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農地流動化の促進の観点からの転用規制のあり方に関する検討会 

（第 ２ 回） 

 

                    日 時：平成27年７月17日（金）14：00～16：30 

                    場 所：農林水産省 共用第６会議室 

                        （農林水産省内 本館７階） 

 

会 議 次 第 

 

１．開  会 

２．議  事 

 （１）規制改革実施計画について 

 （２）転用利益、転用期待について 

 （３）関係者ヒアリング・アンケートについて 

３．閉  会 

 

【配布資料】 

資料１ 規制改革実施計画（抜粋） 

資料２ 転用利益と転用期待について 

資料３ 関係者へのヒアリング及びアンケート調査について 

 

参考資料 
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午後１時５８分 開会 

○事務局 ただいまから第２回農地流動化を促進する観点からの転用規制のあり方に関する検

討会を開催したいと思います。 

 委員の先生の皆様方につきましては、本日はご多忙の中ご出席をいただきまして、ありがと

うございます。 

 本日の委員の出席状況でございますけれども、森委員におかれましては所用によりまして欠

席するとのご連絡をいただいております。 

 次に議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきたいと思います。本日、配付させて

いただいております資料は、上から議事次第、座席表、検討会の開催要領、資料１、規制改革

実施計画について、資料２、資料３、それから参考資料を付けさせていただいておりますが、

資料に漏れがないかご確認をいただきたいと思います。 

 よろしゅうございますか。 

 それから、ファイルでございますけれども、第１回の資料を配付させていただいております

ので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 そうしましたら、委員長に以降の議事進行をお願いしたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○委員長 暑い中、どうもありがとうございます。 

 それでは、議事次第の２の（１）規制改革実施計画についての議事に入りたいと思います。 

 事務局から関連の資料の説明をお願いいたします。 

○事務局 では、議事次第１の規制改革実施計画につきまして、資料の説明をさせていただき

ます。 

 お手元の資料１でございます。このほど６月30日に、規制改革実施計画が閣議決定をされた

ところでございます。その中に農業分野の個別的措置事項の農地中間管理機構の機能強化とい

う項目の中の６番目の事項といたしまして、転用利益の地域の農業への還元というものが決定

されております。この中で農地転用利益の地域農業への還元と、公平で実効性のある方策につ

いてということについて、有識者からなる検討会を開催し、関係者へのヒアリング、アンケー

ト調査等を行いつつ検討を進める。また②といたしまして、検討会において①の検討を踏まえ

た論点整理を行う。実施時期につきましては、①のものにつきましては、平成27年度検討、②

につきましては、平成28年度早期論点整理とされております。 

 昨年、実は規制改革実施計画が定められております。２枚目に参考に付けさせていただいて
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います。これは第１回検討会でも付けさせていただいておりますけれども、昨年の閣議決定の

際と内容は同じでございます。農地流動化の阻害要因となる転用期待を抑制する観点から、転

用利益の地域農業への還元等、公平で実効性のある方策について、中長期的に検討を進める。

実施時期につきましては、26年度検討開始ということでございまして、今回の実施計画におき

ましては、このスケジュールといいますか、時期等を少し早めるということが具体化されてい

るということでございます。 

 この背景といたしましては、本年５月27日に行われました規制改革会議と産業競争力会議の

実行点検合同会合におきまして、農地の中間管理機構の現状なり実績、それから今後の方策等

についての議論が行われた際に、農地流動化の促進の観点からの転用期待に関する本検討会に

おける検討の加速化を図るべきではないかという意見が出されたところでございまして、これ

らを踏まえまして、規制改革に関します３次答申が６月になされまして、それを受けた形で今

回の規制改革実施計画に反映されているというところでございます。昨年６月の実施計画で検

討するとされております内容と、基本的に内容は同じでございますけれども、28年度早期論点

整理を行うということになったところでございます。 

 これらを踏まえまして、３枚目のところに本検討会におきます検討スケジュールのイメージ

を付けております。第１回検討会にお示ししたものを直しています。１回目を４月に行いまし

て、本日２回目の検討ということで転用利益、転用期待等についてのご議論、それから関係者

ヒアリング、アンケート等につきましてのご議論を踏まえて、今後農業者等へのヒアリングや

アンケート等を実施いたしまして、さらに検討会を開催しつつ、関係者へのヒアリングや、現

地調査等をしつつ、28年度早期に論点整理をする。また、この論点整理を踏まえて検討を行い

まして、中間とりまとめをしてはどうかということでございます。 

 資料１の説明は以上でございます。 

○委員長 それでは、ただいまのご説明について、ご質問、ご意見等がありましたら、伺いた

いと思います。いかがでしょうか。 

 一つお伺いいたしますが、去年の６月24日には、農業委員会等の見直しについてという中で、

この研究会のテーマが取り上げられていましたが、今年の６月30日の閣議決定では、農地中間

管理機構の機能強化という項目の中に、この研究会のテーマが位置付けられています。そのこ

との意味ですけれども、要するに農地の流動化を推進するために、転用利益があるということ

が障害になっているのかどうかと。そういう観点からこの研究会は調査し、検討するという理

解でよろしいでしょうか。 
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○事務局 まさに委員長がおっしゃったとおりで、この会当初から、そういう意味では表題に

