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はじめに

北海道における農地問題の行き着く末は「所有

権の帰属問題」であり、「利用権の集積問題」と

流動化ドライブにウェイトが置かれる内地府県と

はその問題構図を異にしている。北海道の売買移

動量は少なくとも1980年代以降、全体として伸び

ても減ってもおらず、コンスタントな水準で推移

しているが、それ自体も農地保有合理化事業(売

買等事業、いわゆる1号事業。以下「合理化事

業」という。)を抜きにして円滑な流動化を考え

ることはできない。特に1980年代後半以降、その

ような状況になっているとみられる。

売買にかかわる合理化事業は、農地保有合理化

法人たる北海道農業開発公社(以下「公社」とい

う。)が主体となっている。われわれは、2004年

度から06年度の3年間にわたって公社から委託を

うけ、北海道農業の中核を構成する水田・畑作・

酪農地帯における事業利用の実態分析をおこなっ

てきた。調査対象は12市町村にのぼるが、本レポ

ートにそのすべてを掲載することはできない。続

く第1節は、各中核地帯から典型的な事例を取り

上げたものである。

合理化事業にかかわる焦眉の課題は、農地の受

け手たる担い手の経営安定にどこまで踏み込める

かということである。最後の第3節で課題整理を

おこなっているように、合理化事業の基本的な役

割は規模拡大にともなう受け手の負担軽減にある

が、地域のなかで受け手がますます限定的な存在

になっている現局面においては、さらに一歩踏み

込んで担い手育成に結びつくような流動化の方向

を考える必要がある。現時点ではこのことを十分

なかたちで展望することはできないが、ひとつの

手がかりとして第2節では、酪農の共同経営型法

人の組織化と合理化事業のかかわりを取り上げて

いる。

また、本来であれば農地統計・合理化事業実績

の分析から始めるところであるが、紙幅の関係か

ら割愛せざるを得なかった。北海道における合理

化事業の実績に関して1枚だけ表を掲げておくと

【表1】の通りである。

事業タイプ別に見れば、表示した1980年代後半

から90年代前半までの当初は「特別事業」と「担

い手タイプ」(担い手確保農地保有合理化促進特

別事業、1988年創設)の併用であり、水田地帯に

おいて事業の本格的な導入が始まったのもこの時

期である。それが1995年からのUR対策期になる

と売買差損補填の仕組みをもつ「経営転換タイ

プ」が創設され、周知の買入協議制度とあいまっ

て事業実績を猛烈な勢いで伸ばした。さらに、

1997年度からは「長期タイプ」(長期貸付農地保

有合理化事業)が、1年遅れて「緊急加速」が相

次いで創設され、2001年度以降はこの「担い手タ

イプ」と「長期タイプ」がふたっの主流な事業タ

イプとなっている。なお、差損補填の仕組みは

「担い手タイプ」のなかの「農地売買円滑化事

業」に継承されたが、実績はそれほど伸びていな

い。公社は「担い手タイプ」(中間保有5年)の

場合、年々の「貸付料」として買入価格の2%を、

「長期タイプ」(同10年)の場合、同様に2.75%

を徴収するが、売渡時点にため込んだ「貸付料」

のなかから公社経費を差し引いた賃貸料相当分

(年2%)を基準として、助成金を交付する単独
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事業を措置しており(担い手確保経営安定対策事

業)、こちらの方が有利だとする判断が働いてい

るものとみられる。

いずれにしても、先の表に示したように、公社

の保有量は2005年度末時点で3万5,000haを超える

水準にあり、金額ベースでは670億円にのぼる。

なかでも1997年度から買い入れが始まっている

「長期タイプ」が2007年度以降、本格的な売り渡

し局面を迎えることから、繰り返しになるが、合

理化事業をめぐる焦眉の課題は受け手(事業参加

者)たる担い手の経営安定にどこまで踏み込める

か、という点に集約される。このことと前後する

が、そもそも現場においては、いかなる経営的判

断と農地流動化の見通しのもとで合理化事業が導

入・利用されているのか、という点が問題となろ

う。このことが以下の実態分析の基本的なモチー

フである。

表1北海道における合理化事業の事業タイプ別・買入実績
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第1節中核地帯における合理化事業の利

用実態分析

1.石狩川下流域水田地帯-新篠津村

(1)規模拡大の動向

新篠津村は石狩南部に位置し、道内でも有数の

大規模水田地帯である。2005年の耕地面積は

5,160haであり、そのうち4,840haが水田である。

農業委員会調べによれば、2004年の農家戸数は

333戸、1戸当たり平均面積は15.2haに達してい

る。

面積階層別の農家戸数の動向を【表2】に示し

た。その特徴は第1に、農家減少が1990年代後半

以降、高まっていることである。農家戸数の減少

率は1985-90年が年率1.5%、1990-95年が1.7%

であったのに対して、1995-2000年が3.3%、

2000-04年も3.3%と引き続き高い水準を示して

いる。

第2に、こうした農家減少の高まりに伴って、

大規模層の増加が顕著に進行している。面積階層

構成をみると、1990年のモード層は5～10ha層で
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あり、全体の46%を占めていた。この層が1990年

代後半以降半減し、モード層は10～15ha層にラン

クアップしたが、10～15ha層自体も減少傾向にあ

り、15ha以上層のみが一貫して増加傾向にある。

15ha以上層のシェアは、1990年が10.3%、1995年

が17.0%であったが、2000年には30.2%にまで高

まり、直近の2004年には47.1%と全体の半分弱を

占めるまでになっている。さらに、20ha以上層の

形成も進んでおり、2000年は49戸(全体の

12.8%)、2004年には68戸(同20.4%)に達して

いる。

1990年代後半以降の農家減少の加速化と、15～

20haを到達点とした規模拡大への動きが新篠津村

における農地流動化を牽引していると言えよう。

(2)農地流動化対策の特徴

新篠津村の農地売買にかかわる処理の流れは概

ね以下のように整理できる。

①売り手が農業委員会事務局に売却希望を中

表2面積階層別農家戸数の動向(新篠津村)
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し出る

②事務局がその情報を売り手が居住する自治会

長宛に提供(郵送)

