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農地保有合理化促進に関する試論

農地保有合理化促進対策研究班
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は じ め に

世界の食糧問題解決のため食糧増産、備蓄、食

糧援助、農業開発援助等について国際的規模で対

策が望まれている情勢のもとにおいて、国民生活

安定の基礎である食糧の安定供給を確保するため、

基本食糧の国内自給力の向上に努めることが、今

日、農政の重要 目標となっている。

このため長期的視点に立 って技術の革新、経営

構造の改善等を通 じて生産力の増強と生産性の向

上を図 ることが農政の基本的課題としてとりあげ

ら払 昭和51年 度農林予算において総合食糧政策

の展開の名のもとに、水田総合利用の推進、水田

裏作の促進、大豆 ・麦 ・飼料作物等の生産奨励な

どの諸施策が講ぜ られたが、これとな らんで、これ

らの作物の生産過程の合理化 ・効率化をすすめる

ことに重点が置かれ、土地利用型集団営農推進対

策として集団的生産組織化、機械銀行の導入等を

促すこととなっている。このように農業経営の合

理化 ・効率化、農業生産構造の改善は常に農政の

主要課題であり、従来から農政施策の対象とされ

てきた。 これらの施策が様々な内容をもっている

ように、 この課題は多くの側面をもっているが、

その根底にあるものは労働と土地との結びつき方
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の問題であ り、これを農地問題 と考えてよいであ ろう。

1.農 地 問題 の2つ の側 面

{1)経 営規模と生産力のアンバランス

戦後、農地改革は、次の農地改革に関す る覚書

(1945.12.9.GHQ)「 本指令の目的は、全人口

の過半が耕作に従事している国土の農業構造を永

きに亘って病的な らしめてきた諸多の根源を蔓除

するにある。その病根の主なものを掲げれば次の

如 し… 」によって指導され、 「小作者の地位

を安定 し、その労働の成果を公正に亨受させるた

め自作農を急速且つ広汎に創設 し以て農業生産力

の発展と農村における民主的傾向の促進を図るこ

とを目的とす る。」という方針にもとづき、農地は

その耕作者が自か ら所有することが適当であると

いう所謂自作農主義の旗印をかかげ、200万hoの

小作地を 自作地化することによって実施され、自

作農が創設 された。

農地改革の農業経済社会に対する意義について

は 「経済的病弊を蔓除 して農業生産の発展と農民

経済の改善を制約する諸条件を匡正 し、農民が労

働の成果として相当の収益を享受し其の一部を再

び農業に投 じて技術的、経営的に改善向上 し得る

如 く農業の健全なる発展を斎 らすべ き途を拓 く」

(GHQに 対する政府回答、昭21.3.15.)と いう認

識で貫かれている。これに対 して農地改革は農村

社会の大変 革ではあったが、零細な経営規模をそ

のままに固定することによって、農業生産力の発

展の契機 とはなり得なかったという批判が生まれ

るのは当然の ことであったとも言えるのであっ℃

農地改革に引続いて農地改革より農業改革への合

言葉のもとに、創設された 自作農を担い手として

農業の発展 を期するため、農業協同組合の整 備

(昭22)、 土地改良法の制定(昭24)、 農林漁業金

融の整備 ・充実(昭27)、 農 産物価格安定制度

(昭28)を 始めとして数々の施策が講ぜ られ、農

業振興が推進 されることとなったのである。

このような経過を辿りながら農業生産力は、飛

躍的に発展 した。例えば、米の生産費調査によれ

ば10α 当り収穫量は、361kg(昭25)か ら511kg

(昭48)に 増大 した。また労働手段についても「日

本農業の機械化は、従来も脱穀 ・調整過程に集中

し、農作業の基軸となる耕転過程は著るしく遅れ

をみせていたが、供出制度の下における早期供出

と供出の過重を個別的に回避せんとする農家の要

求か ら電動機 ・動力用脱穀機等の顕著な導入傾向

が促進された。」(農地改革顛末概要)と いう当時

の記録が示す初歩的段階にあったものが、圃場作

業用機械 も トラクター(普 及率73.8%昭49)