も書いてありますけれども、あくまでも農地流動化のためのということでございますので、こ

の後、資料２のところで詳しくご説明いたしますけれども、ここで考えております検討という

のは、あくまでもその農地の流動化を促進するという観点から、一般によく転用利益、転用期

待というものがあるので流動化が進まないということが言われることが多いわけでございます

ので、この観点からどのような形のものが望ましいのかということについて、皆様方にご議論

いただくということで、そういう意味では、去年も項目としては農業委員会改革という話の中

で規制改革実施計画が定められたわけでございますけれども、何のために農業委員会改革を行

うのかということにつきましては、農地の流動化を進めていくという観点から、農業委員会の

あり方を議論していくということも大きな理由であったものですから、基本的に考え方自体は、

昨年と今年で変わるところはないということでございます。 

○委員長 ありがとうございました。 

 他にございますか。他にございませんようでしたら、次に移りたいと思います。 

 それでは、議事の（２）転用利益、転用期待についての議事に入りたいと思います。事務局

から、関連資料のご説明をお願いいたします。 

○事務局 では資料２につきまして、説明させていただきます。 

 転用利益と転用期待ということにつきましては、第１回の検討会でもそもそもそういったも

のがあるのかどうかというようなところから、色々なご意見をいただいたところです。 

 １ページを御覧いただきますと、転用利益及び転用期待というものをまず議論の材料として、

一旦このように置いてみてはどうかということで考えてみました。読み上げますと、地域還元

等の検討の対象となる転用利益、転用期待は、次のように考えられるのではないかということ

で、転用利益としては農地を転用することによって得られる利益のうち、転用ゆえに得られる

利益と、転用期待につきましては、将来的に転用利益が得られるであろうという期待ではない

かということで、定義をしてみたものでございます。繰り返しになりますが、これはあくまで

も議論の素材を提供するものでございますので、これを見ながらまた先生方からご意見を頂戴

できればと考えております。 

 なぜ、このような定義を一旦してみようということにしたかと申しますと、耕作放棄地に対

する課税強化など、 近、時々新聞紙上を騒がせております。こういった報道ですとか、これ

までよく転用期待が農家の規模拡大を阻害しているというようなこと、これは別に今になって

言われるようになったわけではなくて、かなり昔から言われていた、古くて新しい課題という



 5

ことでございます。 

 これらの報道とか、議論を眺めていきますと、転用利益ということは、または転用期待とい

うことは、第１回の検討会でも色々ご意見あったように、人によって持つイメージ、またはそ

の考えている内容というのが、かなり異なっているケースがあるのではないのか。または、あ

まり深く、きちっと定義をせずに、考えずに、イメージだけで言葉を使っているという面があ

ったのではないかと受けとめております。そのように考えてみますと、文字に落として御覧い

ただくと、当たり前のように思われるかもしれませんけれども、まず一旦定義してご議論いた

だくのが良いのではないかと考えたところでございます。 

 当たり前のことでありますが、利益というのは、１ページの一番下のところにありますよう

に、売上げから原価と経費の合計を差し引いたものになるわけですけれども、この転用利益と

いうような言葉を使うときに、多くの一般の方々、例えば土地を特に自宅の土地以外は持って

いないサラリーマンの方々などは、農家の得る転用利益ということについて、先祖代々から受

け継いだ、あるいは農地改革などによって、言葉は少し適切ではないかもしれませんけれども、

非常に安い値段で手に入れた農地、これを宅地として売って利益を得ていると。またはその利

益を当てにしているというのは問題であるというふうな意識というのがあるのではないかと受

けとめております。 

 一方で、流動化の促進の観点と先ほど申し上げましたけれども、この流動化の促進の観点か

ら転用利益を地域に還元すべきではないかということにつきましては、さらには 終的には転

用期待を抑制していくべきではないかという点からいたしますと、後ほど法制上の整理という

ところでも触れますけれども、議論の対象とすべき転用利益、転用期待というものは、この流

動化の促進という目的と、合理的な関連性を持つものである必要があるのではないかと考えて

おります。そのように考えますと、転用によって生じた利益、これが当然に地域に還元すべき

ものですとか、あるいはそれに対する期待というものが、全て抑制されるべきであると考える

のは適切ではないのではないかとも考えるところでございます。具体的には、一般に利益とい

うのはこの下に書いていますように、売上げから原価と経費を引いたものとなるわけですけれ

ども、このときに例えば取得価格なり、譲渡費用、特に取得価格のところで、例えば先祖伝来

の土地を売った、農地を売ったというときには、極端な話、元手がただなので、この売上げ全

てが当然にこの地域に還元すべきである転用利益であると考えるというのは、必ずしも適切で

はないのではないかと考えるところでございます。 

 流動化の促進という目的、この目的を達成するために転用利益であるとか、転用期待という
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ものを抑えていくということからいたしますと、これがもし耕作目的で、かつ担い手に売り渡

されるという場合には、そこで得られた金銭について地域に還元すべきであるという議論には

ならないのではないかと考えるところでございます。そのことからすれば、先ほど申し上げた

ように、転用目的で売却された場合に得られた金銭、この全てを地域に還元すべきというのは

いかがなものかと。むしろその中で地域に還元すべきかどうか検討する必要が生じるのは、耕

作目的の農地の価格との差の部分になるのではないかと考え、この転用利益というものを農地

転用することによって得られる利益のうち、転用ゆえに得られる利益ということで、具体的に

は下のところで書いておりますけれども、転用目的の農地価格というのは、この一番下の式を

当てはめますと、転用目的の農地価格から取得価格と譲渡費用を引いたもの。耕作目的の農地

価格というのは、耕作目的の農地価格から取得価格と譲渡費用を引いたものということで、簡

単な算数ではございますけれども、結果として取得価格と譲渡費用の部分が相殺されますので、

転用目的の農地価格と、耕作目的の農地価格の差ということになるのではないかと考えたわけ

でございます。 

 この両者の価格などの中身を考えていくときに、次のページで少しまた頭の体操をしてみた

わけでございます。農地価格を耕作目的の価格と転用目的の価格で比較した場合には、一番右

上の部分でございますけれども、一般的には転用目的の価格のほうが高いと考えており、一方

で昨今の全国的な地価の下落、東京圏などは一部地価が上がっているところもございますが、

多くのところで地価が下落してきています。特に参考資料などでもございますが、ピーク時か

ら考えると、相当な下落を見せているところがございますので、地価の状況は、この10年、20

年の間に相当程度変化してきているのではないかと。地域によって、さらには同じ地域でも土

地の条件ですとか、使用目的ですとか、そういったことによって、価格のありようというのは

相当異なっているのではないかと考えております。 

 そのような点からいたしますと、先ほど規制改革、実施計画の関係でスケジュールをご説明

いたしましたけれども、全国のその地域の状況に応じて、どのように地価の状況ですとか、転

用の取引の状況になっているのかというようなことを、実態を調べていくことが必要になるの

ではないかと考えておるところでございます。 

 取得価格につきましては、１ページのところで申し上げましたように、転用目的の農地の価

格と、耕作目的の農地の価格との差というのが転用利益であると定義づけることによって、取

得価格の分は相殺されますので、ここの議論はあくまで参考にしてみたというものでございま

すけれども、冒頭申し上げましたように、転用利益、転用期待というものにやや問題があると
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お考えになる方々、そういった問題視する論者の論文などを読みますと、例えば相続である、

