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元農林水産省農業総合研究所長　島本富夫

はじめに

09年12月,大幅に改正された農地法及び関連法

が施行され,農地政策は新たな方向に歩み始めた。

それが農地の所有と利用を如何なる構造に至らし

めるのか,農業・農村がどう変貌するのか,政権

交代の時期とも重なりこれからの政策選択のあり

様とも関って今のところ不透明であり,今後の動

向を見守るしかない。

ところで,我々は20世紀半ば以降に如何なる農

地制度を構築してきたのだろうか。終戦直後,農

地改革(実施法:自作農創設特別措置法(「自創

法」))によって自作農が広汎に創設された。それ

とともに農地調整法(1938年)が農地の権利移動・

賃貸借・農地転用等を全て統制にかける法体系へ

と整備されて,農地移動全面統制の段階を迎えた。

農地改革がおおむね終了する1952年に農地法が制

定されたが(農地調整法,自創法等の主要条項を

承継),この農地法の適正な運用を通じて農用地

の確保と農業生産の維持増進に大きく寄与してき

たことは周知である。

そうではあったが,復興を遂げた我が国経済社

会が50年代後半以降に成長・発展へと展開するに

つれて,農業における構造問題が持ち上がってく

る。農地改革によって広汎に創設されたものの,

平均1ha程度の零細規模に閉じ込められた自作

農=零細農耕の構造的矛盾が拡大するのであっ

た。この矛盾への対応として,政府は構造政策に

本格的に取り組んでいく(1961年農業基本法制

定)。戦後築き上げた農地制度もまた,構造政策

への対応,農業・農村が抱える問題状況への対応

が迫られることとなり,法制定から今日までの半

世紀以上の経過の中で多次にわたって改正されて

きた。

20世紀末に「食料・農業・農村基本法」が制定

されて既に10年,構造改革が推進されているもの

の,構造問題(特に土地利用型のそれ)は未だに

解決の道筋が見通せないままである。そして今日,

農地制度・政策は大幅改変の時期を迎え,立法当

時の理念,目的から大きく乖離・変容することと

なった。農地制度史上の一大転換である。

そうした状況下,小稿では戦後の農業構造政策

(担い手政策)の展開とそれに対応しての農地政

策の変遷など主として政策問題を扱う(ここでは

政策評価を行なうことが目的ではない)。第1に,

戦後農政における構造政策,特に農業の担い手の

位置づけ(政策対象)がどう変化してきたのか,

第2に,この構造政策の対象としての担い手の位

置づけの変化に対応して,農地政策・農地法制が

如何なる変化の過程を辿ってきているのか,第3

に,それら政策展開の成果としての担い手の形成

や農地流動化はどう進んだのか,といったことに

分析の焦点を絞る(小稿は本誌NO39の拙稿と重

複する内容があることを予め断っておく)。なお,

農地制度・政策の運用現場でその推進主体が果た

している役割を解明することは極めて重要である

が,この点については実態調査分析等で言及され

るはずなのでここではふれない。

Ⅰ我が国農業の担い手(政策対象)は

どう位置づけられてきたのか

農地改革(1945～50年)によつて,農地147万

haが買収され(被買収者176万戸),190万ha(国

有農地等を含む)が主として小作農に売渡され

た(被売渡者475万戸)。この農地改革の結果,小
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作地率は50年には9.9%にまで減少し(農地改革

前は46.3%),その後の我が国農業は,農地改革

によって創設された圧倒的多数の自作農によって

担われていくこととなる(1)。そしてこの時期は,

戦後の食糧危機から脱出すべく開拓・入植等を含

めて食糧増産のために最大のエネルギーが投入さ

れたのであった。その後52年に農地法が制定され

るが,当時は「中堅自作農の育成」を言いつつも,

創設された自作農全体を維持して生産力の増大を

図る方向で農地政策を展開していくことが基本を

なした。

農林省として構造問題を具体的に指摘したの

は,我が国が戦後復興を遂げて高度経済成長へと

展開して行く段階に入った57年の「農林水産業の

現状と問題点」(農林白書)であった(2)。以降

我が国農政は,半世紀以上にわたって構造改革の

ための諸施策を打ってきたが,いまだその解決を

見ていない。ここでは戦後の構造政策の展開,そ

の対象としての農業の担い手の位置づけとその変

化に焦点を絞ってみていく(3)。

(1)個別家族経営――その位置づけの変化

1自作農の広汎な創設～中堅自作農の育成

(1945～50年代)

(1)農地改革段階

戦後民主改革の重要な柱であった農地改革(国

家による農地の直接買収・売渡方式)によって自

作農が広汎に創設されたのだが,この自作農の創

設に当っては「当該農地に就き耕作の業務を営む

小作農その他命令で定める者で自作農として農業

に精進する見込のあるものに売り渡す」ことが基

本であった(自作農創設特別措置法弟16条)。そ

して,「自作農として農業に精進する者とは,決

していわゆる適正規模農家や専業農家のみを意味

しない。疎開者や極端な零細農家は別として,農

業を以って立ち農業に努力する見込みがあれば第
一種兼業農家は勿論第二種兼業農家でも差支えな

い」とされた(47年農林事務次官通達)。戦後農

政の出発点として,我が国農業の担い手たる自作

農を幅広に創設する政策がまず以ってとられたの

であった。

(2)農地法制定段階

農地改革の成果を受けての農地法制定(52年)

に当っては,「農地は,その耕作者みずからが所

有することを原則とし,しかも農業経営の細分化

を防ぎ,中堅自作農を育成して参りますことが肝

要でありまして」と述べており(52.3.9衆議院農

林委員会,提案理由説明),「中堅自作農の育成」

といった方向を打ち出す。だが,「中堅自作農」

を明確に規定したのではなく,都府県の場合で3

反以下層及び3町以上層の農地取得を制限するこ

とと関って,この間に入る層を一応「中堅自作

農」と説明していたといえよう(4)。当時としては,

農地改革の成果を維持し地主制への反転を防止す

るためにも,農地改革をめぐっての紛争や訴訟

地主・小作運動を沈静化させるためにも,農地改

革の成果としての自作農を幅広に維持・育成する

こと(600万農家丸抱えの農政)が課題とならざ

るを得なかったのである。

2自立経営農家の育成(農業基本法・1960年代)

(1)農業基本法段階

60年代に入ると,戦後復興から高度経済成長へ

と推接するわが国経済社会の変化に対応しての農

業の構造改善が求められてくる。農地改革後の構

造固定的な農政の変更,農業基本法の制定とその

下での「自立経営農家の育成」が政策の柱として

登場する。

農業基本法では,「できるだけ多くの家族農業

経営が自立経営(正常な構成の家族のうちの農業

従事者が正常な能率を発揮しながらほぼ完全に就

業することができる規模の家族農業経営で,当該

農業従事者が他産業従事者と均衡する生活を営む

ことができるような所得を確保することが可能な

もの)になるように育成するために必要な施策を

講ずる」(第15条)とした。そこではまた,農家

農業経営が相続に伴って細分化することを防止す

るための施策が求められていく(5)。

さらに,農業の担い手を自立経営の育成に求め

つつも,同時に個別農家経営から一歩踏み出した
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「協業の助長」を打ち出す。

(2)構造政策の基本方針(1967年)

60年代後半には「自立経営農家の育成」を農政

の基本に置きながらも,「農業の基本的な担い手」

なる概念が登場する。

農地管理事業団法案(農政はこの時期までは自

作地売買による規模拡大を志向)が,65,66年と

廃案になった後,農林省は新たな構造政策につい

て検討を進め,「構造政策の基本方針」を取りま

とめた。その中で「農業の基本的な担い手たるべ

き規模の大きく生産性の高い農業経営の育成を図

る。…具体的な基準は,農家と生活環境の類似

した町村在住の勤労者の世帯員1人当たり所得と

ほぼ均等する農業所得をあげることができる農家

である。それは,大きく飛躍した大規模経営で

もないし,また,全く資本企業的経営でもない。

…農家経済調査によればすでにその9%が実在

していると推定される家族農業経営」であると

いった方向を示した。この段階では家族農業経営,

自立経営農家の育成になお一定の展望を持ってい

たと言えよう。そして,農地流動化政策は,経済

社会の変化に対応して従来の自作農主義から貸借

による規模拡大を促進する方向へと転換される。

3中核農家の育成へ(1970～80年代)

(1)総合農政の推進について(70年閣議了解)

70年代に入ると,行政は「自立経営」から一定

の距離をおきはじめる。そして,「総合農政の推

進について(70年閣議了解)」では,「中核的担い

手」といった概念が登場する。自立経営農家を「農

業の中核的担い手」として着実に発展させ,これ

が農業生産のかなりの部分を占めることとなるよ

うその育成を図ることが重要であるとした。

(2)80年代の農政の基本方向(80年農政審報告)

この段階に入ると,「中核農家」(基幹男子農業

専従者のいる農家)が政策対象として登場するこ

ととなる。所得均衡概念から労働力保有概念への

変更である。この中核農家を「わが国農業の中心

に位置づけ,これを育成していくことが望まれる,

担い手の育成を中心に農地の確保等を含め総合的
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な食料自給力の維持強化に努める」といった方向

へと向う。

(3)21世紀に向けての農政の基本方向(1986年

農政審報告)

80年代後半に入ると,既存家族経営の育成・発

展に限界がみられる中で自立的な大規模経営の育

成を志向しつつも,「効率的な生産システム」(農

業生産の中核的役割を担う農家の経営規模の拡大

とこれらの農家を中心とする生産組織の育成,作

業受委託を含めた効率的な作業単位の形成)によ

る生産性の向上対策,新しい農業経営者の育成・

確保といった方向を示す。

4「効率的かつ安定的な農業経営体」・認定農業

者制度へ(1990年代)

ガット・ウルグアイラウンドの合意WTO体

制へと移行するこの時期から,政策対象としての

農業の担い手は大きく変化しはじめる。「多様な

担い手(農業経営体)」といった,家族農業経営

の枠を超える概念が登場してくる。

(1)新しい食料・農業・農村政策に関する検討

の進め方(1989年)

ここでは,従来の家族的農業経営に加えて,「地

域的広がりをもち,持続的,安定的な経営が可能

な多様な担い手(農業経営体)を育成し得るよう,

農地所有と農業経営の分離農地の所有,利用等

のあり方を検討」するといった方向に変わってく

る。

(2)新しい食料・農業・農村政策の方向(「新政

策」)(1992年)

この段階で,「効率的・安定的な経営体」といっ

た概念が登場する。「効率的・安定的な経営体」

とは,"主たる従事者の年間労働時間が他産業並

み,主たる従事者1人当たりの生涯所得が他産業

従事者と遜色ない水準を確保できる経営体(「個

別経営体」,「組織経営体」)である"としている。

そして,「効率的・安定的な経営体」(個別経営体,

組織経営体)が生産の太宗を担うような農業構造

を実現するとした。

かくして,農家概念を超えた「経営体」の育成
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へと政策は変化してくる。そして,「経営形態の

選択肢の拡大」「法人化の促進」といった方向を

とる。すなわち,「株式会社一般に農地取得を認

めることは投機及び資産保有的目的での農地取得

を行うおそれがあることから適当ではないが,農

業生産法人の一形態としての株式会社について

は,農業,農村に及ぼす影響を見極めつつ更に検

討を行う必要がある」と打ち出したのである。こ

の段階で,農業生産法人の株式会社形態に道を開

く方向へと向う。

(3)農業経営基盤強化促進法(1993年)

「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ような

農業構造を確立することが重要である」(第1条)

として,「効率的かつ安定的な農業経営」を法律

で位置づけた。そして,「効率的かつ安定的な農

業経営」の育成手法として,「認定農業者制度」

が創設される。

5家族経営の位置の低下(21世紀初)