をはじめ田植機(9.3%)、 収穫機(286%)〔 農業

調査〕が出現 ・導入されて農業生産力は著るしく

増大した。

これに対 して農家の経営規模は、1戸 当75a

(昭24)で あったものが810(昭45)に 増加 し

たにす ぎず、今日の農業経営規模と農業生産力、

とくに労働手段との間のア ンバランスは極めて大

きなものとなっている。農地問題 と言われるもの

は、このような高能率をもった農業機械が稼動の

場を与え られないため、発揮できないでいる潜在

的農業生産力を現実のものにし、その恩恵を充分

に亨受 したいとい う問題意識か ら提起されている

のである。

この問題を具体的に理解するために、次に農業

経営の主体と農業生産力の担い手の現状について

みてゆくこととする。

②2類 型の農家群
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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、また事実その通りであった。

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 しながら、旺盛な勤

労意欲をもって農業生産に励んできた。

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は、 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に機会を求め

て流出してゆくよ りほかに発現の方法を見出しえ

なか ったのである。

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力に馨 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出すことによって、

次第に流出は強化されることになった。そして遂
　 　

には、これを省略 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。

当初は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変貌 し、

これ と裏腹に農業の副業化が進展していった。こ

のように農業生産 意欲に乏 しく、農外収入をもっ

て生活の基盤 としてい る兼業農家群には副業型農

家群とい う呼称が相応 しいであろう。またこれら

の農家群にとって農業生産の意味は極めて低いに

もかかわらず、その保有する農地は 「資産」とし

て保有されており、容易に手離され ることがない

ところからこれを 「土地持労働者群」と呼ぶほ う

が一層相応 しいかも知れない。

一方、これに対 して旺盛な農業生産意欲をもち

積極的に農業経営にとりくみ、農業によって発展

してゆくべ く精進 ・努力 してい る農家群(=農 業

専業型農家群)も みられる。これらの専業型農家

群のなかには、高度に発展 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、副

業型農家の農業所得を上廻 る程の農業利潤をあげ

ている(し たがって副業型農家の金農業所得を補

償してその農地を自己の経営にとり込む ことが可

能である。)ものもみられる程に高い農業生産力水

準を身につけている。

以上のように農地改革によって創設された自作

農は、それに続 く社会経済の進展とともに農地を

資産として保有 しながらも農外所得に生活基盤を

置く副業型農家群(=土 地持労働者群)と 高い農

業生産力を駆使 しながら経営規模拡大を求めつつ

農業生産に精進する専業型農家群とい う2類 型の

農家群に分解 し、あるいは分解 しつつあるとみて

よいであろう。そ して両者の間において、農地 が

資産的保有性向に妨げられて、生産力原理に従っ

て、流動化し得ない ことによって、さきの経営規

模と生産力のアンバランスが発生 してい るのであ

る。このように農地問題は、副業型農家群の保有

する資産的農地が生産力原理に沿って専業型農家

群のもつ高い生産力体係に組入れられない ところ

に生ずる問題と理解 してよいで あろう。

2.対 応 の諸 形 態

{1)機 械稼動の効率化 よりむ しろ農家生活の能率化 ・合理化の観点が重

農業機械の導入については、経営合理化の視点 視 されることが通例であり、このため農地問題は
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農業機械の過剰投資の問題として意識されること

は自然である。そこでは経営規模の問題はタブー

視され、与件として把握され、専ら農業機械の能

力の小型化と稼動率の向上が追求される結果とな

った。

稼動率の向上については、賃餅、賃作業から始

まり、農業技術信託という名のもとでの作業請負、

請負耕作とい う名の賃貸借あるいは農業生産法人

の形成など各地で農家の知恵によって各種の対応

が試みられた。これを大別すれば略々〔1〕作業請

負型(集 団的生産組織、一部作業請負、全作業請

負)、 〔2〕賃貸借型(経 営受委託、請負耕作、ヤ

ミ小作)、 〔3〕共同経営型(共 同経営、協業経営、

農業生産法人)の3種 類に分けられ るであろう。

〔1〕作業請負型では、自作農経営のなかで不可分

に結びついている土地所有と労働と経営が、土地

所有+経 営 と労働とに分離し、〔2〕賃貸借型では、

土地所有 と経営+労 働とに分離し夫々別の担い手

に属することによ って、また〔3〕共同経営型では

零細な自作農経営が合体することによって、土地

と労働との結 びつきを改善しようとする試みであ

る。

またこれを経営体 との関係からみ ると、農業機

械がその経営の枠を超えて他の経営に入 りこむこ

とによって対応 しようとするもの(作 業請負型)

