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　　農地行政における農地価格評価算式の展開

一経営再生支援事業・「買入価格査定基準」作成に関連してー

　2009年度から農地保有農地保有合理化事業に経

営再生支援事業が追加された。「農業経営を営む

ことが困難となった農業者の経営再生や，その農

用地等及び農業用施設等の円滑な承継を図るため

に行う」事業である。この事業の柱のひとつが［買

入価格の査定］（農業経営が困難となった農業者

の農用地等を，農地保有合理化法人が買い入れる

場合,適正な買入価格を査定すること）である（後

述）。

　農地保有農地保有合理化事業を実施する場合の

農用地等の買入価格は，一般的には「近傍類似の

土地の通常の取引の価格に比準して算定される額

を基礎とし」としているのであるから (いわゆる

「時価主義」といえる),経営再生支援事業での「買

入価格の査定」は，"時価主義ではない買入価格

を算定することを求めているのだ"。と考えるべ

きである。

　このため，令国農地保有合理化協会は，経営再

生支援事業を推進するに当って，「買入価格査定

第三者委貝会」を立ち上げ（小生も参画），この

第三者委員会において買入価格査定基準（［農地

価格算定方式］）を検討・作成したところである。

　我が国農地行政において，農地全般に価格統制

的な政策が実施されたのは，第２次世界人戦中の

1941年の「臨時農地価格統制令」から戦後農地改

革が概ね終了した1950年７月までであった。統制

的な農地価格政策は｡その政策遂行の困難さから，

その後は必ずしも本格的な議論がなされず，以降

は事実上諦められて既に長い年月を経過してい

る（政府買収対価としての統制的な地価政策は，

1970年10月まで残ったが）。

　また，地代政策は, 1939年の小作料統制令に始

まり.農地改革期の農地調整法を経て，農地法へ

と引き継がれたが, 1970年に統制小作料制度は廃

７

止された。それに代えてスタートした標準小作料

制度も2009年農地制度大改変によって終止符を

打った。

　こうして，我が国の農地政策から地代政策も地

価政策も消滅してしまった。そして今や，我が国

の地代政策や地価政策に関しては，農地行政担当

者の記憶からも消え去ろうとしている。この記憶

の彼方へと去っていく地代政策・地価政策に関し

て一定の整理をしておくのも，農地問題に長期間

関わってきた者の責務であるのではないかと，私

は思っている。

　本稿では，まず, ①我が国の農地行政において

農地価格評価算式が如何なる展開過程をたどって

きたのか，その歴史過程を辿る。次いで，�農地

価格と関連の深い地代政策の展開について述べ

る。そのうえで，③経営再生支援事業における買

入価格査定基準の検討結果について概略みてお

く。なお，①では近代国家へと歩みはじめた我が

国での全国統一的な農地価格評価手法の出発点と

もいえる地租改正での農地価格評価算式に言及し

ておく。

Ｉ　農地行政における農地価格評価算式の

　　展開過程

はじめに

１　明治維新・地租改正での農地価格算式

　我が国の歴史において農地価格算式（その中心

は，あくまでも水田のそれ）が登場するのは，明

治維新での地租改正であったといえる。

　300年に及んだ徳川封建体制が崩壊して。我が

国は近代国家へと歩みはじめ（明治維新･1868 (明

治元）年）。近代統一国家としての体制を徐々に

整えていくのであるが。明治維新は，政治体制の

改革とともに経済改革が重要な柱となる。その中

でも土地改革と位置づけられる地租改正は，最重

要の政治課題であった。それは明治政府が国家運



営の基本財源確保を先ずもって地租の安定的徴収

に求めたことと深く関わっていた。この時期，明

治政府の岡家財政の地租への依存は高く，1873年

の国家総歳入8.550万円のうち，地租収入は6,060

万円(71%)を占めていた。

　太政官布告(1868年12月）は，「拝領地並二社

寺地ノ外村々ノ地面八素ヨリ都テ百姓持ノ地タル

ヘシ」して，農民の上地所有を全面的に容認する

方向を示したのである。ただし，租税の徴収その

ものは当面は「諸国租法八旧慣二依り可申」(1868

年８月太政官布告）としており, 1871年に廃藩置

県と同時に布告された懸治条例においても当面は

旧慣によるとされた。そして，地租改正に向けて

　1873 (明治６）年,地租改正条例が布告されて，

地租改正の実施へと向かう。この地租改正条例の

別冊「地方官心得書」の「地租改正検査例」として，

わが国最初の公定の地価評価算式が登場する  。

　この「地租改正検査例」によれば，地租改正に

おける地価（水田価格）は，以下のように算定さ

れている。

　①自作地の場合［第１則］― 田１反当たり

収穫米1.6石・粗収益４円80銭 (1石3円で計算）

－種籾肥代72銭－（地租１円22銭４厘 + 村入費40

銭８厘）＝残金２円44銭８厘。

　この残金（２円44銭８厘）を，たとえば６分の

利と見做すと（６％で資本還元すると）,地価（水

田価格）は40円80銭となる，といった計算である。

　なお，地租は，地価40円80銭の100分の3＝１

円22銭４厘, 村入費は，地租の3分の1 ＝40銭８

厘とされている。

　②小作地の場合［第２則］―　田１反当たり小

作料1.088石・３円26銭4厘 － (地租１円22銭４

厘十村入費40銭８厘）＝残金１円63銭２厘。

　この残金（１円63銭２厘）を，たとえば４分の

利と見做すと（４％で資本還元すると）40円80銭

となる，と計算されている。（表-Ⅰ-1)

　ここでの収益地価計算は，自作地の場合は，粗

収益から種籾肥代と地租・村人費を控除した残額

－それは労賃も剰余も未分離な自作農が手にする

全所得，収穫物の51％相当―の資本還元値を自作

地価格とするといったものであった。コストとし

ての労賃や利潤といったことは顧慮されていな

かったとみてよいであろう。

　地主の場合は，収穫物の68％に及ぶ現物地代か

ら地租・村入費を控除した残額（収穫物の34 %)

の資本還元値が地主採算地価となる計算である。

　1) この農地価格算式では，収穫高（粗収益）

の34％が地租･村入費であり，小作地の場合には，

小作料が収穫高の68％を占めるといった高率・高

額であることを前提に計算されている。それは江

戸末期の貢租や年貢水準をいわば前提としての農

地価格算式であったといえる。

　すなわち，前述のとおり明治初期の国家財政の

表-Ⅰ-1　地租改正検査例における農地価格

資料：『農地改革顛末概要』,『戦後の農地行政の展開各論)一農地政策における農地価格算式の展開』

１－１　地租改正での農地価格評価算式

 1－2　農地価格算式の持つ意味

の準備が進められていった（詳細は省略）   。(1)

８

(2)



農地行政における農地価格評価算式の展開

財源の中心を占めたのが地租であった。地租改正

は，この国家財源を確実に徴収するために土地に

ついての私的所有権を容認したところの土地改革

であったのであり，江戸末期の貢租水準を前提と

しての収穫高の34％に達する地租・村入費は, い

わば当然の前提であったといえよう。地租は地価

の３％といった計算は，従来の貢租水準を維持し

つつ，それを地価に対する割合で示し，全国一律

的に運用するための便法であったともいええる。

　したがってまた，そこでは，既に発生していた

実質上の地主小作関係(3)を改革するとか収穫高

の68％に達するような高額・効率の小作料水準を

変更するような政治力学が働く余地もなかったと

いえよう。

　2) 地租改正条例における地価の概念は，上地

品位等級別課税標準であった。「地価トハ地租ヲ

徴収スルタメニ法制上定ムルトコロノ土地ノ位価

ナリ故二売買スヘキ価値卜同視スヘカラス］（主

税局「地租便覧」，明治19年）とされていた。そ

うではあったが，明治政府が生産手段たる農地に

ついて，所有権を確定し，白由な売買を認め。農

地についての収益価格算式を示し，それによって

農地価格を確定していったことは，土地制度上の

画期であったといえる。

　3) 地租改正における地価の確定は，課税標準

としてのそれであった。したがって，実勢地価の

動向にかかわらず，この地価水準は政策判断とし

て1885（明治18）年まで据え置かれ，さらにその

後も特別な場合を除き据え置かれて, 1931 (昭和

6) 年に地措法が制定されるまで全面的な変更は

行われなかった。

 ( 1 )課税標準を賃貸価格に変更する理由

　1931年に地租法が制定された｡地租法によって，

地租の課税標準が,地租改正以降存続してきた「課

税標準としての地価」に代えて「土地台帳に登記

シタル賃貸価格」に変更されたのである。そして，

「賃貸価格八貸主が公課，修繕費其ノ他土地ノ維

持二必要ナル経費ヲ負担スル条件ヲ以テ之ヲ賃貸

9

スル場合二於テ貸主ノ収得スヘキー年分ノ金額ニ

依り之ヲ定ム」（第８条）とされた。

　このための土地賃貸価格調査が1926. 27年の

２ヶ年にわたって実施されており，その結果をふ

まえて課税標準が地価から賃貸価格に切り替えら

れた。その理由については，概略以下のように説

明されている。

　当初, 政府が検討した方法は，３案あった。

・第１案　収穫主義一土地の収穫価格から公

　課，耕作費等を控除した後の純益を相当金利

　で還元した価格を，地租の課税標準とするも

　の。

　・第２案　売買価格主義一土地の売買価格

をもって，地租の課税標準とするもの。

　・第３案　賃貸価格主義一土地の賃貸価格を

もって，地租の課税標準とするもの。

　そして, 検討，慎重審議の結果, 土地の賃貸価

格を地租の課税標準とすることが最も適当である

とした。その理由として｡次の３点をあげている。

　①収穫主義は，土地の負担力に適応した課税を

なし得るが，その調査が最も困難で，かつその計

算が複雑である。売買価格主義は，調査は比較的

容易であるが。土地の売買価格は必ずしもその賃

貸料又は収益に比し，高低するものではないか

ら，収益税たる地租の課税標準としては不適当で

ある。

　②地租は営業収益税及資本利子税と同じく，所

得税に対する補完税として，これによって資産所

得重課の目的を達成しょうとするものである。即

ち地租は農業たる企業利益に課税するものではな

く，土地それ自体の資産収益に課税するものであ

り。企業収益を包含する収穫よりは，これを含ま

ない賃貸価格を課税標準とすることを可とする。

　③賃貸価格は，その実例賃貸料を基礎として評

定し得るものであり，その調査は比較的容易であ

（附）地租法の制定と土地賃貸価格調査

る　 。(4)

（２）地租法のその後

その後。地租法の「賃貸価格」は，土地台帳法の

制定(1947年３月31日）に伴い，土地台帳法に移

される。さらに，土地台帳法の改正(1950年７月



31日）に伴い，土地台帳法の賃貸価格の制度が廃

止された。これによって。「土地台帳法に依る賃

貸価格」に依拠したところの，農地調整法による

農地価格統制や自作農創設特別措置法での農地買

収は根拠を失うこととなった（後述）。

　なお，税制は，シャープ勧告による地方税法の

改正によって,賃貸価格制度を基礎とする地租（国

税）は廃止されて，時価による固定資産税（市町

村税）が創設される。

（注）

 ( 1 ) 地租改正等の概要に関しては拙稿「日本の農地」第２

　　章（平成15年，全岡農業会議所）参照。

 ( 2 ) ここでの記述は，農地改革記録委貝会『農地改革顛末

　　概要』（昭和26年，農政調査会），内閣総理大臣官房臨

　　時農地等被買収者問題調査室「戦後の農地行政の展開

　　過程（各論）一農地行政における農地価格算式の発艇

　　－」（昭和39年）を参考としている。

 ( 3 ) 我が国の小作地平は，明治6 (1873)年には既に31％

　　に達していた。また地租改止時には既に,本問家ｎ】』

　　形・酒田），白瀬家（新潟）。市島家（|剛等の1･町歩

　　前後の巨大地主が形成されていた。

 ( 4 ) 前出f戦後の農地行政の艇開過程（各論丿一農地行畋

　　における農地価格算式の発展-J. 12～13ページから

　　引用・要約。

２　地主制下・自作農創設維持事業での農

　　地価格算式

２－1　自作農創設維持補助規則(1926年）での

　　　地価算式

らには小作調査会(1926年設置）での検討が続け

られ, 1927年・小作法草案｡1931年・小作法案の

議会提出，1937年・農地法案の議会提出等の数次

にわたる立法化が企画された。

　にもかかわらず，地主層の反対によって小作法

の立法化は挫折する。結局は，農地政策は小作権

擁護のための立法化の道を諦めて，小作紛争は小

作調停に委ねるとともに(1924年・小作調停法成

立),　自作農創設維持のための金融助成によって

事態を切り抜ける政策を選択することとなる。

　政府の自作農創設維持に関する政策は, 1922(大

正11）年の簡易生命保険積立金の融通による自作

農創設維持事業の開娩　1926 (大正15）年の自作

農創設維持補助規則の制定等による融資事業とし

て進められた。

　この自作農創設維持補助規則での「標準価格」

が，農地政策に登場する最初の政策地価であった

といえる。自作農創設維持補助規則第６条第３号

で「購入セムトスル土地ノ購入価格八借受人自作

田畑トシテ其ノ土地ノ経営ヲ持続シウル為附録二

定ムル算式ニヨル標準価格及當該地方ノ土地ノ普

通価格ヲ超エサルモノトスルコト］と定めており，

附録に算式を示している。それを示しておけば，

(備考)

１　小作料八平年作二於ケル実納小作料二拠ルコ

　ト但シ小作料ノ定ナキ土地二在リテハ其ノ上地

　二類似スル土地ノ小作料二依ルコト

　　小作料カ平年作二於ケル収穫高ノ五割五分以

　上ナル場合二於イテハ其ノ五割五分二相当スル

　額ヲ以テ小作料二代フルコト

　　小作料力平年作二於ケル収穫高ノ四割以下ナ

　ル場合二於テ農業経営費比較的多カラサルトキ

　其ノ他特殊ノ事由ナキトキハ収穫高ノ四割迄ノ

　範囲二於テ適宜ノ程度二認定シタル額ヲ以テ小

　明治維新・地租改正での農地価格算式以降の半

世紀の間，政策としての地価算式は登場すること

はなった。この間の政策検討の焦点は，地主制の

下での小作人の権利の保護に向けられた。明治期

に確立を見た地主制は，以降は停滞過程へと推移

し，同時に1910年代から小作争議が増加して1920

年代以降急増する。こうした中での農地政策は，

小作権確立のための小作立法の企画へと向かう。

1920 (大正９）年からの小作制度調査委貝会での

検討. 1923年設置の小作制度調査会での検討，さ

標準価格　＝（小作料金額一公租公課）／0.06227

2- 1 - (1)「標準価格」算式(1926年）

以下のとおり  。(1)

10
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ある。「標準価格」は∠高額実納小作料を利子率

6.0227%で資本還元した地主採算地価とも言える

ものであるのだが，地主制のもとで，高額な小作

料を修正するような政策意図は当初からなかった

といえる。小作立法の企画が地主層によって拒否

される中で,小作紛争を緩和する施策として導入

された自作農創設事業なのであり，小作料に切り

込むような政策は選択のしようがなかったのであ

ろう。

２－２　地価統制下での自作農維持創設事業

２－２－（１）臨時農地価格統制令での統制地価

　　　　　　　算式

　②賃貸価格に乗ずる一定の倍率は，全国の郡市

別（北海道は支庁別）に定められた。この倍率は。

郡市別に1939年中の農地（田畑別）の売買実例を

集め，反当売買価格の反当賃貸価格の割合（反当

売買価格／反当賃貸価格）として算出する。同一

の郡や市内では,田畑別にI司一の率が適用された。

この郡市ごとの倍率を道府県に平均したもの（例

えば，北海道は田33倍，畑39倍，新潟は田27倍。

畑38倍。大阪は田40倍，畑64倍，福岡はⅢ30倍，

畑35倍）を，さらに全国平均した数値が，Ⅲで33

倍，畑で40倍となったのである。

　全国平均の統制価格（反当）は，賃貸価格の田

19.01 P],畑9.33円に，この倍率を乗じた，以下の

価格となった。

農地価格＝賃貸価格×一定倍率

　①1941 (昭和16）年１月30日に臨時農地価格統

制令が公布されて，２月１日から施行された。そ

して，第３条において「農地の価格八当該農地ノ

地租法二依ル賃貸価格二農林大臣ノ定ムル率ヲ乗

ジテ得タル額ヲ超エテ之ヲ契約シ，支払ヒ又ハ受

領スルコトヲ得ズ」と規定された。この立法目的

は，戦時体制下での農地価格高騰を防止し，農業

経営や農村社会の安定を図ろうとしたものであ

り，国家総動員法（1938年）第19条を根拠とし

――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

て制定されたものである    。その算式を示せば，

以下のとおりである。

(３)

　作料二代フルコトヲ得ルコト

２　小作料及収穫高ヲ価格二換算スル場合二於テ

　ハ其ノ物ノ価格八当該地方二於ケル最近五年ノ

　平均価格ヲ用フルコト

３　小作権売買ノ慣行アル地方二於テ土地ノ購人

　二際シ其ノ土地ノ小作権ヲ併セ購入スル場合二

　於八小作料八小作権ノ賃借料（又小作料）ヲ含

　ムモノヲ以テスルコト

４　算式中ノ公租公課ニハ地租，地租附加税又八

　之二準スヘキ地方税，農会費中地租割　及水利

　細合眥（北海道二在リテハ土功組合費）ヲ含ム

　モノトス（アンダーラインは，昭和七年改正追

　加）

　なお，この標準価格の考え方は. 1937 (昭和

12）年の自作農創設維持補助助成規則に引き継が

れ。さらに38年農地調整法制定に伴い「農地調整

法施行規則」へと引き継がれるが. 1943年に廃止

される。

（「標準価格」の特徴）

　①この農地価格算式は，自作農創設維持という

政策目的に沿っての標準価格算式なのである。政

府は。「極メテ低利ニシテ相当長期ノ割賦償還ノ

方法二拠リテ取得セシムル等自作農地ノ購入又八

維持ヲ為ス者ノ負担ヲシテ現行小作料ヨリ高カラ

ザル程度二止ムルコトハ最モ必要ナル条件二有之

従テ簡易生命保険積立金等ノ低利資金を借ルル者

二対シテモ尚相当ノ利子補給ヲ為スノ要アル」

として，国庫負担の利子補給によって金利3.5%.