企業参入促進の下で

WTO体制下では,一層の市場開放に耐えうる

農業構造の確立のための国内施策が問われること

となり,農業の担い手として農業経営の法人化,

株式会社化,一般企業の参入が具体化してくる。

(1)食料・農業・農村基本問題調査会答申(1998年)

答申では,我が国農業を担っていく経営主体の

発展を促すため,法人経営など多様な経営形態の

展開を図るのだとし,"株式会社一般に土地利用

型農業への参入を認めることは合意が得がたいが

、農業生産法人に株式会社形態の道を開くべきだ"

との方向を打ち出す。

基本問題調査会の答申を受けの「農政改革大綱」

(98年)では,i)農業経営の法人化の推進,ⅱ)

法人経営の活性化のために農業生産法人の事業要

件・構成員要件・業務執行役員要件の見直し,ⅲ)

農業生産法人の株式会社形態の導入,にまで踏み

込んだ。

(2)食料・農業・農村基本法(1999年)

「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,…農業経営の基盤の強化

に必要な施策を講ずる」(第21条),「…家族農業

経営の活性化を図るとともに,農業経営の法人化

を促進するために必要な施策を講ずる」(第22条)

とした。

(3)食糧・農業・農村基本計画(2000年)

「効率的かつ安定的な農業経営」(主たる従事者

が他産業従事者と同等の年間労働時間で地域にお

ける他産業従事者とそん色ない水準の生涯所得を

確保し得る農業経営)の育成を図るとした。そし

て,この効率的かつ安定的な農業経営は,個別経

営体にとどまらず,むしろ法人化の促進,株式会

社形態の導入等の方向へと向かう。

以降の政策展開は,認定農業者たる「個別経営

体」の育成を根底に置きつつも,他方では法人化,
一般企業の農業参入の方向へと大きく傾斜してい

く。この基本計画で「農業構造の展望」を示した

(後掲表-2参照)。

(Ⅱ)農業経営の法人化と一般企業の農業参入促進

ここで扱う,①農業経営の法人化・農業生産法

人問題と,②一般企業の農業参入・農地権利取得

問題とでは,その政策意図においてもその出発点

においても大きく異なる。

農業経営の法人化については,制度的対応とし

て農業生産法人制度の創設(62年)に遡る。そし

て,今日までに農業生産法人の要件緩和を様々に

進めてきている。

企業の農業参入促進へと政策の舵を大きく切る

のは,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以降であり,担い手政策が

外圧等によつて大きく変化していく。さらに,21

世紀に入ると一般企業の農業参入・農地の権利取

得の要求といった新たな問題が登場する。

1農業生産法人――制度創設とその後の展開

(1960年代～21世紀)

(1)農業生産法人制度の創設(1962年)

戦後のわが国農業・農政の場において農業法人
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問題が登場するのは1950年代後半からである。こ

の農業経営の法人化の制度的要求は,ふたつの動

きがあった。ひとつは農村現場での農家自らの法

人化の動きであり,もうひとつは,政策検討とし

ての農林漁業基本問題調査会での議論とこれを受

けての農業基本法での協業の助長といった政策方

向であった。

農村現場での家族農業経営の法人化の動きとし

ては,57年に徳島県の柑橘農家が税金対策のため

に1戸1法人(有限会社)を設立,その法人に果

樹木を出資するといつた事態が発生したことに端

を発する。この法人への果樹木の出資は果樹木植

栽農地の法人への権利移転を伴うこととなるが,

これが農地法上許可し得るか否か問題となった。

農林省は,農地法は法人の農地の権利取得を認め

ていないから許可は不可能,法人の設立は適当で

ないと指導した。だが,この農業法人設立問題は

岡山県,鳥取県などにも広がり,国会でも議論さ

れ,農業団体も農業経営の近代化の形態としての

農業法人法制化を要求するといつた決議等もなさ

れた。こうした事態も踏まえて,農林省は農業法

人制度を創設することを検討し始める。

他方で,農林漁業基本問題調査会での議論及び

その答申において農村現場の動向等を踏まえて協

業の助長が提起され,農業基本法で「協業の助長」

が打ち出される。

これらを受けて,62年農地法改正で農業生産法

人制度が創設された。この段階での農業生産法人

は,当時の農業構造の実態や農地改革の成果の維

持(大多数の自作農の維持),自立経営農家育成

といった政策意図を反映して,自作農の法人化(1

戸1法人)ないしは自作農の共同的組織(農事組

合法人)といった位置づけが強かった(6)。

(2)農業生産法人制度の緩和過程

1)1970～80年代

農業における法人化の促進といった動きが強ま

るのは90年代以降であるが,それ以前にも農業生

産法人制度の緩和措置が以下のようにとられてき

ている。

i)70年農地法改正――借地制限,雇用労働力
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制限,配当制限等を廃止。

ⅱ)80年農地法改正――業務執行役員要件を緩

和,土地を持たない者のみでの農業生産法人設立

が可能となる。

だがこの時期までは,農業生産法人要件を緩和

してその設立や運営を容易にしたものの,農業法

人化促進といった側面はそれほど強くなかった。

ちなみに,農業生産法人数は70年2,740法人,80

年3,179法人,90年3,816法人(うち農事組合法人

1,626,有限会社2,167)と増加傾向にはあったが,

農業生産法人要件の緩和が法人設立に大きく拍車

をかけることにはならなかった。

2)1990～2000年代

90年代に入ると「多様な担い手」議論と関って,

前述のとおり農業生産法人の株式会社形態の容認

議論が高まる。これに対する農地制度の対応は以

下のとおり。

i)93年農地法改正――農業生産法人の事業範

囲の緩和,構成員要件の緩和等,

ⅱ)2000年農地法改正――農業生産法人に株式

会社形態を容認，構成員要件を緩和,

ⅲ)03年基盤強化法改正――認定農業者たる農

業生産法人の議決権要件を緩和,

といつた経過を辿る。

そして,09年農地法改正では,一般企業の農業

参入(農地の使用収益権の取得を解禁)とも関っ

てさらなる緩和へと向かう。

2一般企業の農業参入――農地権利取得の解禁

(21世紀の展開)

一般企業の農業参入・農地の権利取得は,財界

等は早い時期から要求していたが,政府が具体的

に踏み込むのは21世紀に入ってからであった。

(1)農水省の対応――食と農の再生プラン

(2002年)

農業経営の株式会社化等による多面的戦略の展

開,農地法の見直しに着手するとして,一般企業

参入に突破口を開く方向を明確に示した。この農

水省の政策方向は,財界等の要求とも相侯って,

その後の農政の基底を流れることとなる。
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(2)構造改革特別区域法(02年)及び基盤法改

正(05年)

02年,特区法によって構造改革特区(農業特区)

での一般企業の農業参入・農地の権利取得に道を

開く(特定法人制度)。さらに05年基盤法改正で

特区を外して企業(特定法人)の農業参入が全国

展開できるように措置された。

(3)以降の財界の要求

財界の調査組織たる「日本経済調査協議会」が

「農政改革を実現する(提言)」(06年)を出した

が,これを受けての経済財政諮問会議での議論等

で民間議員から企業の参入にさらに道を開くよう

要求が繰り返された(「平成の農地改革」なる要求,

07年以降の経済財政諮問会議での議論等)。これ

らの要求を受ける形で,09年に農地関連法を大幅

改正,一般企業等の借地による農業経営は事実上

自由化へと向かう。

3集落営農・生産組織等任意組織の位置づけ

集落営農組織・集団的生産組織等で任意組織で

あるものは,農地制度上は農地の権利取得の主体

たり得ないために長期に渡って農地政策の対象外

として扱われてきた。農政が,個別家族経営のみ

ならず法人化や集団組織化を政策上位置づけるよ

うになる中で,その後の農地行政上でも政策対象

として位置付けられるように変化してくる。

(1)農業基本法段階

農業基本法では「協業の助長」を打ち出した。

これに対応して,62年農地法改正で農地の権利取

得の主体たりうる農業生産法人制度を創設。この

段階では政策対象は主として法人組織を描いてい

たのであり,任意組織は農地制度の玲外であった

といえる。

(2)1970～80年代

1)農政の方向

i)「総合農政の推進にについて(70年閣議了

解)」では,自立経営農家を中核として兼業農家

を含めるなど各種の生産組織を育成する,といっ

た方向が出される。

ⅱ)「80年代の農政の基本方向(80年農政審報

告)」では,「高能率機械を有効に利用した能率の

高い営農集団」育成の方向が示される(農協系統

が営農集団の育成を強く主張した時期)。

ⅲ)「21世紀に向けての農政の基本方向」(86年

農政審報告)では,「効率的な生産システム」に

よる生産性の向上対策といった方向が出される。

2)農地政策対応

農地の権利設定に基づかない農地利用(農作業

の受委託)についての農地政策上の対応として,

農用地利用増進法(85年)において「委託を受け

て行う農作業の促進」が登場する。もちろん,農

作業の受託は個別経営でも当然に行い得るので

あって,集落営農に限ったものでないが,農地制

度上に農作業の受委託の促進といった,農地の権

利の設定・移転以外での規模拡大手法が書き込ま

れた点で,画期的な変化であったといえよう。

(3)1990～2000年代

1)農政の方向

i)「新政策(92年)」では「組織経営体」が登

場。組織経営体は,当然に法人組織が含まれるが,

集落営農等も想定された。

ⅱ)「食料・農業・農村基本問題調査会答申(98

年)」では,サービス事業体,集落営農,第3セ

クター等の多様な担い手の確保が打ち出される。

ⅲ)「食料・農業・農村基本計画(2000年)」では,

農業生産組織の効率的かつ安定的農業経営への移

行,農作業支援組織・受託組織・共同的農業者組

織等の活動促進の方向が示される。

2)農地政策対応

農地制度上は,03年基盤強化法改正で「特定農

業団体」(団体の構成員から農作業を受託して農

用地の利用集積を行なう団体,5年以内に農業生

産法人となることが確実と見込まれるもの)が農

地制度上に位置づけられた。さらに,09年基盤法

改正で,特定農業団体の法人化要件を「農業生産

法人」から農業生産法人の要件を備える必要のな

い「農業経営を営む法人」に緩和された。

(注)

(1)農地改革による自作農の創設を確認しておけば、以
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下のとおり。農地改革前(1941年)の自作農(自作地

90%以上)1,656千戸(30.6%)、自小作農(自作地50

～90%)L123千戸(20.8%)、小自作農(自作地10～

50%)1,093千戸(20.2%)、小作農(自作地10%未満)1,517

千戸(28.0%)であったが、農地改革が概ね終了に近づ

いた1949年には、自作農3,564千戸(57.1%)、自小作農1,735

千戸(27.8%)、小自作農458千戸(7.3%)、小作農489千

戸(7.8%)と、自作農化が大きく進んだ。(農地改革記

録委員会『農地改革顛末概要』、農政調査会、1951年)

(2)57年「農林白書」は、日本農業にとっての五つの赤信

号-①農家所得の低さ、②食糧供給力の低さ、③国際競

争力の低さ、④兼業の進行、⑤農業就業構造の劣弱化、

を指摘し、その克服を農政の新たな課題とした。ところ

で、我が国経済が、戦後復興を遂げて戦前水準を回復す

るのは、鉱工業生産水準で50年、農林水産生産指数で51

年、製造業実質賃金水準で52年、実質国民総生産で55年

であった。

(3)「農業のにない手」といった用語が法律上出てくるのは、

農業基本法の前文である。すなわち、「わが国の農業は、

長い歴史の試練を受けながら、国民食糧その他の農産物

の供給、資源の有効利用、国土の保全、国内市場の拡大

等国民経済の発展と国民生活の安定に寄与してきた。農

業従事者は、このような農業のにない手として幾多の困

苦に堪えつつ、その務めを果たし、国家社会及び地域社

会の重要な形成者として国民の勤勉な能力と創造的精神

の源泉たる使命を全うしてきた」と述べている。「農業

のにない手としての農業従事者」といった用語が登場す

るが、この段階での「農業のにない手」は、幅広く捉え

られていたといえる。

(4)法案の検討段階で、農林省は自作農の農地保有限度3

町歩の制限を設けず、富農育成を進める構想を検討した

が、GHQに否定されたとされている。(農地改革資料

編纂委員会『農地改革資料集成第2巻』564～566ペー

ジ、農政調査会、1980年)

