
Ⅰ．問題の所在
1．問題の経過

　東日本大震災からの復興過程において相続
未登記土地がクローズアップされたが 1、最近
では農地についても注目されるようになっ
た。TPP との関連で規模拡大、コストダウ
ンが焦眉の課題とされ、国は農地の８割を担
い手に集積することを目標として、農地中間
管理事業（以下「中間事業」とする）を立ち
上げた。中間事業は原則 10 年以上の農地中
間管理機構（以下「機構」という）との利用
権設定を対象とするが、相続未登記農地は，
相続人関係図の作成や権利者の意向確認を行
い持分の過半の同意がなければ，その対象に
ならない。
　鹿児島県は以前より未登記農地問題を強く
意識してきた。同県は集積率 90% を目的に
中間事業を推進しており、集積率は徐々では
あるが高まっており（2000 年度 29,813ha、
23.0% から 2015 年度 50,711ha、42.0% へ）、
耕地面積が全国 12 位に対して 2015 年度まで
の中間機構を通じる貸借面積が全国 9 位に
なった。しかし同年度の機構を通じて新たに
担い手に集積された面積（以下「新規集積面

1	幾度明「所有者不明土地問題の実態と対応の方向性について」
みずほ総合研究所・ワーキングペーパー（2014 年 12月）。

積」という）の比率の順位は 24 位だった 2。
集積率が高まるにつれ、新規集積面積を拡大
していく際の課題として未登記農地問題が改
めて強く意識されることになった。
　鹿児島県は 2015 年 6 月に、農地台帳の全
筆について相続未登記農地の調査を行った。
具体的には農地台帳の所有者と固定資産台帳
の納税者が一致していない農地について、住
民基本台帳と突合し、①台帳上の「所有者」
が死亡、②複数名義、市町村外転出などで生
死不明の農地を洗い出した。その結果、農地
台帳面積の 38.2% がこれに該当した。内訳は
①が 21.0%、②が 17.1% である（複数名義は
1%程度で転出が多い）3。
　このような結果を踏まえて、県は「相続未
登記農地の貸借手続きの簡素化について、実
効性のある制度改正」を国に要望している。
また、同県農業会議より同様の要望を受けた
全国農業会議所は「農地等利用最適化の推進
政策に関する具体的な意見」（2016 年 8 月）
を農水省に提出し、そのなかで未登記農地が
「遊休農地の発生要因及び利用集積の大きな
妨げになっている」として、制度的措置の検
討を要請した。

2	日本農業新聞 2016 年 5月 20日。
3	鹿児島県農業会議「相続未登記等農地の賦存量に関する調査結
果」2016 年 1月。
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　「鹿児島県から相続未登記の農地が農地中
間管理機構の活用の阻害要因となっている」
との指摘を受けた農水省（全国農業新聞
2016 年 11 月 25 日）も、2017 年初めに農業
委員会を通じて未登記農地の調査を行った。
その結果、登記名義人の死亡によるのが 47.7
万 ha、市町村外に転出して死亡している等
の可能性がある「未登記の恐れがある農地」
が 45.8 万 ha、合わせて 93.4 万 ha という結
果になった（以下では相続未登記農地および
未登記懸念農地の両方を「相続未登記農地」
と呼ぶ）。農家台帳上の農地面積 527 万㌶に
対しては 17.7%、耕地面積に対しては 20.8%
になる（被災等の市町村が除かれているので
正確な数字ではない）。農地の 2割前後が未
登記あるいはその恐れがあり利用権の設定が
困難だとすれば、8割という国の目標は、担
い手への農地集積率 100%と同義になり、も
はや農地政策のフロンティアは乏しく 4、現実
との整合性が問われることになる。

2．相続未登記農地の発生要因

　国の調査を集計した表 1によると、地域
別には、20% を超すのは東日本では岩手・
東京・山梨・長野・石川に限られるが、滋賀
以西は大阪を除きすべて高率である。とくに
30%を超すのは高い順に岡山、高知、山口、
鹿児島 5、長崎、大分、愛媛である 6。

4	正確には担い手の自作地も未登記農地には含まれ得るので、そ
の分だけフロンティアは拡がるといえるが、問題の所在をゆる
がすものではない。
5	鹿児島県については県調査は 59,870ha に対して国調査は
50,470ha で 9,400ha の差がある。「死亡」は県 32,985ha、国
26,183ha、「その他」は各 26,885ha と 24,287ha で、「その他」の定
義が異なるにもかかわらず、差の 7割は「死亡」で生じている
6	ちなみに 2015 年度の新規集積率の順位が高いのは福井、石川、

　日本農業新聞は「中山間地や離島など、資
産価値が比較的低い条件不利な農地が多く、
登記の手続きが進んでいない。一方、資産価
値が比較的高い平場の農地が多い東日本は、
相続未登記の割合が低く、『西高東低』の傾

秋田、岩手、山形、宮城、新潟、広島、富山の順で、北陸、東
北に集中している。これらの地域は伸びしろが広いともいえる
が、そこには未登記農地率の低い県も高い県も混在する。新規
集積率下位には沖縄、東京、神奈川、和歌山、愛媛、佐賀など、
概して未登記農地率の高い西日本各県が並ぶ。

単位：％

未登記農地 未登記の恐れが
ある農地 計

北海道 1.4 4.7 6.1
青森 10.0 8.7 18.7
岩手 12.8 8.6 21.4
宮城 8.1 6.9 15.0
秋田 11.8 6.1 18.0
山形 8.0 7.0 15.0
福島 8.6 5.0 13.6
茨城 11.6 6.2 17.8
栃木 8.1 5.8 13.9
群馬 9.3 9.0 18.3
埼玉 5.3 9.8 15.1
千葉 10.1 8.6 18.7
東京 7.6 14.4 22.0
神奈川 3.9 6.5 10.4
山梨 14.6 14.2 28.8
長野 12.2 10.3 22.6
静岡 7.5 7.9 15.4
新潟 8.3 6.7 15.0
富山 11.5 6.5 18.0
石川 10.1 10.9 21.0
福井 11.2 7.8 19.0
岐阜 7.3 12.0 19.4
愛知 5.1 10.3 15.4
三重 7.4 10.7 18.1
滋賀 11.5 8.6 20.1
京都 12.4 15.8 28.2
大阪 6.2 11.8 18.0
兵庫 14.2 10.2 24.4
奈良 11.6 16.4 28.0
和歌山 11.9 13.9 25.8
鳥取 18.5 10.4 28.8
島根 15.5 14.2 29.7
岡山 18.0 21.0 39.1
広島 13.5 15.4 28.9
山口 18.5 15.9 34.4
徳島 12.1 12.3 24.4
香川 11.8 14.4 26.2
愛媛 15.9 14.1 30.0
高知 17.1 19.3 36.4
福岡 14.6 10.8 25.4
佐賀 14.4 6.9 21.3
長崎 22.4 8.3 30.7
熊本 14.1 11.7 25.8
大分 15.5 14.6 30.1
宮崎 13.0 11.7 24.7
鹿児島 17.1 15.9 33.0
沖縄 11.5 16.4 27.8

表 1　相続未登記農地等の状況―農地面積に対する割合―

注 1．農水省「相続未登記農地等の実態調査の結果（平成 28 年）」による。
　2． 「相続未登記農地」は登記名義人が死亡、「相続未登記のおそれがある農地」は登記

名義人が市町村外に転出し死亡の可能性等がある農地。
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向となった」としている（1月 4 日付け）7。
<条件不利地域農地→低資産価値→相続未登
記 >という論理は理解しやすいが、そこか
ら「西高東低」の地域差まで説明するのはや
や飛躍も感じる。
　調査は、a. 相続未登記（名義人死亡）と、b. 相
続未登記の恐れがある農地（名義人転出）に
分けているが、概して西日本は ab ともに高
い。大阪を除く滋賀以西 22 府県をみると、
a>b は滋賀・兵庫、愛媛、山陰、山口・九州
であり、a<b は京都・奈良・和歌山、岡山・
広島、四国（愛媛を除く）である。前者は山
陰、九州、後者は山陽、四国にやや集中して
いる。東日本の a<b をみると、北海道、埼玉、
東京、神奈川、静岡、石川、愛知、岐阜、三
重である。
　以上から、遠隔地、大都市圏（周辺）、山陽・
四国では、転出要因が効いているようである。
遠隔地で転出要因が高いのは頷けることだろ
う。一般的には資産価値が高いであろう大都
市圏で bの転出要因が高く出ることは理解
に苦しむが、農家出身者の域外転出（流動性）
が相対的に多いのかもしれない。また伝統的
に東日本は在宅兼業・出稼ぎ地帯であるのに
対して、西日本は就職転出が多く、そのこと
が西日本で b要因を高くしているのかもし
れない。このような農家労働力の流出形態も
相続未登記農地の一つの要因といえる。
　固有の死後相続未登記である a要因に絞る
と、率の高い順に長崎、山口、鳥取、岡山、
高知、鹿児島となる。このうち長崎、鹿児島
7	このような認識は既に「中山間地の農地や森林の代表されるよ
うな資産としての価値が低く、当面、処分など考えていない土
地を相続する場合がもっとも可能性が高い」とされている（幾度・
前掲論文）。

については島しょ部が多いことも影響してい
よう。そのほかの要因については事例を当た
るしかない。
　鹿児島県の調査も貴重な知見を提供した。
①筆者は未登記農地率は畑が高いと想定して
いたが、結果は面積で田 37.3%、畑 38.5%（筆
数では 39.8% と 41.9%）で地目差はほとんど
なかった。従って、問題は畑作地域のみなら
ず県内普遍的である（とはいえ市町村別では
17%から 69%までの差がある）。②面積割合
で、農用地区域内は 35.1%、農用地区域外農
振地域 41.3%、農振地域外 49.8% の順に率が
高まる。農地の条件が相対的に良い農振農用
地区域が低く、農地性が劣るほど高くなって
いる。農用地区域は圃場整備事業に取り組ん
だ際に未登記農地問題に対処しうることも一
因であろう。③島しょ部は概して未登記農地
率が高いが、そのなかでも高収益農業に取り
組むところでは低く、また県都・鹿児島市は
最低位に属する。
　概して農業への取組み度合いと登記率とは
相関するといえる。
　以上から、（未）登記農地割合は、農地の
資産価値、農業収益性、農地の区域区分、在
宅通勤か就職転出かの農家労働力の流出形態
等に関連すると言える。また一定の地域性を
もって現れることは、農村社会のあり方と関
わっていると言える。

3．相続未登記農地の問題性

　先に未登記農地は集積政策に影響するとし
たが、これは直接的には行政上の問題である。
では未登記農地の実態的な問題は何か。
　国の調査では相続未登記農地等のうち遊休

相続未登記農地の実態と農地集積 43



農地の割合は 5.7% だった。国が農地法に基
づき遊休農地としている 13 万 4835ha	 8を耕
作面積で割ると 3.0% になるので、その倍の
率である。また国の調査による遊休農地に占
める未登記農地の割合は 39.8% に当たる。
　このように未登記農地がより遊休農地化し
やすく、かつ遊休農地の４割を占める事実は
重く、制度政策上の対策を要するといえる。
　同時に未登記農地の 94% が現に利用され
ているのも事実である。そこでは未登記問題
はどう処理されているのか。現実に処理され
ているとしても、そこに問題、とくに将来に
わたる問題はないのか。
　本稿では未登記農地が多い南薩・畑作地帯
の事例を主としつつ、補足的に東北・水田地
帯の事例をとりあげ、未登記農地の発生要因、
現実的対応、実態面からの政策課題にアプ
ローチする。

Ⅱ．南九州市頴娃町の事例
1．地域の概況

（1）南九州市の概況

　南九州市は 2007 年に揖宿郡頴
え い

娃町、川辺
郡知覧町、川辺町が合併した。人口は3.9万人、
2010 ～ 15 年に 6.9% の減少で県平均 3.4% を
かなり上回る。
　農業生産額は 2011 年の 463 億円から 2015
年の 497 億円に増えているが、生産額構成は、
耕種が 212 億円から 178 億円への減、畜産は
251 億円から 319 億円への増である。茶価が
下落し、肥育牛の価格が上昇していることが
8	農林業センサスによる「耕作放棄地」は 42.3 万 ha、国の荒廃
農地の発生・解消状況調査による「荒廃農地」は 28.4 万 ha、う
ち「再生利用が可能な荒廃農地」は 12.4 万 ha で、「遊休農地」
はこの「再生可能な荒廃農地」に数字的には近い。

影響している。耕種部門をとれば茶 58%、根
菜類（大根、ニンジン、さつまいも）15%、
甘藷（焼酎用が 2/3）13%である。
　センサス上の経営耕地面積は 6,199ha、畑
が 48%、樹園地（茶園）43%である 9。認定農
業者は 808 名、その集積面積は 5,137ha で県
内トップ、担い手への農地集積率は 58.1% で
県平均をかなり上回り、基本構想の目標集積
率は県と同じ 90%に設定されている。
　A分類（復元可能）の耕作放棄地は 325ha、
耕地面積の 3.6% で多くはないが積極的に解
消に取り組んでいる。国の耕作放棄地再生利
用交付金による復旧が 2008 ～ 2013 年度
16.4ha に対して、市単の耕作放棄地解消事業
（農振農用地外も対象）が 2008 ～ 2015 年度
12ha（2012 年度より本格化）である。
　最近の農地問題としては太陽光発電施設用
地への転用問題がある。報道によると再生可
能エネルギーの固定価格買取制度が開始され
た 2012 年 8 月から 13 年 10 月末までで、太
陽光パネル設置のための農地転用は 248 件
81ha にのぼる（日本農業新聞 2014 年 1 月 5
日）。同用地は買収によるもので、相場が 10a		
20 万円程度のところ 100 万円ぐらいで買わ
れるという 10。市としては農地確保の点から
危機感を持ちガイドラインを作成中である。
　2015 年度の農地移動をみると、基盤法に
よる賃貸借は 303.3ha に対して農地中間管理
事業は 113.6ha である。2016 年度は 140ha
程度を見込んでいる。2015 年度の地域集積
協力金は 1地区 8.4ha が対象で 126 万円、経