から経営規模を拡大し自己経営のなかで対応 しよ

うとするもの(賃 貸借型)、 あるいは両者を一挙に

実現しよ うとするもの(共 同経営型)な どがみら

れ、稼動率向上の色彩の強いものと、農地問題に

対する対応とみられるものを含んでいるが、これ

を区分する実益は乏しいであろう。む しろ作業請

負型をとるか賃貸借型をとるかは、土地所有と労

働との間の農業経済的勢力関係、換言すれば両者

の潜在的生産力格差の態様に依って定まると考え

られ、今後の社会経済の進展のなかで土地所有の

農業経済的勢力は減退を余儀なくされ、相対請負、

ヤミ小作等を含めて賃貸借型に移行するものとみ

られることをみても、これを農地問題に対する対

応の姿と理解することの方が妥当であろう。

このような対応の諸形態は、農家が必要に迫ら

れての対応であるが、農政施策の誘導効果も無視

す ることはできない。〔1〕作業請負型、〔3〕共同

経営型については.集 団的生産組織、協業経営等

の育成、農業機械銀行 などがこれを推進 し、〔2〕

賃貸借型については、昭和45年 農地法の改正によ

り10年以上定期賃貸借の解約と賃貸借合意解約に

ついての規制が除かれることによって、その後の

賃貸借はやや増加 しているが更にこれを誘引する

ため農用地利用増進事業、農地保有合理化促進事

業における10年分小作料前払などが実施された。

このような現況は、農地問題に正面からとりく

むことを避け、農業機械稼動率の向上という観点

をとりながら実は農地問題に取組まなければなら

ない ことを物語っているものであり、そのなかに

農地の資産的保有性向の支配を読みとることがで

きるであろう。

{2)経 営規模の拡大

このように農業経営規模拡大による対応は主流

を形成することはなか った。農地 移動実態調査

(農林省農政課)に よって近年の農地移動の主流

である自作地有償所有権移転の動向をみると、そ

こには生産力格差に導かれて生産性の高い、経営

規模の大 きい農家へ向って流動 してゆく傾向(生

産力主導型)と 農地の資産的評価性向に導かれて

経営規模(生 産力格差)と は無関係な動き(資 産

農地流動型)が みられる。

生産力主導型の農地移動量を正確に把握するこ

とはできないが、 自作地有償所有権移転面積のう

ち略 々13%(都 府県、階層別増加総面積/総 移動

面積)の ものは、少 くとも結果的に経営規模拡大

の効果をもつものと推定される。このように生産
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力格差は農業経営規模拡大を必然的に生み出すと

