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１．はじめに
　本稿は，農地制度改革をめぐる近年の議論につ
いて，文献レビューを元にした論点の整理を行う
とともに，農地制度に関する今後の展望について
論じるものである。
　筆者は，生源寺編（2009）の中で，農地制度に
関する政策研究レビューを行ったことがある（高
橋大輔2009）。この論文は，1990年代から2007年
ごろまでの農地制度改革をめぐる議論，特に農地
転用問題に関する議論について文献サーベイを
行ったものである。高橋大輔（2009）は，農地転
用規制には運用面での不備を中心にして様々な問
題があること，株式会社の農業参入には賛成と反
対の様々な議論があるものの，構造改革特区など
の取り組みを通じた規制緩和は大きな問題を引き
起こしていないことなどの結論を得ている１。
　農地制度については，高橋大輔（2009）の執筆
時期から５年余りが経過し，その間に平成21年の
農地制度改正という動きがあった。今回の農地制
度改正は，一部では「平成の農地改革」と呼ばれ
ることもあった大きなものである。また，後述す
るように，今回の改正の附則には，改正法の施行
後５年を目処として，農地法等の施行状況を勘案
し，必要な措置を講ずることが附則として盛り込
まれている。改正の５年後にあたる平成26年が迫
りつつあり，農地制度改正についての議論を整理
するべき時期に来ている。
　本稿では，平成21年の農地制度改正について文
献サーベイを行うことで，今回の改正の意義と課

題について論点整理を行いたい。制度改正の過程
での議論よりも，実際に行われた改正についての
議論を対象にする。また，農地の利用実態を報告
する文献はサーベイの対象とせず，農地制度につ
いて論じる文献を中心に取り上げる。なお，本稿
は高橋大輔（2009）の内容を前提とするものでは
なく，あくまでも独立した政策研究レビューを行
うものである。

２．平成21年農地制度改正の内容と議論
　以下では，平成21年に行われた農地制度改正の
内容を整理しながら，制度改正に関する議論をレ
ビューする。本稿は法制度の解説を目的としたも
のではないため，制度改正の内容については，髙
木（2010）と髙木・内藤（2011）による整理を，
それぞれの文献名へ言及せずに引用している部分
がある。
　本稿は，島村（2009）や髙木（2010）などを参
考にして，今回の農地制度改正を「総則的改正」，

「権利移動統制の緩和」，「転用規制の強化」，「遊
休農地対策の強化」，「その他の改正」の５点に分
類することにする。

１）総則的改正

　農地法第１条の目的規定が改正されたのが，今
回の農地制度改正の重要な点である。農地法第１
条の改正は昭和45年にも行われているが，昭和45
年の改正が記述の部分的な追加に留まっていたの
に対して，今回の改正は目的規定を大幅に変更す

１　なお，高橋大輔（2009）については，田代（2010b）が「圧巻」の一つとして挙げており，「論点と論者への目配りはいき
とどいており公平である」という評価を受けていることから，この時期の議論について一定の整理はできていると考えら
れる。
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るものとなった。
　改正前の農地法第１条は，以下のとおりであっ
た。なお，下線部は昭和45年の農地法改正によっ
て追加されたものである。
　「この法律は，農地はその耕作者みずからが所
有することを最も適当であると認めて，耕作者の
農地の取得を促進し，及びその権利を保護し，並
びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその
利用関係を調整し，もつて耕作者の地位の安定と
農業生産力の増進とを図ることを目的とする。」
　これに対して，改正後の農地法第１条は，以下
のとおりである（下線については後述）。
　「この法律は，国内の農業生産の基盤である農
地が現在及び将来における国民のための限られた
資源であり，かつ，地域における貴重な資源であ
ることにかんがみ，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，及び農地の利用関係を調整し，並びに農地
の農業上の利用を確保するための措置を講ずるこ
とにより，耕作者の地位の安定と国内の農業生産
の増大を図り，もつて国民に対する食料の安定供
給の確保に資することを目的とする。」
　また，農地法第２条の２として，今回の農地制
度改正の理念となっている「農地の適正かつ効率
的な利用」についての「責務」を定める規定が新
設された。
　「（農地について権利を有する者の責務）農地に
ついて所有権又は賃借権その他の使用及び収益を
目的とする権利を有する者は，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。」
　このように，農地法の目的規定が大幅に転換し
たことが，今回の改正の大きな特徴の一つである。
改正前の農地法の目的規定にあった「農地はその
耕作者みずからが所有することを最も適当である
と認め」るという考え方は「自作農主義」と呼ば
れるが，改正ではこの文言は削除された。これに

代わって，改正農地法では「農地の適正かつ効率
的な利用」を図ることによって，究極的には「国
民に対する食料の安定供給の確保」を達成するこ
とが目的となっている。農地制度に関する法改正
以前の議論でも，農地制度の新しい理念として「農
地の有効利用」が挙げられてきたが，今回の改正
はこの理念を目的規定に明文化したものと言え
る。
　なお，改正された農地法第１条は，改正原案と
比較すると，国会審議において下線部の追加が行
われている２。国会における修正点としては，①