9	なお耕地面積は 9,110ha、うち畑 84%である。県の未登記農地
率の分母は 9,100ha である。農業委員会は 10,555ha としている。
10	現在の設置計画は 50ha程度で、山林が多いという。
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営転換協力金が 25 戸 1,320 万円である。耕
作者集積協力金は 49a が対象になっている。
　中間事業に乗らない理由の一つとしては、
①事務手続きが面倒である。すなわち a. 実
印（印鑑証明）が必要である。b. 農用地集積
計画で借入れ、農地利用配分計画で転貸する
ため、公募から貸付までの事務手続きに 4カ
月かかる。同時並行で進めろと言われても、
権利が発生していないと難しい。c. 小作料を
（振り込みではなく）現金で授受したい者も
いる。d. 借り手の決算書が必要である、等が
あげられる（ad は制度上というより県公社
がトラブルを踏まえて措置したようである）。
中間事業が農地の地域自主管理の枠を超えて
全国からのアクセスを保証するものとして仕
組まれたことに起因する問題が多いといえ
る。②期間 10 年も借り手、貸し手の双方に
とって長すぎるきらいがある。③本稿のテー
マである相続未登記農地は、共有者の過半の
同意を得たとしても 5年までしか賃貸借でき
ず、協力金の対象とならないので事業が進み
にくい。

（2）旧頴娃町の農地事情

　同市旧頴
え い

娃町での農家調査では、たびたび
相続未登記農地が多いとの指摘を受けてき
た。例えば 1994 年の税務課資料では農地の
筆数にして 44.9%、面積にして 37.8% が他人
名義になっており（この場合の「他人名義」
とは納税者本人とは異なる名義という意味で
あろう）、21,805 筆、1,721ha の名義変更に要

する費用は10億円にのぼるという 11。このよ
うに広範に名義変更されていない実態を踏ま
えて、町の税務当局は、登記移動を伴わなく
ても、当事者間に土地移動申告書を提出させ、
それに基づいて現所有者課税主義をとってき
た（現在は登記移動原則主義）。
　ここから筆者は、相続未登記は南薩畑作地
帯に固有の現象と思い込んでいたが、前述の
ように今回の県調査で県内普遍的な現象で
あることが分った。
　県内普遍的な原因としては門

かどわり

割制度と均分
相続制度が挙げられる。門割制度は薩摩藩の
支配・徴税構造に由来するものとされ、藩が
数戸から 20 戸程度の農家集団（門）に均等
に農地を割り当て（門割）、門内の各戸に配
分された農地は割替えがなされ、税は門の責
任において上納されるという仕組みである。
配分農地は徐々に各戸に固定化したが、近代
に入り登記簿上は多数共有名義のままとなっ
た。
　いま一つは均分相続制度である。鹿児島で
は、（男の）子供が成長し結婚するに応じて、
順次、農地を分けて分家させていき、最後に
残った末子が、親の隠居分と合わせて耕作し
つつ、親と位牌の面倒をみる制度である。単
純なモデルでみると、100a の農地を所有す
る農家が 4人の子供（主として男子）をもて
ば、1 人に 20a ずつ分与し、最後に末子の
20a と親の隠居分 20a が残るわけである。親
もまた隠居屋をたて 20a をもって生活する場
合も多い。
11	拙稿「大規模借地経営の展開と経営農地の効率的利用に関す
る実態調査報告」『平成 8年度　大規模借地経営の展開とその安
定的発展方策に関する調査報告書』全国農地保有合理化協会、
1997 年。
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　この制度下では、耕地は無限に分割されて
いきそうだが、現実には鹿児島の農村では村
外他出が多く（頴娃町ではカリフォルニア
へ）、それは避けられている。
　このような社会は、東日本のように「家」
とその「家産」が重んじられて､ 田を分ける
者は「田

たわ け

分者」とされる社会の対極にたつ。
そして小面積を配分された農業者は、自らの
生活を成り立たせ、将来の均分相続に備える
べく、必死になって所有農地の拡大に励むた
めに農地移動が多くなるが、その努力の結果
は相続とともに消えていく（ライフサイクル
的経営）。ここでは経営規模は所有ではなく
労働力に規定され、農地継承を通じる経営の
世代継承はなく、農業経営は一代限りである。
このようなシステムは一子相伝ではないが故
に相続権者の数を多くすることになる。
　門割制度と均分相続制度との因果関係につ
いては定かでないが 12、その根底には鹿児島
畑作農業の低生産性があるように思われ
る 13。すなわちこの地域は1000年前の開聞岳
の噴火物が堆積してできた堅い不透水性のコ
ラ層が地下 30cm のところから 30 ～ 60cm
の幅で拡がり、排水不良と表土乾燥による旱
魃を引き起こし、その土地生産性は低く、切
替畑が残存した 14。
　農家は冬期にヤマグワを用いて人力でのコ
ラ排除に努力し、1952 年の特殊土壌地帯災

12	坂根嘉弘『分割相続と農村社会』九州大学出版会、1996 年は、
近世以降も均分相続が存続しえた制度的要因としての門割制度
をあげているが、「原理的に相容れぬものではなかったことに注
目したい」というにとどまる（66頁）。
13	拙著『昭和 57年度農業構造改善基礎調査報告書―鹿児島県頴
娃町―』農水省農政課。
14	10 年生程度の松林を開畑して甘藷 1年の後、菜種 4～ 5年を
作り、また松林に戻す。

害防除法により土地改良区を組織して取り組
むようになり、1955 年頃からブルドーザー
が導入され、1980 年代はじめには 8 割方が
排除され、甘藷の反収も上昇するようになっ
た。
　もう一つの低生産性の原因は水不足だった
が、これも池田湖に導入貯水する方式がとら
れ、1970 年から国営はかんがい排水事業、
72 年から県営畑地帯総合土地改良事業が施
工され（94 年度完了）、30a 区画のスプリン
クラー灌漑、農道整備もなされた。
　こうして 70 年代を通じて、それまでの水
無き台地は近代的な畑作地帯に変貌した。す
なわち 80 年代にかけて伝来のイモムギ農業
から茶園の拡大、ポンカンの導入、たばこ作
の規模拡大、加工大根の契約栽培、早出しエ
ンドウ、施設園芸、肥育牛等の多頭飼育など
への転換が起こる。
　1970 年代はじめのヒアリングでは、「7～
8 年前は地価は畝 4～ 5 千円で、イモ一作で
元がとれた」15とされた（小作料は 10a2 千円
程度、土地利回り 4%）。全国農業会議所の
同町の 10a 当たり地価は、1975 年 30 万円、
76 年 60 万円、77 年 80 万円、79 年 110 万円、
80 年 137 万円、82 年 157 万円と急上昇して
いった（ヒアリングに基づく相場は 200 ～
250 万円台）。82 年当時の実勢小作料は 1.5
万円であり、地価 200 万円とすれば利回りは
0.75% である。当時は農外企業の進出等もみ
られたが、基本的には農業内的要因による地
価形成だった。売買と同時に賃貸借も旺盛に
展開するようになり、規模拡大農家は平均し

15	地域では農地は「畝」単位である。ちなみに沖縄では「坪」
単位である。
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て自作地・小作地半々だった。
　地価は 1996 年頃には茶園 100 ～ 150 万円、
普通畑 100 ～ 120 万円程度に下がり、標準小
作料は 1.7 万円（+水利費 3,000 円）で土地
利回りは 1.5% 前後まで回復した（茶の成園
小作だと底地 2万円、茶 3万円の計 5万円）。
　今回の聴き取りでは 10a50 ～ 60 万円、茶
園は良いところで 60 万円という。小作料は
後に事例でみるように様々だが、1万円程度
とすれば土地利回りは 2%程度である。
　以上、地価等の推移を見たが、伝来的畑作
（イモムギ農業）時代は、労働力の消長に合
わせて耕作面積が規定されていく時代であ
り、「家産」の規模に合わせて労働力が規定
される一子相続制よりも均分相続制が適合的
だったといえる。そこでは地価は「一作で元
をとる」すなわち地価＝年間粗収益だったが、
80 年代半ばのピーク時には 200 万円程度ま
で上がり、今日では 50 万円台にもどった。
このような地価上昇は農地の資産的価値の上
昇でもあり、土地所有がそれ自体の論理を主
張してもよいが、均分相続的な思考パターン
は少子化時代の今日もなお牢固として人々の
意識を支配している。
　もう一方の歴史的遺産としての門割制度起
源の共有地問題については大きな展開があっ
た。すなわちコンサル企業から「町には４万
筆の共有地等があり、名義が直っていないの
で、入会林野近代化法 16を活用して個人有化
しないか」との提案があり、それを受けて
2000 年代初めに町が 79 自治会に呼びかけて
説明会を開き、希望を募り、10 地区に分け

16	その立法意図については高須巌明編著『入会林や近代化の指
標』日本林材新聞社、1966 年。

て事業実施した。
　登記簿の表題登記に住所の記載もなく 1名
（代表者）だけの名前が書かれたり、屋号と
おぼしきものが記載されたりしている（そう
いう土地を購入した者も含めて）3戸以上が
関わっている土地については入会の可能性が
あるとして、地域が入会地として認めた場合
は入会林野近代化法に乗せて個人有化し県が
嘱託登記する（コンサルへの業務委託料 1筆
1.5 ～ 2 万円がカバーされる）というもので
ある。当初は地域の入会証明で済んだが、ト
ラブルが生じたため、登記名義人の相続権者
全員が「入会地である（自分たちに相続権が
ない）」旨を承認した印鑑が必要になり、事
業のスピードが落ちたとされる。
　なお、地元では入会地の名義変更の話が、
入会か否かにかかわらず「名義変更ができる」
と解され、相続未登記農地も事業にもちこま
れたが、祖父・父にわたる直系 2世代の名義
変更は適用外とされ、1割以上が排除された
（事例 I）。
　以上により、1.2 万筆のうち 1.1 万筆弱の名
義変更がなされた。現況地目では山林が 6～
7 割、残りが農地だった。こうして相続未登
記問題が徐々に絞り込まれるようになった。

2．事例

　以下の事例紹介では、［1］作目構成と農業
従事者、経営の経過等、［2］担い手農家の農
地の名義人構成（担い手農家においてもみら
れる相続未登記農地の賦存状況）、［3］農地
台帳記載の賃貸借、［4］相対小作（相続未登
記等のために利用権設定できない農地等の賦
存・利用状況）、［5］今後の経営や相続、［6］
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相続未登記農地の問題点、［7］調査農家の特
徴点、について記載することとした。
　ヒアリングに当たっては、農地基本台帳の
「経営者氏名」欄に記載の者（基本的にヒア
リング対象者、そうでない場合は注記。以下
「本人」あるいは「世帯主」と表記する。文
中での続柄もその者を基準とする）の了解の
うえで農地台帳を利用した。
　［1］については、居住集落等の情報が理解
には不可欠だが、大規模経営が多く、対象が
特定される可能性が高いので、プライバシー
に配慮して記述しなった。
　相続未登記農地の存在が問題となりうるの
は主として借り手・担い手農家という想定の
下で、ヒアリング対象者の選定を市農政課
に依頼した。また出し手農家も加えていただ
いた。
　表 2に調査農家の農地に関する台帳記載
とヒアリング結果をまとめておいた。

事例A－1戸 1法人の自園自製の茶30ha経営

［1］概況
・茶園30ha、加工1,098t（自園31%、2戸（6.7ha
と 6.2ha）から買葉）、1999 年に近代化資金
を借りる関係で茶園部門と工場を 1法人に統
合。2005 年まで 5ha 経営、5 年前から茶価
が下落し規模拡大。
・本人 52 歳、妻 55 歳、長男 25 歳は静岡で
修業中、常雇 4名。
［2］自作地名義
・父は養子で農地はもたず、購入で拡大、名
義変更できなかった購入農地は入会事業で父
名義にする。
・父は 7年前に死亡し、本人が相続し、農地
はすべて本人名義（聴き取りでは、父死亡時
に手続きでバタバタしていてそのままになっ
たとしている。父が売った土地が父名義だっ
たものがあり、九電の地上権設定の時に名義
変更したという）。
［3］利用権
・本人個人の借地は全て基盤法、小作料は防
霜ファン、水利、平地という条件で 10a	5 万

