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はじめに

周知のように、1970(昭和45)年農地法改正に

よって法第3条の不許可の例外措置として創設さ

れた「農地保有合理化促進事業」は、その後の農

業経営基盤強化促進法による「農地保有合理化事

業」としての法制化措置を経て、既に35年の歴史

を経過した。今日では47都道府県農業公社のみな

らず、農業協同組合(以下、「農協」)や市町村、

市町村農業公社が農地保有合理化事業に積極的に

取り組むといった状況へと展開してきている。

2005年3月に新しく策定された「食料・農業・

農村基本計画」(以下「新基本計画」)では、この

農地保有合理化事業については相当な期待をもっ

て書き込んでいる。また、新基本計画の方向に沿

って農業経営基盤強化促進法等が改正されており

(2005年6月)、そこでは農地保有合理化事業が構

造改革実現の手段として重要さを一層増してきて

いる。このような農地保有合理化事業に関して、

制度創設以降今日までの推移と事業の実績を振り

返って整理することが本稿の課題である。

農地保有合理化促進事業制度の発足以前にも

「農地管理事業団法案」の二度にわたる国会提出

とその廃案(1965,66年)といった過去をもって

いる。農地保有の合理化といった農業構造政策に

かかわる問題は、61年の農業基本法の制定段階へ

とさらに遡るのである。

1950年代後半以降、農業構造の改善がわが国農

政の主要課題として登場、農政が構造政策推進へ

と大きくシフトして50年近い歴史が流れた。にも

かかわらず、この農業構造の改善といった課題の

基本的解決をいまだ見ていない。そして今日、構

造問題を解決しないままに、農業生産・その担い

手・農地基盤の後退が深刻な局面へと向かってい

る。

かかる狭められた枠内での農業構造の改革を農

政の最重要課題に据えて我々は21世紀を歩もうと

している。そうした状況下、この農業構造の改革

に農地保有合理化事業が如何に積極的に関わって

いけるのか、その可能性をどう展望するのかとい

ったことが問われている。ここでは、こうした視

角を一方におきつつ、農地保有合理化事業の35年

にわたる推移と実績を見ていくこととしたい。も

ちろん、本稿は農地保有合理化事業35年史といっ

た性格のものではなくて、あくまでも筆者の関心

から接近しているものであることを予め断ってお

きたい。

Ⅰ戦後農業構造問題の登場と農地保有の

合理化

1農業造問題の登場と農業基本法の方向

(1)構造固定的段階―農地改革から農地法制定

へ
農地保有合理化事業が農地政策上に登場する以

前の農業構造の改善、農地保有の合理化といった

政策課題が如何に検討されてきたのか、歴史をや

や遡って見ておく(後掲「農地保有合理化事業関

連略年表」を参照)。

農地改革は、「耕作者の地位を安定し、その労働

の成果を公正に享受させるため自作農を急速且つ

広汎に創設し、以って農業生産力の発展と農村に

おける民主的傾向の促進を図ること」を目的とし

たのであって、農地改革はもともと農業構造の改
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革を意図したものではなかった。戦前期わが国農

業・農村を覆っていた地主制を解体して自作農を

創設することこそが最大限に追及されたのであっ

た。農地改革は農民経営を都府県平均で1ha前後

の自作農に押し込め、戦後引揚者の就農等もあっ

て経営構造は全体的に零細化するといった側面を

残した。農地改革終了時で620万農家のうち自作を

基本とする経営は530万戸、小作地率は9.9%に激

減、そこでの経営は零細層が圧倒的であった(都

府県で1ha未満層440万戸)。その後も60年頃まで

は構造変化は極めて弱いものであって、零細自作

地経営がわが国農業を担っていた。(表-1)

表-1 戦後の農業経営構造と自作地率(都府県)

であった。それは「自作農主義」といわれたので

あるが、当時の社会的背景の下での農業生産の基

盤となる農地の所有と利用のあり方を、国家とし

て方向づける基本法としての性格を有するもので

あった。そのために、農地の権利移動や農外転用

の規制、農地(小作地)の所有制限、賃貸借規制、

国家による農地・未墾地の買収・売渡等の規定が

おかれた。この時期にはまた、零細な農地保有構

造の中になお残存した50万haの小作地を解消する

こと(小作人への売渡)が行政的にも進められた

経緯があり、いわば構造固定的な自作農主義の農

地行政が展開された時期であったといえる。

このような零細なわが国農業は、戦後の急速な

経済成長、経済社会構造の急激な変化に巻き込ま

れて構造的矛盾に逢着する。こうして、農業構造

の改善が政策課題として登場してくるが、そこで

は当然のごとく構造固定的な側面をもっていた農

地制度・政策の変更が迫られてくる。

農地改革後の1950年代農地行政は、幾多の紆余

曲折はあったものの、GHQの意向をも受けて農

地改革の成果の維持と中堅自作農の育成の方向で

すすみ、1952年に農地法が制定されるといった経

過をたどってきた。

農地法は、農地改革の成果を引き継ぎ、自作農

を維持・育成することを基本理念としたのであり、

「農地はその耕作者みずからが所有することを最

も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促

進し、その権利を保護し、その他土地の農業上の

利用関係を調整し、もって耕作者の地位の安定と

農業生産力の増進とを図ることを目的」としたの

(2)農業構造の改善へ――1961年農業基本法制定

1)農業構造問題の登場と農林漁業基本問題調

査会の認識

わが国農業において構造問題が農政の俎上に上

ってくるのは、1950年代後半である。

『昭和32年度・農林白書－農林水産業の現状と

問題点』は、「今後の農政において追求されなけれ

ばならない新しい理念は、国土資源の積極的な開

発利用の促進と劣弱な生産構造の体質改善とを柱

とする生産性の向上であろう」とし、ア、農家所得

の低さ、イ、食糧供給力の低さ、ウ、国際競争力の

弱さ、エ、兼業化の進行、オ、農業就業構造の劣弱

化(5つの赤信号)を指摘した。

1959年5月に「農林漁業基本問題調査会」が設

置されて、基本問題調査会での議論・検討を経て、

60年5月に「農業の基本問題と基本対策」が政府

に答申される。

そこでの農地制度改正の方向としては、「農地

改革以降の経緯を尊重しつつ必要限度の改正を行

なうのが適当であると考える」として、ア、最低保

有面積の引き上げ、最高保有面積制限の緩和、イ、
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農地の移動は家族経営の育成・集団化・協業経営

の成立等のための農地の取得が優先的に行なわれ

るよう方向付け、ウ、離農等による貸付で公的管理

にゆだねるものは小作地所有制限を緩和、エ、小作

料・農地価格は収益基準で安定化、オ、小作地保有

制限、農地移動に関して公的管理方式を確立、カ、

粗放利用地に対する利用権の設定、農地草地林地

の一体的な交換分合の措置等、を提起したのであ

った。農地改革終了後10年程度経過する段階で、

農地改革後の構造固定的な農地行政から自立経営

農家の育成へと政策の修正を求めたのであった。

2)農地移動の円滑化・農地保有の合理化

農業基本法の提起

61年6月に農業基本法が成立する。農業基本法

は、農業の担い手として家族農業経営を基本に据

えて、それを育成する方向で既存の諸制度の改正

を図ろうとしたものであり、構造政策・農地政策

の方向もそうしたことが読み取れる。すなわち、

農業基本法では法第2条で、「農業経営の規模の

拡大、農地の集団化、家畜の導入、機械化その他

農地保有の合理化及び農業経営の近代化(以下、

「農業構造の改善」と総称する。)を図ること」を

国の施策の重要な柱とした。農地改革で創り出し

た零細自作農が、その家族経営形態を・基本に置き

つつも、農業経営として自立できる近代的な経営

へと展開することを求めたのであった。

農業の担い手に係る施策に関しては、ア、家族農

業経営の発展・自立経営の育成、イ、農業経営の相

続に伴う細分化防止、ウ、協業の助長・農業経営の

協同化、エ、農地の権利設定・移転の円滑化、農協

による農地信託の実施、オ、農業構造改善事業の実

施などが基本法に書き込まれたのであった。

こうした農業基本法の方向にそって、施策が展

開されたのであり(基本法農政)、構造政策、農地

制度の改正にも着手した。

(3)農地の権利移動の円滑化――1962年農地法改

正

1)農地法の改正
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62年に農地法が改正される。農地法改正案は農

業基本法制定以前の60年に国会提案されたが、60

年、61年と審議未了廃案となり、61年秋に3度目

の提案を行ない継続審議に持ち込まれて62年5月

に成立している。同時に農協法を改正(農事組合

法人制度の創設、農協による農地信託の引受け制

度の創設)。

62年農地法改正は、以下のようであった。ア、

農地移動の方向づけ手法として農協による農地信

託制度を創設、イ、業生産法人制度の創設(農事組

合法人、合名会社、合資会社、有限会社(株式会

社は株式譲渡自由性からして問題があるために排

除)、ウ、農地等の権利取得の最高面積制限の緩和、

エ、小作地所有制限の緩和等である。

この段階での農地法の改正は、「農業基本法に

基づく農業構造の改善の施策の一環として農地保

有の合理化と農業経営の近代化を図るため、農地

法の基本趣旨を損なうことのないような配慮の下

に」改正されたのであり(農地法改正施行通達)、

農地改革の成果を維持することを主眼とした農地

法の枠組内での最初の改正であった。要するに、

ダイナミックな構造変化を促進するような農地政

策の選択をする段階にはいまだなかったといえよ

う。

2)農協による農地信託の実績

ところで、農地移動の方向付けを行う事業とし

てスタートした農協による農地信託の引受けの制

度は、農地信託といった制度そのものに馴染みが

なかったうえに、形式的ではあっても農協に一旦

所有権を移転するといったことに対する抵抗感も

あり、農協自体にも事業推進の体制が十分に準備

されていたとはいえない状況であった。したがっ

てその成果は、制度発足5年間(63～67年・全国

計)で貸付運用信託111.9ha、売渡信託511.Oha、

売渡貸付運用信託86.7haに過ぎなかった(1)。その

後も、今日に至るまでこの事業が大きく伸びるこ

とはなかった。
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2農地管理事業団構想とその後の公的介入機関

の位置づけ

(1)公的機関設置による農地移動の方向づけ

農地管理事業団構想

62年農地法改正が暫定的な改正といった側面が

強かったことに加えてこの時期には自作農主義の

農地行政に変更が迫られてきた時期でもあって、

その後も農地制度改正の検討が進められていた。

農林省が研究者を動員して農地制度に関する検討

を最も熱心に進めたのも60年代であった。

こうした中で、農地管理事業団構想が持ち上が

り、農地移動の円滑化、農地保有の合理化を国と

して本格的に取り組むための機関を設置すべく農

地管理事業団構想が検討されるのであった。

この農地管理事業団が予定した事業の仕組みは、

国会に提案された「農地管理事業団法案」(65年2

月)でみておけば、ア、全国を事業区域とする事業

団、事業実施区域は農林大臣が指定、イ、業務は農

地等(農地、採草放牧地、付帯施設)の買入れ・

交換・売渡し、農地取得資金の貸付け、農地等の

借受け・貸付け、農地等の貸付け・売渡し信託の

引受け、農地等の売買・交換のあっせん、ウ、売渡

し農地等は買戻し特約つき、エ、優先協議制(農地

等の権利移動を行おうとする際には事前に農地管

理事業団に通知することを義務付け)、オ、事業団

が当事者である農地移動は農地法3条許可不要、

事業団が当事者である農地賃貸借の更新拒絶等は

農地法20条許可不要、事業団への貸付地は小作地

所有制限適用除外、といったものであった。

この農地管理事業団構想は、当時フランスでそ

の機能を発揮していたSAFER(土地整備農事

建設会社)がモデルになったとされている(2)。

(2)農地管理事業団法案の国会提出と廃案

農地管理事業団法案は、65年の通常国会に提案

された。衆議院では農業切捨て、農民切り捨て、

官僚的農地管理などの反対意見や事業効果への疑

問等が出されたが賛成多数で通過した。参議院で

は、実質的な審議がないままに審議未了廃案とな

った。

廃案後、農林省は次期通常国会に再び提案する

ことに踏み切る。法案の洗い直し等様々に検討さ

れたが、結局は部分的な修正にとどめて、66年の

通常国会に再度提案された。衆議院では前回と同

様に賛成多数で通過したが、参議院では審議を始

めたもののその後審議を中断して、会期切れとと

もに審議未了廃案となったという経緯をたどった。

こうして、農地移動に公的機関が介入して農地

移動の方向付け・構造政策の推進を図ろうとした

構想は、一旦歴史の舞台から退くのであった。

公的機関による農地移動の方向付け政策は、そ

の後農地保有合理化促進事業の形で実現を見るの

だが、全国規模で事業を展開することを想定して

いた農地管理事業団法案の廃案は、60年代農地・

構造政策の大きな分かれ目となった出来事であっ

たといえよう。

(3)「構造政策の基本方針」での公的介入機関の

位置づけ

農林省は、農地管理事業団法案が廃案となった

後の新たな構造政策の検討を迫られることとなり、

関係各局で検討を開始する。66年末から「構造政

策推進会議」で議論を重ねてきた農林省は、67年

8月に「構造政策の基本方針」を打ち出す。農地

の流動化に関しては、「所有権の移動による経営

規模拡大を図るとともに、あわせて、賃貸借等に

よる流動化の方向について積極的な措置を講ずる

ことが必要である」として、借地による規模拡大

の方向をはじめて強調した。

農地制度改正に関する具体的な提起は次のよう

なものであった。すなわち、ア、賃貸借の解約・更

新拒絶等の規制の適正化(合意解約や10年以上の

定期賃貸借の更新拒絶等は許可不要)、イ、小作料

統制制度の廃止、ウ、小作地所有制限の緩和、エ、

保有面積の上限撤廃・下限引き上げ、オ、農協によ

る受託の実施、カ、農業生産法人の要件緩和等。

なお、農地移動の方向づけを行なう公的機関の

設置については今後慎重に検討することとし、当

面は農業委員会のあっせん、土地取得資金の効率

的な活用を図るといったものであった。この段階



農地保有合理化事業35年の軌跡

で注目されるのは、農地管理事業団のような公的

機関の設置に関しては慎重であったということで

ある。農地管理事業団法案に対する国会での反対

が強かったこともあって、廃案となって日の浅い

段階で従前と同様の公的機関の設置と事業展開を

打ち出すことに躊躇せざるを得なかったのであろ

う。しかし底流には公的機関が介入して農地流動

化を促進するという構想が流れていたといえよう。

3農地保有合理化促進事業の創設――1970年農

地法改正

(1)農地法改正案の提案から成立へ

70年農地法改正は、最初の農地法改正法案の提

出から成立までに2年以上の期間を要した。当時

は、農地制度改正は与野党の対決法案であって、

法案を国会で成立させるには膨大なエネルギーを

要し、国会の外でも多くの論調が戦わされていた。

この農地法改正に当っては、当初提出された法案

(68年)には農地保有合理化促進事業制度は入っ

ておらず、途中(69年)から法案に盛り込まれた

という経緯があるが、この点をやや詳しく見てお

く。

68年3月(第58回国会)に農地法改正法案を提

案。この最初の改正法案の段階で、改正条項は70

年改正法の内容とほぼ同一のものとなっていたが、

大きな違いは68年改正案では「農地保有合理化促

進事業」に関する規定をまだ準備していなかった

ことである。この68年農地法改正法案は、米価審

議会の構成問題をめぐる紛糾などもあって、実質

審議は一度もされずに関連する農協法改正案とと

もに衆議院で審議未了廃案となる。なお、この時

期は自民党都市政策調査会(会長:田中角栄)が

「都市政策大綱(中間報告)」(68年5月)の中で

農地法廃止を唱え、それに対して農業関係団体等

が反論するといった状況下にあった(3)。

69年2月(第61回国会)に再度提案。この段階で、

「農地保有合理化促進事業」を行う非営利法人(農

地保有合理化法人)の農地の権利取得を可能とす

る規定が追加されている。農地管理事業団法案で

予定していた事業を都道府県段階に農地保有合理
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化法人を設立することによって実現させようとし