24年賦（１年据置）で農地の所有権を取得させる

事業を開始したのであった。

　前掲の算式の分母0.06227は，金利3.5%. 24年

元利均等償還の年賦率である。したがって，算式

は，年賦金十公租公課＝支払い小作料であること

を意味している。自作農創設の場合，これまで小

作地に支払っていた小作料と同じ額を年賦金十公

租公課のかたちで24年間払い続けることによって

自作農にさせるといった政策であった。

　②この標準価格算式は,利子補給を前提として，

かつ現状の高額小作料（収穫高の55％まで容認）

を前提としての高額な農地価格を算出する算式で

（２）
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田の場合19.01円X33倍＝627.3円/反

畑の場合9.33円×40倍= 373.2円/反

　農地価格は，この算式で算出された水準(1939

年の実勢地価水準）で統制されたのであるが，農

地転用の場合は対象とされていない。なお。小作

料については，小作料統制令(1939年12月6日）

によって,同年9月18日時点の水準（いわゆる9.18

ストップ）で統制された（後述）。

　①1926年に制定された自作農創設維持補助規則

は, 1937年に廃止されて，自作農創設維持補助助

成規則に引き継がれる。その「附録」に従前と同

様の標準価格算式が示される（金利3.2%｡24年

償還，年賦率0.06033に変更）。この「附録」は，

そのまま農地調整法施行規則(1938年）に引き継

がれる。「自作農創設維持補助助成規則」は1942

年に廃止されるが，標準価格算式のみが農地調整

法施行規則に掲げられていた。だが，これも1943

年9月に廃ILされる。こうして，農地価格算式は

統制地価算式一本となった。

　②1942年に「皇国農村確立促進二関スル件」（11

月12日閣議決定）において，自作農創設事業の拡

充強化が打ち出される(1943年度からの25年間に

150万町歩の自作農創設)。

　そして. 1943年８月に「自作農創設維持二関ス

ル件（農林事務次官依命通牒）が出されている。

　この自作農創設事業の拡充強化での特徴は，

　①自作農創設のための売買地価を統制地価とし

たこと，

　②農地の売却者（地主）には報奨金を交付した

こと，である。

　すなわち，以下のようになる。

自作農の取得価格（自作地価格）＝統制価格≒自作収益価格

地主の売却価格（小作地価恪）＝統制価格十報奨金

その根拠は，以下のように説明されている。

①「創設又八維持セントスル農地ノ価格八従来

標準価格並二普通価格ヲ以テ創設セルモ農地二付

統制価格ノ設定サレタル今日トシテハ標準価格二

依ル制限ヲ存置スルノ必要ナキニ至レルヲ以テ此

ノ制限ヲ廃止シ統制価格二依ルコトトシタル次第

ナリ而テ統制価格が適正ナラザル場合二於テハ臨

時農地価格統制令第四条又八第三条但書ノ規程二

依り之が適正ヲ期スルコト」（上記の農林事務次

官依命通牒）としており，統制価格が適正な価格

であるとの認識であった。

　②「現状ノ下二於テハ農地二対スル地主採算価

格卜自作収益価格トノ間ニハ相当ノ縣隔ヲ生ゼザ

ルヲ得ザルノ実情二在リ］，「斯ル事情ノ下二於テ

|!|作農創設ノ円滑ナル促進ヲ図ル為ニハ少ナクト

モ前述ノ地主採算価格lヽ統制価桁トノ差額ヲ報償

奨励金トシテ土地ノ提供者タル地主二交付スルノ

要アリ」（「農地提供ノ促進ヲ図ル為ノ報償奨励金

交付要綱」, 1943年12月，農商省），としている。

そして，その根拠を以ドのように試算している。

　　(ⅰ）地主純収益＝（小作料統制令に基づく

　　　　　全国平均の小作料率Ｘ最近５ヵ年の全

　　　　　国平均米収穫高×1943年産米政府買入

　　　　　価格）一公租公課

　　(ⅱ）地主採算価格＝地主純収益／最近の国

　　　　　債利回り

　　(ⅲ)畑についても田に準じて計算する。

　農地価格の計算結果は，

普通田　地主収益価格834円　統制価格627円　差額207円

普通畑　地主採算価格496円　統制価格373円　差額123円

　これを根拠として地主に報奨金を交付して自作

農創設事業の拡充強化策が促進されたが，それほ

どの成果を挙げることなく，やがて敗戦, 戦後民

主改革の･一環としての農地改革へと向かう。

　この農地価格統制の政策は，農地改革を経て

1950年まで継続された（農地価格算定方法や統制

地価水準は変更，後述）。（注）

（1)  詳細は，農地制度資料集成編纂委員会r農地制度資料

　　　集成　第６巻）（御茶の水書房,1970年）239～248ペー

　　　ジ参照。

2－2－（2）戦時体制下での自作農創設地価算式

　　　　　　　ー「統制価格」と「報奨金」
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（２）「自作農創設維持補助規則制定二関スル依命通牒」大

　　　正15年，農務局長名（前出. 284ページ）．

（３）国家総動貝法第19条を根拠として. 1939年10月20［］か

　　　ら施行された物価統制令第２条の「価格等八昭和14年

　　　9月18日（以下．指定期日卜称ス）二於ケル額ヲ超ヘ

　　　テ之ヲ契約シ，支払ヒ又八受領スルコトヲ得ズ」を受

　　　けて制定されたものであり，いわゆる「9.18ストップ」

　　　措置であった．

　敗戦後の我が国の民主化は，ＧＨＱの圭導の下

に進められた。農地改革は。占領軍の指令・勧告

を受けてのいわゆる「上からの改革」という側面

を有したが，我が国の歴史の中でも重要な位置を

占める一大土地改革であった。同時に，地主を中

心とした農村支配の構造，政治構造をも大きく変

容させた農村民主化の一大改革であった。

　農地改革は，当初は日本政府の手で準備された

ものの（第１次農地改革），不十分さが故にＧＨ

Ｑの反対によって実行に移されず，結局はＧＨ

(田)
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Ｑの指令の下で第２次農地改革として結実する。

1946年10月21日に農地改革実施法たる「自作農創

設特別措置法」（自創法）の制定，及び「農地調

整法」の改正が行われ，農地改革が実施されてい

く(1947年3月31日・第１回農地買収）。

　農地買収対価と小作料統制は，農民が自らの労

働の成果を正当に享受しうる農民経営として維持

発展できるよう如何に適正な水準に定めうるかが

問われるのであり，農地改革の巾でも重要な位置

を占めたが，政府は農地買収対価を以下のように

設定した（表― 1―2)。

　政府の農地買収･売渡対価は，農地の売渡を受

けた者が農民経営として自立･存続しうる価格水準

とした。すなわち，農業者に生産費用とともに利潤

をも確保させた後の残余（地代部分）を資本還元し

た自作収益地価（〈地代＝純収益一利潤〉／国債利

回り）を算定して,平均的に田は758円／反とされた。

　畑の買収・売渡対価は，この水田収益価格に

表― 1―2　農地改革・自作収益価格算式

資料：「戦後の農地行政の展開過程一農地政策における農地価格算式の発展」から作成

３　戦後農地改革・地価算式

3- 1 - (1 )買収対価算式一自作収益価格



59％を乗じた(畑の売買価格／田の売買価格，昭

和18年３月・勧銀調査), 447円／反とされた。

　この自作収益地価と農地の賃貸価格との倍率

｢田｣|は40倍，畑は48倍)を基準として，個々の農

地の買収価格を決めた。

　すなわち，自作農創設特別措置法第６条で，

ヲ得ズ」と定めた（「地租法」の1947年12月改正

で「土地台帳法に依ル賃貸価格」に変更）。

　そして，その率を。農林省告示(1946年１月26

日・告示第14号）で「現況田ナルモノ　40，現況

畑ナルモノ48」とされたのである。

　｢②農地買収計画においては，買収すべき農地

並びに買収の時期及び対価を定めなければならな

い。

　③前項の対価は，当該農地につき地租法による

賃貸価格があるときは. (1947年12月地租法改正

で「地租法による賃貸価格」を（土地台帳法によ

る賃貸価格に変更），田にあっては当該賃貸価格

に40，畑にあっては当該賃貸価格に18を乗じた額

の範囲内においてこれを定める」とした（賃貸価

格がないときは，市町村農地委員会が地方長官の

許可を受けて定めた額）。

(田)

３－２　被買収地主への支払い

　　　　一地主採算価格（買収価格＋報償金）

　被買収地圭には買収対価とともに地主採算価格

（戦前の水準を引き継いだ小作料水準での資本還

元地価）との差額が報償金として支払われている。

　実際の計算は，表― I ― 3のとおりであるが，

その意味するところは，

地主採算価格＝（基準小作料－土地負担）／国債利

廻

地主採算価格－自作収益価格＝報償金

　ということである。ここでは，自作農の創設に

際しての地価政策たる買収対価算式と小作料政策

の問に整合性を欠く（後述）。政府は，地主制下

に形成されてきた高額・高率地代の徴収といった

地主の既得権益を否定しえなかったという不十分

さをもっていたのである。

　この報償金は。田は賃貸価格の11倍，畑は14倍

とされ，都府県平均３町歩，北海道平均12町歩を

限度として支払われた

表－Ｉ－３　地主採算価格

3- 1 - (2)農地価格の統制

  ―――――――
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　なお，農地価格も全てこの水準で統制された。

農地調整法第六条ノニで「農地の価格八，第六条

ノ四二定ムル場介ヲ除クノ外当該農地ノ地租法二

依ル賃貸価格二主務大臣ノ定ムル率ヲ乗ジテ得夕

ル額ヲ超エテ之ヲ契約シ，支払ヒ又八受領スルコ

――――――――
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表一I－4　300円米仙の場合の水田自作収益価格

資料：M― I ―2に同じ。

３－３　インフレ下の自作収益価格

　　　　一買収対価改定の検討と据置措置

４　地価統制の失効・1950年政令算式

　　―７倍引上げ

　農地調整法の第一次改正 (1946年２月１日)の

時の政策米価は，石当り生産者価格150円，地主

価格55円，消費者価格75円であり，前述の自作収

益価格，地主採算価格もこの米価水準で計算され

た。46年３月に新たな米価水準として生産者米価

300円／石，消費者米価250円か設定され，この改

定後の米価水準を基礎として戦後の物価体系が形

成されることとなった。

　この段階で，新物価体系によって自作収益価格

が再計算されたが，その結果は，表一Ｉ－４に掲

げるとおり，インフレ下で米価が引き上げられ

ても生産費用がそれ以上に増高して，地代部分

は，当初計算の27.88円／反から8.24円／反に低下

した。その結果としての自作収益価格は，当初

に計算した自作収益価格を下回ったのであった

(757.60円／反－→223.91円／反，表－Ｉ－２参

照)。したがって，買収対価は改定する必要はな

いとして，改定は行われなかった。その後の激し

いインフレの中にあっても農業収益(土地純収益)

は増加していないとして,農地改革実施期間中は，

買収・売渡対価が据え置かれたために小作農等

は実態的には極めて低い上地負担で農地の売渡を

受けることとなっていった。
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　１）農地改革事業に一定の見通しがついた1949

年頃から政府内部で農地改革終了議論がでる中

で，農林省は，1950年３月に，農地改革の恒久化

立法として自作農創設特別措置法と農地調整法の

改正案を第７国会に提案した。強制買収方式を強

制譲渡方式に切り替え，農地価格と統制小作料基

準の変更を主たる内容とするものであったが，衆

議院を通過したものの参議院で蜜議未了廃案と

なった。

　２）改正法案が廃案になった後，農林省農地局

４－１　７倍引上げの経緯

小作料および農地価格改定について(1950年

　５月13日農地局）

１　農林省では，第７国会に提出し参議院に於

　いて審議未了となった「自作農創設特別措置

　法の一部を改正する等の法律」案の取り扱い

　について検討の結果，農地委員会を農業委員

　会に改組する時期について再検討する以外

　は，第７国会に提出したと略々同一の法案を

　次期国会に提出する方針である。

２　小作料は，農地調整法第９条の５第１項の

　規程にもとづく農林省告示によって，昭和25

は，以下のような新聞発表をした 　。(1)



　　年度分から現行小作料の７倍（但し反当600

　　円をこえる場合は反当600円）迄の引上げを

　　認めるよう措置する方針である。

　　　なお，農地価格についても次期国会提出の

　　法案の成立をまって７倍とする予定である。

　農林省は，この段階で小作料。農地価格の７倍

引上げを言明していた。そして，同年７月。第８

国会にほぽ同内容の改正案を提案した。国会審議

では農地価格，小作料の７倍引上げが焦点となっ

たが，結局，「農地改革打ち切り法案」だとの反

対も強く廃案となった。

　他方で，シャープ勧告に基づく地方税法の改正

案とそれに伴う「土地台帳法の一部を改正する法

律案」が提案されていて，こちらは成立した。こ

の結果，土地台帳法の賃貸価格が廃止されること

となり，農地価格統制はその基礎を失うとともに

農地買収も不可能になった（1950年７月31日以

降）。

　その後，わが国の農地政策において農地価格統

制政策が再び登場することはなかった。

　３）政府は，農地買収が不可能になる事態を避

けるべく, 1950年９月11日に「自作農の創設に関

する政令」（ポツダム宣言の受諾に伴う命令に関

する件(1945年）に基づく政令（いわゆる「ポ政

令」,あるいは「譲渡令」と称された）を制定した。

1950年７月30日までに買収すべきであった「買収

洩れ農地」は,旧価格（従来の買収対価）で買収し。

７月31日以降に所有制限に該当することとなった

農地は他へ強制譲渡させ，一定期間内に譲渡しな

い場合は国に強制譲渡しなければならない。他人

への譲渡の場合の地価は自由であるが，政府が取

得する場合は「政府指定価格」である。この［政

府指定価格］は，７月301］現在での土地台帳法の

賃貸価格にIHは280倍，畑は336倍（いずれも農地

改革買収対価の７倍）とされた（「自作農創設特

別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地

の譲渡に関する政令施行令」, 1950年10月21日）。

４－２　1950年政令算式

×７倍））について，当時は以下のように強調さ

れていた。

　○田（反当）について

政府指定価格 19.01円(農地改革時・標準賃貸価格)×280＝5.322.80円

小作料 (物納1.02石として)　　　　　   1.02石X75円X7倍＝535.50円

固定資産税　　　　　　　　　　19.01円×900倍Ｘ税率1.6%=273.74円

地主手取り額　　　　　　　　　　    535.50円一273.74円=261.76円

地主手取り額÷政府指定湎格　　　　261.76÷5,322.80=0.0492≒0.05

５　農地法制定・買収対価算式(1955年）～

　　1967年４倍引上げ

５－１農地法の制定と農地買収対価

　即ち，政府指定価格は，小作料統制額から固定

資産税を控除した地主純収益を５％で資本還元し

たもの，政府指定農地価格＝統制小作料一固定沓

産税）÷0.05であるとした（アンダーラインは筆

者）。(1950年小作料算式については，後述，「Ⅱ

－2　1950年統制小作料改定（７倍引上げ）」を

参照）。

　統制地価と統制小作料とは，戦時統制の9.18ス

トップで統制されて以降，戦後農地改革段階を通

じて別の体系で統制されてきた。だが｡1950年段

階で，農地価格（政府指定地価）と統制小作料と

の間に一定の理論の連関性をもたせた（そのよう

に強調した）のである。

この政府指定価格（賃貸価格の田で280倍（40

　　1952年に農地法が制定された（同年10月21日施

行）。農地法は，農地調整法，自作農創設特別措

置法，ポ政令を統合したもので，小作地所有制限

と所有できない小作地等の国による買収条項を設

けた(1962年農地法改正によって創設された農業

生産法人制度に関連して。農業生産法人がその要

件を欠いた場合の国による買収条項を追加）。

　そして。政府買収対価は，法第12条で「前条第

３号の対価は，政令で定めるところにより算出し

た額とする」とし,具体的には政令第２条で「･…

その農地についての法第21条第１項の規定による

小作料の最高額に11を乗じた額」と規定した(1955

年12月6日政令改正，なお，それまでの政府買収

対価は50年のポ政令による「政府指定価格」を引

き継いでいた）｡（小作料の最高額統制に関しては.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―

　　―――――――――――――――――――――――――――
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後述．「Ⅱ－３　農地法制定・1955年小作料算式」

を参照）

5－2　1955年買収対価算式

　1952年農地法制定後の1955年買収対価算式の根

拠を示しておけば，以下のとおり。

政府買収対価=(統制小作料－固定資産税)÷0.05≒統制小作科Ｘ11倍

算定要素の内訳 (田について)

　統制小作抖　(土地収益)=1,124円

　固定資産税　　　　　　497円

　　政府買収価格=  (1,124円-497円) ÷0.05=12,540円

　　政府買収価格（12,510円）÷統制小作料 (1,124円)=11.16≒11

　この1955年段階で，政府倍取対価と統制小作料

がリンクすることとなったのである。そして，こ

の政府買収対価水準は，1967年の統制小作料の４

倍引上げ時まで継続される。

　1967年に統制小作料が４倍に引上げられたこと

に伴う４倍（畑は2.5倍）引上げである。すなわち，

田畑ともに改定後の小作料水準(田は４倍，畑

は2.5倍引き上げ）×11倍が政府買収対価となる。

なお,統制小作料の４倍引上げの内容については，

後述の「Ⅱ－4 － 1　1967年統制小作料改定（４

倍引上げ）の項を参照されたい。

　1970年の農地法改正によって，統制小作料制度

は廃止された。これに伴って，統制小作料の倍率

に依拠していた政府買収対価はその根拠を失っ

た。そのため，政府買収対価に関して，政令で次

のように規定した。やや長くなるが，引用してお

く。

　　(農地の対価の算定方法)

