
補遺 農地保有合理化 に関する考察

(農地保有合理化促進事業の現況と課題)

農地保有合理化促進事業は、農家相互間で行わ

れる農地移動の過程に、農地保有合理化法人(以

下県公社という。)が介在することによって、農地

移動の方向を経営規模拡大に寄与するように整序

しようとするものである。この事業の現状をみる

とき、農地保有合理化促進という課題は、極めて

重大な2つ の問題に進路を阻害され、難航 してい

ると言わなければならない。

第1の 問題点は、農業に対する意欲の低下であ

る。

農地保有合理化促進事業が成功するためには、

旺盛な農業生産意欲をもった農家の存在が前提と

なる。県公社は、これらの生産意欲の旺盛な農家

の経営規模拡大の意欲に応えて、必要な農地を提

供する機能を果すものであり、公社の存在理由は、

これ らの農家がそれを契機にして、ますます旺盛

になるであろう生産意欲に支えられて農業経営の

近代化、合理化を進めてゆき、その積重ねによっ

て日本農業の近代化が達成されるところにあるか

らである。

戦前、農業 ・農家といえば、勤労精神の象徴と

して認識されていたし、また、事実そのとおりで

あった。小作農から自作農へ、 自作農か ら地主へ

と、一歩一歩上昇階梯を登ることを念願 して、旺

盛な勤労意欲に支えられて農業生産に励んできた

といってよいであろう。

戦後、農地改革によって、すべての農家は、自

作農となり、宿願の第一階梯に達することができ

たが、それに続 く、農地改革の成果を恒久化する

という自作農主義体制のもとで、自作農 として経

営規模を拡大 して発展してゆく以外に、発展の途

はなくなった。しか しながら経営規模拡大の途は

極めて困難な途であった。こうした環境のもとで、

農家の向上のエネルギーは、経済高度成長によっ

て発展、拡大 した他産業の提供する雇用の機会を

求めて流出してい った。

この流出労働力も初期の頃は、農業生産過程に

おける余剰労働力の限度において行われたのであ

って、そのために農業生産意欲に騎りがくるとい

うことはなか った。しかし、次第にこの労働力の

流出に農家の関心が高まり、農業生産過程を省力

化して余剰労働力を積極的に生みだすことによっ

て次第に流出は強化されることになった。当初、

農業生産活動の補充的な意味をもった兼業就業か

ら、次第に本業としての兼業就業に発展 し、これ

と裏腹に農業の副業化が進展 し、農業生産意欲は

空洞化 していった。

この農業生産意欲の空洞化現象を農家 自身に対

しても、また農政に対 しても自覚せしめたものは、

昭和45年 に行われた米生産調整対策であった。

国の米生産調整対策に協力 し、食管制度を守る

という大義名分のもとで、自か ら農業生産意欲の

空洞化を告白することができたのであり、さらに

他の専業農家の割当調整数量までも引受けて生産

調整に協力するという事態 もみられたほどにそれ

は進んでいたのである。米生産調整対策は基本的

にはこうした農業生産意欲の空洞化現象に支え ら

れて、目標数量を達成することができたとみるべ

きであり、その結果空洞化 した農業生産意欲に対

する農村社会における評価は修正 されたようであ

った。それまでは農業生産を省力することによ っ

て農業労働を節約 して兼業労働の機会を求めて流

出していった余剰労働力は今や、農業生産過程を
ロ ロ

省略 し、農業生産に必要な労働力をも方向変換 し

て、兼業従事にふりむけるに至ったのである。そ
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して更に重大な点は空洞化していない健全な農業