は言えないようである。

これに対 して、この調査では売手側の手離す事

由を明らかにしているが、 これによると約40%の

売手が何らかの資金を必要とするために、あるい

は売却によって入手できる資金に重大な関心をも

って 自作地を手離 していると推測される。このこ

とは 「農地の売却は最後の手段である。」という

ことを裏付るものであり、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を

換価する過程とみるべき農地移動、資産農地流動

型の移動が主流を形成していることを示 している。

このような農家相互間で行われている農地移動

の過程に農地保有合理化法人(農 地公社)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

に向って整序し、資金農地流動型の農地移動を生

産力主導型の移動に組み入れることを目的として

昭和45年 農地法改正によって農地保有合理化促進

事業の途が開かれた。

この農地保有合理化法人の機能は、所有者から

農用地等の権利を時価で取得 し、規模拡大志向農

家として相応 しい者を選 定 して、その者に取得

価格をもとにした価格で譲渡するものであり、い

わば農地売却における所有者の経済的利益を害す

ることな く相手方選定機能のみを公益目的のため

に代行することによって、資産的農地保有者の私

益と経営規模拡大という公益の調和を図りつつ、

資産的農地を経営規模拡大へ振 り向けるものであ

る。そして、これらの規模拡大志向農家がこれを

契機として、ますます規模拡大 による農業経営の

合理化 ・近代化の意欲を高かめ、さらに規模拡大

を志すことによって 日本農業の近代化が達成され

ることを期待するものである。

3.農 地保有合理化促進 事業 の課題

農地保有合理化促進事業は、このように農地問

題に対処するための正統な対策であるが、これが

現下の要請に応えて充分に効果を発揮してゆくう

えで、最近の一般情勢の変化は注目すべきものを

含んでいる。

(1)一 般情勢の変化

近時の農村の動向の特質は、資源 ・エネルギー

問題の発生と物価の高騰、それに続 く経済の高度

成長から停滞への転換など経済の激変の影響を蒙

って、世帯主 ・あ とつぎの他産業への就業が鈍化

しはじめ、また他産業からの離職 ・帰農者も増加

しはじめるなど、従前高度経済成長下における基

幹的農業従事者の減少傾向にブレーキがかかりは

じめたことである。

この農業就業志向の下げ足の鈍化は、農業就業

志向の相対的上昇を伴 って農地保有を見直す気運

を醸成し、さき頃の土地投機ブームの後遺症とも

い うべ き高い地価水準と相侯 って農地の資産的評

価性向を高め、農地の供給を抑制する要因となっ

ている。

また今後予想される安定成長経済のもとにおけ

る農地価格水準は、一部の限られた地域 において、

山林 ・原野の幻の高地価の反落、また農地転用の

波及からくる急激な農地価格の押上げ要 因は消失

するとみられるものの、全般的には高位平準化な

いしゆるやかな上昇を続けるものとみられ、農地

の資産的評価性向は一層深化する方向をとるもの

と考えられる。その結果農地売買は減少 し、農地

移動は沈静し、農地保有合理化促進事業に対 して

消極的に作用するものと思われる。

このことは、わが国の経済構造において農業が
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「安全弁」として機能 していることに外ならない

が、それ自体農業の発展即ち高い農業生産力の展

開と相容れないものであり、これらの障害をのり

こえて、高能率大規模経営を育成す ることが、今

日の農地保有合理化促進事業に課せ られた課題で

あると言えよう。

{2)改 善の方向

このような将来展望に立つとき農地保有合理化

促進事業の改善の方向はおよそ次の通 りであろう。

〔生産力主導型〕:こ の型の農地移動について

は一層これを促進助長することが望ましく、農地

保有合理化促進事業はもとより一般農政の分野に

おいても農地取得の優遇などの措置が講ぜ られる

ことが必要であろう。

〔資産農地流動型〕:こ の型の農地移動につい

ては、資産の処分 ・売却の過程に有効適切に作用

してこれを農地保有合理化促進事業へ誘引するこ

とに努めることが必要であろう。このため農地保

有合理化法人の公的性格を強化し信頼性を高め る

とともに、農地価格評定仕法の向上を図り、農地

の売却による所有者の経済的利益を正しく確保す

ることによって権威と信頼を高かめ、農地保有合

理化法人が売却志向農家から資産的農地の換価 ・

処分の相手方として好ましいものと認められるこ

とが重要である。

このように現に売却 ・移動する農地に対 して農

地保有合理化促進事業はもとより、一般農政の分

野においても誘導対策の充実を図る必要があるこ

とは論をまたないが、さらにここでは資産的に保

有されている農地そのものを問題にしなければな

らないのであって、この流動化を図ることが実は

当面の最も重要な課題なのである。即ち資産的評

価性向を害うことな くこれを農地保有合理化促進

事業の路線にとり込む ことによって、農業経営規

模拡大志向農家の経営に組み入れる方策について

の検討が急がれているのである。

〔資産的農地保有型〕:こ の面で農地保有合理

化促進事業は、農地移動過程に介在 しこれを整序

するとい う受動的な機能を一歩進めて、農地の資

産的保有性向に積極的に働 きかけ、これを流動化

せ しめる能動的な機能を付与されることが必要と

なるのである。その内容は、農地の所有権の保持

を前提とし、賃貸借方式によって使用収益権を農

地保有合理化法人に誘引する機能を付与すること

に外ならない。 これについての検討に先立って農

地の資産的保有性向についてまつ考察をすすめ る

べきであろう。

4.資 産 的保有農地

農地の資産的保有性向を支えている要件は2つ

あり、1つ は資産として保有農地が減価すること

なく常に高い交換価値をもつことであり、2つ は

農地の処分が制約されないということである。現

状においては、前者は現在の高い地価水準の出現

とその持続によって充たされ、後者は、賃貸農地

の返還保障を確認できる相手方が選択され、ある

いは 「荒 しても他人には貸さない。」という消極

的姿勢をとることによって充たされている。資産

的保有農地の流動化を考えるに当っては、この2

点について吟味する必要がある。

(1,高 い農地価格

現在の高水準の農地価格は、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、基本的には、農家の旺盛な経営規模拡大意欲

にもとつく農地需要が根底にあって、これに支え

られているとみるべきである。 このことは、米生
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産調整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、専業型農家群が旺盛な規模拡大意