③買い手が購入希望にかかわる「申出書」を

事務局に提出する、という流れが定着してい

る。新篠津村では農地売買にかかわる競争的

環境が比較的維持されており、自治会のなか

で複数の買い手が申し出てくるのが一般的だ

という。

それを承けて、

④農業委員会総会において適格者(買い手)の

選考をおこなう

⑤斡旋委員会において売買にかかわる諸条件

を協議

⑥最終的に農業委員会総会における利用集積

計画が決定、公告がおこなわれる。

合理化事業が積極的に導入されるベースには、

このような新篠津村独自の農地流動化にかかわる

体制の定着があると思われる。また、買い手(適

格者)の選考は農業委員会の協議に委ねられてい

るが、前記したように自治会単位が重視されてい

ると共に、買い手の20ha規模への底上げが一応の

共通目標として置かれている(農業委員からの聴

き取りによる)。

(3)農地移動の構成と事業利用

【表3】は基盤強化の処理台帳に基づいて、

2003年度及び2004年度の農地移動の各種構成を示

したものである。調査は2003年度をベースとして

いるが、2004年は米政策改革のスタート年でもあ

り、その影響を探るためにもここでは2年分のデ

ータを示すこととする。

2003年度は売買が25件・151ha、賃貸借が38

件・191haである。売買のうち公社買入が16件・

96haを占め、公社売渡が9件・55haであるが、農

家間の一般売買の実績は無かった。したがつて、

2003年の実売買に対する公社介入率は100%であ

る。2004年度も92%であり、新篠津村における合

理化事業の利用度合いは極めて高い。ふたつの事

業タイプのうち、「長期タイプ」が大きなウェイ

ト占めている。また、1件当たり面積も、「担い

手タイプ」に比べて「長期タイプ」の方が移動単

位が相対的に大きい。

賃貸借については、2003年度は農家間の一般貸

借が3件・21haに過ぎなかったが、2004年度は24

件・62haへと面積ベースでは3倍に伸びている。

しかしながら、契約期間別に件数を見ると、3年

が最も多く(15件)、10年は1件に過ぎない。賃

貸借は伸びてはいるが、短期契約が主流になって

いると言えよう。この点は次に示す畑作地帯(芽

室町)とは対照的である。

次に、【図1】は同様に2003年度・2004年度の

売買実例(公社売渡を除く)を用いて、公告年月

順に地価水準を示したものである。売買実例は、

公社買入が50件(事業件数)、一般売買が7件で

あり、公社買入のケースが圧倒的に多い。新篠津

村における標準地価格は2地点がとられており、

その水準は2003年度が、①49万円、②47.1万円、

同様に2004年度が、①48.4万円、②46.5万円(い

ずれも10a当たり)とゆるやかな下落基調にある。

図示したように、売買実例の地価水準はおおむね

40万円から50万円弱のあいだにおさまっており、

ばらつきが少ないのが特徴である。

標準地価格との対応関係を見ると、両年度のい

ずれにおいても、標準地価格を上回る実例は無い。

その意味で標準地価格は、実勢地価の上限を画す

るような水準に設定されていると言えよう。

(4)事業利用の特徴と課題

新篠津村における事業利用の特徴は、売買移動

に占める合理化事業のウェイトが極めて高く、か

つ、事業タイプ別に見れば「長期タイプ」が主流

であることである。後者の点は次に見る畑作・酪

農地帯には見られない、水田地帯の特徴的な利用

形態である。長期タイプが主流である点にっいて

は、中間保有期間における収益の増大を図り、

「当面の経営改善が見込める」ということに最大

の狙いがあるものと思われる。

ただし、地価水準が相対的に高く維持されてお

り、後年の地代負担問題が顕在化することも懸念
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表3-1農地移動の各種構成(新篠津村、2003年度)

表3-2農地移動の各種構成(新篠津村、2004年度)
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される。中間保有期間のさらなる延長(農業委員

からは例えば、15年という意見があった)や可能

であれば「長期リース制度」の創設という方向も

検討に値しよう。後者の点は、今後のさらなる規

模拡大(20haから30haへ)を考えた際にも必要な

措置であると思われる。

図1農地価格の水準(新篠津村、2003年度・2004年度)

2.十勝中央部畑作地帯-芽室町

(1)規模拡大の動向

芽室町は十勝中央部に位置し、北海道の畑作地

帯のなかでも最優等地と目される町村である。

2005年の耕地面積は21,500haであり、そのうち

19,400haが普通畑である。

【表4】は面積階層別の農家戸数の動向をセン

サス結果に基づいて示したものである。1990年代

後半以降の農家減少率は先の水田地帯(新篠津

村)に比してやや低く抑えられてはいるが、2000

年代前半も年率2.2%とこれまでに比べれば相対

的に高い水準で推移している。注目したいのはモ

ード層の動きであるが、かつてのモード層であっ

た20～30haの階層が1990年代後半に大幅に減少し、

2005年にははじめて30ha以上にモード層が移行し

た。役場資料によれば、「畑専」の経営形態をも

つ農家1戸当たりの平均経営耕地面積も2005年に

は29.5haに達している。

このような平均20haから近年の30ha層への移行

を基調とする規模拡大が、芽室町における農地流

動化を牽引しているものとみられる。

(2)農地流動化対策の特徴

芽室町農業委員会においても、先述した「斡旋

体制」が堅持されている。農業委員会は2005年の

改選により20名の委員から構成されているが、そ

のうち16名の選挙委員が、町内を16ブロックに区

分した地元の地域単位をそれぞれ担当するという

流動化体制が構築されている。農業委員からの聴

き取りによれば、具体的な斡旋の流れはおおむね
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以下のようである。

①譲渡の申し出(地元農業委員または事務

局)

②適格者(譲受人)、地価決定に係る事前調

整(地元農業委員)

③斡旋申出書の作成(定型様式あり)

④斡旋委員会の開催(地元農業委員を含めた

5名)

⑤農業委員会総会の開催(集積計画の決定)

⑥集積計画の公告

この場合、「斡旋体制」の中核に位置するのは

②の「事前調整」のプロセスである。適格者の選

考にあたって、農地の連坦関係や買い手候補者の

営農意欲など地元農業委員が持っている「生の情

報」がフルに活用される。同時に、地価水準の決

定は、過去の実例に基づく地域の相場や圃場条件

を考慮したきめ細かな設定が行われる。「斡旋」

体制の中核に位置する「事前調整」は、先に述べ

た16地区・16農業委員から成る流動化体制の下で、

地元農業委員の裁量・判断に委ねられるところが

大きい。

このような「斡旋」体制は、賃貸借のケースに

も適用されている。いずれは売買に移行すること

が想定されているからである。表示等は省略する
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が、標準小作料の設定は、大括りの地区単位で見