単位：a，%
農地台帳 相対貸借 ⑧台帳外 合計 ⑫生存者 ⑬相対

①経営地 ②自作地 ③うち
生存者名義 ④借入地 ⑤貸付地 ⑥借入地 ⑦貸付地 自作地 ⑨経営地 ⑩借入地 ⑪貸付地 名義率 借地率

A 1927 988 988 940 1072 3000 2012 100 53.3
B 1863 1307 1307 556 1863 556 100
C 807 676 465 131 105 912 236 68.8 44.5
D 247 242 242 5 480 727 485 100 99
E 464 464 373 440 904 440 80.4 100
F 390 339 339 204 661 1051 712 100 92.8
G 661 457 291 12 390 1051 594 63.6 65.7
H 365 353 353 589 150 99 614 162 78.1 92.6
I 1175 586 586 2300 20 3495 2889 96.7 84.9
J 144 144 144 20 77 87 154 97 100
K 19 19 19 227 19 19 100
L 3761 376 105 3386 600 27.9 2.3
M 3339 374 374 2965 100 100 3.2
N 3211 281 281 2930 100
O 992 140 130 852 100 92.9 10.5
P 3278 3278
Q 4295 4295

表 2　調査経営の農地保有

注 1．⑫ = ③ / ② 
 2．⑬ = ⑥ / ⑩

48



円、その他は 2～ 2.5 万円が多い。期間は 5
年 11 筆、8年 1筆、9年 1筆、10 年 11 筆。
基本的に自作地の隣や遊休化している畑をこ
ちらから申し入れて借りている。
・法人として認定農業者になったので、2015
年から法人借地、全 30 筆のうち中間事業が
23 筆、基盤法 7筆。賃借権 21 筆、使用貸借
9筆（全て同一人からで、内訳は中間事業5筆、
基盤法 4 筆）。中間事業は小作料 5,000、
15,000 円が多く、若干は使用貸借。基盤法は
使用貸借が多い。
［4］相対小作
・実面積は約 30ha（枕地があるので植栽面
積は 7～ 8 割）。会社名義も含む経営面積は
19.2ha（会社借地 5.0ha）、差は約 10.8ha、そ
れはほぼ 15 名（うち親戚は 3名）からの相
対小作。小作料不明。
・事例として、「母の姉の夫」から 2ha 借り
ているが、司法書士に名義変更を依頼しても
不可とされ、入会事業にものせられなかった
土地である。関係者は他出しており、管理を
頼まれた。小作料は管理者に払っている。
［5］今後
・買葉の 2戸（後継者なし）の工場利用がな
くなってもいいように今後も規模拡大。
・経営移譲は未定、長男が経営内を担当、次
男（現在は他産業勤務）が営業等の分担がで
きるといい。
［6］問題点
・死亡した親のものや、名義が入り組んでい
る例がある。
・高齢者である地主から、「自分が亡くなる
と賃借関係が何も分からなくなるので、農業
委員会を通して欲しい」と言われるが、名義

が異なっていると正規の貸借ができない。
［7］特徴
・父は相続農地をもたず、全て購入したとい
うので、名義変更できる農地だけを購入した
とみられる。父から本人へは全て名義変更さ
れている。
・借地は相対が正規の倍以上ある。本人は利
用権の設定をかなり受けているので、相対は
登記上の問題がある土地と想われる。

事例B－自園自製の茶と園芸作の大規模経営
［1］概況
・茶 15ha、茶販売額（農協出荷）は 7,000 万
円、うち自家は 4,000 万円。
・聴き取り対象者は本人の妻、日本茶インス
トラクター、茶育士、女性経営士、農業委員
1期。
・工場は昭和の初めに建設。4代目の茶農家
で、義父 88 歳は著名な茶農家。
・農業労働力は世帯主 65 歳、妻 61 歳（ヒア
リング対象）、長男 37 歳、次男 35 歳、次男
妻 35 歳に雇用 2名（59 歳、27 歳、日給月給
8,000 円）の計 6名。長男妻は他産業従事。
・冬季の雇用確保のためにも園芸作を始める。
［2］自作地名義
・父の代に 15ha にしたが、父 60 歳の時に
農業者年金で世帯主の兄に 5ha 分与（隣家
で 5ha 茶経営）、その他は世帯主に使用貸借
されているが台帳名義は世帯主に変更されて
いる。父名義で父が耕作者になっているのが
3 筆 8,658㎡（地番続き）であるが、実際は
世帯主が耕作。名義変更していない理由は不
明だが、隠居用ということではないかと言う。
［3］利用権
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① 5年借地
・aさん…3筆 3,521㎡、名義人は死亡、妻（85
歳）から借りる。相続人は 3名だが、1名は
鹿児島市内でOKとれず、他からはOK。基
盤法で 5年間借地。小作料 17,000 円。
・bさん…3 筆 12,044㎡、名義人死亡、娘か
ら借りる。名義人の息子は 2名だが、死亡と
行方不明。横浜在住の姉妹が 1名。基盤法で
5年間借地。小作料 22,000 円。
② 3条借地
・cさん…4筆 7,093㎡、名義人は生存（75 歳、
甘藷少々、他人）、農地法 3条賃借権、小作
料は不明。なぜ 3条かは不明。
③中間事業借地
・dさん…9 筆 11,715㎡、中間事業、貸し手
は 70 歳で茶・甘藷をしていた。茶園を抜根
して更地にして園芸作。小作料 10,000 円。
・e さん…6 筆、18,083㎡、中間事業、名義
人生存、aさんの茶園を借りていた者。
・中間事業は実印が要るという指導を受け
る。基盤法は認印で可だ。
④期間借地（前掲）
・貸借は相手が申し出てくる。こちらからは
頼まない。
［4］相対小作
・冬の裏小作でキャベツ 1.2ha、ニンジン
1.3ha、小作料 1 万円。畑灌地は +3,000 円。
台帳には期間借地の記載なし。
［5］今後
・茶園と工場をそれぞれ法人化（工場は既に
有限会社化、世帯主の兄も出資）、茶園を次
男が継ぎ、工場を長男が継ぐようにしたい。
世帯主が農業法人に農地を貸す形にし、農地
はゆくゆくは次男が相続、工場もゆくゆくは

次男（長男は退職金）。位牌も次男が相続。
三男には家の建築資金を出した。長男は妻が
非農業で子供も女の子だけ。
［6］問題点
・登記しない理由は、面倒くさい、メリット
もない。
・借地は買いたいが、名義が変わらないと買
えないので困る。茶園の相場は 10a60 万円強
（1畝 6万円という）、更地も茶園も同じ価格。
［7］特徴
・中間事業は実印がいる、基盤法は認め印で
よいという指導を受ける。基盤法によるのは
期間 5年で、相続共有地の過半同意による 5
年以内賃借権設定によるものと想われる。
・相対小作がない。同一人からかなりまと
まった農地を正規賃借している。

事例C－茶の有機栽培
［1］概況
・茶園 7.2ha（植栽 6.2ha）生葉出荷、2年前
までは荒茶加工していたが、当地は高台のた
め収穫時期が遅れ、値が安いので、抹茶用の
有機栽培に切り替えた。価格は倍になるが、
労働がきつく､ 雇用の必要がある。
・世帯主 52（本人）歳、妻 53 歳、アルバイ
ト（9～ 5月）とパート（午前）を各 1名雇用。
・水田 4筆 1,903㎡は上の水田が放棄され水
がこなくなったので耕作放棄、茶が忙しくて
手が回らない。
［2］自作地名義
・父は次男だが農地相続なく自分で購入、名
義の変っていない農地があり司法書士に頼ん
で相手を探し､ ハンコ代（3～ 4 千円）を同
封し同意書をとった。同意書が返ってこな
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かったものは出向いて押印してもらった。だ
いたいは県内だが、長崎県もあった。3名に
は各 5万円払った。全部で 100 万円程度の支
払い。
・祖父（25 年前に死亡）名義で父耕作…2筆
2,855㎡、本人が相続
・父名義で本人耕作 2筆 3,058㎡（山林→畑）、
本人が相続
・父→本人への賃借権設定（中間事業）9筆、
15,127㎡、共有者全員の同意あり 10 年期間
設定。父の男の子は本人のみなので､ 本人が
相続すると思っていたが、姉からハンコをも
らえず、そのままになっている。しかし関係
は修復しつつある。
［3］利用権
・本人名義の土地 46,092㎡は本人→公社→本
人の中間事業、小作料 15,000 円、この地域
は市が重点的に集積を進めており、地域集積
協力金の関係で公社貸し付け。
・4名から 12,185㎡を中間事業で借りる。集
落内 3名、使用貸借 2件、15,000 円と物納（製
茶 1kg、1 万円相当）各 1件。1名（物納の者）
は施設に入っており、その兄（神奈川県）か
ら電話で依頼を受けて借りる。
［4］相対小作
・90a…父の姉（92 歳）の子ども（従兄弟）
が名義人で、その者から利用権設定を受けて
いたが、死亡しその妻（他出）との関係がよ
くなく正式契約できず。小作料は叔母に払う。
・15a…3 男から次男が借金のカタにとりあ
げた土地、次男から借りているが名義は長男、
現在は 3名とも他出、小作料は次男嫁に払う。
［5］今後
・所得が増えるなら拡大するが、有機栽培で

はそれは見込めないし、子どもが継ぐかも不
明なので現状維持。
・60 歳くらいで息子（25 歳、製茶機械メー
カー勤務、妹 2名）に贈与したい。
［6］問題点
・本人はトラブルを抱え、苦労してきたが、
特に意見なし。
［7］特徴
・相対小作は相続等の曰くのある土地である。
・父が購入し名義変更していない土地の名義
替えに苦労した。父に名儀変更されていた土
地の本人への名義変更が遅れ、難儀している。

事例D－茶・甘藷・たばこ作経営
［1］概況
・茶 7.2ha、甘藷 4.2ha、たばこ 3.0ha、大根
0.8ha、父の代からこの作付け体系、1990 年
に Uターンした時は借地なし、1998 年頃か
ら借地拡大した。たばこ作農家が減り、拡大
できた。
・世帯主 62 歳、妻 59 歳、長男 32 歳、（父
86歳、母85歳）。本人は35歳まで船員だった。
［2］自作地名義
・9筆 15,387㎡父名義。父は分家した時に農
地をもらわず購入して拡大した。この土地は
1筆 587㎡（耕作者・父）を除き本人に使用
貸借（農業者年金の関係か）。
・4 筆 5,367㎡は父が購入したが名義が元の
者だったものを入会事業で 10 年以上前に本
人名義にした（本当は父の名義にすべきだが、
本人が帰ってきたためにその名義にしたとい
う）。　
・2 筆 3,492㎡は本人が購入した（8 年前で
10a110 万円、3 年前は 70 万円、抵当権がつ
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いていて安かった）。借りていたので売買の
話がウチにきた。
［3］利用権
・1筆 497㎡は 10 年前から相対で借りていた
が、協力金をもらいたいということで中間事
業に乗せた。小作料 1万円。
［4］相対小作
・4.8ha、集落内 3名、集落外 5名、6名は市
内、2 名は鹿児島市、小作料は 17,000 ～
18,000 円、水代は地主持ち、高齢で後継者な
しがほとんど。1件 0.4ha は農協円滑化事業
で借りていたが、農協が事業をやめたので相
対になった。その他の相対の理由は不明。
［5］今後
・労働力的に手いっぱい、タバコは増やして
も 20a。
・農業者年金に加入しており、65 歳で息子
に経営移譲するつもりだが、名義は変えない。
法人化は考えていない。家族協定を検討中。
・父からは死後相続（兄弟姉妹については聞
き漏らし）
［6］問題点
購入する時には未登記が問題になるが、借り
るときには問題はない。
［7］特徴
・農協円滑化事業にのっていた農地が、その
廃止後に相対小作に転じたとされるのは残念
である。

事例E－茶・水稲・畑作複合経営
［1］概況
・茶 4.2ha、甘藷 3.6ha、水稲 13.ha、大根 1.0ha、
オクラ 1.5a。オクラは 7～ 8 年前に始める。
荒茶加工は個人工場に委託。販売額 1,000 万

円程度。
・世帯主 53 歳、妻 53 歳、長男 26 歳（次男、
長女、次女同居）、父は 1999 年に 68 歳で死亡。
本人は農協に 10 年勤めて 28 歳で就農。
［2］自作地名義
・父名義が 13 筆 8,929㎡、うち 4 筆 3,237㎡
は現況・山林。父他 1名が 1筆 129㎡。
・父が農業者年金受給時に本人に名義変更し
た。年金 1年分で費用が賄えた。父死亡時に
は変更していない。相続登記をする気はな
かった。名義変更しなければならぬと思って
いなかった。そういうことには「音痴だ」。
本人には妹がいるが、農地は妹には行ってい
ない。年金受給時に全てを名義変更しなかっ
た理由は不明。
［3］利用権
・台帳上の賃借はない。
［4］相対小作
・相対借地が 4.4ha、親戚が 1/3、地主は地
元が 2/3、地元以外が 1/3。地元は誰の名義
か不明、向こうから作ってくれといってくる
のが半分以上、交付金は申請すれば本人にく
るので差し支えない。小作料を支払うのは地
元在住者だけで、田は 7,000 ～ 10,000 円、畑
は 10,000 円、茶園 40a は畑で借りて当方で
植栽している。
・地元以外は、関係者は京都、福岡、鹿児島
市もいる。相手が名義人か否かは不明、とも
かく元はこちらの人だから分かる。小作料と
して水田の負担金を当方で払う。2000 年に
圃場整備が終わり、その後 2～ 3年作ってか
ら貸してくるケースが多い。
・中間事業の説明は何度聞いても理解できな
い。貸し手も協力金について何も言わない。
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恐らく分かっていないだろう。高齢者には「貸
せば取られる」という危惧がある。相手から
作ってくれと言ってくる。その時に名義が誰
かは聞かない。お互いのハンコぐらいですめ
ば制度を利用できる。
［5］今後
・借金の目途がついたら早いうちに名義を渡
したい。まず父名義を本人に直してからだ。
今のところは農業で生活できないので経営権
を渡せない。
・茶価がよくなれば増やしても良いが、今は
先がみえない。借りてくれと言う人が増えて
いる。この間も来たが、親戚でないので断る。
集落では当家しか後継者がいない。
・本人は農業者年金は解約した方がよいとい
われてそうしたが、息子は勧められて入った。
［6］問題点
・7年前に叔父が死亡し、関係者が遺言で相
続の手続きをした。兄弟が 10 名いて、名義
を換えるための承諾書を 100 名からもらっ
た。叔父方がつけた司法書士があちらの費用
でやった。集落の人に面倒見てくれと言われ、
土地はこちらに来て、カネが向こうに行くよ
うにした（［4］にはこの関係が含まれる可能
性がある）。それを聞いていると自分も名義
を変えるかと思ったが、しなくてもスムーズ
に行く。
［7］特徴
本人は中間事業については、何回聞いても分
からない、行政側も異動が多くてよく分かっ
ていない、としている。本人は農協に 10 年
勤務しているので「音痴」とはいえないので
はないか。「相対小作」は他の事例は名義等
の問題絡みだが、本件の事例はたんに制度に