「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」について言及されたこと，②農地
の権利取得は，農地を効率的に利用する「耕作者」
であるとされたこと，③農地の権利取得について

「地域との調和に配慮」することが盛り込まれた
こと，④「耕作者の地位の安定」という文言が旧
規定から復活したことがある。また，衆議院によ
る修正によって，農地法第63条の２において，運
用上の配慮として，「農業者の主体的な判断に基
づく様々な農業に関する取組を尊重する」こと，

「地域における貴重な資源である農地が地域との
調和を図りつつ農業上有効に利用されるよう配
慮」することが盛り込まれた。
　農地法における農地の位置づけとして，工藤

（2010）は，（１）「農業生産の基盤」であること
を表す「生産基盤財」，（２）「国民のための限ら
れた資源」であることを表す「効用財的資源」，

（３）「地域における貴重な資源」であることを表
す「ネットワーク財」の三点を挙げ，三位一体的
資源としての農地を確保し，有効利用を図ってい
くべきだとしている。また，原田（2011）は，改
正農地法は農地を「国内食料供給のための限られ
た生産資源」と「貴重な地域資源」として位置づ
けているとした上で，地域資源としての農地の位
置づけをあらためて重視するべきであるとしてい
る。
　なお，農地法の法文上では，「耕作者」とは何
かが明文化されているわけではなく，この点につ
いては国会審議においても議論があった３。髙木



97農地制度改革をめぐる論点整理と今後の展望

（2010）は，「農地利用について何らかの権原を取
得し，その農地を利用して耕作を行っていると認
められる者」は，結果的には「耕作者」として認
められるものの，農業生産法人以外の法人の全て
が「耕作者」として認められるわけではない，と
解説している。一方で，原田（2009b）は，農地
について権利を取得するものは，その地域に在っ
て農作業に従事する「耕作者」を本則とするとし
て，株式会社などの法人は「耕作者」には当たら
ないとしている。また，農地法第２条の２で規定
される「責務」について，髙木（2010）は，民間
人である土地所有者に対して地区の限定もなく責
務を定めるのは土地立法上初めてのことであり，
エポックを画す重要な規定であるとしている。一
方で，原田（2009a）は，責務の内容は土地所有
一般に関する当然の社会的要請であり，農地制度
の固有の存在を基礎づける基本理念とはなりえな
いと評価している。
　このように，農地法第１条は，「従来からの伝
統的な農地法の考え方を引き継ぎつつ，農地の効
率的な利用も重視した内容」（髙木・内藤2011）
になっている。特に，「耕作者」に関する言及が
復活したことなどの国会修正については，後述す
る「解除条件付き貸借」が例外的措置であること
を明確にするものであると評価する論調（例えば
原田2009b）がある。農地の権利移動統制の更な
る規制緩和を求める立場（例えば本間2010b）か
らは，農地法の目的規定に「耕作者」に関する文
言が復活したことは農地制度に「耕作者主義」を
残すものであるとする意見がある。田代（2010a）
は，「農地の有効利用義務」を「新耕作者主義」

と呼んでその背景論理を批判しつつ，改正農地法
には従来の「耕作者主義」が併存しているとして
いる。このような二面性を持つ現行の農地法は，
一つの「主義」によって表現するのが困難な内容
となっている４。

２）権利移動統制の緩和

　今回の農地制度改正における最も大きな変更点
として，農地の権利移動統制が緩和され，利用権
の設定が認められる者の範囲が拡大されたことが
ある。なお，この改正は利用権設定資格者の範囲
を広げたものであり，利用権の設定が農地制度の
許可の対象から外れたということではない。また，
この改正は農地の利用権の取得についてのもので
あり，所有権の取得については，従来どおり，農
作業常時従事要件を満たす個人または農業生産法
人のみが所有権を取得できるという規制が維持さ
れている。
　改正前の農地制度では，農地の利用権を取得で
きる条件として，個人の場合では農作業常時従事
者が存在すること，法人の場合では農業生産法人
であることが必要とされていた。ただし，平成17
年の農地法改正によって，遊休農地の深刻な地域
においては，一定の条件下で農業生産法人以外の
法人の利用権取得を認める「特定法人貸付事業」
が導入されていた５。今回の農地法改正は，この

「特定法人貸付事業」を地域の限定等を廃止して
さらに一般化したものであると言える。
　農地法改正によって，農地の権利取得者一般に
要求される農地利用の要件に加えて，以下の要件
を全て満たしていれば，株式会社等の一般法人で

２　改正農地法に国会修正が行われた背景については原田（2009b）や谷脇（2010）に詳しい。なお，原田純孝氏は衆議院農
林水産委員会（平成21年4月14日）において参考人として意見を述べている。

３　従来の農地法の理念を表す「耕作者主義」についても，法令上の用語ではないため，その意味するところは論者によって
異なっていた。（髙木2009）大泉（2009a）は，「神学論争」を避けるために，「耕作者主義なる曖昧な概念を避けよ」とし
ている。これに対して，楜澤（2010）は，「耕作者主義」とは「農地法３条２項に規定される許可要件，すなわち全取得農地・
採草放牧地の耕作または養畜の事業遂行と農作業従事義務を満たす者だけが農地の権利主体たりうること」を意味する「講
学上の用語」であるとして反論している。改正農地法をめぐる国会審議では「耕作者主義，つまり，耕作する者が所有す
ることを最も適当と認めるということ」という当時の石破茂農林水産大臣の発言もあった（衆議院農林水産委員会平成21
年4月9日）。

