土地と農業』22

号)141-143頁。ただし、この数字には、転用

目的のものも10%弱含まれている。

(18)86年の改正によって、71年法90条1項および

76年法144e条1項はこの改正によって成立した

「建設法典」からは削除されたが、同時に改正

されたライヒ植民法1条に両者が付加されるこ

とによって(前者は1a項、後者は1b項)、実

質的にはSUが従来有してきた意義は後退して

いない。なお、76年法144e条1項2文には「S

Uは、市町村によって、外住(Aussiedlung)

の実施についても委託されることができる」と

いう規定がおかれており、建設法典に引き継が

れている。

(39)村落再整備事業や農地整備事業で従来より宅

地開発が実際上行われている例として、高橋寿

一「西ドイツ農地整備法制と農地転用」(『社

会科学研究』40巻2号)83頁以下参照。(20)

以下の叙述は、基本的には高橋・前掲書246～

259頁に依拠している。
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(21)ただし、本文後述するように、現在のところ

公的資金は投入されていない。

(22)T.Haller,Die privatrechtliche Gestaltung

offentlich-rechtlicher Beziehungen am

Beispiel der sogenannten Einheimischen-

modelle,1986,S.6ff.(23)

ちなみに、基本法28条2項1文は、「市町村

に対しては、地域的共同に関するすべての事項

を、法律の範囲内で自己の責任において規律す

る権利が保障されなければならない。」と規定

されている。以上の詳細につき、高橋・前掲書

251～252頁参照。

(24)高橋・前掲書237頁。

(25)市町村および市町村連合(Gemeinde-

verband)を指す。

(26)Geschaftsbericht l989,S.8.(27)

1996年8月27日に開催された監査役会議事録

による。Niederschrift Nr.123 uberdie

Sitzung des Aufsichtsrates der HLG am

27.August l996,S.3.

(28)Niderschrift Nr.123,a.a.0.,S.17.

(29)Statistische Bundesamt,Statistisches

Jahrbuch fur die BRD,1996,S.58-59.

(30)Unverricht氏へのインタヴューによる。

(31)ちなみに、HLGが1995年末において所有し

ている約2,200の土地のうち、市町村との土地

貯蔵契約によって取得したものの割合は面積比

では32%を占めるが、これを土地価格でみると

その比率は61%に達するという(Unverricht,

a.a,0.,S.97.)。

(32)道路建設その他公共目的のために自己の農地

を提供した農家が、対価(ないし補償)として

代替地を要求する場合が主な場合である。

(33)Statistisches Bundesamt,Kaufwerte fur

landwirtschaftliche Grundstucke,

1997,S.14.

(34)2002年7月29日に行なわれたHLG支配人

Groling氏からのインタビューによる。

(35)Landbeschaffung fur Strukturmassnahmen

durch die Niedersachsische Landge-

sellschaft mbH,GultL 62/529.

(36)Richtlinien uber die Gewahrung von

Zuwendungen zur Forderung des Bodenzwi-

schenerwerbs nach Gem.AgrG,GultL 62/527.

(37)Richtlinien uber Hilfen fur existenzge-

fahrdete landwirtschaftliche Betriebe

durch Landankaufe der Niederasachsischen

Landgesellschaft mbH,GultL 64/1.

(38)Grundsatze fur das Programm der Nieder-

sachsischen Landgesellschaft mbH "Landauf-

fang und -verwertung landwirtschaftlicher

Betriebe",GultL 62/519.

(39)NLG,Die Leistungen Geschaftsjahr

2000,S.19.

(40)NLG,Die Leistungen Geschaftsjahr

2000,S.20.

(41)2002年8月4日に行なわれたNLG支配人

Fuhring氏からのインタビューによる。

(42)NLG,Landbeschaffung fur Struk-

turmassnahmen- Bericht Uber die Entwicklung
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des Flachenbestandes der NLG und des Be-

standes der Gebundenen Ausgleichsruck-

lage(GAR)unter Berucksichtigung des Son-

derprogramms"Landauffang und-verwertung

zur Konsolidierung und Struk-

turverbesserung landwirtschaftlicher Be-

triebe durch die NLG"fur das Jahr

2000,S.10.

(43)NLG,Die Leistungen Geschaftsjahr

2000,S.21.

(44)NLG,Landbeschaffung(Anm.42),S.6.(45)

NLG,Landbeschaffung(Anm.42),S.4.

(46)Statistisches Bundesamt,Kaufwerte fur

landwirtschaftliche Grundstucke,1997,S.14.

(47)ちなみに、その他の年の売渡面積は年間

1,800ha前後であり(表4-3参照)、それを

基準とすると、比率はより高くなる。

(48))NLG,Landbeschaffung(Anm.42),S.8.

(49)NLG,Landbeschaffung(Anm.42),S.5.

(50)NLG,Landbeschaffung(Anm.42),S.ll.

(51)NLG,Die Leistungen Geschaftsjahr2000,

S.23.

(52)NLG,Die Leistungen Geschaftsjahr 2000,

S.35.

(53)NLG,Die Leistungen Geschaftsjahr 2000,

S.ll.

(54)ちなみに、HLGは、1996、1997、1998、

1999年の収支状況は、それぞれ104万DM、638万

DM、205万DM、221万DMの黒字であった。なお、

1998年のHLGの損益計算書については、高橋

・前掲書259頁を参照。
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