欲を持つにも拘らず経営規模拡大が不可能な事態

のもとでは、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退は農地

価格水準の低落を招き、農地の資産としての価値

を害なうことになる。

また 「大農など規模拡大の意欲が旺盛だ。」(土

地と農業Na5)と 言われるように、現状にあ って

は経営規模を拡大することによって益 々規模拡大

農地需要は刺激されるものと考えられ、農地価格

水準を押上げる要因となるもの と考えられる。 こ

のように農地の資産的保有を可能にす る高い農地

価格水準は、専業型農家群の旺盛な規模拡大意欲

の反映であるとい うことがで きよう。

この規模拡大のための農地需要は、副業的農家

が保有する資産的農地に向けられているとみるこ

とは論理の当然といえよう。また経営規模拡大の

ための候補地について 「今はない が必 ず 出て く

る。」 と答えたものが45.6%あ る(土 地 と農業梅

2)と い うことは、 これを物語っているものであ

り、専業型農家群は副業型農家の保有する資産的

農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、その規模拡大意欲を保持 し続 けること

ができると言うことができよう。

このよ うに資産的保有農地の高い価格水準 とそ

れを活用しようとする規模拡大意欲とは相互に依

存 ・補完し合 う関係にあり、また規模拡大が実現

することによってますます規模拡大農地需要は強

くなるとみられる現状 において、この相互依存 ・

補完の関係は限りなく螺旋形をとりながら進展 し

てゆくことになる。 このように専業型農家群と副

業型農家群とは、高い農地価格水準の形成と経営

規模拡大のメカニズムを通 じて相互に依存 ・補完

し合 って共存していると言 うことができる。

このような両者の間の相互依存 ・補完関係は、

最近の農業生産力の高まりによって大規模経営の
　 　 　 　 　 ロ

利潤が零細経営の農業所得を超えるほどに階層間

の農業生産力格差が拡大し、 しかもその高い生産

力は規模拡大によって、ますますより大規模化を

追求するものと考えられるので、両類型農家群の

間で賃貸借による農地利用を通 じてこの相互依存

・補完関係が現実のものとなる可能性と合理性は

既に存在 してお り、その実現は充分期待してよい

ところである。

{2)集 団的相互信頼関係

保有する資産的農地の価値がその処分を制約 さ

れることによって殿損 されないこと、即ち価値保

全の要件は、現実の賃貸借において小作地の円滑

な返還について信頼できる借主が選択されること、

また返還にあたって法律の規制を受けない請負耕

作の形をとることによって充たされている。

これらの実態からみると価値保全のためには、

貸主 ・借主両当事者相互間の信頼関係の成立が基

礎となっており、さらにこれに加えて、 この信頼

関係に基づく行為に対して公権力の介入による規

制の存在 しないことが要求されているといえるで

あろう。

このような信頼関係は、特定の貸手 ・借手を結

びつけるものであるが、資産的農地の賃貸借方式

による流動化をすすめるためには、これを普遍化

する必要がある。農地の貸手 ・借手いつれの立場

をとるかは固定的に理解することはできない。農

家の世代交替、大型機械等の更新、就労環境の変

化などによってこの立場が決るものであって、今

日の借手が、明日は貸手となるような立場の交替

があることは、農村の常態であると考えられる。

したがって、ここでい う相互信頼関係が常時、普

遍的に成り立つためには、集落全戸を覆 う信頼関
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係=集 団的相互信頼関係の成立が要請されてくる

のである。そ こでは、さきに述べたように高地価

と規模拡大意欲を媒介として農地の所有と利用の

自治が期待で きるのであり、これが基盤となって

自か ら集落内の集団的相互信頼関係が成立するこ

とが可能であると考えられる。そしてそこでは、

もはや公権力による個別契約への介入 ・規制は必

要がな くな ると言ってよいであろう。

この集団的相互信頼関係は、一般には農地利用

に関する集団的相互保障機構ともいうべき形 をと

ると思われる。そこでは、集落の農家各戸が自主

的に将来の就業志向の実現に向って、 その農地利

用を相互に調整しながら決定 し、集落全体 として

一定の利用計画が樹てられ、 これを各戸が遵守す

る、 とい う地域社会における農地利用に関する協

議 ・調整 ・決定機構、更に言えば集落における農

地管理 自治機構ζ考えてよいであろう。

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施設、

交通施設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の基盤を

置いている農家にとっては、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

う集落自治意識の力を借りて、この処分の制約 と

いう資産的農地の流動化阻害要因を克服すること

ができないだろうかと期待するのである。(現 在

においてこれに近似するものを求めれば、農用地

利用増進事業の基盤である農地利用組合を想定す

れば理解 し易いであろう。)