　農地法施行令第２条　　法第11条第１項第３号

の対価は，買収すべき農地の小作料の額に，当該

農地の近傍の地域で自然的。社会的，経済的諸条

件からみてその農業事情が当該農地に係る農業事

情と類似すると認められる一定の区域内における

17

農地（所有権に基づいて耕作されているものに

限る｡）についての耕作の事業に供するための取

引（農地を農地以外のものにするためその農地を

売渡した者がその農地に代わるべき農地を取得す

るために行なう取引その他特殊な事情の下におい

て行なわれる取引を除く。以下「耕作の目的での

通常の取引」という。）において成立した価額の，

当該取引の時に当該取引に係る農地について成立

すると認められる小作料の額に対する割合のうち

その最高のものをこえずかつその最低のものを下

らない範囲において。その割合の分布の状況等に

照らし相当と認められる割合を乗じて算出するも

のとする。

　非常に分かりづらいが，算式で表せば，以下の

ようになる。

　買収対価＝買収該当農地の小作料（A）×（近

　　　　　　傍類地の耕作目的での通常の取引で

　　　　　　の農地価格÷その農地で成立するで

　　　　　　あろう小作料（B))【複数の事例の

　　　　　　うち適正とみられる割合にもの】

　なぜ，こんな面倒なことを考えたのか。 70年農

地法改正時点で貸借関係にあった小作地で借り手

が個人のものは，経過措置としてその後10年間は

小作料統制が継続された。これらの小作地にはい

わゆる農地改吊:残存小作地が相当含まれており，

これらの小作地を岡が買収する際には，その対価

を安くして小作農に売渡したい（農地改革でたま

たま売渡されなかった小作地のこの段階での低価

額での処理）。と当時の行政担当者が志向したの

であろう。"政令２条の規定は重要である”と後々

まで主張していた者もいたが，事態はそういう思

惑どおりに進む状況ではなかった。

　たしかに,上記の式で（A）＜（B）,すなわち，

（Ａ）が統制小作料水準等で低額であったならそ

れなりの意味を持ちえたが, (A) ≒（B) なら

この算式は殆ど意味をもたないことになるのであ

る。

　農地法改正によって小作契約が当亊者の自由な

契約となり（標準小作料制度は創設されたが），

賃貸借規制が人幅に緩和された中では，これらの

６　農地法改正・小作料統制制度廃止後の買収対

　　価算式(1970年）

5－3　1967年・政府買収対価の４倍引上げ



旧い小作地の相当部分が小作契約を改定して高い

小作料水準に移行するとか，合意解約されたので

あった。かつ，その後の政府による農地買収は殆

どなくなっていったのである。

てきた根幹部分か削除されて,小作地所有制限も，

所有できない小作地の国による買収の規定もなく

なったのである。

　ただし。農業生産法人が，農業生産法人の要件

を欠いた場合の国による買収条項は，残された。

そして，その場合の買収対価の算定方法は，以下

のとおり政令が大幅に変更された。これも，やや

長いが引用しておく。

　　（農地又は採草放牧地の対価の算定方法）

　農地法施行令第25条　　法第９条第１項第３号

の対価は，買収すべき農地又は採草放牧地の近傍

の地域で自然的，社会的，経済的諸条件からみて

その農業事情がその上地に係る農業事情と類似す

ると認められる一定の区域内における農地又は採

草放牧地（所有権に基づいて耕作又は養畜の目的

に供されているものに限る。以下，この項におい

て「近傍類似農地等」という。）についての耕作

又は養畜の事業に供するための取引（農地を農地

以外のものにするためその農地を売渡した者がそ

の農地に代わるべき農地を取得するために行う取

引その他特殊な事情の下において行われる取引を

除く｡）の事例が収集できるときは，当該事例に

おける取引価格にその取引が行われた事情，時期

等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし

て，当該近傍類似農地等及び買収すべき農地又は

採草放牧地に関する次に掲げる事項を総合的に比

較考量し，必要に応じて次項各号に掲げる事項を

も参考にして，算出するものとする。

　一　位置

　二　形状

　三　環境

　四　収益性

　五　前各号に掲げるもののほか，一般の取引に

　　　おける価格形成上の諸要索

　２　前項の対価は，同項に規定する事例が収集

できないときは。次に掲げる事項のいずれかを基

礎とし，適宜その他の事項を勘案して，算出する

ものとする。

　一　借賃，地代，小作料等の収益から推定され

るそ対地の価格

　二　買収すべき農地又は採草放牧地の所有者が

その土地の取得及び改良又は保全のために支出し

た金額

　三　その土地についての固定資産税評価額（地

方税法（昭和25年法律第226号）第381条第１項又

は第２項の規定により土地課税台帳又は土地補充

課税台帳に登録されている価格をいう。次条にお

いて同じ。）その他の課税の場令の評価額

　以上の買収対価の算定方法は。簡単にいえば｡

「農業日的での適正な農地売買価格」（時価）で買

収するということでる。わが岡農地政策において，

地価に切り込むような政策はもはや存在しないと

いうことである（ゾーニング規制といった手法は

別として）。

（注）

（1) 農地改革資料編纂委員会『農地改革資籵集成　第６巻』

　　　（農政調査会｡1976年）358ページ参照。

　職後農地制度の改正経緯とその効果・影響｣(原田

純孝編著「地域農業の再生と農地制度｣｡2011年，農

文協)  に簡単にまとめている。

　小作料も国家総動員法のもとで統制がスタート

した。戦時体制下，「小作料二付テモ必要ナル統

制ヲ行ヒ小作料ノ額等ノ引上停止二伴ヒ不合理ナ

ル事象アル場合八之ヲ是正シ農家経済ヲ安定セシ

メ以テ農業生産カノ維持増進二資スルjヽ共二農村

ノ平和ヲ保持スルコトヲ目的」とした小作料統制

ではあったのだが，この小作料統制そのものは，

戦後農地改革段階でも継続されて，さらには農地

(2) 2009年農地制度改止の経過・内容等は，拙稿「第1章

Ⅱ　70年に及んだ地代政策の展開とその終焉

７　農地法改変･小作地買収政策の終焉(2009年)

2009年の農地制度改正は，これまでの農地制度

とは断絶的な改正であった　　。農地法を構成し（２）
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法に引き継がれて，地代算式の発展を見ながら

1970農地法改正段階まで継続された。

　70年農地法改正で小作料統制制度は廃止され

て，以降は標準小作料制度に移行するが，この標

準小作料制度も2009年の農地制度大改変によって

廃止された。以下，小作料統制の歴史について，

　わが国での小作料統制は，国家総動員法に基づ

く小作料統制令(1939 ・ 昭和14年）に始まる。こ

の勅令によって，小作料は｡1939年９月18日を基

準として統制され，それ以降の小作料の引上げは

原則として禁止された（いわゆる9･18ストップ）。

なお｡1943年現在の賃貸価格は，全国平均で田

19.01円。畑で9.33円であった。

　そして，都府県が主体となって小作料適正化事

業が推進されて，1940年代前半の小作料水準は，

全国平均的には水田の上田で反当1.2石，中田で

反当1.0石であり，小作料率は，粗収益の40％程

度であった。

　敗戦後の農地改革段階で，農地調整法の改正

（1946年４月１日）によって小作料は金納化され

る。そして，小作料水準は，1石75円で換算した

額で統制された（戦前期の物納小作料は平均で田

反当１石程度であった）。このＩ石75円の換算に

は，特別の根拠はなかった。政府は地主採算価格

と同じ１石55円案を議会に提出したが，議会で75

円に修正されたのであった。

　なお，金銭への換算は，以下のとおり(1946年

１月26日，農地調整法施行二関スル農林省告示）。

玄米　１石当75.00円　　正味60kg当 30.00円

大麦　　同　　24.30　　同52.5kg当 11,73

裸麦　　同　　36.37　　同　60kg当 15.73

小麦　　同　　44.43　　同　60kg当 19.48

大豆　　同　　43.88　　同　60kg当 20.41
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　結局，農地改革段階で農地の買収・売渡価格は

自作収益基準で算定したのだが，小作料統制は，

戦前期の小作料水準そのものに手をつけることな

く金納化した，いわば地主に妥協したかたちで統

制を継続することとなったのである。

　その後の統制小作料の水準は。激しいインフレ

の進行，米価の引上げの中にあっても，生産費も

高騰しているために統制額を引き上げる余地はな

いとして据え置かれていたために，借地農にとっ

ての小作料負担は，実質的に軽いものとなって

いった。

　インフレ進行下，地主の負担している水利費等

が，受け取り小作料を上回る事態が生じてくる。

農林省は, 1947年９月に，47年度の小作料につい

ては取り敢えず据え置くものの従来から地主が負

担していた水利費を小作人の負担に移すよう指示

した。さらに，49年に政府が地租を大幅に引き上

げたために，地租が小作料を大幅に上回る事態と

なった（水田の場合，地租は反当平均95円，小作

料は反当平均75円)。このために政府は，49年度

の小作料は引き上げを行わないが，地租の増額分

を小作人の負担とすることで急場をしのぎ，1950

年小作料引上げへと向かう。

　農地改革事業に一定の見通しがついた1950年

に。農林省は農地改革後の農地政策立法を検討し

て，農地改革諸原則の「恒久化立法」として，自

創法及び農地調整法の改正法案を国会に提出する

が，この中で農地価格・小作料の７倍引上げが予

定されていた。しかしながら，この改正案は成立

を見なかった（前述）。

　このため，農林省は農地調整法第９条の５の規

定に基づく農林省告示（1950年９月11日農林省告

示第277号）で，「この告示の日現在において農地

１　戦時体制下･小作料統制～農地改革時・金納化

１－１　戦前期の小作料統制

　　　　一小作料統制令(1939年）

１－２　戦後・小作料の金納化

　　　　一農地調整法改正(1946年）

１－３　インフレ進行下の統制小作料

　　　　一応急的対応

2　1950年統制小作料改定（７倍引上げ）

２－１　統制小作料７倍引上げ法案の挫折と農林

　　　　省告示による小作料引上げ

ごく簡単にふれておく  (1) 。



につき定められている農地調整法第９条の３第１

項各号に掲げる小作料の額に７を乗じて得た額と

する。但し｡その額が反当り600円を超える場合は，

600円とする｡」として７倍引上げをおこなった。

　この統制小作料７倍引上げの算定基礎は，表－

Ⅱ－1に示すとおりである。

　統制小作料については，農地改革実施中も戦時

下の統制水準（いわゆる9.18ストップ物納水準を

金銭換算した水準，田の場合で全国平均反当1.0

石を金額換算した75円水準）で統制されていたの

であり，収益計算に基づいて算出されたものでは

なかった。すなわち，農地改革段階では農地買収

対価算定は自作収益地価を算定したものの，統制

小作料はそうした収益地代を算定することなく戦

時下で統制された地主収益地代をそのまま金銭換

算したものに過ぎなかった

　1950年の統制小作料算式は，水田の水稲収益に

基づいて算出されたといった点において，地代算

式上の発展であったといえる。ただし，既に７倍

引上げが前提にあって，各算定要素の採用数値に

一定の恣意が働いていたこと，さらには利潤範疇

を欠いていたこと（他方で，農地改革買収対価算

式では経営者報酬を確保していた），などの弱点

はもっていた。

　そうではあったが｡1950年段階で地価政策と地

代政策の間で一定の連関を持たせることとなった

のであった（水稲作収益を規準としての地代，地

価の算出）。

　なお，この1950年改定小作料水準は，農地法制

定（1952年）後も1955年に新たな統制小作料算定

方式による小作料最高額統制が行われるようにな

るまで適用された。

　1952年に農地法が制定される（自創法，農地調

整法，ポ政令の統合再編）。この農地法では，周

知のとおり農地賃借権保護が強固に規定され，第

21条で「農業委員会は。小作農の経営を安定させ

ることを旨として，省令で定める基準に基づき，

都道府県知事の認可を受けて，農地ごとに小作料

の最高額を定めなければならない」と規定された。

この小作料最高額統制は，まず国が，①統制小作

料の基準を定める（表－Ⅱ－２）。②さらに農地

1筆ごとの生産力等級を事前調査した結果（土地

数値）の分布をもとに等級別（15級に区分）小作

料統制額を定めるのである（後掲,表Ⅱ－３参照）。

　③農業委貝会が個々の小作地について小作料の

最高額を定めるときは，まず，その小作地の上地

条件に即して評点を与えて土地数値を決定する。

その結果に基づいて農業委員会が個々の小作地の

農地等級を決定すれば，自動的にその小作地の小

作料最高額が決まるという仕組みであった。

表－Ⅱ－1　1950年小作料算式

資料：表― Ⅰ―2に同じ。

　注：① 数値は，基本的に「昭和23年米原単位量調査」による。ただし, 物財費は, 23年調査

　　　数値を昭和241年8月１日の価格で評価, 公定価格のあるものは公定価格。

2－2　1950年統制小作料改定

　　　　―小作料７倍引上げの算定基礎

３　農地法制定・1955年小作料算式

３－１　小作料最高額統制の仕組み
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農地行政における農地価格評価算式の展開

　この1955年小作料算式と小作料統制の仕組み

は,戦後地代政策の到達点を画するものであった。

以下，やや詳しく見ておく。

　55年小作料算式の決定にあたっては，農林省が

学識者による「小作料協議会」（座長東畑精一）

を組織し，そのとりまとめ「小作料統制の目標お

よび算定方式についての意見」（55年８月) に沿っ

て小作料算式を決めた。

　小作料協議会の「小作料統制の月標および算定

方式についての意見」で示されたポイントを記し

ておけば，以下のおとり。

　�小作料統制の目標

　（ａ）農地改革で残存した小作地の耕作者に自作

　　　地の耕作者と同等の利益を与え得ること。

　（b）農業者に小生産者として労働収入以上の

　　　ものが与えられること。

　（c）労働収入は，都市製造工業労賃と均衡する

　　　こと。

　（d）小作農は，収量の正常な変動にも耐えう

　　　る所得水準の維持が可能であること。
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(ｅ)小作地を漸減させる政策をとること。

②算定方式

(ａ)前項の目標にしたがい，農地に帰属すべき

　　ものと認められる地代の限度を算出する。

(b)この地代を実際に算出するには，農業経

　　営部門の収益計算によって労働および資本

　　に対する支払い，経営部門が企業利潤とし

　　て留保すべき部分を控除した残余が農地に

　　帰属するものの限度と考える立場をとる

　　(以下略)。

(c)収益計算は，水田標準地について行う。但

　　し，裏作部門にあっては土地収益をあげて

　　いないから表作部門のみを抽出してこれを

　　行う。これによって標準水田の統制地代額

表－Ⅱ－２　昭和30年産米価による土地純収益計算（反当）

資料：表一I－2に同じ。

3－2　1955年統制小作料算式

（１）「小作料統制の目標および算定方式について

　　　の意見」（小作料協議会）

（d）水田標準地における収益計算を次の要領

　　にしたがって行う。

Ｏ）標準地の単収としては，平均反収の下限

　　（作報の標準反収から趨勢値の標準誤差率

　　だけを下げたもの）をとる。

００米価は手取り米価を基礎とするが，自家

　　消費分は中間経費を控除したものによ

――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――

―――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

を算出し，畑は収益計算の困難さから。便

法として戦前の適当な時期における田畑売

買地価の比率によって標準地の統制地代額
　　　　　　　　　　　　　　　　
を算出する。（アンダーラインは筆者）



　　　る。

(ⅲ）家族労働貨は都市均衡労賃による。

　統制小作料に関して（１）の考え方に沿って算

定したのが，表－Ⅱ－２である。数値の詳細は説

　算定された水田小作料１反当り1,124円の現実

の小作地への適用については，全小作地１筆ごと

に，国が「小作料基準設定土地調査」を実施した

結果の評点（土地数値）と関連付けて決定した。

　すなわち，作報平年反収2.21石の水［日の上地収

益は1,124円である（土地収益計算は2､21石から標

準誤差率4.9%を引いた2,10石で算定）。(表－Ⅱ－

２参照）

　他方で，小作料決定予備調査によれば，小作地

のず均反収は2.12石であった。小作地の平均反収

が低いことから，先に算定した上地収益1,124円

（平均反収2.21石）を小作地の平均土地収益（平

均反収2.12石）に修正する必要があるとして，修

正計算を行っている（修正計算の詳細は省略）。

その結果，平均反収2.12石の小作地の土地収益は

1,091円となる（これに対応する土地数値は4,000

点満点で2,476点）。

　畑の小作料に関しては，収益計算が困難である

ことから。戦前期の1943年の水田と畑の売買価格

比率で求められた。すなわち，以下の算式によっ

て決定したのである。

畑の平均小作料=水田平均小作料1,091×(1943年の畑平均売買価格

÷1943年の水田平均売買価挌=1,091円ｘ0.59=644円

　農業委員会は，個々の小作地について小作料統

制額を決めるにあたっては，国が定めた統制小作

料の決定基準に沿って。農地１筆ごとの生産力等

級を調査査定して，定めることとなる。このため

に，国は事前に「小作料基準設定土地調査」を実

施して，農地等級（15級）ごとの上地数値（一定

の幅を持たせた数値）を確定した。

　そこでの土地数値決定要素としては，①自然条

件（ａ気象要素．ｂ土地要素，ｃ灌漑要素）。②

作業条件（ａ交通要素,ｂ耕作要素）,③災害条件｡

④畑に関する補足事項，とし，調査（土地評点の

付与）を行った。その調杏結果を基礎に水田の最

高点で4,000点，畑の最高点で3,000点とする農地

等級（15級に区分）を定め，それに対応する等級

別小作料統制額を定めたのである（農地法施行規

則第14条の2, 1955年省令第35号で別表第１，別

表第２を追加した）。その概要を示せば，表－Ⅱ

－３のとおりであり，農地等級（15級）ごとの土

地数値の分布と農地等級ごとの１反当り統制小作

料の最高額の分布とを関連させて個々の小作地の

最高統制額を決める仕組みとしたのである。

個々の小作地への適用については，まず，農業

３－４　等級別小作料の決定と個々の小作地への

　　　　適用

（１）等級別小作料の決定

３－３　畑の平均小作料の決定方法

（２）個々の小作地への適用

（３）現実の小作地への適用一反収差の修正

(2) 55年統制小作料算式の特徴

明を省略するが (2) この1955年統制小作料算式

は，戦後小作料算式の到達点を画したといえる。

　すなわち，以下の３点においてである。

　ⅰ)経営が通常の収量変動にも耐えうるように。

標準地の反収を平年反収の下限とし，裏作は収益

計算から除外した一経営の安定。

　ⅱ）家族労働は都市均衡労賃評価一農業労働

の正当な評価。

　ⅲ) 企業者利潤の付与一経営者としての利潤

の確保（生産費用の４％を確保）。

　零細生産構造を特徴とするわが国の稲作経営に

おいて，小作地を経営する小生産者が近代的な借

地経営を営んだと擬制して。そこで析出される地

代を小作料統制額の上限としたのである。このよ

うな近代的借地経営を擬制しての統制小作料算式

は，虚構の上に成り立っていたともいえるが，戦

前期の地主制の下での小作農の高額・高率小作料

の重圧を想起したとき，戦後地代政策の重要な選

択であったのであり，評価すべきものであろう。
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資料:

農地行政における農地価格評価算式の展開

表－Ⅱ－３　農地等級別統制小作料と対応する土地数値

1955年省令第35号で追加された農地法施行規則第14条の２の別表第、別表第２から作成｡

委員会が個々の小作地について「小作料決定土地

調企」を実施して土地数値を算定する作業を行う。

この土地調査では，「土地数値算定規準」が示さ

れており，前述のとおり①自然条件,②作業条件，

③災害条件，④畑に関する補足事項について詳細

な調査項目が定められている。市町村の農業委員

会は膨大な調査作業を実施したのであった。

　こうして土地調査（土地評点の付与）によって

個々の小作地の土地数値を算定したうえで，その

農地の農地等級を決定した。こうして農地等級が

確定すれば，その農地の小作料最高額が決められ

ていったのである。このような膨大な作業を経て

全国の全ての小作地について農地等級が確定し，

対応する統制小作料の最高額が決定されたので

あった。

　そして。この1955年統制小作料水準は. 1967年

の統制小作料改定（４倍引上げ）までの12年間，

その額を変更することなく継続された。

　1955年統制小作料の設定の結果,全国平均では，

田の６級地で反当1.110円，畑の６級地で666円と

なった。この統制小作料の改定は. 1967年（４倍

引上げ）と1976年(1.2倍上げ）の２度行われた。
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　農林省は，その後の農業の展開，米価の動向，