生産意欲に対 してまでも水をかけ自信喪失せしめ

たことである。

第2の 問題は、農地を提供する農家に関するも

のである。

さきにみたような農業生産意欲の減退、その具

体的な表現である農外就業の強化にも拘 らず、 こ

れが農地を県公社に提供するということにつなが

らないことである。これ らの農家にあっては、農

地はいわゆる 「資産」として保有 されており、農

業生産を営む場としてよりはむしろ、農家生活の

継続性を保証する最も力強い資産 としての機能を

果していることである。 したがって、県公社への

農地の提供は一般 に農家生活の上に発生した何 ら

かの危機を回避するために生活保証資産の換価の

過程とみるべきであり、極めて偶然的、特殊的な

ものと言わなければならない。

このように農地保有合理化促進事業は、一方に

おいて旺盛な農業生産意欲を、他方において県公

社に対する活発な農地の提供を前提 としているの

にも拘 らず、現況は全 くこれと正反対の逆境にお

かれているとい うべきである。農業生産意欲の退

潮傾 向のなかにあって、偶発的におこる生活保証

資産である農地の売却を県公社が引受けているの

である。

このような現実に対して農地保有合理化促進事

業を更に推進し、農業構造を改善し農業近代化を

促進するためには、その前提条件である農業生産

意欲の高揚と、農地提供の促進という2つ のテー

マを同時に両立させる必要がある。この2つ のテ

ーマは一見矛盾するもののごとくであるが、 これ

を同時に農村 ・農家のなかに招き入れるための現

実的な方策を見出すことが緊急の課題であるとい

うべきであろう。

この課題について考察するにあたって現実の農

村 ・農業の実態からみて、農業生産意欲の担い手

として農業的農家群を、農地提供者 としては兼業

的農家群を対置 し、農業型農家群とは、旺盛な農

業生産意欲に充ちているが、この意欲は、その経

営規模を拡大 してゆくことによって満足させ られ

るものと仮定 し、また兼業型農家群にあ っては農

業生産意欲に乏しく農外収入をもって生活の基盤

としているものの、その所有する農地は資産的保

有意識のもとで、容易には流動化 しないものと仮

定す ることは、それほど的はつれなことではない

であろう。こうすることによって課題は兼業農家

群の所有する農地を農業型農家群へ流動化せ しめ

ることの可能性とその条件とい うことに置換され

るであろう。繰返 して言えば兼業型農家群の農地

に関する資産的保有意識についてその実態を明 ら

かにし、その意義を害なうことなく、その所有農

地を農業型農家群の経営規模拡大へ向 って流動化

せ しめることによって農業型農家群の生産意欲は

満たされるからである。

(2類 型農家群の相互関係)