４　農地法改正をめぐる国会審議では，当時の石破茂農林水産大臣は「何々主義にまた看板を掛け替えるというつもりはない」
ことを何度か述べている（例えば，衆議院農林水産委員会平成21年4月22日，参議院農林水産委員会平成21年6月9日）。

５　特定法人貸付事業の評価については高橋大輔（2009）を参照のこと。この事業は，構造改革特区の「リース特区」を全国
化したものであった。今回の法改正によって特定法人貸付事業は廃止された。
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あっても，農地の利用権設定が認められるように
なった（農地法第３条第３項）。…

（１）農地又は採草放牧地を適正に利用していな
いと認められる場合に使用貸借又は賃貸借
の解除をする旨の条件が書面による契約に
おいて付されていること

（２）地域の農業における他の農業者との適切な
役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経
営を行うと見込まれること

（３）法人である場合には，その法人の業務を執
行する役員のうち一人以上の者がその法人
の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する
と認められること

　この三条件のうち，最初の一つは国会提出時に
あったものであり，農地の「適正な利用」を義務
づけるものである。また，後者の二つは国会修正
で追加された条件であり，農地法第一条の国会修
正にも対応して，「追加的な地域農業との調和要
件」を定めるものである。なお，農地法処理基準
において，「継続的かつ安定的に農業経営を行う」
とは，「機械や労働力の確保状況等からみて，農
業経営を継続して行う見込みがあること」とされ
る。また，農業常時従事要件は特定法人貸付事業
から引き継がれたものであり，ここでいう「農業」
にはマーケティング等企画管理事務も含まれる。
さらに，国会修正によって，農地法第３条第２項
第７号において，「農地の集団化，農作業の効率
化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地
の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障
を生ずるおそれがあると認められる場合」には，
農地法第３条に基づく権利設定（利用権・所有権
の移動を含む）が許可できないという規定が新設
された。原田（2011）は，この規定を「周辺地域
の農地利用との調整要件」と呼んでいる。また，「農
地等のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の
事業を行うとは認められない場合」にも権利移動
が許可されないという農地法第３条第２項第１号
の要件も維持されている。ここでいう「効率的に
利用して耕作又は養畜の事業を行う」とは，経営
規模や作付作目を踏まえて，機械・労働力・技術

が確保されているかに基づいて判断される。株式
会社等の一般法人が農地の利用権を取得するため
には，農地の権利取得一般に要求される農地法第
３条第２項の要件を満たしつつ，第３条第３項に
おける三つの要件を満たさなければならないこと
になる。
　農地法第３条第３項に基づいて農業委員会等の
許可権者が農業生産法人以外の法人に利用権設定
を許可しようとする場合，農業委員会は事前に市
町村長に通知し，市町村長は「市町村の区域にお
ける農地又は採草放牧地の農業上の適正かつ総合
的な利用を確保する見地から」意見を述べること
ができる。また，利用権の設定を受けた者は，農
業委員会に農地の利用状況を毎年報告することが
義務づけられている。農業委員会によって農地法
第３条第３項における三つの要件を満たしている
ことが認められない場合には，農業委員会は必要
な措置を勧告することができ，勧告に従わない場
合には許可を取り消さなければならないとされ
た。
　このように，今回の農地制度改正における権利
移動統制の緩和には，利用権に関する規制の緩和
だけでなく，権利設定を受けるための追加的な要
件や，権利の移動がなされた場合の事後措置に関
する規定が定められている。原田（2011）は，以
上のような貸借を「解除条件付き貸借」と呼ぶと
同時に，農地法における権利設定の例外的措置で
あるとして「特例貸借」と呼んでいる。また，原
田（2011）は，農地利用の規制緩和と同時に導入
された，農業委員会や市町村が「周辺地域との調
整要件」や「地域農業との調和要件」などを判断
することを「地域的農地管理の新しい仕組み」と
呼んで評価している。
　今回の農地制度改正によって，利用権の規制緩
和は「特例」であるとしても，農地制度の権利移
動統制は「二元化」（関谷2010）したと言える。
このような改正が行われた背景には，農地制度改
革の過程で論じられた「所有と利用の分離」論が
あると考えられる。「農地政策に関する有識者会
議」の座長を務めた髙木賢氏は，髙木（2008）に
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おいて，当時の農地制度をめぐる論点を整理して
いる。この中で髙木（2008）は，「所有と利用の
分離」について「所有権と利用権の分離」と「所
有権と利用権の規制の分離」は異なるとして，以
下のような見解を述べている。前者は「民事法の
分野」に属する議論であり，利用権の設定のため
には所有権者の意思を無視することができない以
上，両者を単純に分離することはできない。後者
は「行政法の分野」に属する議論であり，権利の
性格・内容は所有権と利用権とでは異なっている
ため，その違いの限りで異なった行政法上の取り
扱いをする余地はあり得る。
　以上のような法改正に対しては，法律論的な整
合性について懸念する議論がある。原田（2011）
は，「農地の所有権と貸借・利用権とで，権利取
得者に関する規制の原則を切り分けたもの」であ
り，「実態上では，農地を保有して農業を行う経
営主体の自由化と多様化を可能にする措置」であ
るとしている。そして，農地制度改革の過程で行
われた議論を踏まえて，将来的な改正の中で「農
地の所有権取得の自由化」まで進むのではないか
という危惧を表明している。また，田代（2010a）
は，転用規制の法理の源泉は農地耕作者主義にあ
るとして，利用権の規制緩和が行われたことに
よって耕作者主義がないがしろにされた以上，農
地転用規制は実効性を持たないという見解を述べ
ている。
　他方で，株式会社を含む多様な経営体が農地の
利用において一定の役割を果たすべきだという理
解はある程度まで一般的になったと考えられる。
この背景には，既に株式会社形態の農業生産法人
の農業参入や特定法人貸付制度などが導入されて
おり，一般企業の役割がある程度まで認められて
いたことがあるだろう。大泉（2009b）は，農地
制度改正前の企業の農業参入の事例を整理し，農
業に参入している企業の多くは地元の建設業者な
どの中小企業であり，地域との親和性に課題があ
る企業はそう多くはないとしている。また，過去
には株式会社の農業参入に否定的であった田代洋
一氏も，田代（2009）において「株式会社等の農