物価変動,農地貸借を取りまく状況等を考慮して，

水田についての土地純収益を試算していたが，統

制小作料を引き上げる要素はないとして，結果的

に統制小作料水準は10余年の間据え置かれてき

た。しかし, 1967年に統制小作料の引上げに踏み

切った。それは。これまでの統制小作料水準を大

幅に引き上げる，いわゆる４倍（畑は2.5倍）引

上げであった。

　この1967年の統制小作料改定に当っての算定方

式は. 1955年小作料算式を基本的に踏襲している

のだが，その算定要素と水準を表－Ⅱ－４に示し

ておく。

　数値の説明は省略するが，若干の特徴等を記し

ておく。

　①畑の統制小作料は，畑の固定資産税評価額と

田の固定資産税評価額の比率で算定された（1955

年統制小作料算式では1943年の水田と畑の売買価

格比率で算定）。

　②改定の結果は，田の統制小作料が４倍（６級

地で10a当たり4,476円），畑のそれが2.5倍（６級

地で1.680円）の大幅引上げとなった。この改定

小作料は，年途中の1967年９月から施行された。

4 － 1　1967年統制小作料改定（４倍引上げ）

４　統制小作料の引上げー1967年及び1976年
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表－Ⅱ－4　1967年統制小作料改定・算定基礎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(田10a当り)

表－Ⅱ－５　農地等級別統制小作料（67年改定後）

資料:1967年農林省令第38号による農地法施行規則改正の別表第1，別表第2から作成。

　�改定後の農地等級別統制小作料は，表－Ⅱ－

５のとおり。

　1970年の農地法改正で統制小作制度は廃止され

て，標準小作料制度が創設されたが（後述），改

正農地法の施行時(1970年10月）に小作契約が存

統していた小作地で借り手が個人の場合は，小作

料最高額統制がその後10年問継続されることと

なった。一種の激変緩和措置であった。

　この統制小作料が, 1976年に1.2倍引き上げら

れた。小作料算定の基本は変更していないが，主

産物（米）価格の販売，自家消費の区分をやめる

など算式の若干の変更を行っている。（表－Ⅱ－

６参照）

　こうして，政府の統制小作料算式は，一定の積

注:田畑ともに「改定前基準値」は､55年数値（反当）を10a当たりに換算したもの。

4 － 2　1976年統制小作料改定（1.2倍引上げ）
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表－Ⅱ－6　1976年統制小作料改定・算定基礎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(田10a当たり)

極的な側面を残しつつも, 1955年統制小作料算式

の確立以降は，その時々の情勢に対応して算定要

素を変更してきたことにも見られれるように，ま

たそのことが地代算式の発展というよりも現実小

作料水準にある程度妥協する側面もあったことは

否めない。

　その後は，統制小作料水準が引き上げられるこ

とはなく，小作料最高額統制は10年問の経過措置

の満了（1980年10月）とともに失効した。こうし

て，統制小作料適用小作地は，特別の対策を講じ

られることもなく，標準小作料の適用を受けるこ

ととなった，
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利用上の条件を勘案して必要な区分をし，その区

分ごとに小作料の額の標準となるべき額（以下，

「小作料の標準額」という。）を定めることができ

る」とし，同条第２項で，「農業委員会は小作料

の標準額を定めるに当たっては，前項の区分ごと

にその区分に属する農地につき通常の農業経営が

行われたとした場合における生産量，生産物の価

格，生産費等を参酌し，耕作者の経営の安定を図

ることを旨としなければならない」と規定した。

　1970年農地法改正によって，農地賃貸借促進の

ために農地賃地借規制が大幅に緩和されたが，小

作料に関しても統制小作料制度を廃止して，小作

料は当事者間の契約に委ねることとされた。そし

て，その契約の日安となる「小作料の標準額」を

農業委員会が定める，標準小作料制度が導入され

た。

　改正後の農地法第24条の２で，「農業委員会は，

その区域内の農地につき，その自然的条件および

　改正農地法施行通達 (1970年9月，農林事務次

官通達）において，「小作料の標準額は，原則と

して，粗収益から生産費用および経営者報酬を控

除して得た残余の額を土地に帰属させるものとす

る方式（土地残余方式）により算出するとし,「通

常の農業経営」とは，原則として，その農地の区

分に属する農地の生産物を販売している農家のそ

の生産物の平均作付け規模をとることとされた。

　標準小作料の算式は，以下のとおり。

小作料の標準額=粗収益-(物財費+雇用労働費+家族労働費+資本利子

　　　　　　　　　　　　　+公租公課+経営者報酬)

　各要素についての考え方は．統制ﾉ｣ヽ作料算式に

準じているが，以下の要素については異なった取

5　1970年農地法改正・標準小作料算式（統制

　　小作料制度の廃止）

５－１　標準小作料制度の創設

５－２　標準小作料算式



　26

り扱いとされた。

　　①粗収益 ー その農地区分での主たる作物の

　　　通常年の単収。

　　②家族労働費の評価 ー その地域において通

　　　常社会的に認められている労働の報酬額

　　　(地域の他産業労働者の賃金水準)。

　　③経営者報酬 一 生産費用の４％を下らない

　　　額。

　このような変更によって，土地残余方式とはい

え統制小作料と比較すれば，標準小作料の方が相

当高い小作料となるようにしたのである。

　なお，その後，要素のとり方については，①通

常の経営規模を借入層の経営規模を反映させるこ

と，②経営者報酬は，機械的に４％以上を付与す

ることをやめたこと，などのいくつかの妛素につ

いて変更している(賃貸借の実態への対応)。

　なお，標準小作料は，1971年に基本的に全農業

委員会での設定作業を終え，以後は３年毎に額の

改定作業が行われてきた（改定に必要な予算確保

の平準化のためにその後３分の１の農業委員会ご

とに改定を実施）。

　その標準小作料額の水準は，表－Ⅱ－７に示す

とおりであった。

　標準小作料の設定作業が終わった1971年では，

全国の田(10a当り）平均で12,930円，統制小作

料に比較して2.8倍の水準へと，大幅に上昇した。

畑は同じく3.719円，統制小作料に対して2.1倍の

水準となった。

　この標準小作料の水準は，田では1983年の改定

までは，改定ごとに上昇して，83年には全国平

均で10a当り27,333円（東北では36,648円）に達し

たが，その後は低下を続けて，2006年改定後は，

全国で10a当り15.752円，東北で18.933円にまで下

がった。

表－Ⅱ－７　標準小作料額の推移

(10a当り，円)

資料：農林水産省経営局（構造改善局）調べ。

５－３　標準小作料水準の推移
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　2009年，農地制度が断絶的に改変された。財界

等の“平成の農地改革”を標榜しての規制改革路

線に乗っかっての大幅な改変であったが，ここで

はそのことに触れている余裕はない。この改変の

一環として標準小作料制度が廃止されたのであ

る。

　1939年に戦時体制下で始まった小作料統制は，

戦後農地改革を経て農地法の下での1970年までの

31年間，わが国の農地政策は，農地１筆毎に小作

料の最高額を決める１筆統制の手法で小作料を統

制してきた。

　1970年農地法改正によって，統制小作料制度は

廃止されて標準小作料制度に切り替えられた。そ

れから40年間，標準小作料制度は農地賃貸借契約

に際しての小作料決定額の日安として定着し, 借

地拡大を志向する担い手農家からも標準小作料制

度の存続が望まれていた。にもかかわらず，政府

は地代政策を放棄したのである。農業委員会が，

借賃等の情報を提供することになっているが（改

正農地第52条），それはもはや地代政策ではない。

　畑では1986年改正後（表出していないが）の全

国平均で10a当り9.650円，関東で14,180円，四国

で15,238円に達した。だが，畑も以降は改定ごと

に引き下げられて，2006年には，全国平均で10a

当り6,894円，関東で10.842円，四国で9,683円に

まで下がった。

　米の生産調整，米をはじめとする農産物価格の

引き下げ，価格支持の放棄，一層の農産物市場開

放，補助の削減等による農業環境，農業経営環境

の悪化傾向が，標準小作料の上にも端的に現れて

いった。

Ⅲ　農地保有農地保有合理化事業・「経営再

　　生支援事業」での「買入価格査定基準」

　既にみてきたように，政府による農地買収の際

の買収対価は, 1970農地法改正によって，事実上

「農業目的での適正な農地売買価格」(いわゆる「時

価」）となった。当時政府は，残存していた旧い

小作地を安く買収しようと志向して，農地価格一

小作料比率で割り引く算式を示した（政令第２

条）。だが政府買収が殆ど行われない状況で推移

した。2009年の農地法大改変によって小作地所有

制限も国による買収の規定も廃止された。農業生

産法人がその要件を欠いた場合の買収規定は存置

されたものの，そこでの買収対価は，「農業目的

での適正な農地売買価格」（いわゆる「時価」）と

明記された。

　また，農地保有合理化事業での農地等の買入価

格も一般的には「農業目的での適正な農地売買価

格」（「時価」）である。そうした中で. 2009年度

１「経営再生支援事業」の実施と「買入価格査定

　　基準」の作成

　ここでその概略を述べる｢買入価格査定基準｣

は，以下のような経緯の下に，｢買入価格査定第

三者委員会｣([第三者委員会])の中に設置した｢農

地価格算定方式検討小委員会｣において検討・作

成し。それを第三者委員会において若干の修正の

うえ了したものである。

（１）経営再生支援事業の実施と事業の内容

　1970年の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(1993年からは農業経営基盤強

化促進法で位置づけ）は既に40年以上の歴史を有

（注）

 ( 1 )地代政策の詳細については｡拙稿「現代農地賃貸借論」

　　　（農枕統計協会. 2001年）「第２章地代政策の展開と地

　　　代算式」を参照されたい。

 ( 2 )この小作料算式の詳細は，前出拙稿「現代農地賃貸借

　　　論」第２章参照。

６　地代政策の終焉・標準小作制度の廃止

からスタートした「経営再生支援事業」    では，

その事業実施に当って「買入価格査定基準」を作

成することとなっている。いわゆる「時価」での

買入はしないということである。この趣旨に沿っ

て，全国農委保有合理化協会では，「買入価格査

(1)

定第三者委員会」  を立ち上げて，そこで「買

入価格査定基準」を検討・作成した。ここでは，

やや詳細になるがその概略を整理しておく。

(2)



　28

するが，2009年度からは新たに農地保有合理化促

進事業に経営再生支援事業が追加された。この事

業は。「農業経営を営むことが困難となった農業

者の経営再生や，その農用地等及び農業用施設用

地等の円滑な承継を図るため行う事業」である。

この事業が創設された背景には，従来の農地の権

利移動の方向付け,担い手の育成･規模拡大といっ

た施策に加えて，担い手の経営破綻を未然に防ぐ

といった施策の重要性が増してきているのだとい

えよう。この事業は，以下のような内容である。

を中心に構成する買入価格の査定に関する第三

者委員会を設けるものとする。

　（２）（１）の第三者委員会は，農地保有合理

化法人から買入価格の査定を求められた場合

に，査定対象の現在の利用状況，売渡し先の確

保の見込み等を勘案し査定を行うものとする。

その際に（３）の各号に掲げるタイプ別に標

準的な杏定基準の作成に向けて検討するものと

する。

　（３）査定の対象とする農用地等及び農業用

施設等は,次のいずれかに該当するものとする。

ただし　農地保有合理化法人の求めがあった場

合であって，かつ，全国協会が価格査定の必要

があると特に認めた場合にはこれらのタイプに

限らず実施できるものとする。

　ア　経営清算タイプ

　　　離農する者の負債整理のために買入が求

　　められているもの。

　イ　経営再生タイプ

　　　都道府県，農協系統の金融機関，日本政

　　策金融公庫等の金融機関。弁護士等の専門

　　家で構成される第三者的な委員会等が，負

　　債の整理により経営再生が可能と認めてい

　　る場合であって当該農業者（経営を承継し

　　た場合には，その承継者）に対し，一時貸

　　付けを行った後に売渡しを行うことが求め

　　られているもの。

　ウ　競売タイプ

　　　競売の対象となっている農用地等及び農

　　業施設等であって。売渡し先が見つからな

　　いもの。

　全国協会は。経営再生支援事業を実施するに当

り，前述のとおり「買入価格査定第三者委員会」

を組織するとともに，「買入価格査定基準」を作

成するために第三者委員会に「農地価格算定方式

検討小委員会」（以下，「小委員会」）を設置して

，

「買入価格査定基準」を作成した。

　農業経営を営むことが困難となった農業者の経

営再生や，その農用地等（開発して農地，採草放

牧地又は農業用施設用地とすることが適当な土地

を除く。以下この項において|司じ。）及び農業用

臉設等の円滑な承継を図るために行う次に掲げる

事業とする。

　（１）買入価格の査定

　　農業経営を営むことが困難となった農業者か

　ら買い入れる農用地等及び農業用施設等につい

　て，利用状況等を踏まえた適正な買入れ価格の

　査定。

　（２）農用地等及び農業用施設等の維持管理

　　（１）の事業により査定された買入価格に基

　づき買い入れた農用地等及び農業用施設につい

　て，良好な状態で担い手に売り渡し又は貸し付

　けるために行う緑肥作物の栽培等による管理耕

　作及び施設の整備補修。

　そして，具体的な実施事業内容は，以下のとお

り

　要綱第４の６の経営再生支援事業は，次によ

り実施するものとする。

１　買入価格の査定

　（ 1 )社団法人全国農地保有合理化協会（以下

，

「全国協会」という。）は，価格査定に関する専

門知識を有する者，農業経営に関する専門知識

を有する者，農地保有合理化事業に精通する者

（２）「買入価格査定第三者委員会」の設置と「買

　　　入価格査定基準」の作成

　――――――――――――――――――
６　経営再生支援事業　(｢農地保有合理化促進事

業実施要綱　第４｣)

「第８　経営再生支援事業」（農地保有合理化促進

事業実施要領）

  ――――――――――――――
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　ところで，農地保有合理化事業での農用地の買

入れに当っての買人価格は，一般的には，「農用

地等の買入価格は，土地の種類，農業上の利用目

的ごとにそれぞれ近傍類似の上地の通常の取引

（転用のために農地を売却した者が。その農地に

代わるべき農地の所有権を取得するために高額の

対価により行う取引その他特殊な事情の下で行わ

れる取引を除く。）の価格に比準して算定する額

を基準として，その土地の生産力等を勘案した上

で，必要に応じて農業委貝会の意見を聴いて定め

るものとする」としている（「農業経営基盤強化

促進法関係事務に係る処理基準」の別添２「農地

保有合理化事業規定例」第10条）。いわゆるI’耕

作目的での適正な時価”による買入である。

　そうした中で，経営再生支援事業での買入価格

についての「標準的な査定基準」を作成するとい

うことは，この経営再生支援事業での農地の買入

は,適正な時価に依らないということを意味する。

小委員会では，こうした観点から検討して，別掲

の（資料）［農地価格算定方式の検討結果］をと

りまとめた。

　ここでの「農地価格算定方式」についての基本

的な考え方は。農地保有合理化法人から農地を購

入した担い手農家が，その後の農業を持続的に維

持・発展できる農地価格水準でなければならない

ということ（「時価」ではないということ）である。

　以下は，このような考え方のもとに取りまとめ

た「農地価格算定方式」を要約的に整理したもの

である。

【要約的整理に当ってのコメント】

　「農地価格算定方式の検討結果」（買入価格査定

第三者委員会及び小委員会の共同成果）を，以下

において要約・整理するが。要約・整理に当って

は,筆者の独断で,表現の変更･削除等を相当行っ

ている。また，文章を追加していて部分もある。

詳細な内容については，別掲の「（資料）農地価

格算定方式の検討結果」（以下,「別掲の（資料）」）

を見ていただきたい。なお，以下の要約・整理に
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おいても，必要箇所には，追加的な「コメント」

を付しておく。

　ここでは，「標準的な農地価格算定モデル」を

構築して。経営再生支援事業で農地を買入れる場

合の，農地価格の算定の方法や価格算定作業上の

留意点等を示している。

　「標準的な査定基準」については，公社から農

地を購入した農業者が持続的に発展していける農

地価格水準でなければならない，との考え方に

たって検討した。この場合，専業の家族農業経営

を前提とすると。農業経営の持続的発展のための

具体的な目安として，次の３条件クリアすること

が必要である。

【農地購入農家の農業経営の持続的維持一発展の

条件】

　①家計費充足条件一生産要素 (土地, 労働,

資本）に対して適正な対価を支払った上で，家族

農業専従者がその家の家計費を賄うだけの所得を

確保できることにこでの所得は家族労働報酬 +

自作地代 + 自己資本利子 + 利潤の混合所得）。

　②労働報酬条件一専従者１人当たりの労働報

酬が，他産業の給与水準と均衡すること。

　③資金繰り条件一機械施設などの償却資産の

更新費用が確保されることを前提に，経営の資金

繰りに問題が生じないこと一農地は減価償却さ

れない資産であり，農地を借入金で購入した場合

は，通常の経費に加えて，経営費としては支出で

きない農地購人資金の年|副賞還元金が必要であ

る。すなわち，収益性に加え，資金繰り（キャッ

シュフロー）に問題が生じないことが経営を維持

していくうえで必要であるにの点は，農地とい

う資源に固有の問題）。

　上記の３条件を数式で示すと以下のとおり（農

２「農地価格算定方式の検討結果」の要約的整理

１　標準的な農地価格算定モデル

（１）農地価格算定の考え方

　農地価格算定方式の検討結果（買入価格査定第

　三者委員会）－その要約的整理

Ｉ　買入農地価格の標準的な査定基準の作成
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地購入資金は全額借入金で調達と仮定）。

　①（家計費充足条件) (Y-C-S -pR)≧Ｈ

　②（労働報酬条件）（Ｙ－Ｃ－S－pR）／L≧

300～600万円（地域の他産業の標準的な年問賃金）

　③（資金繰り条件) (Y-C- S -pR) + D >

Ｐ十Ｚ十Ｈ

　　（収人:Ｙ，物財費（資材費）：Ｃ，減価償却費

:Ｄ.