れば町中央部(河東地区)がやや高く、両端(河

北・河南地区)が低いが、地区の内部でも農事組

合単位に上・中・下の区分が設定されており、地

域・圃場条件に応じてきめ細かな設定が行われて

いる。実際の適用も、現地確認も含めて先に述べ

た地元農業委員の裁量・判断に委ねられるところ

が大きい。

(3)農地移動の構成と事業利用

ここでも農業委員会の資料(基盤強化台帳)に

基づき、2004年度の単年度ではあるが、農地移動

における合理化事業利用の特徴を見ておくことと

したい。

【表5】は合理化事業も含めて、2004年度の農

地移動の各種構成を整理して示したものである。

売買・賃貸借の件数は合わせて100件であり、売

買が43件・170ha、賃貸借が57件・223haである。

賃貸借の契約期間は備考欄に示したが、契約期間

10年のケースが圧倒的に多く、44件中37件を占め

ている。総移動に占める賃貸借のシェアは53%で

ある。

売買のうち合理化事業に関連するものは、公社

買入が13件・75ha、売渡が5件・30haである。同

表4面積階層別農家(経営体)数の動向(芽室町)
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表5農地移動の各種構成(芽室町、2004年度)

様に賃貸借のうち、公社貸付は13件・66haである。

売買では公社買入が農家間の一般売買をわずかな

がら上回っており、公社介入率は53%である。事

業タイプは「担い手タイプ」が16件、「長期タイ

プ」が2件である(いずれも事業件数)。事業タ

イプとしては「担い手タイプ」が主流であり、

「長期タイプ」の2件も同時に複数の買い受けを

予定している農家であり、ひとつを「担い手タイ

プ」に、もうひとつを「長期タイプ」にするとい

う配慮からおこなった選択であるという(農業委

員会からの聴き取り)。

また、すべてのケースで買入協議制度が利用さ

れている。1件当たり面積を見ると、公社事業の

それが相対的に大面積である。売買の平均は約4

haであるが、公社買入は5.7haであり、農家間売

買の2.6haに比べても2倍強の水準である。また、

公社売渡も平均6haであり、公社事業の利用が出

し手にとつては大面積の売却を、受け手にとって

は相対的に大面積の取得を進めていることがうか

がえる。

【図2】は、2004年度の公社買入13件・一般売

買25件の計38件のケースについて、公告年月順に

地価水準をプロットしたものである。地価水準は

全体としておよそ20万円台から40万円の水準まで

幅があり、公社買入価格も最低の17.5万円から37

万円までの幅をもっている。標準地価格も5地点

が設定されているが、①42.7万円、②36万円、③

32.8万円、④22万円、⑤20万円と、それ自体も幅

をもたせた設定となっている(数値は2005年度)。

実勢地価と標準地価格との対応関係を見ると、

例えば2005年3月の農家間売買のケースは40万円

の水準に張り付いているが、これは標準地価格の
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図2農地価格の水準(芽室町、2004年度)

最高額とほぼ同水準である。ここでも標準地価格

は、実勢価格の上限を画するような水準に設定さ

れているとみるべきであろう。

(4)事業利用の特徴と課題

芽室町における合理化事業の利用は、端的に売

り手にとってのメリット(買入協議制度による特

別控除の適用)を追求したものであり、そのこと

が中間保有期間の短い「担い手タイプ」を選択し

ていることにも通じている。それゆえ基本的な課

題は、買い手にとつてのメリットをどのようなか

たちで工夫していくかという点にあろう。

ひとつのアイデアとしては、現行の事業に係る

仕組みの延長上で、中間保有を行わない「即売り

方式」(瞬間タッチ)や中間保有期間を利用した

「割賦方式」を活用することも検討に値しよう。

このような要望が買い手サイドから提出されるの

は、農地売買を円滑に進めるうえで合理化事業

(買入協議制度)のメリットを認めつつも、事例

地域における相対的に高い農家経済余力を背景に、

積極的な農地購入意欲が存在しているためだと思

われる。

最後に付言しておけば、芽室町のような中核地

帯であればあるほど、農地市場は「売り手市場」

的な状況が続いているものと思われる。賃貸借実

績の多さからも示されるように「安定貸付」も量

的には多く、賃貸借から売買への移行をはかる手

段としても合理化事業は意義あるものと考えられ

る。

3.根釧草地型酪農地帯-標茶町

(1)規模拡大の動向

標茶町は根釧でも有数の酪農地帯である。2005

年の耕地面積は30,800haであり、そのうち

30,600haが牧草畑である。

2005年センサス結果によれば、町の乳用牛飼養
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農家数(経営体数)は354戸であり、10年前の1995

年(475戸)と比べると25%減少している。経産牛

飼養頭数(総数)は1995年の23,350頭から2005年

の22,344頭とほぼ変わらないが、1戸当たり平均

飼養頭数は49.2頭から63.1頭に拡大している。同

様に、販売農家1戸当たり経営耕地面積も1995年

の45.8haから2005年の60.5haに拡大している。

同じくセンサス結果によれば、2005年の飼養頭

数階層(2歳以上)は依然として50～80頭層にモ
ードがあるが(171戸・48%)、近年の推移を見る

と増加しているのは80頭以上層のみであり、2005

年では100頭以上層も57戸・16%のシェアを占め

ている。

2006年3.月に策定された町の「酪農・肉用牛生

産近代化計画書」によれば、【表6】に示したよ

うに、酪農経営は5類型に区分され、将来的には

雇用を導入した家族経営、また、協業法人(現在

3法人)を中心に規模拡大が進められる見通しで

ある。

農業委員会によれば離農は進んでいるが、2005

年は高齢・後継者不在の離農が多かったのに対し、

2006年は生産調整の影響を受けて「経営不振」の

ケースが目立っ。今後の規模拡大志向も生産調整

に左右されるところが大きい。

(2)農地流動化対策の特徴

農業委員会は2005年7.月の改選によって現在18

名の委員から構成されている。選挙委員が15名、

選任委員が3名である。農業委員会による「斡旋

体制」の基本的な流れを示せば以下の通りである。

①本人からの斡旋調整申出書の受理(事務

局)

②第1回斡旋委員会(土地評価)

③第2回斡旋委員会(買い手候補者の選考)