業参入がケシカランという時代は終わった」とし
て，農業生産法人や特定法人貸付制度が企業に
とって取引費用の節約効果があったことを認めて
いる。ただし，企業参入にどこまでの役割を認め
るべきかについては，論者の現状認識によって意
見が異なる。例えば，大泉（2009a）は，農地の
有効利用をする担い手が枯渇しているとして，「現
実に進んでいるNPOや株式会社の参入を，農業
や農村の活性化を促すものとして肯定的に受け入
れ」るべきだとしている。そして，「全ての人に
農業を解放し，農地を農地として維持し有効利用
するための適正な規制をかけよ」と提案している。
これに対して，原田（2011）は「大部分は地域に
根差した既存の経営体の発展方向を支え，その存
在をより分厚くより強固なものに育成していくこ
と」という基本路線を提起し，地域発の経営体の
展開と一般企業等の借地経営の関係を地域農業の
実情に即して調整していくことが必要であるとし
ている。安藤（2010a）は，特定法人貸付制度に
よる企業参入が水田農業では進んでいないことか
ら，企業参入によって耕作放棄地の解消は進まな
いとの見解を述べている。
　以上のように，農地の利用権設定に関する制度
改正は，利用権の取得を一般企業に認める一方で，

「適正な利用」が認められない場合は利用権が解
除されることに加えて，役員の農業への常時従事
や，「周辺地域との調整要件」や「地域農業との
調和要件」を満たすことなど，様々な追加的な条
件を定めるものとなった。農地法第３条第３項に
基づく利用権設定は，原田（2011）が「特例貸借」
と呼んでいるとおり，「特例」として行われるも
のと考えられる。原田（2011）は，「特例貸借」
の法的仕組みにおいて農業委員会の役割が重要で
あることを整理した上で，態勢の弱体化が指摘さ
れる農業委員会が，このようは新しい法的仕組み
に対応していけるだけの力量とエネルギーがある
かどうかについて注意を喚起している。一方で，
本間（2010b）は，農業委員会の役割が強化され
たことで，恣意的な判断により新規参入が拒否さ
れる恐れがあると指摘している。今後は，既に参
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入した一般企業が農地の適正な利用を行っている
か監視する一方で，農業への潜在的な参入企業が
農地の利用権を取得するための条件が整備されて
いるかについても注視する必要があるだろう。
　なお，農地貸借の規制緩和と同時に，農業生産
法人の要件も緩和された。具体的には，（a）農作
業の委託者も議決権のある構成員になれるように
なり，（b）関連事業者の議決権を１事業者当た
り10分の１までとする制限を廃止し，（c）農商工
連携の相手方である構成員については関連事業者
の議決権を２分の１まで拡大した。このうち，（a）
は集落営農の法人化を容易にするための措置であ
り，（b）と（c）は農外資本・農外企業の農業参
入を促すための措置である。

３）転用規制の強化６

　今回の農地制度改正では，農地の転用規制に関
する措置も行われた。
　まず，農地法の目的規定（第１条）に，「農地
を農地以外のものにすることを規制すること」が
明記された。改正前の農地法は，目的規定に転用
規制に関する言及はなく，あくまでも「耕作者の
地位の安定と農業生産力の増進」を目的とするも
のであった。このような目的は現在の農業情勢と
は整合的であるとは言えないため，近年の判例で
は，農地法の転用規制の根拠として「土地の農業
上の効率的な利用を図り，営農条件が良好な農地
を確保することによって，農業経営の安定を図る」
こと，「土地の農業上の利用と他の利用との利用
関係を調整し，農地の環境を保全すること」が挙
げられている（平成14年４月５日最高裁）。農地
法の目的規定に農地転用規制への言及が行われた
のは，こうした状況を反映したものと言える。田
代（2009）は，農地法の目的規定に転用規制が掲
げられたことを「農地耕作者主義と転用規制の内
的論理を断ち切」るものであり，「転用規制をむ
き出しの権力統制にしてしまった」と表現してい
る。