または農地改革によって非常に安い値段で取得しているというようなところにも、一つの原因

があると考えていらっしゃるようなものが見受けられます。 

 ただし、そのようなものについては、例えば先祖代々からの承継ということにつきましては、

農地と宅地とで特段変わることはないのではないかと考えますし、取引価格の場合には、当然

農地のほうが宅地よりも安く取得できるというのが一般的なところではございますけれども、

先ほど申し上げましたように、 終的に今私たちは農地のこの転用利益というものを、売り渡

すときの耕作目的の価格と転用目的の価格で比較すればいいのではないかと考えておりますの

で、同じ共通する農地の売り方による価格の違いということで言いますと、その取引の取得の

時点の価格を問う必要はないとも考えられますし、また農地改革で安く農地を取得していると

いう点につきましては、ここでは農地改革の趣旨・経緯と簡単に書いておりますけれども、趣

旨・経緯といいますのは、要するにもともと小作農として農地を使っていた、それを非常に安

い価格で政府が買って、地主から小作に売り渡したというのは事実ではございますが、それは

当然、小作農に自作農になっていただくという政策目的のために、その当時そのような政策を

とったということでございますので、逆にその点にもし転用利益として地域に還元する必要が

あるということを考えるようにすれば、もともと自作であった人には問題はないが、小作農が

自作農になったところには還元すべき利益があるのだという議論になりかねないわけで、その

ようなことからすると、農地改革で取得したのか、先祖代々から取得したのかということを比

較して、農地改革で取得したということを特別視するというのは適切ではないのではないかと

いうことでございます。 

 以上からすれば、取得価格としては２を基本にということで書いておりますけれども、繰り

返しになりますが、１ページのように整理をしておりますので、ここの部分は結果的には相殺

されるということでございます。 

 なお、転用利益を問題視するそういった論者の論文などを読んでいますと、例えば相続税で

すとか、固定資産税などで農地の所有というのが非常に優遇されていると。このために低コス

トで農地を所有し続けることができる。このことが流動化を阻害する原因の一つではないかと

いう考えも見受けられるわけでございます。これらにつきましては、例えば固定資産税につい

て、今耕作放棄地の課税強化について色々と議論がなされておりますけれども、それぞれの固

定資産税ですとか、相続税につきましては 近大幅な改正がなされたところでございます。こ

ういったそれぞれの制度のあり方の中で、整理していくというのが適切なのではないかと考え
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るところでございます。 

 転用利益、転用期待というものについて、１ページのように整理させていただいた上で、こ

の転用利益というものについて検討する際、ほかに整理すべき事項としてはどのようなものが

考えられるかというのを挙げさせていただいたのが３ページでございます。こちらには４点書

かせていただいております。もしこのような視点もあるのではないかということがあれば、ぜ

ひ追加のご意見をいただければと考えております。 

 １点目としまして、このような利益というものにつきましては、譲渡所得として課税対象と

なっている。これは農地に限らず宅地であるか山林であるかを問わず、課税対象となっている

ということから考えまして、それに加えて転用利益の地域還元を求める理由について、どのよ

うに整理できるのかという点が、まず整理すべき論点として出てくるのではないかと考えてい

るところでございます。 

 ２点目としましては、実は農地転用というのは売買で行われるケースはもちろん多いですが、

貸借や農地所有者自らが農業用施設のため、または自分の子どもたちのために自己転用すると

いうような場合なども結構ございまして、かなり多様な形態で行われているということから考

えますと、これらとの関係をどのように整理すべきかということが、第２の論点として挙げら

れるのではないかと考えるところでございます。 

 ３点目としましては、転用目的で取引された農地、例えば10アール、500万円で売れたとい

う農地については、その10アール、500万円というのは何らかの形で把握はできるわけですけ

れども、その農地が耕作目的で取引されたと仮定した場合の価格、これがわからないと差額と

いうのは出てきませんので、これをどのようにして比較するのか。耕作目的で取引されたと仮

定したと書いたように、どうしてもフィクションにならざるを得ない部分がございますので、

ここはやや技術論的なものになりますけれども、どのようにしてその利益の額というのを確定

するのかというのが、３点目の整理すべき点になるのではないかと考えております。 

 ４点目としまして、少し話が違った色合いのもので、第１点の譲渡所得に対する課税の話と

セットで出てくる議論かと思いますが、公共転用です。道路のためとか、色々な形で公共転用

がなされるわけですが、そのために土地を売り渡したという場合には、5,000万円の特別控除

というものがございます。また、ご案内かと思いますけれども、買い換え特例などもございま

すので、このようなこととの関係をどのように整理すべきかというのも、一つの論点になるの

ではないか。特に、地方におきましては、これまでのところと言うべきかもしれませんけれど

も、公共転用というのがある意味一番の転用需要であるという見方もできますので、やはりこ
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の特別控除との関係をどう考えるのかというのも、一つ整理すべき事項として出てくるのでは

ないかと考えるところでございます。 

 転用期待の抑制のための具体的な方策について、どのようなことが考えられるのかというこ

とで整理したのが、４ページでございます。この検討会では農地流動化を促進する観点から、

転用利益の地域農業への還元などの方策として、どんなものがあるのかということを考えてい

ただくわけですけれども、第１回検討会でも先生方からご意見を頂戴しましたように、代表選

手として転用利益の地域農業への還元というのがありますが、それ以外の方法、 終的にはそ

の転用期待を抑制していくという方法もございます。色々な手法があるのではないかと考える

わけでございます。 

 幾つかの論点があるのではないかと考えておりまして、１つ目といたしましては、まずそも

そもこの流動化の促進ということを考えたときに、全ての農地を対象にするのか、あるいは優

良農地など、一定の農地を対象にするのかという視点があるのではないかと考えます。 

 第２点目といたしましては、利益の徴収によるのか、規制の強化によるのか。その転用利益

自体を徴収してしまうという形で転用期待を少なくしていくという、抑え込むという形をとる

のか、転用を規制する、それを強化することによって転用を難しくすることで期待を萎ませる

という方法と、２通りがあるということでございます。 

 ３点目以降は、この２番のところで利益の徴収による場合にさらに選択肢がまた幾つか出て

くると考えていますけれども、３点目は直接的手法によるか、間接的手法によるかと書かせて

いただきました。直接的手法としましては、例えば公的主体が買い取ってしまう。農地として

の耕作目的の価格で買い取ってしまって、その上でデベロッパーであるとか、転用したいとい

う主体に売り渡すという、ある意味、昔の農地改革のようなことをやるというようなことでご

ざいます。公的主体が買い取るということで、この場合には何らかの形の価格統制が前提にな

るのかなと考えますけれども、一つの方法としては、このような方法、もう一つ、利益の徴収

の方法として、間接的手法と書きましたけれども、こちらは、取引自体は民間であるとか、民

と官の間、それぞれに任せて、そこで農家の方々に生じた利益を何らかの形で徴収するという

ものが間接的な手法ということで、このどちらかの手法があるのではないかということでござ

います。 

 ４点目といたしましては、その利益を徴収するときに、強制的な手法によるのか、任意的手

法によるのかということで、強制的な手法といたしまして、一番代表的なのは課税ということ

でございますけれども、ほかにもいろいろな形の徴収の方法がございます。代表例としては課
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税ですので、課税を念頭に置いていただければと思いますが、そのような強制的な手法による