農地の資産的保有意識を支えている基本的要件

は2つ あり、1つ は資産としての農地が減価 しな

いということであり、2つ は、農地の処分が制約

されないということであろう。

資産的価値即ち農地価格の問題についてみると、

現在の農地価格の上昇は転用期待価格によって加

速されている面を否定することはできないが、こ

のような原因による上昇は特定の区域に局限され

ているもので、一般的ではないとみてよいであろ

う。そして農地価格上昇の基本的理由はここでい

う農業型農家群の農家の旺盛な経営規模拡大意欲

にもとつく潜在的農地需要に支えられているとみ

るべきではないだろうか。このことは米生産調整

対策が実施 された途端に一時的ではあるが、農地

価格が低落ないし停滞的な動きを示 したことをみ

ても充分理由があると思われる。

したがって農業型農家群の旺盛な農業生産意欲

一159一

1



にも拘 らず経営規模拡大が不可能な事態のものと

ではこの意欲 も減退を余儀なくされ、その結果生

ず る農地に対する潜在需要の減少はとりもなおさ

ず農地価格の低落につながり、農地の資産として

の価値を害なうことになると考え られないだろう

か。このようにみるとき兼業型農家群の農地の資

産的保有を可能にする基本条件の1つ である高い

農地価格水準は、農業型農家群の農業生産意欲の

反映であるという面をもつということができる。

また農業型農家群は兼業型農家群の経営する土

地をとり入れて経営規模を拡大する可能性に支え

られて、その農業生産意欲を保持 しているとみて

よいであろう。昭和47年 に実施 した 「大型経営の

規模拡大意向についての調査」(土地と農業Na2参

照)に よれば経営規模拡大のための候補地につい

て、 「今はあてがないが必ず出て くる。」と答えた

ものが45.6%あ るということは、土地の提供に関

して農業型農家群の兼業型農家群に対する期待感

を物語 っているものであろう。このように兼業型

農家群 と農業型農家群とは相互に独立的、無縁的

に存在するものでな く、農地価格水準の形成なら

びに経営規模拡大のメカニズムを通 じて相互依存

の関係をもって係り合 っているものと言わなけれ

ばならない。

(2類 型農家群の相互補完の可能性)

また2類 型農家群の経済的側面についてみた場

合、兼業型農家群にとっては、農外就業状態が安

定化 し、高度化するにつれて、その営む農業の経

済的意味は低下 し、ついに農業生産の遂行がむ し

ろ重荷 となっているものもみ られる。 これ らの農

家にとっては、資産としての農地ではあるがこれ

を農業的に保有することは極めて困難とな りつつ

あるものとみ られる。

一方これに対 して農業型農家群のなかには、高

度に発達 した農業生産技術をとり入れて大規模か

つ効率的な農業生産を行い、兼業農家の農業所得

を上廻る程の経営利潤をあげているものもみられ

る程に生産力を高めているものがある。したがっ

てこれらの農家は兼業農家の農業所得全額を補償

して、その農地を自己の経営にとり込むことが可

能なのである。

このように両農家群の現実的側面についてみる

場合、農地利用について相互に補完 しあう可能性

と合理性は存在するとみるべきであろう。

(2類 型農家群の相互補完の現実化)

このようにみて来ると最後に残 された資産 とし

ての要件である処分の制約の点で、兼業農家群と

農業型農家群の間の農地の流動化は阻害 されてい

るとみることができる。

この問題 については農家の農地に関する権利意

識の問題として基本的な究明がなされ るべき分野

であると思われるが、この阻害要因の除去につい

ては農地保有意識は農家生活ないし農業の理念と

結びついていものと考え られるところか ら、この

次元で農家相互間で自主的に対処する可能性、換

言すれば農家の自治意識=「 村」の機能に期待を

かけざるをえないのではないだろうか。

今 日、農業集落は崩壊しつつあると言われてい

る。農業生産力の発展、土地基盤を始め公共的施

設、交通事情等の環境条件の便利化、他産業従事

者の飛躍的増大など農業生産をとりまく諸情勢の

変化によって、旧来の農業生産を基盤として成立

していた集落は、その機能を大きく喪失 しつつあ

ることは当然であるかも知れない。 しかし、集落

に住み、そこで農業生産を営むということに共通

点をもつ個 々の農家にとっては、往時のような集

落観念ではないにしても何 らかの集落 自治意識が

存在するのではなかろうか。この未だ残存するで

あろう集落意識の力を借 りてこの処分の制約とい

う流動化阻害要因を克服するCと ができないだろ

うかという期待をもつのである。

農業型農家群と兼業型農家群とは、農地の利用
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と所有について相互依存、相互補完の関係にあり、