たものであった。これは、農地管理事業団の流れ

を汲むのではあるが全国一律に事業を実施するの

ではなく、市町村あるいは県一円の公社を作って

事業を実施しようとしたものであった。「農地保

有合理化促進事業」を農地法改正に入れてきた経

緯を既存資料で十分に確認することは出来ないが、

当時、農業団体等から要望があったのではなくて、

農林省の事務方(農地局)で考えて制度化に持ち

込んだということのようである(4)。69年の国会審

議は、衆議院は通過したものの、参議院では審議

が軌道に乗らないまま再び審議未了廃案となった。

なお、この年の8月に出された自民党・総合農

政調査会の「総合農政試案(草案)」では、農地の

売買・貸借に介入して農地移動に一定の方向づけ

を行なう「農業構造改善公団」(仮称)のような公

的機関の設置を打ち出していたが、11月に出され

た「総合農政の強力な展開」では「農地法改正に

よって地方公共団体が創設すると見られる農地保

有合理化法人(公益法人)の業務運営に対する指

導及び援助を強化する」に落ち着いた(5)。

69年11月(第62回国会)に三度目の提案。だが、

国会解散によって廃案となり、70年2月(第63回

国会)に四度目の提案。改正内容は、69年2月段

階のものと基本的に同じであり、5月に可決成立

している。

1)農地法の改正内容

改正内容は以下のとおり。

ア、法律の目的の改正(「土地の農業上の効率的

な利用を図るため」を追加)、イ、農地保有合理化

促進事業を行なう営利を目的としない法人の農地

取得を容認(法3条不許可の例外措置)、ウ、賃貸借

規制の大幅緩和(合意解約や10年以上の定期賃貸

借等の更新拒絶は許可不要)、エ、小作地所有制限

の緩和(農地保有合理化法人が農地保有合理化促

進事業の実施のために借り受けている小作地等は

小作地所有制限の適用除外)、オ、統制小作料制度

の廃止・標準小作料制度の導入・農業委員会によ

る小作料の減額勧告等、カ、農業生産法人の要件緩

和、キ、農地取得上限面積制限撤廃・取得下限面積
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引き上げ、ク、農協の農業経営受委託事業の創設、

ケ、草地利用権設定制度の創設、コ、農業委員会に

よる和解の仲介制度の創設、サ、違反転用に対する

措置の強化等。

特に、農地賃貸借規制の大幅緩和は賃貸借によ

る農地流動化促進を図ろうとしたものであったが、

10年以上の定期賃貸借の更新拒絶の許可不要の措

置は、賃貸借による農地保有合理化促進事業を円

滑に展開出来る条件を整えることともなった。

2)農協法の改正内容

農協法改正案も同時に成立しているが、改正の

主要点は以下のとおり。

ア、農協による農業経営の受託、イ、農協による

農地その他の土地の売渡し等の事業(農業目的の

ための土地の売渡し・貸付け・交換の事業、組合

員の委託等による転用相当農地等の売渡し・区画

形質の変更の事業)、ウ、農事組合法人制度の改善。

(2)農地保有合理化促進事業の創設

農地保有合理化促進事業の創設は、不耕作目的

での農地取得を禁じている農地法にあって、法第

3条の不許可の例外措置で規定するというユニー

クな方法をとったのであった。第3条第2項で、

許可できない場合の例外措置として「農地保有合

理化促進事業(農業経営の規模の拡大、農地の集

団化その他農地保有の合理化を促進するため、農

地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適

当な土地を買い入れ、又は借り受けて、これらの

土地(開発して農地とすることが適当な土地につ

いてその開発をした場合にあっては、開発後の農

地)を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業を

いう。以下同様とする。)を行なう営利を目的とし

ない法人であって政令〔令1の2〕で定めるもの

が当該農地保有合理化促進事業の実施により同号

に掲げる権利を取得するとき」は、この限りでな

いとした。こうして、農地保有合理化促進事業を

行う非営利法人の農地の権利取得を可能とするこ

とによって、この法人が農地流動化・農業構造の

改善を推進する主体としてわが国の農地制度上に

始めて登場してくるのであった。

4農地保有合理化促進事業の実施体制

(1)農地保有合理化促進事業の農業構造政策上の

位置

さきに廃案となった農地管理事業団構想では全

国一律的な組織が農地移動に介入してその方向づ

けをしようとしたものであったのに対して、農地

保有合理化促進事業は、いわばローカルな主体が

地域の実情に即して農地の流動化・方向づけに関

わろうとするものであった。この点に関して農地

法改正案の国会審議段階で、東畑四郎氏(参考人

出席)は、農地保有合理化促進事業の制度は、非

常に重要で大変面白いのではないかとの認識を示

され、「従来の農政というものは、いつでも中央集

権的であり、画一的であって農地管理事業団また

然りであったのでありますけれども、これを、あ

るいは市町村、府県、そういう地域の実態に即し

た形において、公的機関の介入というものを考え

てもいいんだというようなことは、従来の農政に

なかった一つの新しい行き方である。これからは、

本当に下からの、農家の志向に基づき自律的に形

成される地域の規律ともいうべきものに呼応して

機能する公的機関というものが育成されるという

ことは、今後の農政の一つの指針となる意義深い

ものであると思う」と述べられている(6)。

スタートした農地保有合理化促進事業は、ア、

農地・採草放牧地(以下、「農用地」)の買入れ・

売渡し、イ、未墾地の買入れ・農用地開発・売渡し、

ウ、農用地等の交換、エ、農用地の借入れ・貸付け

等の事業を実施するのであり、農用地の移動に介

入して農地の権利の中間保有機能を発揮して農地

保有の構造そのものを改善する役割を果たしてい

くのである。

農地保有合理化促進事業を実施する場合は、

「実施規定」を定めることとなっているが、それ

に関しては、70年農地法改正施行通達、農地保有

合理化促進事業実施通達、農地保有合理化促進事

業等実施規程例などで詳細に指示された。農地保

有合理化促進事業の実施に際しては、農用地等の

権利の取得は農業委員会のあっせん事業によるか

あるいは国・都道府県・農協・土地改良区等の関
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係機関・団体等からの申し出により行なうとされ

ており、農地保有合理化促進事業を単独で勝手に

展開できない仕組みとされた。

農用地等の売渡し・貸付け等の相手方に関して

は、一定の経営規模、保有農業労働力等の条件を

満たす「適格農業者」又は「適格団体」とし、そ

の基準を厳しく定めることとされた。こうした枠

組の中で農地保有合理化促進事業が展開されてい

く。

その上で、この農地保有合理化促進事業は農業

造政策上どのように位置づけられていったのか。

他の制度・政策との関係について制度創設期段階

で見ておくとおよそ以下のようである。

1)農業振興地域の整備に関する法律との関係

農地保有合理化促進事業は市町村の農業振興地

域整備計画に沿って、農業構造の改善のための事

業を行う必要がある(農地法施行令1条の2)。市

町村の定める農業振興地域整備計画では「農地保

有の合理化のための農用地等及び農用地等とする

ことが適当な土地に関する権利の取得の円滑化に

関する事項」を定めなければならないこととなっ

ていた(農振法8条2項3号、70年当時)。

そして通達で、ア、農地保有の合理化に関する

誘導の方向(当該地域において育成すべき規模の

大きく生産性の高い経営の目標ならびにこれを実

現するための農業経営の規模拡大及び農地の集団

化の誘導方向)、イ、権利取得の円滑化に関する措

置(農業委員会等が行なうあっせんの対象とすべ

き農地等、あっせんにより農地等を取得させる者

の範囲、市町村又は農業協同組合が農地保有合理

化促進事業を行なう場合の当該事業を行なう者の

名称および当該事業の実施地域の範囲等)を定め

るよう指導されていた(7)。

2)農業委員会の「農地移動適正化あっせん事

業」との関係

「構造政策の基本方針」では、農地の方向づけ

については公的機関の設置は慎重に検討し、当面

は農業委員会のあっせんを進めていくとしたので

あったが、農振法では、農業委員会が農地の権利

の移転等のあっせんを行う場合には、農業振興地
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域整備計画に基づいて農業経営の規模拡大、農地

の集団化等農地保有の合理化に資するようにしな

ければならないとした(法18条)。この農業委員会

による農地移動あっせんは、70年1月に「農地適

正化移動あっせん事業実施要領」(翌年に「農地移

動適正化あっせん事業」に変更)が制定されて、

農地法改正案の成立よりも先に補助事業として69

年度からスタートしている。この要領では農地等

の権利を取得させるべき者のあっせん順位は、農

業を営む者を第1順位としており、あっせんが不

成立の場合や農地保有合理化法人にあっせんする

方が農地保有の合理化に寄与すると認められる場

合は農地保有合理化法人にあっせんする仕組みと

した。こうして、農地保有合理化事業は農業委員

会のあっせん事業と有機的に連携して展開される

こととされた。

(2)農地保有合理化促進事業の実施主体

1)農地保有合理化法人

農地保有合理化法人は、ア、市町村、農業協同組

合及び民法第34条の規定により設立された法人で

あること(社団法人の場合は表決権の過半を社員

たる都道府県(含市町村)が占め、財団法人の場

合は寄付財産の過半を拠出著たる都道府県(含市

町村)が占めているもの)、イ、市町村・農協が農

地保有合理化法人になろうとする場合は農業振興

地域整備計画で市町村・農協が農地保有合理化促

進事業を行なうこととされていること、ウ、都道府

県農地保有合理化法人(農業公社)の場合は、そ

の法人が農地保有合理化促進事業その他農業構造

の改善に資する事業を適正、円滑に行なうと認め

て知事が指定したものであることとされた(農地

法施行令1条の2)。

なお、都道府県農業公社は、当該都道府県の全

域を事業実施区域とし、市町村・農協が事業を実

施している地域については事業を実施しない(貸

借による農地保有合理化促進事業は実施してよ

い)、市町村および農協は農地保有合理化促進事業

を同一地域において重複して行わない、との棲み

分けをした(70年、農地保有合理化促進事業実施
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通達)。

こうしてスタートした農地保有合理化促進事業

であるが、初期段階では都道府県下一円を統一的

に事業実施したいとの政策意図や都道府県農業公

社以外には財政上の支援措置もなかったこともあ

って、事業実施主体は基本的に都道府県農業公社

であり、市町村、農協に関してはごく一部の農協

が事業を開始したに過ぎなかった(8)。また、この

都道府県農業公社の設立も全国一斉に設立された

ものではなかった。47都道府県全てに農地保有合

理化法人(都道府県農業公社)が設立されるまで

には20年の歳月を待たなければならなかったが、

今日までの都道府県農業公社の設立・指定の推移

を以下に確認しておく。

表-2に示すように、農地保有合理化法人制度

が創設されて2年間で31道府県農業公社が設立・

指定されている(70年度14道府県、71年17県)。以

後74年度までに計41道府県農業公社が設立・指定

されて、ほぼ全国的に事業が展開出来る体制とな

る。だが、6都府県は農地保有合理化促進事業に

対する需要状況やそれぞれの県がかかえる固有の

問題もあって設立が大幅にずれ込んだが、91年度

の東京都の設立・指定を最後として47都道府県農

業公社が出揃う(財団33公社、社団14公社)。

表-2 農地保有合理化法人(都道府県農業公社)設立・指定の推移

都道府県農業公社の法人形態としては、はじめ

は財団が多かったが(91年当時財団33、社団14)、

それから十数年経過した今日では財団が減少して

おり(05年3月で、財団法人28、社団法人19)、構

成員は県単独14、県+市町村1、県+農業関係団

体2、県+市町村+農林水産関係団体等30となっ

ている(91年は、県単独18、県+市町村1、県+

農業関係団体3、県+市町村+農業関係団体等25)。

こうした変化はその後の各県の行財政合理化、組

織再編・スリム化等の動きの中で、各県が設立し

ていた公益法人の統廃合が著しく進んだことや農

地保有合理化促進事業の農地制度上での位置づけ

の変化等とも関わっているのかもしれない。また、

農地保有合理化事業以外に多様な事業を実施して

いる公社が増えていることから公社の名称もさま

ざまとなってきている(「農林振興公社」、「農林水

産公社」、「みどり公社」、「農林漁業担い手育成公

社」など)。

ここで、都道府県農業公社の財政問題を論じる

つもりはないが、国の財政三位一体改革、地方公

共団体の財政逼迫等と絡んで、都道府県農業公社

の財政も組織も事業活動の面でも弱体化の傾向に

あるといえよう。そうした中で、県農業会議や県

土地連等との連携を模索していく動きもみられる。

また、市町村農地保有合理化法人(農協、市町村

公社、市町村)が各地で設立されて事業を実施し

ている中で、それらと如何に連携・協力体制を強

化していくかも更なる課題であろう。
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2)全国農地保有合理化協会

71年9月に(社)全国農地保有合理化協会が設

立される。この全国組織の設立は、「どうも、県の

公社だけできて中央になにもないんじゃ、やはり

さびしい。国会では、中央の機関が売ったり買っ

たりするのではおかしいでしょうけれども、そこ

までいかない中央の機関ならつくってもいいんじ

ゃないかなという気がいたしまして、全国協会を

つくる予算をつくり、大蔵省へ要求」したという

経緯であった(9)。こうして、この全国協会は、農

地保有合理化促進事業に関わる中央センターとし

ての機能と役割を担って、資金供給事業、情報交

換・啓蒙宣伝、指導助言、調査研究等の事業を推

進してきた。

全国協会に法的な位置づけが与えられたのは、

農業経営基盤強化促進法の改正(95年)によって

である。農林水産大臣が、「農地保有合理化支援法

人」として全国に1つ指定するものであり、同時

に業務の内容も具体的に規定された(後述)。

Ⅱ農地保有合理化促進事業のその後の展

開

農地保有合理化促進事業のその後の推移を時期

区分すれば、以下のとおり。

①1970年代――70年農地法改正によって創設され

た農地保有合理化促進事業が各県において取り

組まれて、全国的な展開を見せる時期

②1980年代農用地利用増進法の制定(1980年)

に伴い農地賃貸借の構造が法的にも実体的にも

大きく変動する時期で、農地保有合理化促進事

業も農用地利用増進法の仕組みにそって事業を

展開していく時期

③1990年代――ガット・ウルグアイラウンド合意、

WTO体制へと移行する時期で、農業経営基盤

強化促進法(1993年)によって「農地保有合理

化事業」が事業制度として法定され、さらには

農業経営基盤強化促進法の95年改正によって全

国農地保有合理化協会(以下、「全国協会」)が

「農地保有合理化支援法人」と位置づけられて

事業が展開されていく時期

55

④2000年代――食料・農業・農村基本法の制定

(1999年)、「食料・農業・農村基本計画」の策

定等をテコとして21世紀初頭でのわが国農業構

造改革が急速に展開され、農地保有合理化事業

にさらなる展開が期待されてきている時期

なお、ここでの分析は農用地の権利移動等に関

わる事業に主として焦点を当てるので、都道府県

農業公社の機能強化問題、資金問題、融資制度、

税制問題等は基本的に対象としない。また、農地

保有合理化促進事業の拡充や変更もめまぐるしい

が、詳細な内容等に触れる余裕はない。これらの

内容の概略は後掲「農地保有合理化事業関連略年

表」を参照されたい。

Ⅰ)農地保有合理化促進事業の初期展開期(1970

年代)

70年代、農地保有合理化促進事業に取り組み始

める時期から米過剰への対応、米生産調整が本格

化する。さらに、農産物輸入自由化が著しく拡大

していき、農業環境は悪化の道を辿ることとなる。

この時期のわが国経済は、72年以降に土地投機、

地価高騰、狂乱物価が続いた後に73年のオイルシ

ョックを契機として戦後長期間にわたって続いた

高度経済成長が破綻、実質経済成長が戦後初めて

のマイナス成長(74年度)を経験する。その後の

国土・経済運営は、一時期、国土利用計画法の制

定(74年)等による土地利用の規制を始めるなど
一定の修正を加えながら展開された時期であった

。

こうした経済社会状況の中で農地保有合理化促進

事業がスタートしていった。

1関連法律の制定・改正

まず、農地保有合理化促進事業開始以降の関連

法律の制定・改正等の動きをみておきたい。農地

保有合理化促進事業がスタートして以降、農地保

有合理化促進事業に直接・間接に関わる法律の制

定・改正がなされたものは以下のとおりである。

1)土地改良法改正・事業実施主体へ

72年の「土地改良法」改正で農地保有合理化法

人に土地改良事業実施資格が付与された。農地保
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有合理化法人が借り受けている農地で未貸付けの