のか。任意的手法というのは、例えば基金に自主的に出していただくなどです。この場合には

何らかの例えばインセンティブなり、農家の方々への何らかの方向付けみたいなものが必要に

なるとは思いますけれども、そのようなことも考えられるのではないかということで、具体的

方策を考えるときには、そのような幾つかの要素を組み合わせながら考えていただく必要があ

るだろうと考えております。 

 次のページをおめくりいただきますと、検討に当たって調査などすべきと考えられる事項と

書かせていただきましたが、先ほど２ページのところなどでも申し上げましたように、利益の

ありようというのは、地域によって相当異なっているのではないか。また、バブルのころ、ま

たはバブルまでのありようと今とでも、相当程度異なっていると考えております。利益のあり

ようが変われば、当然それに対する期待というのも相当変わってくると思われますので、特に

転用利益の実態はどうなっているのか、そしてそれをめぐって関係者、農家の方々ですとか、

そういった農地を所有している方々ですとか、農地を取り巻く関係者の方がどのように考えて

いらっしゃるのか、ヒアリングやアンケート調査などを実施する必要があるのではないかと考

えております。視点といたしましては、転用期待がどの程度農地流動化の阻害要因になってい

るのか、または、転用期待の意識というものが地域や個人によってどのように違うのか、また

同一地域で耕作目的と転用目的の農地価格というのが、どのように異なっているか、また、転

用期待を抑制することにより、農地流動化の促進にどの程度の効果を及ぼすことが期待できる

のかなど、様々な方から意見を集めてみてはどうかと考えているところでございます。 

 また、先ほど、転用利益、転用期待を抑制するという場合に、色々なパターンが考えられる

のではないかと申し上げましたけれども、様々なパターンを検討するに際しては、法制面の整

理が必要になるだろうということで、何と言っても憲法第29条、財産権を保障しておりますこ

の規定との関係を、法制的に整理をしてどれが一番適しているのかということも、併せて考え

ていかなければいけないと考えております。 

 次のページ、６ページからがこの法制面の整理について少し整理をしたものでございます。

憲法第29条は、ご案内のように財産権を保障するという趣旨でございますけれども、それと同

時に、立法府は公共の福祉に適合する限り、財産権について規制を加えることができると定め

ております。規制が憲法第29条に違反するかどうかということについて、過去の判決におきま

しては次の旨判事しているところでございます。代表的なものとして、通称で森林法共有林事

件と言われているものでございますが、昭和62年４月22日の 高裁大法廷判決を挙げさせてい
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ただいております。この判決におきましては、財産権に対する規制が憲法第29条第２項の公共

の福祉に適合しないことの判断基準としまして、１つは立法の規制目的が社会的理由ないし目

的に出たものと言えないものとして、公共の福祉に合致しないことが明らかであること、２つ

目の判断基準が、規制目的が公共の福祉に合致するものであっても、１の基準をクリアするも

のであってもということでございますが、規制手段が目的を達成するための手段として、必要

性または合理性に欠けていることが明らかであることというものでございます。 

 違憲ということを判断する場合の書き方ですので、ちょっと回りくどい言い方になっており

ますけれども、これらを踏まえて転用利益の地域農業への還元については、次の２点を検討す

る必要があるだろうということで、１つ目、農地の流動化の促進という目的が、公共の福祉に

合致するものであるか否かということでございます。２点目、合致する場合に、目的を達成す

るための手段として、その手段が合理性・必要性のあるものであるかどうかということを、他

の手段との比較などもしながら検討する必要があるのだろうと考えるところでございます。こ

れだけでは少し抽象的かと思いますし、特に必要性・合理性というものをこの 高裁判決がど

のように捉えているのかということを、この昭和62年の具体の事例に即して少し整理をしてお

りますのが次のページでございます。参考に供していただければと考えております。 

 事案としましては、この違憲判決が出ましたので、その後、速やかに森林法を改正しまして、

今はない規定、削除された規定になっておりますが、旧第186条におきましては、共有する森

林について、持ち分価格が２分の１以下の共有者には、分割請求権を認めないという規定がご

ざいました。具体的な書きぶりはさらに次のページの中ほどにありますけれども、森林の共有

者は民法第256条第１項の規定にかかわらず、その共有に係る森林の分割を請求することがで

きない。ただし、各共有者の持ち分の価格に従い、その過半数をもって分割の請求をすること

を妨げないということになっておりますので、結果的には要するに過半数を持っていれば分割

請求できますけれども、２分の１以下ですと分割請求はできないということで、この２分の１

に満たない方が分割請求を認めていないのはおかしいと、裁判に出たというのがこの事案でご

ざいます。 

 判決では、この森林法旧第186条の立法目的、森林の細分化を防止することによって、森林

経営の安定を図り、ひいては森林の保続培養と森林生産力の増進を図り、もって国民経済の発

展に資すること。これは森林法のそもそもの目的ですけれども、この立法目的自体は公共の福

祉に合致しないことが明らかであるとは言えないと、第１点目のその基準につきましては、違

憲であるとは言えないと判決では判断したということでございます。そういう意味では、政策
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の判断の幅を広目にとっていると言ってもいいと思います。明らかであると言えて初めて違憲

であるということですので、かなり行政的な判断が尊重されるということが考えられるのでは

ないかと思います。 

 一方で、森林法旧第186条は、規制手段に合理性と必要性のいずれをも肯定することができ

ないことが明らかであるとして違憲無効とされたというものでございます。まず１点目の合理

性がないという理由でございますけれども、この理由としては２つ挙げております。１つ目は、

森林が共有であることと森林の共同経営というものは、直接関連するものとは言えないという

こと。２つ目は、共有者間の紛争の永続化を招き、森林経営の安定化に資することとはならな

いということから、合理性がないということでございます。１点目のところは要するにこの森

林の分割請求権を認めないということが、結局のところこの森林経営の安定ですとか、細分化

の防止ということに必ずしも繋がらないのではないかということを指して、合理性がないと断

じたわけでございます。 

 ２点目の必要性がないということにつきましては、判決は２点挙げておりまして、１点目が

分割を許さないとする森林の範囲、またその期間、このいずれについても限定を設けていない

というのが１点目でございます。分割を認めない、森林経営のため分割を認めないというので

あれば、例えば必要 小限度の面積などを設けるべきではないか。または森林のその生育のス

テージによって、伐採の時期ですとか、植林の時期ですとか、そういった時期だけ例えば限定

するとかいう方法があるのではないかというようなことを論評した上で、いずれについても限

定を設けていないということで必要性がないという判断をしております。 

 ２点目としましては、現物分割におきましても、共有物の性質、共有の状態などに応じて合

理的な分割をすることが可能である、要するに現物を分割しながら、例えばある人は金銭でそ

の対価を得るというようなことは可能であるので、そのようなケースであれば、直ちに森林の

細分化を来すものとは言えないにも関わらず、持ち分価格２分の１以下の共有者に一律に分割

請求権を否定しているというのは、必要性がないと判断しているところでございます。 

 この２点からいたしますと、この 高裁の判決は、必要性という言葉を必要 小限度という

文脈で使っているということが、そういうふうに理解されるのではないかと考えております。

ですので、私たちがこの転用利益の地域への還元ですとか、または転用期待の抑制というもの

について考えるときは、その目的、この農地の流動化を促進するという目的については、ある

程度この基準からいってもクリアしていると考えて良いのではないかと思いますけれども、２

点目のこの規制手段に合理性と必要性があるのかどうか。少なくとも、違憲と判断されるかど
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うかという点では、合理性と必要性がないということが言えるかどうかということになってく