　また，具体的な転用規制の手法としては，以下
の三点が導入された。

①公共転用に係る法定協議制の導入
　国又は都道府県が公共施設（学校，社会福祉施
設，病院，庁舎，宿舎）の設置のために行う農地
転用は，これまで農地法第４条・第５条における
転用の許可が不要であるとされてきた。このこと
が，公共転用により優良農地の転用が行われる
と，施設周辺の農地も転用が進むことを誘発して
きた。今回の法改正により，公共転用であっても，
許可権者である国または都道府県との協議が必要
になった。また，国または地方公共団体による農
用地区域内の公共施設の設置のための開発行為に
ついても，許可権者である都道府県知事との法定
協議が必要になった。

②違反転用に関する罰則の強化
　違反転用に対する罰金の上限が，法人について
は，300万円から１億円へと大幅に引き上げられ
た。また，違反転用に係る原状回復命令に違反し
た場合の罰金及び懲役も，個人と法人に対して引
き上げられた。また，違反転用が行われ，原状回
復命令にも従わない場合には，国または都道府県
知事が農地の原状回復を代執行できる制度が設け
られた。さらに，農地転用許可業務についての都
道府県知事や市町村の事務処理が適切でない場合
には，農林水産大臣が是正を要求できることが規
定された。農地転用に関係する農地の区分の基準
の厳格化も行われた。

③農業振興地域の整備に関する法律（農振法）の
改正によって，農林水産大臣の定める「農用地等
の確保等に関する基本方針」において，確保すべ
き農用地面積の目標を設定することが法律上明定
された。都道府県知事は「農業振興地域整備基本
方針」において都道府県における確保すべき農用
地等の面積の目標を定め，目標の達成が不十分な

６　石垣（2010）は改正農地法と転用規制についての議論や関係する資料の整理を行っており参考になる。
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都道府県に対しては，農林水産大臣が必要な措置
を要求することができる。また，農用地区域から
農用地を除外する際には，「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の集積に
支障を及ぼすおそれがないと認められること」が
必要になった。さらに，国または地方公共団体が
農用地区域内における開発行為を行う場合に，都
道府県知事との法定協議が必要であることが定め
られた。
　まず，農地転用規制に関する農振法の改正につ
いて述べる。もともと，農地の転用規制において
核となっていたのは，農地法による農地転用許可
基準よりも，農振法による農用地区域のゾーニン
グ規制であった７。しかし，転用に際して，農用
地区域から恣意的に農用地を除外することがし
ばしば指摘されてきた。橋本（2009）は，原則
５年ごとに変更される農業振興地域整備計画が，
実際は年平均1.5回のペースで変更されているこ
と，その目的も地域の農業情勢の変化に伴うもの
ではなく，個々の農地を農用地区域から外すため
というものであることを指摘している。高橋寿
一（2009）も，農用地区域からの除外が，市町村
への政治的圧力によってなされやすいという事実
を，現地調査に行くとしばしば耳にすると述べて
いる。
　それでは，今回の農振法の改正により，農地の
農用地区域からの恣意的な除外に歯止めがかかる
だろうか。髙木（2010）は，農振制度ガイドライ
ンには「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の集積に支障を及ぼす事態」
については規定があるものの，「支障を及ぼすお
それ」について言及がないことを指摘し，さらな
る基準の充実が望まれるとしている。また，工藤

（2010）は，農振法の改正によって「確保すべき
農用地面積の目標」を定めることは評価できるも
のの，国と都道府県の「基本方針」の数値目標を
どのように調整するか，成績不良県に対する是正

措置の実効性をどう確保するかなど，検討すべき
課題は多いとしている。以上の議論を踏まえると，
農振法の改正によって農地転用規制が強化される
かは疑問が残る。
　また，農地法の改正によって農地転用規制は強
化されただろうか。まず，公共転用に国または都
道府県との協議が必要になったとはいえ，公共転
用の９割を占めるという道路・農業用用排水路等
については，協議制度の対象とはならなかった（島
村2009）。また，農地転用許可基準に基づく農地
転用規制は，かねてから実効性が疑問視されてい
た。農林水産省による農地転用許可事務の実態調
査結果（平成20年11月４日）によれば，都道府県
知事許可の農地転用のうち1350件中164件，農林
水産大臣許可の農地転用のうち192件中３件につ
いて，転用許可の判断に疑義があるものであった。
また，違反転用のうち，圧倒的多数のケースでは
事後的な転用許可が行われている。樋口（2009）
は，これらの統計や仮登記による転用規制の空洞
化を指摘して，現行農地制度の問題点を論じてい
る。こうした事態については，高橋寿一（2011）は，
消極的ないしずさんな審査をしている農業委員会
があることを認めた上で，根本的な原因は国の農
地行政の甘さや都市法制も含めた土地法制度の不
備であるとしている。今回の法改正では，農地転
用許可基準における農地の区分の基準の見直しや
違反転用の罰則強化も行われたが，このような制
度の運用面での問題が解決されない限り，制度改
正によって農地転用が大きく減少するとは考えに
くい。
　そもそも，農地転用規制に関する問題は，農地
法・農振法の規制自体に原因があるのではなく，
その運用ないしは解釈にその原因を有していると
いうことが以前から指摘されてきた。高橋寿一