場合や所有している農用地で一時貸付け等の場合

は、「農地保有合理化法人をその農用地につき権

原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみな

す」(法3条4項)とされ、農地保有合理化法人に

よる土地改良事業の実施(法95条)、農地保有合理

化法人による交換分合の実施(法100条)など農地

保有合理化法人に土地改良実施主体としての権能

が付与された。この72年改正は、このほか異種目

換地、創設換地、非農用地の取り込み、受益地の

転用特別徴収金制度の創設等大幅な改正であった。

2)国有林野の活用等事業拡大

71年、国有林野の活用に関する法律が制定され

る。この法律は、国有林野の貸付、使用、交換、

売払い、譲与等の方針を明らかにしたもので、農

用地の造成、採草放牧等への活用も積極的に実施

するというものであった。74年には「国有林野の

活用に関する農林水産大臣の基本的事項」が定め

られて都道府県公社に借受け資格を付与(76年に

は売払い資格を付与)。

74年、農用地開発公団法が制定されて「農用地

開発公団」が発足(農地開発機械公団を再編)。こ

の農用地開発公団が行なう農用地開発事業に関連

して農地保有合理化法人の事業も拡大していく。

なお、74年の森林法改正によって、民有地での開

発行為(1ha以上の開墾その他土地の形質の変更

等)は知事許可が必要となる。

3)農用地利用増進事業の発足

75年に農業振興地域の整備に関する法律(「農振

法」)が改正されて、市町村事業として「農用地利

用増進事業」(いわゆる「利用権制度」)がスタート

する。この「利用権」は、農地法第19条(法定更

新)の適用を除外した新たな農地賃貸借制度とし

て仕組まれたものであり、その後の農用地利用増

進法の制定(80年)以降は農地保有合理化促進事

業も農用地利用増進法の枠組みの中で事業を展開

していくのであるが、そのきっかけとなる新たな

法制度のスタートであった。

2農地保有合理化促進事業の展開

(1)「特別事業」と「一般事業」

草創期の農地保有合理化促進事業は、「農地保

有合理化促進事業実施通達」(70年12月)に依拠し

て、70年度に指定された北海道農業開発公社等14

の道府県農業公社(以下、「県公社」が中心となっ

て1971年度から本格的に事業を開始する(71年度

中に17県公社が加わる)。

農用地の権利移動への公的介入としての農地保

有合理化促進事業は、農用地売買事業(農用地買

入・売渡・交換)と農用地賃貸借事業(借入・貸

付)に取り組むことから始まった。なお、農用地

賃貸借事業に関しては、農地賃貸借に関する農地

法の法定更新の規定(法19条)との関連で、賃貸

借解約の安全性を確保するために「10年以上の定

期賃貸借」によって進められることとなる。

72年には「農地保有合理化促進特別事業」が発

足する。特別事業は、農業団地育成事業や2次構

の事業と併せ行う農地保有合理化促進事業に無利

子の用地取得資金を全国協会から県公社に融資す

るものとしてスタートするが、この特別事業の枠

組みはその後に対象事業や融資の拡大、事業の仕

組みの変更等を伴いながら農地保有合理化促進事

業の中心的な柱となっていく。こうして、農地保

有合理化事業は「特別事業」とそれ以外の「一般

事業」の2本立てで展開することになる。この年

には「農業公社牧場設置事業」が発足している。

74年には特別事業としての農地賃貸借事業で

「小作料一括前払い制度」、農用地開発公団事業関

連事業が追加される。次いで「農業用施設用地買

入事業」(75年)、「畜産経営環境整備事業」、「公

社建売牧場」(いずれも77年)、「公社営畜産基地

建設事業」、「新農業構造改善事業」(いずれも78

年)等事業範囲の拡大が図られる。こうして農用

地開発関連事業等が農地保有合理化促進事業に組

み込まれてくる。

(2)事業推進体制の強化

77年、農地保有合理化促進事業の円滑な推進の

ために県公社の事業推進体制を強化する方策とし



農地保有合理化事業35年の軌跡

て、「農地保有合理化促進事業推進組織整備事業」

によって市町村段階に県公社の推進協力員を配置

することに取り組み始める。実態的に多くの手足

を持たない県公社が市町村の農業委員会等と十分

な連携を取りながら事業を推進する体制を確立し

ようとしたのであった。なお、県公社の財政基盤

の強化等の措置が種々講じられてきているが、そ

の点は割愛する。

(3)この時期の農地保有合理化促進事業の実績と

課題

1)初期段階での農地保有合理化促進事業量

70年代の農地保有合理化促進事業による農地等

の売買事業(買入)の実績を表-3に示す。

表-3 初期段階での農地等買入実績

(道府県公社・70～80年度計)

スタートからの10年間で事業の大枠がおおよそ

固まり、事業体制もある程度整備されていった農

地保有合理化促進事業であったが、70年代を通じ

ては他事業関連の農地保有合理化促進事業の展開

が大きなウエイトを持ったこととも関わって未墾

地の取得が相当の割合を占めていた時期であった。

70～80年度の11年間での買入面積は、全国で84.0

千ha(農地44.6千ha、未墾地39.4千ha)、北海道で

41.2千ha(農地23.1千ha、未墾地18.1千ha)、府県

で42.9千ha(農地21.6千ha、未墾地21.3千ha)で

あり、この時期は、府県での事業量が多く、かつ、

未墾地取得のウエイトがその後の動向と比較すれ
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ば相対的に高かった。その後の10年間(81～90年

度、表中の括弧内)では、北海道では未墾地買入

れがなお続くが(12.4千ha)、府県ではそれが大幅

に減少していく(7.0千ha)。

特別事業と一般事業の関係では、当初は一般事

業での割合が高かったものの、特別事業でのメニ

ューの拡大とともに特別事業のウエイトを急速に

高めていき(既に81～90年度の実績において明確)、

今日では一般タイプの事業量は極めて少量になっ

てきている(後述)。

なお、農地貸借事業については、70～80年度の

間に全国で借入11.0千ha、貸付9.0千ha程度でしか

なかった。農地保有合理化促進事業が、農用地等

の売買(特に未墾地へ傾斜)でこの時期を経過し

たのであった。

2)この時期の事業実施をめぐっての課題

①未墾地部門への傾斜――事業発足初期段階

で未墾地部門に傾斜していた点に関して、『農地

保有合理化促進事業10年の歩み』では、公社事業

が農用地開発等のための未墾地の取得部門に傾斜

し、農地保有合理化促進事業の本来の決戦場たる

既墾地部門への取組みの努力が足りなかったこと、

大部分の県で開発等関連事業の用地取得のため公

社機能に期待したこと、そのことに追われて農政

の本筋に迫るゆとりもなかったこと等を挙げて、

今後、農用地利用増進法の成立を契機に徐々に体

制を立て直したいとしていた(10)。そうした指摘は

適切ではあったが、農地面積が急速に減少してい

る今日の状況から振り返って見れば、農地保有合

理化促進事業がこの時期に農用地の拡大に積極的

に貢献した点は十分に評価されるべきであろう

(開発農用地のその後がどのような状況なのかは

気になる点ではあるが)。

②73年度・生産調整水田買入事業――73年度

には、米生産調整が本格化する中で米生産調整対

策の一環として県公社が水田買入事業を行ってい

る。この事業は、生産調整水田を買入れて休耕・

転作を長期にわたり確保しつつ畑地化して売渡す

もので、支払利子の全額を国が助成する仕組みで
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あった。買入水田は、約1,200ha(約102億円)で

あり、かなり強い行政指導の下に水田買い入れを

強行したようであった。この買入水田が、その後

の買い手がつかないなどによる売渡し処分の遅れ

や管理問題、高度経済成長破綻後の地価下降局面

での多大な財政負担問題などその後多くの困難を

持ち込むこととなったとされている。その管理問

題で会計検査院の指摘もあって、買入水田の売渡

し促進に関する行政通達が数次に渡り出されて、

県公社は買入水田の処分に大変苦労したという経

緯がある(11)。

③事業実施のアンバランス――この時期のも

うひとつの問題として指摘されていたのが、事業

量の地域間のアンバランスの問題であり、それは

県別のバラツキのみならず県内でも市町村間で偏

りがあるということであった。このために、市町

村との連携体制の確立、公社の不断の努力が必要

であるとしていた(12)。こうした問題は今日なお解

決を見ておらず、加えて地方財政の逼迫の下で農

地保有合理化事業が後退する状況も強まっており、

農地保有合理化事業を全域的に展開する方策をど

う確立していくのか今後の重要検討課題である。

Ⅱ)農用地利用増進法下での事業展開(1980年代)

79年に入ると、農地・構造政策上は「農地流動

化奨励金交付」や「土地利用型農業経営規模拡大

促進事業」等に取り組みつつ、次なる農地流動化

促進のための立法化(農用地利用増進法の制定)

の検討へと向かう。

1980年当時、農政審議会において「80年代農政

の基本方向」が議論されて、「中核農家」の育成、

それとともに「営農集団」の育成が重要政策課題

となっていたが、時を同じくして農用地利用増進

法案が国会に提案されて成立している(同時に農

地法改正案、農業委員会等に関する法律の改正案

も提案されて、いわゆる農地3法として成立をみ

た)。

この時期の国土・経済政策は、一時期若干の軌

道修正をしたもののやがて臨調・行革(80年基点)、

規制緩和、民活・大プロ開発を促進し(80年代半

ば)、国際協調的構造調整の下で農林業や不採算部

門の切捨ての末にバブル経済へと突入する(87年

～)。そして、バブルはあっけなく崩壊(90年)。

80年代のわが国農業は環境が著しく悪化してい

く。農産物市場開放圧力の一層の強まりの中で、

82年農産物44品目の関税引き下げ、83年アメリカ

のガット提訴から88年日米農産物交渉妥結に至る

間の牛肉、オレンジ等の輸入拡大、ガット提訴品

目の輸入拡大、日豪牛肉交渉で輸入枠拡大、86年

ガット・ウルグアイ・ラウンドの交渉開始から93

年ガット合意に至る農産物市場の一層の開放とい

った経路をたどるのであった。87年には生産者米

価が31年ぶりに引き下げられた(以降の引き下げ

据え置きへの突破口)。

1農用地利用増進法の制定と農地保有合理化促

進事業

(1)農用地利用増進法の制定・改正

1)農用地利用増進法の制定――1980年

周知のとおり農振法の改正(75年)で創設され

た農用地利用増進事業を拡充したものであり、ア、

農用地利用増進事業((ア)利用権設定等促進事業、

(イ)農用地利用改善事業、(ウ)農作業受委託促進事

業)の実施、イ、利用権設定等促進事業の権利の対

象を賃借権、使用貸借権のほか所有権、農業経営

の受委託に伴う権利、農業用施設用地、開発農用

地等に拡大、といった内容であった。

農用地の権利の設定・移転に関しては市町村が

農業委員会の決定を経て農用地利用増進計画を定

めて公告すれば、権利が設定・移転される(農地

法の許可除外)というものである。利用権は期間

の満了とともに権利が消滅するという仕組みは従

前どおり(農地法19条の適用除外)。農用地利用増

進法の何にもましての狙いは、この利用権を大幅

に拡大していくことによって農業経営の改善(農

業経営の規模拡大)を図ることにあった。

以降、この新しい農地賃貸借制度が全国的に展

開・定着していくが、農地保有合理化促進事業も

この農用地利用増進法の枠組に組み込まれて実施

されていくこととなる。
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2)85年「農業経営基盤強化措置特別会計法」

制定

「自作農創設維持特別会計法」を改正して、国

有農地等の処分によって得られる特別会計の剰余

金を担い手農家育成のために農地保有合理化促進

事業実施のための予算に振り向けること等を狙い

としたものであった。

3)89年農用地利用増進法の改正

改正内容は、ア、市町村の農業構造の改善目標の

設定・受け手農家の経営規模拡大計画の認定制度

の創設(認定農業者制度のはしり)、イ、農協によ

る受託農作業のあっせん等の推進、ウ、遊休農地所

有者に対する利用の増進を図るための農業委員会

等による指導・勧告を行うとともに、遊休農地に

対する農地保有合理化法人(市町村又は民法法人)

による買入れ・借受け協議制度を創設、等であっ

た。

買入れ・借受け協議制にかかわっては、かつて

農地管理事業団構想段階(1964年)では公的機関

による農地市場への直接的な介入手法が検討され

ていた。そこでは、農地管理事業団による「先買

権の行使」を考えていたのだが、これが農地管理

事業団法案の国会提出段階(65年2月)では、緩

やかな優先協議制に変更されたという経緯があっ

た(農地管理事業団法案は廃案)(13)。89年農用地

利用増進法改正による買入れ・借受け協議制の導

入は、遊休農地といった限定されたものではある

が、農地保有合理化法人による買入れ・借受け協

議制を導入したことによって、公的機関による農

地市場への直接的な介入の第一歩を踏み出したの

であった。
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合理化促進事業は借入・貸付に限定)。農協は、農

地保有合理化促進事業の創設当時から事業実施主

体に成りえたのであるが、前述のように事業を実

施してきたのはごく一部であった。農協が農地保

有合理化促進事業に本格的に取り組む契機となっ

たのが88年の第18回全国農業協同組合大会であり、

そこでは農用地利用調整活動のうち農作業受委託

促進事業と農地保有合理化促進事業の推進を中心

に取り組むとの方針を決定した。そして、翌89年

度から農地保有合理化促進事業が実施できる農協

の拡大(資格取得)と事業実施に取り組み始めた

という経緯があった(14)。

2)市町村公社による農地保有合理化促進事業

92年、農地法施行令の改正によって市町村等が

設立した民法法人(市町村公社)を農地保有合理

化法人に追加。すなわち、農地法施行令第1条の

3を改正して、農地保有合理化促進事業を実施で

きる民法法人の要件を、民法第34条の規定により

設立された法人であって社団法人の場合は表決権

の過半を社員たる地方公共団体(含農業協同組合)

が占めているもの、財団法人の場合は寄付財産の

過半を拠出者たる地方公共団体(含農業協同組合)

が占めているものとした。かくして、市町村の裁

量で農地保有合理化法人(市町村公社)の設立を

可能にしたのである。

この時期に農地保有合理化事業の実施主体の幅

が拡大されたのであるが、その設立状況とその後

の推移は、表-4に示すとおり。

表-4農地保有合理化法人数

(2)事業実施主体の拡大・機能の拡大

この時期には、農地保有合理化促進事業の実施

主体の拡大や機能の拡大が図られた。

1)農協による農地保有合理化促進事業

89年には「農業協同組合による農地保有合理化

促進事業の実施について」(農協課長・農政課長通

達)によって、農協が事業を実施する場合に当た

っての行政指導がなされている(農協の農地保有

農地保有合理化法人は、今日では47都道府県に

設立されるとともに、農協が389に達しており、市
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町村公社も160を数える。しかしながら、市町村自

身が農地保有合理化事業を実施する主体となって

いるのは17でしかない。

3)農地保有合理化法人による創設換地取得

91年、土地改良法の改正で農地保有合理化法人

による創設換地の取得を制度化。農業経営の規模

拡大その他農地保有の合理化を促進するために必

要な農用地については、農地保有合理化法人によ

る創設換地取得が可能となった(法53条の3の2)。

規模縮小・離農予定者等がほ場整備事業を契機

に農地を処分したい場合に、不換地で創設された

農地を農地保有合理化法人が換地処分で取得し、

それを担い手農家に売り渡して農地保有の合理化

に結び付けていく手法を導入したのである。

2　80年代の農地保有合理化促進事業の展開

(1)農地保有合理化促進事業の拡充・関連事業の

展開

農用地利用増進法制定後の農地保有合理化促進

事業は、農用地利用増進事業に乗って事業が実施

できることとなる(80年に関係通達の改正)。何よ

りの特徴は、利用増進計画によって権利が設定さ

れた利用権(賃借権)は農地法第19条適用除外で

あり、農地保有合理化法人が短期の賃貸借でもっ

て農地貸借市場に介入することが可能となったこ

とである。以降、農地保有合理化促進事業は農地

法と農用地利用増進法の2つのルートで実施され

ていくが、順次農用地利用増進法によるものの割

合が高まっていった。

この時期、前述のように農業環境が著しく悪化

する中で、それに耐え得るような農業構造への改

革を目指して農地保有合理化促進事業、関連する

事業が実施されていく。

また、増加しつつあった耕作放棄地や遊休農地

に対する対策も準備されてくる。農業センサスに

よれば、耕作放棄地(含非農家)や不作付け地(農

家のみ)は、1980年で、耕作放棄12万ha、不作付

地14万ha、90年で耕作放棄地22万ha、不作付地16

万ha、2000年で耕作放棄地34万ha、不作付地28万

ha(販売農家のみ)と増加を続けており、この遊

休地等の解消への取組みは、今日なおその必要性

を一層増している。(表-5)

表-5 耕作放棄地・不作付地の推移(全国)

以下、農地保有合理化促進事業のうち主要事業

のみ見ておく。

①集団的な利用権調整への取組み――83年、

集合的利用権等調整事業を創設。利用権を一旦公

社に集積して、公社の持つ中間保有・再配分機能

を活用して担い手に集団的に集積するもの、この

事業に先行して82,83年度に「公社活用集団的利

用権集積実験事業」を10道府県公社で実施してい

る(15)。その後92年に農場型交換分合事業が発足

(交換分合に併せて利用権の設定等を促進して農

場的に集団化を促進、農地保有合理化法人も事業

主体)。

②土地条件整備・遊休地対策――86年、農用

地利用増進対策事業創設、農用地利用改善団体等

が行う土地条件の整備に要する経費を県公社が無

利子融資、89年には公社自ら行なう簡易な土地条

件整備も融資対象。86年、遊休農地整備特別対策

融資事業創設、県公社が行なう遊休農地整備等に

要する経費を全国協会が融資。92年、特定農地保

有合理化推進事業創設、中山間地域の遊休地等を

整備して、担い手の経営規模拡大を支援するため

に、農地保有合理化法人が遊休農地等の土地条件

を整備する事業を実施(全国協会から1/2助成)。

③リース農場事業――88年、担い手確保農地

保有合理化促進特別対策事業創設。離農農家等の

農用地や付帯施設等を公社が取得後、新規就農者

や大規模拡大農家に一定期間貸付け、経営安定後

に売渡す方式の事業。これは、北海道農業開発公

社が82年度から実施していた「リース農場事業」

をモデルとして全国的な制度として仕組んだもの
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である(16)。91年、中山間地域農地保有合理化促進

