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農用地利用増進事業と農地保有合理化

促進事業との機能分担に関する

調査報告書
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はじめに

昭和50年4月 、農業振興地域の整備に関する法

律の一部改正によって、農用地 利用増進事業の制

度が実施され ることとなった。この制度は、農地

の所有と利用の主体が分離しつつある近年の農村

社会構造を前にして、この両者の間を農地の賃貸

借関係で結びつけ、農地を流動化せ しめ る社会的

エネルギーは次第に高まりつつあるにも拘らず、

農地法体制のもとにおいてその発現が抑止されて

いるとの認識のもとに、その抑止条件を排除する

ことによって、この社会的エネルギーに発現の場

を与え、賃貸借方式による農地流動を促そうとす

るものであって、農地問題の原点に立ち返 って農

地の有効利用をすすめる画期的な施策 ・制度と言

うことができる。

このような農用地利用増進事業のもつ基本的性

格にかんがみ農地保有合理化促進事業をすすめて

ゆくうえで、この事業と有機的な関連をもちつつ、

かつこれを支援することが必要であるとの観点か

ら農地保有合理化促進事業の当面する課題につい

て検討をすすめ、昭和50年8月 、次のとおり一応

の結論をえた。
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農地保有合理化促進 事業 の当面 す る課題(メ モ)

1.環 境の変化

(1}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

本的課題として検討されている。

農地保有合理化促進事業は、農業経営規模

の拡大を中軸に、農業経営構造改善の一翼を

担 う主要施策として、上記の基本的課題の達

成に寄与することを農業の内外か ら強 く要請

されている。

② ひるがえって農村の近況をみると、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

めるなど基幹的農業従事者の減少の趨勢にブ

レーキがかか りはじめた。

この農業就業志向の下げ足の鈍化の傾向は、

さき頃 の土地投機ブームの後遺症とも言うべ

き昨今の高い地価水準のもとで農地の資産的

評価性向が高まったこととあいまって、農地

の供給を抑制する要因となっている。このこ

とは、今後経済の安定成長のもとにおいて一

層深化す る方向をとると考えられるのみなら

ず、農地転用の波及からくる農用地売買も減

少の方向を辿 るとみられるところから農地移

動は沈静化に向うものと思われ、農地保有合

理化促進事業の推進にとって消極的な影響を

及ぼす ものであろう。

2.農 用地利用増進事業との協調 ・提携

{1}農 用地利用増進事業のメリットの援用

このような情勢のなかで、今後、農地保有

合理化促進事業には、必然的に所有権の重み

が反映され、公社賃貸借方式が中心となって

ゆくと考えられる。それにさきがけて、 この

たび農用地利用増進事業が実施 され、農地賃.

貸借の設定 ・解約について個別的な公権力の

介入 ・秩序づけに代えて、集落内関係農家全

員の合意に委ねる集団的農地賃貸借契約方式

が制度化された。

このことは、集落内関係農家全員の合意と

いう規範のもとで賃貸借を自由化 し、期間満

了にともなう賃貸地の無償返還を保障するこ

とによって、貸主の資産処分権を確保するユ

ニークな契約方式であることを特長としてい

る。

貸主に与えられるこのようなメリッ トは、

公社が介入する一定の条件をみたす賃貸借の

すべてに及ぼされることが望ましいが、現在

は期間10年 以上の定期賃貸借のみに限 られて

いる。

そこで農用地利用増進事業の実施に際 し、

同事業に備わったメリットを公社賃貸借にと

り入れて、農地賃貸借の流動化を図ることを

検討する必要がある。このため公社所有地又

は、公社賃貸借事業を農用地利用増進計画に

組み入れる等、両者の協調 ・提携について試

行を伴いながら実証的に検討する必要がある。

② 公社賃貸借方式のメリットの拡大とその活

用

農地資産に託す る評価は区々であり、その

緩急、大小に応 じて農地の管理の態様、処分

の方法についての選択が行なわれる。農地保

有合理化促進事業では、賃貸借の分野におい

て10年 分小 作料前払を実施 し、貸主に対 して
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メ リットを供与 して この種賃貸借への誘引を

図っている。今後、公社賃貸借を促進するた

め次のとおり公社賃貸借方式の もつメ リット

の範囲を拡大 し、農地所有者の選択範囲を拡

げることにより、これを一層強力に公社賃貸

借事業に誘引することについて検討する必要

がある。

ア5カ 年小作料前払による短期農地賃

貸借

農用地利用増進計画の一部 となる公社賃

貸借事業に係る農地借入れについて5カ 年

分の小作料前払制を創設 し、貸主の評価の

多様性に対応 し、選択範囲を拡大する。

イ 公社代行管理による賃貸借

地主採算価格を基準として買戻特約付で

農地、未墾地を公社に売渡すことによって

売主に対 しては買戻権にもとつ く所有権の

回復が保 障され、農地信託制度で期待でき

ないメ リットを亨受すると同時に、公社は

その間当該農地を管理す る権限を取得し、

農用地利用増進計画の一環 として、賃貸借

によ り経営規模の拡大に供す る。

なお、この賃貸借に対するメリッ トの賦

与は、それが農用地利用増進計画に組込 ま

れることによる賃貸借の返還の保障を前提

として成立するものである。

したがって これ らの措置について実証的

に検討す るためには、農用地利用増進事業

の実施と併行 してこれを試行する必要があ

るが、このことによって農用地利用増進計

画は農地の資産的保有性向に対してキメ細

く対応できることが期待されるものである。

(3)協 調 ・提携の基盤

公社賃貸借事業 と農用地利用増進事業の協

調と提携の基盤は、農家の自主的意欲の発現

であり、そのため農家の参加を基本理念とし

農家の自主的志向を総合 ・調整する 「農地管

理セ ンター」の しくみと機能について検討す

る必要がある。

そ して公社は、その保有す るメ リッ トを活

用 し、農地賃貸借を誘引し、大量の貸付地を

継続 して、集中 ・管理することに努め、一定

地域ごとに個別賃貸借の消長にかく乱されな

い公社管理面積の平準化を目指 し、公社賃貸

借農地の経営 ・耕作の安定について同セ ンタ

ーの総合 ・調整機能の円滑な実行に寄与する

方策について も併せて検討する必要がある。

3.農 地保有合理化促進事業 における土地価格

一般宅地価格の横ばい傾向にかかわらず、最

近の農地価格は依然として上昇 し、農用地の収

益価格を著るしく上廻るに至ったことは、農地

保有合理化促進事業の根幹にかかわる問題であ

る。このため公社買入、売渡方式における価格

体系の確立の視点か ら次の事項について検討を

行ない、この分野においても公社介入方式の政

策的意義を明確にし、とくにその財源対策措置

として、農用地証券の発行等の方策について検

討する必要がある。

{1}公 社売渡農地等対価の年賦償還制

長期、低利の年賦償還制を適用 し、地価高

騰による買入農家の負担増加を適正化する。

{2)公 社売渡農地価格の引下げ制

公社売渡価格について割引制を導入 し、地

域を限って、時価買入れ、収益価格売渡を実

施す る。なお売渡を受けた者に対し一定期間

の耕作継続を義務づける。
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以上のよ うな考え方に立って、これを実地に試

行することを検討したが、難点が多かったので、

これに代えて上述のメモに掲げ られた問題意識に

対 して現地農家の素直な意見を求めることとし、

別添 「農用地利用増進事業と農地保有合理化促進

事業との機能分担に関する調査実施要領(昭 和50

年8月18日)」 を定め、次に掲げる6町 について

農業委員会、農業会議および農地公社の協力をえ

て実態調査を実施 した。この報告書は、各調査地

区からの報告を要約 したものである。

実態調査実施地区。
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秋田県 平鹿郡平鹿町

茨城県 行方郡玉造町

長野県 上高井郡小布施町

鳥取県 東伯郡大栄町

岡山県 真庭郡落合町

鹿児島県 川辺郡川辺町

◇別 添◇

農用地利用増進事業 と農地保有合理化促進

事業との機能分担に関す る調査実施要領

昭和50年8月18日

拙 全国農地保有合理化協会

今後経済の安定成長のもとにおいては、農地の

資産的評価性向の高まりなど農地の供給を抑制す

る要因は一層深化すると考え られるのみならず、

農地転用の波及による農地売買も減少の方向を辿

るとみられるなど、農地保有合理化促進事業の推

進にとって消極的な影響がみられるであろう。

このような情勢のなかで、今後農地保有合理化

促進事業には、必然的に所有権の重みが反映され

公社賃貸借方式が中心となってゆくと考えられる。

そこで農用地利用増進事業の実施に際し、同事

業に捕った農地賃貸借に関するメ リットを公社賃

貸借にとり入れ、両者の協調 ・提携によって農地

賃貸借による流動化を図る必要がある。

1.目 的

農用地に関する権利調整に係る農家の意向に

対 してこの2つ の制度が果すべ き役割と限界、

並びに相互補完の可能性とその手法について実

施に即 して解 明する。

2調 査事項

に)2制 度に対する農家の評価と問題点

{2)2制 度のもつ役割と限界

㈲2制 度の充分 な効果発揮のため指導 ・推進

上留意すべき事項

3.調 査対象市町村

農地の流動化のため農用地利用増進事業及び

農地保有合理化促進事業の実施に熱意を有する

市町村6市 町村を選定する。

4.調 査のすすめかた

(1}農 業委員会、農業会議及び県公社の役職員

をもって組織する調査研究会に委託 して調査

する。

② 調査研究会は、市町村の一定の地域につい

て関係全農家の将来志向にもとついて将来の

地域の土地利用について大 まかなビジョンを

描 く。

{3}ビ ジョンを実現するための手段として2制
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度をとりあげ、農家の側か らみた功罪、適否

など評価を明 らかにし、この制度のもつ役割

と限界、相互補完の可能性とその態様並びに

効果発揮のため指導 ・推進上の留意すべき事

項を明らかにする。

{4)調 査研究会は調査員を委嘱し、調査事業の

進行過程における農家の意向など所要事項を

具体的(月 日、場所、誰、内容、理由など)

に記録する。

5.調 査結果の報告

調査終了後次の書類を提出して報告する。

(1)前 記の4の{4)の 記録写

② 前{1}の記録に登場する農家に係る農家台帳

記載事項

㈲ 次の事項に関する調査研究会の検討結果の

概要

ア2制 度の役割と限界

イ2制 度の相互補完の可能性とその態様並

びに手法

ウ2制 度の効果発揮のための指導 ・推進上

の留意事項

6.調 査期間と報告提出期限

調 査 期 間 自昭和50年9月1日

至昭和51年1月31日

報告提出期限 昭和51年1月31日

1秋 田県平鹿町馬鞍集落

概 況

1.5ケ 年分小作料前払制

2.公 社代行管理 賃貸借制

3.農 用地 利用増 進事 業

4.農 地 の流動化 促進

概 況

奥羽山系の山裾 に位置す る農山村的集落で、農

家戸数80戸 、平均経営規模1400、 大部分(80%)

の農家の世帯主、あとつぎは農閑期には出稼に従

事している。田は100hα 、畑00haで 、畑は昭和初

め以来 リンゴ栽培を目的として開こん造成され果

樹園であ り、現在においても開こん意欲は旺盛で

ある。水田は区画整理がおくれており、昭和50年

よ り着手された県営圃場整備事業によって、52年

には200～300の 区画に整理される予定である。

農業機械の導入 も、 したがっておくれており、

田植機は殆んど全戸が所有しているが、 トラクタ

ー(2台) 、耕転機、コンバイン等 は中規模(2ha

以上)農 家が所有するに止まり、零細(2ho以 下)

農家は、圃場作業を他に委託するものが多い。昭

和50年12月 に実施 したアンケー ト調査農家30戸 の

うち、作業委託農家は25戸、 うち全作業一貫 して

委託 しているものは5戸 、その他20戸 は、部分作

業を委託 している。委託される部分作業の種類は、

多い順に、耕起 ・代かき、田植、収穫(乾 燥 ・調

製 ・包装を含む。)となっており、老人、婦女子等

の管理労働力をもってい る農家の場合である。こ

れらの管理労働力をもたない場合は、一貫的作業

委託をすることになる。この場合には、水管理も

受託者の仕事となっている。
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1.5ケ 年分小作料前払制

農地保有合理化促進事業が行っている小作料前

払制は、賃貸期間が10年 以上のものを対象 として

前払いを行 っているが、最近における経済情勢の

変化等からして期間を短縮すべきではないかとの

意見が各方面から出されていることか ら、5カ 年

分前払制が考慮されているものと考える。

農地を貸付ける者にとっては、現行農地法にお

ける耕作権のようご制度に対 する不安が大 き く

(一旦貸した ら返 してもらえない)、現在では、 こ

れが流動化の阻害要因にもなっている。これに対

しても期間短縮の実現は農地の所有者の安心感が

助長され、流動化を促進する一助となるものと推

定される。また、期間短縮は経済の変動にもある

程度対応 し得る結果 となる。

しかしながら、期間短縮することによる問題 と

して指摘されるものは、小作地に対する耕作者の

農業投資意欲と小作地の管理等がいかになされる

かであり、これらに対 して充分意を尽すことが肝

要である。

また、現行小作料制度についても積極的な検討

が行われる必要があ る。すなわち、旧来の小作料

と現行標準小作料との問題である。とくに旧来の

小作料によって貸付を行 っている者にとっては、

この制度に対する不満の声が強 く、流動化の促進

を阻害してい る一因となっている。さらに標準小

作料においても、現在農業者が行 っている請負耕

作料との関連を充分検討 したうえで、設立される

ものでなければ、期間短縮による制度改善も所期

の 目的に近づくことができないであろう。

2公 社代行管理賃貸借制

農業継続を志向する農業者にとって、いか なる

事情にあ っても農地を売却することは苦痛そのも

のであることは言 うまでもない。しか も、農地売

却は資金調達の最後の手段であることから離農せ

ざるをえない立場に追い込まれることもある。

そこで、 これを守るための構想として考慮 され

ている買戻特約付の公社代行管理賃貸借制は将来

の農業復帰を約束するものであると理解されるこ

とから、その推進を積極化すべきであると考える。

そのときにあたり、公社の管理に移 された農地

は規模拡大志向農家へ流動す るよう措置すべ きこ

とは当然のことである。

しか しながら、売渡農家の買戻 しが短期間内に

可能にな った場合、その農地を賃借 している農家

の経営面積の変化が激 しくなることから経営上 に

問題点が生ずることも想定されるので、 この対策

についても併せてさらに検討の余地がある。

更にこの事業が永続的に利用されるとすれば、

賃貸農地に対する危険負担等について充分考慮 し、

同時に対策を講じなければ、永続性はない。

3.農 用地利用増進事業

農振法の改正により、農用地区域内の一定地域

において、農地法の許可を不要とする利用権の設

定が行われ、農用地の流動化を行お うとする農用

地利用増進事業が行われ ることにな った。

これは農地法における耕作権のようごが強力な

ため、農地の流動化が阻害されているとの理解に

立 って、その阻害要因を除去するためのものであ

り、それなりの意義を有するものである。

しか しながら、農地行政の面からみれば、二元

化の道を歩む ことにもなるので、利用権の設定 さ

れる地域の周辺の農地の利用に混乱を生ずること

も予想されることから、きびしい対処が必要とさ

れている。

また、農用地利用増進事業における利用料の設

定は、標準小作料が 自らその基準となるものと想

定されるが、その場合小作料の実勢からして、 ど

のよ うな弾力性をもって設立することができるか
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が問題である。