㈲ 経営安定と資産的農地保有

これまで資産的保有農地の流動化について資産

としての側面を重視するあまり、これ らの農地を

経営 ・利用する専業型農家群の経営の安定 ・継続

の面についての吟味は充分でなかった。即ち集団

的相互信頼関係の成立による集落自治意識の再確

認は、賃貸借関係において資産保有原理の貫徹を

保障するものではあっても、経営 ・利用の側にと

っては精々これを犠牲として受けとめず、受忍す

べきものとして受けとめるであろうというにとど

まり、その経営の安定 ・継続を保障するものでは

ないからである。

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水準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、さらに現

下の農業に対する社会経済的要請からみても容認

しえないところであろう。

資産的保有農地の要請する返還保障 と規模拡大

の不可欠の要件である経営安定の要請とは、本来

矛盾するものであるが、以下に述べるように経営

安定を保障するための次善の対策を用意すること

によって、実態的にこれに応えることは可能とな

るであろう。

その対策は、集団的相互信頼関係を背景としな

がら両類型農家群間の農地流動過程のなかに公共

的機関が介在することによって、個 々の賃貸農地

を集積するプールを形成 し、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、個 々の

賃貸借の消長と無関係に、つねに一定量の賃貸農

地をプールから供給できるようにすることである。

換言すれば、公共的機関の媒介によって、経営す

る個々の農地は異っても経営単位の面積として一

定の面積を確保することを可能ならしめ、個々の

賃貸借の消長による経営規模の変動を消去し、経

営の安定 ・継続を保障 しようとするものである。

この賃貸農地のプール機能は優れて公共性に富む
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ものであり、農地保有合理化法人の機能としてま こ とに 相応 しい もの で あ る と言 え よ う。

5.集 団的相互保障機構 と農地保有合理化法人

資産的保有農地の流動化を進めるうえで、副業

型農家群と専業型農家群との相互依存 ・補完の関

係 と両者間の農業生産力格差がこの可能性を裏づ

けていることは前にも述べた通 りであるが、 もう

一つの条件となる集団的信頼関係が 自然発生的に

具体的社会形象、例えば集団的農地利用相互保障

機構として結晶し、資産的保有意識に対 して安心

感を与えるよ うになることが必要であろう。

このためには、一定の契機の存在を必要とする

ようである。この契機は、現在のところ農業委員

会の農政活動によ って与えられるものと考えられ

る。これには農地保有合理化法人が、後述する資

産的保有農地の流動化を動機づけるために必要な

誘引手段を装備することによって、農業委員会の

農政活動(集 団的相互保障機構育成活動)を 支援

することが必要となる。こうした農政活動の結果、

資産的農地保有農家と規模拡大農地需要農家との

間を(以 下に述べ る公社代行管理賃貸借方式を含

む)賃 貸借関係を通 じて結びつけるとい う実践を

通 じて参加農家に対 して集団的信頼関係の自覚を

促すことが可能となるであろう。

このように して、集団的信頼関係が集団的相互

保障機構とい う形を とって顕在化することによっ

て、農地保有合理化法人は、これと密接な連けい

をとりなが ら活動することができるようになり、

単に農地賃貸借事業の分野のみならず、農地保有

合理化促進事業全般に亘って農家の意向に即 しな

がら有効適切に事業を推進できることとなり、自

からの存在を農業 ・農家のなかに定着させること

ができるのである。

一方、集団的相互信頼関係は、 このような農地

保有合理化法人の機能によって集団的相互保障機

構とい う具体的な社会形象として確認され うるこ

ととなり、集落農地の利用 ・管理に関する自治機

能は確固たる基盤をもつことになるのである。

6.流 動 化 の動 機 づ け(対 応その1)