　　支払地代：Ｓ，支払利息額:pR，専従者数：Ｌ人

，

　　既存資金の年間の返済金：Ｐ，対象購入農地の

年

　　問償還元金：Ｚ．家計費：Ｈ）

【限界収入と元利均等償還額との比較を通じての

標準的な農地価格の検討】

　標準的な農地価格を検討するためには，農地購

入資金総額，償還年数, 年間の元利均等償還額

期待収益等の整理が必要となる。

　ある経営が農地を購入する場合，農地購入資金

総額,年元利均等償還額，当該農地からの収益は，

以下のような式になる。

【限界収入についてのコメント】

　ここでの限界収入は, 10a当り限界収入＝（農

業粗収益（Ｙ）一農業経営費（Ｃ）＋減価償却費

（Ｄ）＋支払い小作料（S）＋負債利子（Ｒ））÷

経営耕地面積(SL)で示されるように（別掲の

（資料）の表1－1参照），追加的に規模拡大した

農地の経営に当って，その農地に直接的に投入す

る肥料・農薬・燃料，雇用労働費等の変動費以外

は，既存経営が負担するといった計算である。し

たがって，限界収入には，その農地に係る自家労

賃部分，減価償却費，資本利子等の生産費用，及

びその農地の経営を通じて析出される純収益（経

営者利潤部分，地代部分）を含むものである。

【買入農地価格水準の検討】

　農地購人資金を借入金に依存した場合，面積増

加により収入は増加するが，そこでの生産に伴う

経費（変動費）や借入金の支払利息も増加する。

さらに,当該借人金の年間元金償還も必要となる。

そのような状況下において，どれだけの農業所得

や労働報酬が確保できているか，資金繰りに問題

は生じないか，といった観点から買入農地価格水

準の検討を行う。

　農地の売買において売手と買手の価格要求を同

時に満足させる農地価格は，常識的には存在しな

い。ここで検討する農地価格水準は，先の３条件

を満たすことが許容される上限価格であり，買手

の農業経営の再生産が保証されるという意味で売

手と買手が最低限了解できる水準を意味する。し

たがって，ここで示す「標準的な農地価格算定モ

デル」は，農地収得者にとっての上限価格を示す

ものといえる。

（注）

　①農地購入資金総額(SI) = SA x SP (すべて

借入金で調達と仮定）

　③当該購人農地からの収益（SY）＝（期待収

人一増加経費）

　　(購人農地の面積：ＳＡ，単位面積当たり価格：S

    P, 利子率：r, 償還年数:n, 年間の償還現金

　　Z＝Q - R (当該資金の年間の利息額))

　ここで,SYを『限界収入』と呼ぶ。当該経営に

おいて追加的に購入した農地において期待される収　

入から, そこでの生産に要する変動費を控除したも　

の,すなわち,　すでに生産活動において使用されて

いる機械施設や常時従事者など固定的な生産要素

はそのままで, その操業年度及び就業時間を高める

ことによって(経営計算上は機械等の滅価償却費,

利子部分等の生産費用は当該購入農地では負担さ

せない), 当該購入農地から析出される収入(SY)

であり,確保しうる収入の上限＝限界である。経営

再生支援事業ではこのような追加的な農地取得の

ケ－スが一般的と考えられる　　。

（注）購入する農地の面積が大きく，それに伴い機械の台数

　　や常時雇用者数の増加など固定費の増加が生じる場合

　　には．それら固定費も搾除して限界収入を計算する必

　　要がある．また．すでに小作地として利用していた農

　　地を購入する場合には．収人そのものは変化せず．収

　　益性や資金繰りにっいては小作料と年償還元金との比

　　較考慮になることから，このようなヶ－スでは別途倹

　　討が必要である．n　②年元利均等償還額(Q) =SI×r× (1+r)  ／

((1 +r)  -l)ｎ



農地行政における農地価格評価算式の展開

　農業者が農地を購入する際に妥当と考えられる

地価水準（標準地価）の算定に当たっては，前述

の３条件が満たされる必要がある（前述，表1－

１参照）。

　水田経営について，平均的な家計費を年間

385.2万円とし，また，資金繰りについて検討す

るために既存の借入金に対する年間償還元金を

100万円と仮定した場合，上述した経営再生産条

件をすべて満たすのは，10ha以上層である。

【限界収入の水準と償還可能性】

　限界収入を規模別に見ると. 2 ha以上では階

層間で大差はなく，概ね６～７万円／10a前後の

水準である（以下の検討では5ha以上層平均の6.3

万円/10aを用いる）。

　農地購入の判断においては，この6.3万円／10a

と10a当たり年元利均等償還額との比較がポイン

トになる。元利均等償還額は，農地価格水準に加

え，償還年数，利子率により決まるが，仮に利子

率を２％とすると，農地価格と償還年数に対応し

た年元利均等償還額は「（別掲の資料）の図１一１

」

のようになる。

　農地価格が30万／10aを下回るような低水準な

ら，５年の償還でも当該農地からの限界収入で償

還可能である。また，この限界収入はプラスだか

ら，所得も増加する。一方，10年償還を前提とし

た場合，70万円／］Oaを超える農地価格では，限

界収入により年元利償還を行っていくことはでき

ない。

【資金繰り条件】

　償還可能性（キャッシュフロー）は，年元利均

等償還額（別掲の（資料）の図１－２参照），農

地購入に必要となる資金総額（農地価格と面積に

依存）と償還年数で決まる（利息は２％と設定）。

　その場合，経営全体では，既存の借入金の返済

も考慮する必要がある。水田作経営を念頭におい

た場合に実際にどの程度が採算価格になるのかを

資金繰りの視点から見ると。既存借入金の償還

額を100万円と仮定して，資金繰りの可能性は５
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hａ以上層平均で96.7万円, lOha以上層平均では，

484.3万円である。

　そして, 5 ha以上層を基準として資金繰りの

可能な額として年問96.7万円とした場合には, そ

の金額までは新たな農地購人資金の返済に対応で

きることになるので，例えば15年償還なら，農地

購入資金は総額1,300万円まで可能と判断される。

【標準的な農地価格水準の検討】

　ただし，ここで判断できるのは総額であって,

単位面積当たりの農地価格の水準は判断できな

い。例えば農地購入資金総額1,300万円で購入面

積が仮に1haなら，農地価格は10a当り130万円

となる。これだと，10年償還でも年間の元利償還

額は10万／10a近くになるので，限界収入6.3万円

／10aを上回り，限界収入では償還できない。

　以上の検討から査定基準としては。

　①面積当たりの限界収入からみた上限の年元利

償還額を，一定の年数を前提に算出する。

　②元利償還金が限界収人を上回る場合には，経

営全体の資金繰りから見た上限水準を設定する。

ただし，元利償還金が限界収入を大幅に上回る場

合には，その農地価格水準が適正なのか，検討を

要する。

【元利均等償還についてのコメント】

　ここで算出する農地価格は，農地を追加的に新

たに取得した者が。毎年払いうる限界収入（ここ

では10a当り63万円と仮定）を元利金等償還率で

除した額（支払い可能な限界農地価格水準）であ

る。したがって，その地価水準は，土地純収益に

基づいた収益還元地価（土地純収益（ｒ）/平均

利子率（i)）ではない。

　この限界地価も，結局のところは利子率と償還

期間に規定されるのであり，参考のために，元

利均等償還率と対応する地価水準を示しておく

と，表－Ⅲ－１のとおりである。たとえば，限

界収入6.3万円／10aとして. (a)金利2.0%の場

合一償還期間10年だと，取得限界価格55.6万円

/10a，25年では123.0万円となる。（ｂ）金利3.0%

の場合一償還期間10年で，限界取得価格53.7万

円/10a，25年では109.7万円となる。こうした地

（２）農業経営統計データを用いた「標準的な農

　　地価格算定」シミュレーション
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表－Ⅲ－１　利子率・償還期間と元利均等償還率・限界農地価格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(地価単位：万円)

価格差が生じるために適正な地価水準の見極め

が必要であるといった問題はつきまとう。

　ここでは，「標準的な農地価格算定モデル」を

用いて，現地で具体的に運用する場合（買入価格

を決定する場合）の留意点等を中心に整理した。

　経営再生支援事業対象農地について，（Ｉ）－

1の「標準的な農地価格算定モデル」によって，

「標準となる買入農地価格」一農地買入層が農

業経営を通じてその買入農地から生み出す限界収

入でもって一定期間内に元本と利子部分を償還で

きる農地価格水準一を算定する。具体的には，

事業対象農地のうちの主要な1団地（以下，「標

準地」）について標準となる買人農地価格（10a当

たり）を計算することとする。なお，事業対象農

地が遠隔地に分散しているなどで，１ヵ所の標準

地の価格算定のみでは不適切と考えられる場合に

は,状況に応じて複数の主要団地に標準地を設け。

それぞれ標準となる買入農地価格を計算すること

も検討すべきである。

　１）農地買入層の経営規模の想定及び限界収入

の計算

　①収集すべきデータ（省略,別掲の（資料）参照）

　②標準地について10a当たり「限界収入」を計

算するために，まず，経営再生支援事業対象農地

の買入が予定される農家層の経営規模を想定す

る。

　③想定した買人層の限界収入の計算一収集し

たデータあるいは農水省「農業経営統計調査」の

県段階のデータ等によって，想定した買入農家層

の経営規模を前提として限界収入を算定する。（以

下省略）

　２）限界収益で償還できる農地価格水準を算定

　①標準地の「標準となる買人農地価格」の計算

上必要な「償還期間」は。借人実態に即して決め

る（全国平均的には10～15年程度）。「利子率」は

，

実際の借入金科子率，白己資金の場合は償還期間

に対応する定期預金金利等を利用して，平均的な

利子率を計算する。

　②標準地の「標準となる買入農地価格」の計算

Ⅱ　買入農地価格の標準的な査定基準の現場で

の

　　運用

 1　標準となる買入農地価格の算定

（１）「標準地」での標準となる買入農地価格の

算

　　　定作業

（２）具体的な作業手順



農地行政における農地価格評価算人の展開

は, 上記の２）一②で算出した限界収入と，この

償還期間,利子率を用いて行う。この作業の結果，

標準地の「標準となる農地価格」が10a当たり80

万円（単収70kg)などと算出される。

　③「標準となる買入農地価格」と実勢地価との

関係についての検討（省略）

　Ⅱ－１で算定した「標準となる買入農地価格」

は，その算定式からも明らかなように。その農地

の収益還元地価水準に必ずしも一致するものでは

ない。そこで，「標準となる買入農地価格」が，

収益還元地価水準とどのような位置関係にあるの

か，経営再生支援事業として取得することが妥当

な地価水準幅なのか，目処をつける必要がある。

このために，「標準となる買入農地価格」を算定

した農地について，別途，「収益還元地価水準」

を試算し，比較検討する。

　１）土地純収益の推定及び還元利子率

　①土地純収益の推定

　収益還元地価の算出は，「当該農地の土地純収

益÷還元利子率」で計算するのが通常である。こ

の場合，当該農地の土地純収益を計算するデータ

がない場合は，当該農地の土地純収益に代えて当

該農地あるいはそれと同等な近接農地の実勢小作

料を採用する。今日の水田実勢小作料水準は，土

地純収益とかなり近似していると見てよいであろ

う。

　②還元利子率

　今Ｈでは長期に及ぶ低金利政策，農地取得等の

場合の各農家の資金利用の多様化，超低利融資や

無利子融資，国債の変動金利制の採用，さらには

投資の多様化等の状況にあり，還元利子率（平均

利子率）を確定することは非常に困難である。そ

こで, この還元利子率を「土地利回り率」で代位

することとする。

　なぜなれば，現実の農地価格の動向をみると，
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低金利が続くにもかかわらず農業収益悪化の中で

農地価格そのものが長期間に渡って下落してい

る．また，実勢小作料水準も長期低落傾向にあっ

て，かつ．両者が概ねパラレルに推移している

（注）．そこで．対象農地の収益還元地価水準を試

算するに当っては．水田で形成されている土地利

回り率（実勢小作料/実勢地価）を道県単位で計

算し．その数値を「還元利子率|として用いる．

　２）対象農地の収益還元地価計算

　還元利子率として土地利回り率を用いた場合の

経営再生支援事業対象農地での収益還元地価の具

体的な計算は，以下の式となる。

収益還元地価＝経営再生支援事業対象農地（あるいは近接す

る農地）の実勢yjヽ作料÷属する道県の土地利回り率(％)

　①土地利回り率の水準一全国農業会議所の水

田小作料や農地価格に関する調査資料にもとづい

て北海道，東北６県について計算したものを表－

Ⅲ－２に示す（詳細は，別掲の（資料）参照）。

　②収益還元地価の計算例一事業対象農地（或

いは近隣の農地）の10a当たり小作料が，たとえ

ば北海道のＡ市で13,000円，青森県Ｂ町で17,000

円であるとすれば，収益還元地価は，北海道Ａ市

の事業対象農地は，13,000円÷0.0436 = 29.8万円，

青森県Ｂ町のそれは，17,000円÷0.0336＝50,6万円

となる（土地利回り率を06～08年平均を使用した

（２）土地利回り率の具体計算と収益還元地価の

　　算定例

２　標準となる買入農地価格の収益還元地価水

準

　　からのチェック

（１）収益還元地価水準の試算

（注）宅地価格等が大幅に下落した状態が長期間続いており

　　　農地転用も大きく減少している巾にあっては，純農業

　　　地帯での農地価格が農外の影響を殆ど受けなくなって

　　　きているといえる｡また，担い手農家の農地取得は。

　　　投資目的ではなくて自らの農業経営の規模拡大なので

　　　あり。自己の経営拡大による収益増加｛所得増加｝を

　　　求めて農地を取得する。かつ長期問所有するといった

　　　白作小農経営の農地取得行動がその根底にあるといえ

　　　よう。このため，金利変動への反応よりも農業生産環

　　　境の悪化（変化）への友応のほうがより強いと見るべ

　　　きであろう。
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表－Ⅲ－２　土地利回り率，地価，小作料
　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位％，万円，円)

資料：全国農業会議所調査

　注：①十地利回り率（％）＝小作料÷地価。

　　　②土地利回り率の06～08年は，３ヵ年平均。

場合)。この収益還元地価とⅡ－1で算定した[標

準となる買入農地価格]とを比較することとなる。

　なお，この土地利回り率を用いて算出した収益

還元地価水準は，あくまでも目安としてのもので

あるが，｢標準となる買入農地価格｣と収益還元

地価水準との格差が著しく大きい場合にはいずれ

の地価水準の算定にどのような問題を含んでいる

のかチェックする必要があろう。

３　比準要素を用いての個別農地ごとの買入農

地

　　価格の算定

（１）標準地からの比準

しい。

　１）比準要素

　比準要素として，さまざまな土地条件のうちの

どのような点を比較するかは，それぞれの地域に

よって異なる。個別農地の買受け可能な地価水準

を算定する場合に比準要素として留意すべき事項

の標準的な例を次表にまとめた。

　水田を評価する場合の比準要素を，比準表の①

から⑦で示している。比較要素を３つの要素に区

分したのは，要素グループ毎に配点を傾斜配分す

るためにまとめたもので，基本的には，基礎要素

＞作業効率要素＞管理要素になると思われる。

　この点を考慮して，ここでは，以下のようにし

た。

　(i) 「基礎要素」（①生産力）を「比準要素１」

として，生産力格差（単収格差= B / A)を農地

価格により大きく反映させることとした。

　(ⅱ)「作業効率要素」（②基盤整備の状況，③

区画の形状，④水利の良否）と「管理要素」（⑤

道路接続,⑥乾湿･保水状況,⑦管理の状況）を「比

準要素２」とした（表－Ⅲ－３参照)。（以下省略）

　２）比準要素ごとの配点

　(i) 比準要素１-標準地と個別農地の生産

力（単収）の格差を, 個別農地の買入農地価格評

価により大きく反映させることとしたものであ

り，標準地及び個別農地の単収を正確に把握する

必要がある（例えば，標準地（Ａ）570kg，個別

農地（Ｂ）540kg）。

　(ⅱ)比準要素２ ー 業効率要素と管理要素の

　①経営再生支援事業対象の農地が分散している

とか複数件あるような場合，それらの全農地につ

いて必要なデータを全て収集することは非常な困

難を伴う。そこで，標準地においてⅡ－１の「標

準となる買入農地価格」を算定した後。農地価格

形成条件が大きく異ならない周辺の事業対象農地

については。「標準となる買入農地価格」を基に

比準方式によって佃々の農地（以下，「個別農地」

という。）の「買人農地価格」を算定する。

　②標準地の「標準となる買入農地価格」から個

別農地の買入価格を比準するに当っての比準要素

は，農業収益格差の要因となる要素で構成される

ことが基本である。個別農地が遠隔地に分散して

いる（地域類型が異なる）などで１つの標準地か

ら比準することが必ずしも適切でない場合には，

複数の標準地を設けるなり。標準地の場合と同様

の手法で個別農地の買入価格を求めることが望ま



表－Ⅲ－３　比準表（比準要素１，比準要素２）
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各比準要素の最高点を合計すれば100点になるよ

うに，各比準要素に配点をする。配点は，農地価

格を左右する度合いが高い比準要素には高い配

点｡低い比準要素には低い配点をする。たとえば，

各比準要素の最高得点を，②，③は30点。④～⑦

は10点として合計100点する(ここでは最高100点

～最低52点とした)。そして，標準地及び個別農

地について，比準要素ごとに得点（評点）を与え

合計する。なお，比準要素２の配点は，各地域の

実態に合った比準要素と配点を行うことが望まし

い。

　(ⅲ)個別農地の買入農地価格一個別農地の

買入農地価格は，次の計算式によって算定すれば

よい。

　１）標準地について［比準要素2］で評点を付与

　（Ⅱ）－１で算定した「標準となる買入農地価格

」

（例えば10a当たり80万円，単収570kg）は，経営

再生支援事業対象農地のうちの標準地で算定した

ものある。その標準地は，地域の中で最優等地と

は限らない（中位の農地，劣等地の場合もあり得

る)。このため，標準地について比準要素２の各

要素に即して得点を与える。

　その結果，得点合計が92点だったとすると，先

に計算した「標準となる買入農地価格」が80万円

の標準地は，比準要素１の単収570kg,比準要素

２の得点92点の水田ということになる。

　２）個別農地の買入農地価格の決定

　①個別農地の単収をまず確定する（たとえば，

540kg)。

　②次いで，比準要素２の各要素について得点を

与え,個別農地の得点合計を確定する。その結果，

個別農地の得点が仮に84点とする。

　③個別農地の「買入農地価格」の算定 ー 標準

地の「標準となる買入農地価格」,比準要素1の

単収，比準要素２の得点と，個別農地の比準要素

１の単収，比準要素２の得点を用いて，個別農地

の「買入農地価格」を算定する。先の算式に当て

はめれば，以下のとおり。

個別農地の買入農地価格(10a:万円)＝

　比準要素1の(個別農地の単収(B)540kg÷標準地の単収(A)570kg)ｘ

　比準要素2の{個別農地の得点84点÷標準地の得点92点)×

　標準地の標準となる買入農地価格10a:80万円＝69万円

　以上の農地買入価格の決定作業は，大変だと思

われそうだが，必要データが確保できれば，それ

ほど困難な作業ではない。経営再生支援事業に該

当するような事案は，今後，全国的に相当増加す

る可能性があると思われる。今から準備していく

個別農地の買入農地価格（10a:万円）＝

　比準要素1の（個別農地の単収（Ｂ）÷標準地の単収(A)) ｘ

　比準要素2の（個別農地の得点／標準地の得点）ｘ

　標準地の「標準となる買人農地価格」10a:万円）

（２）具体的な比準作業・農地価格決定の手順

農地行政における農地価格評価算式の展開
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ことが望まれる。