ると思いますが、転用期待であるとか、転用利益を抑制していくということによって、その手

法をとることがこの合理性、それが農地の流動化というものにつながっていくものなのかどう

か、またその手法をとることが、農地の流動化を進めるために必要 小限度のものと言えるか

どうかということを念頭に置きながら、検討をしていく必要があるのだろうと考えられるとこ

ろでございます。 

 資料２につきましては、以上でございます。 

○委員長 どうもありがとうございました。大分包括的なご説明をいただきましたけれども、

ご質問、ご意見等、出していただきたいと思います。幾つかの論点がありますけれども、例え

ば、転用利益、転用期待の考え方ですね。それから、それらを抑制するための具体的な方策、

それから制度上の関係ですね。とりわけ憲法等との関係というあたりを中心にご説明いただき

ました。 

 すぐにご発言しにくいかもしれませんので、呼び水ということで、私のほうから 初に質問

なり意見なりを申し上げます。転用利益、転用期待のところで、先ほどの事務局のお話は大分

踏み込んだといいますか、大分包括的な話をしてくださったと思っています。つまり、転用利

益を農地の取得価格を上回っている部分は全部利益だというように、その土地が転用されれば、

ストック価格のところを上回っている部分が全部転用利益だと捉える理解というのは、確かに

一つあるかもしれないのですが、そうすると農地改革のときに取得した人とか、あるいはその

前から相続によって取得した人の場合はどうなるのかという話にやっぱりなっていくわけです。

私の感覚からすると、ここの転用利益が何かといったらば、やっぱりここに書いている転用目

的での農地価格と、耕作目的での農地価格との差額と考えるのが普通というか、私からすると

普通ではないかなと思います。 

 例えばイギリスの場合、定義というか、どんな感じで開発利益の吸収等がなされているのか

というのは、委員の方々もご存じでしょうから、後でご意見を出していただきたいのですけれ

ども、例えばドイツの場合だと、転用利益は計画利得と訳していますけれども、要するに転用

を生じさせるきっかけとなった計画が策定されたことによって、農地価格が幾ら上がったかと

いうその差額の部分を計画利得ということで、ここは公的吸収の対象とすべきではないかとい

う議論がなされるわけです。そこでは農家が幾らで取得したかは、全く考慮の外にありまして、

要するに当該地域で通常なされる耕作目的での農地価格というのは、平均で出るわけですよね。

もう少し正確に言うと、その地域内で出てくる農地取引を何十件か集めてきて、上下10％ずつ
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をカットして、その真ん中の部分での平均値をとるということで、その耕作目的の農地価格を

出しているわけです。それで、具体的にその当該土地の転用目的での土地取引価格は幾らかと

いうのは判るから、それによって客観的に出してくるわけです。そんな感覚を前提として考え

ていた私にとっては、この転用利益のこの１ページの真ん中の定義というのは、すんなり入っ

てきます。 

 とりあえず、ちょっと呼び水的なところでお話をさせていただきましたが、できればイギリ

スの場合について、ぜひご紹介いただければと思います。 

 いかがでしょうか。 

○委員 外国の話をしても良いのですが、その前に私もこの１ページ目の定義は至極自然と思

います。ただ、注意しないといけないのは、その耕作目的の農地価格が、事実として耕作目的

で取引されたものというのは分かりますが、これが何か農地法等に阻害要因があって低く下げ

られており、これ自身が何かゆがんだ価格であるということではないということをチェックし

ておかないと、不当にこれが小さく出ているのではないかというような議論は出てくるのかな

とは思いました。 

 その上で、一般的に転用目的の農地価格というのは、宅地造成業者がつける価格だと思うの

で、特に宅地に転用して住宅を建てるような場合、これはどうやって値づけをするかみたいな

のは、私、理屈上も、あるいは実務の知識としても、結構知ってはいますけれども、こちらの

耕作目的の農地価格というのは、現場をよく知らないので一体どういうふうにして値が決まっ

ているのかというのを、もし事務局や他の委員がある程度事情をご存じなら、それを教えてい

ただけないでしょうか。これは何か純粋に需要と供給で決まっているのか、それとも何か農地

の生産性とか、そういうところから決まっているのか。多分、両方でしょうけれども。あるい

は宅地の場合には立地というのは決定的ですけれども、農地には立地条件とかそういうのがあ

るのかどうか。例えば機械を入れやすいとか、入れにくいとか、それから１枚の大きさがある

程度ないと、要するに規模の問題ですよね。その辺が基礎知識としてあまりないので、もしど

なたか詳しい方がいたら、５分ぐらいで解説していただけないかなというお願いです。 

○委員長 では、よろしくお願いします。 

○委員 どういった話ができるかわかりませんが、今の転用目的取引の農地価格と、それから

耕作目的で取引されたと仮定した場合の価格との差が転用利益だというのは、私もそうだと思

いますし、その場合に問題となるのが、今出ましたけれども、耕作目的の農地価格をどう評価

したら良いかということです。確かに需要と供給で決まるというところはありますが、理論的
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な地価というのもあります。収益還元価格です。米などは非常にわかりやすいです。経費を差

し引いて、そこの労賃を差し引いて、残った利潤、それを還元利子率で割り引いた価格が農地

価格になります。 

 実際問題、そこで農業経営して、その土地を買ってお金を返していくとなれば、その農地を

耕して得られる利潤以上のお金というのは、理論的に払うことはできません。他からお金を持

ってきたり、あるいは何らかの形で転用して売るなどがあれば、持ってこられますが。そこか

ら借金をした場合には返していかなければいけないわけですから、本来であれば農地の価格と

いうのは高い価格がつきませんし、不当に罰金のようなお金をかけると、その財産を維持する

ことすら不可能にしてしまう。ですから、罰金をかけること自体が、財産権の侵害になる可能

性も私はあると思っておりますけれども、そうして決まるものだと思います。ただし、10アー

ル当たり、単位面積当たりにかかる経費が一律引けるかというと、結構これ買う側の論理もあ

って、その農地がほしいとなれば機械代とか自分の労賃とかは経費としてみないケースもあり

ます。既に他の農地を持っていてそこで経費が補われているから、それから労賃もそこではみ

なくて、それで残った利潤が大きくなります。それによって農業収益還元の地価であったとし

ても、少し高くなってきます。ですから、農地を争って借りようとしている場合には、あるい

は買おうとしている場合には、農業地帯であったとしても平均的な収益で決まる価格よりも高

くなる可能性があります。これが農地の価格が決まる場合の一つの特徴かもしれません。北海

道の場合にはそうした転用の可能性がありませんから、今、申し上げたような状況が適用され

ているのかと思います。 

 ただ、その還元利子率が非常に大きな問題で、今みたいにゼロパーセントに近いと、ほとん

ど無限大になります。実際、小作料、今幾らぐらいでしょうか。水田の場合だと一万四、五千

円ぐらいだと思います。そうすれば例えば100万円持っていて土地を買えば、一万四、五千円

ですから、私も買えますよね、変な話ですけれども。でも、実際に一万四、五千円の利益がず

っと、小作料が続くわけでもないですし、どういうふうにこの価格を見たらいいかというのは、

非常に難しいです。もし、農地の所有を解禁したとすれば、短期であれば、そして売買が自由

にできるとすれば、その都度お金が入ってきて、農地の値段がもの凄く上がるわけです。でも、

小作料を払える人、そこを利用して利益を上げられる人は、それぐらいの金額しか払えないで

すね。利子率が上がれば農地の価格は下がる。こういうことはイギリスなどではできるわけで

すけれども、日本では起きません。そうした性格を持っていて、この還元利子率をどう見るか、

あるいはそこで働いた利潤の何年分というのは、農家の意識ですけれども、大体20年とか25年
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というのが一般的なようです。あるいはそこで得られる収益の何年分と、５年分とか10年分と