さらにまた、農用地利用増進事業を効果的に推

進するため促進対策事業が実施されることとなり、

その うちで小作料(利 用料)前 払に対する助成事

業も行われることになっているが、これが農地保

有合理化促進事業で考え られている小作料一括前

払事業における小作料額との問題で、協調ができ

るかどうかが問題である。また、農用地利用増進事

業における利用権設定期間(1～3年 位)と 農地

保有合理 化事業における5年 分一括前払事業の期

間の点で、協調で きるかどうかも問題である。

これらの事業が効率的に運用されるためには、

以上の問題が解決 されることが前提であり、これ

が解決されることによって農地保有合理化事業と

農用地利用増進事業の有機的関連が成立 し、真に

農業者にとって有利な存在となるとともに、農業

の、とくに農地の実態把握を容易にし、規模拡大

に貢献 し得 るもの と考えられる。

4農 地の流動化促進

(1)売 買

生活水準が高度化するなかで 男子 基 幹労働力

2,500人 の うち1.500人 が出稼である(平鹿町の人

口17,500人 世帯数3,788戸 農家戸数2,700戸

就業人口5,300人)。 このように農業で自立志向す

る農家は逐年減少 の傾向にあり、農業所得より農

外所得が上 まわっている。このような状況の もと

で、零細農家は農地と言うより資産として保有す

る傾向が強 く、零細であればある程その感が強い。

その結果農地を手離す農家が少ないのに対 し需要

は多 く、地価高騰 に拍車がかけられているのが現

状であり、現在10a当 り取引価格は150万 ～200

万前後である。

このような状況のもとで、毎年約70haの 農地所

有権の移動があり、その約半数は自作地有償所有

権移転である。これに対しては、農地移動適正化

あ っせん事業により経営規模拡大農家に移行する

よう努めているが、その うち30a以 上の農地又は

集団地の農地の移動については、 これを農地管理

公社にあっせんする方針で実施 しており、昭和46

～50年 の間の総あっせん農地の23%が 農地管理公

社へあっせん され、農地保有合理化促進事業に組

入れ られた。一般のあっせんの場合、売却代金の

支払が約1ケ 月おくれるのが通例であるのに対 し

て、農地管理公社の場合は即時払されるので、あ

っせんの相手方として好ましいものと言える。

また最近は中規模以上の農家で も、①労働力が

ない、②機械の更新期にきているが更新投資をた

めらう、③安定的職業の出現などによって、飯米

を確保 して脱農 ・負債整理をしようとする傾向が

み られる。このような場合は、い きおい農地移動

面積 も大 きくなるので、農地保有合理化促進事業

に組み入れることが妥当であると考え られるが、

同事業のもつ税制面の優遇措置は、一般のあっせ

ん事業と同じであ り誘引効果が少いので、今後さ

らに税制面等で優遇措置を強化する必要がある。

とくにさきに述べたように、農地価格水準が高騰

している情勢のもとにおいて農地管理公社の買入

価格水準の改訂と、譲渡所得特別控除の引上げは

急務である。

② 賃貸借の設定

このような脱農化の傾向は、直ちに農地の所有

権の移転に結びつ くものではない。農地は資産と

して意識されているので、負債整理 とい う動機が

なければ、脱農 してもそのまま保有されることに

なる。このような場合に対 して土地対策関係諸制

度が、最近ようや く整備されつつあるが、流動化

の積極的推進力たり得ない憾がある。

とくに、小作料問題がその隣路となっているこ

とは直接農業者と接触している関係者から常に問

題点として指摘されているところである。
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即ち、小作料は統制小作料が平均4,000円 、標準

小作料 が上 田32.000円 中田28,000円 下田

24,000円 であるのに対して、一方農作業の受委託

料金は100当 り85,000円 前後である。貸手に対し

て規模拡大希望農家即ち借手が多い現状において

は、後者が農家が賃貸する場合の指標となってい

るのが実情である。

従 って現行小作料は流動化を阻害 してい る一因

とも言えるのである。 この問題を解決するために

は、農地保有合理化促進事業の制度が役に立つの

ではないかと考える。

参 考

〔1〕 平鹿町標準小作料(S50.3.改 訂)

上田32,000円 基準収量10a当 り600kg

中田28,000円 〃

下田24,000円 〃

〔2〕 全 面農 作業委託料 金

10α 当 り600kgの 場合:

540kg

480kg

昭 和50年 政府売渡価格(3等 格)×55%

10α 当 り000kg以 下の場合:

昭 和50年 政府売渡価格(3等 格)×60%

但 し固定資 産税 、土地 改良 費、水利費、農 協賦課金

は委託者負担。水稲共 済掛金 は受託者負担。

昭 和50年 産米価格(平 均3等)15,570円 で試 算す

れば委託料 は次 の通 りとな る。

600kgの 場合 ×15,570円=155,700円 ×55%

=85 ,635円

540kgの 場合 ×15,570円=155,700円 ×60%

=84 ,078円

これ に 対 して 農 業 者 は 自 らの 創 意工 夫 によ り請

負 耕 作 を行 う な ど規 模 拡 大 を 行 っ てい るが 、 これ

も制 度 上間 題 であ る と の議 論 に と ど ま る の み で制

度 的 に これ を 整 備 しよ うと す る努 力 も遅 々と して

進んでいない状況にある。

このようなことから、農業者は生産意欲を減退

させ、後継者の育成にも消極的となり、所得確保

のための安易な兼業の道を走り続けてい る。

㈲ 農用地利用増進事業

このような農地利用の状態のもとで、昭和52年

度には、県営圃場整備事業によって20～SOa区 画

整理 が完了 し、待望されていた農業機械の導入が

可能となるところから、合理的な機械導入を期す

る観点から農用地利用増進事業をとり入れ、稲作

の機械化と農地利用の改善を一挙に行なうことに

よって、新しい農業の展開を図りたいと考えてい

る。

即ちこの集落を中心にして140hoの 地域を指定

し、20ha～30ho規 模の4集 団を組織 し、集団に ト

ラクター、田植機、コンバイン、乾燥機を1組 と

して導入計画を樹てた。集団の機械を中心として

利用権の設定を推進せ ざるを得 ない変則的な進め

方であるが、初年度のことでもあり、かつ4月 中

旬でなければ出稼者が帰 ってこないこともあるの

で、利用権の設定は今後の問題となっている。

4集 団 ごとに7人 の中核農家を自主的に選出し、

これが集団一利用組合の中核となって運営するこ

とになるので、利用権の設定についても当面10ho

の集団的利用を目標として利用組合毎に7人 が各

自必要な利用面積を分担確保することを建前とし

ている。勿論そのための説明会の開催等農業委員

会は これに積極的な協力を惜まないこととしてお

り、目下利用組合模範規程例の作成にあたってい

る。
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皿 茨城県玉造町鳥名木 ・横須賀集落

概 況

1.5ケ 年分小作料前払制

2.公 社代行管理賃貸借制

3.農 用地利用増進事業

4.2制 度の相 互補完の 可能性 と手 法

5.調 査を終 って

附.農 家座 談会 発言要 旨

概 況

玉造町における典型的水田地帯であり、2集 落

とも同一土地改良区に属 している。総農家戸数70

戸にっいて実施 した志向調査から地区の動向をみ

ると次の通りである。

① 土地基盤整備 も完了しており、農地集積型

の規模拡大意欲は極めて強い。70戸 の うち32

F(46%)が 既に拡大をしてきた。

② 規模拡大の方法は、借入が69%、 購入が19

%で 、大部分が借入である。その契約年数は、

短期間(1～2年)が 多 く、又年数を定めな

い例が65%あ ることは特筆すべ きことであろ

う。地主の事由は労働力不足(38.5%)。 兼業

(26.9%)が 主であり、廃屋(3.8%)は 極

めて少 い。

③ 借地料が、大 きく問題にされている現在で

あるが、法定小作料は勿論、標準小作料を大

きく上廻 っての意向があることは、注目すべ

きである。調査結果に表れた小作料の平均は

3万 円であり、4万 円以上(30.8%)、2～

3万 円(26.9%)の 順序であった。

④ 借地による規模拡大の場合の推進施策とし

て、短期の賃貸借を希望する農家(24%)が 、

他の施策、すなわち小作料一括払い(3%)、

或いは請負耕作等(20%)を 上廻 っているこ

とは、今後の課題として各種の問題 を含むも

のであり、注 目に値いする事項である。

次に調査地区における農地の流動化と規模拡大

を阻害する要 因についてみると、これは他の地区

においても共通 した事項 であ るが、部落座談会

(本調査のための)、 その他 の機会において発表

された主たる事項を列記すれば、次の とおりであ

る。

① 全体的事項(所 有権の移動を含めて)

⑦ 農業の将来性 と国の農政への ビジョンの

欠除。

④ 農業採算にとって不合理な高地価。

◎ 農畜産物価格の不安定。

㊤ 後継者不足と農家労働力の流失。

㊥ 土地を資産として保有 し、現状維持型農

家が多い。

② 借地に関する事項

⑦ 農地法に対するアレルギー現象で、貸せ

ば戻 らないという所有者意識。

④ 農業委員会を通 じての賃貸は、事務的に

繁雑だ。

㊥ 小作料が問題である。農地法の要求する
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額と開 きが大 きく、又、貸 し手と借り手と

の意見の一致が困難である。

㊤ 利用権設定期間が、両者の間で喰い違 う

場合が多い(貸 し手は短く、借り手は長く)。

㊥ 借 り手が多 く、貸し手が戸数も又面積 も

少ないのが全般的な傾向であり、更に貸 し

たい農地の環境は、比較的良好でない場合

が多い。

1.5ケ 年分小作料前払制

〔1)一 括前払制について

現行の10ケ 年前払いについては、制度開始時に

おける趣 旨は十分理解できるが、現実には、貸レ

手にとっても、さほど魅力のあるものではない。

その主たる理由は次のとおりである。

④個人当りの貸付地は、大面積でなく、従 っ

て、小作料も10年一括 しても、魅力ある額

とはならないケースが多い。

⑤前払いによる所得は、臨時所得 とされ、平

均課税されているが、控除額は少ないため

魅力がない。

◎経済変動の大 きい今 日、前払いしても結果

として調整をする事務上の手続 きが定めら

れていない。

④小作料の額についても、実勢小作料との差

が大 きく、毎年更新の方が両者の納得が得

られ る。

◎いつれにしても、10ケ 年という契約は、農

家の意向に沿わない。

以上の理由により、本県においては、昭和45年

制度発足以来実質的に実施を していない。

②5ケ 年分小作料一括払制の利点と問題点

ア)10年 前払制に比較 して、物価の変動、農

民感情等か ら、現実に近づくもの と評価 さ

れる。 しか しなが ら、農地の流動化の流れ

を変える程の魅力となることについては、

一25一

大部分の出席農家の意見はみられなかった。

イ)出 席者の主なる意見

例 小作料については、前払制に限 らず、本

調査の全体を通 じて、大部分の意見とし

て、現行小作料2本 立の統一を強く望む

声が多か った。更に、その場合、実質小

作料との格差については、せばめる方向

を希望す る者が多かった。従 ってこの一

括前払いについても、10年 との比較にお

いて、1歩 前進との見かたがあ ったが、

より必要なことは、小作料の1本 化によ

る前払制の実施である。

{イ)標準小作料では5ケ 年前払いでも、低額

であるため、貸 し方にとってはメリット

は少ない。

{ウ}借り手は、10年 との比較1ζおいて、より

長期を望みたい。

{勾労働力を有 しない農家の、荒 し作り農地

を流動させる手法として、5ケ 年払いを

論ず るとき、対応策としてはやや弱い制

度である。

{刻請負耕作 との関連を充分考慮 して推進す

べきであり、特に、小作料(標 準小作料

最高13,700円)と 請負耕作料(2～3俵)

とについては、十分検討を加えることが

必要である。10年 を5年 に短縮 してもそ

の目的を果すためには、小作料額を併せ

て検討することが必要である。

(カ)期間短縮は、一応貸 し手にとっては、改

善のように思われるが、借り手は、短期

となれば、当該農地の管理について、ど

うしても手抜きが行われることは事実で

あり、現在農業関係者一丸となって進め

ている 「土づくり運動」に対 しては、若

干逆行の感がある。加えて、有効利用の

ための投資についても薄 くなる嫌いが出



てくるであろう。

ウ)貸 付農家の特徴と事由

上記の問題点との関連が多いが、5ケ 年

前払制で貸付側にまわる農家の特徴、要件

は次のとお りである。

{力現在、労働力が不足であり、当面経営を

縮小して も、あととり等の関係で数年後

は現行経営面積を回復できる見通 しのあ

る者、大むね兼業農家。

1イ比 較的大面積を経営 しているが、目的は

資産的保有であるため、生産の拡大等は

二の次で あり、確実で簡便な返還を望ん

でいる農家。

{ウ}又、第二種兼業農家で、他産業従事が安

定 してい るため、小面積の耕作でも不可

能となったが、事情により売渡 しは好ま

ず、安心できる方法により他人へ賃貸 し

たい農家 。

エ)貸 付農家の割合と推定契約面積

部落調査の結果からわかるように、既に

対象70戸 の うち32戸 が何 らかの方法で他部

落の農地を入手 して拡大 しており、今後の

志向としては47戸 、70%に 近い農家が更に

拡大について何 らかの希望を有 している。

但 し、縮小を志向 している農家は、1戸 あ

るのみで、結果 として部落内からの借 り入

れによる経営規模拡大は困難である。従 っ

て貸付農家は部 落外 に求 め る必要 がある

が、部落の近 くに鹿島臨海工業地帯の後背

地を有 しているという地理的な関係上、或・

る程度可能である。

しかし制度等が変更 され、安心 して、自

由な、かつ両者の意向が尊重されるとすれ

ば、現在では縮小志向の1.4%で 僅少であ

るが、10%程 度の貸付農家が現われるもの

と推定され る。

2.公 社代行管理賃貸借制

本制度の趣 旨は、農地を売却すれば再び手元に

は返 らないという農家の最大の悩みを解消 し、更

に当該農地を有効に活用させるという一石二鳥の

目的で、全国農地保有合理化協会で現在検討中の

ものである。即ち、農家が一定の資金調達が必要

となったときに対処するため、時価を下廻 る価格

で買戻特約付で公社に売渡 し、農家は必要資金を

入手することがで き、一定期間の経過後再び所有

権を回復する。その間、農地 は公社 により規模拡

大希望農家に貸付 けられて有効に活用されるとい

う方式である。

口)利 点

ア)農 地売却は最後の資金調達 の手段であ

り、又一度農地を手離せば再び自己の所有

には戻 らないという農家最大の苦痛を改善

するものとして、現行の構造改善事業に匹

敵する農家に対する一大善政である。

イ)従 来の資金調達のための農地売却は、そ

の農家を離農に追い込む例が少な くなか っ

たが、本制度により将来への希望を与え、

これによ る離農を阻止することができよう。

ウ)農 家の資金調達としては最良の施策であ

り、一定期限後の農業復活を約束するもの

であるため、積極的に本制度の実現に、運

動展開を図るべきである。

エ)更 に、規模拡大を望んでおりながら目的

を達成できない農家に対 し、その農地が公

社より賃貸により流動化されるこ とは、い

わゆる一石二鳥の利点 と云 うべきである。

オ)農 家における災害は、他産業従事者の災

害に比 して救済制度が微弱であるため、本

制度は極めて必要な救済制度であり、尚か

つ、大事な資産を減らさないで利用できる

ことは、農家経済への大きな支柱 というこ
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とができる。

② 問題点

ア)現 実には及びもつかない飛躍 したもので、

実現化の見込みが薄いのではないか。

イ)買 い戻 し期間が農家の希望と合致 しない

場合の対策をどうするか。なお、期間が短

期の場合、借り受け農家としては営農計画

が立たない場合もある。

ウ)永 続的にこの制度を利用する場合、当該

農地の地力低下等、又危険負担を考慮すべ

きである。

エ)必 ず買戻 しができるという保障を確立す

ること。また買戻代金の分割納入を考慮す

ること。

オ)利 用期間の利子補給は、国が負担するこ

とが好ましい。

カ)極 めて有利な制度である結果から、安易

にしかも悪用される危険性があり、これの

査定機関が必要で、これを市町村農業委員

会の業務のなかに位置づけることが重要で

ある。

キ)利 用農家が買戻 しの際に、農地法3条 資

格を失 っている場合等も考慮 され るので、

その場合の特例事項等 も用意する必要があ

る。

㈲ 利用者の特徴 と傾向

ア)資 金調達方法としては、これを利用する

場合は、家屋新築の場合、次が災害発生の

場合(火 災、交通事故、病気、怪我等)、 更

に結婚、進学 等の場合 に利 用が予想 され

る。又若干ではあるが、農業施設等への投

資、及び農用地の購入の場合の利用も考え

られる。1部 には現在 までの経営の結果、

負債の累積に苦 しんでいる農家の場合 も利

用するであろう。

イ)大 面積所有農家で、資産保有型で、荒廃

農地を所有 しているが、3条 での賃貸借契

約を嫌 っている農家も、周囲の働きかけ如

何では貸 し手に廻る可能性があ る。

ウ)現 在及び当分の間は安定的職業に就いて

はいるが、将来は帰農を考えている者は当

然本制度を利用するものと思われる。又、

老令者就農の兼業農家 も同様 と思考され

る。

{4)利 用農家の割合と推定利用面積

座談会出席農家の希望及び意見等によれば、

本制度は仮定のものであり、農地担保の場合

の借 り入れ金額、利用期間、その間の利子の

有無、更に買戻 し時の対価 とその保障の有無

等 々が不確定である現在、割合 とその面積

を予想することは不可能 ということが多数を

占めた。

但 し前記の部落調査の結果からも、玉造町

のなかで最 も土地型農業の多い地域であり、

従って農地拡大志向も多い部落でありながら、

縮小希望農家が僅かながらも実在す ることが

確認される現状から推定すれば、今後の農村

環境の変化と、後継者の確保状況、更には予

測される農林施策等から、利用農家の割合は

少なくとも10%以 上と見込まれ、その年間推

定面積も、部落農地面積の3%程 度と予想さ

れる。

3.農 用地利用増進事業

口}利 点

国民食糧の需給度を向上 し、農業に意欲のある

農家の規模拡大を進めることが急務とされている

とき、本制度は、農振地域のなかでの農用地の有

効利用を図り農業経営の規模拡大を促進す るため

に、農用地の利用権設定を計画的に行 う事業であ

る。

特にその利点は、次の通りである。
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ア)地 域農業者の合意によって集団的に利用