（2009）は，農地法性の転用関連規制については，
先ずもって農地法制の立法者意思に則した運用を
心がけることによって対応すべきであるとしてい

７　農振法によって，農用地等として利用すべき土地として市町村が設定した農用地区域については，区域内の農地転用が原
則として禁止される。農地法と農振法の転用規制の関係については高橋大輔（2009）における整理を参照のこと。
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る。また，農地転用許可権限を地方に分権するこ
とは恣意的な農地の転用を助長しかねないという
懸念がある（髙木2009）にもかかわらず，農地法
附則第19条において，農地転用許可権限の委譲な
ど，国と地方公共団体との役割分担の見直しを将
来的に行うものとされている。今回の農地制度改
正は，転用規制については，以上のような議論に
対応したものであるとは言えない。

４）遊休農地対策の強化

　今回の農地制度改正では，遊休農地対策のため
の制度も導入されている。まず，法改正によって，
これまで農業経営基盤強化促進法に規定されてい
た遊休農地に対する利用促進措置が農地法に移管
され，すべての農地を対象とした措置になった。
同時に，遊休農地に対する利用促進措置について
の勧告を行う権限の多くが，市町村から農業委員
会に移管された。これにより，遊休農地に対して，
①農地の利用状況調査，②農地の利用についての
指導，③遊休農地である旨の通知・公告，④所有
者による利用計画に対する勧告，⑤所有者への協
議の通知などが農業委員会の権限となった。遊休
農地の利用の勧告に関する規定は，従来は「勧告
できる」であったものが，改正によって「勧告す
るものとする」となった。これらの措置によって
も遊休農地が解消されない場合には，従来の利用
促進措置と同様に，都道府県知事による利用希望
者への特定利用権の設定や，市町村長による代執
行を行うことができる。また，遊休農地の利用促
進措置の発動の前提となる現況把握のために，農
業委員会が農地の利用の状況を毎年調査すること
が新たに義務づけられた。さらに，遊休農地の所
有者が不明の場合には，農業委員会がその農地が
遊休農地である旨を公告した上で，都道府県知事
の裁定によって農地利用集積円滑化団体などが利
用できるという措置が新設された。
　このように，遊休農地の利用促進のための措置

は広範なものであり，対象も要活用農地から全て
の農地に拡大された。これは，農地法第２条の２
における「農地の適正かつ効率的な利用を確保す
る責務」に対応するものであると言える。また，
島村（2009）は，事後規制としての遊休農地対策
と転用統制を充実させることによって，事前の参
入規制の緩和によって生じ得る弊害に対応しよう
としていると評価している。
　このような耕作放棄地対策について，安藤

（2010a）は「尽くすべき手は尽くした」として評
価した上で，実効性をもたせるためには，さらに
踏み込んだ現場への手当が必要であるとしてい
る。また，安藤（2011）は，不在地主が農地利用
調整に関わる取引費用を生み出しているとした上
で，不在地主対策として今回の制度改正によって
農地の相続による権利移転であっても農業委員会
への届出が義務づけられたことを評価している。
一方で，安藤（2011）は，従来の制度による特定
利用権の設定や行政代執行が１件たりとも発動さ
れていないこと，アンケート調査から多くの農業
委員会が行政代執行を行う可能性がないことを指
摘し，「取り締まり」を強化した「警察行政」に
効果は期待できないとしている８。そして，求め
られているのは厳格な規制よりも地域の規範つく
りや具体的な運動，取り組みであるとしている。
鈴木（2011）も，農地制度改革による遊休農地対
策の強化策に一定の効果を認めながら，現在の中
山間地域の状況をみると，今必要なのは中山間地
域における農業経営条件をも含めた生活条件の改
善であるとしている。緒方（2011）は，強制的な
利用権の設定や行政代執行を含む従来の遊休農地
に関する規定は，現実には発動されていないにし
ても，農業委員会による指導を受け入れ可能にし
てきたとする。緒方（2011）は，今回の法改正に
よって遊休農地に関する規定を厳格に適用する方
向性が打ち出されたものの，遊休農地の解消作業
を市町村や農業委員会が担うことになってしまう

８　ただし，改正農地法の導入後には，遊休農地に対する農業委員会の措置は増加傾向にある。平成22年には農業委員会によ
る「通知」が2件，「勧告」が2件であったのに対して，平成23年には「通知」が2569件，「勧告」が2件となっている。（農
林水産省ウェブサイトより）



103農地制度改革をめぐる論点整理と今後の展望

可能性があり，法適用にどれだけ実効性があるか
は未知数であるとしている。

５）その他の改正事項

　農地制度に関するその他の改正事項について
は，農地制度の仕組みを変えるものではないと考
えられるため，簡潔な整理に留める。ただし，農
用地利用集積円滑化事業のように，運用如何に
よっては農業構造に大きな影響を与えうるものも
ある。