④総会・公告

合理化事業の利用意向は、斡旋申し出(①)の

段階で確認される。その際、売り手の希望があっ

た場合でも公社買入が実現しないことがあること、

1,500万円の譲渡所得税の特別控除が適用される

こと(買入協議制度)、売り手が売買価格の2%

を負担すること、等が説明される。

斡旋委員会は、案件ごとに組織されている。全

町を大きく6地区に区分し(虹別、弥栄、磯分内、

オソベツ、久著呂、茶安別・阿歴内)、地区担当

の農業委員を中心に他地区の委員を加えおよそ5

名を基準とした構成がおこなわれる。

第1回斡旋委員会(②)は、現地調査にもとつ

いた土地評価(農地価格の算定)をおこなう。過

去の実例価格を参考にして、土地条件等を勘案し

た総合的な評価をおこなう。このように算定され

た評価額に対して、斡旋申出者(売り手)の「承

諾書」を取り付けることもおこなわれている。

第2回斡旋委員会(③)は、買い手候補者の選

考をおこなう。その場合、地域の「農地部会」

(町内会の下部組織)または「酪農振興会」で調

整が可能な地域と、そのような組織がなく、斡旋

表6酪農経営の類型(標茶町)
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委員会の進行により調整がおこなわれる地域があ

る。希望者が複数の場合は抽選、または小規模の

者が優先されるといったルールが設けられている。

また、合理化事業を利用する場合、事業参加要件

があること(認定農業者、年齢・面積要件)、買

受予定者は公社買入価格の2%を5年間支払うこ

と(担い手タイプ)、5年後の売渡価格は原則と

して公社買入価格であること、等が説明される。

さらに、農地購入時の資金対応の関係があるため、

農協との事前協議も欠かすことができない。

このような手順を踏んで斡旋が成立した場合は、

「集積計画→公告」という最終的な流れをとるが、

合理化事業の買入協議制度を適用する場合は「斡

旋不成立」となり、町による「買入要請→買入通

知」という手続きを踏むこととなる。

なお、これ以外の斡旋によらないケースは農地

法3条で処理される。賃貸借の場合は、斡旋と同

様の手順を踏むが、売買と異なる点は基盤強化法

による場合であっても、斡旋によらない「農家対

農家」で進める方式を選択することができる。農

業委員会の資料によれば、農地移動全体に占める

斡旋の割合は年次によって起伏があるものの、売

買の場合およそ7～8割であるのに対し、賃貸借

の場合は3～4割に留まっている。

(3)農地移動の構成と事業利用

直近の2005年度の売買・賃貸借事例を整理して

示したのが【表7】である。ここでは資料の制約

から斡旋の実績に限られているため、売買を中心

に見ていくこととしたい。

2005年度の売買件数は計21件、売買面積は

505haである。その内訳は合理化事業による公社

買入が4件・116ha、公社売渡が4件・208ha、農

家間の一般売買が13件・180haである。このうち

公社売渡を除いた実売買量は17件・297haであり、

公社介入率は39%である(面積ベース)。1件当

たり売買面積は公社買入が29.1ha、一般売買が

13.9haであり、公社買入が約2.1倍大きい。

公社買入の4件はすべて「担い手タイプ」であ

る。また、すべてのケースで買入協議制度が適用
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されている。また、この2005年度のケースで特徴

的な点は、受け手3名のうち2名が新規就農(参

入)者であることである。合理化事業を利用して

それぞれ53ha、49haの大規模な農地取得(採草放

牧地・施設用地を含む)をおこない、それと同時

に「公社営農場リース事業」を利用し、乳牛、機

械、畜舎の取得整備がおこなわれている。合理化

事業とリース事業の一体的利用がおこなわれてい

ると言えよう。

次に、公社買入・一般売買の計16件(1件を除

く。図の注記参照)の売買実例にもとついて作成

したのが【図3】である。この図ではまず、公社

の標準地価格が設定されている3地点(①虹別・

磯分内、②茶安別、③久著呂)ごとに売買実例を

エリア分けし、さらに、農業委員会による上畑・

中畑・下畑の農地区分ごとにプロットしてある。

同じ売買実例のなかでも農地区分ごとに地価水

準が異なるため、図のプロットは計28件ある。全

体では、上畑が10件、中畑が12件、下畑が6件で

ある。地価水準は、上畑が10a当たり73～39千円

(単純平均62千円)、中畑が60～25千円(同37千

円)、下畑が25～7千円(同18千円)であり、地

域・農地区分ごとにかなりばらつきが大きい。最

も高い地価水準となっているのは、上畑・中畑で

は虹別、下畑でも虹別・磯分内である。逆に、最

も低位な水準となっているのは、上畑・中畑では

栄(磯分内地区)、下畑では中茶寮別(茶案別地

区)である。

標準地価格との対応関係を見ておくと、①虹

別・磯分内地区では標準地価格(74千円)が上畑

の最高価格(73千円)とほぼ対応しているが、②

茶安別地区では上畑の最高価格(67千円)が標準

地価格(52千円)を約30%上回っており、③久著

呂地区でも同様に上畑の最高価格(58千円)が標

準地価格(44千円)を同じく約30%上回っている。

ただし、標準地価格の水準を下回るケースが図示

したように相当ある。図には明示していないが、

公社買入のケースだけみれば、①虹別・磯分内地

区では上畑73～39千円・中畑25千円・下畑25～14

千円、②茶安別地区は事例なし、③久著呂地区で
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表7農地移動の各種構成(標茶町、2005年度)

図3地域・農地区分別の地価水準(標茶町、2005年度)
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は上畑58千円・中畑39千円・下畑21千円であり、

同一地区内をとってもかなりの幅がある。ただし、

各地区において標準地価格を上回っているケース

は中久著呂の1件のみであり、ここでも標準地価

格は実勢地価の上限を画するような水準に設定さ

れていると言えよう。

(4)拡大農家の事例

ここでは【表8】も参照しながら、2戸の概況

調査の事例を紹介しておきたい。

No.1は虹別地区、No.2は磯分内地区の酪農家で

ある。経営主はいずれも50代前半であり、夫婦の

基幹労働力に加えて、No.1はパートを1名雇用、

No.2には後継者がいる。飼養頭数はNo.1が経産牛

90頭、No.2が125頭であり、成牛舎はNo.1が2003

年に増築したタイストール、No.2が2002年に整備

したフリーストールである。出荷乳量(2006年計

画)はNo.1が891トン、No.2が900トンとなってい

るが、生産調整の影響が大きい。No.1、No.2とも

に2005年の実績と比べて100トン前後の減産を選

択している。草地面積はNo.1が58ha、No.2が

104haであり、No.1は借地が1件・4haある。貸

し手は同じ虹別地区の「休農状態」にある農家で

あり、10年ほど前から借りている。現在の契約期

間は5年、小作料は10a当たり3,800円であり、上

畑の標準小作料水準である。草地利用はNo.1が2

番草の収穫まででフォーレージ八一ベスタ・バン

カーサイロ体系による細断サイレージ主体、No.2

もほぼ同様である。飼料調製はいずれもTMR方

式である。個体乳量はNo.1が10,200kg、No.2が

8,000kgであり、タイストールのNo.1の方が高泌

乳である。ただし、分娩間隔が長くなっており、

繁殖管理に悩みを抱えているという。

いずれの農家も合理化事業を利用している。ま

ずNo.1は、2005年に売り渡しを受けた「担い手タ

イプ」(5年)が1件ある。購入した農地は同じ

虹別地区内の5haであり、10a当たり地価は73千

円である。売り手は「休農状態」にあった農家で

あるが、15haを一括して売りに出した。それをNo.