か、そういう形で価格を考える人たちもいるようですけれども、それは地域によって違います。 

 ただ、共通しているのはそこで上げられる農業収益、利潤から原則として価格は算定されて

いますし、それで動いているだろうということです。そうすると、あまり高い価格はつきませ

んし、全てが転用期待をはらんでいるということなのかもしれません。それが宅地でも同じで

す。収益還元法で見れば同じような評価をされると思うし、それを超えた部分はバブルと、あ

るいは見込みで買っているということになると思います。それから実際の農地の価格ですが、

北海道などでは基準値というのを設けているケースが多いです。その地域で一番いい土地を

100点満点として、そこの価格が例えば１ヘクタール何万円というのが決まっています。そし

て農業委員会が野帳のようなものを持っていて、土地を評価します。そして農地であれば、例

えば５ヘクタールが一つの価格で、これは100点満点を構成する要素であって、そこから小さ

くなってくると、その要素については30点が満点だったら25点とか20点とか、これは明確に何

らかの点数と生産性との関係はリンクしていませんけれども、そうした評価の野帳のようなも

のを、市町村によっては作っています。北海道では交換分合事業で農地をまとめるということ

を随分やっていますが、その場合の土地の交換の場合の評価の点数は、そうしたものを使って

いるケースが多いです。 

 あとは土地の土質です。それから日当たりとか、あるいは周りに木が植わっていて、機械が

旋回できないとか、いろいろなことを見ながら、地域によって点数の配点とか、要素は違いま

すが、それに基づいて金額を決めています。これは北海道で、都府県では、そうしたものはほ

とんど使えなくなってきますし、多分、今の米価からすれば、150万とか何十万という価格は

もう既に収益還元価格を超えていると思います。北海道はそういう意味では農業的に地価が形

成されているとは思います。 

 十分、説明できたかどうか分かりませんが、今の点については以上でよろしいでしょうか。 

○委員長 ありがとうございました。今のご質問の点に関わりますけれども、私の感覚で言う

と耕作目的の農地価格といっても、全国的には例えばもう少し農業政策が活発だった20年ぐら

い前までは、競争が需給で決まっていた部分も大きかったので、その収益還元価格を超えて価

格が形成される場面って結構多かったと思います。だから、転用期待のない北海道を除けば、

日本全国が耕作目的価格は収益還元価格より高くなっていたというのが、多分実感から来ると

ころではないかと思います。それがこのバブル崩壊以降ずっと下がってきて、 近の事情は分

からないですけれども、今、農業収益をベースにして払っていけるような地価水準になってき
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ているところがふえてきているのかなと。あるいはそれを下回っているところも出てきたかも

しれませんけれども、そんな感覚だと思います。 

○委員 東北については既に10アール当たりの価格帯は100万円を切っていて、40万、60万円

ぐらいの市町村が一番多くなっているはずです。これは全国農業会議所の調査で調べれば出て

いたと思いますけれども、それぐらいまで下がってきています。 

○委員長 ちょっと前はその倍ぐらい、100万円ぐらいでしたよね。 

○委員 そうです。バブルの時代は150万円というのは安かったですね。300万円ぐらいで新潟

の蒲原平野は取引されていたと記憶していますので、それは非常に競争的な地代でもありまし

た。小作料も新潟でいうと、８万円、９万円ぐらい払っていた時代もありますから、それを収

益還元すれば、５％で割り引いてもかなりな金額になります。いずれにしても、今、とにかく

米価も下がって、収益も下がってきているので、売買価格は東北では相当下落が進んでいると

いう感じがしております。 

○委員長 ありがとうございました。今の点については、何か他にございますか。 

○委員 一つ、この３ページにあります本題ですけれども、転用利益の地域農業への、という

ところが、還元する上で一番難しいところだと思います。地域に対する還元は、何らかの形で

可能と思いますが、農業への還元というものを、具体的にどういう考え方をし、また方策とし

てどうするのかということでございます。たまたま昨年、修士の学生が混合的な農業になって

しまっている、宅地化が進んでいるような千葉県下のところで、共同の管理に対しての影響に

関するヒアリング等を行いました。やはり、宅地転用がたくさん出てきてしまった場合、農業

用水の維持管理をする担い手がいない話ですとか、農道の管理の話ですとか、また住宅地とい

うことで、住民が入ってきてしまうことによって、新しく入ってきた住民の方が農業の継続性

に対して弊害となるような不満など、色々なことをおっしゃるということに対して、市町村が

どう対応するかというあたりも、かなり問題になっていたように思います。あと、地域の集落

の持続性というか、共同作業とか、あるいはイベントとか、具体的にはお祭りとか、そういう

ものですけれども、そういうものの担い手がいなくなってしまう、あるいは経費的にも少なく

なってしまうということが課題となっているというお話をヒアリングで聞いてきたものですか

ら、その辺の農業への還元というものをどう考えるかということが１点ございます。 

もう一つは、森林法の話です。判決としてはもちろん分かりますが、農業と比較する場合

には、森林の場合には単年度に収益が出るものではないですし、共同であることの有用性があ

るものなので、今回、その森林法での判決が、イコール農業のほうにも、農地のほうにも適用
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できるものかどうかというところについては、ちょっと疑問に思いましたので、その辺もお伺

いできればと思います。 

 以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。 

 今の点、何か事務局のほうからございますか。 

○事務局 後におっしゃった森林法の点ですけれども、森林法の違憲判決は、まさにこの旧

第186条という規定についての判断でございますので、今回、私たちが議論をしていただきた

いと思っている転用利益の地域への還元であるとか、その転用期待を抑制するというものに、

そのまま当てはまるというものではございませんけれども、この違憲判決自体が、非常に参考

になるのではないかと思っております。今までそれほど数は多くないわけですけれども、 高

裁が憲法第29条と、職業選択の自由などといった経済的な自由に関して違憲判決をしたという

もの、または 終的には合憲としたわけですけれども、その憲法判断をしたというものが幾つ

かございます。例えば公衆浴場の設置とか、あと薬事法の関係ですとかでございます。ただ、

代表的なものが大体いずれも職業選択の自由に係る判断でございまして、この森林法について

は、第29条に関する判断で、かつ違憲判断ということで、非常に詳細に 高裁の思考回路が分

かる。やはり合憲判断だとかなり粗いのです。違憲判断がどういった考え方でなされているの

か分かるという意味で、非常に良い例なのではないかということで、引っ張ってきたものでご

ざいます。 

 そもそも、規定が違う趣旨のものでございますので、当然、そこの部分は考慮に入れて考え

なければいけないわけでございますけれども、この立法目的が社会的理由ないし目的に出たか

どうかという点、あともう一つは、規制目的が公共の福祉に合致するものであっても、規制手

段が目的を達成するための手段として、必要性または合理性に欠けていることが明らかである

かどうかという、このやや抽象的な表現になりますけれども、この基準について 高裁がどの

ようなことをもってそれぞれ合致するとか、必要性・合理性に欠けていると判断したかという

のが、この森林法の違憲判決においては非常によく分かるということで、私たちが考えるとき

にも参考になるのではないかと考えているところでございます。 

○委員長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○委員 先ほど農地の価格というか、理論地価の話をしましたけれども、インフレーションの