●小作に関する諸制度の廃止
　まず，従来の農地法における小作地の所有制
限，小作地の買収制度，小作農の定義規定などが
廃止され，「小作」という言葉も廃止された。また，
標準小作料制度も廃止された。代わりに，農業委
員会は，農地の利用促進のために，農地の保有及
び利用の状況，借賃等の動向その他の農地に関す
る情報の収集，整理，分析及び提供を行うものと
された。これには，標準的な賃料の情報開示を行
うことも含まれる。標準小作料制度の廃止は，近
年の状況からして存続の意義が乏しいとされて行
われたものだが，農業委員会が地域の農地の利用
と管理全般について責任をもつことに逆行すると
いう見方（例えば中村・緒方2011）もある。

●農地利用集積円滑化事業の創設
　農業経営基盤強化促進法において市町村が定め
る基本構想に，新設された農地利用集積円滑化事
業を必須事業として規定することになった。農地
利用集積円滑化事業の中心的事業として位置づけ
られるのが，農地所有者代理事業である。この事
業は，市町村・公社・農協などの公共的機関が，
多数の農地所有者から委任を受けて，少数の担い
手に農地の貸し付けを行うものである。これまで
市町村公社等が行ってきた農地保有合理化事業の
中間保有機能では売買の価格リスクがあったのに
対して，農地所有者代理事業ではこのようなリス
クが発生しないとされる。工藤（2010）は，農地
利用集積円滑化事業を改正農地法の主旨に合致し

た計画原理手法として評価するとともに，「面的
利用集積の装置やシナリオ，集積推進の原動力や
揺るぎない信念，関係農家の同意やそれを担保す
る利用集積主体のあり方等々」を今後の論点とし
て挙げている。また，安藤（2010b）は，農地制
度の改正によってJAが農業経営を行うことが認
められたことを踏まえて，JAには農地利用集積
円滑化事業を活用しながら担い手育成とともに農
地の面的集積を進めていくことが求められている
としている。

●農地の権利取得の下限面積の見直し
　農地の権利取得の下限面積は，原則として都府
県で50a，北海道で２haであるが，今回の法改正
によって，農業委員会が地域の実情に応じて原則
を下回る下限面積を設定できるようになった。

●相続税納税猶予措置の見直し
　これまでは，相続して取得した農地を自分が耕
作していれば相続税の納税猶予が受けられた。今
回の法改正により，相続した農地を農業経営基盤
強化促進法によって貸し付け，それを終身続けれ
ば，相続税の納税猶予が打ち切られないことに
なった。これは，農地法の自作農主義に関する規
定が削除され，農地の利用を第一義とする農地制
度に転換したことを反映したものである（髙木
2010）。

●農地の貸借存続期間の上限を20年から50年に…
延長

　これは，所有権の規制を残しながら利用権のみ
を自由化する場合の欠点を補うための，定期借地
権に類似した仕組みである。長期安定的利用のた
めの制度を選択肢として用意することによって，
契約期間が短期に限られたり所有権者の返還請求
が行われたりすることによって投資誘因が損なわ
れることを防ぐことができる。

●相続税納税猶予措置の改善
農地の相続税の猶予措置について，従来では農地
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を貸すと打ち切りになっていたのが，その農地を
農業経営基盤強化促進法によって貸し付けて，そ
れを終身続ければ，打ち切られないことになった。

３．今後の論点
　農地制度に関する今後の論点を考える上では，
農地法の検討条項を踏まえることが必要である。
農地法改正附則第19条には以下のことが定められ
ている。下記の（４）は，平成20年12月の地方分
権改革推進委員会の勧告において，農地転用許可
権限に関する国と地方公共団体の役割分担の見直
しを行うこととされたことなどを踏まえたもので
ある（髙木2010）。
　「政府が，以下の事項について検討を加え，必
要な措置を講ずること。（１）農業委員会の組織
及び運営（２）農地に関する資料の整備の在り方

（３）農地の利用に関連する計画その他の制度。
また，政府が改正法の施行後５年を目途として，
改正後の農地法等の施行状況を勘案し，以下の事
項について検討を加え，その結果に基づいて必要
な措置を講ずること。（４）農地転用許可業務の
実施主体の在り方，農地の確保のための施策の在
り方（５）新農地法等の運用状況を勘案したその
在り方。」
　今後の論点として，以下の三点を挙げたい。
　第一に，農業者委員会の役割をどのように維持
するかという問題がある。今回の農地制度改正で
は，権利移動統制や遊休農地対策について行政的
な介入を行う仕組みが設けられ，その仕組みを運
用する責務の大部分は農業委員会が負うことに
なった一方で，農業委員会の負担増加に伴う措置
は限定的なものに留まった。稲垣（2010）は，改
正農地法附則第19条における農業委員会への言及
を，「今般の改正法が現場で十分に機能せず成果
の発現が得られなかった場合は，ゼロベースから
農業委員会系統組織に対する見直し作業が俎上に
のぼる」と解釈している。本間（2010b）は，農
業委員会に代わる「農地利用監視委員会のような
第三者機関の設置」を提唱しているが，改正され
た農地制度の運用状況によっては，このような議