(5)相続に伴う農業経営細分化防止に関しては、農林省内

で特別法の立法化が検討されたが、民法の均分相続制度

の下での特例法の制定は困難であるとして諦めている。

以降の細分化防止対策は、農地税制の優遇措置(農地の

生前一括贈与に際しての贈与税の納税猶予(64年度)、

相続税の納税猶予(75年度))、農業者年金基金法(70年)
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による措置等へと向かう。

(6)農業生産法人制度創設当初は、農業生産法人の形態と

して株式会社は認められなかった。また、法人の事業要

件、構成員要件、議決権要件、借地制限、雇用労働力制

限、配当制限等の厳しい縛りをかけていた。

Ⅱ戦後農地制度・政策の変遷

構造政策との関連において

1960年代以降本格化していく我が国農業の構造

政策と関って,農地制度が多次にわたり改正され

ていく。ここでは,農地改革法を出発点として,

その後の農地制度の確立～改正過程を概略トレー

スする。なお,農地転用規制については「(Ⅵ)

農用地確保・農地転用規制」でまとめて記述する。

(Ⅰ)農地制度の確立――農地改革～農地法の制定

1農地改革期(1945年～)

(1)農地改革法の制定・農地調整法改正

我が国での農地の権利移動等に関する規制は,

第2次世界大戦下の農地調整法(1938年)の制定

からである(1)。そして終戦後,GHQ(連合軍

総司令部)の指令の下で民主改革の一環として農

地改革が実施された(2)。農地改革実施法たる自

作農創設特別措置法(「自創法」1946年)が制定

され(法の目的:「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」),同時に農

地調整法が改正されて,同法が農地の権利移動等

を全面的に統制する農地統制法としての機能を全

面的に発揮していく(法の目的を「耕作者ノ地位

ノ安定及農業生産力ノ維持増進ヲ図ル為農地関係

ノ調整ヲ為ス」に変更)。

なお,農地調整法改正では,農地委員会を従来

の地方長官の任命制から農民による選挙制(地主,

小作別に階層別選挙を実施)に改革して,農地改

革実施主体・権利統制主体たる農地委員会を民主

的な行政委員会組織へと再編している。

(2)農業委員会法・土地改良法の制定

農地委員会は,農地改革の推進に当って農村現
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場で重要な役割を果たしたのだが,農地改革が概

ね終了した段階で農地改革の成果の永続と自作農

の土地所有を擁護するために委員会制度を継続す

るとして51年に農業委員会法が制定された。農業

委員会は,農民の直接選挙(公職選挙法の適用)

によって選出される農業委員によって農地行政を

執行する行政委員会として存続されることとなっ

た(3)。

49年に土地改良法を制定。戦前期の耕地整理法

及び水利組合法は事業主体を地主としていたが,

土地改良法では土地改良事業参加者(組合員)を

耕作者(自作地の場合は所有者,小作地の場合は

その賃借人)とした。農地改革によって創設され,

農業生産の新たな担い手となった自作農を中心に

土地改良事業を推進することが農地改革の趣旨に

合致するということである。

2農地制度の確立――1952年農地法制定

農地改革の目処がついた48年秋頃から農林省は

農地改革の打ち切りを検討していたがGHQの承

認を得られず,その後はGHQの指示もあって農

地改革の恒久化措置について種々の検討を経て52

年に農地法(農地調整法,自創法,譲渡令の3法

令を統合)が成立している(4)。農地改革の成果

の維持とともに「中堅自作農の育成」を基本とし

た自作農的土地所有擁護の法体系を完成させたの

であった。

成立した農地法は以下のような構成(主要部分

のみ)であった。

①法の目的(第1条)

「農地はその耕作苦みずから所有することを最

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

農業生産力の増進を図ることを目的とする」とし

て,自作農主義の農地政策の方向を明確に示した。

②農地等儂地及び採草放牧地)の権利移動の

許可制(第3条)

都道府県知事許可(使用貸借,賃貸借について

は市町村農業委員会許可)。以下の場合は不許可

ア,小作地,小作採草放牧地の小作人以外の

者の取得,イ,権利を取得する農地採草放牧地

について耕作,養畜の事業を行わないと認められ

る場合,ウ,取得後の農地面積が都府県平均で3

町歩,北海道で12町歩をこえる場合(農地取得の

上限制限,採草放牧地についても取得上限制限あ

り),エ,現に耕作等に供している農地・採草放

牧地(農地等)の面積合計が都府県で3反,北海

道で2町歩に達しない場合(農地取得の下限面積

制限),オ,創設農地の貸付,カ,小作地の転貸,

キ,農地等の生産が低下する場合。

農地取得の下限・上限面積制限を行う理由につ

いて政府は,"農地取得に一定の方向性を示すも

のであって,中庸の農家で而も適正な経営を営む

に足るものに優先権を与えて,中堅自作農を育成

する"のだとしていた(国会審議から)。

③農地等の転用統制(第4,5条)

転用行為及びそのための権利の設定・移転を統

制(農林大臣許可,知事許可)。なお,第4,5条

の規定は手続き規定であるために,59年に「農地

転用許可基準」が制定されている。(農地転用規

制等に関しては「(Ⅵ)農用地確保・農地転用規制」

でまとめて記述)

④小作地所有制限と国家による買収・売渡(第

6～18条,36～43条)

不在村老は一切の,在村者は都府県平均1町歩

(北海道4町歩)を越える小作地の所有を禁止。

所有できない小作地は国家による買収・売渡。

⑤農地等の賃貸借規制(第19～25条)

農地等の賃貸借に関して,賃貸借の法定更新,

解約の制限と知事の許可,小作料の最高額統制,

定額金納制,減額請求権契約の文書化等により

賃借権を強固に保護。

小作料の最高額統制は,農地1筆ごとの生産力

等級を調査してその等級別に決定される方式が55

年に確立されて,戦後地代政策の到達点を画した

(家族労賃の都市製造業均衡労賃評価,企業者利

潤の確保等が基本)。

⑥薪炭林等の利用権設定制度(26条～32条),

未墾地等の買収・売渡(第44～75条)等を規定。
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農地法は,以上のように強固な統制法体系を確

立したのであった。今日から振り返れば,農地の

所有者等に利用の義務等を課していない,農地賃

貸借に関して賃借人による借地上での改良投資の

自由や有益費の処理についての規定を全く置かな

かった,等の問題を指摘できるであろう。だが当

時は,農地改革によって広汎に創設された自作農

が耕作放棄をするとは一般的には想定できなかっ

たのであろう。また,賃借権を強固に保護した上

で,農地改革残存小作地の解消(小作人による自

作地化)を図ろうとしていた農地行政のスタンス

の中で,有益費規定まで盛り込むことは多分過大

な要求であったと思われる。こうした問題は,極

めて緩やかな賃貸借制度によって賃貸借が大幅に

拡大している現状下,今後の農地政策でどう取り

組むかにかかっているといえる。

(Ⅱ)構造政策・基本法農政への対応(1970年代)

1　1962年農地法改正

強固に構築された農地法の下で50年代の農地行

政が展開されたのだが,その後は構造改革の方向

に沿って農地制度も改正されていく。

62年農地法改正は,農業基本法の下での構造政

策への対応,農村現場等からの農業法人化要求へ

の対応といった方向での改正に踏み切った。だが,

この時期は農地行政の基本たる自作農主義を損な

わない範囲での法改正であって,農業構造を大き

く改革するほどに機能するものではなかったとい

える(5)。改正事項は,以下のとおり。

①農業生産法人制度の創設

農業生産法人制度が創設されて家族経営以外に

も農地の権利取得の道を開くが,この段階の農業

生産法人制度は,株式会社形態を否定し,借地制

限,雇用労働制限をかけるなど自作農の法人化(1

戸1法人)ないしは自作農の共同的組織(農事組

合法人等)としての位置づけが強かった。

農業生産法人には,次のような制限をかけた。

i)法人形態――農事組合法人,合名会社,合

資会社,有限会社に限定。ⅱ)事業要件――農

業(併せ行う林業,農事組合法人にあつては併せ
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行う共同利用施設の設置,農作業の共同化等の事

業)及びこれに附帯する事業に限定。ⅲ)構成員

要件――農地等を提供した個人及び法人の事業に

常時従事する者に限定。ⅳ)借地制限――員外か

らの農地等の借入は法人の経営面積の2分の1未

満。v)議決権要件――常時従事着たる構成員が,

法人の議決権の過半数を保有。ⅵ)雇用労働力制

限――雇用労働力は2分の1以下。ⅶ)配当制限

出資配当は年6%以内に制限。

②農地の権利移動の円滑化への対応

(i)農協による農地信託制度の創設――農協

が組合員からの農地の貸付,売渡,貸付・売渡の

信託の引受け。この農地信託制度の実績は極めて

少ないが(63～66年の4年間で貸付信託91ha,

売渡信託186ha,売渡・貸付信託49ha),制度は

存続されている。

(ii)農地取得の上限面積制限の緩和――取得

後上限面積(都府県3ha,北海道12ha)を越え

ても主として自家労力による経営の場合は許可可

能。

(ⅲ)小作地所有制限の緩和――農業生産法人

の常時従事者たる構成員の当該法人への貸付地は

小作地所有制限の適用除外。

2　1960年代後半の農地政策

(1)農地管理事業団構想(65年)

62年農地法改正は暫定的な改正といつた側面が

強く,この農地法改正前後から今後の農地制度の

あり方が鋭く問われていた。農地改革の成果の維

持発展を基本に据えた自作農主義の農地行政もそ

の変更が迫られつつあった。

農林省は農地管理事業団構想を打ち出し,二度

国会に提案した(65,66年)。だが,農地市場に公

的機関が介入して農地移動を方向づけるといった

我が国最初の構想は,当時まだ強かった"貧農切

捨て"といった反対意見等の中で日の目を見ない

で終わった。

(2)賃貸借促進への転換――構造政策の基本方

針(67年)

かくして,構造政策を推進するための農地政策
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検討は60年代後半へと持ち越され,種々の検討を

重ねて70年農地法改正へと向かう(6)。

65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「構造政策の基本方針」をまとめ

たが,これが農地政策においても大きな転換点と

なる。

農林省の当時の基本認識は,「農地の移動を通

じて経営規模の拡大が必ずしも順調に進展しない

のは,基本的には農地価格の著しい高騰,農地の

資産保有傾向の強まり等に大きく起因している,

…現行農地制度の下においては,耕作権が強度

に保護されているため正規の賃貸借も進まず,い

わゆる請負の形で潜行する傾向もみられる。…

この際所有権の移動による経営規模拡大を図る

とともに,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」といっ

たところにあった。そして,「農地流動化が進まず,

経営規模拡大のための農地取得が極めて制約され

ている原因としては,…現行農地法が現状にお

いてかなり硬直的なものとなっていることによる

面もまた少なくない。賃貸借の緩和を中心に農地

法を改正していくことが流動化促進の一つの重要

な課題である」といった方向を示し,農地制度改

正を提起した(7)。

3　1970年農地法改正

賃貸借規制の大幅緩和へ

70年農地法改正は,貸借による農地流動化を促

進するために賃貸借規制を大幅に緩和し(自作農

主義からの転換),新たな農地流動化手法を構築

するなど農地流動化促進を狙った極めて大掛かり

なものであった。

①法律の目的の改正

法律の目的に,「土地の農業上の効率的な利用

を図るため」を追加。このことについて,提案趣

旨説明では「農業がより生産性の高い経営によっ

て効率的に利用されるようその流動化を促進し,

農業構造の改善を図るために農地法の改正を行

う」のだとした。

②農業生産法人の要件緩和

農業生産法人要件について,i)借地制限,雇

用労働制限,配当制限を廃止,ⅱ)議決権要件を

廃止して業務執行役員要件を追加(役員の過半が

農地等の提供者でかつ常時従事者であること)。

③農地流動化施策・事業の創設

(i)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を実施する営利を目的としな

い法人による事業の実施(8)。かつて廃案となつ

た農地管理事業団法案で構想していた農地市場へ

の公的介入を,主として都道府県段階で農地保有

合理化法人を設立して実施しようとしたものであ

り,農林省(農地局)で独自に立案したものであっ

た(9)。

(ⅱ)農協による農業経営の受託――農協によ

る農業経営の受託事業(そのための権利の設定)