特別事業創設、過疎地域等の中山間地域で離農農

家等の農用地等を取得し、担い手農家に貸し付け

て経営安定後売り渡す事業。

(2)助成金交付事業等への展開

この時期の県公社事業のもうひとつの特徴は、

各種の助成金を交付する事業が増えていったこと

である。

88年、農地流動化助成金交付事業(県・市町村

を通じて交付していた「農地流動化助成金」を県

公社が交付する仕組みに変更)。89年、高生産性農

業構造確立流動化対策事業の実施(地域農業集団

に対する助成金交付事業の後期対策)、農地流動化

緊急対策事業(牛肉、オレンジ等の輸入自由化に

伴い、離農者等が農地信託を利用する場合に、県

公社が無利子の「離農資金」を融資)、農作業受委

託促進特別事業(県公社による「農作業受委託料

前払い資金」の貸付)。

90年、土地利用型大規模経営育成モデル事業(県

公社が規模拡大農家に規模拡大助成金を交付)、さ

らに、92年、担い手規模拡大円滑化助成事業(連

理的な農用地利用集積行なった農用地利用改善団

体に県公社が助成金交付)。

これらの助成金交付事業等は、それ自体が孤立

的単独に展開されることではなくて、本来業務た

る売買・貸借事業と如何に密接連携的に展開され

ていくのかが問われる。

(3)この時期に農地保有合理化促進事業実施上発

生した問題

①1980年冷害等に伴う小作料減額請求への対

応――1980年の冷害等に伴い、県公社が小作

料一括前払措置により借入れ、貸付けている農

地に関して、転借人からの小作料延納要求や小

作料減額請求に対処した結果、金融機関から借

入している前払資金の償還が困難となる等公社

運営上大きな問題に発展する恐れがあった。こ

れに、対処すべく、県公社に全国協会から無利

子資金の貸付を行なった。
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②県公社取得土地の長期保有問題――農用地

開発事業等に伴って県公社が取得した土地が、開

発事業の遅れや変更・中止等によって、処分でき

ずに長期保有になるといった問題が発生した。こ

れに対して、農水省は、早期の売渡し促進の指導

や国による買収・売渡し手法の導入を行なうなど、

指導した。この長期保有の問題は、以降もその解

消のために積極的に取り組まれていく。

Ⅲ)農地保有合理化法人制度の法制化と事業展開

(1990年代)

ガット・ウルグアイ・ラウンドの合意が近づく中

で、農水省は我が国農業構造の改革方向を一層明

確にすべく91年から検討を開始し、92年に「新し

い食料・農業・農村政策の方向」(以下「新政策」)

を決定した。そこでは、61年の農業基本法で示さ

れて政策展開してきた政策課題から相当に幅を広

げて食料・農業・農村の3領域での政策の課題と

展開方向について検討を行っている。新政策では、

2000年目標の農業構造の展望を示したが、それは

「効率的・安定的経営体」の育成(個別経営体35

～40万、組織経営体4～5万)、稲作中心の経営で

は稲作単一経営10～20ha・5万、複合経営5～

10ha・10万、組織経営体2万(これらの経営体で

稲作の8割をカバー)といった極めてハードルの

高いものであった。そして、その実現のために農

地制度、土地改良制度の見直しをするとして、93

年に農業経営基盤強化促進法の制定(農用地利用

増進法改正)、農地法改正、土地改良法改正へと向

かう。この年、中山間地域活性化のための条件整

備等を目指して「特定農山村地域における農林業

等の活性化のための基盤整備の促進に関する法

律」が制定される。

この時期、わが国農業はガット・ウルグアイ・

ラウンドの合意(93年12月)・WTO体制への移行

(95年)といった環境変化の中で、一層の困難へ

と向かう。そうした事態に対応すべく、政府は94

年10月、「ウルグアイ・ラウンド農業合意関連対策

大綱」を決定(95年度からの6年間で6兆100億円

の事業実施、農業基本法に代わる新たな基本法制
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定の検討、効率的かつ安定的経営に農地の過半を

集積、農地保有合理化事業の拡充、農業経営基盤

強化促進法の改正等の諸対策)。さらには「ウルグ

アイ・ラウンド農業合意関連農地流動化政策基本

方針」(95年4月)を決定している。このような状

況の中で、農地保有合理化事業の一層の推進が求

められることとなっていく。

この時期はまた、わが国経済がバブル崩壊(90

年)後の長期の不況構造へと向かい、土地価格も

長期にわたって下落を続けており、21世紀に入っ

てもそうした状況は終止符を打っていない。農地

価格は、わが国経済のこうした不況構造の中で、

加えて農業環境の一層の悪化の中で、長期下落傾

向を辿っている。北海道では82年から、都府県の

農業地帯たる東北、九州では80年代半ばから、都

市的影響を受けやすい関東、東海、近畿等では90

年代(バブル崩壊後)からそうである(畑につい

ても同様)。北海道では、85年からの10年間で28%

の下落、20年間で40%下落しており、東北では同

様に10年間で15%、20年間で36%、九州では同じ

く8%、26%の下落を示し、今なお下げ止まって

いない。(表-6)

表-6 農地価格の推移(純農業地域)

農地売買事業は、農地保有合理化法人が瞬間タ

ッチ的に農地移動に介入しているのであれば地価

下落の影響はまだ少なくて済むのだが、農地保有

合理化法人が本来的機能を発揮しようとすれば

(担い手育成のための一定期間の貸付保有、一定

期間保有して土地基盤整備や集団化を行なった後

に売渡すなど)、買入・売渡のタイムラグによって、

農地保有合理化法人の財政負担が増大し、事業差

し控えの要因ともなっていくのであった。地価右

肩下がりの局面での農地保有合理化事業のあり方

が問われる状況に直面していく。

1農地保有合理化法人制度の法制化

(1)農業経営基盤強化促進法の制定――1993年

93年に農業経営基盤強化促進法(以下「基盤強

化法」)が成立する。この基盤強化法は農用地利用

増進法を大幅に改正して、法律名をも変更すると

いったものであった。同時に農地法の改正、土地

改良法の改正等がなされた。基盤強化法の概要を

ごく簡単にみておけば、以下のとおり。

法律の目的を、「育成すべき効率的かつ安定的

な農業経営への農用地の利用集積等農業経営基盤

強化の促進」においた(「農用地の農業上の利用の

増進」からの変更)。
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法律の主要内容は、①農地保有合理化法人制度

を法制化、②農業経営基盤強化の促進(都道府県

の農業経営基盤強化促進基本方針の策定、市町村

の農業経営基盤強化促進基本構想の策定、農業者

の農業経営改善計画の認定・認定農業者制度)、③

市町村の農業経営基盤強化促進事業の実施(農用

地利用集積計画の作成・公告、利用権設定等促進

事業・農地保有合理化事業・農用地利用改善事業・

農作業受委託促進事業の実施)、④特定農業法人制

度の創設、⑤遊休農地に対する措置儂業委員会

の指導、市町村の勧告、農地保有合理化法人によ

る買入れ・借受け協議制)等である。

(2)農地保有合理化法人制度の法制化

「農地保有合理化事業」及び「農地保有合理化

法人」を事業制度として法定した(農地法の関係

条文は廃止)。

①「農地保有合理化事業」

農地保有合理化事業は、「農業経営の規模拡大、

農地の集団化、その他農地保有の合理化を促進す

るために、第7条第1項の承認を受けた法人(以

下「農地保有合理化法人」という。)が行う次の事

業」であるとして、その事業範囲を拡大した。

事業範囲は、(i)農地売買等事業(農用地等の買

入・借入・売渡・交換・貸付)、(ⅱ)農地信託等事

業(農用地等の売渡信託の引受け、信託農用地等

の価格の一部金額の貸付)、(ⅲ)農業生産法人への

出資等事業(農用地等の現物出資、現物出資(持

分)の分割譲渡)、(ⅳ)研修等事業(農業技術・経

営方法の研修等)とした(法4条)。さらに、(v)

都道府県が農地保有合理化法人に対して農地保有

合理化事業に要する費用を無利子で貸し付ける場

合に、国は、都道府県に対して必要資金の3分の

2以内での無利子資金の貸付が出来ることとした

(法34条)。

②「農地保有合理化法人」

農地保有合理化事業は、都道府県知事が定める

農業経営基盤強化基本方針(以下「基本方針」)で

位置づけられた都道府県の区域で農地保有合理化

事業を行う民法法人(「県公社」)、又は市町村が定
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める農業経営基盤強化促進基本構想(以下「基本

構想」)で位置づけられた市町村の区域で農地保有

合理化事業を行う市町村、農業協同組合、民法法

人(「市町村公社」)として、基本方針か基本構想

で位置づけることを法定した(法5～7条)。

こうして、農地保有合理化事業は、農業経営基

盤強化促進法に事業制度として位置づけられ、事

業範囲を拡大して展開していくこととなる。

(3)農地法・土地改良法の改正――1993年

1)農地法の改正

改正内容は、ア、農地保有合理化法人が、農業委

員会に届け出て行う農地売買等事業による農地等

の権利の設定・移転、農地信託等事業による農地

保有合理化法人の所有権取得や信託の終了に伴う

所有権戻しは許可不要とした(法3条)。イ、農業

生産法人の構成員要件の緩和の一環として農地保

有合理化法人が農業生産法人の構成員となれるよ

う道を開いた(法2条)。

2)土地改良法の改正

土地改良事業の実施について、「第3条に規定

する資格を有する者の行う土地改良事業」を規定

し、土地改良参加資格者単独で土地改良事業の実

施が可能となった。従来は、数人の共同施行しか

認められていなかったが、1人施行が可能となり、

個人単独での実施も可能であるし、規模の大きい

農業生産法人等が単独で土地改良事業を実施する

といったことも想定される。

(4)1995年農業経営基盤強化促進法改正

95年に農業経営基盤強化促進法が改正されてい

るが、概要は以下のとおり。

1)農地保有合理化支援法人(全国農地保有合

理化協会の機能強化)

農地保有合理化法人の行う業務を支援すること

を目的として設立された民法法人を全国に一を限

って「農地保有合理化支援法人」として指定する

こととした。既存の「全国農地保有合理化協会」

が指定法人として位置づけられることとなり、法

律上の地位を得て事業を展開していくこととなる
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(法11条の2)。業務は、以下のとおり。

(i)農地保有合理化法人の農地保有合理化事業

等に必要な資金借入れに対する債務保証

(ⅱ)農地保有合理化法人への農地保有合理化事

業等の実施に必要な資金の貸し付け

(ⅲ)農地保有合理化法人への農地保有合理化事

業等の実施のための助成

(ⅳ)農地保有合理化事業に関する啓発普及、調

査研究、職員等への研修

こうして、全国農地保有合理化協会は法的に位

置づけられた中央センターとして、強化された機

能を発揮して活動を展開していくこととなる。

2)農地保有合理化法人による買入協議制(認

定農業者への利用集積)

利用権の設定等についてあっせんの申し出のあ

った農用地で利用権設定等がまとまらなかった場

合に、農業委員会に売渡しの申し出があった農用

地について、農業委員会の要請により市町村長が

農用地所有者に農地保有合理化法人による買入協

議を行なうことを通知、農地保有合理化法人が買

入協議を行なう(法13条の2)。遊休地に限定され

ていた買入れ協議制を、効率的かつ安定的な農業

経営の育成に寄与しうるよう権能を拡大したので

ある。

2　90年代の農地保有合理化事業の展開

(1)農地保有合理化事業の拡充

93年農業経営基盤強化促進法の制定に伴い、拡

大された農地保有合理化事業についての関係通達

が制定・改正されている。「農地保有合理化法人制

度の運用通達」において新たに制度化された事業

も含めて、農地保有合理化事業の範囲が明確化さ

れ、その上で農地保有合理化事業体系等が以下の

ように再編されて、事業を展開していく。

(i)農地保有合理化事業の範囲――(ア)農地売

買等事業、(イ)農地信託等事業、(ウ)農業生産

法人出資育成事業、(エ)研修等事業

(ⅱ)旧特別事業等を再編――(ア)事業関連タイ

プの事業、(イ)担い手育成タイプの事業(新規

就農、経営転換、大規模担い手、中山間地域

担い手)

(ⅲ)特別事業実施県公社へ全国協会からの無利

子資金貸付

(ⅳ)大規模農業経営育成助成金を県公社が交付

(2)ウルグアイ・ラウンド合意関連農地保有合理化

事業

ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意に伴って、

農水省は「ウルグアイ・ラウンド農業合意関連対

策大綱」(94年10月)を決定した後、95年4月に「ウ

ルグアイ・ラウンド農業合意関連農地流動化対策

基本方針」で農業経営基盤強化法の改正、農地流

動化対策の強化(農用地利用集積特別対策、農地

保有合理化事業の拡充)等を決定しており、また、

「農用地利用集積の加速的推進通達」等により、

農地流動化を加速させて農業経営構造の改善を一

層促進させる方向を示した。こうした中で、農地

保有合理化事業も新たな取組みが始まる。

95年、農地保有合理化促進特別事業の拡大(経

営転換タイプを追加)、中山間地域保全対策事業

(中間保有している農地の管理耕作)、先導的利用

集積事業、農地保有合理化法人機能強化事業(合

理化法人の機能強化のための助成)、全国農地保有

合理化協会の行う債務保証事業等を実施していく。

97年、長期貸付農地保有合理化事業(10年間の

貸付後売渡し)、農作業受委託特別事業の拡充(市

町村合理化法人を追加)、中山間地域保全対策事業

の拡充(合理化法人以外の市町村公社を追加)。

98年、農地保有合理化緊急加速事業(10年、5

年の貸付、農業機械・施設のリースを総合的に実

施)、中山間農地保全対策事業の拡充(助成対象の

拡大)。

99年には、市町村ごとの農地流動化目標の設定、

農地保有合理化総合推進事業の拡充、農作業受委

託促進特別事業の拡充等の方向で農地流動化関連

事業を推進していく。

Ⅳ)食料・農業・農村基本法下での事業展開(21

世紀)

政府は、90年代後半からはウルグアイ・ラウンド
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合意関連農地流動化施策を進めつつ、農業基本法

に代わる新たな基本法制定をめざして「食料・農

業・農村基本問題調査会」での議論・答申(97～

98年)を経て、98年「農政改革大綱」、「農政改革

プログラム」を決定する。

99年に食料・農業・農村基本法を制定、2000年

に「食料・農業・農村基本計画」を策定、21世紀

の新たな農政展開へと向かう。02年に「米政策改

革大綱」が、03年に「米政策基本要綱」が策定さ

れて、米政策の抜本的な改革へと踏み出す。05年

には「食料・農業・農村基本計画」が改定され「新

基本計画」、「経営所得安定対策等大綱」(品目横

断的経営安定対策、米政策改革推進対策、農地・

水・環境保全向上対策)が策定されて、わが国農

業の構造改革を一層加速化させる方向へと大きく

舵を切っていく。

他方では、規制改革・民間開放、地方分権化、

市町村大型合併(平成の大合併)が進められ、農

協大型合併も大きく進展する。

地方分権化に関しては、95年の「地方分権推進

法」において行政事務の国と地方公共団体との分

担の明確化、地方公共団体の自主性・自立性の発

揮の方向で分権化を進めるとし、さらに、99年の

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律」によって、国の「機関委任事務」制

度を廃止して、地方行政事務を「法定受託事務」

と「自治事務」に峻別し、従来の機関委任事務の

多くは「自治事務」化の方向で処理されていく(例

えば、農地転用許可権限も2ha以下の転用許可は

自治事務化へ、2000年農地法改正)。関連して、通

達の廃止、技術的な助言を中心とした「通知」へ

の変更が行なわれている(2000年)。

食料・農業・農村基本法制定以降、農地関係法

制も数次にわたって改正される。この段階で、農

地保有合理化事業も大幅に編成替えされて事業を

展開していくこととなる。なおこの時期、財政改

革に伴って補助金の交付金化、さらには地方への

財源移譲が大規模に行なわれて、各種事業の縮

小・廃止・統合が大幅に進められている。農地制

度改正も矢継ぎ早に進められる。
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1食料・農業・農村基本法と「食料・農業・農