影響を入れないといけなくて、物価上昇をしていけばその分資産が目減りします。例えば本当



 19

の単純な収益還元法では、そこの土地から上がる収益なり利潤を還元利子率で割ったものがそ

の地価になります。還元利子率で割りますけれども、利子率からインフレの率を引いたもので

割らないといけなくなります。インフレがかなり進んでいるような時代においては、地価はど

うしても上がると皆さん見込みます。そうすると、昭和40年代は当然インフレの時代で、50年

代、60年代もインフレというか、バブルだったかもしれませんが、デフレになってくればまた

状況は変わってくると思いますけれども、そうした経済成長が進んで、利子率が上がっていく

ような時代においては、地価はどうしても上昇圧力がかかってきました。それが消えて本当に

還元利子率と利潤だけで説明してもいいかなという時代になってきたのが、 近だと思います。

そういう意味では、過去の地価の統計を見るときには、その点、気をつけてみる必要があるの

かなと思っています。これは追加的なコメントになります。 

 以上です。 

○委員長 ありがとうございました。 

○委員 １ページ目の引き算の式に戻りますが、転用目的農地価格から耕作目的農地価格を引

いたもので、これが何らかの理由で、現実的にはゼロではなく、プラスになっているというこ

とですよね。そのときに、どちらも収益還元価格で形成されているとしたら、何がその差を生

じさせているかというと、例えば宅地に転用した場合、宅地として転用したときのその収益率

と、農業として使っているときの収益率が違うので、その分が差として出てくるということで

す。この差が何によるものかということが、これを還元するべきなのかという話と密接に関係

していて、これが全て地主さんの努力でつくられている差であれば、それは取るべきものでは

なくて、そのままにしておくべきものだということになります。 

 例えば転用目的で取引できる、それだけ道路の取り付けが良いとかいうことであれば、むし

ろ農業に還元すべきではなくて、道路とかという基盤整備のほうに本当は還元してないといけ

ない話なのかもしれません。一体誰が投資した結果によってこの差が生じており、例えば公共

投資によるものだということであれば、理論的には徴収した方が良いし、そうではなくて、個

人の所有者の努力であれば、個人に還元すべきものだし、あるいは、地域で良い管理をしてい

たからそういうことになったということなら、それは、本当は地域に還元するべきだというよ

うな整理の仕方なのかなと思います。 

 ドイツやイギリスもそうだろうと思いますが、基本的には農地から宅地へという方向の転換

しかなく、逆転換はありません。そのときに生じる利益は、基本的には公共投資の結果だとい

う考え方です。つまり、道路、あるいは色々な基盤施設を造ったので宅地として使えるように
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なっていて、それは地主さんの努力によるものではなくて、国や自治体が実施したもの、それ

は結局タックス・ペアーのお金でやったものです。だからこれは全額徴収するというのが理屈

でした。実際にはうまくいかなかったのでやめてしまいました。やめるのも幾つか理由があっ

て、当時は宅地が足りない時代だったので、宅地が足りないときにそれをやると、誰も宅地供

給者がいなくなってしまう、つまり、宅地供給のメリットが、インセンティブが全くなくなっ

てしまうので、当時、それは良くない仕組みでしたけれども、逆に言うと、だからこれから日

本でそういうことを考えるときにも、農地の流動化は促進したほうが良いだろうと思うのです

けれども、宅地はもう要りませんと割り切れるかどうかだと思います。これを完全に実施し、

転用期待がなくなってしまったら誰も宅地供給のインセンティブは働かないので、宅地はもう

一切農地からは出しませんというぐらいのスタンスでないと、うまくいかないというか、理屈

上、整合性が図れないと思います。宅地は人口減っているため、既存の宅地の中でやりくりし

てくださいという宣言に等しいと思うのです、農地から出さないというわけですから。その辺

は、何か大きく理屈を捉えておかないと、この中では話はうまくまとまるけれども、都市側と

話をしたときに、いやいや、何でそんな不整合が起きるのですか、みたいなことにならないよ

うにすることも必要と思いました。 

 それから、３ページ目の自己転用ですね。これはなかなか難しい問題ですけれども、もし転

用による利益があって、それがやはり流動化を阻害しているということで、何かの仕組みを考

えようとしたら、この自己転用も相手にせざるを得ないだろうと思います。なぜかというと、

ここに穴が開いていると、自己転用してから宅地に変えるということになります。一旦もらえ

るもので許可をもらっておいて、その後、用途変更するという、よくあるパターンに陥るので、

もしやるとしたら自己転用も貸借転用も対象にせざるを得ないのではないかと思います。制度

規律上、そこは穴抜けにはできないという気がいたしました。 

 それから 後の違憲判断のところです。これは必要性「または」合理性ですよね。だからど

っちか片方でもだめですよね。必要性のところまで踏み込まないでも、合理性だけでも多分ダ

メで、必要性のところはダメ押しみたいなことが書いてあるという感じなので、多分、合理性

の②でアウトになっているのかなという印象を受けました。 

 以上です。 

○委員長 ありがとうございました。 

 今、次の論点とか、その次の論点についても話をしていただきまして、 初のほうにお話し

されたのは転用利益をどういうふうに帰属させる、誰に帰属させる、どういうふうに帰属させ
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るというのはやっぱりよく考えてやる必要がある。まさにそのとおりだと思います。３ページ