に道を開いた。

④農地流動化・規模拡大推進のための措置

(i)権利の取得制限等の緩和―― i)取得上

限面積制限の撤廃,取得下限面積制限の引き上げ

(取得後北海道2ヘクタール,都府県50アール) ⅱ)

小作農が書面で同意した場合は小作地の第三者取

得が可能,ⅲ)創設農地は売渡し後10年経過で貸

付可能,ⅳ)農作業常時従事要件を新たに追加。

(ⅱ)小作地所有制限の緩和―― i)離農離村

の場合は在村地主なみの小作地所有が可,ⅱ)農

協への農業経営の委託,農地保有合理化法人への

貸付は小作地所有制限の適用除外。

(ⅲ)賃貸借規制の緩和等――合意解約,10年

以上の定期賃貸借,水田裏作の賃貸借の更新拒絶

は許可除外(要農業委員会への通知)。

(iv)小作料統制の廃止――小作料最高額統制

を廃止(現に賃貸借中のものは10年間統制),標

準小作料制度の創設,減額勧告制度の創設。

標準小作料は,土地残余方式で算出〔標準小作

料=粗収益-(物財費+雇用労働費+家族労働費

+公租公課)-資本利子-経営者報酬〕。この標

準小作料の水準(71年,全国平均)は,水田10ア
ール12、930円(統制小作料の3倍弱の水準)。標

準小作料は原則として3年ごとに改訂,その水準

(水田10a当たり全国平均)は,74年19,210円,77
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年24,621円,80年27,429円と上昇傾向で推移。そ

の後は生産調整,米価据え置き・引下げのもと

で低下に転じて,83年27,333円,92年24,017円,

2000年19,255円,06年15,752円と下落。

(v)草地利用権設定制度の創設――家畜の放牧

や飼料作物栽培目的で利用権設定が可能。

⑤農業委員会による「和解の仲介制度」を創設

農地法諸規制の緩和措置に伴い当事者間の紛争

が増加する恐れがあることへの対応。

(Ⅲ)新たな賃貸借制度の創設・展開

(1970～80年代)

1　1975年農用地利用増進事業の創設

(農振法改正)

自作農主義から賃貸借促進へと農地政策が大転

換された70年農地法改正後は,農地保有合理化事

業や農地移動適正化あっせん事業(予算措置)は

事業量を増加させていくが,農協の経営受託は極

めて少量(年間2～3百ha程度),草地利用権の

設定は見るべき成果をあげられなかった。賃貸借

規制の大幅緩和によって賃借権設定は増加傾向を

示すものの71年3.3千ha,75年5.9千haと,直ちに

は政策要請に応え得るものとはならなかった。

こうした農地移動低調状況を打開し,農地流動

化を一段と加速させる新たな農地流動化対策,そ

の仕組みを早急に構築することが求められ,農用

地利用増進事業(75年農振法改正)が創設された。

ここに至って,農地政策は農地法を基本に置きな

がらも新たな農地流動化政策が農地制度の根幹

に組み込まれる形で進められることとなった(10)。

農用地利用増進事業の仕組みは,以下のとおり。

①利用権の設定

i)市町村が農用地利用増進計画を定め,ⅱ)

この農用地利用増進計画を公告することによって

利用権(賃借権及び使用貸借による権利)が設定

される仕組み(農振法の農用地区域内のみでの事

業)。

②利用権の終了

i)利用権は,期間の満了とともに権利が消滅

(農地法第19条法定更新適用除外),ⅱ)当該事業
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で貸し付けた小作地は,小作地所有制限の適用除

外。

こうした全く新しい賃貸借(利用権)によって

農地流動化が進められることとなり,利用権設定

面積は,76年2.6千ha,78年6.4千ha,80年27.4千

haと急速に拡大していく。

2　1980年農用地利用増進法の制定等

農用地利用増進事業は,その後所有権移転等も

含めた農地流動化の新たな立法へと向かう。農用

地利用増進法(80年)は,農地法改正,農業委員

会等に関する法律の改正とともに成立している

(いわゆる農地3法)。

(1)農用地利用増進法の構成

①法の目的

「農用地について耕作者のために利用権の設定

等を促進する事業その他農用地の農業上の利用の

増進を図るための事業を総合的に行うことによ

り,農業経営の改善と農業生産力の増進を図り」

とした。

②農用地利用増進事業

i)利用権設定等促進事業(利用権(農業上の

利用を目的とする賃借権使用貸借による権利及

び農業経営の受託に伴う使用収益権)の設定・移

転,所有権の移転,開発して農用地農業施設用

地等する土地の利用権の設定等),ⅱ)農用地利

用改善事業(地区内の農用地の権利者の3分の2

以上で組織する団体が作付地の集団化等の農用地

の利用関係の改善を推進する事業),ⅲ)農作業

受委託の促進事業,を総合的に進める事業に拡大

された。

③事業の実施主体

従来どおり市町村事業として実施。市町村が,

i)事業の実施方針を策定,ⅱ)農用地利用増進

計画を作成して公告,ⅲ)公告によって権利が設

定・移転する仕組み。

この農用地利用増進法の制定によって,農地流

動化推進のための法整備は一段落し,以降の10年

間は農地法制の大きな改正はなく,"農地流動化

は,実践の段階を迎えた"のであった。



18

(2)農地法の改正

農地法は,70年に大幅改正されており,80年改

正はごく限られたものであつた。農用地利用増進

法に関る部分を除けば,次のとおり。

①農業生産法人の要件緩和

業務執行役員要件を「常時従事著たる構成員が

業務執行役員の過半を占めていること」に改正。

常時従事者のみで法人の設立が可能となった。

②小作料の定額金納制の緩和

農業委員会の承認を受ければ,金銭以外での授

受が可能となった。

3　1989年農用地利用増進法の改正

農用地利用増進法の成立以降の構造政策関連の

立法は,85年農業経営基盤強化措置特別会計法の

制定(自作農創設特別措置特別会計法の改正

特別会計余剰金を農地保有合理化事業等に活用)

くらいであつた。87年夏頃から「構造立法」の検

討が始まり,「農業経営の改善のための農用地の

効率的な利用の促進に関する特別措置法案(仮称)

骨子」としてまとめられたが,国会への提出は断

念された(11)。

「構造立法」の検討の後を受けて,構造政策推

進のための措置として農用地利用増進法の改正で

対応することとなり,89年に同法が改正された。

(改正内容)

改正条項は,i)市町村の農業構造の改善目標

の設定,ⅱ)受け手が農業経営規模拡大計画を作

成,農用地の利用調整,ⅲ)農協による受託農作

業のあっせんの促進,ⅳ)遊休地に対する措置。

(遊休農地に対する措置は「(Ⅵ)農用地確保・農

地転用」で記述)

(Ⅳ)構造改革・経営基盤強化への法整備

(1990年代)

90年代に入ると,我が国農業・農村を取り巻く

環境は一層厳しさを増す。ガット・ウルグアイラ

ウンド交渉が進展しつつあり,農産物輸入自由化

圧力は強まる。そうした中で,農林水産省は「新

しい食料・農業・農村政策の方向」(「新政策」,92年)

を取りまとめた。その後の農政審議会での議論等

を踏まえて,「農業経営基盤の強化のための関係

法律の整備に関する法律」が93年に国会提案され,

成立している(農用地利用増進法(農業経営基盤

強化促進法に変更),農地法,農協法,土地改良

法等を一括改正)(12)。また,この時期には市民

農園整備促進法等が制定されている。

1　1993年農業経営基盤強化促進法制定等

(1)農業経営基盤強化促進法制定

農用地利用増進法を拡充して法律名も「農業経

営基盤強化促進法」(「基盤強化法」)に変更して,

法の目的を「農用地の利用増進」から「農業経営

基盤の強化」に変えた。法律の構成は以下のとお

り。

①法の目的

「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ような

農業構造を確立することが重要⊥「育成すべき効

率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにする

とともに,その目標に向けて農業経営の改善を計

画的に進めようとする農業者に対する・・・・農業経

営基盤の強化を総合的に講ずる」とした。

②農業経営基盤強化のための措置

i)都道府県の基本方針,市町村の基本構想の

策定、ⅱ)農用地利用集積計画(農用地利用増進

計画を変更),ⅲ)農業経営基盤強化促進事業の

実施(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

等)。ⅳ)「農用地利用集積計画」の策定に土地改

良区の申し出による場合を追加。

③農地保有合理化事業の法定化

農地保有合理化事業及び農地保有合理化法人を

本法で規定し,事業に農地信託事業,農業生産法

人出資育成事業,研修等事業を追加。

④認定農業者制度

「農業経営規模拡大計画」の認定制度を「農業

経営改善計画」の認定制度に変更,認定農業者へ

の利用権の設定等の促進その他の助成措置を強

化。
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⑤特定農業法人制度の創設

農用地利用改善団体が,地区内の農用地を特定

の農業生産法人に集積することを農用地利用規定

で定め得る。

(2)農地法改正

農地法改正は大規模なものではなく,以下のと

おり。

⑦農業生産法人の要件緩和

i)関連事業(生産した農畜産物を原材料とす

る製造加工等)を農業に追加,ⅱ)構成員に以下

を追加――ア、農地保有合理化法人,農協等,イ

、法人から物資の提供,役務の提供を受ける個人,

ウ、事業の円滑化に寄与する者(ただし,イ、及

びウ、の者の議決権の合計は4分の1,かつ,そ

れぞれは10分の1に制限)。

②農地保有合理化法人の農地等の権利取得を農

業委員会への届出制に。

2　1995年基盤強化法の改正

基盤強化法の改正は,ガット・ウルグアイラウ

ンド合意関連対策の一環として行われたものであ

り,農地保有合理化事業,農地保有合理化法人の

機能強化が中心であった。

①農地保有合理化支援法人制度

農地保有合理化法人の業務を支援する法人(民

法第34条法人)を全国に一を限って農林水産大臣

が指定。これまで同種の業務を行ってきた(社)

農地保有合理化協会が支援法人として指定され

た。

②農地保有合理化法人による農用地の買入協議

制度を創設。

3この時期のその他の農地関連法

農地制度に関連するその他の法律として,「特

定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法

律」(89年)及び「市民農園整備促進法」(90年)

が制定されている。これらは,都市住民等の市民

農園・家庭菜園等への関心や需要の高まりに対応

して農地法等の規制の特例を設けたもの。中山間

地域対策として「特定農山村地域における農林漁

19

業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法

律」(93年)が制定された。(法律内容はいずれも

省略)

(V)一般企業の参入へ――農地制度大幅改変

(21世紀初)