村基本計画」

(1)食料・農業・農村基本法の制定(1999年)

99年に「食料・農業・農村基本法」(以下「新基

本法」)が制定される。周知のとおり、この法律は、

以下のような特徴をもつ。

ア、食料、農業、農村施策についての4つの基本

理念を提示((ア)食料の安定供給の確保、(イ)多面

的機能の発揮、(ウ)農業の持続的な発展、(エ)農村

の振興)。イ、食料・農業・農村基本計画の策定を

義務付け(施策の基本的な方針、食料自給率の目

標、政府が総合的計画的に講ずべき施策等を内容

として5年ごとに改定)。ウ、施策の基本方向とし

て、食料の安定供給の確保、農業の持続的な発展

((ア)望ましい農業構造の確立―効率的かつ安定

的な農業経営の育成・法人化の推進、(イ)農地の確

保・有効利用・農業生産基盤の整備、(ウ)自然循環

機能の維持増進等)、ウ、農村の振興の方向を提示。

農業基本法は同法で廃止。

(2)食料・農業・農村基本計画の策定と改定

1)食料・農業・農村基本計画(2000年)

新基本法でその策定を義務付けられた「食料・

農業・農村基本計画」(以下「基本計画」)を2000

年に策定。食料自給率の目標を45%とし、総合的・

計画的に講ずべき施策として、食料の安定供給の

確保、農業の持続的な発展、農村の振興を提示し

た。

農業構造に関しては、「効率的かつ安定的な農

業経営」を育成し、これらの農業経営が農業生産

の相当部分を担う農業構造を確立するための施策

の充実、株式会社形態も含めた法人化の促進等の

方向を打ち出して、2010年目標の「農業構造の展

望」を示した。この基本計画は、5年ごとの見直

しによって、2005年3月に新しい「食料・農業・

農村基本計画」(以下「新基本計画」、2015年目標)

が策定されている。

2)新基本計画(2005年)

2005年3月に「新基本計画」が策定される。新



66

基本計画(2015年目標)は、食料自給率の設定を

めぐって審議会でかなりの時間を割いていたが、

結局はその達成目標水準を据え置いて45%とした

(この食料自給率は、ここ数年40%から上向く気

配を見せていない)。

農業構造改革の基盤となる農用地の確保・拡大

といった問題は極めて重要な要素であるが、農地

面積は1961年の609万haをピークに以降は減少の
一途をたどり、今日では471万haにまで減少してい

る。2015年見通しでは、農地面積はすう勢にまか

せれば431万haに落ち込むが、それを耕作放棄地の

再活用等で450万ha程度を維持し、耕地利用率は

105%に引き上げたいとしている(03年94%)。

農業構造の改革、担い手政策に関しては、ア、

担い手の明確化と支援の集中化・重点化、イ、担い

手の拡大としての集落営農の育成、法人化の一層

の促進(株式会社一般のリース方式による参入の

全国展開)、ウ、担い手への農地利用集積の促進(そ

のため農地保有合理化事業での貸付信託、農業生

産法人への金銭出資等機能の拡充)、エ、担い手を

対象としての品目横断的経営安定対策への転換を

目指すとした。そして、2015年目標の構造展望を

示した。(表-7)

表-7 食料・農業・農村基本計画に見る農業構造の展望

2015年には総農家戸数が210～250万戸に減少す

る見通しの中で、農業生産力の推進主体たる「効

率的かつ安定的な農業経営」については家族農業

経営を33～37万、法人・集落営農経営を3～5万

育成する、そこに施策の集中を図るのだという。

効率的かつ安定的経営の経営規模と経営体の確

保、それらの経営体が占める生産シエアー確保は

極めてハードルが高い。認定農業者の数は、19.3

方(うち法人0.8万、05年9月)程度であり、その

経営規模は構造展望の数字よりもかなり小さいの

である(17)。

政府は、そうした高い目標に向かって構造改革

を進めようとしているのであるが、農地基盤も農

業生産力推進主体も脆弱化する中での21世紀の農

業:構造改革である。

05年10月には、「経営所得安定対策等大綱」が出

されて、品目横断的経営安定対策は2009年度から

の実施に向けて動き出した。そして今、WTO交
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渉がいよいよ大詰めを迎えようとしているのであ

る。

2新基本法化下の農地制度改正とその特徴

新基本法の制定、基本計画策定以降のこの数年

間にわが国の農地関係法制は矢継ぎ早に改正され

ていく。それは、規制緩和・民間開放の方向で、

企業一般の農地の権利取得に道を開くといった流

れとして進められる。

1)2000年農地法改正

農業生産法人に株式会社形態を導入。新基本法

で、農業経営の法人化を推進するために必要な施

策を講ずることをうたい、基本計画において農業

生産法人に株式会社形態を導入するとしたのであ

り、その具体化であった。農業生産法人制度創設

(1962年農地法改正)以来、株式会社形態は株式

の譲渡自由性からして農業従事者が組織すること

を基本とする農業生産法人として問題があるとし

て認めてこなかったが、そこに道を開いた。

2)01年土地改良法改正

土地改良法の改正で、創設農用地取換地の取得

者を拡大して、これまでの農地保有合理化法人の

ほかに事業地区以外の担い手農家も可能とした。

3)02年構造改革特別区域法の制定

構造改革特別区域法による構造改革特区(農業

特区・リース特区)では、農業生産法人以外の法

人(株式会社等一般会社－「特定法人」)が農地保

有合理化法人や地方自治体から農地を賃借して、

地方自治体と農用地の利用等について契約を結ん

だ上で農業経営を行なうことに道を開いた(農地

法の穴抜き措置)。同時に、市民農園の開設主体の

特例措置(市民農園特区)として、農地所有者や

地方公共団体・農地保有合理化法人からの農地借

入によって、NPO法人等が市民農園を開設出来

ることとした(特定農地貸付けに関する農地法等

の特例に関する法律の穴抜き措置)。

この特例による法人経営は68法人(株式会社36、

有限会社18、NPO法人等14)、市民農園開設主体

は140(個人121、株式会社7、有限会社4,NP

O法人5、農地保有合理化法人2、生協1)であ
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った(04年10月)。なお、この農地制度上の適用を

除外した構造改革特区は、05年農地制度改正によ

って全国的に実施可能となった(後述)。

4)03年農業経営基盤強化促進法改正

ア、認定農業者である農業生産法人については

構成員の議決権要件を緩和(農業を行う個人や農

業生産法人は議決権持分の制限なし、その他の者

(一般企業等)は2分の1未満まで可能として、

農業生産法人の育成強化を図る道を広げた)、イ、

特定農業団体制度の創設(集落営農組織等で将来

法人化を見込むもの)、ウ、遊休農地に対する措置

の強化(違反に対する過料)等の措置が取られた。

5)05年農業経営基盤強化促進法改正

農業経営基盤強化促進法が新基本法の方向にそ

って改正された。概要は以下のとおり。

(i)農地保有合理化事業の拡充――(ア)農業生

産法人への金銭出資が可能、(イ)農地信託等に貸付

信託を追加

(ⅱ)特定法人貸付事業の創設――構造改革特区

で進めてきたいわゆるリース特区を全国展開する

というもの。農業経営基盤強化促進に関する都道

府県の基本方針、市町村の基本構想で位置づけて、

市町村又は農地保有合理化法人が特定法人(農業

生産法人以外の法人で一定の条件を満たすもの)

に農用地の貸付事業を実施。市町村と農用地の利

用等に関する協定締結、協定違反の場合は貸付契

約を解除(農地法20条の適用除外)

(ⅲ)遊休農地に対する措置の強化――遊休農地

の利用の増進に関する事項を都道府県の基本方針、

市町村の基本構想で位置づけ、特定遊休農地に対

する利用権設定等の協議制(農地保有合理化法人

以外に市町村、特定農業法人を追加、都道府県知

事の調停制度を導入)、知事の裁定による特定利用

権設定制度の創設(農地保有合理化法人、市町村、

特定農業法人)、遊休農地所有者に対する措置命令

(草刈等)。

6)05年特定農地貸付法改正

市民農園設定主体を拡大――農地所有者の開設、

地方公共団体・農協以外の者の開設(地方公共団

体・農地保有合理化法人からの借入方式)に道を
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開く(市民農園特区の全国展開)。

7)05年会社法制定(商法の一部改正)に伴う

農業生産法人形態の変更

商法第2編の全面改正によって、新たに会社法

が制定される(施行は公布の日から1年6月以内)。

会社形態は、有限会社を廃止し(株式会社化)、

株式会社と持分会社となる。(持分会社は、合名・

合資・合同会社(有限責任会社)の総称)。これに

伴って農業生産法人の組織形態も、農事組合法人、

株式会社(公開会社でないもの)、持分会社となる

(施行は、会社法施行と同日)。

3　21世紀初頭の農地保有合理化事業の展開

2000年以降の農地保有合理化事業は、「農業経

営基盤強化促進法関係事務に係る処理基準」によ

って法定受託事務の処理基準が定められる(93年

「農地保有合理化法人制度運用通達」を引き継ぐ、

内容省略)。同時に事業の組替、新規事業、予算の

統廃合が進む。農地保有合理化事業と土地改良事

業との一層の連携強化が打ち出されたのもこの時

期であった。

1)2000年・農地保有合理化促進事業の編成替

「農地保有合理化促進事業実施要綱」が制定さ

れ、農地保有合理化事業は、大きく編成替えされ

る(以下の5種類)。

(1)一般タイプの事業――農地売買等の事業

(ⅱ)事業関連タイプの――事業他事業関連の農

用地等の売買等

(ⅲ)特別タイプの事業――担い手育成タイプ、

経営転換タイプ(県公社のみ)、長期育成タイ

プ

(ⅳ)農地管理事業――農地売買等事業で保有し

ている農地の管理耕作、簡易な補修、農業用

機械整備

(v)農業用機械・施設リース事業

2)各種事業の創設・再編

①農地売買円滑化事業の発足――01年、農地

保有合理化法人が保有する農用地等の買入価格と

売渡価格とに価格差が生じた場合に全国協会から

助成する制度が発足する。農地価格が長期低落傾

向にある中で、財政が逼迫する農地保有合理化法

人が公社機能を円滑に発揮するためには、農地売

買事業で生じる売買価格差をある程度国が補填す

る仕組みが必要なことは従来から指摘されていた

ことではあるが、21世紀に入り食料・農業・農村

基本法にそった構造改革の一層の加速的推進が求

められる段階で制度化された。

②従来事業の再編・強化――この時期、農地

保有合理事業をはじめ各種事業が創設・再編され

ていく。ア、貸付資金制度の拡充――01年長期育成

資金、02年担い手育成資金、03年農用地・農業用

施設等の買入資金等(いずれも全国協会から無利

子融資)。イ、04年経営構造改革緊急加速リース支

援事業(畜産環境対応リース事業、農業機械特別

リース事業の実施、全国協会から無利子融資を受

けて実施)。ウ、04年農地保有合理化担い手育成地

域推進事業(担い手への集中的総合的な利用集積

の促進、簡易な土地基盤整備等)、04年担い手育成

農作業受委託促進事業(農作業受委託の促進、受

託料金一括前払い資金の融資等)。

3)05年農地保有合理化事業の拡充

農業経営基盤強化促進法の改正等によって、農

地保有合理化事業が拡充される。(i)農業生産法人

出資事業の拡充(金銭出資を追加)、(ⅱ)農地信託

制度の拡充(貸付信託を追加)、(ⅲ)特定法人貸付

事業の創設(特定法人への農地等の貸付)、(ⅳ)経

営構造改革緊急加速リース支援事業の拡充、(v)

農地承継円滑化事業(中間保有農地の簡易な土地

基盤整備、適正な管理耕作等)、(ⅵ)市民農園開設

主体への市民農園用地の貸付等である。

こうして、農地保有合理化事業は、新基本計画

や改正農業経営基盤強化促進法の方向にそって、

全国的に事業を展開していくことが強く求められ

る状況となってきている。

Ⅲ　農地保有合理化事業の実績と今後

これまで、農地保有合理化事業の35年の推移を

事業の変化を中心に見てきたが、それでは、その

実績(事業量)はどうであったのかを確認してお

く。農地保有合理化事業(農地売買等事業)は、
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量的な側面のみではなく、集団化した農地の売

渡・貸付の実態や担い手の育成のために継続的に

どう関与しているかなど、その質的な側面を分析

する必要があるが、そうしたやや個別的な分析は

データーの制約上ここでは不可能である。したが

って、量的な分析しか出来ない。なお、研修事業、

融資(助成)事業、農作業受委託事業(融資)等

は分析の対象外とする。
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1最近の農地移動と農地移動適正化あっせん事

業の特徴

(1)農地移動の最近の特徴

ここではまず、農地保有合理化事業の実施と深

く関わる農地移動の動向と農地移動適正化あっせ

ん事業の実態をまず見ておく。

わが国の最近の農地移動の状況(農地保有合理

化事業に主として関連する自作地有償移動と賃借

権の設定)についてみておけば、表-8のとおり。

表-8 農地移動の推移

周知のとおり、全国の自作地有償所有権移転(以

下、「自作地売買」)は長期にわたって減少傾向を

続けてきたが、最近では年間3万ha程度に落ち着

いてきている。この自作地売買のうち農業経営基

盤強化促進法(利用集積計画)による権利移動が

65%前後を占めるようになっている。

賃借権の設定は、利用権の設定が圧倒的であっ

て、それは03年に95.5千haにまで増加しており、

毎年の権利移動の側面からのみ見みれば売買より

も賃貸借が圧倒的である。だが、利用権は期間の

満了とともに権利が消滅するのであり、それは利

用権設定量が増加するにつれて90年34.3千ha、

2000年51.4千ha、03年56.7千haと増えている。し

たがって、賃貸借による実質的な規模拡大量はそ

れほど大きなものではなくて、最近やっと40千ha

程度にまで増えたのである(90年16.4千ha、2000

年41.3千ha、03年42.0千ha)。売買による規模拡大

はその効果が長期継続的であるのに対して、利用

権は再設定の繰り返えしとともに新規設定量を増

加させ続けなければ規模拡大につながらないので

ある。利用権設定の見かけの数字だけで構造変動

問題を語れないということである(18)。

自作地売買のうち北海道が占める割合は従来か

ら高かったのだが、2000年53.8%(16.7千ha)、03

年56.9%(17.8千ha)とその割合を一層高めてき

ている。

賃貸借も北海道で急速に増加する傾向にある。

90年15.2千ha(全国に占める比率28.5%)、2000

年33.8千ha(同36.1%)、03年37.6千ha(37.7%)

と、賃借権設定の絶対量もその全国に占める割合

も高めており、北海道での構造変動が従来以上に

なり激しく進んでいることを示している。

(2)農地移動適正化あっせん事業の実態

ところで、農業委員会が1969年度から実施して

きており、農地保有合理化事業実施の入口でもあ

る「農地移動適正化あっせん事業」の実態はどう

か。その地域別の実態を見ておけば、表一9のと

おりである。
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表-9 農地移動適正化あっせん事業量の推移(農用地)

売買のうちあっせんによるものは全国で12.6千

ha・介入率40.3%(04年)である。だが、地域差

が極めて大きい。北海道では、あっせん量が9.4

千ha・介入率51.9%と、農地売買の半数以上が農

業委員会のあっせん事業を通したものとなってい

る。東北では介入率が33.6%、四国は30.2%、九

州27.3%である。ところが、東海、近畿ではそれ

が極めて低調なのである(東海3県で年間40ha程

度、近畿6県で年間10ha程度)。

貸借になると、利用権設定が主流を占めるとい

ったこととも関わって、この介入率は低下する(全

国で19.1%)。そうした中で、北海道では34.3%と

高い率で介入しており、賃貸借においても方向付

けが相当しっかりとなされているのである。都府

県に目を向ければ、東北(22.2%)や九州(14.2%)