権が設定されること。

イ)従 来の方法と異なり、手続きが簡単であ

ること。

ウ)農 地法の特例が設けられ、農地法アレル

ギーが解消されること。

エ)加 えて、促進対策事業としては、メニュ

ー方式で多様な事業が自主的に実施できる

こと。

オ)更 に貸手 ・借手ごとにその利点を述べれ

ば次のとおり。

。貸手の利点

・土地返還を求める場合の不安が解消さ

れた。

・貸付期間が短かく定あられ、いわゆる

所有権が拡大 された。

・小作地所有制限 とは無関係である。

・借賃は、一般の小作料(標 準小作料)

よりは、高 目に定められる。

・返還手続 き、離作料、返還に伴う手続

き等、一切の心配が無 くなった。

O借 手の利点

・公的事業のなかで行われるため、わづ

らわしさから解放される。

・多数の中から借り入れ農地を物色する

ことができるため、経営上有利な農地

が手当できる。

・期間の点は、繰り返 しので きない農地

は返還 しても、その地域内で他から同

様な条件の農地が借入でき、農業経営

には支障を来たさない。

・連作を好 まない作目の場合、前以て何

年か後 まで計画を立てることが可能で

ある。

② 貸付農家の特長と事由

前記、5ケ 年小作料前払制及び公社代行管理賃

貸借制と、殆ど同様であるが、特に次の点が特長

と云える。

ア)貸 付期間10ケ 年はもちろんだが、5ケ 年

でも長期すぎるという短期契約希望農家は

歓迎。

イ)ヤ ミ契約で進めている農家は、条件はヤ

ミ契約と同様で公的に認知されるため、本

事業を利用することが得策である。

㈲ 問題点

ア)地 域関係者全員同意で規程を作成する場

合、小作料、請負耕作料等との関連も考慮

して、借料の額を決定することが主要課題

である。

イ)契 約期間については、貸手と借手に意見

の相違の出ることは明白であり、これの調

整が重要である。更 に特殊作物については、

別途考慮すべきであろ う。

ウ)近 代的農業経営の推進を図 るとき、集団

化を目標としての流動化が望ましい。更に、

その結果、交換分合並びに基盤整備等を併

せ推進す るなど、経営の合理化を特に必要

とする場合の対策が必要である。

エ)本 事業が農地法の特例を含むため、本事

業実施地区以外の農家(特 に法定小作料に

よる契約農家等)の 感情に対 しての説明を

どう行 うか。

更に法定 ・標準 ・実勢小作料、請負耕作

料及びこの借料 との相互間の調整問題の対

処。

オ)農 業委員会系統において、本事業が農地

法の根幹に抵触するいわゆる特例であると

ころか ら、法 自体を弱めるものであり、更

には農委組織そのものを弱体化せ しめるも

のであるとの心配があるが、 これに対す る

対処。

カ)促 進対策事業について地方財政の窮迫 し
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た折、国庫補助が半額のみということでは、

実施市町村は議会等の協力を得るのに極め

て困難である。

故に、県費補助の方途を検討すると共に

事業 によっては、国庫補助を拡大すること

が望ましい(基 盤整備関連事業など)。

4.2制 度の相互補完の可能性 と

その手法

2制 度の特徴 としては、農地流動化の目的に対

して、それぞれの特徴があるが、前述の如 く利用

増進事業又は保有合理化事業のみでたるものでな

く、その原因は貸手、借手に、利害相反するもの

があることは厳然たる事実である。従 って、2制

度の相互補完の可能性を、現行制度の中で見出す

ことは、技術的に問題が多いけれども、農業振興

の中心政策である農地の流動化、特に賃貸借によ

る農地移動が、希望する農家の規模拡大の決め手

であるとす るならば、2制 度を最大限に活用する

と同時に、当然制度の改善が必要であるとともに

基本的な問題=貸 手 ・借手の利害の調整問題の整

理が必要である。

(1)制 度改善の基本方向

組織的 に極めて困難ではあるが2制 度の目

的は同一であるため、併せて同一制度にする

ことを出席農家全員が望んでいる。

② 基本的な指導推進留意事項

まず第一に、農地法の存在価値については、

極めて重要であり、こぞ って法遵守をすべ し

という意見が大であるが、その反面、農地法

ア レルギーがあり、これが大きく農地の流動

化を阻害 している事実も認めている。従 って、

農地返還に対する不安解消については、法の

特例措置 も必要であるが、それ以前に、相互

信頼性の確立が前提となろう。

第二 に、小作料又は借賃の額については、
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現在の3本 立あるいは4本 立の実態を早急に

解消すると同時に物価スライ ド制等を考慮す

ることによって、当事者の納得のゆく額、即

ちいわゆる実勢小作料を目安 として、決定 さ

れるよう検討の要があろう。

第三としては、近代的農業経営と裏腹の関

係にある農村環境の整備が強く望まれる。第

三次構造改善の実施等に当っては、十分、2

制度との関連を折り込みその趣旨を達成すべ

きであろう。

第四に、2制 度とも農振地域内の事業であ

り、従 って農地流動化は農振地域内のみに限

定されることになり、目的達成が不可能とな

る農家もある。故に特別措置も必要であり、

検討の余地があろう。

第五として、いかなる制度も、農家が積極

的にこれを利用 しようとい う意欲が湧 くよう

な条件づ くりが基本である。資産的保有意欲

を高める農地価格の引上げを助長するが如 き

一切の根源をたち切 って、農地は農業のため

に在 るべきものとして位置づけを行ない、更

に一方では農政の原点に帰 り、再生産が保障

され、かつ他産業従事者なみの所得が得られ

るよう、長期 ビジョンに立 った農政を展開す

るよう抜本的改革が必要である。

最後に第六 と して農委制度 との関連であ

る。これについては現在、中央で研究 ・検討

中であるため、これに譲るとしても、今後に

おける農業委員会の担当する業務としては、

農用地流動化の促進が大きな柱となるべきで

あろう。これに伴って、組織を強化 し積極的

に部落のなかに入り込むような活動が必要で

あり、一方、県公社との有機的な結合が当然

検討されるべきであろう。

5.調 査 を 終 って



わが国の食糧 自給率が大巾に低下して、将来に

おける民族の生存すら危ぶまれ るところから、農

業の見直 し論が叫ばれて、農業の内外から基本政

策としての土地と、人の問題が大 きく取り上げら

れてきた。

高度経済成長により、更に農村の土地の資産的

保有という感情から、農地は高値に安定化 し、所

有権を移動しての流動化は殆 ど望み難 く、賃貸借

により利用権の設定が、農業規模拡大の本命であ

り、国の施策もこれを中心 として打ち出されてい

るのが現状である。 しかしながら、本県における

賃貸借の権利設定 件数 は、昭和47年 度390件 で

83.Oha、48年 度は401件 、85.5ha、49年 度は368

件で89.6haで あり、現在50年 度は集計 中であり

不明だが、このように遅々として進まずむしろ減

少の一途をたどりつつあるのが実状である。

かかる状況の中で、今回全国農地保有合理化協

会が打ち出 した 「農用地利用増進事業と農地保有

合理化促進事業との機能分担に関する調査」の内

容は、農地の流動化がわが国農政の中心 とされて

おりながら、大きな壁につ きあたっている今 日、

極めて時宜を得たことであり、関係者 より大きな

期待が持たれたことも当然である。

調査の趣旨は一応理解して、調査対象農家並び

に関係者に十分な説明と意見の誘導を行った筈で

あったが、結果から、担当事務局の理解度の浅か

ったことと、問題提起に当って農地保有合理化事

業の二大提案は仮定の事項であったので、農家と

しては、実感をともなった意見発表がなされなか

った嫌いがあったことは事実である。更に、農用

地利用増進事業は、発足 して間がなく、その内容

が一般に周知されるまでに至っていなかったこと、

調査対象地区の選定が、必ず しも当を得たもので

なかったこと等々、農家の真意を十分に汲みとる

に至 らなかったことを大きく反省するものである。

附.農 家座談会発言要旨

1.5ケ 年間分貰 った時はよいが、あとの4ケ

年は無料で貸 しているような気がする。

2.契 約は5年 でも、毎年貰 った方が安心感が

ある。

3.借 手は5年 でもよいが、貸手は長いと思う。

4.小 さい反別耕作者、いわゆる第二種兼業農

家が貸 している。

5.田 の場合、反 当り2～3俵 の現物取引きで

ある。

6.町 の標準小作料では、あまり安いので貸す

方で貸さない。

7.畑 の場合、連作できない作物は1年 ～2年

の期間で高額で貸 しており、金額の取引きで

ある。

&町 の標準小作料額の2～3倍 の金額(現物)

で貸借されている。

軌 現在の小作料は安いので、許可申請す る人

がなく表面にでてこない。

10.一 旦貸 した土地は、なかなか返 してもらえ

ないという考え方が非常に強いので、自分の

農地を荒 していても貸さない。

11.兼 業農家が専業農家に請負耕作 させている

のは、いつでも必要 なとき自分の自由になる

からだ。

12.規 模拡大を図ろうとする農家は約85%近 く

あるが、貸 してもよいとい う農家はきわめて

少ない。

13.誰 しもが規模拡大を図りたいと思 っている。

表面にでない請負耕作は安直なので、この方

法が広が ってい る。

(公社代行管理賃貸借制について)

① この制度は良い制度だ。

② 無利息で借 りられるとすると相当の農家が
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借りるのではないか。

③ 悪質な方法で借りる者 も多 くなるのではな

いのか、農業委員 会での許可等が必要と思

う。

④ 土地の返還は(か りに)5年 でも、買戻 し代

金の納入については長期の方法はないのか。

⑤ 利用する農家は、新築 とか交通事故とかが

原因で、特 に家の新 築な どで金が必要 にな

る。

⑥ 利用す る農家の数はつかめない。

皿 長野県小布施町松村集落

概 況

1.土 地 の 有 効 利 用 目標 試 案

2.5ケ 年 分 小 作 料 前 払 制

3.公 社 代行 管 理 賃 貸 借 制

4.農 用 地 利 用 増 進 事 業

5.2制 度 に よ る農 地 流 動 化 の 可能 性

6.集 団 的 相 互 保 障 機 構 の 型 態 と育 成 方 法

7.集 団 的 相 互 保 障 機 構 の 問 題 点

8.調 査 を終 って

概 況

常襲する台風の被害に加えて霜と電の常年化 し

ている災害を最小に抑えるべ く作目の選定を多元
ゐ 　 　 　 　 　 　 　

化 し、りんごからぶどう、ももへの移行と、これ

ら3種 の複数併立を安定 した経営目標としている。

耕地(農 地)が 少な く、さりとて開発の余地が

ないことは、規模拡大を困難にし、拡大志向農家

をして他地区は勿論他市町村にまで進出を考えさ

せている。

水田の基盤整備によって機械化が可能となった

が、ために機械投資による負担が増大 し、現在実

施されている生産組合による請負耕作が農家の要

望に十分応 えていないせいもあって、水田離れの

傾向が専業(果 樹)農 家にみられる。

長野へ30分 、須坂・中野両市への通勤が容易で

あることもあって、兼業が増えてきた。とくに畑

作の施設(共 同集荷場、貯蔵庫、畑潅施設等)の

完備は兼業化の進行を深め、たあに耕作の粗放化

による作物の品質低下と共に腐乱病等病気発生の

源 ともなっている。

地区内農家の%が 、かつて地主と名付けられた

階層に属 しており、地区内農地の%が これら階層

の所有であったことから、農地解放によって受 け

た衝撃と現在もなお小作地をめぐるトラブルが続

けられているため、殊の外土地返還に不安を持つ

人が多い。さらに地区の東部山沿いを南北に縦断

する須坂～小布施～中野を結ぶ広域農道の開通が

間近かであることから、一部農家の期待 している

観光的農業への脱皮と地価値上がりの思惑が、実

のところ土地流動を阻害する新たな要因となって

いる。
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1.土 地の有効利用 目標試案

自然的にも、また社会的 ・経済的にも安定した

農業経営の型態 一 それは、果樹による多種目複

数経営をおいて他にないとの確信のうえに立って、

適正規模、選定種 目、適正労力、機械力導入およ

びその利用 、請負 ・共同等の耕作型態等の検討を

行 い、土地の有効利用の具体的目標を次のとおり

決めた。

〔1)理 想的な経営型態

① 所得(粗 収入)目 標を500万 円とし、段

階的に目標に近づける。

② 経営規模 一 適正規模を畑1hoと する。

③ 適正労カ ー 自家労力に限定 し、2人 を

適正とす る。

④ 導入作目 一 りんご、ぶどう、ももの3

種複数とする。(作 付面積は、3種 均等。

品種は、 りんご～ふt、 ぶどう～巨峰、も

も～白桃、{ζする。)

{2}目 標達成のための具体的実践試案

農地の流動化を促進する条件作りに努める。

(予備調査結果の活用。)

① 規模縮小を希望する農家6戸(条 件付合)