食料・農業・農村基本法で効率的かつ安定的な農

業経営の育成,農業経営の法人化が謳われ,これ

までタブー視されてきた農業生産法人の株式会社

形態について2000年農地法改正で道を開いた。そ

れにとどまらず,02年「食と農の再生プラン」(農

水省)の具体化に当っては,一般企業による農業

参入・農地権利取得の容認などの法改正や農業分

野での構造改革特区の検討が進められて,02年に

は構造改革特別区域法で株式会社一般に農地取得

(賃借権)の道を開いた(13)。経済界はこれに満足

せず更なる規制緩和を求め続け,基盤強化法,農

地法の改正等が矢継ぎ早に進められ,一般企業の

参入が農地制度上に位置づけられた。さらに農地

制度大幅改変(09年)に至った。

1　2000年農地法改正及び2003年基盤強化法の

改正

(1)2000年農地法改正

①農業生産法人の要件緩和

i)法人の形態に株式会社(株式譲渡制限のあ

るもの)を追加,ⅱ)事業要件を主たる事業が農

業(含関連事業及び林業等)であること(売上高

の過半)に緩和,ⅲ)構成員に,ア、地方公共団体,

イ、法人から物資の提供等を受ける者に法人を追

加及び法人に物資の提供等を行う者を追加(議決

権制限は従来どおり),ⅳ)業務執行役員要件を

農業(含関連事業)に常時従事する構成員が理事

等の過半に緩和。

②農業生産法人への是正勧告等

農業生産法人は毎年事業状況等を農業委員会に

報告,法人の要件を欠く場合の農業委員会による

是正勧告,立ち入り調査等を追加。

③小作料の定額金納制を廃止

戦後農地政策の中で賃貸借の近代化のメルク
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マールであった定額金納制が農地法から消え去っ

た。

(2)2003年基盤強化法改正

①農業生産法人の要件緩和(農地法の特例)

認定農業者たる農業生産法人は,関連事業者等

が出資している場合は議決権制限から除外。農業

者,農業生産法人以外の者(一般企業等)の議決

権は2分の1未満に制限。

②「特定農業団体」を担い手として育成

特定農業団体(当該団体の構成員から所有農用

地について農作業の委託を受けて農用地の利用集

積を行う団体ただし,5年以内に農業生産法人

になることが確実と見込まれるもの)を農用地利

用規定に位置づけ。

2　2002年構造改革特別区域法制定及び2005年

基盤強化法・農地法の改正

(1)2002年構造改革特別区域法制定――特定法

人制度

構造改革特別区域法(「特区法」)は,農地法を

穴抜きして,農業特区で一般企業等の農業参入,

農地の権利取得(リース方式)を認めることとし

たものである。

①特定法人の農業参入

特定法人(農業生産法人以外の法人)で,i)

1人以上の業務執行役員が耕作又は養畜の事業に

常時従事し,ⅱ)耕作又は養畜の事業が適正に行

われると認められるものは,地方公共団体等と協

定を結び(契約違反の場合は契約解除),②の貸

付事業主体から農地の借入が可能(農地法第3条

許可)。

②貸付事業主体

耕作放棄地等が相当程度存在する区域(特区)

において,地方公共団体(都道府県を除く)又は

農地保有合理化法人が,特定法人への貸付事業を

実施。

(2)2005年基盤強化法改正

①特定法人制度の全国展開

特区による農地法の穴抜きは地域の農業や土地

利用等への問題が生じる恐れがないとして,この

方式を全国展開すべく基盤強化法を改正したもの

で,以下のとおり。

i)特定法人貸付事業の新設――県の基本方針,

市町村基本構想で特定法人貸付事業を位置付け,

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)に特定法人貸付事業を実施,

ⅱ)仕組み,要件――特区の場合と同じ。

②担い手に対する農地の利用集積の促進

i)農用地利用規定の拡充――集落営農の組織

化,役割分担等の明確化,担い手に対する農地の

利用集積目標を明示等。

③農地保有合理化事業の拡大―― i)農業生産

法人への金銭出資 ⅱ)貸付信託制度を追加。

(3)2005年農地法改正

商法改正(会社法制定)に伴う農地法改正によ

り農業生産法人の形態は, i)農事組合法人,ⅱ)

株式会社(公開会社(会社法第2条第5号)でな

いもの),ⅲ)持分会社(会社法575条第1項,合

名会社,合資会社,合同会社)となる。

3　2009年農地制度大幅改変

今回の農地制度改変は,これまで以上に経済界

の圧力に乗ったものである。経済界の研究組織と

される日本経済調査協議会(日経調)の「農政改

革を実現する(提案)」(06年5月)に端を発し,

日経調の提案を受けた形で経済財政諮問会議(と

りわけ民間議員)が農地制度改革の方向を打ち出

し,規制改革・民間開放推進会議が追い討ちをか

け,農水省がそれらに沿った改革方向を打ち出し

た(最終的には「農地改革プラン」08年12月3日,

農林水産省)。国会に提案された「農地法等の一

部を改正する法律案」は,衆議院で修正可決され,

09年6月に参議院で成立。法律の目的を大幅に変

更するなど極めて大掛かりな,我が国の農地制度

を大きく改変する内容となっている(14)。

(1)農地法改正

①法律の目的の変更

「…耕作者自らによる農地の所有が果たしてき

ている重要な役割も踏まえつつ,農地を農地以外
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のものにすることを規制するとともに,農地を効

率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮

した農地についての権利の取得を促進し,…」

に変更。(第1条)

②農地の権利者の責務を追加

農地について権利を有する者は,「当該農地の

農業上の適正かつ効率的な利用を確保するように

しなければならない」。(第2条の2)

③相続等による権利取得の場合を届出制に(従

来は不要)。(第3条の3)

④農業生産法人の要件緩和

i)農業生産法人の構成員に農作業を委託して

いる個人を追加(議決権制限なし),ⅱ)議決権

制限を関連事業者の議決権の合計は4分の1以

下,法人の経営の改善に特に寄与する者(政令で

規定)が構成員の場合は,関連事業者の議決権合

計は2分の1未満に緩和。(第2条第3号)

⑤貸借の場合の許可要件を大幅に緩和

i)ア、借人が継続的かつ安定的に農業経営を

行うと見込まれ,イ、賃貸借等の契約書に適正に

利用しない場合の解除条件が付されており,ウ,

借人が法人の場合は,業務執行役員の1人以上が

事業に常時従事すると認められれば,許可(個人

の場合は自らが農業従事する必要なし)。ⅱ)継

続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認め

られる場合等で,当事者間で契約を解除しない場

合等は許可を取り消し。(第3条,3条の2)

⑥農地取得下限面積基準は農業委員会が設定

(従前は知事)。(第3条第2項)

⑦小作地所有制限の廃止,国による買収・売渡

制度の廃止,未墾地買収・売渡制度の廃止(譲

与制度は,附則第6条で存置)。(旧第6～15条,

36～43条,44～75条)

⑧農業生産法人に対する買収,その農地等の売

渡等は存置,条文整備(第6～15条)。

⑨賃貸借期間(民法第604条)の例外として最

大50年とする。(第19条)

⑩標準小作料制度の廃止,減額勧告制度の廃止

(旧第23,24条)。農業委員会が農地保有状況,借

賃等の動向,その他の農地関係情報の収集分析,
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提供等を行う。(第52条)

⑪利用権制度(薪炭林等の利用),草地利用権

制度の廃止。(旧第26～32条,75条の2～75条

の10)

(2)基盤強化法の改正

①農用地利用集積円滑化事業の創設

(i)事業の範囲――効率的かつ安定的な農業

経営を営む者に対する農用地の利用集積の円滑化

を図るための次の事業を実施――イ、所有者の委

任を受けてその者を代理して行う農地所有者代理

事業(農用地の売渡し・貸付,農業の経営,農作

業の委託),ロ、農地売買等事業,ハ、研修等事業。

(ⅱ)事業の実施主体(農用地利用集積円滑化

団体)――a)市町村,農協,一般社団法人・一

般財団法人(都道府県農業公社,市町村公社)は,

イ,ロ,ハの事業を実施。ただし,ロ,ハの事業は,

市町村,農協,市町村公社については事業規定承

認の際に従来の実績をみて可否を判断。b)その

他の営利を目的としない法人(営利を目的としな

い法人格を有しない団体で,代表者を定め,その

直接・間接の構成員からの委任のみに基づいてお

こなうものを含む)は,イ)農地所有者代理事業

のみ。(第4,6,11条の9～11条の12)

②農地保有合理化事業の整理

農地保有合理化事業の範囲は従来どおり。ただ

し,事業実施は都道府県農業公社のみ(都道府県

の基本方針で位置づけ,市町村基本構想から削

除)。(第4～7条)

制度創設以降40年にわたって我が国農業の構造

改革に多くのエネルギーを投入して,多大の成果

を挙げてきており,将来に向かってもその必要度

が低下していない農地保有合理化事業が,今回の

法改正によってその活動の場を多きく狭められる

こととなった。

③農用地利用集積計画

農地法改正で貸借についての許可条件を大幅に

緩和したことに対応して整備(貸借についての農

地法との整合,利用集積計画の取消し等)。(第

18,20条の2)

④特定農業法人



22

「農業経営を営む法人」に変更(従来は「農業

生産法人」),特定農業団体は,「農業経営を営む

法人になることが確実な場合」に変更(従来は「農

業生産法人」)。(第23条)

⑤特定法人貸付事業の廃止(貸借による場合の

農地法許可要件の大幅緩和関連)。

⑥遊休農地に対する措置の廃止(農地法に移

行)。

(4)農業協同組合法改正

農協の農業経営――地区内の農地等の利用増進

を図るために,農協,農協連合会が農業経営を行

うことが可能。(第11条の31)

(Ⅵ)農用地確保・農地転用統制

1農地転用規制・農地転用許可基準

(1)農地転用許可基準の制定(1959年)

農地法第4,5条は農地転用の許可権限と許可

手続き,適用除外を規定しているが,許可の基準

は定めておらず,許可の基準については,農地法

施行当時は「農地法関係事務処理要領」(農地局

長通達)で「許可の当否についての検討」項目を

挙げているにすぎなかった。このため,59年に「農

地転用許可基準対策協議会」(学識経験者,経済

界の代表,土地利用計画所管省庁の局長クラスで

構成)が許可基準を検討し,「農地転用許可基準」

(59年農林事務次官通達)が制定された。

その後,i)新たな都市計画法の制定(68年)

に伴って,「市街化調整区域における農地転用許

可基準」(69年)が定められ,ⅱ)米の生産調整

との関連で,70年に「水田転用についての暫定許

可基準」が定められて水田転用はこれによった(期

間5年間,71年に改正されて適用期限延長,76年

3月末で廃止)(15)。

農地転用許可基準は,89年に大幅に改正され(規

制緩和),98年には,地方分権化との関連でこの

許可基準が法定化された(農地法第4,5条に位

置づけ)。

(2)農地転用規制の推移

①市街化区域内農地の転用は届出制に(68年都

市計画法制定関連)。

②違反転用に対する措置(70年農地法改正)

違反転用等に対しては許可の取り消し,原状

回復命令等の是正措置を強化。

③地方分権の推進関連(98年農地法改正)

i)「農地転用許可基準」を法定化,ⅱ)許可権

限の移譲――4ha以下の転用は知事許可に。

④地方分権推進一括整理法による改正(99年)

機関委任事務制度の廃止,地方自治体の事務

区分(法定受託事務と自治事務),権限委譲の推進,

国の関与の縮減等が行われたが,農地法は「法定

受託事務」。2000年農地法改正――2ha以下の転

用許可は自治事務に。

⑤国,都道府県の転用に法定協議制の導入等(09

年農地法改正)