はまだしも、他の地域とりわけ東海、近畿では殆

ど機能していないといってよい。

今日、農地流動化・権利調整の場は、農用地利

用改善団体等の集落レベル、土地改良区による土

地改良事業関連での調整、農協による調整等多様

化している面はある。そうした中で農業委員会に

よる利用調整の重要性がつとに主張されているも

のの、農地移動適正化あっせん事業は、制度発足

以来35年以上を経過しておりマンネリ化している

のかもしれない。だが、この事業は農地保有合理

化事業実施に当っての入口とうい重要な役割も担

っているのである。もともと農地移動量が少なく

てこの事業の実績を殆どあげてこなかったところ

もあるし(東京都、神奈川県、大阪府)、今日では、

施策の実行が地方公共団体の裁量に委ねられる側

面が強くなってきてはいる。といって、このまま

手を撲いていれば、農地流動化・構造改革にとっ

て痛手となろう。農地移動適正化あっせん事業が

危機的な状況にあることを認識して、早めに手を

打つ段階にきているのではないか。

2都道府県公社の農地売買等事業の展開

上述のような状況の下で実施されてきた農地保

有合理化事業は、どのような成果を挙げてきたの

だろうか。農地保有合理化事業の姿は、今日では

県公社のみならず市町村農地保有合理化法人(農

協、市町村公社、市町村、以下「市町村合理化法

人」)も併せて見なければ全体像は把握できないの

であるが、まず、県公社について概略見ておく(詳

細なデーターは、後掲の統計資料を参照されたい)。

(1)農地売買事業

農地保有合理化事業の発足以来の35年間(公社

が出揃ったのは1991年以降)の数字を取りまとめ

たのが、表-10、表-11である。
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表-10 農地等売買実績(全地目・都道府県公社)

表-11 地目別に見た買入実績(都道府県公社・1970～04年度累計)

①農地の買入

全国で延べ266.4千ha(全地目)を買入れてお

り、地目別には農地201.0千ha(うち北海道161.3

千ha)、未墾地64.7千ha(同32.7千ha)、農業用施

設用地等0.5千ha(同0.2千ha)である。

北海道では、買入土地のうち農地の占める割合

が都府県に比べて相当高い(農地128.4千ha、未墾

地32.7千ha)。北海道では、初期段階には新酪農村

建設事業で根室地域の農業開発関連用地の取得が

大部分であった。70年度の買入2.1千haうち未墾地

1.8千haの全てが根室中部での事業であり、74年度

まででほぼ終わるが79年度末で合計14.3千ha買

収)。その後も未墾地買入は続くが、86年度以降は

著しく減少して94年度以降はほぼゼロの状況にあ

る。他方で、農地買入は71年度以降大幅に増えて

いき(水田地帯で合理化事業が本格化するのは80

年代後半以降)、とりわけガット・ウルグアイ・ラ

ウンド合意以降に急速に増加する(90～94年度

19.1千ha→95～99年度35.6千ha、2000～04年度

29.0千ha)。

北海道にあっては激しい構造変動が進み、とり

わけウルグアイ・ラウンド合意が北海道農業に大

きな影響を与えたのであるが、その中で公社事業

が北海道の新たな農業構造確立に重要な役割を果

たしていったといえよう(19)。

都府県では、事業発足の初期段階(70年代)に

は買入量は北海道との間で差は殆どなく、70～74

年度では都府県の事業量の方がむしろ多かったの
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だが、その後の買入量は増加どころか減少傾向に

進む。都府県では初期段階には未墾地に傾斜して

買入が進んだのであり、79度までの10年間のうち

8年間は未墾地買入が農地買入を上回った。70年

代は都府県においても農用地開発による農地拡大

の動きがかなりの県で活発な様相を呈していたし、

県公社の設立母体の多くが農業開発公社や畜産開

発公社などであった(20)。しかしながら、その後の

農業環境の悪化の中での開発事業の変更・廃止等

で長期保有未墾地を抱え込んだといった問題もあ

って、未墾地取得は大幅に落ち込んでいく。

他方で農地部門での事業が大きく増加したかと

いえば、そうはならなかった。買入面積は80～84

年度17.4千ha、85～89年度13.2千ha、90～94年度

10.0千haと減少をたどり、その後もほぼその水準

で推移するのであった。先にも述べたように、『10

年の歩み』では既墾地事業に力を入れるべく体制

を立て直していきたいとの意向が示されていたの

だが、そうした道筋を辿れなかったということで

ある。地域条件、地価条件、都府県行政部局の公

社に対する対応等さまざまの困難はあったのであ

ろうが、事実はそうである。

②農地の売渡

この間の農地の売渡は、全国で227.5千ha(買入

の85.4%)、北海道126.8千ha(同78.6%)、都府県

100.7千ha(同95.9%)。北海道では、95年度以降

買入に対する売渡の割合が低下しているが、これ

はウルグアイ・ラウンド合意対策、北海道農業の

激しい構造変化の中で売り希望が大幅に増加して

いること、「長期貸付タイプ」の事業等の創設など

種々の事情によるものと思われる(21)。

③現段階での売買事業の特徴

03年度の事業でみて(表-12)、買入7.5千haの

うち特別タイプの事業が殆どであり(7.1千haうち

「担い手育成」5.2千ha、「長期育成」2.0千ha)、
一般タイプはごく少量、事業関連タイプは殆どゼ

ロといった状況にある。

これらの買入農地は一定期間貸付に回されるが、

03年度での一時貸付総量は25.5千ha。それは当然

ながら特別タイプ(20.9千ha、うち「経営転換」

12.1千ha、「担い手育成」6.4千ha、「長期貸付」2.5

千ha)と「緊急加速」(4.3千ha)が主である。

表-12 農地売買事業の特徴(農地・都道府県公社・03年度)

売渡は、特別タイプを中心に7.7千ha(「担い手

育成」2.2千ha、「経営転換」4.4千ha)程度となっ

ている。結果として、03年度末の保有量は、37.3

千ha(うち北海道34.1千ha)であって、当然なが

ら特別タイプが太宗を占めている。

なお、ここでは農地の買入価格等に関する分析

は行わない。農地の買入れは、多くの場合、県内

でも特定市町村であったり市町村の中でも特定地
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区であったりして、極めて局所的な事例である。

そこで形成される地価を広域的な地方ブロックの

地価と比較する等の分析は統計的にそれほど意味

を持たないと思う。担い手の育成といった点から、

あるいは公社事業・公社財務運営上から適正な地

価での買入・売渡は重要な要素であり、そこでは

収益地価水準との比較分析が重要である。また、

農民の採算地価、農民の農地取得の行動様式と絡

めた分析が本来必要であるが、ここではそうした

データーを持ち合わせていない。

農業収益価格を基本に置いた買入・売渡といっ

た点からいえば、重要なことは北海道公社が実施

しているように、農業委員会との連携のもとに県

公社が市町村ごとに標準地を設置して適切な標準

地価格を設定し、そうした水準での買入・売渡を
一般化していく努力を重ねることであろう。

なお、参考までに35年間で県公社が農地買入に

投入した金額をみておけば、およそ1兆円程度で

しかない(北海道2,102億円、都府県8,167億円)。

危機管理意識もなく野放図に土地等への投機・融
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資を繰り返して破綻した金融機関等の不良債権処

理につぎ込んだ数10兆円の無駄金からすれば微々

たるものである。しかもこの1兆円は農地の売渡

しによって基本的に回収されているのである。

(2)農地貸借事業

①農地貸借事業量

農地貸借事業は、売買事業に比べると様相を相

当異にする。表一13に借入と貸付の35年間の累計

(全地目、新規貸付の単純合計)を示したが、借

入58.6千ha(うち都府県54.1千ha)、貸付53.6千ha

(同49.8千ha)であり、北海道での貸借事業が相

対的に少なかったと言える。北海道での離農・経

営縮小等に伴う農地移動が、従来から所有権移転

が殆どであったという歴史からして、道公社の事

業も貸借事業のウエイトが低かったことの反映で

あろう。最近では北海道でも利用権設定が急速に

増加してきているのだが、そこへの介入は市町村

合理化法人が動き始めたといった状況であり、道

公社は今日では貸借事業に殆ど手を染めていない。

表一13農地貸借事業実績(全地目・都道府県公社)

都府県では、35年間に約5万haの貸借に取り組

んできており、最近では、若干増加傾向にあって、

2000～04年度で11.8千ha(年間2.3千ha程度)の借

入といったところである。この貸借事業の継続的

な実施の結果として03年度末に保有している農地

等の量(全地目)は、全国で13.2千ha(うち、貸

付13.1千ha)となっている。

②短期賃貸借の傾向

ここで、県公社の貸借事業(農地のみ)の特徴

を表一14で見ておく。03年度の貸借事業(全国)

は、借入3.25千ha、所有者への返還2.40ha、差引

0.85千haの借入増、新規貸付3.69千ha、解約2.67

千ha、差引1.02千haの貸付増、といった事業量で

ある。結果、03年度末の貸借事業に係わる保有量
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は12.84千ha(うち賃貸借12.64千ha)ということ

になっている。この貸借事業(貸付中のもの)で

の小作料の一括前払いは、4.40千ha(32.7%)で

あり、大部分が小作料年々払いとなっている。

表-14 農地貸借事業の特徴

(農地・都道府県公社計・03年度)

たことは検討しておく必要があるのではないか。

また、一旦公社に貸しに出されたものの公社との

契約終了によって所有者に返還された農地が、そ

の後も担い手に貸付が継続されているのか、ある

いは担い手に所有権移転されているのか、いずれ

であれ長期継続的に構造改革に寄与し続けている

のかどうか。そうした点について公社は如何に対

応してきているのか、構造改革を進めるといった

ことからすれば気になるところであるが、分析す

るデーターを持ち合わせていない。

小作料一括前払い制度の導入は、初期の段階で

は出し手への貸し意欲刺激の側面もあったが、そ

の後の実勢小作料、標準小作料の長期にわたる下

落、あるいは冷害等不作の場合の借り手からの小

作料減額請求等への対応など、県公社の事業運営

上も賃貸借当事者にとっても面倒な事態の発生が

予測されるといった問題もあって、小作料一括前

払いの活用が減少してきているのであろう。また、

農地賃貸借市場が借り手市場へと向かっていく中

では、かつてのような小作料-一括前払いメリット

が無くなってきているのかもしれない。

小作料一括前払い賃貸借は、量的にも少ないの

であるが、前払い期間も5年が圧倒的である

(74.0%)。利用権制度の下では事業スタート当時

のような「10年以上の定期賃貸借」の設定による

更新拒絶要件のクリアーといったことも必要とし

ない、あるいは長期賃貸借からくる上述のような

問題も回避しやすいといった事情も反映している

のかもしれない。

だが、農地保有合理化事業として取り組む場合、

借り手の経営安定といった側面からみて必要な賃

貸借期間をどのように確保していくのか、といっ

(3)農地保有合理化法人の農地市場介入

1)農地市場への介入程度

農地保有合理化事業が、農地売買や農地貸借に

どの程度の水準で介入しているのか。農業委員会

による農地移動適正化あっせん事業の状況からお

よその推測は出来るのであるが、その点を見たの

が、表-15である。ここでは市町村合理化法人を

含むが、売買に関しては市町村合理化法人の事業

量は微々たるものである。貸借については、市町

村合理化法人の取組みが増加傾向へと向かってき

ている(後述)。

合理化法人の売買事業あるいは貸借事業では、

合理化法人は権利主体として買と売あるいは借と

貸の2回農地(売買・貸借)市場に関わる。売買

事業で「一時貸付」が入れば3回関わることにな

る。したがって、合理化法人の市場への関わりを

評価する場合には単純に積み上げた量で評価する

のではなくて、市場への介入なのか、規模拡大・

構造変革への関与なのかを分けて考える必要があ

るが、ここでは介入の点からみることとした。な

お、介入率=合理化事業量(買入・借入)÷農地

移動量(自作地有償移・賃借権の設定)で計算し

ている(表-15注参照)。
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表-15 農地保有合理化事業の農地市場への介入状況儂地)

①「買入」の場合

北海道と都府県では相当の差がある。北海道で

は自作地有償移動量に対して3割～5割を道公社

が取得しているのである(95年度52.1%、2000年

度38.7%、03年度31.9%)。都府県の場合のそれは、

15%から17%程度と低い(95年15.4%、2000年

17.7%、03年16.4%)。公社事業で扱う事業量が北

海道と都府県では大きく異なる(量の差異)とと

もに、農地市場に介入して農地流動化の方向付け

をおこなって構造改革を起こす農地市場介入力の

差(質の差異)として明確に出ているのである。

②「借入」の場合

売買とは様相を一変する。県公社の貸借事業へ

の取組みは、既に見たように今日の利用権等によ

る農地流動化量(全国で年間10万ha前後)からす

れば、それは微々たるものである。特に、北海道

では道公社の介入は最近ではゼロに近い。かろう

じて市町村合理化法人が取り組み始めているとい

った状況にある。

都府県では、貸借市場への介入率を高めてきて

いる。95年2.7%から2000年10.3%、03年15.1%と

その介入割合が高まっており、それを市町村合理

化法人(主として農協)が担うといった構図とな

ってきている。もちろん都府県の場合、いずれの

地域も取組みが進んでいるということではない。

2)地域間アンバランスの問題

農地保有合理化事業実施の地域間アンバランス

の問題は、先にも触れたように事業実施の初期段

階から指摘されていたことであるが、35年間の事

業実施の中でアンバランスが解消方向に進んだか

といえば、そうではなくてむしろ拡大傾向にある

のではないか。

農地保有合理化事業は、県ごとの格差が大きく、

事業実施市町村にもバラツキが大きい。そうした

事業実施格差の背景や要因を個別的に分析して、

その解消の糸口を探る必要があるが、そうしたデ
ータを持ち合わせていない。ここでは地域別に事

業実施の動向を見ることとし、表-16、表-17に

地域別(農政局単位)の事業量及び県公社の売買・

貸借事業量規模別分布を示しておいた(県公社別

の事業量は、稲束の統計資料を参照されたい)。
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表-16 地域別に見た売買・貸借事業量(全地目・都道府県公社)

表-17 都道府県公社の買入・借入事業量規模区分別分布(全地目・70～04年度累計)

地方農政局別の事業量についてみておけば、売

買事業では北海道の161.3千haは別格として、東北

(買入量42.2千ha)、九州(同27.7千ha)が中心で

あり、次いで関東(11.3千ha)、中四国(11.2千ha)、

北陸(8.7千ha)と続くが、東海、近畿は事業量が

極めて少ない。

県公社の売買・貸借事業量規模別分布を見てお

けば、表-17に示すとおり。県公社の売買事業の

多くは3千ha前後に位置するが(1～3千ha12公

社、3～5千ha8公社)、そうした中で買入量10千

ha以上(秋田)、5～10千ha(青森、岩手、山形、

福島、大分)、といった事業を展開している県公社

がある。他方で、買入量が累計で100haに達しない

県公社が関東2、近畿2、九州1存在している。

貸借事業は、もともと事業量が少ないのである

が、東北が借入規模25.7千ha(全期間の新規借入

の累計)である以外はいずれの地域も3～8千ha

程度の実績となっており、東海は貸借事業におい

ても1千ha程度である。

県公社の借入規模別分布をみても、借入規模100
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～500ha(12公社)、500～1千ha(6公社)、1～

3千ha(13公社)が大部分を占める。そうした中

で3～5千ha規模(青森、宮城)、5～10千ha(岩

手、福島)といった規模の貸借事業を展開してき

ている公社がある(北海道も3～5千ha規模)。他

方で、貸借事業でも100haに満たない県公社が11

存在している。

事業量は上記のような状況にはあるが、そうは

言っても合理化事業による規模拡大効果は大きい

のであり、売渡1件当り面積は北海道で6.71ha(農

地移動平均の1件当り面積は4.75ha)、東北で
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0.78ha(同0.34ha)、九州で0.45ha(同0.21ha)、

貸付で、北海道7.00ha(同4.47ha)、東北1.18ha

(同0.70ha)、九州0.73ha(同0.33ha)等である(表

-16、右側欄)。

3市町村合理化法人の農地売買等事業の展開

市町村合理化法人の事業は、農協が合理化事業

に取り組み始める89年度以降本格化する。その事

業量を表-18、19、20に示す。資料の関係上、98

年度以降しか表出していないが、それ以前には96

年48ha、97年30haの買入れが確認できる。

表-18 市町村合理化法人の売買事業量(全地目・全国)

表- 19市町村合理化法人の貸借事業量(新規・全地目・全国)
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表-20地域別に見た市町村合理化事業の特徴(全地目)

①買入・売渡

市町村合理化法人による買入・売渡は最近では

年間にせいぜい20ha程度であり、農協が主として

事業を実施している。構造改革に寄与する程度は

微々たるものであるが、地域別には北海道と中四

国で事業が継続的に実施されている状況にある。

②借入・貸付

貸借事業は確実に増加しており、03年で借入が

8.5千ha(農協5.7千ha、市町村公社2.8千ha、市町

村0.03千ha)に達している。貸付は、同じく8.2

千ha(農協5.6千ha、市町村公社2.5千ha、市町村

0.03千ha)である。

地域別には、北海道(年間200～700ha)、近畿(同

400～600ha)、中四国(200～700ha)は低い水準に

あるが、それ以外の地域では貸借量年間1,000～

1,800haといった水準で増加傾向をたどりながら

推移している。県公社が貸借事業に本腰が入って

いない中で、この市町村合理化法人の貸借事業で

の頑張りが期待されているのであり今後積極的に

取り組んでいくことが望まれる。

ところで、表-21は、貸借事業での県公社と市

町村合理化法人の事業量の比較を県ごとに03年度

末の保有量で見たものである。大括りな幅で切っ

ているのでおおよそのことしかいえないが、左上

から右下への対角線よりも右上に位置する県では

市町村公社による貸借事業量が県公社のそれを上

回り、左下に位置する県ではその逆である。

表-21 農地貸借事業・市町村合理化法人と県公社との事業量比較(03年度末保有量)
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県別にみた市町村合理化法人の貸付農地の保有