論がますます強まる可能性がある。生源寺（2011）
は，「複線化した組織の運営をひとつの傘のもと
に統合すべきである」という「ワンフロアー化」
を提唱している。まずは，農地法改正の附帯決議
にあるとおり，「農業委員会組織が現行制度によ
る業務に加え，改正法により新たに担うこととな
る業務を適正かつ円滑に執行することができるよ
う，必要な支援及び体制整備を図ること」が必要
であろう。一方で，遊休農地対策については，安
藤（2011）のように，農業委員会の活動だけでな
く，地域活性化・地域振興のための取組みの一環
として位置づけるべきだという考えもある。
　第二に，農地転用規制の実効性をどのように確
保するかという問題がある。前述の通り，今回の
農地制度改正は，転用規制の強化という点では
実質的な変更があったとはいいがたい。生源寺

（2011）が指摘するとおり，農業委員会の委員の
多数は兼業農家であり，農地転用規制を運用する
際に利益相反構造が存在している。また，転用を
許可する市町村長や知事は，農業委員会よりも政
治的な圧力を受けやすい可能性もある。そもそも，

「国民に対する食料の安定供給の確保に資する」
ために農地の確保を行うのは国家の責務であり，
農業委員会や地方公共団体が一義的な責任を負う
べきものではない。改正農地法では，確保すべき
農用地面積の目標を定めることになったが，その
目標の実効性を確保するための仕組みを構築する
ことが必要である。また，具体的な規制手法とし
ては，農振法によるゾーニング規制をさらに強化
することが考えられる。これについては，仮に農
振法によるゾーニング規制の強化が達成できれ
ば，農地法の権利移動統制を更に規制緩和するべ
き（究極的には「農地法の廃止」）であるという
山下（2010）の議論がある。山下（2010）の議論
に対しては，農振法の農用地区域指定の法的根拠
は農地法の転用規制にあるという法的な整合性の
問題と，日本の土地利用制度の中でゾーニング規
制を実行することの難しさから，たびたび批判が
行われてきた（例えば，原田2011，田代2010a）。
確かに，日本の土地利用行政を根本から転換する
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ことには相当な困難がある。しかし，現行制度の
枠組みの中で，ゾーニング規制を制度面と運用面
の両面から強化することには十分に可能であろ
う。例えば，農用地区域から農地を除外する際の
手続きを大幅に強化し，要件に関する例外の余地
を最小限にするために農振制度ガイドライン等の
記述をさらに具体化させることが考えられる。今
改正によって，農地法の目的規定において「農地
以外のものにすることを規制する」ことが定めら
れたことは評価できるが，農地転用規制の実効性
を高めるために何が必要なのか，さらに議論を行
うことが必要である。
　第三に，所有権の取得を自由化するべきかとい
う問題がある。今回の法改正では，所有権に関す
る権利移動統制の自由化は見送られた。これに対
しては，所有権を認めることの利点を強調する議
論がある。例えば，本間（2010a）は，所有権の
規制を残しておくことで，利用権者が農地の長期
安定的利用を確保できないという問題を挙げてい
る。山下（2010）も，株式会社などの一般法人に
所有権を認めることで，通常の経済活動で認めら
れている「所有と経営の分離」を行うことができ
るとしている。生源寺（2011）も，現時点での所
有権の強さや農地転用規制の問題に留意しなが
ら，一般の法人に「公益性の観点や農業振興の観
点から強い制約を受ける条件付きの所有権」を認
めることもあるとしている。ただし，原田（2009b）
などが論じるとおり，農外企業が株式会社形態の
農業生産法人を設立して農地の所有権を取得する
ことは現行制度でもある程度は可能である。まず
は，株式会社の農地所有権の取得に対する懸念が
根強いことを踏まえて，「特例」として自由化さ
れた貸借の権利統制が適切に運用されているかを
注視する必要があるだろう。農地転用規制の強化
や遊休農地対策を前提として所有権を含む権利移
動の更なる規制緩和を行うことは，規制の強化が
制度・運用の両面で完全に達成できたことが確認
された後の検討事項であろう。
　最後に，農地制度の今後を考える上での国民的
議論の必要性について触れたい。筆者は高橋大

輔（2009）において，『農地問題は農家だけでな
く日本国民全てにとっての重要課題であり，「財
界」や「農業関連団体」という枠組みを超えた立
場からの議論が必要である』と述べたが，農地制
度改正が行われた現在でも，この認識は妥当であ
ると考えている。このことは，農地法の目的規定
が「耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを
図ること」から，「国民に対する食料の安定供給
の確保に資すること」へと転換したことを考える
となおさらである。本稿の執筆を通じて，農地制
度に関する議論には，特定の立場から別の立場の
議論を批判するものが依然として多いことが感じ
られた。しかし，本当に必要なのは，議論の前提
を明確にした上で，様々な立場から行われる議論
について共通点と相違点を見いだし，国家的な観
点から最も適切な道を探るための国民的議論であ
ろう。
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