乗せていないだけかもしれない。

事例 F－原料用甘藷の大規模経営
［1］概況
・原料用甘藷 10ha、裏小作でニンジン 1.3ha、
売上はほぼ 2,000 万円。1992 ～ 2011 年は葉
たばこ 3.3ha（収量減でやめる）、2000 年ま
で干しダイコン 1.0ha をやる（父の高齢化で
やめる）。ニンジンに切り替える。
・世帯主 57歳、妻 50歳、父 87歳、三男 24歳
・2009 年には弟が離職して当家の手伝いを
し、2013 年に独立。その際に 1.5ha を分与、
小作地も付けた。現在は弟はプラス 4ha を耕
作。その前は当家は甘藷 13ha の規模だった。
［2］自作地名義
・父が 60 歳、65 歳の経営移譲時に名義を変
えられるものはそうした。なお父名義が 8筆
16,867㎡、うち使用貸借権設定が5筆 9,195㎡、
使用貸借の話は本人は聞いていない。父が存
命なので相続が終わっていないと想うべきか。
［3］利用権
・1 筆 792㎡は中間事業、小作料 10,000 円、
貸し手が役場に教えられてカネがもらえると
いうことで、貸し手の主導で行う。
・その他は 9名から借地、うち名義人に小作
料支払いは 5件、その他は妻、息子、息子の
嫁に支払う。小作料は 17,000 円が多い。
・農業委員会を通じたのは以前は高かった。
最近は「空き地」が出てきて下がった。
［4］相対小作
・6.6ha は相対小作、関係者は 35 名程度、親
戚 4名、自治会（集落）内 10 名、集落外 20
名程度。集落内の分は父の代からの付き合い
で借入。元々、集落内に大きな農家がいたが、
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高齢化で親戚筋にあたる本人の従兄弟に配分
され、その従兄弟も 2009 年に離農し当家に
来た。小作料は基盤整備前は 10,000 円、整
備後は 15,000 円、親戚は 10,000 円程度。
　支払先の名前は死亡者が多い。子どもや親
戚の管理者に支払うが、大阪等への送金もあ
る。12 月に支払いに行くと入院したり死亡
したりで、支払先に困るが、近所の人に訪ね
て子供の住所を聞いて支払いに行く。近所が
多い。大阪の人はその兄が管理者だったが死
亡、その娘さんが近くにいて大阪の住所を教
えてくれた。
・本人が直接に借りたのは利用権にし、従兄
弟から回ってきたのは相対である。
・法人化等をして大きくなった者は小さな土
地を借りないので親戚等がやるしかない。
［5］今後
・今のところ原料用甘藷を中心に少しづつ大
学イモ等の加工用を増やす。子供が農業する
なら現状維持でいく。
・以前は自作地が少なく 1ha ほどを購入し
た。父名義と本人名義が半々。10a200 万円
だった。今は 70 万円程度。
・末子が農業継ぐなら大部分は彼に相続する
が、長男（隣家に住むサラリーマン）にも定
年後に少し耕作するくらいの土地は分けるか
も。弟にも少しあげるか。
［6］問題点
・購入した時に名義が変わっていなくて苦労
したことはない。名義が直った土地は売りに
出るが、直っていない土地は買い手がなくて
（貸し出される）。
［7］特徴
・従兄弟から回ってきた土地は全て相対。名

義等の確認はしていない。今後は借り手が作
れなくなり、こういうケースが増える可能性
があり、対策を要するのではないか。

事例G－畑作経営、企業農地の借地
［1］概況
・甘藷 10.5ha、キャベツ延べ 4.0ha、ジャガ
イモ 0.7ha、ジャガイモは今年から
・世帯主 63 歳、妻 60 歳、長男 39 歳、長男
の妻 32 歳、次男 32 歳、妻は農業委員、父は
土地改良区の工区長（聴き取りは長男から）。
［2］自作地名義
・父（6年前に死亡）16,626㎡、本人（世帯主）
26,016㎡、長男 2,456㎡、次男 2,781㎡。父名
義が残るのは不明だが、男の兄弟がおらず分
ける必要がなかったからではないか。本人名
義は、長男がUターンすることを見込んで､	10
～ 15 年前に本人が購入したもの。入会事業
で名義変更する場合は長男名義にしている。
次男分は借入農地の購入による。
［3］利用権
・0地区 1.2ha・M地区 1.6ha を計 25 名から
借地。農業委員会の斡旋で農協円滑化事業で
まとまった農地を借りた。当地区は半農半漁
で小規模農家が多い。農協が円滑化事業をや
めたので現在は基盤法による借地として小作
料も個別に振り込んでいる。期間は 5年と 6
年、小作料は 17,000 円。
［4］相対小作
・I 社の子会社から 3.5ha を相対小作。本人
の弟が I社のホテルに出入りしていた関係で
紹介された。当初は 7.8ha だった。I 社が観
光開発する予定で購入した土地。I 社はその
後、子会社を設立して農業（原料用甘藷）を
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始めたため、2年後には全て返却する予定。
小作料 13,000 円。
・知人から 0.4ha…植木屋を廃業した知人か
らで、当家が植木を抜根して農地にしたため
小作料は当面なく、甘藷・キャベツを植えて
いる。
・長男の叔父の妻の父（近所）から 0.8ha…
叔父から定年になるまで借りてくれと頼まれ
た（名義変更されているか不明だが、人・農
地プランで台帳上は基盤法での借り入れ）。
［5］今後
・I 社からの借地はすべて返すので、出物が
あれば借りて拡大予定。
・次男が結婚すれば法人化も考える。取引先
のカット野菜工場からも勧められている。
・法人化については長男に任せている。現在
は家族経営協定を結び、農業従事者全員が給
与制。
［6］問題点
・当家の基盤法借地にも名義が変わっていな
いのが 10 名ほどある。
・不都合はない。
・司法書士に頼んできれいにしてもらえばい
いのでは。
［7］特徴
・I 社は 1970 年代に観光施設、飛行場予定
として土地買収し、それが仮登記だったかは
不明。その土地が現在に至るまで尾を引いて
おり、子会社の農業経営につながっているが、
利害関係も複雑のようであり、土地の登記、
名義も不明。

事例H－畑作経営
［1］概況

・甘藷 5.5ha、キャベツ 3.0ha、平年で 1,000
～ 1,200 万円。1965 ～ 2005 年は肥育牛、最
多で 280 頭、やめた時は 60 頭、妻の母の看病
でやめる。以前から野菜は好きでやっていた。
・世帯主 79 歳（農業者年金を受給）、妻 72 歳、
次女 44 歳、（婿 44 歳、パン職工、鹿児島市
から通勤農業していたが、隣が売りに出され
たので2016年から当地に移住、90aでレタス、
加工甘藷等。青年就農給付金を受給。自作麦
からパンを作る希望）。
・この地域はアメリカ移民が多く 48 戸が
渡った。ロサンジェルスで庭師。戻った人は
いないが、従兄弟が時々帰ってくる。1989
年に公民館を建てた時はアメリカに行った者
にも協力要請しようということで調査した。
第一次構造改善事業で町営牧場をつくり畜産
をやるが失敗して､（畜産で）残ったのは 2
名になった。
・本人も 25 歳から 3年間アメリカの野菜農
家で働く。叔父がカナダにいて､ カナダに行
こうと思ったが、28 歳で妻と知り合い当地
に落ち着くことになった。
［2］自作地名義
・本人は養子にはならなかったが、早いのは
1992,3 年頃に名義変更。
・2003、4 年頃の入会事業で地区の土地 1,200
筆のうち920筆を名義変更。当家も24筆1.5ha
まで変更したが、まだ 4筆は進んでいない。
入会事業では曾祖父―祖父の「直属の名義」
は対象外になった（本人は委員をしていた）。
　他方で、本人聴取りで台帳に載っていない
自作地として計 10 筆 9,913㎡がある（入会事
業で直せなかった土地という。6.5ha 経営と
は整合するが、先の 4筆との関係は不明）。

相続未登記農地の実態と農地集積 55



・農家台帳における本人名義でない土地は、
妻名義の 2筆 1,294㎡、圃場整備時に妻の先
祖の名義だったので、直系の孫にあたる妻の
名義にした。
・以上を除く台帳上の自作地 3.5ha は全て本
人の購入地。ほとんど売却者の祖父や父の名
義だった。購入者（本人）の負担で名義を変
えた。最後の例は 9a で地価 28 万円。納税者
の母の名義になっていた。土地改良区の賦課
金を滞納しており、区に頼まれて本人とかけ
あった。
・売買は納税者と掛け合ってする。3年前に
17a を 10a60 万円で購入。良い農地だ。相手
は納税者＝名義人、元は隣家の人で今は大阪
在住で、買ってくれと頼まれた。
［3］利用権
・2筆 852㎡、妻の叔母（死亡）の名義、そ
の子供（女性）から基盤法で賃借。小作料
10,000 円。
・本人から婿に 2筆 3,267㎡貸し付け。小作
料 12,000 円。
［4］相対小作
・相対小作 1.5ha、相手は 3名、aさん 60a（本
人名義→死亡）…隣集落、娘さんに振り込み、
bさん 90a（本人名義）…アメリカ在住、小
作料代わりに基盤整備の賦課金の支払い、c
さん 40a（父名義）…難病で入院、小作料振
り込み、小作料は 11,000 ～ 12,000 円。
［5］今後
・来年にも本人が 80 歳になるので婿（養子
縁組は不明）に経営を譲るか。名義も変えた
方が良いが、名義は婿か次女かは未定（妻は
子女という）。娘が 3名いるが、カネで手当
てする。婿には大型の免許を取らせ、仕事の

段取りを教えているところだ。本人は施設園
芸をやりたいようだ。借りていた土地は返す
ことになるのではないか。集落には
15ha,10ha,8ha の大規模農家がおり、法人化
しているものもあり、世帯主が農業をやめる
のを待っている。
［6］問題点
・借地には名義の直っていないものがある。
名義人が誰かまでは調べない。税を誰が払っ
ているかまでしか分からない。小作料は納税
者に払う。名義が変更されていないことによ
る支障はない。返せと言われればいつでも
返す。
・収入保険がどうなるかが心配。当家は青色
申告している。
［7］特徴
入会事業の委員をしており詳しい。
相対小作は名義人がアメリカ在住か名義変更
なしの土地である。

事例 I－酪農大規模経営
［1］概況
・乳牛 200 頭、うち搾乳牛 110 ～ 120 頭、平
均 2.8 産で 9,000 ～ 10,000 キロ搾る。昨年の
販売額 1.3 億円。青色申告は妻が担当。ずっ
と酪農でやってきた。
・世帯主 40 歳、妻 38 歳、父 66 歳、母 68 歳、
ベトナム実習生 2名、農業大学校生 1名が土
日の手伝い。
［2］自作地名義
・本人名義 4筆 9,120㎡、父からの使用貸借
4筆、49,466㎡、農業者年金による経営移譲。
税理士に相談し、名義変えのタイミングをは
かっている。父は兄弟 3名だが、土地は全て
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父が相続し、兄弟（県内と県外でサラリーマ
ン）は金銭授受になった。
・他に 20a 購入したが、名義変更できていな
い、相手は不明。［4］も参照。
［3］利用権
・36 筆 58,864㎡、6 名より借地、内訳は、a
さんより 8筆 17,881㎡、2013 年から 5 年間、
12,000 円、その他は 2013 年から 10 年で
10,000 円。a さんは父の代からのつながりで
生死不明、土地を買ってくれという話だった
が、三代前の名義で、印鑑を 60 名からもら
う必要。購入したが名義変更できずという話。
そこで期間 5年の賃貸借という形式にしたの
か。その他の者は生存。
［4］相対小作
・市の牧場の採草地を無償借り受け、60ha
の採草地が 3～ 5ha の牧区に分かれ、3名で
管理する（1 名 20ha）。20 ～ 30 年前はホル
牡の育成牧場だったが赤字になり管理を引き
受ける。当家は育成牛をあげており、畜舎も
ある。
・3ha、市外、内容不明、名義は変更されて
いない。父の代からのもので、父が死んだら
どうしようか不安だ（貸借関係は母がやって
いる）。
［5］今後
・200 頭に対し牧草地 35ha は不足、借りて
デントコーンを作りたい。10a、20a の土地
も借りねばならない。しかし自分から貸して
くれとは言わない。相手に言われたらしぶし
ぶ借りる。牛舎の周りにまとまった土地があ
ることが重要。40 ～ 50ha にはしたい。茶の
景気が悪くなり、裏作のキャベツづくりが盛
んになり、土地が足りなくなっている。