(i)国,都道府県の転用の協議制――国,都

道府県の転用,そのための権利取得を許可権限者

(知事,4ha超は農林水産大臣)との協議制(法

定協議制)にo

(ⅱ)農地転用事務の適正化――知事の転用事

務に対する農水大臣の是正要求。

(ⅲ)違反転用に対する行政代執行制度の整備,

罰則の強化。

2ゾーニング規制

高度経済成長後半期たる60年代後半,新しい都

市計画制度として都市計画法(68年,市街化区域,

市街化調整区域のゾーニング),地価対策の一環

として地価公示法(69年)を制定。これに対して,

農業サイドからの領土宣言的な法律として農業振

興地域の整備に関する法律(69年,農振法)が制

定されている。

(1)農業サイドからのゾーング規制(69年農振法)

農業振興を総合的に推進することを目的とする

地域計画制度。 i)農外との土地利用を調整し,

農業を振興する区域として農用地区域を設定,ⅱ)

農用地区域では原則として農用地以外の利用を制

限(市町村長による土地利用についての勧告,知

事の調停,農地等の転用の制限)。

この段階に至って,農用地区域での農外への転

用は,農地法の一筆統制と農振法のゾーニング(用
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途指定)の二重の規制がかかる仕組みが構築され

た。

(2)農用地区域の開発行為の規制(75年農振法

改正)

農用地区域内での開発行為は,知事の許可が必

要。農用地区域以外での開発行為が農振整備計画

の達成に支障がある場合は,知事は是正措置を勧

告。

3農用地確保・特定利用権・遊休農地対策

(1)農用地確保

①99年農振法改正――国が農用地等の確保に関

する基本指針を策定することを追加。

②09年農振法改正――確保すべき農用地の明確

化等

i)確保すべき農用地面積の目標の明記――国

の基本指針,都道府県の基本方針に確保すべき農

用地面積の目標を設定,達成状況の把握，達成の

ための是正措置。

ⅱ)農用地区域からの除外の厳格化――効率的

かつ安定的に農業経営を営む者の利用集積に障害

を及ぼす場合は,除外不可。国,地方公共団体の

開発行為は,都道府県知事との協議制(法定協議

制)。

(2)特定利用権制度・遊休農地対策

①75年農振法改正――特定利用権制度の創設

市町村,農協が農用地区域内で耕作放棄されて

いる農用地に特定利用権の設定を所有者に協議,

不調の場合に知事の裁定等。

②89年農用地利用増進法改正――遊休農地対策

のスタート

遊休農地の利用の増進の指導,勧告,農地保有

合理化法人による買入・借受け協議制度。

③93年基盤強化法――遊休農地に対する措置の

強化

農業委員会による遊休農地の利用増進の指導

市町村長による利用勧告,農地保有合理化法人に

よる買入・借受け協議制。

④03年基盤強化法改正――遊休農地に対する措

置の強化
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市町村長による特定遊休農地の通知,所有者等

からの利用計画の届出,届出を行わない場合は過

料(10万円以下),譲渡等のあつせんを受けたい

旨の届出があれば市町村長は農業委員会に通知,

利用関係の調整。

⑤05年基盤強化法改正――遊休農地対策・特定

利用権制度の導入

遊休農地対策の強化,特定利用権制度を基盤強

化法で位置づけた(農振法の特定利用権制度は廃

止)。

i)遊休農地対策を都道府県基本方針,市町村

基本構想に位置付け,ⅱ)農業委員会による遊休

農地に対する利用指導 ⅲ)市町村長による,特

定遊休農地の通知,農業的利用の増進に関する勧

告(遊休農地の買入・借受協議対象者に農地保有

合理化法人に加えて特定農業法人等を追加),ⅳ)

協議が整わない場合は知事の調停,調停案の受託

の勧告,調停案の勧告に従わない場合は知事の裁

定,裁定によって特定利用権(農地の耕作を目的

とする賃借権)を設定,v)遊休農地の管理に関

し,農地所有者等に対する措置命令(草刈等)を

制度化。

⑥09年農地法改正――遊休農地対策・特定利用

権制度を農地法で位置づけ

(i)遊休農地に対する措置,特定利用権制度(第

30～44条)――基盤強化法の条項を基本的に踏

襲(基盤強化法の関係条文は廃止)。

(注)

(1)農地調整法の制定に先行する時期の我が国の農地政策

を概括しておけば、以下のとおり。明治期に確立をみた

地主制は、以降は停滞期に入り、大正期(1910年代)か

ら小作争議が増加して20年代以降急増する。そうした中

で政府による小作権確立のための小作立法の企画・検討

が始まる(1920・大正9年小作制度調査委員会発足)。

だが、そこでの検討やその後の小作制度調査会(1923年)、

小作調査会(26年)での度重なる検討、さらには小作法

草案(1927・昭和2年)の企画、小作法案の帝国議会提

出(31年)、農地法案の帝国議会提出(37年)等の努力

にもかかわらず、地主勢力の抵抗を受けて挫折する。結
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局小作権確立の道を諦め、小作紛争は小作調停に任せる

とともに(1924年小作調停法成立)自作農創設維持のた

めの金融助成(自作農創設維持事業)によって事態を切

り抜ける道を選択する。そして、戦時体制下での農地調

整法の制定へと展開する。

(2)農地改革は、第1回買収(1927年3月)～第16回買収

(50年7月)で買収農地面積1,742千町歩(うち小作地1,705

千町歩)、被買収地主は在村個人地主1,251千戸、同法人

団体142団体、不在村個人地主1,120千戸、同法人団体25

千団体(在村、不在村に重複あり)に達した。他方で、

売渡農地1,899千町歩(含、所管換農地等国有地)、売渡

しを受けた農家は、市町村内居住者4,299千戸、市町村外

居住者448千町歩に達した(『農地等開放実績調査』、農

林省農地課、1956年)。

(3)農業委員会法は、1954年に「農業委員会等に関する法

律」に改正され、現在の3段階の組織となった。市町村

農業委員会は、行政委員会の組織と所掌事務を基本的に

存置させたが、都道府県段階の農業委員会は都道府県農

業会議に改変され、全国組織は、会員組織の全国農業会

議所を設けた。以後、法律改正を経ているが、農業委員

会機能は、基本的に維持されている。

(4)農地法制定に至る経過概要は、拙稿『日本の農地』(全

国農業会議所、03年)参照。

(5)農地法改正施行通達(62年7月、農林事務次官通達)

では、「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そこなうことのないような配慮

のもとに、家族農業経営がその経営規模を拡大しようと

する場合、あるいは農業協同組合が農地又は採草放牧地

の信託を引き受けてその農地等の有効利用を図り、農業

経営の改善に寄与しようとする場合等に必要な農地等

の権利移動を容易にすることが、法改正の趣旨である。

…農地法は、農地改革の成果を維持することを主眼と

して、農地等の権利移動の統制、小作地または採草放牧

地の所有制限、その他小作関係の調整等の措置を通じて

耕作者の労働の成果の公正な享受を確保することをその

基本としているが、この基本趣旨をそこなうことのない

よう、これとの調和を保ちながら適切な運用に努めるこ

と」としていた。

(6)1960年代を中心とする農地政策、構造政策の展開の詳

細については、拙稿「農地問題と構造政策の展開」(戦

後日本の食料・農業濃村問題編集委員会編『戦後日本

の食料・農業・農村-高度経済成長期Ⅲ』、農林統計協会、

2004年)を参照されたい。

(7)「構造政策の基本方針」が打ち出した農地制度改正の

具体的な内容は、i賃貸借の解除、解約、更新の拒絶の

制限を土地の流動化に資するよう適正化(合意解約、10

年以上の定期賃貸借の更新拒絶、裏作のみの賃貸借の解

約は許可不要)、ⅱ小作料統制制度の廃止、ⅲ小作地所

有制限の緩和、ⅳ保有面積の上限面積制限の撤廃と下限

面積の引き上げ、v農地移動の方向づけについては、公

的機関の設置は今後慎重に検討、当面、農業委員会のあっ

せん、土地取得資金の効率的な活用、ⅵ農協による経営

受託事業の創設、ⅶ農業生産法人の要件緩和、等であっ

た。

(8)営利を目的としない法人は、政令(第2条の2)では

市町村、農業協同組合、民法第34条の規定により設立さ

れた法人としたが、行政指導として都道府県段階の民法

法人が一元的に事業を実施するように指導した。なお、

農地保有合理化事業制度の推移、事業実績等については、

拙稿「農地保有合理化事業35年の軌跡一制度の展開と実

績―」(『土地と農業』NO36、全国農地保有合理化協会、

06年)参照。

(9)農地保有合理化促進事業の制度を農地法に位置づけた

経緯については、農地法改正同時に農地局長だつた中野

和仁氏の膿地保有合理化促進事業10年の歩み』(全国

農地保有合理化協会、1981年)での発言(40～42ペー

ジ)参照。なお、中野氏には09年6月に1970年農地法改

正を中心とした当時の農地制度・政策に関する行政の考

え方やその背景等を中心にお語いただく貴重な機会を得

たが、その際にもこの点が確認された(日本農業法学会

農地制度研究会が開催)。

(10)この点については、関谷俊作『日本の農地制度』243

～249ページ(農政調査会、2002年)に詳しい。

(11)これらの詳細は、農地制度資料編さん委員会『農地制

度資料、第3巻・構造政策と農地制度(その2)(上)』

(農政調査会、1999年)。

(12)これらの詳細は、農地制度資料編さん委員会『農地

制度資料(平成13年度)第1巻・新政策の策定と農業経

営基盤強化促進法への移行等(上・下)』(農政調査会、
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2002年)。

(13)構造改革特区制度を推進した当時の武部農相は、所有

権取得方式の採用を最後まで主張したとされている(農

地制度資料編さん委員会『農地制度資料(平成18年度)

第6巻・構造改革特区・農業経営基盤強化促進法の改正

(上)』27ページ(農政調査会、2007年))。

(14)この点に関する論考としては、原田純考「自壊する農

地制度」(『法律時報』81巻5号、日本評論社、2009年)、

同「農地法「改正」で日本農業はどうなるか」(『世界』

no792、岩波書店、2009年)。

(15)詳細は、農地制度史編纂委員会『戦後農地制度資料、

第9巻、農地転用規制と土地利用計画(上)』(農政調査

会、1987年)。

Ⅲ担い手の形成と農地流動化(概括)

(Ⅰ)担い手(政策対象)の形成と後退

1前提としての農家・農地の動向

戦前期(1940年)に548万戸であった農家が,

戦後の海外からの復員就農,入植等によつて50年

には618万戸にまで増加した(ピーク)。その後は

減少に転じて05年までの55年間に半数以上が離脱

して285万戸にまで減少している(対50年比0.46

水準,農家基準の変更等は無視)。09年の販売農

家は170万戸に落ち込んでおり,農家の減少傾向

は続く(表一1)。この離農農家の農地が担い手

に積極的に利用集積されておれば,我が国農業の

構造変動は相当程度進んだはずであるが,そうは

なっていない。農地面積・農地利用の後退が併進

しているのである。

農地面積は,戦前591万haあったものが,終戦

直後は532万haに減少した。しかしながら,その

後の戦後開拓,農地造成等によって回復して60年
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に607万haを記録した。だが,その後の経済社会

の発展都市化,開発促進的な経済運営に伴い,

今日までに膨大な農地が農外に転用された。と同

時に農産物輸入自由化等の外圧,農産物大量輸入

の下での「生産過剰」価格低迷・下落等農業生

産環境の著しい悪化の中で耕地の利用放棄が急速

に進んだ。09年の農地面積は461万haにまで減少

し(対60年比0.76水準),耕地利用率は92.6%(07年)