の受入れ態勢を整える。

② 現状維持型の農家で規模1hα 以上を経営

しながら農業所得の低い農外所得依存の兼

業農家に流動を勧める。

③ 売買、貸借の意思なしとする資産保有型

の農家に対 しても実態把握と共に、流動に

つき理解を得、協力を要請する。

2.5ケ 年分小作料前払制

【1)利 点と問題点

① 取 り立てて利点と云える程の積極的な評

価 には値 しないにしても、確かに貸借事業

の阻害要因の一つが取り除かれたと して、

受け取 られる意味は大きい。5年 よりも毎

年度契約が最もよい(自 分の都合のよい時

に何時でも返還ができるか ら)と する声が

強い。

② 貸付者が問題とする点。

貸した土地は必ず返して くれるとの確約

ができ、それが必ず実行され保障されるこ

と。

離作料(貸 付者が返還時に小作人に支払

うもの。慣例化している。)の 要求に対 し

ての公的取決めがなされる必要がある。

③ 借受者が問題とす る点。

少な くとも長期10年 か ら15年 間の借受

けの保障がなければ借受けができない 一

果樹栽培が前提となるから……。短期借受

けしても採算のとれる作目がない。

② 貸付農家の特長 ・事由

① 先づ第一に挙げられるのは、農外収入が

高 く、 しかもその従事 している職業が安定

している農外依存型の農家である。

② 老令者によって経営が辛 じて維持 されて

いる状態であって、後継者が他出して当分

帰農の意思のない農家に貸付けの意向がみ

とめられる。

③ 労力不足型の兼業農家を対象にその利点

を説き、農地の貸付けを勧めたが安定 した

職業でないので……ということで、積極的

な姿勢を示すまでには至 らなかった。

④ 規模が大きく、労力不足(雇 用を入れて

も採算が合わない。)か ら荒廃している農

地を所有 している農家に対 して貸付けを求

めたが、 「貸すくらいなら荒らしておく、

それがダメなら売って後腐れのないように

してしまう。」 と宣言 して頑として応 じな

かった。土地返還に対する不安の強さと、

かつて体験 した後遺症の傷の深 さを思い知
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らされた。

{3)貸 付農家の割合と推定年間契約面積

調査者による誘導的対話によってしても面接者

(規模拡大志向、現状維持、財産保有型の何れも

…)の 誰もが進んで貸付者の立場になろうとはし

なか ったし、 「それはよい制度だ。だが自分は別

だ。」 それでは他に貸せそ うな人はいないか、面

積は…との問いに 一 農家数、面積ともに全体の

10%位 はあるのではないかとする見方から、その

見込みはない、いや5～6戸 はあるとする等 、不

確実な見解が様 々であった。

これらの見解か らみて耕地面積が少なく、個々

平均規模が町平均を大きく下廻 っており、なお土

地返還に殊の外不安を抱 く土地柄の中でも、積極

的な働きかけによってすれば、全体で10戸 はその

対象に挙げることができようし、1haの 面積の契

約は可能と思われる。

3.公 社代行管理賃貸借制

(1}利 点

① 趣旨、内容ともに大変素晴 しいとする意

見が殆んどであった。却って、話がうます

ぎるので気易くのれないとする意見がでる

程であ った。

ア)大 切な資産を減らさないですむ。

イ)不 慮の災害、突発事故等に遭った場合

す ぐ利用できる。

ウ)困 ったとき(経 済的に)に 助けて くれ

る制度である。

との受け止めが大勢である。

② 問題点

ア)あ まりに飛躍 した話として農家に受け

とられてしまうせいか、土地売渡 しに協

力の意思のないためか、また売渡すこと

の重大さを強 く意識 しているためでもあ

ろうか、対農家との話合いの歯車が合わ

なかった。

イ)必 ず買戻 しができるという保障が何に

よって裏付けられるのか。その不安があ

る。

ウ)そ んな方法で売渡すくらいな ら、土地

を担保 にして金を借りた方がよい、とい

う農家もいた。

エ)農 家が農地を売渡 し、そして本人が買

戻す間の期間に規制はあるのか。買戻 し

時点での価格はどうなるのか。時価によ

るのか。その点不明である。

オ)若 い人ならこの制度を理解 し利用しよ

うが、大正生れ以前の人は、制度の内容

の良し悪しより土地への執着、世間態等

から売 ることはしないであろう、との意

見 もあった。

② 利用する農家の特長と事由

① 現在安定 した職に就いているが、将来農

業に戻る生活設計を描いている農家。

② 経営が老令の親によって支え られている

よ うな兼業農家。

③ 貸付けを忌避する大規模経営の労力不足

等によ って荒廃 した農地を持っている農家。

④ 貸 して後で問題を起すより売 った方が ま

しだ、とする考えの農家。

⑤ 設備投資(え のき栽培、施設野菜)を 必

要としている農家。

⑥ 老朽化 した家屋の建て替え、子供の進学

等で資金を必要としている農家。

⑦ 負債で経営の苦 しい農家。

以上、何れも資産保存 に汲 々としている農家で

あるが、資産保存が保障されることによって理解

が得 られるものと思 う。

③ 利用する農家の割合と推定年間譲渡面積

推定される農家戸数5戸(10%)。

推定年間譲渡面積50a。

一33一



推定 される農家戸数および譲渡予測面積は、上

記のとおりと思われるが、これは、飽 くまでも買

戻し権の保障、買戻 し時の価格等の条件が充され

た場合に限られる。

4.農 用地利用増進事業

〔1)利 点と問題点

④10年 は勿論、5年でさえも貸付期間が長

すぎるとする短期契約 一1年 毎契約が最

もよい。 一 を望む農家の多い地区でもあ

り、その条件が充されているので利用者が

多 く見込 まれる。

② 規模拡大を志向する農家からは、期待が

大きく持たれている。

③ 土地返還に対する不安が解消される期待

が持てる。

④ 町 ・地区等広範囲に亘っての全体的事業

であるので、他人の眼を禅 る等その心配が

な く、自然な形で事業参加ができる。

巨]借手が長期契約を望むその場合の処置を

どうするのか。

回誰が事業の実質的推進の中心となってや

るのか。若い後継者が後に続かないので、

やる気が しない。 一 農業部役員の声。

団松村地区だけの狭い範囲ではなく、町と

してその計画を樹てなければダメだ。町内

に現存していると云われる荒廃地5hα に着

目する必要がある。

② 利用する貸付農家の特長と事由

5年 前払制、公社代行による貸付農家と対比 し

て敢えて特長的なものは見当 らない。

ただ、流動化に最も不理解で消極的な態度を示

す資産保有型の農家で、規模の大きい、兼業比重

の大きく労力不足で粗放な経営を している農家に

照準をあてて事業への協力をはか ったとしても、

果して実効の程 については疑問を抱かざるを得な

いが、精力的に働きかけ理解を得る必要がある。

(3}利 用する農家の割合と推定利用面積

利用する農家の割合10%(5戸)。

推定利用面積1.5ho。

合理化事業の画期的提案2つ によって、売渡し

および貸付け農家の要求がすべて充されるとする

推測が成 り立つとすれば、当然農用地利用増進事

業の利用 ・活用およびその存在意義は自ら零に等

しいものとなると考えられるが如何がであろうか。

ここに提示 した数字は、合理化事業における5

年前払制利用推定人員、面積と公社代行制利用推

定農家および面積にしたところで、その何れ もが

個々別人によって明確に区分された固定的員数お

よび面積ではな く、両制度 に跨がって利用する農

家も含めての数字であり、この農用地利用増進事

業 による貸付農家もまた同 じく上記の2提 案と画

然とされた数字ではない。

従って、1戸 の農家にあっても 「あの水田20a

は5年 貸付、この畑15aは1年 貸付、条件の悪

い山裾のりんご畑10aは 当分耕作の意志がないの

で、ある時期まで売り渡 し、何れ買い戻そう。」

と多様に考えている農家もあることから、利用す

る農家数にしろ推定面積 にしても内容は極めて流

動的要素を含み、飽 く迄も現時点での推定の域を

出ない。

{4)運 営上における経営安定に対する配慮と限

界

① 賃貸借料については、標準小作料を可と

して受け入れられているので、問題はない。

② 貸借の期間については、10年 ～15年 で

あることが絶対条件である。

③ 借手側にすれば、小 さな面積で、しかも

分散した土地(畑)は 敬遠することにな る

ので、機械力利用を考え、集団化による効

率経営も考え併せて大局的見地に立 っての

交換分合、基盤整備等の事業を附帯 して計

一34-一



画する必要が生 じてこよう。

④ 土地返還の保障について、借り受け人が

契約期限時には必ず土地を返還することを

確約 し実行することが、貸 し付け側に理解

されて相互の信頼関係が確立されるか どう

かが、 この事業を決定づける一大要因とな

る。なお、慣例化している離作料について

も検討の要がある。

⑤ 経営安定の基礎条件を果樹1町 歩複数経

営におき、それに焦点を当ててその条件を

充たすための流動手段を講ずることは借受

け、買受の拡大希望農家が多い現実か らし

て容易でない。農地の貸付けに当って、経

営目標に沿った規模拡大農家の育成を目途

にして人選および面積配分を考慮すべきで

あろう。

5.2制 度による農地流動化の可能性

農家に農地法の現代的存在の価値を問うに、そ

の殆んどがその存在を必要とし、価値は認めてい

る一方、土地返還に対する不安、貸借期間の短縮

希望、貸主 ・借主双方の自由契約歓迎等の意思表

示にみ られるように、矛盾 した考えを内包 してい

る事実を踏 まえて、集団的相互保障機構を確立す

る可能性を機構の型態との関連のうえで探求すれ

ば、農地法の規制をなくしてもそれに替わって2

制度によって円滑に農地の流動化が推進される途

が開けて くる。

集団的相互保障機構に根ざして農地利用増進事

業が理想的な形で実施された段階においては、合

理化事業の2提 案は、その意義を失う恐れさえで

てくることとなるのである。

しかし、現実 には集落単位とした諸規約に拘束

された増進事業の実施については、疑問視せ ざる

を得ない見解 を、農家との対話から持つに至った。

当地区においては、相互信頼による保障制の確立

は望めそうにない。貸借の自由契約にしたところ

で、地縁、血縁、知己等、特殊な関係を基礎にし

たものであって、集落規模での集団的契約行為等

考え及ばぬことである、としている。かかる現状

の中で敢えて考えられる方法、型態として 一 貸

したい、貸してもよい人を一つのグループとし、

借りたい人を一つのグループとして形作 り、その

うえで双方の連合をはかる。 一 それが、集団保

障の機構であるとするならば、その型態作 りは可

能であるが、集落全体の賛同を条件とする機構の

設置は全 く不可能 に近いと云えそうだ。従って、

集落単位毎に地域指定された地区内農家全員の賛

同を要する増進事業の実施に確信が持てない理 由

である。

各グループ双方の連合によって形作 られた組織

が実施する事業は、自ら合理化事業の2大 提議に

示された内容に限られることとなる。

かように、本地区の調査か ら見出される限 り、

2大 提議を主体 とした流動化促進によるしか当面

考え られず、逆にその補完的役割を増進事業が果

すこととなろう。

土地返還に異常な程の神経を抱いているこの地

区の農家にとって、農地法の条文や相互信頼だけ

を裏付けとした保障では、納得 し理解が得 られそう

にないので、暫定的にしろ過渡的な措置として、

公社および農委等の第3者 介入による保障手段が

必要である。農地法に土地返還の自由化、地主優

位を謳い込めとする意見さえ持つ農家の多いこの

地区において、公社 ・農委の存在が意外に高 く受

け止められている理由が些か頷けもす る。

6.集 団的相互保障機構の型態と

育成方法

2制 度が実施され、効果を発揮するための客観

条件が、完全な理想的な集団保障機構の確立如何

に懸かり集団的相互信頼がまたその基盤をなすも
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のであるとすれば、先つもって、相互信頼確立の

基盤作りが緊要課題となって くる。

相互信頼を確立するための問題提起をすれば一

(1}根 強い土地返還に対する疑心 と土地返還を

求められることへの脅威とが現在に至 るもな

お依然として貸 ・借双方 に根深く残っている。

その調整を、第3者 介入に求めている現状か

ら集団内相互の自主的解消の方途は如何なる

ものによってすればよいか。
コ 　

{2)農 民のムラ意識離れが、かつての地主支配

による強固な集合体(外 見的)と しての集落

型態の崩壊と共に深化 して、小地主化 した農

民エゴの拾頭が外見的体裁ばか りでなく、内

面的から集落の秩序は云 うに及ばず、その形

すら保てなくしてしまった。集落保持の核 と

なる主導的役割を担 う階層が存在しな くなっ

たのである。

それがため、集落挙げての事業等の実施は

困難となり、事業推進の核となることを忌避

して他力を待つ要領の良さを身につけてしま

った農家の意識啓発は容易でない。

{3)他 職への転出が深化 し、後継者が続かない

ままで、せ めて土地値上がりに望みを賭けて

年老いた父や母が財産堅持を執念に辛じて経

営を続けている集落の実態に対 して果して新

しい契機の導入は可能か。そして農業蘇生の

途が望み得 るや。

中堅農家を核とした主導的推進母体結集の

呼びかけに対 しても、反応は極めて冷やかで、

誰かがやって くれれば賛成 し、ついてゆくと

いう消極的な姿勢に如何に喝を入れるか。

これ らの問題をどのように解消し、速やか

に客観条件を整備して相互信頼に基づく保障

機構二を確立するか。その試案として、暫進的、

段階的措置案を提示する。

〔1〕想定 される型態は、当面、集落内の貸 ・

借双方の有志グループによる連合型態に公

社 ・農委が加わった(参 加型態検討の要あ

るが)四 者連合の型態をとらざるを得ない

だろう。

貸付け ・売渡 しグループと借手グループ

に公社 ・農委が参加 した土地利用組合の設

立なら現時点においてでも不可能ではない。

〔2〕育成の方法について考え られる手法は、

真に中核 となり得る農家の選定 とそれへの

全面的援助と指導を町 ・農委および公社 と

が行うとともに地区内の団体(青 年団、果

樹研究会、水田生産組合、農事組合、農事

研究グループ等)の 啓蒙からは じめて徐々

に推進母体作 り→グループ形成→連合体へ

の発展→土地利用組合の設立へと根気よく

時間をかけて進めて行 く以外に上部段階か

らの一方的指導や短兵急な押 しつけだけで

は、その型態の誕生は難か しいものとなろ

う。必要 とされる強力な積極的指導の在 り

方が問題 とされるところである。

7.集 団的相互保障機構の問題点

集団的相互保障機構の存立にとって、一般的問

題と して想定されるものについては、事前に十分

検討を加え、策を樹ててお く必要はある。

当然予測され想定される事態は、相互の信頼関

係の持続が法的裏付け、規制措置もな しに行われ

るということに関係 がある。やがて到来するであ

ろう崩壊の事態は、その基因と目される不安要素

一 土地返還が相互の信義にもとついて忠実に行

われるかどうか。買戻 しを前提 とした売渡 した土

地の買戻 し価格はどう決められ、返還がどんな形

で行われるのか。借手 ・貸手の希望する貸借期間

の調整がどのようになるのか。一 これらの難問

をうまく解決 ・排除できるかどうかにかかってい

る。信頼関係の崩壊 とともに機構の存立が許され
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な くなってしまうのである。