［6］問題点
ノーコメント
［7］特徴
・本人は酪農作業に手いっぱいで、経理は妻
が担当し、詳細不明。実質的にはまだ父が実
権をにぎっているのかも知れない。

事例 J－縮小過程の経営
［1］概況
・甘藷 1.0ha、水稲 0.3ha、甘藷畑の冬季は期
間貸付、ニンジン、キャベツを作っている。
・本人 73 歳、妻 70 歳
・55 歳までは 6ha 耕作、甘藷と干し大根、
それ以降借りて拡大してピークは 8ha、60
歳過ぎてから少しづつ返していき、2年前か
ら自作地の一部貸付に転じる。何もしないと
いうわけにはいかないので、畑灌のない農地
で甘藷づくりしているという。
［2］自作地名義
・農地名義は全て本人になっている。入会事
業による名義変更は 11 筆 5438㎡、購入は 12
筆 9584㎡（→貸付 1筆 2014㎡）、不明が 2筆
1,412㎡。共有地は司法書士の手で名義変え、
3 ～ 4 万円かかった。地価は 30 年前は 100
～ 200 万円したが、現在は 50 万円。
・10 年前に父死亡、本人は長男だが、祖父
名義の土地を 2筆もらっただけ。父名義の土
地は京都在住の弟にいっている。相続した土
地については父名義だが、他の兄弟のハンコ
が必要で 10 万円くらいかかるということで
しなかった。固定資産税は本人が払っている
（この項は台帳や他の聴き取りと整合しない。
弟にいった土地は誰が耕作しているのかも不
明）。
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・山林 8,717㎡を 40 年前に開畑して、現在は
甘藷を作っている（台帳記載なし）。台帳記
載の土地で自作は 7,217㎡、両方を合わせれ
ば 15,934㎡で本人からの聴き取りと整合。
［3］利用権
・借入はなし。かつては借入したが 1カ所を
農業委員会を通しただけで、後は相対だった。
［4］相対小作
・貸付地（台帳では自作）7筆 11,827㎡、相
手は 8ha 経営（甘藷、ニンジン、甘藷の出
荷先が同じ）、2年前から、10a15,000 円（水
代 3,000 円を含む）。中間事業の話もあった
が農地全てを貸さねばならないのでやめた。
相手からも要望なし。
［5］今後
・長男は同集落で自営業を営む。貸し付けて
規模縮小していく。
［6］問題点
・名義が変えられない理由は兄弟のハンコ代
が必要だから。
・名義変更されていなくても（貸借には）特
に障害はない。
［7］特徴
中間事業の条件が相対小作を生み出している
面もある。

事例K－中間事業による離農
［1］概況
・今年、中間事業で農地を貸して離農した。
世帯主 75 歳、人権擁護委員、妻 69 歳、長男・
次男は公務員で他出。本人は鹿児島市内でサ
ラリーマン、36 歳の時に親の病気でUター
ン、茶 2.4ha を経営していた。集落では最小
面積だった。親戚からの借地 30a もあったが

（無償）返した。その土地はT園（後述）に行っ
た。
［2］自作地名義
・祖父の名義の土地は本人が父名義、あるい
は自分名義に飛び越し相続した。祖父の子供
は 8名もおり、ハンコをもらうのが大変だっ
た。40 歳の時に病気だった父から生前贈与
を受ける（前文と整合しないところがある）。
道路拡張工事に買収された時で、妹 2名は権
利放棄した。一札とったがハンコ代はなかっ
た。こちらではだいたいそうだ。
・妹の分 1筆 1,057㎡（2 筆 1,870㎡かも）の
茶園が本人名義で農地台帳記載（前記と整合
しない）。妹は兵庫在住で本人が管理し税金
支払い。課税台帳と農地台帳が連動している
ため、本人の名義になったのか。父他 1名の
名義になっており（台帳とは異なる）、名義
変更不可で公社に貸せないので本人が自作し
ている形式になった。この「自作地」は、経
営転換協力金をもらうために、抜根して更地
にして相対で近所の人に貸し、小作料 10,000
円は妹に送金。土地は妹に返したい。彼女が
どう処分するかは不明だ。
　本人は抜根させられた理由が理解できず、
今回、農業委員会に確かめたところ、以上の
ような経営転換協力金の受給条件を満たすた
めだった。
［3］利用権
・有限会社・T園（集落の農業生産法人、本
人も設立に関与）に中間事業を通じて 2016
年から期間 10 年で貸し付ける。小作料は
11,200 円。
［4］相対小作
・相対の貸し付けは上記の通り。
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［5］今後
・本人の所有地は遺言で子供 2名に分ける。
T園に貸し続けることになる。
［6］問題点
・人権擁護委員をしているが、相続絡みの相
談が多い。兄弟がいちばん仲が悪くなったり
する。
［7］特徴
・サラリーマン経験者で、人権擁護委員も務
め、事務的なことには強い方と想われるが、
中間事業の条件は理解できず、疑問に思って
いた。

Ⅲ．角田市の事例
1．地域の概況

　宮城県角田市は県南に位置し、1954 年に
合併し 37 千人の県内最大の町になったが
（1958 年市制）、現在は 30,097 人へ減少して
いる。農家 2,152 戸で、1985 年の 3,964 戸か
ら 5割弱の減少をみている。専業 14.4%、Ⅰ
兼 7.1%、Ⅱ兼 48.7%、自給的農家 29.8% であ
る。農業産出額の構成は米が 54.8% を占め、
耕種合わせて 70.7% に達する。野菜・果実・
花卉は 12% であり、米単作色が強い。水田
の圃場整備率は 9割近く、30a 区画が多い。
　市は 1999 年に農業振興公社を立上げ、農
地集積と農業経営実践塾（「あぶくま農学校」）
等に取り組んできた。公社は農業団体ととも
に農業者 161 名を会員とし、農学校の教授に
は農業者がなっている。
　認定農業者は個人 196 名、法人 13 である。
　担い手（認定農業者、今後育成すべき農業
者）278 戸には 2,422ha が集積され、農用地
区域面積に対しては 71.3%、全農地面積に対

しては 46.1% の集積率である。2,422ha の内
訳は、所有水田 21.4%、小作水田 51.3%、作
業受託 15.6%、畑 11.7% である。2015 年度ま
では小作地 1,356ha の内訳は円滑化事業
1,160ha、86%、中間事業 196ha、14%である
が、2016年の中間事業は280haに及んでいる。
市は円滑化事業でかなり集積を果たしてし
まったので、先が見えない状態だという。
　耕作放棄地は再生可能が 50ha、不可能が
180ha で、それほど多くはない。
　小作料はほとんど物納であり、過去には
10a1俵だったが、4～ 5年前から 30kgになっ
ている。地価は上田で 10a30 万円程度である
（1980 年頃は 100 ～ 150 万円）。
　最近では集落営農法人も 7つ立ち上げられ
たが、個別経営が主体の地域であり、担い手
農家は労働力 3 ～ 4 名（雇用 1 名）で 40ha
が上限であり、現状では手一杯になりつつあ
り、断るケースも 1割程度出ている。
　大きな法人は米作り中心だが、担い手農家
は規模拡大よりも野菜等への転換を志向して
いる。転作率は30%程度で、飼料米よりも麦・
大豆が振興されている。
　農水省調査の未登記農地は未登記が
670ha、未登記の恐れがあるのが 483ha の計
1,153ha で、県平均の 15.0% よりも高い（差
は未登記でより大きい）。未登記農地で相続
人全員の同意が得られない農地は円滑化事業
で対応することになる。未登記の農地を貸す
と、場所が分からないために耕作放棄される
恐れがあるという。
　土地改良区では圃場整備に当たり相続人の
同意書をとっているが、それでは換地処分に
際して登記できず、困ることになる。未登記
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農地は圃場整備の数%だが、その調査には
厖大な時間を要し、管理者（納税者）の名義
で換地処分できることを望んでいる。
　市では死亡の届け出があった時には手続き
一覧表を渡し、農業委員会にも回ってもらう
ことにしており、実際に 9割の者が農業委員
会に来てくれるが、「待ちの姿勢」だという。

2．事例

事例 L－大規模水田経営
［1］概況
・水稲 12ha、大豆 22ha、大豆作業受託 6ha
の経営
・世帯主 70 歳、妻 66 歳、長男 40 歳、（母
89 歳、家庭菜園）（農地台帳の経営者は長男）
・集落の 16 名で 1976 年に水稲集団栽培組合
（機械利用組合）を組織し、約 30ha 分の収
穫調整出荷をしている（当家は田植機・コン
バインは組合のものを利用）。
［2］自作地名義
・ヒアリングでは自作地は父名義で、父が
30 年前に購入した 40a のみ、台帳上では父
名義 27,039㎡、本人名義 10,531㎡。いずれせ
よ、自作地は本人が農業者年金受給のために
5年前に長男に使用貸借権を設定。
　父は 2014 年に 86 歳で死亡、父には子供が
なく本人が養子に入る。名義変更は、ハンコ
をもらう必要がなく、いつでもできるので、
まだしていない。生前贈与してもいいが、近
所に息子が亡くなり、その妻は農地を売って
出て行った例を聞いているので不安。
［3］利用権
・貸し手は 70 名、集落内および隣接集落が
ほとんど。1.5km の範囲内に 95%がはいる。

一番遠いところで 3km 離れている。30a 区
画に圃場整備済が 9割以上で、所有者ごとに
中畦畔を入れている。小作料は 4,400 ～ 5,900
円、物納が多く、基準はコシヒカリ 30kg ＝
5,500 円、物納が多いが、収穫期に希望を聞
いている。中間事業を通したのが 59,106㎡。
中間事業でも市公社を通じる基盤借り入れで
もよかったが、地主が協力金をもらえるとい
うことで中間事業を利用した。
［4］相対小作
・大豆の作業受託 6haを 10名からしている。
以前は転作奨励金は耕作者に払われていたの
でこの形をとったのだろうが、現在は賃借で
もいいかもしれない。作業料金をもらう形だ
が、販売は本人がしているので実際は相対小
作かもしれない。
［5］今後
・長男が結婚して労働力を確保できれば別だ
が、現状では労働力不足で、農繁期には 3名
雇用している。
［6］問題
・以前は圃場図を市公社からもらえたが、現
在は個人情報保護との関係でもらえないの
で、以前にもらった図面で管理している。
・貸し手が同じ農地については自分で畦畔を
除去して 60a 区画化している。レーザーレベ
ラーがないと水平にするのは困難で、60a 区
画で十分だ。
　土地改良負担金（償還金 1.5 万円、経常費
8千円）が耕作者負担で重い。
［7］特徴
・未登記農地問題へのコメントはない。

事例M－大規模水田経営
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［1］概況
・水稲 28ha、うち飼料米 30%、転作の大豆・
麦 6ha、米は個人出荷（酒屋とレストランが
多い）と米問屋（仙台、福島など）が半々、
小麦によるパン作りを少々、今年から店舗販
売。米の出荷先は震災後のボランティア活動
の知り合いが多い。販売額は 3,000 万円台。
・本人 38 歳、東京で輸入雑貨の仕事をし
2010 年に Uターン、2016 年から経営主。妻
38 歳、自営業で経理は手伝う。父 72 歳、ゴ
ム会社に定年の 60 歳まで勤務。農の雇用事
業で男性 31 歳を雇用。家族経営協定を結び
給与制。
・父は 13ha 経営、本人の代に 6年間で 20ha
拡大、「後継者が来た」ということで頼まれる。
6代目の分家で地域では由緒ある家だ。4名
で 5ha を育苗組合でやっていたが、それを
止めたのが当家に来る。
・トラクター8台（65hp、55hp、50hp、34hp、
20hp…）、コンバイン 2台、乾燥機 4台。
［2］自作地名義
・自作地は全て父名義、本人へは生前贈与の
形にするかを農業委員会と相談中。いずれに
せよ全て本人に来る。
［3］利用権
・利用権の内訳は、中間事業が 13 名から 54
筆 43,561㎡、残りが基盤法で 252,980㎡。地
権者は全部で 40 名程度、30 名は集落の人で、
10 名が町場の人。遠い田で 3km、10a 区画
だが、良い田で、まとまったものは 30 カ所。
集落の農地の 4割は集積した。小作料は物納
で平均して 10a45kg、最大で 60kg、使用貸
借はない。
・中間事業の問題点…手数料 1% をとられ