量は5百～2千ha(19県)に集中しており、保有

量1千ha前後が今日の平均的な到達段階といえよ

う。その中で2～3千haの保有が2県(長野、富

山)、3～4千haの保有量に達しているのが4県

(山形、栃木、新潟、愛知)を数える。その一方

で、13都府県では保有量100haに満たない状況にあ

る。

県公社の貸借事業での保有面積は100ha未満が

25公社、100～5百haが16公社もあり、県公社の貸

借事業への取り組みは極めて弱い。そうした中で、

1～2千ha(青森、岩手、宮城)、2～3千ha(福

島)と積極的な取り組みを見せているのが東北各

県である。

県公社の保有量が、100ha未満しかない25都府県

の中でも9都府県では市町村合理化法人の貸借事

業、県公社の貸借事業業のいずれでも保有量が

100haに満たないといった状況にある。

農地流動化、規模拡大、農地の集団化等をめぐ

っての権利調整は、集落レベル、農業委員会、農

協、土地改良区等が積極的に関与できるのであり、

農地保有合理化法人が関わらなくても事は済むと

はいえるのだが、農地流動化推進主体の本丸が県

段階でも市町村段階でも落ちてしまっていては、

将来が展望しづらい。
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ある。そのこととともに信託実施県は特定県(5

道県)に限られている。県別の数字は、表(注)

に示しておいたので、説明は省くが、北海道

(76.6ha)を除けばごく少量の事業が実施されて

いるといったところである。

05年の基盤強化法の改正によって、新たに貸付

信託の実施が可能となったが、農地信託制度が農

地流動化手法として、また農家が活用する制度し

て如何なる意味・メリットが内在するのかといっ

たことを十分に検討して事業拡大に繋げていかな

ければ、農協の農地信託制度と同じ結果を招きか

ねない。

表-22農地信託(売渡信託)事業

(都道府県公社)

4農地信託等事業

93年の基盤強化法によって創設された農地保有

合理化法人による農地信託(売渡信託)等事業の

実績は、表-22に示すとおり。

売渡信託は、信託の引受けとともに信託財産(農

用地)の価格の一部(7割まで)を貸付けること

が出来る仕組みになっており、従来の農協が引受

ける農地信託とはその点で異なるのであるが、現

実には事業実施量は信託引受け99.6ha、売渡

76.8haと少なく、一部には5年間の信託契約期間

中に売れなくて、信託が終了しているものも

17.7haある。

また、信託引受けは制度発足当初の5年間のみ

であって、それ以降は、信託引受けが休眠状態に

5農業生産法人出資育成事業

表-23に実績を示しておいた。農業生産法人へ

の農用地等の現物出資による農業生産法人の育成

(体力強化)といった意味合いがある公社による

現物出資は334.6ha(31件)であり、間を置きなが

らぽつりぽつりと出てきている状況にある。この

事業も実施県がごく限られている(9道県、うち

3道県は信託事業も実施)。
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表-23農業生産法人出資育成事業

(都道府県公社)

05年の基盤法改正で、農業生産法人出資事業に

金銭出資も認められることとなったが、農業生産

法人への出資は、農協等がかなり積極的に対応し

ている状況にあり、公社として如何なる戦略で事

業に取り組むのか、十分な検討が必要であろう。

信託事業もそうであるが、農業者からの要望が皆

無なのか、公社としてそこまで手が回らないとい

うことなのか、あるいは状況を十分に把握してい

ないということなのか、進まない原因を早めに分

析して対応策を見出しておくべきであろう。

6農地保有合理化事業効果－農場形成・担い手

育成

農地保有合理化事業に関しては大まかな量的分

析を行なってきたが、合理化事業の質的な面から

の分析(担い手経営の集中的規模拡大・育成とそ

の効果持続性の確保、農場形成的権利調整・利用

集積、形成された農場の安定的維持と円滑な継承

の確保等の視点)が必要である。だが、この点に

関してマクロ的に分析できる十分なデーターを持

ち合わせていない。ここでは、北海道農業開発公

社の「農場リース事業」、都府県での農場形成的権

利調整・担い手育成、そこでの他事業との:連携の

事例について若干ふれておく。

(1)北海道農業開発公社の農場リース事業

北海道農業開発公社(以下、「道公社」)は、既

にみてきたように、合理化事業でずば抜けた成果

をあげており、それ以外にも「農村施設整備事業」、

「農用地開発整備事業」、「畜産振興事業」などに

長期にわたって積極的に事業を展開してきている

ことはつとに有名であるが、そうした全体像を概

観する余裕はない。ここでは、全国でも先駆的に

しかも大規模に取り組まれてきている「公社営農

場リース事業」について、その特徴を見ておく。

①先駆的に事業を開始

道公社の農場リース事業は、前述のように国の

事業化(88年度・担い手確保農地保有合理化促進

特別事業)以前から取り組まれてきた。まず、82
～83年度に酪農経営改善パイロット事業でスター

ト、84～88年度はリース農場事業・地域活性化パ

イロット事業(87～88年度)で実施。89年度以降

は農場リース円滑化事業で実施、92年度から在地

規模拡大事業を実施、94年度からは耕種型リース

事業も実施、といった経過を辿っている。

②新規就農とその後の経営展開事例

まず、訪問調査をさせていただいた事例(広尾

町)をごく簡単に示す。

十勝地方の最南端に位置する広尾町は、農家128

戸(5年前133戸)、酪農専業79戸(同67戸)、農家

が減り続ける中で酪農専業が増加し、規模拡大が

進む(1戸当り経産牛58頭、5年前50頭)。

Kさん(38歳)が広尾町に「農場リース事業」

で就農したのは94年度(愛知県出身、農試勤務、

酪農実習等を経て就農)。リース農場のことは知っ

ていて、各地を探し紹介を受けて広尾町に落ち着

いた。就農当時の農場規模は農用地36ha、成牛40

余頭(リース財産は施設用地を含めて土地37ha、

看視舎・畜舎・乾草舎・農具庫(必要な補修事業

を公社が実施)、畜産総合整備対策事業で整備した

酪農施設・農用機械等)。リース農用地の売渡は99

年度に終了。

Kさんは、就農以降計画的かつ大規模に経営農
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用地・乳牛規模を拡大してきている。現在、農用

地89ha(購入15ha、交換分合で拡大30ha、借地9

ha)、乳牛239頭(うち経産牛134頭、購入・自家繁

殖)、搾乳量年間1,200t、町内でも5指に入る大

規模経営を展開(パート労働使用)するまでに発

展している(他のリース農場就農者の経営規模展

開事例から見れば極めて優良なものである)。

③道公社の「農場リース事業」の実績

道公社が事業実施以来25年近い歴史にある農場

リース事業(表-24)は、就農者276人に達してお

り、酪農が262人(新規就農が222人、移転就農25

人、在地規模拡大15人)と圧倒的である。最近の
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傾向としては新規就農のみで年間10数人が就農し

ている。94年度から実施している耕種部門(14人

就農)は、最近では就農者がなく将来的にも需要

もあまり無いだろうという。就農時の年齢は、25

歳未満32人、26～30歳81人、31～40歳135人、41

歳以上28人。出身地別には、道内が105人(新規就

農59、移転就農24、在地15、耕種7)と多いもの

の、道外からは青森県～宮崎県に及ぶ42都府県・

171人が就農している(東京30人、大阪19人、神奈

川17人など)。就農地域(支庁)別には、根室84

人、宗谷50人、釧路29人、網走29人、十勝29人、

上川22人等。

表-24 北海道公社「農場リース事業」による就農者

表ー25 就農時の乳牛飼養頭数・農用地規模分布(2000～04年度就農者)
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新規就農時の乳牛飼養頭数と農用地規模を見た

ものが表-25である。

農用地面積と乳牛飼養頭数に高い相関があると

は言いがたいが、農用地規模は30～70haに集中し

ており(30～50ha・16人、50～60ha・16人、60～

70ha・15人)、飼養頭数60～90頭、成牛40～60頭が

就農時の平均的な姿のようである。

譲渡価格(表-25下段)は、2千万円未満8人、

2～3千万円14人、3～4千万円11人、4～5千

万円18人、5～6千万円10人、6～8千万円3人

であり、就農場所と農場規模によって当然に幅広

く分布する。農場リースのメリットは、道公社の

パンフレットでの説明のように「離農者と就農者

の円滑な経営移譲」、「投資した施設の有効利用と

農用地の分散防止」、「中古施設のために投資が最

小限」、「段階的な整備による資金・信用力確保、

経営発展」、といったところであろう。酪農施設を

新築することを考えれば、格安に就農できるとい

うメリットはきわめて大きく、道公社の話では、

特殊な事情等が生じない限り離農するケースは皆

無に近く、定着率はきわめて高いという。道公社

が取り組んできた農場リース事業は、酪農地帯で

の合理化事業の3分の1を占めているといわれ、

北海道酪農における農用地・施設の有効活用、担

い手の確保・育成、北海道農業全体の発展に果た

してきている役割は極めて大きいものがある。

もちろん、農場施設の老朽化が進行していると

か離農時期と就農時期のズレから生じる施設荒廃

化、就農者の飼養方式の変化や経営の将来展望等

と離農跡地の施設規模との齪齪など、内在する問

題も皆無ではない。筆者も関わって実施した農場

価格評価に関する調査からもそうした点は伺える
(22)。これらについては、将来的には離農跡地の規

模で新規参入者を縛るのではなくて、新規就農者

の将来志向にそえるような形でのリース農場の準

備も求められよう。

(2)農場形成的権利調整・担い手育成

都府県で基盤整備(ほ場整備)事業と連携して

合理化法人が農場形成的な権利調整・利用集積や

担い手育成を積極的に推進している事例を過去の

調査の中から2、3みておく。

①岩手県公社(一関市・県営ほ場整備「一関

第3地区」)

県営ほ場整備を実施した「一関第3地区」(地区

面積180ha、関係農家239戸、面工事96～03年度)

は、北上川流域で水害常襲地帯。北上川の洪水調

整・防御のための「一関遊水地事業」の地区内に

あり、他の2地区(一関第1地区、一関第2地区)

とともに1,450haの遊水地として活用するための

河川工事を実施中(通常年は水害がなく、10分の

1確率での洪水の際に遊水地として活用、下流

域・市街地の洪水防御機能を発揮)。

そこでのほ場整備で大区画ほ場を形成し、同時

に担い手の形成と担い手への利用集積・集団化を

徹底して追求する。ほ場整備地区内(124ha)での

転作を十全に実施することも考慮して、区域を担

い手利用集積エリア、集団転作エリア(小麦中心)、

自己完結農業エリアに3区分し、エリア内で集団

化された効率的・安定的な農業経営を展開するた

めに岩手県農業公社が介在して区域内の全農地を

利用権設定(ブロックローテーションを考慮して

03年4月～06年4月までの3年間の利用権設定、

06年に再設定の予定)。地域の農地利用調整、担い

手育成支援、経営支援、施設管理等のために地区

全体で「舞川営農組合」を立ち上げ(任意組合、

2000年設立)、その中の担い手農業者7人が中心と

なって「農業生産法人アグリパー舞川」を設立(02

年)。県公社の再配分によって担い手たる法人への

利用集積は85ha(うち集団転作受託37ha、基幹作

業受託20ha)に達する大規模法人経営を確立。ほ

場整備事業と連携して農場形成的権利調整や担い

手育成に果たした県公社の役割は大きい(23)。

②福島県公社(猪苗代町・県営ほ場整備「戸

の口地区」)

調査時点がやや旧いが、猪苗代町は、福島県農

業開発公社(現農業振興公社)が集合事業を多く

実施した町のひとつである。その中でも「戸の口

地区」(地区面積21ha、関係農家25戸、工事94～97
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年)は、猪苗代町のほ場整備地区でも小規模なほ

うで、他の地区から独立した小集落であり、従来

は狭小・排水不良湿田・小農道で耕作放棄も発生

して借り手もつかないような地域であった。

大区画整備(100～70a区画、パイプライン)を

契機に県公社と地元の話し合いで利用改善組合を

組織して利用調整に取り組み、全農地を県公社に

利用権設定(96～06年までの10年間)。それを2戸

の農家(1戸は勤めをやめて専業)に再設定する

ことで基本的に合意、田植機・コンバインは公社

のリース事業を導入して、集落が担い手を支援。

当初は10戸程度の者が公社から転借していたが、

98年からはほぼ全農地を2戸の担い手に集積。

こうした動きの中で、町内の他の2地区(土田

堰地区183ha・177人、壷揚地区51ha・41人)でも

集合事業に取り組む。その後の経緯を確認してい

ないが、県公社が現地に入り込み、一括利用権設

定方式で農地利用の集積と担い手育成を進めた効

果は大きい。福島県公社は、農場形成的な農地流

動化と担い手育成に積極的に取り組んでおり、他

の市町村においても質の高い合理化事業を展開し

ている(24)。

③宮城県公社(米山町・県営ほ場整備「城内

地区」」

米山町は、宮城県農業公社が早くから集合事業

等に取り組んでいた。米山町の西部に位置する城

内地区は、1970年代に水田農業のモデル地区とし

て30a区画に整備した地区であったが、大区画ほ場

に再整備すべく2haを標準区画とした「担い手育

成型基盤整備事業」(地区面積85ha、関係農家97

戸、工事98～03年度)を実施。事業実施に当って

は、地区内の事業反対者と地区外の事業希望者と

の交換分合、担い手への高い利用集積を目指して

の換地により、事業の円滑な推進と高い利用集積

を図った。

その中で町が進めていた新規就農者の育成確保

(95年度に研修施設を整備、96年度から研修生を

受け入れ、2年間の研修の後に就農)のための経

営用地が必要であったこともあって、宮城県公社
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が積極的に関わって水田利用として不適切な農地

を公社が中間保有者として事業実施期間中に14人

から1.9haを取得して事業に参加。埋立によりハウ

ス団地用地を造成、新規就農者に売渡(5年間貸

付後05年度に売り渡し予定)。新規就農者4人が就

農(ハウスイチゴ、ハウスはJAみやぎ登米が建

設して15年間のリース)しており、県公社が、地

元の意向を尊重しつつほ場整備事業と連携して用

地確保と新規就農者の定着に積極的に関与して成

果をあげている(25)。

④長崎県・小値賀町担い手公社(小値賀町・

県営畑地帯総合整備「小値賀地区」)