　なれ　この査定基準は，経営再生支援事業を実

施する際に活用することを主たる目的としたもの

であるが，今後，この査定基準が，農地保有合理

か事業意一般での買入価格の決定に際して活用さ

れることを期待したい。

（注）

（1)  経営再生支援事業の全体的な枠組みは，その後変更さ

　　　れているが。ここでは触れない。なお。農地保有合理

　　　化促進事業として行う「経営再生支援事業」の内容等

　　　の記述は，全国農地保有合理化協｀,会編集1農地保有

　　　合理化事業関係通達集（平成22年度版）に依拠してい

　　　る。

（２）第三者委貝会及び小委員会の委員構成は，別掲の（資

　　　料)「農地価格算定方式の検討結果）を参照。

　本稿は，Ⅲ農地保有合理化事業・「経営再生支

援事業」での「買入価格査定基準」を除き，Ｉ，

Ⅱともわが国の農政（農地行政）においてその歴

史的使命を閉じたところの，農地価格政策と地代

政策を，歴史経過にそって整理したものである。

こうしたことに如何ほどの意味を見出しうるの

か，批判的な意見も少なくないかもしれない。そ

うした向きには，”「温故知新］にもならない昔物

語”といった程度に眺めていただくしかなかろう。

　ところで，21世紀もすでに10分の１世紀以上を

過ぎてしまったのだが，わが国の経済社会は超長

期にわたって出口不透明な低迷・停滞が続き，政

治の機能不全一劣化は，とりわけここ数年の問に

かなり深まっている。

　国際情勢に目を向ければ。経済社会の混迷・混

沌は深刻さを一層増し，崩壊の危機すら懸念され

ており，政治情勢は，不安定・対立の様相から抜

け出せずにいる｡他方で,代議制や三権分立といっ

た民主主義の仕組みに対する疑問が出され，多数

者が直接参加して自らが決定し自らを規制してい

く直接参加型の政治・経済社会運営のあり方が模

索・追及されるといった動きも出てきている。今

日の混沌と混迷と多様な行動，意識変化等の動き

やその将来方向は，過去の歴史経験からは単純に

は予測し得ない星雲状態に突人している。

　これから先。人々が未来を信じて，希望と誇り

と自信をもって持続的に前進しうる新しい社会が

如何なるかたちで再構築されるのか，それは大混

迷・大混乱の後に出現するものなのか否か，それ

はまた何年先なのか，10年か，30年か，50年か，

あるいは世紀を単位とするのか，見通し難い。加

えて，長期的に見て，地球上に人類が安寧に社会

生活を営みうる生存領域が如何ほど存在しうるの

だろうかといった疑問すら生じる。東日本大震災

などの自然災害のみならず，最近の我利我欲な人

問の営為にふれるにつけ，その不安は拭いされな

い。

　不確定要素は極めて多いが，新たに再構築され

るであろう政治経済社会は，多分，今日の延長線

上ではない新たなコントロールシステムが求めら

れるのではなかろうか。新しいコントロールシス

テムが如何なる姿となるのか，単純には見通せる

ものではないが，過去に葬り去られたさまざまの

規制システムを振り返ること含めて，今から様々

な姿を検討することもまんざら無意味でないよう

に思える。新たな段階を直接目することは。私に

は叶ないのだが。

（参考）北海道での買入農地価格の評価・比準

要

　　　素の考え方（省略）

おわりに
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農地価格算定方式の検討結果

平成２３年７月

全国農地保有合理化協会

(買入価格査定第三者委員会)
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は　し　が　き

　担い手農業者の高齢化､農産物価格の下落等農業を取り巻く状況が厳しさを増し､今後、

離農や経営困難に陥る農家の増加が懸念されている。これら農家が所有する農地等優良な

経営資源を担い手に円滑に継承し、有効活用するとともに農地の分散・放棄等の発生を未

然に防ぐことが重要であり、この場合、農業経営が継続・発展していけるような農地価格

での承継が肝要と考えられる。このため、当該農地の収益等と農業経営などから適正な価

格を決定する新たな仕組みを構築に向けて、平成21年度より、当協会おいて経営再生支

援事業を実施してきた。

　本事業は、当協会が価格査定に関す専門知識を有する者、農業経営に関する専門知識を

有する者、農地保有合理化事業に精通する者を中心に構成する買入価格の査定に関する第

三者委員会を設け、農地保有合理化法人から買入価格の査定を求められた場合に、査定対

象の現在の利用状況、売渡し先の確保の見込み等を勘案し査定を行うものである。その際

に､下記の３つのタイプ別に標準的な査定基準の作成に向けて検討することとされている。

　　ア　経営清算タイプ＝離農する者の負債整理のために買入れが求められるもの

　　イ　経営再生タイプ＝都道府県、農協系統金融機関、日本政策金融公庫等の金融機関、

　　　弁護士等の専門家で構成される第三者的な委員会等が､負債の整理により経営再生が

　　　可能と認めている場合であって当該農業者(経営を承継しか場合には、その承継者)

　　　に対し、一時貸付けを行った後に売渡しを行うことが求められているもの

　　ウ　競売タイプ＝競売の対象となっている農用地等及び農業用施設等であって､売渡し

　　　先が見つからないもの

　そのため、当委員会において価格算定のための基礎となる農地価格の実態及び経営規模

拡人農家の経営内容について具体的な調査を実施し、様々な角度から当事業の検討を行っ

た。ここにその成果を踏まえ｢農地価格算定方式の検討結果｣を取りまとめることとした。

　調査にご協力をいただいた研究者の方々及び地域関係機関・団体さらには調査農家の

方々に感謝を申し上げる。

社団法人　全国農地保有合理化協会
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はじめにー「標準的な査定基準」の位置づけと運用上の留意点

　(1）農地保有合理化法人（以下、「公社」というO）が行う経営再生支援事業における買

入価格の査定は、査定対象（農川地等）の現在の利用状況、売渡し先の確保の見通し等を

勘案して行うものとされている。そして、この買入価格の査定のための「標準的な査定基

準の作成」こ向けて検討することとされている。（農地保有合理化促進事業実施要領）

　この「標準的な査定基準」（以下、「査定基準」という。）を作成するために、平成22年

８月に「農地価格算定方式検討小委員会」を設置して検討を重ね、その結果を取りまとめ

た。

　検討にあたっては、「査定基準」は、公社から農地を買受けた農家層（専業農家を想定）

が、その後も農業経営を持続的に発展させうる農地価格水準を算定できるものでなければ

ならないとの考え方を基本に置いた。具体的には、買入農地から生み出す限界収入（「Ｉ買

入農地価格の標準的な査定基準の作成」参照）でもって買入農地の土地元本及び利子を一

定期間内に償還し得る地価水準を算定できる「査定基準」を作成することとした。農地保

有合理化事業の農地売買等事業での買入価格は､「近傍類似の通常の取引の価額に比準して

算定される額」としていが、この方式（時価主義）とは基本的に異なるのである。

　この査定基準は取り敢えず水田作を対象として作成したが、今後は畑作等に拡大する必

要がある。なお、農業施設等の価格査定（評価）は、それらについて中古市場が形成され

ておればそれを利用することも可能である。だが､既存農業施設等は農地を買受けた者（担

い手農家）にとって不必要なものも少なくないために買受けを希望しない場合が多い。そ

れ故、査定基準の需要は少ないと思われる。加えて、農業施設等の評価には多様な要素が

絡むために査定基準を作成することは極めて困難であることから、小委員会での作成はと

りあえず見送らざるを得なかった。これらの査定対象を如何に扱うか、今後検討する必要

がある。

　（２）なお、杏定基準の運用、買入価格の査定は、経営再生支援事業での、ア経営清算夕

イプ（離農する者の負債整理のために買入れが求められているもの）､イ経営再生タイプ（第

三者的な委員会等が、負債の整理により経営再生が可能と認めている場合であって当該農

業者に対し､一時貸付を行った後に売渡しを行うことが求められているもの）、ウ競売タイ

プ（競売の対象となっている農用地等及び農業用施設等であって、売渡し先が見つからな

いもの）について、いずれも公社が農用地等を買入れる場合に適川されるものである。競

売での落札価格等と特段の関係を有するものではない。

　（３）この査定基準は、経営再生支援事業を実施する際に活用することを主たる目的とし

たものである。それとともに、この査定基準が、農地保有合理化事業での買入価格・売渡

価格の決定に際して積極的に活用されることを期待したい。



農地行政における農地仙格評価算式の展開

１　標準的な農地価格算定モデル

　（１）農地価格算定の考え方

　　「標準的な査定基準」をどう設定するかについては様々な考え方が成り立ち得ると思わ

れるが、その一つとして、公社から農地を購入した経営が持続的に発展していける価格水

準でなければならない、換言すれば、経営の再生産が保障される必要があるという点は多

くの同意が得られるであろう。農地を斡旋された経営が農地購入によって多額の負債を抱

え、事業不振となっては元も子もないからである。

　ここでは、このような農業経営の再生産という観点から標準的な農地価格算定モデルを

提示するが、その検討に当たって、まず、経営の再生産をどう捉えるかという点について

整理する。

　経営が再生産されるには、専業の家族農業経営を前提とすると、その具体的な目安とし

て、

　①　生産要素 (土地、労働、資本）に対して適正な対価を支払った」ﾕで、家族専従者がそ

　　の家の家計費を賄うだけの労働報酬を得る（家計費充足条件）

　②　その１人当たり水準が他産業の給与水準とほぼ同等となる（労働報酬条件）

　③機械施設などの償却資産の更新費用が確保されることを前提に、経営の資金繰りに

　　関して問題が生じない（資金繰り条件）

　の３点が設定できる。

　このうち、①の家計費充足条件は、農業経営が事業として家計を養うだけの所得を確保

できることを意味している。もちろん､現状では､わが国農業においては兼業農家も多く、

農外収入を用いて農地購人が行われることもある。しかし、ここでは家産ではなく、生産

手段としての農地の評価を行うという観点から、専業経営としてまず展開できることを条

件とした。

　また、②の労働報酬条件は、家族労働報酬十自作地代十自己資本利子十利潤というよう

に混合所得である農業所得として､かつ､その１戸当たりの農業所得の水準だけではなく、

専従者１人当たりの労働報酬で見ても他産業の給与水準と均衡することを求めたものであ

る。これは、家族労作的な農業経営ではなく、今後は、若い家族子弟や農外からの雇用労

働力を導入レそれらの者に対して適正な給与水準を支払ってもなお成り立つ収益水準の

農業経営が求められるという理解から設定した条件である。

　さらに、③の資金繰り条件は、農地は減価償去［1されない資産であり、資金を借り入れて

農地を購入した場合は、通常の経費とは別に、経営費としては支出できない農地購入資金

の年間の償還元金の存在も考慮する必要があること、すなわち、収益性に加え、資金繰り

　（キャッシュフロー）に問題が生じないことが経営の再生産に必要となることから設けた

ものである。この点は、農地という資源に固有の問題と言っていい。

　以上に示した条件を数式で示すと、以下のとおりである（農地の購入資金は全て借人金
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Ｉ　買入農地価格の標準的な査定基準の作成
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で調達すると仮定）。

　　　収入：Ｙ　　物財費（資材費）：Ｃ　減価償却費：Ｄ

　　　支払地代：Ｓ　　支払利息額：pR　　専従者数：Ｌ人　　家計費：H

　　　既存資金の年間の返済金：Ｐ　　対象購入農地の年間償還元金：Ｚとすると

　　　①（家計費充足条件）　(Y-C-S -pR)　≧　H

　　　②（労働報酬条件）　  (Y-C-S -pR)／L　≧　300～600万円（地域の他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業の標準的な年間賃金）

　　　③（資金繰り条件）　　(Y-C-S-pR)+ D　  > P + Z + H

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　となる。　　　　　　

　以上の議論は、公社を通して購入する農地に関わる資金の総額及びその年間の償還元金

に関わるものであり、上記の条件だけでは、本報告書の主題である標準的な農地価格（単

位面積当たり価格）の水準は設定できない。したがって、この点を検討するためには、さ

らに農地購入の形態や償還年数、期待収益等の整理が必要となる。

　そこで、今、ある経営が公社を通して農地を購入するとしよう。

　その場合、購入農地の面積：S A　　単位面積当たり価格：S P　とすると、

　総購入資金は　SA × SP＝SI　である（これらはすべて借入金で調達と仮定）

　　利子率：ｒ　　償還年数：ｎ年　　元利均等償還とすれば、

　　また、年間の償還元金は　このQから該当する資金の年間の利息額Rを控除した額

　すなわち　Q - R　円となる

　ー方、当該購入農地からの収益(期待収入一増加経費)を　S Y　とする。この収益を、

ここでは『限界収入』と呼ぶ。具体的には、当該経営において購入した農地から期待され

る収入から、そこでの生産に要する変動費を控除したものである。“限界”とするのは、こ

こでの農地購入においては、すでに生産活動において使用されている機械施設や常時従事

者など固定的な生産要素はそのままで、その操業度及び就業時間を高めることに伴う収益

の増加が期待されると考えるからである。新規就農による農地購入ではなく、すでに一定

規模の下で農業経営が展開されていることを前提に、その上で追加的に農地を購入するこ

とを想定している。特に、経営再生支援事業ではこのようなケースが一般的と考えられる

ことから、このような限界収入として購入農地からの収入を捉えることとしたい(注)。

年元利償還額は Q = SI × r × (1 + r)  ／ ((1 + r) － 1)
n n

（注）購入する農地の面積が大き＜、それに伴い機械の台数や常時雇川者数の増加など固定費の増加

が生じる場合には、それら固定費も控除して限界収入を計算する必要がある。また、すでに小作地

として利用していた農地を購入する場合には、収入そのものは変化せず、収益性や資金繰りについ

ては小作料と年償還元金との比較考慮になることから、このようなケ－スでは別途検討が必要であ

る。

　では、大面積の購入や小作地の購入ではな＜、既存の経営面積への追加的な農地購入を

想定した場合、標準的な農地価格の査定基準をどのように考えればいいだろうか。



農地行政における農地価格評価算式の展開

　公社を通して農地を全て借人金で購入した場合､面積増加により収入が増加する｡一方、

そこでの生産に伴う経費（変動費）や借入金の支払利息も増加する。さらに、当該借入金

の年間の元金償還も必要となる。したがって、そのような状況下において、どれだけの農

業所得や労働報酬が確保できているか、資金繰りに問題は生じないか、という観点から農

地価格の検討を行うことになる。但し、資金繰りについては、当然ながら、償還年数を長

くとればとる程年間の償還額は小さくなり、キャッシュフロー上の問題も少なくなる。し

たがって農業者が通常返済を考慮する年数を想定した上で検討を行う必要がある。

　なお、農地の売買には売り手と買い手が存在するが、売り手にとっては売却する農地の

価格は高い程望ましく、一方、買い手にとっては、それは安い方がいい。したがって、こ

の両者を同時に満足させる価格は存在しない。農地を購入する経営にとっては、購入価格

が安くなることは、前述した条件をより満たす方向で作用する。すなわち、ここで提示す

る農地価格は、最初の３つの条件を満たすことが許容される上限価格であり、買い手であ

る農業経営の再生産が保証されるという意味で売り手と買い手が最低限了解できるという

水準を意味している。したがって、本報告書における標準的な査定基準は、農地購入を斡

旋するに当たって買い手にとっての上限価格を示すものと理解されたい。

　以上、概念的な整理を行ったが、次に具体的データをもとに検討する。

　農業経営が農地を購入する際に妥当と考えられる地価水準（標準地価）の算定に当たっ

ての考え方は、最初に述べたように、①農業所得が家計費を賄えること、②農業経営の専

従者１人当たりの労働報酬が他産業の勤労者水準を上回ること、③農業経営の現金収入が

現金支出を上回ることの３点が満たされることであった。そこで、これらの条件の達成状

況を、農林水産省農業経営統計（水田作部門）のデータから確認するo

　農業経営の経営収支の現状を水田作経営について示すと、表１－１に示すとおりである

　（なお、ここでは､専業経営を念頭に置いていることから、2ha以上層について示した）。

この表では、経営統計の規模階層別の経営収支を整理するとともに、平均的な家計費を

385.2万円／年間、また、資金繰りについて検討するために既存の借入金に対する年間償

還元金を100万円と仮定して、上述した経営の再生産の条件を満たすか否かの確認を行っ

た。なお、表の各項目にはＹ、Ｃ、ＣＦなどの記号を付し、資金繰りの可能性をどのよう

な計算式で判断するかが分かるように示した。表1-1の下欄に規模階層別の経営再生条件

の充足状況を示したが、これによれば、概ね1Oha以上層で上記の条件を全て満たすこと

が分かる（但し、年間の家計費を385.2万円、既存借入金の償還元金を100万円程度と想

定していることに注意）。

　農業経営が負担可能な農地価格の水準は、前述したようにまずは、追加購入した農地か

らどの程度の収入が期待されるかに依存するが、この点について限界収入を規模別に見る

と、2ha以上では階層間であまり差はなく、概ね６～７万円/10a前後の水準である（以
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（２）農業経営統計データを用いた標準地価算定シミュレーション
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下の検討では５ｈａ以上層における6.3万円／10aを用いる)。したがって、水田作経営に

ついては、さしあたりこの金額を限界収入の目安としていいように思われる。

　農業経営における農地購入の判断においては、この6.3万円と年元利償還額(10a当た

り)との比較がポイントになる。そして、後者は、先の式に示したように農地価格に加え、

償還年数、利子率による決まるが。仮に利子率を2％とすると(注)、農地価格と償還年数に

対応した年元利償還額は図１－１のようになる。

　(注)農地取得のための日本政策金融公庫の融資利率は、スーパーＬ資金等の超低利の融資を除くと、現

　在は1,｡5％。農協の長期貸出約定金利は、10年11月現在で1.98% (全国平均)、09年12月は2.08%

　であり、金利は低下傾向にある。



農地行政における農地価格評価算式の展開

　図より明らかなように、農地価格が例えば30万/10aを下回るような低水準なら、５

年の償還でも当該農地からの収入（限界収入）で償還可能である。また、この限界収入は

プラスだから、所得も増加する。仮に15年償還としても、85万円/10a以下であれば、

購入の農地からの収入で返済可能である。一方、10年償還を前提とした場合、70万円／

10aを超える農地価格では、限界収入により年元利償還を行っていくことはできない。こ

のように購入農地による採算性として、所得が増加し、かつ、資金繰りにも問題が生じな

い水準がどの程度かは、図１－１を参照することを通して、限界収入と償還年数に応じた
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査定価格（上限額）として決定されることになる。
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　なお、当該農地当たりでは採算がとれなくても、農地購入により所得が確保され、１人