る、事務処理が非常に複雑で時間がかかる、
出し手は固定資産税の減免や協力金などメ
リットがある、10 年の期間は今の 38 歳では
いいが、60 歳になるときつい、5年 2回など
考えてほしい。賃料の変更、解約が難しい。
直接の契約でなく奥歯にものが挟まった感じ
がする。地権者はまず本人に言ってきて、本
人が農業委員会につないでいる。
［4］相対小作
・1.0ha が名義が変更されず利用権の設定不
可、使用貸借の形で水利費10a7,000円を負担。
道路角の良い土地で購入・転用・店舗を建て
たいが名義上の問題がある。
［5］今後
・規模は現状維持、今は顔の分かる人で周り
の人も協力してくれるが、知らない土地は借
りたくない。増やすなら誰かと組む。米が過
剰になると困るので、拡大するなら販路を確
保してから。田を管理し切れなくて文句を言
われるような信頼されない農家にはなりたく
ない。雇用はコメ作りだけだと半年休むこと
になるのでリスクがある。コメ作りから「小
さな 6次産業化」をしたい。飲食店、加工、
輸出も考える。個人で最大限に拡大してから
法人化する。
［6］問題点
・借りたい農地の名義問題は、基本的に相手
から借りてくれと言ってくる関係なので、あ
まりない。［3］については水利費負担ではな
く小作料支払いの方が安くて済む。
［7］特徴
・父も本人も他産業就業を活かした新しいタ
イプの農業者。父は周りの人をまとめるのが
上手だという。しっかりした若い後継者がい
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れば規模拡大可能な状況。妻に対しては「彼
女の価値を高めた方が良い」という。

事例N－大規模水田経営
［1］概況
・食用米 16ha、飼料米 6ha、大豆・麦 7ha、
米は農協出荷、自分で販路を見つけないと甘
くなるとして直売摸索。
・世帯主 42 歳、名取市で車のディーラーを
6年やり、非農家から婿に入る。基盤整備で
面積が増えた時に離職して農業専業に。妻
42 歳、祖父・祖母 90 歳、義父は 2011 年に
62 歳で死亡。50 歳でサラリーマンから帰農
した者で 20ha まで拡大していた。義母も死
亡。66 歳の男性を 4～ 11 月雇用、時給 1,100
円。
［2］自作地名義
・本人名義 5筆 8,937㎡、祖父→父・使用貸
借 13 筆 15,397㎡、祖父自作 2筆 4312㎡で、
全て生存者名義。祖父→父は農業者年金受給
の関係、本人名義は本人の購入か。
［3］利用権
・基盤整備が 2010 年に完了し、借地が一挙
に 10ha 増えた。基盤整備との関係で基盤法
賃借になったと想われる。本人はその時点で
離職。集落の農地は 24ha で、うち 18ha を
本人が耕作し、残り 6ha は集落農家が自作
している。土地条件は良いところで、いずれ
全部耕作しなければならない。比較的に近場
からの借入が多く、遠くて 3km。地権者は
25 名、うち親戚が 3名。
・中間事業は 13 筆 5 名 20,747㎡。中間事業
にするかは市公社の判断に任せている。期間
10 年は不都合ない。

・「一括合理化事業」での賃借が多く、いず
れも 2018 年終期で５年、10 年期間が多い。
圃場整備の地元負担を軽減するために集積計
画。10 年を 3 年、3 年、4 年で区切り、3 年
で再編を図る。当家も 3 ～ 4ha の再編をし
ている。
・小作料は元から物納 30kg。地権者に草刈
り 3 回をしてもらうと +30kg。当家にすべ
て任せるのと地権者が草刈を行うのは半々。
田隣りをやってもらうこともある。水管理
は当家で行う。
・畑込みの貸付希望は断る方針である。
・作業受託 1.5ha もあるが、この時代は終わ
りつつある。
［4］相対小作
・相対小作はない。
［5］今後
・現在のスタイルで 35ha まではやりたい。
早晩達成される。野菜等をやる気はない。直
販はこれから検討する。個人経営で行きたい。
・養子縁組を結んだかは覚えていない。結ん
でいなければ相続権がないが、所有権をもら
うことはできなくても、経営はしっかりして
いる。
・祖父の息子が他に 2名いて、うち 1名は「も
らうものはもらうよ」と言っているので「ど
うぞ」と答えている。自分は当家の後継者で
はなく地区の後継者である。
［6］問題点
・名義の変わっていない田を借りることはあ
り得るが、ケース・バイ・ケースだ。たまに
話を聞くことはある。
［7］特徴
・圃場整備で 1ha、50a 区画の農地ができた
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地域で、圃場整備を契機に賃貸借が一挙に進
み、市公社を介した面的集積に取り組んでい
る点で注目されている地区の模様。
・当家は父の死亡で祖父（健在）名義の土地
が自作地の 2/3 を占め、本人が婿入りなので
相続にはやや事情が生じるかもしれないが、
借地 30ha の経営が確立しており、問題の比
重は相対的に小さい。
・たまたまかどうか相対小作はない。圃場整
備地区ということもあるが、未整備の水田も
多い。

事例O－中規模水田経営
［1］概況
・水稲 9ha、ソバ 1ha、自分で生ソバにして
自宅で販売（12 ～ 3 月）。ソバ用機械は借入。
・本人 59 歳は 5 年前までは農業共済組合の
職員で、当時は 1.4ha の自作地と借地 20a、
辞めてから規模拡大（長男 38 歳は勤務）。友
人 2名を 17 日間臨時雇用する。
［2］名義
・本人が27歳の時に父死亡、姉2名がいるが、
了解を得て本人が土地を相続。その時に金銭
支払い有り。
・相続登記はしなかったが、5年前に自宅新
築した時に名義が父のままだとまずいという
ことで、25 万円かけて変更した。
・1,008㎡を父の代に交換したが、名義が直っ
ておらず、貸借で処理している。
［3］利用権
・10 名から借りる。相手は集落内の叔父、
地区（町）内 8名、1名は県外。理由は、a. 県
外の 1 名は元は集落内の大学教師で、2～ 3
年後の定年後は地元に戻るのでその時は返す

予定。b. 高齢で息子はサラリーマン 4名（1
名は本人は死亡、孫が相続）、c. 別の人が借
りていたが、遠い、自作地だけに縮小、小作
料支払い等のトラブルがあって当家に来たの
が 4名、d. 集落内の叔父からは、他の人が借
りていたのをこちらから申しこむ。
・小作料は水利費借り手負担は 30kg、地主
負担は 60kg、物納がほとんど。
・利用権の種類は市公社任せで、2 名 14 筆
17,192㎡が中間事業、他は基盤法。
［4］相対小作
・作業受託を 4名から 1ha、作業料金をもら
い、出荷は本人名義。
［5］今後
・規模拡大したいが、労働力が本人 1人なの
で限界だ。
・経営移譲については息子に確認していな
い。本人は 65 歳まで農業するが後は分から
ない。
［6］問題
・集落内の貸し手である叔父は 2016 年に死
亡、小作料は息子に支払い、登記の有無は不
明。
・名義が直っていないための不都合は特にな
い。
・地区内に耕作放棄地があるが、相続登記の
有無は分からない。
・借りようとした相手が市外の人で名義変更
ができず、相対で借りることになり、協力金
をもらえない事例を聞いた。
・離農に伴う協力金は分かるが、条件の悪い
ところを借りる借り手にも支援が欲しい。
・地区内では借りた農地が錯綜しており、市
公社が話して欲しい。
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・圃場未整備地の基盤整備や用排水分離をし
て欲しい。

事例 P－農事組合法人 S営農組合（少数集
落営農法人）
［1］概況
・集落内の気の合う農家 6人で 30 年前に機
械利用組合を任意組織として設立。その後 1
名が抜けて 5名に。組合長は 60 代で元農協
職員、現在は再雇用中、その他のメンバーは
60 代 1 名（冬期は土木作業員）、50 代 2 名（市
役所職員、経理担当、サラリーマン、二人と
も 40 ～ 50 日従事）、40 代 1 名（年間就農）。
・2017 年に法人化した。理由は個人で借り
るのが困難になったため。出資金は 1 名 10
万円で 100 万円、5名が構成員＝役員。賃金
は時給 800 円で毎月支給。最終の収益は従事
分量配当、社会保険は個人対応。
・作付けは主食用米 12ha、飼料米 15ha、ホー
ルクロップ 8ha、麦 2ha、大豆 2ha
［2］名義
・構成員は全員代替わり、相続登記している。
［3］利用権
・32.8ha のうち 5.7ha は構成員からのもの。
その他は集落、隣接地区の親戚や知人がほと
んど。小作料は 30kg。中間事業は 12 筆、
27,947㎡。
［4］相対小作
・認定農業者だった 2人が借りていたものを
中心に組合として借り入れた。当初は相対小
作や作業受託もあったが、現在は相対はない。
現在は作業受託もしているが（面積等不詳）、
料金は市公社を通じて請求する。
［5］今後

・60ha ぐらいまでは規模拡大。まだまだ農
地は出る。米単作なので年間就労ができない。
施設野菜やネギ、タマネギも考え、水稲収入
と同じくらいにもっていきたい。
［6］問題
・相続未登記農地については名義変更しても
らってから借りている。地区外（県外）の人
と連絡をとるのは大変。現在借りている農地
に所有者が死亡しているものはない。
・耕作放棄地は多少ある。所有者が分ってい
るので集落内で貸すように声をかけている。
だいたいは借りることができる。
・うまく団地化して収穫できる制度が欲し
い。これができないと根本的な解決にならな
い。地区内には認定農業者がもう一人いて
50 ～ 60ha 耕作しており、借地は錯綜してい
る。市公社がこれを調整してくれるとお互い
に助かる。
・30a 区画に整備されているが、今となって
は効率が悪い。同じ地主で段差がない場合は
畦畔を取り去っているところもある。
・東日本大震災の後、地盤が沈下しており、
水管理がうまくいかないので均平作業をして
いる。

事例Q－多数集落営農法人
（1）農事組合法人Hファーム

・聴き取りは組合長等の役職者が対応不能
だったので、立上げ当初に係わったAさん
83 歳と Bさん 85 歳（女性）から行った。
・集落は 100 戸程度で、上下にわかれ、その
下地区 50 戸で取り組む。阿武隈川の川沿い
で何年おきかに水害に襲われる地域。昭和
20 年代から水田を中心に全戸参加の協業組
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合を作り取り組んできた。最近の形は田植・
稲刈りを協業で行い、水・畦畔管理は個人が
行う。
　全員出役の建前で、オペレーターは 4～ 5
名いた。用水堀が凸凹で水管理に苦労する。
転作麦にも組合で取り組む。圃場整備で 30a
区画化している。
・2015年10月に設立総会。組合員は38名で、
水田 32.2ha、畑 4.1ha（河川敷）の利用権設定。
名義が変わっていない、変えるのが難しい 2
～ 3戸の 1ha 程度は除外する（事例は後述）。
　台帳上は、中間事業 340 筆、403,942㎡、
基盤法利用権 27 筆、25,587㎡。違いは不明
だが、期間 10 年は同じ。小作料は台帳面積
10a 当たり、主食米用の堤内水田は <玄米
30kg+ 水利費 +土地改良費 >、畑 5,000 円、
堤外水田 10,000 円。作業は全員参加の建前
で時給 800 円。中心メンバーは 20 名程度で
ある。
　設立理由は高齢化と後継者欠如の一般的な
ものに加えて、中間事業の協力金獲得がある。
出資金は 114 万円。以前からあった「生産組
合」「水稲協業」「トラクター部会」を解散し、
機械等は新法人に売却、生産組合、水稲協業
から各1100万円、400万円を構成員に返還し、
一部を出資金にあてている。
　組合長は農協を中途退職した 54 歳である。
　水管理・畔草刈りも組合で行うが、老朽化
で春に水量が足りず苦労している。
　転作は麦 15ha、大豆 2～ 4ha である。
　上の地区も高齢化が進み、Hファームに頼
みたい意向だが、上の地区は圃場整備が済ん
でいないぬかる田もあり山間の田もあるの
で、条件の良いところを除いては困難である。

（2）Aさんの事例

　103a の所有地の全てが名義変更されてい
ると思っていたが、調べたら 1筆 13a が叔父
の名義になっていた。叔父は満州で戦死し、
その子供も死亡した。その土地の固定資産税
はＡさんが払っている。
　Hファームには 90a の参加となる。先の
13a の土地はHファームで利用している。こ
の 13a があるかないかで、経営転換協力金が
50 万円のところ 30 万円という差がついた。
（3）Bさんの事例

　Bさんは現在は娘さんと市街に住む。夫は
30 年前に死亡し、集落にもっている水田 20a
（公民館前の良い土地）は祖父の名義で、祖
父には 6名の子供がおり、うち 3名が健在で
ある。
　法人設立に当たり「名義変更できない、難
しい土地は外す」ということで Bさんへの
誘いはなかった（Bさんは組合員にはなって
いる）。この土地は集落の人に作ってもらっ
ており、小作料として米 1.5 俵をもらってい
る。
（4）調査者の整理

　中間事業、基盤法で利用権を設定する形で
始められた法人なので、それに乗せることが
できない名義変更できない（あるいは困難な）
農地は除外されることになる。しかし実際に
はAさんの事例のようにHファームで利用
している（小作料をもらっているかは聞き漏
らし）。
　Aさんの事例から推測すると、Bさんの土
地も、預かった者がHファームにもちこん
でいるのではないか（Bさんの土地だけを耕
作するために機械等を保持することは考えに
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くい）。そして Bさんが小作料を受け取って
いるということは、Hファームから「耕作者」
に小作料が支払われているのではないか（そ
こから推測するとAさんも小作料の支払い
を受けている）。
　このように中間事業、基盤法等にのせられ
ない農地は、集落営農法人化等に当たり、放
棄されてしまうのでなく、何らかの形で法人
が活用しているのではないか。当然に公社か
らの小作料支払い等は無いが、実態的には（実
際に利用し収益を上げている）法人の負担で
小作料が支払われているのではないか。その
限りでは制度の協力金をもらえないという被
害以外は生じていないことになる。