これまで資産的保有農地の流動化のための基本

的条件について検討してきたが、現実にこれを流

動化せ しめるためには、 これらの諸条件の成立と

相侯って資産的保有性向に対 して流動化を動機づ

けることが必要となるであろ う。

動機づけの内容は、資産的保有農地の管理形態

を変更する意思を抱かせ ることであり、その主体

は農地保有合理化法人のような農地の流動過程に

介在する能力をもつ公共的機関がこれに当ること

が適当であろう。このため農地保有合理化事業の

内容を次のように拡充し、資産的農地に対 して流

動化の動機を与えることが必要となる。

ア 小作料5ケ 年分前払

現在、小作料10年 分前払方式が実施 されている

が、この制度によって貸主の手 にする経済的利益

ならびに返還の保障とい う利点に較べて、あまり

にその期間が長きに過ぎるため、その間の貸主側

における経営上あるいは生活上の事情変化に対す

る対応が制約されるという不利が大きく、期間短

縮を望む声が強 くなっている。 このため農地保有

合理化法人を当事者とする5ケ 年定期賃貸借の満
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1

期解約について も農地法の規制から除外するとと

もに、期間中の小作料を一括前払しようとするも

のである。

イ.公 社代行管理賃貸借=買 戻特約付

公社買入れ

農地の売却にあたって資金の必要をその事由に

あげるものが多 くみられることは、先に述べたが、

これらの売主は売却によって農地の時価相当額の

資金を手にすることになる。

一般的に農地の売却は、最後の資金調達手段と

言われているところか らみると、これ以外の調達

方法はないものと考えてよいであろう。 したがっ

て、なか には必要資金の額からみて全農地面積を

売却する必要がないにも拘らず、何 らかの理由に

よって分割 して売却ができないため、心ならずも

全農地面積を売却、手放さなければならない場合

も多いと思われる。

このような事態に対応するため、時価を下廻る

価格、例えば、地主採算価格(=農 業収益地価)

を基準と して買戻特約付で農地または未懇地を農

地保有合理化法人に売渡すことができれば、売主

は、必要にして充分な資金を入手することができ

ると同時に、買戻権によってその農地等の所有権

の回復を保障され、農地信託制度では期待できな

いメリッ トを享受できる。一方農地保有合理化法

人は、その間当該農地等を管理する権利を取得し、

これを賃貸することによって規模拡大志向農家の

利用に供することがで きる。いわば所有者に代っ

て農地保有合理化法人が管理権を代行するものと

言 うことができる。この措置は、民法第579条 の

規定にもとつくものであるが、 「耕作者が農地を

所有することが最 も適当である。」 という農地法

の理念との調整を必要とするであろう。

7.高 水 準 農 地 価 格 に対 処(対 応その2)

資産的農地の流動化の根拠を高水準の農地価格

と規模拡大意欲、ならびにこれを媒介として成立

する集落の 自治機能に求め、必要な動機づけとあ

いまって、副業型農家群から農地保有合理化法人

を通ずる賃貸借方式によって専業型農家群へ流動

化することが充分期待できることを明らかに して

きた。その際高水準の農地価格は規模拡大意欲ひ

いては農業生産意欲の反映と考えて重要な役割を

認めたので ある。

また、最近の農地価格は、依然として高い水準

にあり、農業収益価格を著るしく上廻っており、

さらに今後予想される安定成長経済のもとにあっ

て も、転用期待価格の成立という主観的上昇要因

とならんで、代替地取得の過程を通ずる転用価格

の波及とい う客観的要因によって、都市的発展が

もたらす農地価格水準の上昇は鈍化することはあ

っても消滅することはないと考えられる。

このように高水準の農地価格は、資産的農地流

動化のための論理的根拠であると同時に実態的に

も将来に亘 って持続されるものとみなければならな

い。そしてそれは、資産的農地の賃貸借方式によ

る流動化を促す要因となる反面、農地の所有権移

転を通 じて行われる経営規模拡大にとっては、土

地投資の増大をもたらすものであり、これを阻害

す要因となるものである。

このことは、農地保有合理化促進事業にとって

重大な障害をもたらすのみならず、農業の基盤に

かかわる重要な問題を含んでおり、 これを放置す

ることは許されないであろう。 これについても農

地保有合理化法人が寄与す る面が多い と思われる。

即ち同法人が買入価格と売渡価格 とをそれぞれ別

個の評定規範のもとにお くこと(二 重価格制の導
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入)で ある。こねζよって農地保有合理化法人は、

農地等の所有権移転に介在 して農地流動の整序 ・

方向づけとい う公共的(相 手方の選定)機 能を果

すにとどまらず、さらにすすんで農業のための土

地資源の確保と農業投資の合理化の分野において

一段と公共性に富んだ高次の政策的(資 源配分)