当たりの所得が他産業水準を上回り、経営全体の資金繰り上も問題ない（経営の再生産条

件を満たす）ケースはあり得る。この場合、前述したように限界収入がプラスであること

から検討のポイントは償還可能性（キャッシュフロー）になるが、この場合の年元利償還

額は、図1-2に示すように、農地購入に必要となる資金額（農地価格と面積に依存）と償

還年数で決まる（利息はとりあえず２％と設定）。そして、例えば総額2,000万円の農地購

入の場合、15年償還では、年間の元利返済は150万円程度である。このように図1-2を用

いることで購入資金と償還年数に対応した年元利償還額が把握できる。

　ただし、経営全体では、既存の借入金の返済も考慮する必要がある。この点を考慮しつ

つ、水田作経営を念頭においた場合に実際にどの程度が採算価格になるのかを資金繰りの

視点から見てみよう。そうすると、先の表1-1に示すように、既存資金の償還額を100万

円と仮定した場合には、資金繰りの可能性（黒枠）は5ha以上層で96.7万円となる。こ

の金額は、当然ながら、既存資金の償還金が少なければ増えるし、多ければ減る。なお、

経営統計では平均的な年償還額は把握できないため、表1-2に既存資金の年間償還元金が

0円｡150万円、200万円の場合について示した。当然ながら、既存資金の償還金が多い

程、資金繰りに問題が生じやすくなる。一方、大規模層になると、現時の経営内容のもと

での現金収入の多さからに二では現金支出＝年償還元金十家計費は一定と仮定）、資金繰

りの余裕はより大きくなり、lOha以上層では484万円となる（表l-l)oそして、5ha以

上層を基準として資金繰りの可能な額として96.7万円を設定した場合には､その金額まで

は新たな農地購入資金の返済に対応できることになるので、図1-2に戻り、例えば15年

償還で見ると、96.7万円では総額1,300万円まで対応可能と判断されることになる。

　但し、ここで判断できるのは総額であって、単位面積当たりの農地価格の水準は判断で

きない。例えば1,300万円で面積が仮に1haなら、農地価格は130万円となる。これだ

と、図1-1から、10年償還でも年間の元利償還額は10万/10a近くになるので、限界収

入6.3万円/10aを上回る（注）。

（注）購入農地からの収入では全て償還することはできないが、限界収入はプラスなので所得は維

持

されるのと同時に、年間の償還額は新たに100万円（10万円／10aｘ10反）増加するが、キャッシ

ュフローの可能性としても5ha以上層では.上記のように約100万円は余裕があるので、資金繰り上

も耐えられると判断される。しかし、資金の償還はできるが、1ha而積が増加しても63万円しか

所得は増えないので、それが経営的に合理的かどうかの判断がまた求められよう。
　以上の検討から査定基準としては、①面積当たりの限界収入からみた上限の年元利償還

額を、例えば15年償還、あるいは10年償還など一定の年数を前提に算出する、そして、

②元利償還金が限界収入を上回る場合には、表1-1のような検討を通して、経営全体の資

金繰りから見た上限水準を設定するという方式が適用できることになるO



農地行政における農地価格評価算式の展開

　本試算の目的は、離農農家等の農地を担い手が購入する場合の経営的に妥当な価格水準

を見出すことにあるＯそのため、個々の経営事例をもとに、農地価格の算定に当たって先

に示した３つの基準、すなわち、①家計費を賄える農業所得、②他作業と均衡する労働報

酬、③経営のキャッシュフローにおける安全性について検討する。

　Ａ経営は、経営者と従業員１名、合計２名の専従者の下で、経営面積30.6haを耕作す

る大規模な水田作法人経営である。経営面積の内訳は経営主の所有農地5.6ha (法人に貸

付け）、借地25haであり、借地抖は、水田の場合18,000～20,000円/10aという水準で

ある。部門構成は、水稲21.08ha、そば1.14ha、エタノール米1.79ha、大豆2,64haであ

り、この他､上地改良の通年施行による不作付地が3.24ha、自己保全管理が0.71haある。

主な機械施設装備は、トラクタ３台（55、70、80ps）田植機３台（５条、８条、８条）コ

ンバイン（５条、大豆専用）、乾燥機等である。農地の集積は借地を中心に行っているが、

自作地も積極的に拡大しており、３回に渡り4.3ha購入している。総購入金額は3,560万

円で、農地価格の水準は、現在、70万円/10aであ

る。

　なお､この経営の農地は自宅のある地域に約20ha

あり、この地域の約半分を耕作するに至っている。

　また、この経営の損益を整理すると、表1-3のと

おりである。約2,900万円の売り上げがあり、経常

利益は390万円という水準にある。このような経営

内容及び経営収支を前提として、標準的な農地価格

の査定基準はどのように算出されるだろうか。

　まず、①の家計費を賄える農業所得について。法

人経営なので経営としての再生産の可能性を検討す

ることも可能であるが、実質１戸１法人であり内容

的には家族経営なので､農業所得を基準に検討する。

　家族専従者である代表者の役員報酬十経常利益で農業所得を捉えると、690万円(300万

円＋390万円)となる。これは平均的な家計費385万円を上回る。また、労働力が！人であ

ることから、この金額はこの経営の１人当たり専従者労働報酬にも等しいが、これは、他

産業の年間給与水準と比較しても(業種により大きな差はあるが)、劣るものではないと思

われる。

　このように、上記①と②の条件は満たしていると言えるが、では、③のキャッシュフロ

ーについてはどうか。以前に示したように、現金収支として農業所得十減価償却費を見る

と、690万円＋300万円(前期に比べ160万円減少していること、また、この規模にして
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２具体的な事例による買入可能な農地価格水準の試算

１）新潟県Ａ経営事例
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はやや少ないが、とりあえずこの金額を用いる) =990万円となる。一方、必要家計費を

385万円とすると、返済元金に回せるのは605万円である。

　Ａ経営の借入金残高は、平成21年末で約3, 800万円ある。これに対する年間の償還元

金［］支払利息は経費に含まれている）がどれだけかは分からないので、とりあえず今後10

年で返済するとすれば、この償還に380万円／年間を要することになる。

　これには平成21年の農地購入分（約70万円/10a)は含まれていると思われるので、

これを前提にすると605万一380万= 225万円と、キャッシュフローとしては回ってい

くことになると思われる。この点で、今回（平成21年）は、労働報酬として家計費を賄

える水準を得つつ、経営としての資金繰りに問題が生じない単価での農地購入であったと

評価できる。

　なお、この農場では収入（及び経費）の大半を稲乍部門が占めるので、便宜上単作経営

と見なして経営の変動費（経費全体から人件費、償却費などの固定的な経費を控除したも

の）を計算すると、1,690万円、したがって、10a当たりでは5.5万円となる。一方、収

人は、助成金も含め3,664万円であり、したがって10a当たりでは12万円となる。これ

は、転作対応も含んでの平均的な収入である。すなわち、現状から10a面積が拡大した場

合、現状の機械施設装備及び労働力で対ぷするとすれば、平均すると約6.5万円収益が増

加することになるにれは、転作対応も含んでの数字である）。

　仮に、今後この6.5万円/10aの収益が期待できるとすれば11年で70万円となり、

平成21年の農地価格に等しくなる。この11年という償還年数は概ね平均的なものである。

したがって、70万円／10aという農地価格の水準は、経営の再生産という観点からは妥当

であると言える。

　この事例は、上記とは異なり兼業農家なので、上記のような整理は本来できない。しか

し、規模としては専業経営に近い面があるので、まず同様の整理を行い、その後で、兼業

農家としての考察を加えることとしたい。

　Ｂ経営は、他産業に従事する経営者の他、父、妻、息子も農作業に従事している。この

うち妻も息でも給与所得者である。したがって、土日に集中して農作業を実施している。

　経営面積は9.9haであり、うち自作地が９ｈａ、借地は0.93haと、ほとんどが自ら所有

する水田である。部門構成は、食用水稲6.45ha、加工米2.０ｈａ、花卉0.04haである。水

稲中心の経営であるが、花卉は将来、専業経営となった時の準備として栽培しているもの

であり、長男が今後会社勤務をやめて専業となることも計画されている。主な機械施設装

備は、トラクタ２台（25、30pｓ）、出植機１台（８条）、コンバイン］台（４条）、乾燥機

２基である。

　この経営では積極的な農地購入により面積拡大を図っており、約6,554万円の資金（主

に借入金）を用いて､約7.６ｈａの農地の購入がなされた。最近の農地価格は、86万円/10a

２）秋田県Ｂ経営事例
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である。一方、借地は少ないが、小作料の水準は15,000～20,000円／10aとなっている。

圃場は全部で35筆であり、その多くがー地区にまとまっている。１区画10a未満の小さ

い圃場もあるが、概ね30～60aの区画となっている。

　また、この経営の損益を整理すると、表1-4のと

おりである。約1,100万円の売り上げがあり、経常

利益は約230万円という水準にある。このような経

営内容及び経営収支を前提として、標準的な農地価

格の査定基準を計算する。上記と同様に、まず、１

戸当たり農業所得を計算すると、これはそのまま経

常利益が農業所得になるので230万円ということに

なる。専従者はなく、農作業に従事する者は５名と

のことであるが、能力換算すると２名程度というこ

とになろう。以上から１戸当たり農業所得は230万

円、１人当たり労働報酬は115万円となり、家計費

をまかなえる水準、及び、他産業並の労働報酬には

達しない。したがって、現状の農業経営のみを前提

にすると、現状では専業経営としては成り立だない

し、農地を購入する経済的理由も発生しない。また、キャッシュフローも、農業所得十減

価償去IJ費は440万円なので、平均家計費とほぼ等しく、農地購入による償却のための資金

はないことになる。

　しかし、現実は農外収入から家計費の補填などを加え入れて農地購人資金の返済がなさ

れており、それにより農業の継続及び農地購入が可能になっている。また、今後、専業経

営へと展開することが検討されていることを考慮すれば、農地購入が一概に非合理的とは

言えない。また、キャッシュフローという観点からは、農外所得から農地購入資金の返済

を年々行うことが可能であり、また、農業所得と農外所得併せて家計費を賄うことが可能

となっていれば、家としての再生産は可能であるｏただ、農外収入が不明のため、立ち入

った検討は行えない。

　なお、前項と[司様、10a当たりの変動費を計算すると、7.1万円となる。一方、10a当た

り収人は15.6万円となるので、10a当たりの限界利益は8.5万円となる。これをもとに農

地購入を行うとすれば、平成18年の農地購入の際の86万円／10aという価格水準では約

10年で償還可能であり、その意味では、ほぼ妥当な水準であったと思われる。

　但し､上述したように農業経営として見た場合のキャッシュフローには余裕がないので、

仮に10年程度の償還を前提とすると、この86万円という水準が上限と考えられる。
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　ここでの具体的な作業としては、「①標準となる買入価格の算定川こ加えて２つの価格算

定作業（「②標準となる買入農地価格の収益還元地価水準からのチェック」、「③比準指標を

用いての個別農地ごとの買入農地価格の算定」）を行う必要がある。

　経営再生支援事業対象農地について、Ｉ－１の「標準的な農地価格算定モデル」によっ

て（Ｉ一２の「具体的な事例による買入可能な農地価格水準の試算」をも参考にして）、公

社からの農地買入層にとって適正と見做しうる買入農地ｲ襾格（「標準となる買入農地価格」）

を算定するｏすなわち。経営再生支援事業対象農地について、農地買入層が農業経営を通

じてその買入農地から生み出す限界収入（Ｉの１の（１）参照）でもって一定期間内に元

本と利子部分を償還できる農地価格水準を算定することとなる。具体的には、事業対象農

地のうちの主要な１団地（以下、「標準地」という。）について標準となる買入農地価格(10a

当たり）を計算することとする。なお、事業対象農地が遠隔地に分散しているなどで、１

ヵ所の標準地の価格算定のみでは不適切と考えられる場合には、状況に応じて複数の主要

団地に標準地を設け、それぞれ標準となる買入農地価格を計算することも検討すべきであ

る。

　①経営再生支援事業対象農地について、全農地を団地ごとに区分して、その団地ごとに

単収・粗収益、基盤整備の状況、区画の形状、水利の良否、道路接続の状況、乾湿・保水

状況、管理状況等のデータを収集する。このデータは、Ⅱ - 3でも使用するⅡ- 3の比

準表の比準指標項目参照）。

　②標準地について「標準となる買入農地価格」の算定に必要な諸要素（経営規模、単収・

粗収益、経営費等）が現地での調査等によって明らかにできるのであればそれらのデータ

を利用して算定する。だが、現実には全ての数値を調査して確定することは相当な困難を

伴う。そうした場合には、農水省「農業経営統計調査」の県段階のデータを用いて（デー

タに不十分な部分があれば、県、農協等作成の経営モデル、生産費調査、その他の資料等

で補完して）算定することとする。

　①標準地について10a当たり「限界収入」を計算するために、まず、経営再生支援事業

対象農地の買入が予定される層の経営規模を想定する。

　②想定した買入層の限界収入の計算一収集しかデータあるいは農水省「農業経営統計

１　標準となる買入農地価格の算定

（１）「標準地」での標準となる買入農地価格の算定作業

Ⅱ　買入農地価格の標準的な査定基準の現場での運用

（２）具体的な作業手順

１）収集すべきデータ

２）農地買入層の経営規模の想定及び限界収入の計算
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調査」の県段階のデータ等によって、想定した買入層の経営規模を前提として限界収入を

算定する。この場合､県段階のデータをそのまま用いておれば､県平均の10a当たり単収・

粗収益、経営費を基に計算したこととなり、標準地の実態を反映しない。そこで、最低限

の修正作業として単収・粗収益のみを標準地の単収・粗収益に置き換えて、標準地の限界

収入を修正計算することとする。

　なお､経営再生支援事業対象農地について計算に必要なデータが収集出来るのであれば、

そのデータによって想定した買入層の限界収入を計算すればよい。

　①標準地の「標準となる買入農地価格」の計算上必要な「償還期間」は、借入実態に即

して決める（全国平均的には10～15年程度）。「利子率」は、実際の借入金利子率、自己

資金の場合は償還期間に対応する定期預金金利等を利用して､平均的な利子率を計算する。

　②標準地の「標準となる買入農地価格」の計算は、２）－②で算出した限界収入と、こ

の償還期間、利子率を用いて行う。この作業の結果、標準地の農地価格水準が10a当たり

80万円（単収570kg)などと算出される。

　①綺農業的な地域においては、農外転用や都市的要因による農地価格上昇圧力は大きく

低下し、長期にわたって農地価格の下落が続いており、標準地の「標準となる買入農地価

格」と実勢地価との乖離は少ないと考えられる。ただし、地域によってはこの２つの地価

の間に一定の乖離が見られる場合もあろう（実勢地価が下回ることもあり得る）。他方で、

都市近郊では実勢地価が農業収益地価を大幅に上回る地域がある。

　そうした場合には、標準地の「標準となる買入農地価格」と標準地と同等の生産力、土

地条件を有する近傍類似の農地の実勢地価（通常の取引価格）とを比較して、必要に応じ

て「標準となる買入農地価格」の修正を行う（注）。

　　(ⅰ）標準地の「標準となる買入農地価格＞近傍類似の農地の「実勢地価」の場合一→

　「実勢地価」を標準地の「標準となる買入農地価格」として採用。

　　(ⅱ)標準地の「標準となる買入農地価格」く近傍類似の農地の実勢地価の場合一→標

準地の［標準となる買入農地価格］を修正することなく利用。

　　（副都市近郊等の高額な実勢地価の場合 → 標準地の「標準となる買人農地価格」を

修正することなく利用。
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４）「標準となる買入農地価格」と実勢地価との関係についての検討

３）限界収益で償還できる農地価格水準を算定

（注）標準地と近傍類似の十地との間に生産力、上地条件に一定の差がある場合には、近傍類似

　　の農地について標準地と条件を同等とした場合の地価を算出して比較する必要がある（後述

　　の個別農地の買入農地価格の決定と同様の手法(3- (2) - 2)で行う）。
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　Ⅱ－１で算定した「標準となる買入農地価格」は、その算定式からも明らかなように、

その農地の収益還元地価水準に必ずしも一致するものではない。そこで、「標準となる買入

農地価格」が、収益還元地価水準とどのような位置関係にあるのか、経営再生支援事業と

して取得することが妥当な地価水準幅なのか、目処をつける必要がある。このために、「標

準となる買入農地価格」を算定した農地について、別途、「収益還元地価水準」を試算し、

比較検討する。

　収益還元地価の算出は、「当該農地の土地純収益÷平均利子率」で計算するのが通常であ

る。二の場合、当該農地の土地純収益を計算することは生産費に関する調査等が行われて

おればたやすいことである。しかしながら、個々の農地について生産費が調査されている

ことはまれである。そうした場合は、当該農地の士地純収益に代えて当該農地あるいはそ

れと同等な近接農地の実勢小作料（農地法改正によって「賃借料」となったが、ここでは従来ど

お

り「小作料」とする｡）を採用することとする。水田の実勢小作料は、農業収益悪化の中で長

期間下落しており、今日の実勢小作料水準は、土地純収益とかなり近似していると見でよ

いであろう。

　還元利子率について、政府が過去に採用した事例をみると、ｱ、戦前期や農地改革段階で

は国債利廻り（農地改革買収対価計算では3. 68%)を利用していた。ｲ、統制小作料算式確立

段階(1955年）の農地買収対価計算では平均利子率として5.0%を採用していた（いずれの

場合も（土地純収益一固定資産税）/還元利子率で計算）。

　全国農業会議所で検討した「農地価格評価基準」(1991年）では、還元利子率は農地購入

に際して一般的に利用する資金の金利（自己資金については農協定期預金金利）を使用す

ることを提起した（収益還元地価＝土地純収益÷還元利子率）。

　しかしながら、今日では長期に及ぶ低金利政策、農地取得等の場合の各農家の資金利川

の多様化、超低利融資や無利子融資、国債の変動金利制の採用、さらには投資の多様化等

の状況にあり、還元利子率（平均利子率）を確定することは非常に困難である。そこで、

この還元利子率を「土地利回り率」で代位することとする。

　なぜなれば、現実の農地価格の動向をみると、低金利が続くにもかかわらず農業収益悪

化の中で農地価格そのものが長期間に渡って下落している（注）。

　かつ、純農業地域では、この実勢地価水準ともに実勢小作料の水準も長期低落傾向にあ

って、そのうえ両者がパラレルに推移している。そこで、対象農地の収益還元地価水準を

試算するに当っては、この現実の小作料と地価の動向・関係に着目して、水田で形成され

２）還元利子率

（１）収益還元地価水準の試算

　１）土地純収益の推定

２　標準となる買入農地価格の収益還元地価水準からのチェック
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（注）宅地価格等が大幅に下落した状態が長期問続いており農地転用も大きく減少している中にあっ