また、公社 ・農委の役割と立場をどの程度に明

確 にすべきか。第三者の介入 によって約定事項を

保障 したいとする意見に対処する具体的な策を樹

てなければと思 う。ついては土地利用組合の事務

代行が農委においてできるのか、組合運営の経費

に国 ・県か らの助成があるのか、更に一切が合理

化事業にのせて行える事業であれば、信頼関係へ

の疑心、事務処理上の支障、運営費用捻出の不安

がすべて解消するようにも思えるが、これ らの点

についての具体的明示が欲 しい。

8.調 査 を終 って

調査員の理解度の浅さ、勉強不足から誘導方式

による農家との対話どころか無理難題、質問攻め

のきらいがあって、十分農家の意向を汲みとり得

たか どうか、またこちらの考えを相手に十分伝え

得たか どうか、甚だ疑問に思っている。

地区選定に当って、この地区が果して調査の趣

旨に叶った適当なものであったかどうか。

小布施町内にある他の水田、普通畑主体の地区

においてならどうだったろうか、大規模果樹専業

農家の多い地区の場合、千曲川沿岸沿いの地理的

・社会的条件に特殊要因を持たぬ地区を選定 した

としたらどんな結果が得られたであろうかと、今

にして種々思い巡らしてみたりしている。

しか し、どの地区の調査にしたところで、結果

として集約される底流には何か共通したものが存

在 しているだろうから、たとえ他市町村の農家に対

してでも、この地区の集約 された問題点は共通性

を持つものと、一人よがりな結論をくだしている。

だが、この結果が結論と断 じられない未完のもの

であるだけに県的立場で他の市町村を選んで、更

に調査を続けて、確信をもって結論と云い切れる

程に普遍性をもった結果を、ひき出してみたいと

思っている。

農地の流動化を促進するための策が、合理化事

業における飛躍的な2大 提議と農地法の規制免除

という大英断をもって行われる新たな農地利用増

進事業とによって完全なものとな ったと自負して

調査に望んだのであったが、結果は、その自負を

満足させてくれるどころか、無惨にもへ し折 られ

て しまった思いが苦 く残っている。

必ずや期待をもって迎え入れ られるであろう事

業の実施に、阻害となる要因等あろう筈がない、

直ちに地区の多 くの割合の農家と農地とが、それ

程の積極的な指導もな しに事業にのせ られるであ

ろうといった楽観的観測と自信が、見事に裏切 ら

れてしまったのである。

新 しいこれら2制 度をもってしても農地の流動

化が容易でないことが思い知らされたのである。

この調査で得た貴重な体験と率直な素朴な農家

(民)の 訴え一証言一を今後の事業発展に役立て

たいものと思っている。

IV鳥 取県大栄町東園集落

概 況

1.5ケ 年分小作料前払制

2.公 社 代行 管理賃貸借 制

3.賃 貸借 の問題 点

4.農 地流動化 の促進
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5.営 農の近代化

6.農 業意欲の振興

概 況

東 園 部 落 は 、 大 栄 町 の 東 部 よ り位 置 し、北 は 日

本 海 に面 し、水 田 平 坦 地 帯 と 日本 海 添 い の砂 丘 畑

か らな っ て お り、 大 半 は 農 業 振 興 地 域 内で あ る。

農 地 面 積 は11,325aで 、 この 内水 田295a、 砂

丘 畑11,030aで あ り、平 坦 な 砂 丘 畑 で は長 芋 ・葉

たば こ ・西 瓜 ・ブ ドウが 主 幹 作 物 と な って い る。

土 地 基 盤 整備 状 況 は 水 田295a、 砂 丘 畑9,030a

で82.3%が 整 備 済 で あ り、他 地 域 に比 べ 整 備 率 が

高 くな っ て い る。

1.5ケ 年分小作料前払制

11)現 在の10カ 年分前払制が短期間になったとし

ても貸主には大 きな魅力にはならず利用される

ことは少ないと考えられる。その理由として、

① 最近における経済変動は激 しくこれに対応

していくためには貸主は毎年末に翌年分の小

作料を協議 しなければ自分の利益が守れない

と思われている。

② したが って前払分との差額調整を行ない毎

年末に精算することが必要である。

上記の運用がなければ、5カ 年間の貸借希

望があっても、本来の目的を達成する農地流

動化にはならないと思われる。

しかし、貸主には契約 される期間すべての

小作料が一時に支払われるため、前払分に相

当する預金利子のことを計算すると、上記の

ことは一部においてあてはまらないが、社会

の経済変動が激 しければ激 しいほど、必 らず

しも貸主を安心させる要素 とはならない。

② 貸主が小作料 について意見を述べる場合、農

業委員会が設定 している標準小作料は実勢より

安いと評価 している。

農業委員会はあくまでも詳細にわたる生産費

の積算を基礎に農業経営安定を第一に設定する

ため実勢小作料のように需要と供給のバランス

関係か らくるプラスアルファがな く、貸主に対

しては必 らず しも有利なものとはいえない。

実勢小作料は詳細な計算のもとに積算された

根拠はなく理解に苦しむ面 もあるが、何らかの

経済的根拠があるものと考えなければならない。

(一般的には粗収益の10%ま では小作料として

もよいと考えられている向もある。)

したがって、5ケ 年分前払制度(公 社分)は

農業委員会の設定 した標準小作料が支払いの基

準となるため、この点からみても利用をするこ

とがむずかしい面がある。

実態調査によれば、農業委員会が設定 した標

準小作料をある程度守ろうとしていることは見

逃すことのできない事実であるが本町の場合、

公社から借 り受ける農家は実勢小作料の実情を

よく認識 していることもあり、標準小作料プラ

スアルファの借 り受け条件が通用す るだけに、

農業委員会の農地あ っせん時に十分協議を重ね

ておけば利用促進は可能である。

{3)昭 和50年 の農業 センサスでは、当地域は貸付

耕地が約20hα 、実農家数にして42戸 の農家が

耕地の提供を行 っている。このことからみて、

耕地の提供者は今後とも大半が引続き提供者で

あ り、5ケ 年間の前払制を理解すれば契約面積

は多 くを期待することができる。

農業委員会の予想。20hoに 対 し当初は15%、

3年 以降は50%。

2.公 社代行管理賃貸借制
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(1)農 家は、自己の農業経営について作物の出来、

不出来には敏感に反応を示すが、農業簿記等に

基く経営診断を行 うことが出来にくく、年 間に

おける現金管理が効率化されていない向きがあ

る。このことは経営資金の貯えに活かされてお

らず、ややもすれば農業制度資金にたよる形が

普通である。今後の農業は他人への農地売買を

行わずして資金を調達 しよう'とする気持が芽ば

えているだけに農家にしてみれば、大きな魅力

となることは間違いないと思う。

現に本制度がまだ発足 していないのにもかか

わらず、このような意味の要望があることは、

面接調査でも明らかであり、本研究会としても

制度化を願 うものである。

② 農業委員会の予想では、推定年間譲渡面積は

本地域だけでなく本町全体として考えるなら、

年間平均3件 、面積1・5hG、 金額にして1,000

万円ぐらいあると思われる。

3.賃 貸借の問題点

本地域 における農地の賃貸借は、農業委員会が

力を注いでいるにもかかわらず、農業委員会とい

う制度にのったものは少な く、当事者が自由に契

約 し貸借 を行 っているものが大半である。

{1)貸 付農家の特長と事由

〔a}貸 付農家は老令化 または、後継者が就農 し

ないことによる家族労働力の不足及び農外就

業を主としてや ってい くという第2種 兼業農

家であ るが、農業をやめるために全べての農

地を売却 し流動化する人はいない。それは最

近における農地の高騰化が、資産的保有の傾

向を強 くし、貸地にしても売らない形となっ

てしまったからであろう。

{b)貸 付農家はもっと気安く、安全な形で貸借

することを望んでいる。そのことは農業委員

会の許可を受けないで貸借が進んでいるとい

う実態調査から伺える。

農業委員会の許可を受けようとしない理 由

に、

① 農家は書類を書 くことがにが手である。

② 忙 しいという気持が口約束だけで貸借に

結びついている。

③ 小作料を安 くしないと許可がでないよう

なあやまった認識がまだ残 っている。

④ 農業委員会に届けると農地が自分に返っ

てこない不安が今なお残 っているために、

自己防衛手段として、小作期間を1年 更新

す る短期契約を望んでいるものと思われる。

⑤ 借手が多 くあることから当事者で自由に

話 しあい、貸借を進めることが貸主として

の権威と利益につながると思われる。

⑥ 借主は、借手 が多いことから、貸主のい

いなりにならなければならないことや、農

業委員会に届けたり、書物にすることが頼

みにくい弱い立場になっている。(貸 さな

いといわれるのが心配。)

このよ うに、貸手は、貸付地を返 してもらうと

き不安がないと答えていなが らも、潜在意識の中

の不安感が貸借期間を絶えず一年更新にしている。

一方このことは借手側の経営を不安定にさせ、省

力化と近代化、合理化を促進するための規模拡大

にあわせた施設及び農業機械の導入など積極的に

は行えず、結果は省力化や近代化、合理化の方向

は進められていない。

4.農 地流動化の促進

しかし実態調査の数字では経営目標として189a

が望まれているが、面接調査の会話の中には自立

経営農家と して今後の経営を考えると少な くとも

2haか ら3haま で規模拡大 しなければ他産業なみ

の文化的生活は営まれないと考えている農家もあ

る。そして農業機械等の導入による省力化と合理

一39一



化を経営に結びつけ、特に機械の導入については、

農業簿記等の記帳にもとつ く数字による自己経営

診断を行ない、個人及び共同購入の利点、問題点

をよ く承知して、経営安定を第一に健全農家とな

るべき努力をしなければならないと、調査対象農

家の約50%は 答えている。

以上のような状況の中で、農業委員会は農業経

営の安定を第一に考え本来の賃貸借による農地流

動化が促進されるよう具体的な指導方法を考えて

実施しなければな らない。そのためには、貸付農

家に対 し、農地と しての利用価値に見合う利益を

どう与えてい くかにある。

その第一には、賃貸借によって農地が殿損され

ないで安心 して貸借できるよう農業委員会等のあ

っせんを期待する志向が強い。

第二には、土地の生産性に見合った適正な小作

料が支払われるかどうかということである。この

場合、農業経営の安定をはるか一一方、その他社会

的、経済的条件を加味 して考える貸主との調和を

とりつつ、この接点をできるだけ近づけ双方の利

益を保障してい くかにある。

本町の場合、実勢小作料は他町に比べはるかに

高い実情にあるが 、この要因は、国県にも責任が

ある。利用目的が違 うといっても、9号 線バイパ

ス道路は農家側か ら見れば10a当300万 円、県の

農業試験場は10α 当180万 円で買収されている。

これらの数字を基に小作料の計算をされたのでは

借主は安定した農業経営が推進されない。

これらの事実を反省し、本町農業の振興を図る

べき努力は双方の意見をまとめなければならない

が、個人個人の力では解決することはむずかしい。

国や県の財政政策と共に自立経営農家の育成に対

する特別な措置が必要である。

農地の有効利用と経営規模の拡大が着実に進め

られるために、たとえば解決しにくい問題等双方

の意見を調整する機構により解決することが必要

である。農業振興発展のために、地域住民は深 く

このことを理解することが大切である。農用地の

あるべき姿を一人でも多 くの者が認識と理解のも

とに築きあげ、平和な村づ くりと共に地域住民の

信頼関係を深めていくことが真の農業振興である

と考えられる。

また、農業委員会もこのことの重要性をよ く認

識させ、制度にのせてそれぞれ制度のもつ機能を

十分発揮させなければならない。そして、農用地

利用増進事業のもつ機能、農地保有合理化促進事

業のもつ機能及び役割が地域農業の実態を把握す

ることで、より充実 され実態にそうものとなり、

やがて再び地域住民の前に農家の意向が尊重され

たものとして、機能発揮して くれることが望まれ

る。

5.営 農 の近代化

このたびの実態調査及び各種資料により感 じた

ことであるが、今後これらの問題と取組む中で、

特にこの地域は長芋 ・葉たばこ ・西瓜など手のか

かる労働力を多 く必要とする作物栽培が中心であ

り、農業所得を高めさせ農民の経済生活を楽にさ

せてはいるが反面農業の労働は過重となり余暇と

休養が得 られず、婦人や老人の健康を阻害 しよ う

としている現状のもとで、経営の合理化をより一

層進めるための経営技術の指導、共同化の推進、

生活環境などが必要とされている。具体的には農

地の集団化を積極的に推進すること、農業機械施

設の導入などが考え られるが、ここで問題となる

のは機械施設の導入のための負担である。

先に述べたように土地基盤整備、水田作協業施

設、農機具格納庫建設及び機械の管理、かん水施

設の維持管理及び工事費負担、その他の施設など

農家には財政的負担が大 きくかなり無理な面があ

る。自立経営農家の育成をすすめるためには、国

や県の力を十分活かさなければ農地流動化制度の
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機能を十分発揮することはで きない。

6.農 業意欲の振興

優秀な土地に恵まれ一定の収益を上げて今 日の

生活と土地管理を行 ってきてはいるが、全国各地

{ζそれぞれの作物における競合地が育ってきてお

り、現在県一として誇 っている本町もいつか追い

つかれ追いぬかれる時期を考えねばならない。

すでに一部では新 しい経営技術の研究が進めら

れてはいるが大半は人まね農業であり、新しい経

営技術の導入など他人ごとのような感 じに伺える

のが大変残念である。

一部の専業農家には専業がだめなら家族のうち

誰かが近 くに働きに出かければよいという安易な

気持があることは、数字の中には表われないが面

接調査では伺える。このことの解消もやはり経営

指導を第一に農家の生産物販売の機構など明らか

にし、農家へ与える刺激を大きく、ややもすれば

他産業へ流出 しようとする労働力を規模拡大へと

導 く努力が必要である。

V岡 山県落合町古見集落

概 況

L5ケ 年分小作料前払制

2.公 社代行管理賃貸借制

3.農 用地利用増進事業

▲ 農地流動化の促進

概 況

現 在 町 の 主 な産 業 は、 農 林 業 で、米 、牛 乳 、 鶏

卵 、 肉 牛 、 野 菜 そ の他 煙 草、 イ草 な ど の特 産 物 に

山 林素 材 特 殊 林 産 物 と一 部木 材 を主 体 と した二 次

製 品、 河 砂 利 利用 の コ ン ク リー ト製 品、 それ に企

業 立地 に よ る縫 製 繊 維 製 品、 精 密機 械 製 品 な どで

あ る。

世 帯 数4,411戸 、人 口17,257人 、農 家 戸 数2,798

戸、 耕 地 は 田1,317hq畑477ho、 樹 園 地32ho、

農 業 人 口12,007人 、 専 業260戸 、1種 兼259戸 、

2種 兼2,279戸 で 耕 地 率10%程 度 の 山村 地 帯 で 、

古 見 集 落 は町 中 心 部よ り旭 川 上 流4～6㎞ に位す る。

農 家 戸 数111戸 、 経 営 耕 地 面 積8027α(田5890

a、 畑2069a、 樹園地68の 、外 に採 草 放 牧 地96a 、

耕 作放 棄 地72α で あ る。

借入地のある農家は16戸 、208q貸 付地のある

農家は16戸 、208α 、農作業(水 稲作)を 委託さ

せた農家は40戸 で、田植え765α 、刈取652a、 耕

起539α 、 代かき425aの 順で、全面委託は5戸

である。

稲作のほか 「そさい」は促成から抑成、さらに

ハウスと変り、今では専業の農家も数戸あるほど

に発展した。 「いぐさ」 は県南部の減反により、

増反 されていたが本年やや少な くなり、「たばこ」

は数年来急激に減少 して本年は皆無となった。 山

林苗は近年減少 したけれど、 これも産地を形成 し

てその名を全国にはせている。乳牛は35年 より急

増、40年 をピークに戸数の減少は見たけれど、現

在1戸 平均20頭 近 く飼育され、農業収入では米に

つ ぐ生産をあげている。

なおこの地域は昭和44～46年 に全耕地の54%に
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あたる43haの 土地基盤整備を行ない、 町内でも