機能を発揮しうることとなり、農政上重要な役割

を担うものとなるであろう。

その要点を端的に言えば、現在の農地価格の水

準からみて農地保有合理化法人が買入価格にとら

われず、売渡価格を農業収益価格の水準まで引下

げ、経営規模拡大の合理性を一層強化す ることに

外ならない。そのため実施する事項は次のとおり

である。

ア.売 渡価格の年賦償還

現行制度においては、農地保有合理化法人か ら

農地等を買受けた農家は、農地等取得資金等の融

通を受 けて、公社に対 して買受対価を一時払いし、

融資金については、年利3.5%、25年 元利均等償

還によって返済 している。

このような通常のルールの外に特定の農業経営

を営む農家が農用地を買受けたときは、その対価

の支払について、年利2%、 期間40年 の元利均等

償還の方法によることとし、地価上昇による買受

農家の負担増嵩を適正化 し、実質的な農地価格の

引下げの効果を与える。

イ.売 渡価格の引下げ制

現行制度で は、農地保有合理化法人の売渡価格

は、買入価格を基本とし、補助対象外の借入金利

子、ならびに補助対象外の諸経費を加算 して定め

られることとなっているため、高水準の農地価格

のもとでは、前記アの年賦償還方式を採用するだ

けでは有効な引下げ効果を期待できない場合があ

る。

これに対して、売渡価格の算定にあたって、買

入価格を上限とし、農業収益価格を下限として改

訂買入価格を設定 し、これを基本として改訂売渡

価格を設定する。

改訂売渡価格の設定は、買入価格を割引く方式

によることとし、割引率に応じて一定の売渡期日

の繰延べを行ない、その間同法人は賃貸借によっ

て使用収益 させるほか、売渡にあたって一定期間

の耕作を義務づける。 この改訂買入価格の算定に

ついては買受者の選択を認めることとする。

例えば:

買入価格に対する割引率10%20%30%

売渡期日繰延べ2年4年6年

義務耕作期間5年10年15年

&農 地保有合理化法人 の性格

現在の農地問題をめぐる諸情勢に対応して、農

地保有合理化法人の機能を抜本的に改善 ・拡充 し

て対処することが必要であり、とくに資産的保有

農地の流動化については、農地保有合理化法人が

その機能を発揮する必要があると考え数々の提言

を行なってきた。

これらの提案は、まず資産的保有農地の流動化

についてであり、公社代行管理賃貸借(買 戻特約

付公社買入れ)方 式の導入、5ケ 年分小作料前払

方式の創設を行ない、資産的保有農地を積極的に

流動化せしめ、これを経営規模拡大へ振向けると

い う公益を実現するとともに、 これらの賃貸農地

をプールす る機能をもつことによって、拡大 した

経営規模の維持 ・存続を保障するという公共的な

機能を果す ものである。またその機能の発揮、即

ち業務の執行 は、農地の利用管理に関する集団的
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相互保障機構の総意の赴くところに従って農地一

筆毎の利用管理を具体化する事務をすすめるもの

であり、一定地域の農家の自主的な意思にもとつ

いて業務の内容が規制されるとい う点でも公共的

な業務を営む ものということができる。

次に高水準の農地価格に対処 して、売渡価格の年

賦償還制および売渡価格の引下げ制の導入を提案

しているが、これらの措置は、農用地の売渡価格

を一定の規範のもとで操作することによって、農

用地の確保と利用という極め高度の政策的要請に

応える公的な機能を果すものとなるのである。

現在の情勢と将来の見通しの上に立 って、農地

保有合理化法人が期待に応えて課せられた任務を

遂行するため果すべ き機能は、以上にみてきた通

り極めて公共性乃至公的な ものであり、従ってこ

の法人の組織 ・機構 ・業務監理等についてもこれ

に相応 しいものとなる必要がある。そして農家は

もとより農業指導者層からも一層の信頼をかちう

るような存在となることが、またその機能を充分

に発揮する所以である。

さらに、これらの新しい提案は、多額の資金を

要するものを含んでいるのであるが、その 目的乃

至性格は前にも述べた通り、公共的あるいは公的

な要請に応えるものであり、そのために必要な費

用は国の財政資金をもって支弁されるべ きであろ

う。

以上のほか、農地保有合理化法人が、これ らの

新しい提案を実施するにあたっては、集団的相互

保障機構の育成ならびにこれと農地保有合理化法

人との連けい措置、事業資金の供給体制について

も、あわせて制度化をする必要がある。

(とりまとめ担当 西島)
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