これを基盤として集落農業の前進のための方策を

集落農家 自か らが考えるとき自治意識の発現 ・高

揚は、充分可能性があるとみられるのであり、こ

れを誘導する措置がまたれるのである。このよう

な新 しい農業生産様式に対応 した集落連帯意識が

成熟することによって、両類型間の農地流動は必

然的に促進 されるものと思われる。

一方これについて農業型農家群の側に視点をお

いてみた場合は、農地保有の資産的性格を重視す

るあまり、兼業型農家群の農地を経営 ・利用する

農業型農家群の経営の継続性の保証の面で欠ける

ところがあり、これを犠牲として受けとめず、忍

受すべきものとして意識せ しめる社会的基盤とし

ても集落連帯意識の存在を認めるものであるとい

う側面をもつものと言わなければならない。この

ことは現在の農村社会の権利意識の態様からみて

首肯されないであろうし、また今 日の高度に発展

した農業生産力条件のもとにおける農業進歩の必

然の方向に逆 らうものであり、また、現下の農業

に対する社会経済的要請からみても容認されえな

いところであろう。 この欠点を克服する途は、こ

のような集落自治意識を背景としながら両類型農

家群の間の農地流動過程のなかに公的機関が介在

することによって、農地の所有と利用の関係を個

別、相対の次元から脱却せ しめ、兼業型農家群と

農業型農家群との間の集団的利用関係として整序

し、農地の資産的保有原則の完徹と農業経営の維

持継続の原則との間の矛盾を公的機関を媒介する

ことによって集団的に解消する以外に見出せない

であろう。例えば、現在の農地保有合理化法人の

公的性格を更らに高めるとともに、農家が、1.自

作地所有権を再売買予約つきで公的機関に売渡す

方式、2自 作地の自己賃借権を再売買予約つきで

公的機関に売渡す方式、3.自作地の自己賃借権を

一定期間公的機関に信託する方式などの措置を講

ずることによって、両農家群間の農地流動は円滑

かつ活発に行われることになると考えるのである。

(全国農地保有合理化協会参事 西島朗男)
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◎ 編集後記 ◎

昨今は、発足以来満3年 に亘る公社関係者各位の精神 ・努力がようや く実を結びつつあるようで

ある。昨年度までは、国の予算で計画された事業量を完遂するGC至 らなか ったものが、本年度にお

いては、各公社の事業計画は国の予算上の計画を大巾に上廻るに至ったことが如実にこれを物語っ

ている。

昨年秋の石油危機を契機としてインフレ対策、物価高騰を抑制するための経済活動の引締対策が

集中的に実施され、経済全般の縮小 ・停滞 がもた らされ、環境 が急変 したことも無視できないとし

ても、やはり過去3ケ 年の間に現地における事業推進体制が整備されたことが、このよ うな事業伸

長の重要な要因であるとみるべきであろ う。

このような3ケ 年の歳月の経過のなかで農地保有合理化促進事業に対する認識 ・関心も次第に関

係者の間に広がりつつあることも事実であるが、その認識 ・関心の態度には2つ の異ったものがあ

るようである。1つ の態度は、農地流動化の困難 さを身に泌みて感 じているところから、この事業

が果 して農地の利用調整という難問題をのりきることができるだろうかという危慎の念を抱いて眺

めているものであり、他の1つ は、公社を農地流動の媒介機関とするこの事業が今後の農業構造の

改善をすすめるうえで有効な機能を果すであろ うという期待をもって評価 しているものである。

現状においては、これらの積極観、消極観ともそれぞれ理由があるように思われる。消極観は、

現在のこの事業のしくみを固定的に把えたうえでの見解のよ うであり、積極観は、媒介機関として

の公社の機能の改善 ・充実を前提 として、これを発展的に肥えているもののようである。これをみ

ても今 日、農地保有合理化促進事業は、過去3年 の経験 ・実績をふまえて更に充実 ・改善を求めら

れているというべきであろう。

この課題は、とりもなおさず農地の資産的保有意識の問題 と正面から取組むということであり、

その姿勢は、すべての施策がそうあるべきであるように、農家のためのものであることを第一義と

すべきであろう。言葉の真の意味`ζおいて農家の声をきき、それに充分 こたえうるものであること

が必要なのである。

当協会では、昨年度集落農業振興対策調査を実施 したが、これは以上のような視点に立 って行な

われた一つの試みであった。幸にして関係農業委員会のご協力によって調査結果をとりまとめるこ

とができたので、 この事業の新たな展開のための一つの参考に供して頂きたいという念願か ら、本

号に収録 し高覧に供する次第である。(担 当 西島)

○ご投稿宛先:全 国農地保有合理化協会 事業推進室
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