1も含めて3名で分割したという経緯がある。No.
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1か所在する地区における「斡旋」のやり方は、

地域振興会の「酪農部」(25戸)が「農地部会」

を兼ねており、斡旋価格は農業委員会が提示する

が、受け手の選定は地域のなかでの話し合いに委

ねられている。このような「地域協議方式」の方

が、「今回は自分だが次は誰それの番」という農

地取得の優先順位が地域のなかのルールとしてっ

くられ、円滑な売買移動につながると考えられて

いる。No.1は中間保有期間に成牛舎を増築し

(2003年)、飼養頭数の拡大をすすめている。施

設投資のためのファンドをつくることができた点

が合理化事業のメリットだという。また、農地購

入は自己資金で対応している。

No.2は、2件の合理化事業の利用がある。2000

年に売り渡しを受けた48haと2001年の40haであり、

いずれも8kmほど離れた隣接地区に所在している。

地価は10a当たり35～40千円の水準である。2名

の売り手はいずれも「経営不振」を理由に離農し

た農家であり、農業委員会の斡旋を経て取得に至

っている。No.2は農地購入後の2003年にフリース

トール化と規模拡大をすすめているが、取得した

農地は草地整備のための投資も必要であったため、

5年間の余裕をもって購入できた点が合理化事業

のメリットだとしている。

いずれの農家も合理化事業を利用した農地取

得・草地基盤の拡大を前提にして、牛舎整備と飼

養頭数の拡大をすすめている。規模拡大のための

投資が土地利用と乳牛飼養の両面で重なる酪農の

場合、中間保有期間のもつ意味合いは大きいと言

えよう。

(5)事業利用の特徴と課題

事例地域における合理化事業の利用形態の特徴

は、これまでの事業実績を見ても、中間保有期間

が5年の「担い手タイプ」に限られることである。

農業委員会レベルにおいても「長期タイプ」(10

年)の利用は想定されていない。合理化事業の利

用は「経営不振」を事由に離農するケースを典型

としており、その場合、負債問題を抱えているこ

とから譲渡所得税の特別控除額の大きい買入協議
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表8調査農家の事例(標茶町、2006年)

制度を適用することが意図されている。他方、受

け手にとっては中間保有期間のあいだに、土地購

入以外の規模拡大投資を手がける余裕が生まれる。

酪農における規模拡大は、草地基盤の拡大(及び

その改良)を前提に、飼養頭数の拡大とそれに合

わせた畜舎施設の整備を要する。規模拡大のため

の各種投資が同時並行で進められる必要があるが、

中間保有期間の意味合いは、農地以外の規模拡大

投資を先行させて収益の増大を優先させることに

ある。したがって、事例地域のような酪農地帯に

おける合理化事業の利用は、出し手サイドだけで

はなく、規模拡大を手がける受け手サイドのニー

ズにも合致したものだと言えよう。

最後になるが、行論では取り上げることができ

なかった点として、交換分合に触れておきたい。

酪農地帯では一般的にいっても、交換分合は規模

拡大のための有力な手法であり、標茶町において

もこれまで17地区での実施がある。近年では、磯

分内・栄地区と虹別地区において、大括りの地区

を単位とした4,000haクラスの事業面積を設定し

た計画がある。農地分散と出入作がかなりの広範

囲にわたっていることを反映したものとみられる。

ただし、事業実施のネックとなっているのは農地

賃貸借であり、所有権移転に消極的な貸し手の合

意をとりつけることが難しい。多頭化がすすんで

いるなかで、草地基盤の拡大と共に農地利用の効

率化を図る必要があり、流動化と並んで交換分合

事業の意義は依然として重要だと言えよう。
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第2節酪農共同経営による合理化事業の

利用実態分析一せたな町

1.せたな町の位置と農家数・農地利用の動向

せたな町は、2005年に、旧北檜山町、旧瀬棚町、

旧大成町の3町が合併して成立した檜山支庁の北

端に位置する町である。町の中央を後志利別川及

び太楢川が流れ、これらの沿岸部は平地となり稲

作が展開する。その他は山間地であり、主に酪農

が展開する。すなわち、ここは酪農と稲作の2部

門を基幹とする町である。

せたな町も、他の道内の多くの市町村同様、農

家敏ならびに耕地面積が減少している。前者は

1970年には1,749戸あったが、自営兼業(漁業)

の激減が影響し、2005年には583戸まで減少した。

後者は、農地開発事業の導入により1990年代前半

までは増加傾向にあったが、これも1995年の

5,734haをピークに減少し、2005年現在5,131haと

なっている。

ただし、少数ではあるが30ha以上の大規模農家

が増加傾向にあり(2000年22戸→2005年33戸)、

また次にみるように農業生産法人が最近相次いで
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設立されていることから、農地移動は比較的活発

に行われている。1993年以降の移動面積の推移を

示した【表9】にみるように、最低でも年間

100haの移動実績がある。最も多かったのは2004

年の635.2haであった。合理化事業もコンスタン

トに利用されており、公社買入面積はここ数年20

～45haで推移している。

2.農業生産法人の設立動向

せたな町では農家数が減少していることを先に

記したが、その反面で、2002年以降、それまでま

ったく存在しなかった農業生産法人が相次いで設

立されるようになった。その数は、【表10】にみ

るように、2006年現在6組織である。

これらの法人に対し、町は特別な支援を行って

いるわけではない。これまで行った法人への支援

と言えば、東京都に本社を置く(株)ワタミファー

ム(【表10】にみる(有)Eとは異なる)の農業参

入を目的とした「有機酪農と有機農業推進特区」

の認定に関わる協力程度である。これは2004年に

旧瀬棚町が対応したものである。

表9せたな町における農地移動面積の推移
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表10せたな町における農業生産法人の概況