に落ち込み,耕作放棄地が39万ha(05年)に達

するといった危機的状況にある。

2担い手(政策対象)の形成と後退

農業環境悪化,農地の大幅減少が,我が国農業

の構造改革を抑制してきたことは間違いないが,

そうした中で戦後の構造政策の政策対象たる「担

い手」がどう形成され衰退したのか,その推移を

見ておく。(表-2)

(1)個別家族経営の推移

1)中堅自作農

農地改革後の農政は,創設された多数の自作農

を農業生産力推進主体として育成すること(農地

法制定段階では「中堅自作農の育成」)にあったが,

その自作農は50年356万戸から60年には455万戸に

増加した。だが,構造政策が本格化する「基本法

農政」以降は減少に転じ(70年424万戸,75年416

万戸),自作農主義農政から借地促進への政策転

換(70年農地法改正が転換点)以降は表舞台から

去っていく(統計基準でも自小作区分を廃止)。

2)自立経営農家

農業基本法で政策対象とされた「自立経営農家

」は,60年に52万戸存在した。だが,構造政策が

本格化する中でその数を増加させることなく推移

表一1農家及び農地の推移(全国)
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表一2政策対象としての個別経営農家

していく。結局,70年35万戸,75年46万戸,80年

24万戸,85年23万戸と変動しながら,我が国農業

の担い手としての位置を十分に確保しないままに

政策対象から外れていった。

3)中核農家

70年以降に政策対象と位置づけられた「中核農

家」は,75年に125万戸あった。だが,この中核

農家も増加に転じることなく減少の一途をたど

り,80年103万戸,85年87万戸,90年62万戸,95

年44万戸と落ち込んでいく。中核農家も政策対象

(担い手)としての位置を十分には占めることな

く表舞台から消えた。

4)認定農業者

最後に,今日の政策対象として位置付けられた

認定農業者,その育成は今日の農政の最重要課題

と位置づけられて,95年1.9万,2000年14.5万(う

ち法人0.5万),05年19.2万(同法人0.8万),09年

24.6万(同法人1.3万)と増加している。しかしな

がら最近の増加テンポは緩やかで頭打ち状況と

なっている。

ところで,基本計画がいう「効率的かつ安定的

経営」を農水省は「年間農業所得500万円以上を

実現している経営体」として推計している。それ

によれば,07年の販売農家で12.2万戸(うち水田

作1.5万,畑作1.7万,野菜作4.1万,果樹1.8万,花

卉1.2万,酪農0.8万),法人0.5万,任意組織が0.2

万にすぎない(1)。構造展望(2015年目標)の3

分の1程度の存在に過ぎず,目標達成までには相

当の距離と困難がある。

そうしたことからも,認定農業者に政策の焦点

を当てて,それら認定農業者を「効率的かつ安定

的経営」に発展させることが農政の急務なのだろ

うが,認定農業者は候補母集団が減少する中でそ

の数の確保と経営規模発展との両面において極め

て厳しい状況となっている。今後如何なる経過を

辿るのか予測しがたい。

(2)農業生産法人の推移

農業生産法人は,制度創設以来30年を経過して

も4千法人に満たなかった(70年代は2千法人程

度,80年3,179法人,90年3,816法人)。それが,90

年代以降は"多様な担い手"議論の中で農業生産

法人の要件緩和が大幅に進められたこともあっ

て,急速に増加して今日では1万法人を超えた(95

年4,150法人,05年7,904法人,08年10,519法人)。
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表一3農業生産法人の推移

以下,その組織形態等についてみておく。

①組織形態別制度創設から70年頃までは,

農事組合法人と有限会社形態が並進したが,90年

代以降は有限会社の設立が多くを占め,08年には,

農事組合法人2,694法人,特例有限会社6,896法人

といった状況にあつた。株式会社形態は2000年農

地法改正以降登場するが,05年の会社法制定以降

は有限会社の株式会社への移行等もあり,今後は

会社形態の圧倒的部分を株式会社が占めることに

なる。(表-3)

なお,集落営農組*$13,436組織のうち農業生産

法人は1,731組織あるが,法人の組織形態等の内

訳は不明である(後述)。

②経営部門別80年以降は畜産が米麦作を上

回って推移,95年には畜産1,510法人,米麦作803

法人であった。だが,21世紀に入ってから米麦作

が大幅に増加して,06年2,270法人,07年2,918法

人,08年3,581法人と推移している(畜産は08年

で2403法人)。この米麦作の増加は,i)近年は

水田作集落営農の法人化が進んでいたが,06年以

降は水田・畑作経営所得安定対策(品目横断的経

営安定対策)への対応で集落営農組織の法人化に
一層の拍車がかかつたこと,ii)ほ場整備事業の

助成条件を満たすための農地流動化が進められて

おり,その受け手(担い手)としてかなりの地域

で法人化が進められていること(2),等が作用し

ているのであろう。なお,「その他」が増加して

いるが,これは表出の部門がいずれも50%に満た

ないもの,あるいは花卉,工芸作物などの表出以

外の部門のものが含まれている。この農業生産法

人に関してはさらに踏み込んだ構造分析が必要で

あるのだが,それを可能にするデーターは公表さ

れていない。現在のところは個別実態調査に委ね

るしかない(3)。

(3)一般企業の参入
一般企業の農地リース方式による農業参入に関

しては,02年構造改革特区法で穴を抜き,05年基

盤強化法改正で「特定法人貸付事業」を仕組んだ。

さらに,09年農地法及び基盤強化法の改正によつ

て,借地による農業経営であれば大企業であれ,

個人であれ一定の条件を満たせば事実上自由に参

入出来ることとなったことから,今後は一般企業

の農業参入が多様に進むことも予想される(「特

定法人貸付事業」は廃止)。

現在参入している企業について見ておけば,以

下のとおり。

①参入企業総数・参入県参入総数は06年

156法人,07年206法人,08年281法人と増加して
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09年に349法人,参入市町村173(いずれも3月現

在)。参入法人が20法人を超える県は5県(長野

31,鹿児島31,青森29,新潟28,島根27),全く

参入無しが10都府県(栃木,群馬,東京,滋賀,

京都,大阪,徳島,福岡,佐賀,宮崎)である。

②組織形態別・本業の業種別一組織形態別に

は株式会社191,特例有限会社89,NPO等69。

本業の業種別には建設業125法人,食品会社72法

人,その他144法人,その後農業生産法人に移行

したもの8法人である。

③経営部門と借入農地――経営部門別では米麦

等62,野菜131,果樹53,畜産7,花卉・花木10,

工芸作物13,複合73であり,野菜部門に特化する

傾向にある。借入農地面積合計950ha,うち遊休

農地287ha,遊休化の恐れがある農地237haであ

る。

農地制度改変によって進む農外企業の農業参

入,これらの実態を総合的かつ正確に把握・分析

することが今後の農地制度検討上も不可欠であ

る。農業生産法人調査も含めて総合的,詳細に分

析できる調査体系が早急に確立されることを期待

したい。

(4)特定農業団体,集落営農組織

1)特定農業団体

特定農業団体は全国で1,843団体(09年3月),

地域別には,北海道2,東北675,北陸200,関東

76,東海15,近畿432,中国159,四国66,九州

218団体であり,集落営農組織が多く存在する地

域に分布している(特定農業団体の規模の情報等

は現在のところ不明)。なお,これまでに特定農

業団体から農業生産法人に移行したものは89法人

である。

2)集落営農組織

①集落営農組織(表-4)は,09年には13,436

組織に増加している(05年10,063,07年12,095,

08年13,062組織)。うち法人1,802組織(農事組合

法人1,518,株式会社276,持分会社8),非法人

11,634組織。地域別には,東北(2,981組織),北

陸(2,079),近畿(1,767),中国(1,767),九州(2,525)

で多く存在している。集落営農の増加は,水田・

畑作経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)

への対応が起爆剤となっていることは間違いな

い。水田・畑作経営所得安定対策への加入は,加

入済み7,194組織(53.5%),加入予定441(3.3%)。

②集落営農組織のうち農業生産法人化したも

の1,731(12.9%,組織形態,経営部門等は不明),

農業生産法人化を計画5,867(43.7%)であり,集

落営農の農業生産法人化が今後もかなり進むと見

込まれる(09年農地制度改変で「農業経営を営む

法人」にとどまるものも相当増えると予測される

が)。

③13,436組織の農地集積面積は50.2万ha(経営

表一4集落営農組織の現状(09年,全国)
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農地37.8万ha,作業受託12.4万ha)に達しており,

構成農家54万戸,関係農業集落2.75万集落である。

④関係農業集落数規模は,1集落が75.3%と

圧倒的であり(2～3集落14.6%,4集落以上

10.1%),組織戸数は,20戸未満が34.8%,20～

39戸が35.5%,40戸以上が29.7%と3等分されて

いる。集積面積規模分布は,20ha未満42.4%,20
～50ha40.2%,50～100ha12.1%,100ha以上規

模5.5%である。

大まかにいえば,集落営農組織の規模は,1集

落の範囲で組織され,構成員戸数40戸未満,集積

面積規模50ha未満といったところが平均的な姿

である。

⑤集落営農組織の経営体制状況は,規約・定款

整備率は当然ながら94.0%と高い。経理の一元化

は60.8%であるが,集落の営農の一括管理運営は

28.8%と低くなる。

以上見たように,集落営農組織は必ずしも成熟

している段階にはないが,我が国農業において相

当の位置を占めるようになってきている。
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(Ⅱ)農地流動化・担い手への利用集積

変化の特徴

1農地移動総量の変化

ここでは構造政策の展開とかかわっての農地移

動の変化を概略整理するにとどめる(4)。農地法

制定以降の1953年から07年までの55年間の農地移

動には以下のような変化が確認できる(表―5)。

(1)自作地有償移動(売買)

自作地の売買総量は55年間に延べ24&7万ha,

この半世紀の問に農地面積の半数が売買市場に放

出されたことになる。だが,90年代以降は年間

3万ha程度に落ち込み,構造改革への寄与は相

当低くなってきている。なお,農地保有合理化法

人が市場に介入(取得と売渡)することによって,

農家の放出分に合理化法人の売渡分(過去の取得

分=過去の農家売却分)が上乗せされるために,

農家の実質放出量にその分が水増しされる。構造

分析に当っては,こうした農地移動の構造を正確

に把握しておく必要がある(5)。

(2)賃貸借(設定・終了・解約)と小作地移動

①利用権の設定――75年以降の33年間に212.6

万ha,農地移動・規模拡大の中心的位置を占める

表-5農地移動の推移(全国)
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ようになつた(06,07年と大幅に増加,水田・畑

作経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)

の影響であろう)。なお,この中には利用権の再

設定分(07年全国で41,147ha)が含まれること(農

地保有合理化法人が長期借入した農地について

も,貸付に当たっては転作の調整や農地利用の集

団化を促進するために1年単位で貸付を繰り返し

ている場合がある),農地保有合理化法人の売渡

予定者への一定期間の貸付を含むこと,等に留意

する必要がある(注5参照)。

②賃借権設定(農地法許可)――55年間に26.1

万ha程度設定されたに過ぎない。戦後の強固な

賃借権保護の農地法統制の下で,その後の賃貸借

規制大幅緩和(70年農地法改正)以降も利用権設

定が圧倒的となる中で,農地法許可による賃貸借

は年間5千ha程度で推移しているのである。

③利用権の終了――利用権は期間の満了ととも

に権利が消滅するが,この利用権の終了は,利用

権制度発足以降の33年間に84.7万ha,最近は年間

6万haに達しており,利用権設定の増加に比例

して今後も大幅に増加していく。

④賃貸借の解約(農地法)――55年間に49.7万

haに達する。かつては農地改革残存小作地が相

当量を占めていたこともあって,賃貸借の解約は

年間4千ha程度と極めて少なかったのだが,70

年以降の賃貸借規制の大幅緩和,利用増進制度の

創設等の流れの中で,解約が大幅に増加している。

さらに留意すべきは,最近では利用権の中途解約

が大幅に増加しており,利用権の中途解約も含め

て年間3万ha近く解約されている。利用権の終

了と合せて年間9万haの貸借が消滅しているの

であり,今後も大幅に増加していくこととなる。

このように利用権・賃借権の設定は見かけ上は

大幅に増加しているが,その消滅量も急激に増え

ている。このため,農地法による賃借権も含めた

実質的な構造変動寄与量は,今日までの累計で

104.3万ha程度に目減りする(利用権の設定212.6

万ha+賃借権の設定26.1万ha-利用権の終了84.7

万ha-賃貸借の解約49.7万ha)。この点はこれま

でも拙稿で繰り返し指摘しているが,見かけの数

字で議論しては過ちを犯す。

⑤小作地所有権移転(小作人による自作地化)