極めて農業意欲の高い地域として、昭和47年6月

農振法により、全耕地の90%を 農用地 指定 し、

町としても専業農家の育成と農地流動化により農

業のモデル地区と して推進 している。

1.5ケ 年分小作料前払制

現行法による賃貸借制度は近年の経済変動や地

価問題等か らみて長すぎるという声があるが、 こ

れを5年 の短期賃貸借とすればこれ らの声には対

応出来 るものと考えられるが、この場合、賃貸側

にとっては一時的な農地処分の良策 となろうが、

一方賃借側では将来の経営安定度からみてむ しろ

長期の賃貸借を望むことは当然であり、この点が

問題である。

そこでこの両論の理由をみるとまず、5年 の短

期賃貸借制度がよいとするものでは、

(1}物 価高騰の現在、10年 では長すぎる。

{2}畑 地帯では作物のいや地現象がおこるの

で10年 は長すぎる。

{3}現 在、賃貸人が最 も不安 とする点は現行

農地法の耕作権よう護の思想が貸 したら戻

らないという過去の実態で、これを払拭す

るためにもこの期間を短縮 してこの誤解を

解消することが必要である。

一方、長期賃貸借制度(現 行法)が よいとす る

ものでは、

C1)稲 作などいや地現象のおこらない場合は、

む しろ地力増強が必要でこのためには5年

は短かすぎる。

② 果樹など永年作物栽培の場合等では所要

の設備が必要で、 この場合には5年 では短

かすぎる。

㈲ 農業者年金の経営移 じょうの賃貸借は10

年以上となっているのでこれと一致 させる

ことが妥当である。

以上が賃貸借制度についての具体的な検討課題

であったが、特に小作料問題として今 日の標準小

作料では賃貸人に不満が強 く、現に実勢小作料ぱ

標準小作料より高額なので、この小作料前払い制

度を受ける場合の小作料は実勢小作料とすること

がより制度の活用、促進が図られることを附言 し

ておく。

つぎに現在、当地域の貸付耕地面積は497a、F

数33戸 であるが、制度化後における貸付割合 と推

定面積は割合が20%、 面積10haと 推定される。

【集落座談会の記録】

O'農 地保有合理化促進事業、 そのものの内

容が充分徹底 していないので、判断 しにくい。

現在の農家の貸す側にとっては、いったん貸

せると、二度と無償で返 ってこないという考

えが非常に強いと思 うので、事業内容の徹底

を図れば、5年 であろうと10年であろうと、

大差はない と思 う。

Oこ の集落の優良農地(基 盤整備施工済地)

は、農協の委託制度でもしてくれ るが、買手

は勿論借手もな し、また、農道もない。大型

機械 も搬入出来ないような山間棚田の農地で

も公社が買受け、借受け し、借手が充分利用

できるように、造成するのであれば土地の有

効な利用が図られ、このような場合であれば

5年 より現在の10年 のほうが公社、農家側と

もよいのではないか。

○ 例えばこの調査研究会が指定 した古見集落

の実態からみると、酪農家が専業農家の大半

を しめており、自給飼料圃の確保が限界にき

ている。 そこで前者のご意見のように末利用

地、未墾地の利用を図ることが、課題と思わ

れる。 この対策としては、個人で行なおうと

すれば自己資金調達が困難な状態にあるので

公社が改良造成 し、規模拡大希望農家へ町の
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設定 している標準小作料で貸付けが出来れば

酪農家 としても増頭または、施設に対するあ

る程度の計画が出来る。 ただ し、この場合は

最底10年 の貸借期間が必要と考え られる。

○ 唯今の意見に関連 して造成事業の場合は、

一定の基準面積以上を必要とされ る場合が多

いが、現実の問題としてそうした末利用地は

集落内に点存 している場合が多いから、たと

え小面積でも造成できるならば貸 し方は5年

でも10年 でも喜んで貸せ るのではないか。

○ この'農 地保有合理化促進事業、は、現在

の農地法の適用を除外することはできないよ

う聞いており、その適用がある限 りでは農家

側にい くら説明しても、終戦直後の'農 地改

革、で土地を取 られて しまったという考え方

がいまだ残 っているので、小作料の5年 前払

いを受 ける制度が出来たからとい って卒直な

気持にはな らないのではないか。

○ 現在の農地法の適用がある限り、5年 の前

払制に した場合は、更新拒絶という法に触れ

ると思 うので、 この制度を新 しく設けるとす

るならば、農地法の改正の必要があるのでは

ないか、また、法の改正ができたとしても、

借地希望農家 としても、借入後の作付け体系

においては連作等の関係で短期間のものもあ

れば、酪農家のように自給飼料確保+増 頭、

設備投資等を行なおうとすれは長期間安定 し

て賃借できるよ うな制度もほしいので、5年 、

7年 、10年 というような段階を設けてもよい

のではないか。

○ この地域において、正規な賃貸借契約を行

なっている者は、 この2年 間1件 もないし、

また、全町でもごくわずか しかないようであ

る。 これは悪い言葉でいえばヤ ミ小作で、か

なりの人が行ない、面積も相当ある。要は、

小作料の問題ではないだろうか。

○ た しかに小作料の問題が一番である。わた

しも戦前より小作に出している土地 があり、

これ等は反当5,000円 程もらっている。この

額は固定資産税を払えばすんで しまう。最近

農業委員会が設定 している小作料に しても、

年間米1俵 程度では誰も好んで貸 して くれな

い し、また、その小作料で貸 してほしいと頼

みにも行けない。

O現 在農協が行なっている全面委託(防 除、

農薬、肥料は別)の 場合、例えば、100当 り

480kgの 収穫があれば、約半分は農家へ現物

若 しくは、金銭支払ができるので、その程度

の小作料が設定できれば、正規な賃貸借契約

も可能である。 しかし貸せる側の農家は、や

はり5年 契約が限度 と思われる。

○ わた しも、現在耕地は、水田850を 所有 し

ているが、その内40aは 昭和46年 以降の米の

生産調整により、ある酪農家へ飼料専用圃と

してヤ ミ小作に出しており、小作料は、生産

奨励金該 当分を全額受け取 り、約10a当 り

38,000円 になる。 また、300に ついては、農

協への全面委託に出し、収穫高の約半分の現

物が返って くるので、この程度の小作料がも

らえるのであれば、5年 先 に当事者 間に何

らトラブルがな く契約解除ができれば、いつ

でも正規な小作契約をする。

○ 借 り入れ希望農家側からいえば、小作料の

支払限度というものが、経営の内容、土地の

肥沃増強の面か らみても、2-3年 のように

短期間であれば、現在町で設定 している標準

小作料が限度であり、最低5年 間の賃貸期間

の補償がつけば、現在行なわれているヤミ的

小作料が基準でもよいのではないかb

O農 地の流動化が充分図られ、有効な土地利

用が図られるならば、5年 位が適当と思う。

○ 野菜の場合は、連作等の関係で5年 が限度

一43一



ではないか。 また、野菜作付専用の場合は10

0当 り8～10万 円とい うような高額 小作料

にもな っているので、作物毎の小作料を定め

てはどうか。

○ 契約期間は、5年 位が一番適当と思 うが場

合によっては、公社の介入により、契約更新

ができるとい う条項を明確に しとけばよいの

ではないか。

O要 は現在の標準小作料が低すぎるという点

にあると思われるので、標準小作料を引き上

げればよいと思われる。 しか し、作物によっ

ては、収入の高低差があるので、作目毎に設

定しなおしたらよいのではないか。

Oこ の事業で充分農地の流動化を図ろ うとす

るならば、標準小作料をあ くまで参考数字と

して農業委員会が別途小作料を設定 してはど

うか。

O元 来'ヤ ミ小作料、にしても、小作料は当

事者間で設定されているもので、賃借期間、

作物体系により異るものではないか。

○ 要は借り手と しては、通作可能な範囲にお

いて、それぞれの作目に見合 った小作料が支

払え、借地期間が安定できるよう要望する。

それには個人賃借では、信用のみで行なわれ

るケースが多いので、抜本的に農地法なり、

公社制度を改正する以外に方法はないと思 う。

O小 作料は、土地の型状、面積、収穫高等に

より差があるのが当然で、その都度農業委員

会なり、開発公社と相談すればよいではない

か。

○ 現在の公社は、農業委員からの申出を受け

て、中間的なこと しか出来ないような仕組み

である。今少 し、法的にも存在価値を認めれ

ば、貸せる農家側 も昔のように一旦貸 したら

返 ってこない というような考えが薄 らぐので

はないか。

05年 、10年 のいずれになっても農地法の適

用があると聞 くが、公社 が行な う場合に限り、

適用を除外すれば、農地流動が出来ると思う。

○ 作 目毎に5年 、7年 、10年 位の段階を設定

し、10年 の場合は5年 経過時点で小作料を改

訂 したらよいと思 う。

03段 階位に設定 してもらうことが一番よい

と思 う。小作料についても、公社は中間的な

仕事であるので、当事者間で取 りきめた額で

前払を行 なっていただき、少々の負担増にな

っても、農家のために積極的に協力していた

だきたい。

○ 土地を他人に貸せ るということは、経済的

理由でな く、労働的な面で貸せ るので、5、7、

10年 というように家庭の事情に合った選択が

出来 ると思 う。 しか し借りた人は自分の土地

以上に手を入れて、充分採算の取れるよう肥

培管理を行ない、返す場合は荒地でないよう

お願い したい。

2.公 社代行管理賃貸借制

公社代行管理賃貸借制度の構想は結婚資金、子

弟の学資、病気など一時的な出費資金が調達出来、

後 日には買戻 しが出来る能力のある農家にとって

は極めて適切な制度として全面的に受け入れ られ

る。 ただ買戻 しの際、農地法上最低保有面積を割

る場合があると取得出来な くなるので、 この制度

の利用農家には農地法上の特例を認める処置など

を必要とする。

{1)利 点 と問題点について

古見地区において開発すれば利用出来 る未墾地

が約8haく らい存在するものと推定され る。 これ

を土地を利用 しようとする場合、売買によって開

発 しようと思えば地価が高い。 これは、中国縦貫

道ができ、地権者側とすれば、この売価が、近傍

類似価格 として基準にな ってくるためと思われる。
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それでは、賃貸借事業で進めるとすれば、賃料

の問題もあり、未墾地を借 りて開発 ・利用 しよう

という意欲に燃えた農家 もない。

農地開発公社が介在する場合ではどうか。公社

と しても、賃貸事業は、10年 以上ということで、

仮に未墾地を10年 借りても農地に開発造成する期

間の賃料を如何にす るか、誰が支払 うか、又、農

地 として開発造成後の期間が10年 以上で転貸 し得

るか、有益費は誰が支払 うかということ等、公社

の未墾地賃貸借事業にも、諸 々の問題がある。 こ

の公社代行管理制プラス公共団体の補助があれば、

農地保有合理化法人としても、又、一般農家とし

ても利点がでて くるので、優良な土地を農地とし

て利用 し、保有することができるであろう。

又、賃貸借事業とこの公社代行管理制を比較す

る場合、この地域では、50a～lOOaの 耕地を持つ

農家が標準で貸借に供する土地は少なく、又、金

額も小 さく、魅力が少ない。 その点では、公社代

行管理制を利用できれば農家にとって何 らかの事

由により、資金の必要な時、必要な資金に見合 う

制度の利用ができるので、農地の流動化促進が計

れるものと推定される。

② 特徴と事由について

最近、冠婚 ・葬祭 ・子供の教育・家族の大病等、

農家にとってまとまった金が必要な時が多い。又、

農業資本について もそうである。 こういった事由

により、規模拡大を志向する農家、農業に意欲を

持 った農家等でも、農業資本としての優良な農地 ・

土地をやむな く手放 さなければならない事態が非

常に多い。 このような場合にこそ、 この公社代行

管理制度の利用によって、熱意ある農家が救われ

るならば、意義深い制度となるであろう。

しか し、一般 的には、公社代行管理制を運用す

ることに際 し、買戻 し特約が付 してあっても、所

有権が移転するとなると地権者とすれば、優良な

農地 ・土地は手放さない、といった傾向があるの

で、この制度の運用難が予測される。 そこで、優

良な土地又は、農地として利用できる土地以外は、

この公社代行管理制に乗せてはならないし、又、

不良資産と して保有するようなことになっては、

真の農地流動化促進又は農地保有合理化促進事業

に供 しえない。

なお、この制度化後の利用度については全 く予

想であるが、集落座談会席上での意向などからみ

て、利用割合は約10%、 面積に して約8ho程 度 と

推定 される。

【集落座談会の記録】

○ 農家が嫁を貰う場合など、よ く土地を売っ

て結納金をこしらえることが多い。 この制度

が実現すれば、一時的には、耕地 は減少する

が、それだけに早 く買い戻 したいという意欲

が出て くると思う。

○ 最近は、土地を売って住宅建築を行う農家

がかなり多い。 このような農家は、新築する

ことにより、生活面でもい くぷん派手となり、

たとへ買戻 し特約付であっても、期限満了時

には、買戻 し資金の調達が困難ではなかろう

かb

O病 気等の場合は特にその点が問題と思われ

る。又売り渡 し後相当の期間があれば、農業

意欲減退にもなりかねない。

O買 戻 しの際、資金調達が困難な場合は、公

社 として低利、長期な資金融資を行 う制度を

こしらえたらどうか。

○ 最近よ く自動車事故の加害者になった場合、

ほとんど自賠責保険でまかなっては呉れるが、

なかには全財産を売却せざるを得ない農家 も

ある。それが為に、農家から一転非農家とな

るケース等は、この制度の利用を行えば、最

も好ましいと思 う。

○ 公社へ売 り渡す価格の約半分位いとの事で
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すが、一時的に大金を必要とし、全耕地を手

ばなすようなケースでは、期限満了により買

戻 しの際に資金繰 りの関係で1部 しか買戻す

ことが不可能となる。町の基準である下限面

積(50a)を 割る場合は、現在の農地法を改

正 しない限 り、いかに特約付であ っても、買

戻すことが出来ないのではないか。

○ この制度は、いずれにしても'土 地と農業

を守る、という立場か らみれば是非必要であ

り、早急に制度化 してほ しい。

○ 売 り渡 し農家の税金については、特別な優

遇措置を講 じていただきたい。尚、 この制度

にも、買戻特約期間 も売 り渡 し農家の事情に

より、短期、長期どちらか選択出来 るような

仕組みにしておけば、借り手側 も営農の計面

樹立ができ、 より有効な流動が図 られると思

う。

3.農 用地利用増進事業

農振法改正によ り市町村が農用地利用増進規程

を作成 し知事の認可を受け、これに基づき農用地

利用組合等を組織 し、農用地利用増進計面によっ

て行なう貸借には農地法上の許可を要 しない制度

である。現在、農地法上の許可を受けない、いわ

ゆる 、ヤ ミ小作、は少な くないが、その理由は農

業委員会を通ずる手数、返環時の難か しさなど農

地法による制ちゆうをきらう農民心理のためでもあ

る。 この制度の採用によってこれ ら心理的阻害要

因は排除され貸借を容易にすることは認められる。

したがって、いや地現象の併なう作物の短期貸

借等では喜ばれるが、その他の要因は解消 されな

いため、必ず しも期待する成果は得 られないので

はないか。

特に落合町では農協による請負耕作が相当浸透

しておるため、このような地域では賃貸借の必要

性もないので、 これを目的とす る利用組合などの

組織化はいたず らに組織の繁雑化をもたらす結果

となる。

この制度が農業委員会のもとで運用されないで

市町村部局の担当するところである限 り、実情は

農地行政の二元化をもたらす。結果は、農用地利

用増進を主目的とするよりもこれ1ζ附帯す る促進

事業に重点がおかれ る結果となることを憂 うると

いう声 も強い。

【集落座談会の記録】

○ 短期間だけの賃貸借には適切な制度である。

○ 借 り入れ側からいえば、'農 地管理組合、

を仲介として行 うので、従前の個人賃貸より

問題は生 じないと思うが、期間が短いだけに

営農計画が立てにくい面がある。

○ 現在この地域で酪農家が裏作期間のみの飼

料作付のための賃貸があるが、単年毎の口頭

契約であるため非常 に不安定である。土地の

有効な利用を図る面では、裏作だけでもこの

制度を適用すればよい。

○ この制度が悪い というのではないが、現在

農協で行 っている部分請負制度が普及 してい

るだけに利用者が少ないのではないか。農家

は複雑な手続などきらうし、一方、農協の請

負制度では反当4使 分の小作料が入っている

ため非常に有利であるか ら。

○ 当地域にこの事業を実施するとした場合、

まず地域内では利用すべき土地がないと考え

られる。 このことはすでに酪農家などが飼料

作付のため末利用地を活用 しているためであ

り、事業指定地を町内一円に拡大出来ればか

なり制度の利用が図られるであろう。

○ 従来の構造改善事業では出来なかった小規

模の基盤整備が可能であれば、山間棚田の末

利用地の活用が出来るからよい。

Oこ の事業にしても小作料問題がある。'農
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地管理組合、で定めようとすると小作料額に