しかし、町は法人の設立を否定しているわけで

もない。「基本構想」に記されているが、経営管

理能力及び対外信用力の向上に役立っ経営体とし

て、さらには農地をはじめとした資源維持に寄与

する経営体として農業生産法人を位置づけている。

これが少なからず影響し、2006年までの4年間に

6組織もの農業生産法人が設立されたと考えられ

る。

以下では、2002年3月に先発して設立された

(有)デイリーファーム若松(【表10】にみる(有)

A)を取り上げる。この法人は、旧北檜山町若松

地区に所在する3戸を構成員とする酪農協業経営

である。耕作放棄状態にあった農地の保全にも寄

与しており、したがって「基本構想」に記されて

いる農業生産法人と合致すると言える。

3.農業生産法人デイリーファーム若松の経営展

開

(有)デイリーファーム若松は、3戸・9名の構

成員からなる。資本金は500万円で、うち代表理

事56才が200万円、専務理事51才が150万円、常務

理事51才が150万円出資している。これらの他、

6名の構成員(代表理事妻51才、専務理事妻52才、

常務理事妻42才、代表理事長男28才、同次男25才、

専務理事長男30才)と地元に居住する2名のパー

トタイマー(34才男性と50才女性)が法人の作業

に従事する。

法人が設立された背景は以下のとおりである。

第一に、増産が見込める大規模経営が必要だった。

法人設立前、この地区では離農の増加に伴う受託

乳量の減少が問題視されていた。これを回避する

には、増産が可能な充実した施設を有する大規模

経営の確立が不可欠とされた。第二に、労働力不

足の解消が求められた。特に問題とされたのは婦

人の過重労働であった。しかし、これは協業化に

より構成員が分担して作業に従事すれば緩和でき

るとされていた。第三に、負債問題への対応が求

められた。そこで、法人を設立し、構成員有の農

地と機械を法人に賃貸することで、負債償還に充

当する賃料収入の取得を見込んだ。第四に、受け

手のいない離農跡地が約20ha発生した。その耕作

放棄が懸念されたのであるが、農地の受け皿とな

る法人があれば、多少なりともそれは阻止できる

とされていた。

このように地域農業の展開を妨げる様々な課題

が横たわっていたのであるが、これらはいずれも

協業を前提とした法人を設立すれば解決できると

されていた。これを強く認識していたのが法人の

代表理事となったA氏であった。A氏は、99年12

.月、南若松機械利用組合の組合員に法人の参加を
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呼びかけてみた。ここには8名の組合員が所属し

ていたが、そのうち2名が法人の参加に賛同して

くれた。前述のとおり法人の設立は2002年3月で

あるから、その設立に向けた準備期間は2年4カ

月に及んだのである。

議論が長期に及んだ理由は、当時、農業生産法

人が町内はもちろんのこと周辺市町村を含めても

まったくなく、したがってその有効性が農家に認

知されていなかつたためである。設立後もしばら

くは異端児扱いされていた。しかし、当時の農協

の中で参事と営農課長だけは法人の有効性に理解

を示し、情報提供のみならず仮事務所のスペース

を用意するなど、設立の準備に協力してくれた。

町は前述のとおり特別な支援は行わなかったが、

法人の設立を推進する立場にあったので、固定資

産税減免措置の手続きを勧めるなどのアドバイス

をしてくれた。

続いて、法人の経営概要を記しておこう。牛舎

に関しては、法人設立前に使用していたものを一

新し、フリーストール・ミルキングパーラー方式

を導入した。収容頭数は204頭で、パーラーは14

頭2列のヘリングボーンタイプである。この他、

道のパワーアップ事業(基盤整備に係る補助事

業)を活用し、堆肥発酵施設を2棟新設した。こ

れら施設に関わる総事業費は4億5,000万円に及

んでいる。

こうした施設の拡充により、頭数規模の拡大が

可能になったのは言うまでもない。法人設立時に
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3戸が持ち寄った搾乳牛は112頭であった。法人設