小値賀町は、長崎県北五島(佐世保港から北へ

70㎞)。「畑総小値賀地区」(地区面積307ha－畑か

ん・パイプライン、ほ場整備(183ha)、農道整備

等、関係農家715戸、工事89～03年度)は、本島の

中央部を中心にほぼ島全域に事業地区が点在して

おり、中心的な農業地域を形成。

農用地の集団化は、1戸1団地を目指して積極

的に進められ、ほ場整備・換地後の農用地利用集

積の促進(畜産農家を中心とした「小値賀地区機

械利用組合」・97年度設立への集積)とともに、「小

値賀町担い手公社」(01年度、合理化法人)を設立

して、担い手の育成と農地流動化に取り組む。

小値賀町は、肉用牛、露地野菜、ハウス野菜等

に取り組み、認定農業者は52名と比較的多いが、

将来の農業を担うべき新規就農者の確保を目指し

て、「町担い手公社」が毎年2人の研修生を町外か

らも受け入れ、2年間の研修終了後、町内で就農

させる。すでに3人が就農(トマト、露地野菜、

肉用牛に就農、05年4月に1人就農予定)、農地は、

「担い手公社」が借り入れた農地の中から貸し付

ける方式(期間6年、新規就農者2人への貸付

1.4ha、研修用農地3.1ha)。「担い手公社」は、研

修・新規作物の栽培実証展示、種苗の育成供給等

を順次実施・拡大している。ほ場整備後の町合理

化法人を通じての担い手育成、農用地利用集積に

よって、地域農業が相当活性化してきているとい

う(26)。
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7農地保有合理化事業への期待

新基本計画、農業経営基盤強化促進法の改正の

下で、農地保有合理化事業の更なる強力な展開が

求められ、合理化法人に対する期待と要求は一層

重いものとなる。その一方で、行財政改革、市町

村大型合併等の流れに飲み込まれて、合理化事業

をめぐっても予算削減、組織スリム化・効率化が

当然の如く求められ、事業実施の困難さもまた増

してきている。

そうした状況の中で合理化事業に期待するもの

は何か。これまで繰り返し言われてきたことでも

あるし、組織と財源の強化がなければ進め得ない

のではあるが、それを承知で2,3、箇条書き的

に述べておきたい。

①中間保有機能

合理化事業はもともと自賄いできる事業ではな

い。経費負担の軽減や効率化のために、受け手が

見つかるまでは手を出さないとか、瞬間タッチ的

に売買・貸借事業をやるというだけでは、存在意

義は極めて限定的とならざるを得ないことは自明

である。合理化法人が持つ中間保有機能を発揮す

ることは、ことの性格上当然のことである。

WTOの決着や「品目横断的経営対策」、「米改

革政策推進対策」が本格化する中で、わが国農業

は水田作を中心に新たな構造変動段階に入ると見

なければならない。認定農業者の淘汰が進むかも

しれない。

調査で訪ねた北海道空知の水田地帯北村(農地

面積6,735ha・水田6,210ha、農家477戸・10～

20ha206戸、20ha以上68戸)では、認定農家が412

戸(86%)と圧倒的部分を占めているが、そこで

の農地移動は、2000年頃から再び増加傾向にあっ

て、04年には農地移動面積580ha・移動率8.6%に

ものぼっている(道公社買入218ha、農家間売買

25ha、利用権設(農家間)330ha)。農家間利用権

設定の多くは売り希望なのだが、公社事業量の制

約(05年の予定190ha)や受け手の買入資金能力の

都合もあり、とりあえず貸借で処理して、農地売

買市場への多量放出・地価下落を抑止しているの

だが、構造変動がさらに進むとみられる(27)。全国

の地域別の地価動向は、前掲表-6に示しておい

たが、今なお下落傾向にある。道公社資料で見て

も、公社の売買事業での農地価格は5年間に10%

を超える下落が続いている。そうした中で担い手

をより安定的に育成・確保するためには、担い手

経営の負担を一段と軽減する方向での合理化事業

の展開が必要となる(28)。

農地価格が低落傾向を続ける中では、合理化法

人が超長期に農地を保有し続けることは、当然に

保有コスト増、売買価格差損の発生を伴う。

だが、わが国農業と農業経営を維持・発展させ

るためには、現状のままで推移していくのではな

くて、新たな手を打つ必要がある。水田農業の構

造再編が一段落するまで(20～30年あるいはそれ

以上かもしれないが)の間は、i合理化法人買入

農地の超長期保有・長期貸付の実施、ⅱ合理化法

人保有中に徹底した集団化・農場的経営単位の形

成、周辺地域を包括した農場的団地整備を合理化

法人主導で実施、ⅲ築きあげた農場の担い手への

20年程度の長期貸付と経営支援の強化、といった

方策を講じて強固な経営体を確立するしかない。

こうした状況の中で事業を展開するのは大変厳

しいのではあるが、合理化法人が農地を長期保有

しておれば、育成した経営体が経営変動・経営再

編へと向い、農地・経営の統合・承継といった問

題が生じ場合に、合理化法人の主導によって新た

な経営への円滑な承継も可能であり、合理化事業

投資の無駄・非効率性も回避可能であろう。蛇足

ながら、北海道の主要水田10万ha買入れで3.5千億

円(1ha当り350万円)、東北・北陸等の基本的水

田地帯20万ha買入で20千億円(1ha当り1,000万

円)程度、そしていずれ回収される。無駄な鉄砲

を打っているよりもこの方が良いのではないか。

②地域資源保全・改良

遊休農地対策等での合理化法人の特定利用権設

定や特定法人貸付事業の制度化は、合理化法人に

よる遊休地対策事業の一層の強化が期待されると

いうことである(29)。
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集落レベルでの地域資源の保全、遊休地対策等

は、中山間地域直接支払いや予定される「農地・

水・環境保全向上対策」等の取り組みも強まり、

合理化法人も既に遊休農地対策等で簡易な土地基

盤の改良等への取り組みもあるが、さらなる事業

展開がなければ耕作放棄の防止・解消は困難であ

ろう。加えて、特定法人貸付事業の展開次第によ

っては、農村社会に企業の農地利用を大きく広げ

ることにもなる。中には農民レベルとは異なった

不適切な土地利用が発生する恐れもある。そこで

は、従来から慣行的に進めてきた地域住民のみで

の地域資源管理の仕組みに新たな問題を持ち込む

こととなる。

そうした状況の中で、合理化法人は、自らも従

来とはやや性格を異にする土地所有者として農村

地域に入り込むのであり、土地管理の適正化、地

域資源保全・改良の機能を一層高めて対応する必

要がある。それは、合理化法人が主体的に集落レ

ベルでの広域的な資源管理に乗り出す必要が高ま

るということである。中山間地域等直接支払いは

65万haを超えているが、これらの条件不利農地は、

その土地基盤を早急・大幅に改良して生産条件を

大きく改善しない限り農業生産を長期安定的に継

続するとは不可能である。直接支払いの打ち切り

等は金の切れ目が縁の切れ目で、条件不利農地の

多くは生産の後退・耕作放棄へと向かう。思い切

った土地基盤整備を合理化法人が主導して早急に

推進することが緊要ではないか。そうした条件整

備の下で担い手も育ってくるのであろう。そうし

た取り組みが全域的に展開されることを期待した

い。

さらには、広域的な地域資源管理の新たな組織

構築に向けた検討が必要な段階に来ているように

思う。

集落機能が低下し、地域資源管理がおろそかに

なりつつある中で、合理化法人をも構成員とした

地域資源保全・改良の新たな組織体の形成をモデ

ル的にでも探っていくことに早く着手する必要が

あると思う。練れたものとはなっていないが、「集

落法人制度」による、地域資源保全・改良・管理
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機能の強化である。ここでいう「集落法人制度」

は、集落ぐるみの、他出農地所有者や農地以外の

里山等の権利者も含めた、さらには土地所有者た

る合理化法人(あるいは公的法人としての合理化

法人)も含めて組織する法人である。それは、農

用地利用改善団体的機能、農地保有合理化法人機

能、農業生産法人機能を兼ね備えた、土地改良事

業の実施主体ともなり得るような組織体を想定す

る。地域の農業・農地・資源の保全・改良・育成・

権利調整組織であり、経営組織であり、経営体育

成組織でもある、いわば「農民を中心として組織

する多機能を有する法人」である。この組織は、

他からの侵食を防止するとともに、当然ながらそ

の機能からして自己規律を高めていく必要がある

し、閉鎖的な組織と位置づける必要はない。多く

の制度的課題を含むが、農業・農地・農村社会を

集団的に支え、発展させていく強力な組織体を構

築することを検討する段階に来ているように思わ

れる(30)。

③合理化事業網の確立

合理化事業は、県公社のみならず市町村合理化

法人も大幅に増加した(05年現在566法人)。しか

し、全国を覆いつくしているといえるものではな

い。新基本計画で展望している経営構造にどう到

達するのか、合理化事業に各地で穴あきがあった

のでは到達不可能である。合理化事業がそれほど

進んでいない地域(地方公共団体)の存在を軽視

してはいけないと思う。全国を覆いつくす合理化

事業実施主体の形成、そこでの関係機関の徹底し

た連携がどうしても必要である。広域的な事業実

施(超行政区域、超県境といった視点も)、大掛か

りな組織再編成も含めて全国に合理化事業網をど

う張り巡らすか。地方分権、地方の自立性の拡大

は極めて重要であるが、農業や農村への関心が薄

れ、端に追いやられたのでは困る。全国規模での

問題は、地方行政の取り組み動向に任せきりでは

多分解決しないであろう。支援法人たる全国協会

が農水省と連携して、指導的方向を早急に打ち出

さなければならない重要な課題であると考えてい

る。
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体制強化は、同時に従来の枠組みを越えた事業

実施が求められよう(棲み分けの時代ではなかろ

う)。また、手足がないといった体制をどうカバー

するか、従来型の協力・連携では間尺に合わない

のではないか。集落レベルまで視野を広げた、あ

るいは非農業関係者にも視野を広げた協力・組織

化の検討も必要であろう。

いずれにしても、人と金と手間のかかる取組み

ではある。

おわりに

この取りまとめに当っては、特に稿末に掲げた

合理化事業に関する統計と合理化関連略年表の作

成については小野調査広報部長をはじめ関係各位

に全面的に依存した。まずもって、お礼申し上げ

ておきたい。

農地保有合理化事業の展開に関わる部分がやや

冗長になりすぎた嫌いがあるが、取りまとめてみ

て感じたことは、事業の拡充はともかくとして、

再編・廃止・統合・名称変更等余りにも頻繁に行

なわれており、とりわけ最近それが酷い。これで

は現場は事業の変化の内容を理解するのに多大の

時間を要して、事業への実働が著しく制約される。

組織体制、事業予算が削減される中で事業推進が
一層困難となる。農業やその構造改革は、売れ筋

を気にかけながら工場生産している商品とはわけ

が違う。3年や5年で成果が明確になるような代

物ではない。市場原理や大競争を煽って、勝ち組、

負け組を作る話でもない。それでは日本農業は瞑

れてしまう。そういう選択もあるのだろうが。

行財政改革による予算・組織削減や市町村大型

合併の中で農林業はますます端に追いやられよう

としている。だからこそ、ここで腰を据え直して

新たな挑戦を目指すことが求められている。国家

自立の基礎である食料自給の向上、それを達成す

るための基盤たる農用地の確保、農業者の確保・

育成の仕事を直接的に進めていく最も重要な部隊

が農地保有合理化事業・農地保有合理化法人なの

である。従来のままに流されることなく、新たな

流れへと地道に進めていくしかないように思われ

る。合理化事業・組織の強化、発展を願う。

(注)

(1)『昭和43年農地年報』(1970年、農林省農地局農地課)

から集計。

(2)『農地保有合理化促進事業10年の歩み』(1981年、全

国農地保有合理化協会、以下、『10年の歩み』)、p12。

(3)農地制度史編纂委員会『戦後農地制度資料第5巻』

(1985年、農政調査会)、282～284ページ、317～319

ページ。

(4)農地法改正当時の担当局長(農地局長)だった中野

和仁氏の発言(前出『10年の歩み』、40～42ページ)。

(5)前出『戦後農地制度資料第5巻』、284～291ページ。

(6)前出『10年の歩み』、12～13ページ。なお、東畑氏

のこのような考え方は、氏の道府県農業公社役員・幹

部職員研修会での基調講演でも如実に示されており

(東畑四郎『土地と農政』、1977年、全国農地保有合理

化協会)、氏の考えは、その後の農用地利用増進事業の

制度化に反映されていったとされている(関谷俊作『日

本の農地制度』、2002年、農政調査会、246ページ)。

(7)前出『10年の歩み』14ページから引用。

(8)農地制度史料編さん委員会『農地制度資料第3巻

(下)』(1999年、農政調査会)、3～4ページ。

(9)前出『10年の歩み』42ページ、中野和仁氏の発言。

なお、70年農地法改正に際しての国会審議でも農地管

理事業団構想との違いが議論されており、農地保有合

理化法人は、農地管理事業団構想のような全国一本の

公的機関でやっていくというものではないと答弁され

ている(農地制度史編纂委員会『戦後農地制度資料第

6巻』、1986年、農政調査会、69ページ)。

(10)曰く、「第1の反省点は、公社事業が農用地開発等

のための未墾地の取得部門に傾斜し、農地保有合理化

促進事業の本来の決戦場たる既墾地部門への取組みの

努力がたりなかったということであります。あるいは、

公社によっては歯が立たなかったといえるかもしれま

せん。じっさい問題として、大部分の県では、開発等

関連事業の用地取得のため、公社機能に期待したとこ

ろが多かったのは事実でありました。公社は、そのこ

とに追われて、農政の本すじに迫るゆとりもなかった

といえるかもしれません。この点は、農用地利用増進

法の成立を契機に、徐々に体制をたてなおしていきた

いと考えております」としている(前出『10年の歩み』、
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37ページ)。

(11)同前、20～21ページ。

(12)同前、37～38ページ。

(13)この点の経緯については、拙稿「農地問題と構造政

策の展開」(戦後日本の食料・農業・農村編集委員会編

『戦後日本の食料・農業・農村、第3巻(Ⅲ)』、2004

年、農林統計協会)、217～221ページ参照。

(14)農林水産省構造改善局農政部農政課・全国農地保有

合理化協会『改定「農地保有合理化事業」のすべて』

(1999年、地球社)、44～45ページ。第18回農協大会議

案(組織討議用)では、「貸借関係についても利用権の

あっせんや、農協が農用地を借り受け、適正な利用計

画のもとに、組織する担い手農業者へ貸し付ける転貸

機能を農協が担うことが必要になる。このため、県公

社や市町村、農業委員会等との連携をもとに、農協が

農地保有合理化機能を発揮しうるよう、その資格取得

を積極的にすすめていく」としている(前出『農地制

度資料第3巻(下)』、50ページ)。

(15)『農地保有合理化促進事業20年の歩み』(1991年、

全国農地保有合理化協会)、22～23ページ。

(16)同前、24、52～54ページ。

(17)この点に関しては、拙稿「農業構造は改革できるか」

(『日本農業年報51、食料・農業・農村基本計画－変更

の論点と方向－』(2004年、農林統計協会)、99～101

ページ参照。

(18)この点に関しては、拙稿『日本の農地』(2003年、

全国農業会議所)、120～123ページ参照。

(19)『北海道農業開発公社30年史』(2000年、北海道農

業開発公社)、29～33ページ、前出『10年の歩み』16

～17ページ、『農地保有合理化事業に関する調査業務

報告書』(2005年、北海道地域農業研究所)、85～88ペ
ージ。

(20)『都道府県農業公社(農地保有合理化法人)の概況』

(2003年、全国農地保有合理化協会)、前出『10年の歩

み』(座談会での発言(岩手県公社、奈良県公社、鹿児

島県公社))。

(21)前出『北海道農業開発公社30年史』、29～33ページ。

(22)リース農場の就農過程、経営発展状況や農場評価等

に関する調査を実施しており、その概要は『農場評価

基準策定委託事業報告書』(2000年、01年、02年、全国

農地保有合理化協会)。

(23)『農用地等集団化推進優良地区調査報告書』(04年、
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全国農業会議所)、なお、隣接する「一関第2地区」で

もほぼ同様の手法で県公社の全面的利用権設定・再配

分による集団化と担い手育成を達成している(『ふあ一

むらんどno38』、2005年、全国農地保有合理化協会)。

(24)調査地区に関しては、『農地流動化の効果的な推

進・活用に関する調査報告書』(1998年、全国農地保有

合理化協会)、なお、福島県公社の最近の取り組み例は

『ふあ一むらんどno37』(2005年)。

(25)『農用地等集団化推進優良地区調査報告書』(05年、

全国農業会議所)。

(26)同前。

(27)北村では売り希望が増えており、それらが農地市場

に一気に放出されるとさらなる地価下落を招き、融資

で規模拡大している認定農家のオーバーローン・経営

破たんへと向かう恐れが十分あるという(規模拡大を

予定する者も、ローンを抱えており、早い時期には手

を出せないという)。とりあえずは当事者間の利用権設

定(「一般賃貸借」と呼んでいる)で、売買を先延ばし

しながらこれ以上の地価下落をしのぐという。だが、

そうしたことだけでは対応仕切れなくなろうであろう

し、調査をお願いした公社事業活用農家も、可能な限

り長期借入後の購入を望んでいる。公社の超長期保有

制度の必要は他の地域でも当然に強まるであろう。

(28)こうした点からの指摘は、前出『農地保有合理化事

業に関する調査業務報告書』、78～100ページ。

(29)遊休農地対策に係る農地保有合理化事業のスタンス

に関しては、森永正彬「農地制度の改正と農地保有合理

化事業」(『土地と農業no35』、2005年、全国農地保有

合理化協会)、1～4ページ。

(30)この点に関しては、前出、拙稿「農業構造は改革で

きるか」、108～111ページ。
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(参考)農地保有合理化事業の実績

表-1-1 農地売買等事業(都道府県公社・全地目・全国)
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表-1-2 農地売買等事業(都道府県公社・全地目・北海道)
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表-1-3 農地売買等事業(都道府県公社・全地目・都府県)

91



92

表-2 農地売買等事業の推移(買入・都道府県公社・地目別)
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表-3-1 農地売買等事業の推移(買入・都道府県公社別・全地目)
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(単位:件、ha、百万円)
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表-3-2 農地売買等事業の推移(売渡・都道府県公社別・全地目)
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(単位:件、ha、百万円)
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(単位:件、ha、百万円)
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表-3-3 農地売買等事業の推移(借入・都道府県公社別・全地目)
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表-3-4 農地売買等事業の推移(貸付・都道府県公社別・全地目)
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農地保有合理化事業関連略年表
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