　ては、純農業地帯での農地価格が農外の影響を殆ど受けなくなってきているといえる。また、担い

　手農家の農地取得は、投資目的ではなくて自らの農業経営の規模拡人なのであり、自己の経営拡大

　による収益増加（所得増加）を求めて農地を取得する、かつ長期間所有するといった自作小農経営

　の農地取得行動がその根底にあるといえよう。このため、金利変動への反応よりも農業生産環境の

　悪化（変化）への反応のほうがより強いと見るべきであろう。

　還元利子率として土地利回り率を用いた場合の経営再生支援事業対象農地での収益還元

地価の具体的な計算は、以下の式となる。

収益還元地下＝経営再生支援事業対象農地(あるいは建設する農地)

　　　　　　　実勢小作料÷属する道県の土地利回り率(％)

　土地利回り率の具体的な水準を、全国農業会議所の水田小作料や農地価格に関ずる跼査

資料にもとづいて北海道、東北６県(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)について計

算したものを次表に示す。

　この土地利回り率を道・県別に見た場合、北海道では４％台で推移、青森県では３％台

で、その他の県は２％前後で推移しており、県ごとに見てかなり安定的な水準で推移して

いる(注)。土地利回り率は、長期間にわって年次推移的にはかなり安定しているが、上地

利回り率を採用する場合、より安定した水準を取るためには直近３ヵ年平均を採用するこ

とが適切であろう。

　　　(注)この土地利回り率の道県別格差の要因を解明しなければならないといった課題は残るが、そ

　　　　の解を求めることはたやすいことではない。

　事業対象農地（或いは近隣の農地）の10a当たり/jヽ作料が、たとえば北海道のΛ市で

13,000円、青森県Ｂ町で17,000円であるとすれば、収益還元地価は、北海道Ａ市の事業

対象農地は、13,000円÷0.0436=29.8万円、青森県Ｂ町のそれは、17,000円÷0.0336 =

50.6万円となる（土地利回り率を06～08年平均を使用した場合）。この収益還元地価とＨ

－１で算定した「標準となる買入農地価格」とを比較することとなる。
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３）対象農地の収益還元地価計算

ている土地利回り率「実勢小作料/実勢地価）を道県単位で計算し、その数値を「還元利子

率」として用いることとする。

（２）土地利回り率の具体計算

（３）収益還元地価の算定例
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資料：全国農業会議所調査

　注：①上地孚|」回り率(%) =小作料÷地価

　　　　②土地利回り率（％）の00～02年は、３ヵ年平均、他の年次も|同じ。

　なお、この土地利回り率を用いて算出した収益還元地価水準は、あくまでも目安として

のものである。「標準となる買入農地価格」と収益還元地価水準との間に格差がり、その格

差が著しく大きい場合にはいずれの地価水準の算定にどのような問題を含んでいるのかチ

ェックする必要があろう。だが、地価算定上で特段の問題がないのであれば、その格差の

修正作業をしなければならないといったものではない。

１
１
－
　
４
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　①経営再生支援事業対象農地の全てについて、買入層にとって買入可能な農地価格の算

定を行うために必要なデータが揃っておれば、そのデータによってそれぞれの農地につい

て買入農地価格の算定を行えばよい。だが、経営再生支援事業対象農地が分散していると

か複数件あるような場合、それらの全ての農地について必要なデータを収集することは非

常に困難である。そこで、標準地においてⅡ－１の「標準となる買人農地価格」を算定し

た後､農地価格形成条件が大きく異ならない周辺の事業対象農地については、「標準となる

買入農地価格」を基に比準方式によって個々の農地（以下、「個別農地」という｡）の「買

人農地価格」を算定することとする。この場合、個別農地の価格算定は、標準地と個別農

地の土地条件を詳細に比較し、標準地の価格から一定の増減を行うことによってはじめて

算定することができる。そのため、標準地から土地条件の差を考慮して個別農地の価格を

導き出す比準作業を行う。

　②なお、標準地での「標準となる買人農地価格」の算定は、前述のように農業収益基準

に基づいて算定するものである。そして、標準地の「標準となる買人農地価格」から個別

農地の買入農地価格を比準するに当っての比準要素は、農業収益格差の要因となる要素で

構成されることが基本である。したがって、農林統計に用いる地域区分（農外の経済活動・

土地利川態様が地域区分の重要要素であり、農業地域類型は都市的地域、平地農業地域、

中間農業地域、山間農業地域の４類型）は、ここでは比準要素や農地価格修正要素として

は採用しない。

　個別農地が遠隔地に分散している（地域類型が異なる）などで１つの標準地から比準す

ることが必ずしも適切でない場合には、複数の標準地を設けるなり、標準地の場合と同様

の手法で個別農地の買入農地価格を求めることが望ましい。

　比準要素として、さまざまな上地条件のうちのどのような点を比較するかは、それぞれ

の地域によって異なる。個別農地の買受け可能な地価水準を算定する場合に比準要素とし

て留意すべき事項の標準的な例を次表にまとめた。

　一般に水田を評価する上で比較検討しなければならない比準要素を、比準表の①から⑦

で示している。比較要素を３つの要素に区分したのは、要素グループ毎に配点を傾斜配分

するためにまとめたもので、基本的には、基礎要素＞作業効率要素＞管理要素になると思

われる。

　この点を考慮して、ここでは、以下のようにした。

　（ｉ）「基礎要素」（①生産力）を［比準要素１］として、生産力格差（個別農地生産力

B÷標準地生産力A）を農地価格により大きく反映させることとした。

（ⅱ)「作業効率要素」（②基盤整備の状況、③区画の形状、④水利の良否）と「管理要素」
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１）比準要素

３　比準要素を用いての個別農地ごとの買入農地価格の算定

（１）標準地からの比準
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　（⑤道路接続、⑥乾湿・保水状況、⑦管理の状況）を「比準要素２」とした。

　なお、この表で示した比準要素はあくまで例示であり、地域によってこれ以外に必要な

要素かおる場合もあれば、逆に不要な比準要素がある場合も考えられる。

　たとえば、⑥乾湿・保水状況は、一般に農地の生産性・作物の選択可能性を左右する重

要な比準要素であるが、地域全体の土地改良が完備し、乾湿・保水状況が全体に均質であ

れば、比準要素としては省略することも可能である。しかしながら、比準要素から乾湿・

保水状況を省略した場合、標準地が乾湿・保水状況の良好な水田であって、他方で地域内

に湿田や保水の悪い水田がある場合には､そのような水田については比準が不可能になる。

地域内にそういった水田が少数でも残されておれば、⑥の比準要素は必要になってくる。

　比準表に記載された比準要素以外で重要と考えられる要素には、日照条件､土壌条件（作

土深や礫の状況など）、傾斜度（畦畔法面の広さなど）、障害物（鉄塔などの）の有無、災

害の危険性などを挙げることができる（注)

比準表一比準要素と配点

　なお、比準を行う場合に、上記比準要素のほかに、標準地の農地価格の算定が過年度の

場合には､時点修正((財)日本不動産研究所の田の都道府県別平均価格累年表等で騰落率を

算定するなど)を行う必要が生じる場合かあるかもしれないが､経営再生支援事業ではそれ

は例外的であろう。

（注）①この他に、団地の広狭の要素があるが、これは価格評価する個別農地と購入者の経営地

　　との位置関係（隣接しているか否かなど）ともかかわるので、個別農地の評価要素とはし

　　ないこととした。

　　　②現実の取引では。売り急ぎ、縁者間取引、隣接地取得など取引価格を不止常なものとし

　　ている実態があるが、比準要素として考慮すべきものではない。実務的に確認を要する事項

　　として、上地改良事業の工事償還金の有無・残額の状況、経常賦課金の滞納の有無等かおる

　　が、これらは土地売買の際に処理すべきものであり、比準要素ではない。
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　比準要素に関しては、前述のとおり「比準要素１」と「比準要素２」に区分した。

　(ⅰ）比準要素１ー 標準地と個別農地の生産力（単収）の格差を、個別農地の買入農地

価格評価により大きく反映させるために用いることとしたものであり、標準地及び個別農

地の単収を正確に把握する必要かおる。

　(ⅱ）比準要素２　　作業効率要素と管理要素の各比準要素の最高点を合計すれば100点

になるように、各比準要素に配点をする。配点は、農地価格を左右する度合いの軽重によ

って異なる。農地価格を左右する度合いが高い比準要素には高い配点、低い比準要素には

低い配点をする。たとえば、各比準要素の最高得点を、②、③は30点、④～⑦は10点と

して合計100点（最高100点～最低52点）になるように配点する。なお、どの要素に多

く配点するかは地域によって異なってくるので、地域にあった配点を行う必要がある。

　この比準要素２の配点が確定すれば、この比準表によって標準地及び個別農地の土地条

件に即して各比準要素を評価し、得点を合計する。

　（ⅲ）個別農地の買入農地価格一個別農地の買入農地価格は、次の計算式によって算定

する。

個別農地の買人農地価格(10a:万円)＝

　　　　　　比準要素1の(個別農地の単収(B) ÷ 標準地の単収(A))×

　　　　　　比準要素2の(個別農地の得点÷標準地の得点)×

　　　　　　標準の「基準となる買入農地価格」 (10a:万円)

　Ⅱ－１で算定した「標準となる買入農地価格」は、経営再生支援事業対象農地のうちの

標準地で算定したものある。その標準地は、地域の中で最優等地とは限らない（中位の農

地、劣等地の場合もあり得る）。　このため、

　①標準地の単収をまず確認する(ここでは説明の都合上とりあえず570kgとしておく）。

　②標準地について、比準要素２の各要素に即して評点を与え、その評点（得点）合計を

求める(ここでは、とりあえず92点としておく）。

　先に計算した「標準となる買入農地価格」が80万円だったとすると、この標準地(10a

当たり80万円）は、比準要素１の単収が570kg、比準要素２の得点が92点の農地（水田）

ということになる。

①個別農地の単収をまず確定する（たとえば、10当たり540kg)。
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２）個別農地の買入農地価格の決定

（２）具体的な比準作業・農地価格決定の手順

　１）標準地について「比準表」で評点を付与

２）比準要素ごとの配点
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　②次いで､比準要素２の各要素に即して評点を与え､個別農地の得点の合計を確定する。

その結果、個別農地の評点（得点）合計が仮に84点とする。

　③個別農地の「買入農地価格」の算定　ー　標準地の比準要素１の単収(570kg)、比準

要

素２の得点（92点）と、個別農地の比準要素１の単収(540kg)、比準要素２の得点（84

点）、及び標準地の「標準となる買入農地価格」(10a当たり80万円）を用いて、個別農

地の「買人農地価格」を算定する。先の算式に従って計算すれば、以下のとおりとなる。

個別農地の購入農地価格(10a:万円) =

　比準要素1の(個別農地の単収(B)540÷標準地の単収(A)570kg) ×

　比準要素2の(個別農地の得点84点÷標準地の得点92点) ×

　標準地の「標準となる購入農地価格」(10a:80万円)＝69万円
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参考

　　北海道での買入農地価格の評価・比準要素の考え方

　北海道は農地売買に占める農地保有合理化事業のウェイトが高く、かつ、北海道農業開

発公社（以下「道公社」）による買い入れ農地の評価はすでに所定の枠組みがある（「土地

評価算定要領」）。道公社による農地評価は、豊富な経験が蓄積されており、このような農

地価格の評価・決定方式は、北海道における合理化事業の長年にわたる運用によって農村

現場に定着してきたルールであると言って良い。道公社での経営再生支援事業における買

入農地価格の決定は、先に示しか評価手法によらず、道公社が従来から行ってきている評

価手法によって評価することで特段の問題がないと考える。

１）道公社での「土地評価算定要領」による場合

　ここでは、道公社の「土地価格評価要領」によって評価する場合について、補足的に若

干の説明をしておくＯ

　①標準地価格の設定

　道公社は毎年度当初に「標準地価格」の設定を行うO標準地は各市町村に複数地点があ

らかじめ設定されている。

　標準地価格の設定に際しては、［実例主義］が重視されており、標準地近傍の売買実例が

過去数年にわたってピックアップされる。その際、売買実例価格の「時点修正」及び「価

格修正」によって補正が行われたうえで、売買実例地と標準地の比準が行われる。

　まず、「時点修正」は、今設定しようとしている時点から見れば過去に行われた売買実例

価格を、直近前年の価格に評価替えするための補正である。具体的には、不動産研究所の

　「田畑価格及び小作料調」の全道平均値（田ぺ明「」）を用い、年次ごとの指標となる指数

を作成する（注）。

　次に、「価格修正」は、このような手続きで評価替えしか実例価格を、当該年（この場合、

平成22年）の価格に評価替えするための補正である。この場合も、先の不動産研究所の

データを用いて趨勢をあらわす指数を計算して用いる（注）。
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（注）例えば、平成22年の標準地価格算定には、田の場合、平成21年の売買実例価格の指数を１と

　して､平成20年は0.979､平成19年は0.968を掛ける｡農地価格は趨勢的に下落しているため、

　過去の「高い」実例価格を、直近前年（この場合、平成21年）の「低い」価格に評価替えする

　ための補正である。

　　（注）平成22年の田の場合、0.995である。これは全道一本の数値であるが、市町村単位の数値を用

　　　いる場合もある。「市町村指数」と称して、その算出は北海道農業会議調べによる概ね過去５年

　　　の趨勢から算出する。これを採用している岩見沢市旧北村の場合、市町村指数は0.996である。

したがって、実例価格の補正は、以下のように行われる。
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実例価格 Ｘ 「時点修正」Ｘ 「価格修正」係数

　実例地が標準地に比べて良条件であれば評点はマイナス、不良であればプラスとなる。

各指標について、百分率表示で加点･減点する「比準表」が作成されており（表示略）、Ａ・

Ｂ・Ｃの３項目についてそれぞれ総合評点を計算する。最終的な総合評価は、Ａ・Ｂ・Ｃ

の総合評点の「積」により求められる（和による平均ではないことに留意）。この指数を仮

に「比準」係数としておこう。

　そして、標準地価格を設定するために用いる実例地の価格は、次のように算出される。

実例地が複数ある場合は、その単純平均値を求める。

実例価格 Ｘ「時点修正」係数 Ｘ 「価格修正」係数 Ｘ 「比準」係数

　最終的な標準地価格の設定は、以上の手続きにより算出した評価額と、それとは別に地

元精通者（一般的には市町村農業委員会）の評価額を比較考量したうえで決定される。売

買実例が乏しい場合は、一般的に「精通者評価額」が採用される。

　　Ａ「自然条件」:（5指標）［傾斜］「作土の種類］「作土の厚さ」「日照］「保水排水の良否」

　　Ｂ「社会・経済条件」:（4指標）「団地面積」「幹線までの距離］「市場までの距離」「耕耘の難易」

　　Ｃ「収益性」:（3指標）「生産力］「災害」「土地改良の有無］

　次に、補正後の実例価格に対する比準が行われる。これは実例地の上地条件を標準地に

揃えるための補正である。その評価項目は道公社によりマニュアル化されているが、Ａ「自

然条件」、Ｂ「社会・経済条件」、Ｃ「収益性」の３つの大項目で括られ、以下の計12指

標から成る。

②買入予定地の評価

　次に、買入予定地の評価である。これも当然のことながら、標準地との比準という手続

きを経る。評価項目一指標及び加点・減点の評点は先と同様である。この場合は言うまで

もないが、標準地を基準とした買入予定地の評価を行うのが目的であり、買入予定地が標

準地に比べて良条件であればプラス、不良であればマイナスの評点が与えられる。総合的

な評価額も先と同様にＡ・Ｂ・Ｃの総合評点の「積」が用いられる。

③買入価格の決定

　実際の買入価格は地元農業委員会による「あっせん価格」が優先されるのが一般的であ

る。ただし､上に述べたような手続きにより算定された道公社の評価額は、「あっせん価格」

を規定する面かおることは留意が必要であるＯ道公社評価額と地元あっせん価格の乖離幅

は、上限が＋5％、下限が△20％の範囲であることがルール化されている。この設定幅か

らすれば､どちらかと言えば上限を抑制することに重きが置かれていると言える｡つまり、

道公社は「高すぎるもの」と「極端に低すぎるもの」の買い入れは行っていない。逆に、

その範囲内であれば、道公社の評価額を「杓子定規」に適用するのではなく、一定の幅を
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設けて弾力的な運用を行っていると言える。

　本検討による農地価格評価は、「実例主義」ではなく、買い手の支払能力を重視して算定

するのが基本的な考え方である。それ自体は、北海道の農地売買をめぐる実情に照らして

も有効な考え方であると思われる。その場合、「標準となる農地価格」はあらかじめ算定さ

れ、所与であるため、ここでは水田を念頭に置き、「標準地価格」からの比準方式を具体的

に提示することが課題となる。

　基本的な考え方は、道公社による先の比準方式をベースとするが、やや簡素化しても良

い面があると思われる。例えば、平坦部の水田地帯が想定されるため、先の12指標のう

ち「日照」「傾斜」「道路状況」といった指標はそれほど重視する必要がないであろう。ま

た、今後の担い手（経営）像として大胆な「規模拡大経営」も想定され、稲作面積だけで

もワンセット体系で30haは可能とされていることから、作業効率を規定するような条件

はより重視されて良く、より端的な指標が設定されて良いであろう。

　以上のことから、比準に用いる指標に関するひとつの考え方として、次の４つを提示し

ておくこととしたい。この場合、極端に好条件の圃場（水田）は現実的に想定し難いこと

から、シンプルに加点は行わず、減点方式のみを採用することとしたい。

　　　Ａ．基盤整備状況：未整備田を減点とする。

　　　Ｂ．排水条件：排水不良田を減点とする。

　　　Ｃ．圃場形状：不整形田を減点とする。

　　　Ｄ．耕作状態：管理不良田を減点とする。

　Ａについては、地域単位に基盤整備が実施された地域では想定し難いが、事情により未

整備のまま残されているもの、また、小区画田などが対象になると思われる。Ｂについて

は転作利用とも関係するきわめて重視すべき要素であり、本来の土質に加えて、継続的な

暗渠排水整備の水準や現存効果の程度などが関係してくる。Ｃは作業効率を規定する重要

な要素である。また、Ｄは実際の農地取引の場面でしばしば重視されている要素であり、

取得後の改良に労苦と費用を要することから、減点（減価）の対象として良い。

　具体的な評点を定めることは難しい面があるが、総合評点は先の道公社のルールになら

って20％減の「80点」程度とすることがひとまず妥当であろう。従って、ひとつの考え

方として、取得する農地の一筆ごとに不良である場合は各項目について「マイナス５点」

とし、Ａ～Ｄの４項目がすべて不良である場合は「80点」となることを基本として設計す

るo

　ただし、地域によって「不良」と判定すべき固有の事情、評価要素かおる場合には、こ

の他に「地域設定項」をひとつだけ設けても良く、減点評価のウェイトを調整しても良

い。ただし、総合評点の下限は特殊な状況を除いて、ひとまず「80点」のままとする。
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２）「標準的な査定基準」により評価する場合の北海道での留意点
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