ついては、現情勢下では、標準小作料よ り高

額となる特例扱いとするような配慮がほしい。

O末 利用地の有効利用面からみて、'農 地開

発公社、の介入が出来ればより効果があると

思う。

○ 長期間借地希望の農家には、簡便に契約更

新の出来るようしていただきたい。 どの事業

でもいえることであるが、当初は、やさ しい

ような仕組みのように聞 くが、いざ事業着手

になると、なかなかむつか しい内容であるこ

とが普通であり、農家に密着したものに して

ほしい。

4.2制 度の相互補完の可能性と

指導上の留意事項

小作料前払い、公社代行管理賃貸借制度は農地

法と農業委員会の行なう農地移動適正化斡施事

業の結果によって、農地開発公社の行なうところ

であるが、農用地利用増進事業は農業委員会の活

動以外の事業となるため、現行制度下では両者は

関連がない ことになる。 これに対して農家の視点

か らみると、農地行政が二元化 し、農業委員会を

通ず るものと、そうでないもの、更には、それに

よって得られる利点のあるものとないものに分れ、

農地の賃貸借にあたってその適用判断が繁雑 とな

り、その結果は混乱をきたすことになり好 ましく

ない。

農用地利用増進事業のうち、少な くとも農用地

利 用増進計 画は農業委員会が農地移動適正化斡

旋事業の一環 として立案 し、農地法適用案件 と協

調 ・補完がなされるべきである。

これがため、農業委員会は農地賃貸借について、

2制 度と農用地利用増進事業の内容を併列 して農

家に充分啓蒙 し、これに対する農家の要望を調査 ・

把握 し、農業委員会で斡 旋基準 と農家の要望を

考慮 して何れの方法によるかを協議 し、その結果

を改めて関係者に示 してその了承を得た後、これ

を行政措置すること。 もっとも、農用地利用増進

事業に附帯する促進事業については市町村部局 と

協議 し、その決定は市町村部局 とすることは当然

である。

5.農 地流動化促進の前提

{1)農 地価格の水準は、今後の2次 、3次 産業

の発展にともなって漸次高まってゆくことは必然

の傾向であり、農政の基本姿勢は、これらの高い

農地価格に見合 う地代を生む ことが可能な生産活

動を目標 とすべきである。

② また一方では、この高水準の農地価格が農

業生産意欲を消失させている現状にかんがみ、農

地取得の過程で長期 ・低利の融資制度の運用によ

って農家の農地取得に対する負担を実質的に軽減

する方策を検討することも必要であろう。

{3)今 日の農民意識は、稲作に安住 し、その機

械化 ・省力化をすすめることが主流となっており、

地域農業の将来に対する展望に欠けるところがあ

る。 このたあ稲作の合理化(例 えば、機械田植の

普及による田植時期の早期化)に よる土地利用規

制がすすみ、稲以外の作物(例 えば、野菜、飼料

作、麦の裏作)の 導入に対 して阻止的に作用 して

いる。 したがって新 しい作目規模の拡大を志向す

意欲的農家の水田に対する需要は、消失せざるを

得ない状況になっている。今後農地流動化を促進

するうえで、農業委員会が重点的に取組まなけれ

ばならない課題の一つであろう。

(4}こ のような事態は、農家の農業を守ろうと

する連帯意織の低下に基本的な原因があると考え

られ、農業委員会の重要な任務 として農民意識の

改革にとり組まなければならない。
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VI鹿 児島県川辺町古殿集落

概 況

1,5ケ 年分小 作料前払制

2.公 社 代行管 理賃貸借 制

3.農 用地 利用増 進事業

4.2制 度の効果発揮の ための留意事項

5.農 地流動化対策

附 面接 農家(6戸)の 経営 と意見

概 況

古殿集落は、農家戸数135戸 、平均経営面積約

82a、 専業農家20%、 農業経営主も平均年齢40歳

台で農業後継者も町内集落の中で上位にある。農

業基盤もまつ整備 されており、 農業就業相談員

(150戸 当1名 農委より委嘱)の 活動とも相まっ

て遊休農地等も活用され、農業に活気のある集落

である。

農地のあっせん も殆んど農地保有合理化促進事

業に取入れられ、農家の経営規模拡大 も先進的に

行われている。よって、この事業に対する認識も

極めて高い。

この集落における主な作 目は、園芸(施 設いち

ご、人参、ごぼう)、茶及び肉牛など盛んである。

特に施設いちごにおいては昭和50年 度県の助成の

もとに農協の建貸 し事業によりハウス施設15,000

㎡(参 加農家7戸)の 増設を行い、従来のものと

併せ水田裏作利用により栽培されており、この中

堅農家層が中心に兼業農家層のけん引的役割を果

し、人参、ごぽ うなど園芸が発展的に展開、産地

化を目指 し、農協の共販体制に集約 されている。

また、茶の生葉生産農家も多く、現在散在 して

い る経営か ら団地化を目指 し、未墾地等適地の造

成を行い集団化により合理的経営 と現在の生葉生

産販売から委託加工販売によって所得の増大を目

途としている。

肉牛の飼育農家も数人あり、約200頭 飼育され

てい るが食生活の向上に伴い需要はますます増大

する傾向にあり、飼育頭数を倍増す る計画であり、

これに伴い飼料の 自給度を高めるため、飼料畑 ・

採草地の取得希望も多い。

このたびの調査において60戸 を抽出して志向調

査を実施 したが、その うち老令化等を理由に経営

規模を縮小 したいと答えたものが8戸 みられた。

これらの農家群の平均的指標を示せば次の通りで

ある。

(今後老令化等によって経営規模縮小農家の実

態)

ー

ウ
倫

3

4

に
∨

ρ0

戸数8戸

経営主の平均年令60才

世帯員総数18人1世 帯当り2.1人

世帯員の平均年令56才(40才 以下2人)

経営総面積499α

1戸 平均経営面積C9a(最 低110～30a1、

最 高1100～150al、 最 多130～500D
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7.縮 小 又 は 離農 に よ り処 分 す る農 地275a

(=所 有 地 の61%)、 売 却121a、 貸 付154α 。

こ れ に対 して経 営 規 模 拡 大 を 志 向す る農 家 は17

戸 で あ った 。 そ の概 要 は 次 の通 りで あ る。

(経 営規 模 拡 大 農 家 の 実態)

1.戸 数17戸

2.経 営 主 の 平 均 年 令46才

3.世 帯 員 総 数68人1世 帯 当 り4人 基 幹

労 働 力2.4人

4.世 帯 員 の平 均 年 令43才(40～60才30人)

5.経 営 総 面積2,627a

6.1戸 平 均 経 営 面積154α(最 低r50～80al、

最 高1300α ～ 「、 最 多150～80αD

7.経 営 規 模 拡 大 の 面積1,736a(現 在 の 経 営

面 積 の66%)、 買入れ1,413a、 借入 れ323α 。

この 抽 出 農 家60戸 の う ちか ら10戸 を 選 んで 調 査

員 が 面 接 し、 調 査 事項 に つ い て 聴取 調 査 を行 な っ

た結 果 は、 こ れ を要 約 す れ ば次 の通 りで あ る。

1.5ケ 年分小作料前払制

利点と問題点

{1}貸 付農家は殆ん どが老齢化に伴い、縮小又

は離農 する農家であり、経営規模 も少さいの

で貸付面積 にも限界がある。小作料の固定化

により経済変動に対応で きないのが問題であ

り、小作料の前払制度を好まない。また貸付

期間についても長期間のものは望まない。

② 中堅農家が離農または転職する場合は、経

営規模も或る程度大 きいので長期貸付契約に

よる前払いの現行制度が転職等に便利なため

期待される。

{3)借 受け農家としては短期契約は経営が安定

定着 しないので、10年 の現行制度を希望す る

農家が殆 んどを占めている。

(4)5か 年制度は貸付農家には好まれることか

ら、この制度により貸付対象面積の増大が期

待 されるので、現行10ケ 年の外5ケ 年制度も

採用することが望ましい。

2.公 社代行管理賃貸借制

利点 と問題点

(1)一 時的離農 ・転職を希望する農家又は後継

者等が農業外に就労している老齢農家にとっ

ては、買戻特約による所有権の確保が保障さ

れるので、極めて有利な制度 と考えられるが、

この制度の活用については実感がわかない。

② 買戻特約により売渡農家に売戻しする場合、

公社保有期間の金利については全額国庫助成

を必要とする。

3.農 用地利用増進事業

利点と問題点

(1)貸 付農家の実態が農地保有合理化事業で述

べたように老齢農家であるため期間が短いこ

と、農地法上の規則(農 地法第3条1項 、第

6条1項 本文及び第19条 本文、第20条1項 本

文)の 適用が除外されていることなどが有利

であり、この制度の利用を希望するものが多

い。

② 反面、借受け農家としては、短期間のため

この制度は好まない。

以上2制 度についての農家の志向実態調査から

みたとき、貸付農家としては農用地利用増進事業

を望み、一方、借受け農家としては長期契約小作

料一括払による農地保有合理化促進事業の制度を

希望してい ると言える。

国民の食糧の生産基盤である優良農地が資産的

保 有傾向の高まりによって農家の老齢化と共に遊

休荒廃化する場合が増加しつつあるため、これを

有効に利用 し農業経営の規模拡大農家への組入れ

を促進するための制度であり、2制 度について貸

付農家、借受け農家、それぞれに批判があるが、
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関係農家の理解を深めるためのけいもうと併せて、

これが促進をはかるための施策を講ずる必要があ

る。

4.2制 度の効果発揮のための留意事項

(1}農 地保有合理化促進事業

① 小作料の10年 一括前払い、5年 一括前払

いの制度については、小作料を固定化し経

済変動に対応 しえない ことが問題であり、

このため流動化を阻害してい るとの意見が

多い。従 って小作料の物価スライ ド制の導

入と現在の利子補給制度等について再検討

すること。

② 小作料の前払いによる所得は、所得税法

上臨時所得 として平均課税の適用を うける

ことになっているが、控除額がなく、この

事業推進にとって積極的な効果は期待 され

ない。免税措置等抜本的課税優遇策を検討

する必要がある。

③ 農地の取得又は賃貸借は農振法に基づく

農用地区域 内の農地でないと対象とならな

いので、農用地区域外でも事業が推進でき

るよう特別措置を講ずる必要がある。

④ 農用地利用増進事業については農地法上

の適用除外があるが、農地保有合理化促進

事業についても適用除外措置を講ずる必要

がある。

⑤ 事業推進のため貸 し手側に対す る寄与奨

励金制度の措置を検討する必要がある。

② 農用地利用増進事業

① 小作料については免税措置を講ずること。

② 農用地利用増進促進対策事業の事業内容

として農道舗装等ができるよう拡充をはか

ること。

③ 休耕荒廃農地を2制 度による賃貸借によ

って活用をすすめる場合、農地の再整備事

業の実施が前提 となる場合が多い。よって

これが推進のための圃場整備補助事業の実

施が必要である。

5.農 地流動化対策

当町全体 として農業意欲の沈滞は、関係者の悩

みとなっている。農家総数4,596戸 のうちSOa以

下の規模のものは第2種 兼業で2,247戸 、50～100

α規模は第一種兼業2,032戸 、150a以 上の農家が

専業農家317戸 となっており、この専業農家のうち

約100戸 は2ho以 上の規模(2～3ho85戸 、3ha

以上16戸)を 経営 している。この大規模階層農家

は昭和45年 に始めて39戸 が出現し、それ以外の階

層戸数が漸減してい るのに対して、逐年増加 して

いる。 このような階層別農家戸数の動向もこのこ

とを示 している。またヤ ミ小作料の水準も標準小

作料を下廻 る水準のものが殆んどであ り、あるい

は、請負耕作料について も飯米を確保すれば足り

るとい う考え方で標準小作料の水準が異論なく受

け入れ られていることをみても 「借手市場」が形

成されていることは明らかであり、地域の農業意

欲の低調さが伺われる。しか しこれは農地所有権

の重みが低下したことを示すものではなく、賃貸

借によって返還が困難になることを倶れる結果、

町内で労働力不足を理由として遊休化してい る農

地が89hαもみられることは、これを如実に物語っ

ている。

したがって作業受委託も約半数の農家が実施 し

ている。これはすべて部分作業の受委託であり、

耕起 ・代かき、機械田植、バインダー刈取(乾 燥・

調製を含まず。)の順となっており、一貫的全作業

受託はみられず、また畑作業についての受委託は

見られない。

これらの作業を受託するのは、当然のことなが

ら、規模の大きい農家であるが、その機械装備の

水準も低く、歩行用 トラクターが主体となってい
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る。

このよ うな状況のもとにおいて、農地問題に取

組むにあたっては、農業生産意欲の喚起が前提で

あり、このため機械装備の高度化によって生産力

体系の水準向上を図ることが急務となってお り、

農用地利用増進事業を活用 して、大型 トラクター

の導入をすすめる一方、農道整備を図 り、これに

よって生産力の飛躍的発展を期 したいと考えてい

る。これとならんで、農地所有者に対 しては長期

賃貸借に伴なう不安感を除却する方策が切望 され

ている。

農業委員会の体制 としては、各集落に農業就業

相談員を設置(地 区選出農業委員は当然のことと

してその地区の相談員となり、それ以外の地区で

は集落から適任者を選定して委嘱。)し、農家の就

業、農地の売買 ・貸借などについて相談活動を行

ない、農家の要望に応えるよう努めており、相当

の成果をあげている。相談員は、このほか町の行

なう関連事業の実施についても協力し、その推進

を図るとい う役割も担 うこととなっている。今 日

の相談員の活動の重点は、鹿児島県 「農用地 の賃

貸借の推進に関する条例」・にもとついて遊休農地

の短期賃貸借による有効利用を図ることであり、

初年 目の小作料を 「なし」とし、2年 目以降から

標準小作料を授受するということで、活発な相談

活動を行 なっている。

*こ の条例は、前文でその目的を次のように認っ

ている。 「この条例は、農用地の賃貸借を推進す

ることにより、農業経営の規模の拡大をはかり、

もって、農業生産の増大と食糧の安定供給に寄与

する。」

そしてこの目的を達成するため 「県及び市町村

は、相互に協力して、短期の賃貸借など当事者の

実情に適した農用地の賃貸借を推進するとともに、

農業振興地域の整備に関する法律第15条の2に 規

定する農用地利用増進事業が促進されるよう努め

るものとする。」 と定め られている。

農地 保有合 理化促進事 業では賃貸借の期間が10

年であるため 「貸 したいが長い年月にな ると、後

で取 り戻せ るか心配 であ る。」 としてあた ら優良

な農用地 を遊 ばせ る傾 向が強 く、事務担 当者 の悩

み の一つに なってい た。また農用地 を新 しく買 う

には農家の経済 能力に も限界 がある。そこで農用

地利用増進事業 を活用 して 、わずか2年 か3年 で

も賃貸借を して貰 って農業生産の増大に役立 てよ

うではないか、またその ことによって休耕田 も少

くな るし、病害虫な ど遊休農地の及ぼす悪影響 も

少 くなるのではないか、 とい ろいろ検討 され て施

行 されたのが、 この条例 である。(全 国 農業新 聞

50.9.26.鹿 児島版 より)

なお 、鹿 児島県では、企業 農 場 団 地 創 設 事 業

(県単事業)に よ って、農地公社 に農地を貸付 け

た場合、10a当 り2万 円の農用地集団化寄与奨励

金 を交付 してい る。

附 面接農家(6戸)の 経営と意見

〔1〕 専 業農 家1・A氏(41才)