Ⅳ．考察
1．相続登記

　農家は、相続農地を自作する限りは、登記
には特段のメリットはなく、必要性が乏しい。
他方で登記には相応の手間と費用がかかる。
南九州市頴娃町の司法書士の話では、登記だ
けで 1件 10a7 ～ 8 万円かかり、加えて相続
放棄の同意書のハンコ代に少なくとも一人当
たり 5,000 円はかかる。よほど資産価値があ
ればともかく、10a30 ～ 50 万円程度の農地
にかけるコストとしては高い。しかも相続と
その登記は親しかった親族間のトラブルの種
にもなりかねない。費用便益的に合うもので
はなく、できる限り先延ばししたいのが人情
であり、そのうちに時機を逸することにもな
りかねない。要するに農地の相続登記は事態
が自作農主義の世界で完結している限りはそ
の必要性が認識・自覚されにくく、登記は制
度や外部世界との接触が契機になるものと言

える。
　未登記農地の調査としては所有権が露出す
る貸し手農家に対するヒアリングの方が適切
かもしれないが、その調査設計は難しく、担
い手に対するヒアリングの 1項目に加えるこ
とにした。その結果が表 2（48 ページ）で
ある。ヒアリングと農地基本台帳をつき合わ
せて確認した数値であり、食い違う場合は後
者を基本とした。担い手農家においてもこの
「食い違い」は相当にある。相続の記憶は生々
しいが、その登記となると、記憶と事実（台
帳）との間には大きな違いがあることをまず
押さえておく必要がある。
　さて表 2によると、頴娃町では生存者の名
義にほぼ変更されている（台帳名義人が生き
ている）のが 7件で 2/3 になる。面積で示す
と 85% であり、担い手農家においてはかな
りの程度まで変更されていると言える。
　前述のように均分相続地帯にあっては、農
家は小規模の土地を分与されて出発し、農地
購入により規模拡大するので自作地に占める
相続農地の割合は相対的に低い。購入に際し
ては名義変更された農地、あるいは名義変更
可能な農地が対象とされるため、その限りで
は結果的に本人への名義変更がスムーズにな
る。
　名義変更の契機は明確であり、農業者年金
の受給に際しての生前贈与、農地購入、入会
事業を通じる名義変更（祖父の代からの相続
は除く）である。要するに制度や売買を通じ
るものであり、純然たる死後相続に伴う登記
はほとんど無かった。制度的な介入がいかに
決定的かがよくわかる。
　生存者名義に（全部が）変更されていない
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理由は、a. 生前贈与において隠居分として残
されたままになった（事例 B）、b. 相続権者
の反対（ハンコ代要求）（C）、c. そもそも名
義変更しなければならぬと思っていなかった
（E）、d. 本人に兄弟がおらず不要だった（G）、
e. 入会事業の対象外（H）などである。
　角田市では名義変更完了とそうでないもの
が半々である。名義変更していない理由は、
Lは「いつでもできる」、Oは交換した土地
の名義を変更していなかったことによる。M
と Nは本人がまだ若く、健在の父、祖父名
義の農地がある。
　頴娃町、角田市ともに、担い手農業者にお
いても、死後相続を直ちに登記するという意
識は必ずしもなく、Oが言うように必要に迫
られた時にするようである。
　以下、相続をめぐる歴史的傾向に触れてお
く。第一に、鹿児島特有の歴史的な均分相続
慣行は、ある意味では、戦後民法の下で配偶
者を含める形で相続権者の権利という法形式
としては一般化した。実態的にも均分相続を
慣行として継続してきたのが鹿児島農村だ
が、そこでも少子高齢化のなかで、一方では
相続人の寿命は延び、相続発生までの期間が
長くなり、相続登記問題の潜伏期間が長くな
り、他方では少子化で被相続人の数そのもの
が減少するなかで均分相続の発現自体が減っ
ていった。そのような意味で、相続・登記問
題は大きな歴史的転換期にさしかかっている
ように思われる。いいかえれば、今、問題に
手を打つ必要がある。
　第二に、前述のように登記に具体的なメ
リットがないなかで、唯一のインセンティブ
は高い資産価値の土地の権利を守ることであ

り、地価の高低が登記に有無に関わるのは見
やすい論理である。しかしながら頴娃町農業
はイモムギ農業の低地価時代から、高成長と
集約畑作の展開期における超高地価時代を経
て、80 年代半ば以降沈静化し、今日では 50
万円前後まで落ちた。角田市も高成長期の超
高地価という同じ現象をもっているが、今日
では明らかに頴娃町の方が地価水準は高い。
頴娃町の調査農家は 1000 万円を超える粗収
入を得ているが、角田市の水田規模拡大農家
の粗収入は意外に低い。たかだか半世紀程度
の観察期間においては地価の高低が登記の有
無を大きく左右するとは言えず、相続登記の
あり方は各地域の社会構造に根差している
ように見える。それだけに社会的（制度的）
な働きかけが必要になる。

2．未登記農地の利用状況―相対小作

　未登記農地の多くは、自作と相対小作とし
て実際に利用されている。
　相対小作については頴娃町と角田市は対照
的である。まず頴娃町から見ると、同町の調
査農家は全戸が相当面積の相対小作をしてい
る。Bは通年借地はないが期間借地している。
同地域は 1970 年代以降、茶の新興産地とし
て急伸したが、最近では茶価が低迷するなか
で集約畑作への転換が進み、その一環として
原料甘藷を作付けした後の冬期間を野菜作に
作付けるかたちが進んでいる。それを含めれ
ば全戸が相対小作しているといえる。
　利用権に対して相対小作の面積は 3.3 倍に
及び、借地全体に占める相対小作の割合は単
純平均で 69% である。このうち I は市有草
地 20ha を借地していてやや特殊なので、そ
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れを除いてもそれぞれ 2.7 倍と 64%に及ぶ。
　その結果、台帳上の経営地面積に対して実
経営面積は 1.7 倍に及ぶ。台帳記載の経営面
積は実面積の 58% でしかない。現実の農地
集積が過小にしか把握されていないとする鹿
児島県の指摘は当たっている。
　相対小作には 2種類ある。第一は、生存者
の名義になっており、利用権の設定や中間事
業に乗せることができるのに、そうしないで
相対小作にとどめているいわゆる「やみ小作」
である。第二は、死亡者名義になっており、
利用権の設定や中間事業の対象とすることが
難しい農地に関するものである。いってみれ
ば「やむを得ず相対小作」である。
　規模拡大農家は、借地については、交渉上
有利なポジションをとれる「待ち」の姿勢、
すなわち「頼まれて借りる」かたちをとって
おり、その限りで貸し手は明確なので、わざ
わざ名義が本人に変更されているかの確認は
しない。他方で農政課や農業委員会の努力に
より、利用権の認識は広く浸透しており、ま
た最近では中間事業を通じる協力金の支払い
もある。それを地権者が得ようとするときは、
その旨を借り手に申し出て、借り手が農政課
につなぎ、結果的に生存者名義であることが
確認される。
　そのような状況下では、相対小作の多くは、
「やみ小作」よりは「やむを得ず相対小作」
の方が一般的と想われる。とすれば相続未登
記農地の存在は明らかに実際の借地関係や経
営面積を正確に把握するうえでの大きな障害
になる。
　他方で角田市の場合は、30 ～ 40ha に達し
た規模拡大農家 4戸のうち 3戸が相対小作し

ているが、うち 1戸は転作借地であり、その
他の 2戸も形式的には全作業受託のかたちで
ある。その実態は全作業を借り手が行い収穫
物も耕作者名義で出荷するものであり、作業
料金の授受の形をとってはいるが経済的実態
は貸借といえる。その意味では「相対小作」
がある。彼らが言うように作業受委託の「時
代は終わりつつある」。
　角田市においても相続未登記農地の結果は
県平均の 15% より高いようで、南九州市の
半分以下としても一定の相続未登記農地はあ
る。そしてその農地が利用権ではなく作業受
委託形式で扱われている可能性はある。しか
し大規模借地農家の実態から見る限りはそう
大きな面積とは言えない。
　では南九州市頴娃町と角田市の違いはどこ
にあるのか。第一に、角田市の場合は市農業
振興公社がほぼ一元的に農地関係の窓口と
なって調整・振り分けをしている。両市とも
に農地集積に熱心に取り組んでいることに変
わりはないが、そのための公的な組織をもつ
点では角田市の方が整っており、その結果と
して利用権を設定できる農地のみが公社にも
ちこまれる。借り手は、貸したいという地権
者の意向を市公社につなぐ際に、名義が変
わっていないものについては名義変更を依頼
し、それができないものは借りない（事例 P）。
　第二に、角田市では個別経営での規模拡大
はほぼ 40ha までとされ、規模拡大農家の多
くはその限度まで既に拡大しており、手いっ
ぱいの状況にある。自ずと借地も条件の整っ
た農地に集中することになろう。それに対し
て頴娃町では作目転換と絡んで土地用益は
ひっ迫しており、「相対小作」も不可欠である。

68



　では角田市では未登記農地はどこにいった
のか。それを推測させるのが事例 Qの H
ファームにおけるAさん、Bさんの経験で
ある。Hファームの立上げは中間事業を活用
したこともあり、利用権設定できない農地は
持ち込まないようにしている。そういう農地
は現実には構成員に作ってもらっており、荒
らされてはいない。そして現実の耕作は H
ファームの営農に包摂されているのではない
かと推測される。つまり現実には有効利用さ
れているがそれが表面に出ない関係にある。
　有効利用され規模拡大に資しているのに、
それを正確に把握できないことは構造政策上
の大きな問題だと言える。

3．相続未登記農地の問題性

　実態面での問題はどうか。借り手は前述の
ように「頼まれて借りる」姿勢をとり、頼ん
できた者に小作料を払えば足り、農地の名義
人が誰かまで確認する必要はない。しかし事
例 Fにみるように、小作料支払いのために
年末に相手を尋ねてみると、入院していたり、
亡くなっていることが多く、その場合は近所
に子供や親戚など、「管理者」の住所を聞い
て支払いに行くという。彼ら彼女らも近所に
住んでいることが多いが、他出した場合も、
事例 Eが言うように、元はこちらの人だか
ら近所に知り合いがいて分かるという。定住
者の社会ではよくよくのことでなければ縁が
切れることはないのだろう。要するに借り手
にとって現実的な問題は「誰に小作料を払え
ばいいか」に尽き、農地の名義人が誰かでは
ない。そして支払い相手の多くは納税者であ
る。頴娃町は税については現所有者主義を

とっており、固定資産税台帳の名義人という
ことになる。
　小作料支払いの点では、アメリカ等を含む
他出者の場合には、水利費を負担するとか圃
場整備の負担金を肩代わりする等のことも行
われている。
　このような状況下で名義が変更されていな
くて困るのは管理者である貸し手の方であ
る。税金を負担しているのに、中間事業の協
力金をもらえなかったり、名義変更されてい
ない農地のために面積要件をクリアできずよ
り高い協力金がもらえなかったりする（事例
K）。協力金という貸付のインセンティブが
有効に働かないという意味では、未登記農地
は制度上の農地集積にマイナスに作用する
が、それも現実の（相対を含む）農地集積に
は響かない。
　かくして借り手農家にとって相続未登記農
地であることに特段の不都合はない。ヒアリ
ングに対して、借りるうえで「問題がある」
という回答はゼロだった。問題があって地片
を「返せと言われればいつでも返す」（事例H）
関係でもある。
　では借り手にとって、いかなる局面で問題
になるか。第一に、頴娃町では均分相続慣行
との関係で農地購入への意欲は高い。表２に
よっても借り手は相当の自作地をもってい
る。角田市のように「借り足し経営」ではな
く「借地経営」が展開するのとは事情を異に
し、自作・小作併進型である。そして農地を
買う場合は、借りていた農地が多い。だから
将来的に買う意向がある場合には名義変更が
なされていないことは決定的な障害になる
（事例 B、I）。しかしそのことが名義変更さ
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れていない土地の借地をセーブするかと言え
ば、そこまではないのではないか。
　頴娃町では、「名義の直っている土地は売
りに出され、直っていない土地は買い手がな
くて貸しに出される」ことになる（事例F）。
その意味では相続未登記農地が、「農地の流
動化を通じる農地の有効利用」というプロセ
スから吹き溜まり的に取り残されていく危険
性はある（事例H）。その最終的な形が耕作
放棄だろう。要するに未登記であることが有
効利用の阻害に通じ得ると言える。
　第二に、角田市についてみると、前述のよ
うに規模拡大経営における相対小作の比重が
ゼロに近い。そこでは個人経営としての限界
である 30 ～ 40ha 規模に達した農家は、必
ずしも親子 2 世代専従経営の要件をみたせ
ず、労働力的に厳しい状況にあり、借地の団
地化に対する強い要望が市公社に寄せられて
いる（事例O、P）。また事例Nの場合は既
に地域として団地化に取り組んでいる。
　このような借地の交換（作り交換）、再編（リ
シャッフル）を行ううえで相続未登記農地の
存在は障害になりうる。第一に、それを本来
的な任務とする中間事業にのせられない、第
二に、その管理人がそのような大幅な再編（作
り手の変更）にどこまで対応しうるか、が問
題になる。
　第三に、仮に管理人の了解が取れても公社
という公的機関が権利関係が不安定な農地を
預かることには危惧が残る。
　頴娃町では団地化問題はあまり意識されて
いなかった。それは畑作地帯として集落農家
の農地が集落から八方に放射状に位置するこ
とになり、小作地が増えても作目・作業単位