立後、これらは法人有となるが、その飼養頭数は、

134頭→201頭→206頭→213頭と年々増加している。

出荷乳量も設立時には900tに過ぎなかったが、

1,450t→1,440t→1,993t→2,030tと4年間に

2倍以上も増加した。法人を設立する根拠の一つ

であった乳量の増加は見事に達成されたのである。

また、耕地面積も拡大している。その推移を示

したのが【表11】である。法人設立時の面積は

90haで、これはすべて構成員からの借地であった。

その後、2003年までは変動がなかったが、2004年

以降は毎年増加している。まず2004年に55ha増え

て145haとなった。55haのうち5haは購入地であ

り、その他は借地である。続く2005年には39ha増

えて184haとなった。増加分はすべて借地である

が、うち9haは合理化事業・長期育成タイプを利

用したので10年以内に所有地となる。さらに2006

年には56ha増えて240haとなった。増加分は主に

借地であるが、うち45haはJA香川県がかつて肉

牛放牧地として所有していた末利用地であった。

なお、このうち13haと地区内の農家が所有してい

た10haは合理化事業・長期育成タイプを利用して

いるので、これらも10年以内に所有地となる。

このように法人の耕地面積は、設立時の2.7倍

に相当する240haまで拡大した。2006年に借入し

た56haは整備中のため次年度以降の利用となるが、

残りの184haは、151haが採草地として、転作田を

含む30haがデントコーン作付地として、3haが放

表11デイリーファーム若松の耕地面積の推移



44

牧地としてそれぞれ利用されている。

以上、デイリーファーム若松の概況をみてきた

が、充実した施設を駆使して効率の良い経営を展

開している点は注目に値しよう。充実した施設を

有するがゆえに投資額が多く、また2006年は生産

過剰に伴う減産に見舞われたが、欠損が出ている

わけではない。2005年度は、総収入が2億2,600

万円、総支出が2億2,100万円で、およそ500万円

の経常利益があった。

さらには、耕作放棄が懸念される畑地だけでな

く、未利用地や担い手のいない水田も受け入れ、

それらを整備した上で活用し、自給飼料の確保に

努めている点も目をひく。なお、その一助となっ

ているのが合理化事業である。もちろん、この法

人がなければ未利用地が有効に活用されることは

なかったのであるが、合理化事業がその利用の促

進に貢献しているのは間違いない。

4.合理化事業の意義

農業委員ならびに法人理事が挙げた合理化事業

のメリットは次の3点である。第一に譲渡所得税

特別控除が受けられる出し手のメリット、第二に

借入期間中に十分な自己資金を得た後に当該農地

を購入できる受け手のメリット、第三に機械や施

設への投資を優先できる受け手のメリットである。

ただし、これらは他の地域でも確認できるもので

あって、せたな町に特有のものではない。

これらよりも注目されるのは、耕作放棄の防止

と農地利用の促進に寄与する合理化事業の役割で

ある。前述したように、これはデイリーファーム

若松が合理化事業の利用を通じて果たしているも

のである。この効力を発揮させるには、デイリー

ファーム若松の実態にみるように、ひとまず規模

拡大を目指す経営を地域内に存立させなければな

らない。1経営当たり面積規模が大きく、かつ1

件当たり移動面積が大きい酪農経営がより有効な

のは言うまでもない。次いで、大規模化を目指す

経営の地代負担の軽減が必要となる。たとえば、

借入期間の長期化が可能な「長期タイプ」の利用

の促進、地目が水田であっても草地として利用す

るのであれば地代を引き下げるといつた実態に応

じた地代の形成などがそれに該当しよう。せたな

町のような非中核地帯では「担い手タイプ」より

も「長期タイプ」が利用される傾向にあるが、こ

れはこうした受け手の経営安定のを追求により生

じたものと考えられる。

第3節合理化事業の課題と展開方向

1.事業タイプの地帯別特徴と調査地の位置づけ

以上述べてきたように、われわれは3年間の継

続した調査研究を通じて、地域レベルから見た事

業利用の実態と課題について、水田・畑作・酪農

地帯を地域横断的に比較する知見を獲得すること

ができた。

合理化事業の利用にかかわって、地帯間で際立

った相違を見せているのは、事業タイプの選択で

ある。【表12】は公社が作成した資料にもとづき、

2001～2005年度の累計実績を、現在主流となって

いる「担い手タイプ」と「長期タイプ」に分けて

示したものである。また、3年間の調査研究で対

象とした12市町村についても同様に併記してある。

事例の詳細については各年度の報告書を参照して

頂きたい。

全道の買入実績は、「担い手タイプ」が1,957

件・18,223ha、「長期タイプ」が1,655件・

10,015haであり、長期タイプの割合は件数で46%、

面積で36%である。全体として見れば、中間保有

期間の短い「担い手タイプ」の利用が優勢である

と言えよう。

各地域別に長期タイプの割合を見ると、件数・

面積ともに道南(渡島・檜山・後志)が高く、次

いで、件数では石狩(66%)、網走(56%)、空知

(55%)の順、面積では石狩(71%)、空知

(60%)、網走(57%)の順となっている。

こうした大括りの地帯別特徴と調査地との整合

性を気にして見ておけば、道南の旧北檜山町(現

せたな町)は「長期タイプ」の割合がそれほど高

くなく、必ずしも道南全体の傾向を代表している

とは言えない。本レポートの第2節で述べている

ように、焦点は酪農法人経営の個別的分析にある。
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石狩・空知の事例では、下流域の新篠津・北村

で「長期タイプ」の割合が高く、中流域の深川と

の相違を見せている。また、上川の2事例(美

瑛・士別)はいずれも「長期タイプ」の割合が地

域平均よりも高く現れている。本レポートに掲載

したように、水田中核地帯における事業利用の典
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型を「長期タイプ」のウェイトが高い新篠津に見

ている。

畑作地帯を見ると、十勝と網走では「長期タイ

プ」の割合に相違が見られる。畑作地帯をひと括

りに論じることは難しいが、本レポートも含めて

十勝の芽室・更別のように「長期タイプ」の割合

表12事業タイプ別の実績(2001～2005年度累計)
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が低く、「担い手タイプ」が主流となっている畑