妻

長男

次男

母

ア)農 業経営の現況

(40才)

(14才)

(11才)

(61才)

農業のみ

に従事

〃

農業のみ

に従事

施 設 い ち ご、 茶 、 園芸(ご ぽ う)、 水 稲 、 みか

ん を 基 幹 作 と した 複 合 経 営 で 自家 労 働 力(3人 年

間700日 を保 有)に よ る 。 現 在 の 農 業 所 得 は400

万 円(粗 収 入)程 度 で あ る 。

① い ち ご2,000㎡(う ち 農 協 建 貸1,400㎡)

水 田 裏作 を 利 用 して 栽培 して お り、栽 培 技 術

は町 ・農 協 ・普 及 所 の 指 導 体 系 に よ る。

② 果 樹(み か ん)40aを 経 営 し てい るが 生 産

一51一



額はほとんどあがってい ない。

③茶は90a栽 培、生葉生産販売を行っている。

④農地の保有水田65a、 普通畑43a、 樹園地

130aで 借入地は水田8a、 畑12aで ある。

イ)経 営改善の 目標

現在の農業所得(粗 収入)400万 を5年 後には

600万 程度に引きあげる。施設いちご、茶を基幹

作目として、経営 の規模拡大をはかる。そのため、

いちごについては現行面積 を保持 し、茶の経営を

伸ばすため畑100aを 譲受け新植したい。

ウ)制 度に関する意見

①農地保有合理化促進事業については、農業

委員会及び相談員より説明を うけ内容 につい

ては十分理解 している。農地の取得、賃貸借

については、 この事業を利用し規模拡大をし

たい。将来茶 の集団化をはかり地区の生産組

織を形成したいので適地を物色申であり、こ

れが造成については合理化促進事業による県

単農地造成供給事業(建 売り事業)で 実現を

希望している。

②農地の賃貸借 については、規模拡大農家と

して現行合理化促進事業の中で実施 されてい

る10年 以上の小作料前払い制度を利用 して安

定 した作物の導入をはか りたい。

③老齢化 した農家としては、農用地利用増進

事業で打出された3年 程度の賃貸借期間を希

望しているようであるが、借りる農家として

は短期間の制度では作目の関係もあり不向き

であり、また土地に対する愛着も深まらない。

離農 して転職する農家にとっては大きな面

積になるので、10年間の前払小作料は転職等

の資金源となるが、老齢化した農家にとって

は自留地を残すので、残 った農地は僅かな面

積であり、10年 分の小作料前払い制度 もあま

り好まないようである。

〔2〕 専業農家R・T氏(49才)農 業のみ

に従事

妻(44才)〃

父(77才)一

母(75才)一

ア)農 業経営の現況

たばこ、茶、肉牛を基幹作とする複合経営で 自

家労働力(主 要500日 、父母200日)700日 を有

し、現在の農業所得は400万 円(粗 収入)程 度で

ある。

①たばこ500(う ち小作地37a)。

②茶35α を栽培 し生葉の生産、販売を行って

いる。

③肉牛7頭 を常時飼育 し粗収入としては相当

の金額となるが、飼料等の高騰により収益は

少ない。

④農地の保有状況一 水田45G、 普通畑40a、

樹園地茶35a、 借地'は水田200、 畑170。

イ)経 営改善の 目標

現在の農業所得(粗 収入)400万 円を600万 円

程度に引上げたい。

将来たばこ作は現状維持、肉牛を20頭 とし、こ

れが飼料確保のため水田55aを 取得、水田面積を

100α に、畑60α を100aと し飼料畑 として経営

を拡大、購入飼料の抑制をはか り畜産所得の増大

につとめる。

なお、現在畜舎が宅地内にあるため適地に移転

したい。

ウ)2制 度に関する意見

①農地保有合理化促進事業については農業就

業相談員のけいもうにより内容は理解 してい

る。将来の規模拡大についてはこの事業を利

用して取得 したい。

所有権移転についても農業委員会が積極的

に取組んでお り安心である。

②賃貸借について現在借地37α があるが、農
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地法上の賃貸借でなく地主との話合いによる

単なる小作であり、作物も安定しないので取

得 したい。止むを得ない場合は借地として経

営規模の拡大をはかりたいが、農用地利用増

進事業よりも10年以上小作料前払制度の農地

保有合理化事業を利用 したい。土地に対する

愛着 もわき経営 も定着、安心 して耕作できる。

〔3〕 専業農家G・S氏(33才)

妻

長女

次女

長男

父

(28才)

(5才)

(4才)

(2才)

(72才)

母(70才)

ア)農 業経営の現状と目標

農業のみ

に従事

〃

農業のみ

に従事

①現在、施設いちご、茶、稲作を基幹とした

経営を行っており、農業粗収益360万 円程度

を得てい るが、5年 後には現状の経営をさら

に規模拡大し、粗収益500万 円程度にしたい

と思っている。

②農地は現在、自己所有地が水田33a、 普通

畑3a、 茶園30a、 借地が水田08a、 普通畑

170で ある。

現状の水田は、古殿地区に15筆 ある。圃場

はホイル トラクターの稼動が70%程 度できる

耕地条件である。

畑は、鳴野原地区にあり、圃場整備は100

%完 了している。

借地は、水田48α 、普通畑17α であるが、

近い将 来に水田70α 、普通畑60a程 度を借地

または購入して規模拡大したい。

イ)2制 度に関する意見

①農地保有合理化促進事業

{ア)この事業によ り農地を借地によって規模

拡大 したいと思っている。小作料の10年 一

括前払方式は、借主側にとっては良い制度

である。

{イ}10年分小作料一括前払いは、所得税法上

臨時所得として平均課税の適用を受け軽減

されることになっているが、地主側として

は、所得税 ・国民健康保険税等の納入 にも

関係してくるため、10年一括前払方式では

貸 したがらない。税制面から更に特別対策

を強化 してほしい。

{ウ}地主側としては、5か 年分小作料前払制

を希望 しているので、5か 年分小作料前払

方式と10か年分小作料前払方式の二本立と

し、農家の選択により規模拡大ができるよ

うにしてほ しい。

②農用地利用増進事業

げ濃 用地利用増進事業促進対策事業によっ

て、この古殿地区に4台 のホイル トラクタ

ーを導入する計画を している。

{イ,この事業は町が責任をもって世話してい

るので、安心 して貸し借 りが出来る。

〔4〕 専 業 農 家N・Y氏(31才)

妻(28才)

母(52才)

長 女(3才)

次 女(2才)

長 男(0才)

ア)農 業 経 営 の 現 状 と 目標

(現 状)

農業のみ

に従事

〃

〃

①施設いちご、稲作、茶、露地野菜(人 参、

ごぼう)を 基幹とした経営で、労力は自家労

働である。現在の農業の粗収益は400万 円程

度である。
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② 「施設いちご」は、水田裏作を利用 して栽

培しており、栽培技術は町 ・農協 ・農業改良

普及所の指導 を受けている。販売は農協を通

じ共同販売を行 っている。

③露地野菜(人 参 ・ごぼう)の 栽培は、ごぼう

生産者50名 で 園芸組合を結成し、また人参は

150名 で農協野菜部会を結成して生産販売を

行っている。

④茶は830栽 培し生葉の生産販売を行ってい

る。

⑤農地は全部 自己所有地である。水田70aは

清水 ・古殿 ・野崎 ・野間の四地区に分散し、

12筆からなっている。圃場整備が行われてい

ないため作業効率が悪いので、早急に圃場整

備を行ってほしいと思っている。畑は清水 ・

古殿 ・神殿の三地区にあり6筆 からなってお

り、平地で圃場整備が行われている。 ・

(経営改善の目標)

現在の粗収益400万 円を、5年 後には700万

円程度に引上げて行 くため、施設いちご、茶、

露地野菜、稲作を基幹として経営の規模拡大を

はかりたい。そのため、水田130、 畑66aを 借

地により拡大したいと思 っている。

(2制 度の役割と限界)

{ア}農 地保有合理化促進事業については、町農

業委員会が委嘱している農業就業相談員から

説明を受けているので、内容は知 っている。

(イ}水 田13a、 畑66aを 当面借地によって規模

拡大をしたい と思 う。近所に75歳 になったA

さんが普通畑66a借 地に出してもよい とい っ

ているので、農業委員会の世話で農地保有合

理化促進事業による借地にしたい。

{切 将来は06aを 譲受けたい。

{エ)近 所にも老齢化したら農地を合理化促進事

業で貸付けたいといっている農家もある。 し

かし、県外に就業している後継者が帰ってき

たら農地を返還することを条件としているよ

うである。

(A')農 地保有合理化促進事業で借入れた畑660

には、人参、ごぽうを栽培する計画である。

立派な品質のよい人参、ごぼうを栽培するに

は土壌改良が必要であり、この土壌改良には

4～5年 間かかるので、賃貸期間が長 くない

と折角の土壌改良の効果があがらないので、

現在 どおり少 くとも最低10年 以上の賃貸期間

としてほしい。

㈲ 借地について土壌改良のため「土壌改良剤」

を助成事業と して創設 してほしい。現在、私

の圃場では人参、ごぼうを栽培するため4～

5年 間次の通 り土壌改良剤を使っている。

10a当 年間 苦土石灰20袋 、

溶性燐肥10袋 。

(キ}永 年作物の場合は、8年 位 しないと成園に

ならないため、10年 位の契約期間では心配で

ある。何か特別な措置が考えられないものか

と思 っている。

{ク}小 作料の10年 一括前払については、借地人

としては現状を希望する。

{ケ)貸 主(地 主)も10年 分の小作料を一括受領

できるので、効率的な資金活用ができてよい

といっている。

{コ)農 地保有合理化法人が農用地等を取得する

場合は、農振法に基づく農用地区域内の農用

地でないと取得ができないことになっている

が、農用地区域外で も散在的に優良農地があ

るので、農業委員会が認あた農地については、

この事業の対象としてほしい。

〔5〕 専 業 農 家1・K氏(30才)

妻

母

(28才)

(57才)

農業のみ

に従事

〃

"
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長女

次女

三女

ア)農 業経営の現況

(4才)

(2才)

(0才)

①施設いちご、水稲、茶、果 樹、 露地野菜

(人参、ごぼう)を 基幹作 目とした経営で、

労働は自家労働(労 働 日数1人150日 以上)

である。現在の農業所得(粗 収入)は350万

円程度である。

②施設いちごは、水田裏作を利用 して栽培し

ており、栽培技術は町 ・農協 ・農業改良普及

所の指導を受けている。

③温州みかん80aを 栽培(植 付後6年)し て

いるが、生産額はあがっていない。

④茶は70a栽 培 し、生葉の生産販売は農協を

通 じて行なっている。

⑤農地の自己所有地水田60a、 畑40a、 茶園

70a、 果樹園800で 、そのほか老齢農家より

借地 は水田30α、畑50aで ある。(借 受 け内

容は、農地法によらない。)

イ)経 営改善の目標

①現在の農業 所得(粗 収入)350万 円を5年

後には600万 円程度に伸ばしてい くため、施

設いちご、茶を基幹作目として経営の規模拡

大をはかりたい。

②そのため水田100a、 茶園200σ を取得 し

拡大 したいと思っている。

ウ)制 度に関する意見

①農地保有合理化促進事業については、農業

委員会並びに相談員の方より説明を受けてい

るので内容は十分知っている。

②水田1000を 当面農地保有合理化促進事業

を利用して取得 し、規模拡大をしたいと思っ

ている。

③茶園200aに ついても農地保有合理化促進

事業を利用 して取得 したいと思 っているが、

もし外に適地があってこれらの未墾地をまと

めて合理化事業で取得 していただいて、農用

地の建売 り事業で造成して頂ければ、1カ 所

に集団で茶園がまとめられるので、最も好都

合であり、是非実現されるよう希望する。

④小作料の10年一括前払いについては、借り

受ける者としては良い制度であると思う。

⑤貸主は、10年間は長いのではないかと思う。

⑥土地を取得する場合、特に農地保有合理化

促進事業であれば、安心 して取得 がで きる

(特にむずかしい名義人変更に心配がいらな

いから)。

⑦現在老齢化で耕作不能の地主の土地を借地

しているが、正式な手続 きを取っていないた

め返還を要求された場合は、すぐ返さないと

いけない心配がある。 この点が合理化促進事

業又は農用地利用増進事業では、心配がない

ので安心 して農業に従事できる。

⑧現在の借地を地主の同意が得られれば、合

理化促進事業か利用増進事業に持 っていきた

いと思っている。

〔6〕 専 業 農 家R・1氏(48才)

妻

父

母

三女

長男

ア)農 業経営の現況

(44才)

(76才)

(72才)

(15才)

(13才)

農業のみ

に従事

〃

〃

〃

①施設いちご、水稲、茶、露地野菜(そ さい)

を基幹作目とした経営で、労働は 自家労働

(労働 日数1人200日 以上)で ある。

現在の農業所得(粗 収入)は500万 円程度

である。

②施設い ちごは水田裏作を利用して栽培 して
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おり、栽培技術は町 ・農協 ・農業改良普及所

の指導を受けている。

③茶は70a(内 幼木200)栽 培 し、生葉の生

産販売を行っている。

④農地の自己所有地水田56a、 畑5a、 茶園

70a、 その外借地水田13α 、同畑15a、 家畜

肥育牛3頭 である。

イ)経 営改善の 目標

①現在の農業所得(粗 収入)500万 円を5年

後には650万 円程度に引上げて行 くため、施

設いちご、茶、畜産を基幹作目として経営の

規模拡大をはか りたい。

②そのため水 田30a、 畑00a程 度を取得又は

借地して規模拡大 したいと思っている。

③茶園についても現在の70aを100aに 拡大

したいと思 っている。

ウ)2制 度に関する意見

①規模拡大を図るにしても土地問題が先決で

ある。

②現在肥育牛3頭 を宅地内で飼育 しているが、

公害問題等で拡大できない状態である。将来
'畜産経営を伸ばし

てい く段階では、農地保有

合理化促進事業等を利用 して土地を取得 した

いと思ってい るが、もっと外に適地があって

この未墾地等を開発して1カ 所に団地造成を

してもらえれば是非移転したいと考えている

ので、建売事業をやってもらうよう希望する。

③小作料10年 一括前払いについては、借地人

としては良い制度であると思 う。

④永年作物の場合は8年 位 しないと成園にな

らないので、10年 位の契約期間では心配があ

る。何か特別な措置が考えられないものかと

思っている。

〔7〕 専業農家1・T氏(47才)農 業にの

み従事

妻(44才)〃

ア)農 業経営の現況

①施設いちご、水稲、茶を基幹作 目とした経

営で、労働は自家労働(労 働日数1人200日

程度)で ある。

現在の農業所得(粗 収入)は250万 円程度

である。

②茶は1300栽 培 し、生葉の生産販売を行 っ

ている。

③現在、農地は自己所有地水田40a、 畑130

0、 茶園130a、 借地水田150、 同畑10α で

ある。

イ)経 営改善の目標

①現在の農業所得(粗 収入)250万 円を5年

後には500万 円程度に引上げて行 くため、園

芸、茶を基幹作目として経営の規模拡大をは

かりたい。

②そのため水田60a、 畑600を 借地又は取得

して、規模拡大 したいと思っている。

ウ)制 度に関する意見

① この事業により農地の取得又は借地 によっ

て規模拡大したいと考えている。

②小作料の10年 一括前払方式は、借主の方と

しては良い制度である。

③将来は茶の規模拡大を特 に考えてい るが、

一般の農地は価格が高 くて手がつけられない

現状であるので、適地があってこれ らの未墾

地等をまとめて合理化事業で取得 し、農用地

の建売り事業で実施して頂 くと1カ 所に集団

化ができる。これには地元 も協力するので、

是非実現されるよう希望する。
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