この55年間に28.3万haが小作人へ所有権移

転された(小作人による自作地化)。50年代には

残存小作地の解消を中心に年間2～1万ha程度

あった小作地所有権移転も,60年代に入ると減少

に転じる。さらに,70年代以降は大幅な減少となつ

て21世紀初頭には1千haを切り,最近では200ha

前後/年にまで激減している。かつては耕作者の

権利が強固であつた賃借権も,今日では極めて緩

やかな権利へと変容しているのである。

(3)自作地無償移動・使用貸借

①自作地無償移動(贈与)――60年代は年間2
～3万ha程度で推移していたが,76,77年に経

営移譲年金受給に伴い年間7万ha超に増加。そ

の後は使用収益権の設定による同一世帯内経営移

譲が可能となったことに伴い減少していった。さ

らに,2000年以降はこの贈与が年間1万ha程度

へと大きく落ち込んでおり,農業経営環境の著し

い悪化等の中で,生前贈与の動機も大幅に落ち込

んでいるのではないか。

②使用貸借――70年代初までは年間1～4千程

度で推移。77年以降は経営移譲年金受給に伴う使

用貸借の大幅増加もあって80年代半ば～90年初

は年間7～8万haに増加したが,最近では4万

ha程度に減少している。その中で,経営移譲年

金受給以外を理由とする使用貸借が増加すると

いった新たな動きが見られる(高齢化,農業生産

環境悪化等の中で,タダでも良いから誰かに作っ

てもらいたいといった農家の増加)。農業経営が

一層困難となってきていることが,この使用貸借

の増加といった側面からも確認できる。

2農地集積の階層変化

(1)自作地売買

1)都府県

66年当時は,平均規模1ha程度の農家相互間

の取引が圧倒的であり,自作地売買面積3.8万ha

の半数が1ha未満層の取得であった(2ha未満

層までで86.4%)。3ha以上層の取得は4.0%に過
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表-6自作地売買・経営規模別取得面積(除く交換)

ぎず(うち5ha以上層は1.1%),自作地売買を通

じての構造変化は微弱であった。その後,順次

規模の大きい階層の取得割合を高めて,3ha以

上層の取得割合は80年12.2%,95年24.6%(うち

5ha以上層13%),07年36.0%(うち10ha以上層

10.8%)と,この40年間に上層取得の割合が相当

高まった。とはいえ,07年で1ha未満層の取得

が32.9%を占めている。なお,農地保有合理化法

人の取得(市場介入)は1割程度である(表-6

注③及び前出注5参照)。

2)北海道

66年では売買量3.2万haの取得の中心は5ha前

後層であり(3～10ha層の取得が60.6%),この

層での構造分解が急速に進んだ(20ha以上層の取

得は2.1%)。さらに,80年には5～20ha層(43.3%)

と20ha以上層の取得(41.0%)が圧倒的となり,

5ha未満層の取得は大きく後退(15.7%),構造

変動が急速に進む。95年には,自作地売買量が1.3

万haに減少する中で,上層の取得割合が一層高

まり,20ha以上層が57.0%を占め(うち50ha以上

層22.2%),10ha未満層の農地取得は大幅に後退

している。

2000年代に入ると北海道の自作地売買は再び増

加に転じて07年には2.0万haとなり,うち最上居

たる50ha以上層の取得が40.7%と高い割合を占め

ている。他方で,農地売却(07年,非表出)は,

30ha以上層が20.3%(うち50ha以上層が12.6%)

を占める。規模拡大を積極的に進めてきた北海道

の上層も困難を抱えてきており,経営が安定的と

は言えず,新たな構造変動が起こりつつあると見

られる。

なお,北海道の自作地売買量(農家の売却分)

の45%に農地保有合理化法人が介入している(表

-6注③及び前出注5参照)。

(2)利用権設定

1)都府県

既に見たように,利用権設定面積は増加傾向を

たどり,07年には都府県で10.2万haの利用権設定
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表一7利用権の設定(賃貸借のみ)・経営規模別借入面積

面積を数えるに至った(賃借権のみ,農地保有合

理化法人の売渡予定者への利用権設定分を含む,

注5参照)。

この利用権の上層への集積は,80年には総設定

面積2.3万haのうち3ha以上層は12.6%を占める

に過ぎず,2ha未満層が利用集積の中心階層で

あった。それが,95年には3ha以上層が40.4%(う

ち5ha以上層が21.5%)と上層の集積シエアーが

大きく伸びている。

さらに,07年には統計で把握している最上層た

る10ha以上層が28.3%を占めており(5ha以上層

では49.7%),この間の利用権による利用集積構

造が大きく変化したことを示している(1～3

ha層は29.4%にシェアー低下)。ただし,利用権

の再設定面積2.5万haが含まれるので(その大部

分は同一人への再設定),構造分析上はそれを考

慮して分析する必要があるが,分析できる詳細な

データーがない。

2)北海道

かつては,北海道の農地移動は離農・農地売却

が農地移動の太宗であったが,今日では利用権設

定が5万haを超えるといった農地移動構造に変

化している(賃借権,農地保有合理化法人の売渡

予定者への利用権設定分を含む,注5参照)。

そして,その借り手の中心階層は,80年は20ha

前後層(10～30ha層で47.3%)であった(30ha

以上層は27.5%)。それが,95年には30ha以上層

が集積面積の38.6%を占める状況へと上層の利用

集積が進んだ。

さらに,07年には最上居たる50ha以上層が借

り手の中心(集積シエアー31.0%)を占める構造

へと変化している(30ha以上層で52.3%)。ただし,

利用権の再設定面積が1.6万haあり,構造分析上

留意が必要である。

3「担い手」への農地利用集積

農地移動は,確かに上層集積へと進みつつある

が,いわゆる「担い手」への集積はどのように進

んでいるのか。

表-8「担い手」が経営する農地面積
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食料・農業・農村基本計画の「農業構造展望」(05

年)では,2015年には「効率的かつ安定的な経営」

(含集落営農経営)の農地利用が7～8割になる

と見込んでいる。

この「効率的かつ安定的経営」は,前述のと

おり12.2万戸程度存在すると推計されているもの

の,それらの農家がどの程度の農地利用集積を行

なっているのか,明らかになつていない。これに

代えて認定農業者等(「担い手」)が経営する農地

面積が把握されている(表-8)。

この認定農業者への利用集積面積は,05年86

万ha(対合農地割合17%)から,認定農業者の

増加とともに増えて,2000年134万ha(同28%),

06年で198万ha(同42%)となっている(うち認

定農業者等186万ha,集落営農12万ha)。だが,

この認定農業者の経営規模は,平均的には「効率

的かつ安定的経営」として展望している経営規模

よりもかなり小規模経営である。データーがやや

古いが,水稲作の北海道12.9ha,都府県5.8ha,酪

農の北海道45.Oha,都府県4.6ha,路地野菜作の全

国4.7ha,果樹作の全国3.8ha程度である(6)。この

距離を埋めるのは至難であろう。

この担い手が占める割合が今後どう推移するの

か,総体として「効率的かつ安定的経営」まで発

展し得るのか,認定農業者増加テンポの鈍化の現

状,政権交代による農政変更,今後の構造政策の

方向,農地制度運用のあり様等不確定要素も多く,

多様に作用するために見通しは極めて不透明であ

る。

おわりに

以上に見るように,連綿と続けてきた構造政策,

その現在までの到達点は目標とするところから相

当の距離がある。これまでも計画目標はしばしば

変更を繰り返して,目標達成が次々と先延ばしさ

れてきた。それが我が国での構造政策の歴史でも

あった。

09年農地制度改変によって,40年間の長期にわ

たり農地保有の合理化,農業生産の発展,農業構

造改革に中心的な役割を果たしてきた農地保有合
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理化事業が大幅に縮減される。農地利用集積円滑

化団体は,未知の世界へ漕ぎ出していく。加え

て,ここに来て政権交代・民主党農政のスタート

にあって,戸別所得補償の導入が進められるとと

もに,自民党農政の下で進められてきた構造政策

の見直し,農地流動化関連予算の大幅な削減など

政策方向はかなりの修正が見込まれる。さらには,

食料・農業・農村計画の改訂作業が進められている

のであるが,それが如何なる方向を指し示すこと

となるのであろうか。新政権の基本スタンスが問

われることとなる。

戦後我が国農業が辿ってきた歴史,いま置かれ

ている状況を見たとき,構造政策一本やりでも我

が国農業の総合的な生産力発展は覚束ない。かと

いって,戸別所得補償を進めれば総合的な発展が

期待できるかといえば,そうとも言い切れない。

政策決定に当たって,理念のみ,霞ヶ関からの望

遠,思い付きの政策では展望は開けないであろう。

我が国農業,農村に対する高いレベルでの冷静か

つ客観的な分析に基づいた政策決定が不可欠であ

る。

いずれにしても,国家自立の基本たる農業,農

地,農村の発展の道筋を明確にして,それに適合

的な政策をどう構築するのか,どう具体施策とし

て展開できるのかが問われているのである。そこ

に立ち返って,行政はもとより政党,関係機関,

農業団体,研究者等も検討を深める必要がある。

さらには,これはより重要な点であると思うが,

生産力推進主体たる農業者や地域の主体から農

業,農地農村に係る様々の政策についての種々

の意見真っ当な要求,さらには将来展望が出さ

れてくること,そして,それらの多様な要望等を

政府や地方自治体が真摯に受け止めて,取捨選択

して政策に反映させていくこと,かつ安定的持続

的な政策を遂行することが求められているのでは

ないか。

(注)

(1)農水省「農業の担い手をめぐる現状と農業経営体の育

成・強化の方向について」(09年7月,食料・農業・農村政
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策審議会企画部会資料)。

(2)拙稿「農用地等集団化事業に見る構造改革機能」(全

国農業会議所『農政調査時報』NO560,2008年秋)。

(3)例えば田代洋一『集落営農と農業生産法人』(筑波書房,

2006年)。

(4)農地移動に関する詳細分析は前出「土地と農業NO

39」の拙稿を参照されたい。

(5)農地保有合理化法人の農地市場への介入は,売買では

取得,売渡の2度あり,さらに売渡までの保有期間中に

売渡予定者に一定期間貸し付けるのが一般的である。し

たがって売買市場では農家の放出分に合理化法人の売渡

分(過去の取得分,07年都府県1,818ha,北海道5,358ha)

が上積みされ,見かけの譲渡面積が大きくなる。した

がって,07年の農家の放出面積は全国で24,828ha(都府

県10,330ha,北海道14,498ha)に減少する。また,合理

化法人が取得した農地の全てを売渡予定者に貸し付けた

とすれば,その面積は都府県で1,320ha,北海道で6,481ha

となる(売渡段階で賃貸借は消滅)。構造分析に当っては,

こうした農地移動の構造を正確に把握しておく必要があ

る(前出,『土地と農業』NO36,NO39の拙稿参照)。

(6)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-変更の論点と方向一』(農林

統計協会,2004年)。