としての分散が極度に強まることがないから
だろう。その点が水田単作的な角田市と異な
るところである。いいかえれば、面的集積の
問題は特に水田農業が次のステップに進むう
えでの大きな課題であり、未登記農地はその
阻害要因になりうる。

4．相続未登記農地の短期賃貸借

　このような相続未登記農地を制度にのせる
努力がそれなりになされてきたが、それが共
有地の短期賃貸借の制度の創設である。「相
続などによって共有持分者が遠隔地にいる場
合などにおける同意の取付け困難な事態に対
処するため」に、17	2009 年の農業経営基盤強
化促進法改正で、「数人の共有に係る土地に
ついて利用権（その存続期間が五年を超えな
いものに限る。）の設定又は移転をする場合
における当該土地について所有権を有する者
の同意については、当該土地について二分の
一を超える共有持分を有する者の同意が得ら
れれば足りる」（18 条 3 項四）こととされた。
「共有物の管理は、共有持分の過半で決する
という民法の原則」18によるものだが、それ
は「処分権限のない者による賃貸借に当たる」
ので民法602条（短期賃貸借）2号の規定で「賃
借期間 5年を超えることが許されない」19。こ
れが「過半」と「5年以下」の法的な理由だ
とすれば、それなりに堅牢な法的論理の上に
構築された制度と言える。
　この規定を援用したのが頴娃町の事例
A,B,F,G,I に見られる。このうち事例 Fの場

17		髙木賢『詳解新農地法』大成出版社、2010 年、11頁。
18		同上。
19		東京高裁判決昭和 50年 9月 29日。
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合をみれば、① 1筆 535㎡は台帳上の所有者
はA、貸渡人は B、小作料の支払いは Cに
なされている。② 1筆 873㎡は所有者 C、貸
渡人 B、小作料支払いは Cである。所有者
と貸渡人の関係がよくわからないが、CはA
の息子の嫁、かつ Bの姪にあたり、少なく
ともA,B の死後に当該土地の管理者になっ
ていることが認められたのであろう。
　以上から、相続未登記農地については、固
定資産税台帳の名義人である納税者がその土
地の「管理者」とみなされ、「管理者」との
貸借関係として処理され、管理者に小作料が
支払われているといえる。20

5．相続未登記農地問題への制度対応

　担い手農業者が借地利用する限りでは相続
未登記農地であることは支障ないとした。し
かし賃借を購入につなげたり、面的集積を
図ったりする上では障害になる。前述のよう
に相続事情は歴史的な転換期にあり、これか
らの若い担い手農業者はきちんとした農地権
利の上で安定的に経営することを強く志向す
ることになろう。「今は（貸し手や管理者が）
顔の分かる人で周りの人も協力してくれる
が、知らない土地は借りたくない」（事例M）。
　前項に見たように 5年以内の短期賃貸借へ
の道は開かれたが、期間 10 年を原則とする
場合は中間事業にのせにくく、また中間事業
にのせられた場合も期間 10 年以上を条件と
する協力金の支払い対象にはならない。協力
金が中間事業の経済的インセンティブだとす

20		この事例は中間事業の前のものであるが、鹿児島県では中間
事業は原則として期間 10年以上としている。他県では期間 5年
の利用権も中間事業にのせている例もある。

れば、結果的に中間事業という構造政策の切
り札の対象外になる。それらのことを考える
と、相続未登記農地問題への根本的な制度的
対処が必要になる。
（1）集積計画における扱い

　まず現状での整合性を図る。相続未登記農
地は現状での集積政策の柱である中間事業に
はのれない。とすれば少なくとも集積率の計
算において、分母の農地面積から今回の農水
省市調査で把握された相続未登記農地（死亡
と他出による）を差し引いて目標達成率を計
算する。もちろん相続未登記農地は担い手農
業者の自作地の中にも存在する。従って未登
記の全面積を分母から差し引くことは集積率
を高めに計算することになりかねないが、頴
娃町の事例でも担い手農家等の生存者名義の
自作地は 85% に及ぶので、大勢に影響する
ものではない。
　しかし（1）は集積政策を追求する上での
目標達成率の算定上の問題であり、政策当局
にとっての問題に過ぎず、現実を前向きに変
えるものではない。また以下の問題がクリア
されればその必要もなくなる。

（2）中間事業の賃借期間の原則 5年以上へ

の変更

　4では相続未登記等による共有地について
は 5 年以内の短期賃借権を設定できるとし
た。しかし、現在の農地中間管理事業規程は
「極力〇年以上（10 年程度以上を想定）」規
定されており、個々の出し手の状況により 5
年程度とするなど 10 年未満の借り受けも可
能としているが、この規程ぶりでは県公社が
実務的に取り組む際に事実上「10 年以上」
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の縛りになると想われる。また前述のように
経営転換協力金等について 10 年以上が要件
になる。貸し手としては協力金がないのにわ
ざわざ中間事業を利用するインセンティブは
何もなく、その面からも期間 10 年の縛りが
あると言える。
　期間 10 年以上というのは、借地期間が長
期であるほど経営安定に資するという古典的
「理論」に基づくものだろうが、現実には圧
倒的に借りて手も貸し手も、それぞれにとっ
ての安定のために長すぎると受け止めてい
る。借り手としては 10 年の間に農業環境が
激変しかねない。「10 年の期間は今の 38 歳
ではいいが、60 歳となるときつい。5年 2回
などを考えて欲しい」（M）。貸し手も 10 年
の間に家の事情が変わりうる。にもかかわら
ず一度貸した農地をとりもどして自作等する
状況にはもはやない。一度貸した農地は（相
手が変わることはあり得るとしても）貸し続
けられると見るのが常識的である。ならば期
間にこだわるよりも貸借に踏み切ることの方
が重要である。
　中間管理事業実施以前の円滑化事業により
角田市農業振興公社は地域での団地的集積を
図るために利用権の設定（村ぐるみ管理型）
を期間 10 年で受けて、借り手には 3年、3年、
4年と区切って転貸し、再配分をするように
している。作り交換を集団的に行うには適当
な期間で区切ることは一つの手法と言える。
（3）固定資産税台帳名義人による共有地管理

　しかし中間事業の条件を期間 5年に短縮し
ても、短期賃貸借のもう一つの条件である「二
分の一を超える共有持分を有する者の同意」
を得るのが困難である。そもそも「二分の一」

の母集団たる相続権者集団の確定が困難であ
り、それが確定できたとしても多数が散在す
る状況下で「同意」を得るのが困難である。
　そこで鹿児島県は、「固定資産税台帳の名
義人の同意のみで集積計画にのせられるよう
にしたい」とし、また角田市でも土地改良区
は「管理者（納税者）の名義で換地処分でき
る」ことを望んでいる。鹿児島県の要望は利
用権設定に限られるが、角田市の土地改良区
のそれは名義変更に及んでいる。
　このうち前者については担い手農家が相対
小作関係において既に実践していることでも
ある。要するに固定資産税台帳の名義人＝共
有物管理者とみなし、その者を貸渡人として
貸借することである。それは相続権者の財産
権の侵害可能性をもち、「民法の原則」の変
更という大問題につながり、その詰めは法律
論の領域になるが、5年以内に限定して賃借
権を認めたことの延長上で、管理権行使に限
定された共有物管理者の要件緩和を前向きに
検討するべき課題だろう。
　納税名義人たる管理者は小作料収入を得て
固定資産税を負担している。後に相続権者の
所有権が確定した際には（現実には確定でき
ないから問題になっているのだが）、実収を
シェアすればよい。
　なお農水省農村振興局「土地改良制度の見
直しについて」（2017 年 2 月）は、「共有地
に係る代表制の導入」として、現行制度では
共有者全員の意思を確認する必要があり、事
業の円滑な実施の妨げになっているので、「共
有地の代表者が共有者の意向をとまりまと
め、事業に関する同意等を合わせて 1票とし
てカウントする仕組みを導入」あるいは「代
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表者ひとりを選任する等の措置」を講ずると
して、土地改良法改正案につなげている。
2016 年 10 月時点では「政府全体で検討して
いく必要があるのではないか」としていたが、
一歩踏み込んだ感がある。これが可能になれ
ば、その前段としての利用権設定においても
同様の手続きが可能になる。
　しかし、①「共有者の意向を取りまとめ」
ることができるなら現行制度でも短期賃貸借
は可能であり、そもそも共有者という意向と
りまとめの母集団の確定が困難なのが共有地
の現状である。②それを「選任」でクリアす
るとした場合、誰がどのような基準で選任す
るのか。そのことが先の「民法の原則」に抵
触しないか。①と②は必ずしも整合的でない。
③換地処分の段階で名義をどうするのかとい
う所有権レベルの問題対応については不明で
ある。
（4）相続未登記問題へのチャレンジ

　課税台帳名義人（納税者）に対して換地処
分することは、登記名義の変更になり、相続
権者の財産権（所有権）を侵す可能性が生ま
れる。しかしこの問題を避けて通れば相続未
登記農地問題は永遠に解決不能になる可能性
をもつ。
　死後相続に伴う農地名義の変更が可能なの
は農地台帳の経営者氏名欄の者（本人）の親
の代（相続一代目）からの相続にほぼ限られ
るからである。八代市（JA八代）では、前
述の 5年以内利用権の「同意のための相続人
との連絡が取れるのは、亡くなった名義人が
親の代まで」としている。「なかには祖父母
が名義人の場合もあり相続人は子、孫と拡大
し、所在地はおろか人数もつかめないことが

多い」21。厖大な手間暇・コストをかければ絶
対に不可能とは言い切れないだろうが、祖父
→父の代の相続・登記に係わる問題を現世代
（本人）の責めに帰することは酷であり、負
担するメリットはないので現実的ではない。
　そもそも不動産登記は私有財産制に基礎を
置く市場社会の初発において、所有者等に第
三者対抗力を付与することで市場メカニズム
の安定性を確保するために設けられた制度だ
ろう。
　しかし今日では農地の相続未登記は、たん
にその所有者個人が第三者対抗力を失うだけ
ではなく、また土地取引が滞るだけでなく、
前述のように耕作放棄の原因となり、ひいて
は農地の有効利用を通じて食料の安定確保や
多面的機能の発揮に資する上で障害になるな
ど、外部不経済を発生する。かくして未登記
農地問題は関係者の利害関係や市場メカニズ
ムの安定性と言ったたんなる経済問題を超え
て国民生活上の公共の福祉の問題になったの
である。22

　2009 年の農地法改正では農地の権利者は
「当該農地の適正かつ効率的な利用を確保す
るにようにしなければならない」（2条の 2）
規定を新設したのも、そのような状況変化を
踏まえてのことと思われる。
　その一環として、同改正で、相続等により
農地の所有権等の権利を取得した場合は遅滞
なくその旨を農業委員会に届け出なければな

21		全国農業新聞、2013 年 4月 12日「相続未登記農地の影 2」。
22		2017 年 2月 7日に国交省による「地域に広がる所有者不明土
地問題を考える」シンポジウムが開催され、南三陸町で所有者
不明土地なかりせば東日本大震災における仮設住宅から復興住
宅への移住を 2年早めることができたという見解が紹介された。
災害大国・日本の課題だと言える。
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らないこととされた（3条の 3）。これを踏ま
えて各市町村は創意工夫を凝らし、市民課等
に死亡届けにきた者には回るべき部署の一覧
表を渡し、農業委員会にもいくべき旨を周知
している。角田市の場合、9割の者は農業委
員会に回っているという。
　また農地法改正により、農業委員会が毎年、
農地の利用状況の調査を行い、所得者不明農
地については公示し、半年以内に所有者から
申し出がなかった場合は中間機構に通知し、
知事が裁定した場合は中間機構が利用権を取
得できる制度が設けられ、静岡県東伊豆町の
1筆 889m2 の農地について初めてその裁定が
なされた。所有者、相続権者の全員が死亡し
ている農地のようである。
　このように徐々に制度的な手当てが講じら
れてきているが、相続による所有権取得とそ
の登記との間には相当のタイムラグあるいは
断絶があり、「届け出なればならない」とす
る義務規定は登記の任意性と整合的でない。
また、知事裁定は遊休農地に限定される。
　相続問題の歴史的転換期における事実上解
決不能な過去問題への適切な対処と、今後、
相続未登記問題を発生させない仕組みの創設
をペアとする制度対応が不可欠である。その
仕組は過去問題と今後の問題の両方に適用可
能であることが望ましい。以上は農地に限っ
たが、広く土地、不動産に係わる問題として
法律論の検討を期待したい。

付記。調査は 2016 年 12 月、2017 年 1 月に
全国農地保有合理化協会・溝口重治事務局長

と田代が共同で行った。調査に際しては、調
査農家はもとより、鹿児島県農村振興課、鹿
児島県農業会議、鹿児島県地域振興公社、南
九州市農政課、同農業委員会、みやぎ農業振
興公社（庄子喜幸担い手育成部長）、角田市、
同農業委員会、角田市農業振興公社、あぶく
ま水系角田地区土地改良区のお世話になっ
た。以上を記して深く感謝したい。

74