作町村があることに注目した。

最後に酪農地帯であるが、地帯別に見れば「長

期タイプ」の割合が最も低いことが特徴である

(根室は皆無)。本レポートでは根釧の草地酪農

地帯から標茶町を取り上げているが、「長期タイ

プ」の事業実績は皆無である。

このように、繰り返しになるが、水田地帯では

「長期タイプ」の利用度合いが高く、畑作・酪農

地帯では「担い手タイプ」の利用が主流であるこ

とを、特徴的な相違点として改めて確認しておき

たい。以下では、水田・畑作・酪農地帯における

事業利用の構造的特徴を検討するが、その際には

本レポートで掲載した新篠津、芽室、標茶の事例

を念頭に置いている。

2.事例に見る事業利用の構造的特徴

現在の主要な事業タイプである「担い手タイ

プ」と「長期タイプ」のどちらを利用・選択して

いるかという点に着目すれば、各地帯において

「利用形態の硬直化」とでも言うべき状況が観察

される。

水田地帯では中間保有期間の長い「長期タイプ

(10年)」が優勢であるのに対し、畑作・酪農地

帯では圧倒的に「担い手タイプ(5年)」を活用

している。しかも、「担い手タイプ」を利用して

いる畑作・酪農地帯では、これもほぼ100%の割

合で「買入協議制度」を適用している。ある意味

では、合理化事業を利用する狙いが中間保有期間

の活用であるというよりはむしろ、通常の「斡

旋」に比べて控除額の大きい譲渡所得税の特例を

活用することにウェイトがあるようにも思われる

のである(斡旋・800万円、買入協議・1,500万

円)。

この点を各地帯の実情に立ち入ってみれば、北

海道農業の中核を構成する各地帯が現在置かれて

いる経済状況を反映した結果とも言える。典型的

には畑作地帯であるが、この間の経済事情の好転

を反映して、受け手の側からみれば「即買い」が

のぞまれるが、出し手の事情から合理化事業(買

入協議制度)を適用しているケースが目立っ。そ

のため、余分な経費負担を避けるという判断から、

中間保有期間の短い「担い手タイプ」の選択が主

流になっている構図がうかがえる。

そうした構図と正反対なのが今の水田地帯であ

る。収益性の極端な落ち込みに伴い、農地購入に

向かうだけの経済余力が極めて乏しい実状にある。

中間保有期間の長い「長期タイプ」を選択してい

るのは、当面の経営改善を図るためであるが、

個々の受け手側の事情を超えて、今の水田農業が

置かれている構造的な問題状況があると見るべき

である。さらに付け加えて言えば、「長期タイ

プ」は中間保有期間が長く、売り渡し時点では

「担い手確保経営安定事業」による資金蓄積を活

用できる(円滑化事業を利用しない場合)など確

かに有利な面をもつが、その反面、買入・売渡か

ら資金返済までの期間が長期にわたるため、いき

おい後継者のいる農家に事業利用が集中している

というケースが目立つ。この面からも事業利用の

対象がますます限定的な存在になっているのが問

題であろう。

他方、このような畑作地帯と水田地帯の利用事

情からすれば、中間的な位置づけにあるのが酪農

地帯である。事例分析でも触れたように、酪農地

帯における合理化事業の利用は、経営不振を事由

とした離農に起因した移動単位の大きい個別的案

件を迅速に処理するために用いられているケース

が目立っ。他方、酪農の規模拡大は草地面積・飼

養頭数の拡大とともに畜舎施設の能力拡大を同時

並行的におこなう必要があるが、その投資額が大

きい。そのため、農地購入にかかわる負担を後回

しにするための有効な手法として合理化事業が活

用されている。受け手側にも事業に対する積極的

なニーズが存在するのが畑作地帯との相違点であ

ろう。

ただし、畑作・酪農地帯に共通して観察される

ことであるが、事業利用を手がける地元の関係機

関(農業委員会)自体が「長期タイプ」を推進す

る考え方を持っておらず、このことも事業タイプ

の相違をもたらすひとつの要因である。そうした
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考え方の背景には、「担い手タイプ」を利用して

規模拡大をおこなう場合でも「経営確立までの猶

予期間として5年が適当」「10年は長過ぎる」と

いう判断が働いていると思われる。

総じて、先に見た事業タイプの相違は、水田地

帯が極端に落ち込んでいるという地帯間の経済事

情の相違を反映していると同時に、規模拡大をお

こなう受け手側の経営的判断によるところが大き

い。水田地帯では「当面の経営改善」を、畑作地

帯では「農地購入の有力な手段」として、酪農地

帯では「各種投資の重なりの回避」というかたち

で、地帯間でそれぞれ置かれるポイントが異なる。

いずれにしても、合理化事業の基本的な役割は

「農地の買入・中間保有・売渡を通じて、規模拡

大をおこなう受け手の負担軽減を図る」ことにあ

る。最後にこの点をめぐって、合理化事業の「機

能拡充」という観点から若干の提言をおこなって

おきたい。

3.合理化事業の機能拡充の方向

(1)現行事業における負担軽減方策

現行の事業の仕組みにおいても、規模拡大に伴

う負担軽減策がさまざまなかたちで用意されてい

る。

主要なものを挙げれば、

①中間保有(5年・10年)の仕組みを基本とし

て、

②中間保有期間における低位な負担水準の設定

(2%×5年・2.75%×10年)、

③売渡時における助成金交付(公社単独事業)

等が用意されている。

なお、地価下落時への対応として、「担い手タ

イプ」の場合に「円滑化事業」も用意されている

が、各地帯において近年の地価下落がある程度下

げ止まり的な状況にあることから、有利な助成金

交付を選択しているというのが実情であろう。

また、酪農地帯では合理化事業に加えて、取得

農地を対象とした草地更新事業や新規就農に対す

る公社営リース事業がセットで導入されているケ
ースが見受けられる。いわゆる「三本柱」(農地
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開発・合理化・畜産)を有する公社事業の強みが

発揮されている。なかでも往々にして整備水準が

低い放出農地の土地改良については、水田・畑作

(とりわけ畑作)地帯においてもニーズが高く、

買入と小規模土地改良をセットにしたようなサー

ビスの提供がのぞましいと言えよう。

(2)合理化事業の機能拡充の方向

以上のような負担軽減策の継続を前提として、

いま求められている合理化事業の機能拡充の方向

は、規模拡大をおこなう担い手の「経営安定」に

踏み込んだ有効な支援策を用意・工夫することで

ある。

この点と関連して、2007年度からは1997年度に

創設された「長期タイプ」の売り渡しが本格化す

ることから、金融的支援措置も含めて、買い手と

なる経営の安定策を講ずることはきわめて重要な

局面を迎えている。このことは合理化事業に限っ

た問題ではないが、さしあたり具体的な検討事項

として次の2点を指摘しておきたい。

第1に、中間保有期間の弾力的な運用である。

規模拡大をおこなう受け手の側から言えば、

「長期タイプ」が主流の水田地帯ではその延長を、

「担い手タイプ」が主流の畑作地帯では「即売り

(瞬間タッチ方式)」や「割賦方式」を、同じく

酪農地帯では「長期タイプ」の利用がケース・バ

イ・ケースのかたちでのぞましいと言えよう。特

に後2者は、地元関係機関の理解も得ることがで

きれば、現行の事業・制度の仕組みのなかでも対

応可能だと思われる。

この中間保有期間の問題は、基本的には「農地

購入」にかかわる受け手の資金借り入れ・償還計

画と、「資本装備の充実」にかかわる投資計画と

の整合性を図る点に求められる。中間保有期間の

設定も、受け手の投資計画との関連を考慮しなが

ら、弾力的に設定するような工夫が求められると

言えよう。

また、期間延長については財政当局との難しい

折衝が予想されるが、現在の地価水準と収益の関

係(乖離)を再検討したうえで、公的介入の度合
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いをより強める方向で検討すべきである。

第2に、地価管理の重要性についてである。

合理化事業の買い入れ時に参照されている現行

の「標準地価格」制度は、どちらかと言えば「実

例主義」に基づいて運用されており、地域におけ

る地価の上限を画するような水準に設定されてい

る。

この点は、合理化事業の利用が地域の伝統的な

「斡旋体制」に組み込まれていることとも関連し

ている。合理化事業が「公社」対「受け手(事業

参加者)」の直接的な関係ではなく、地元農業委

員会の強い関与下にある「斡旋体制」というイン

ターフェースを通じて実施されていることは、一

面では事業利用の推進を支えていると同時に、地

価問題などでは急激な変化に対応できず、実例主

義に縛られる傾向が強い。

先にも触れたように、収益と地価の乖離が進行

している水田地帯では、規範(あるべき水準)と

しての「収益還元地価」を提示することが、受け

手側にとって経営的判断の重要な目安となり得る。

いずれにしても公社は個々の案件にタッチするわ

けであるから、現行の「標準地価格」制度の延長

上で算定方式の工夫をおこない、第三者機関とし

て適切な「情報提供」をおこなうことは意義のあ

ることと考える。

以上述べてきたように、合理化事業はこれまで

の「売買移動の円滑化への貢献」を基本としつつ、

水田地帯では「公的介入」を強める方向で、畑作

地帯では「早期の自作地化」を達成する方向で、

酪農地帯では「投資計画との整合性」を考慮する

ことに重点を置き、従来にも増して「規模拡大支

援と受け手の負担軽減」を図る方向で機能拡充を

検討すべきである。
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