でしょうか、貸借の場合ですと、例えば前回に委員から挙げていただいた太陽光のソーラーだ

と、大体貸借でやっているみたいですから、転用して借りている人は莫大な収入を得ているわ

けです。それも言ってみれば、売買ではなく貸借だけれども、転用利益と言うこともできるわ

けです。そこで生じた利益をどうやって地域に還元するか、そういう話に繋がってくると思い

ます。 

 今、委員から、それ以外の今日の事務局からの報告についてのコメントないし意見がござい

ましたが、その他の委員から、いかがでしょうか。今改めて気になりましたが、地域還元、あ

るいは農業への還元と、農地流動化の促進というのと、それから転用利益の処理というのが出

てきているわけですけれども、農地の流動化を阻害しないという意味では、転用利益をなるべ

く生じさせないという方向に行くと思いますが、地域への利益還元に重点を置くと、むしろ転

用利益は多ければ多いほうが良いという話になります。そうすると、この地域への利益還元と

いう方に重点を置くと、むしろ転用利益はばんばん発生させましょうと。ただし、しっかり吸

収はしますよという話になってきてしまうという気もします。そうすると、話が規制緩和のほ

うに、一気に流れていきそうな感じになってしまいます。地域への利益還元ということと、農

地流動化の促進と、どちらが重要なのかというと、この研究会ではやはり流動化を阻害しない

というところに重点があるのだと理解してよろしいでしょうか。 

○事務局 まさに委員長がおっしゃるとおりでございまして、あくまでも流動化の促進のため

のということでございますし、実はこの転用利益なり、その転用機会というものを、今回、こ

うやって規制改革実施計画で、昨年、今年と文言として載ってきたわけですけれども、転用利

益と転用期待という言葉自体は、昔から厳密な定義無しによく使われていたわけでございます。

これ自体、どういう文脈で使われていたかと言えば、その転用利益、転用期待があるから農家

が担い手に対して農地を手放さないと。よく言われるのは、もっと土地利用規制をしっかりさ

せて、ある意味、農家がもうこれは農業に使わざるを得ないとあきらめさせて、担い手に出さ

せるというような文脈で使われていたわけです。今回の規制改革実施計画自体も、昨年は農業

委員会改革の文脈の中で出ておりました今年は中間管理機構ということですけれども、いずれ

にしても、農地の流動化を進めるためにどのような方策が考えられるのかという文脈の中で、

その転用利益、転用期待というものを抑え込むということを考えるべきだという議論の中で出

てきたというものでございます。地域への、言葉悪く言えば、儲けを出すということが主眼で

はなくて、儲けが出るのであれば、その儲けを吸収して、インセンティブを無くしてしまおう
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ということですね。ただ、そのことには、先ほど委員がおっしゃったように、本当に宅地供給

との関係で良いのかというのは、またもう一つ大きな議論としてあろうと思います。また、今

回は話がややこしくなりますので紙の上で整理はしていないのですが、実は、この農地の流動

化という言葉も、これはこれで非常に皆さん分かった気になるというか、危険な言葉だと私自

身は考えております。というのは、この先、アンケートや実態調査を進めていただく中で色々

なことが明らかになってくるのではないかなと思うのですけれども、実は流動化には大きく分

けて２つあります。当たり前ですけれども。所有権に基づく流動化と、使用収益権の設定とい

う形での流動化と２つあります。北海道などですと、先ほどの価格の話でもありましたように、

売買が中心で流動化が進んでおります。毎年ずっと賃借料を払うなら、買ってしまった方が早

いという考え方になるわけです。内地、北海道以外のところ、北海道も札幌周辺などは同じで

はないかと思いますが、やはりまだまだ、先ほど委員からのお話もあったように、東北などは

かなり売買価格が下がってきているということで、売買でということも可能なレベルに価格が

下がってきているというのはあるわけですけれども、基本的には貸借で流動化が進んでいます。

だからこそ今、国、県を挙げて中間管理機構を使って流動化を進めよう、貸借の推進による流

動化を進めようとしているわけで、この貸借で進めるということと、この転用利益というもの

の関係というのも、また同時に考えていかなければいけないお話になるのかなと、ちょっと違

った視点でございますけれども、考えているところでございます。 

 いずれにいたしましても、この会で考えなければいけないのは、表題、この委員会のタイト

ルにもありますように、あくまでも流動化の促進のためということです。１回目の検討会でも

ありましたように、流動化の促進のための一番の手法として考えられるのが、転用利益の地域

の農業への還元ということでありますけれども、もしそれよりも例えば転用規制を強化するほ

うが良いということ、またはその選択肢として挙げる中に、転用規制の強化というのが入って

くるというようなことも、検討方法として十分にあることだと思っております。 終的な目的

は、あくまでも地域の農地の流動化を進めていくということであって、地域の農業への利益の

還元というのは、そういう意味では手段と受け止めていただきたいと思います。 

○委員長 どうぞ。 

○委員 これは次の調査のところで言った方が良いのかもしれませんが、農地の転用が、どう

いう農地でたくさん発生しているのかという資料をできれば見たいと思っています。特に都市

計画上の区域との関係で、どういったところが多いのか。もちろん市街化区域は届出だけなの

で、非線引きのところなのか、線引きの調整区域なのか、そういうことがわかると、例えば市
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街化区域は、多分、転用利益が一番大きいだろうけれども、そんなのはボリューム的に少しし

かないので、そこをぎりぎり議論しても、多分、流動化の議論にはつながらなくて、全国の農

地からいくと、ネグリジブルな量しかありませんよね。だから、どこが主戦場なのかというの

を見極めてからやらないと、それこそさっきの必要性もない規制をかけてみたいな話になりそ

うなので、今日ではなくても構わないので、もし資料があればいただければと思います。 

○事務局 また具体的な数字等は整理しまして、次の会に出させていただきたいと思いますけ

れども、今、手元にあります平成24年に農地転用の関係で、農水省で通常の農地転用は許可を

出しますし、おっしゃられたように、市街化区域内の農地は届出がありますので、こういった

ものは毎年整理しております。それで見ますと、市街区域内農地の転用が、ボリューム的には

３割です。転用の中の３割です。件数は今手元にはありません。すみません、面積です。面積

で３割を占めております。あとはその他の区域となってしまっているので、線引きがどこまで

詳しくできるか、もしかすると厳しいかもしれない。そこはもしかしたら推計みたいなことを

やらなければいけないかもしれません。 

○委員 案分したりでしょうか。 

○事務局 どんなやり方があるのか分かりません。元データがどこまで細かいところを追って

いるかによります。 

 一方で、市街化区域内農地の取り扱いをどうするかというのは、おっしゃるとおり、一つの

論点になるだろうと思っています。そこは先ほど具体的方策というところで、全農地を対象に

するのかどうかということで、一つ選択肢というか、論点として挙げておりますけれども、市

街化区域の中の農地というのは、制度上も市街化すべき土地となっております。ですから農地

法上も届出になっておりますし、税制は非常に複雑になっておりますが、生産緑地などでない

限りは、基本的には宅地並み課税に徐々に近づけていく形ですね。宅地並み課税にするという

ようなことにもしておりますので、そういったことから考えると、市街化区域内農地を今回の

この検討の対象というか、当然、一旦は入れなければいけないと思いますけれども、では当然

にほかの農地と同じように扱うのかということについては、これはまた考慮が必要になるだろ

うと考えております。 

○委員 農地の流動化と言っているのは、どういうところの農地を流動化させたいのかという。

今さら市街化区域内農地を流動化させたいということではないような気がします。 

○事務局 おっしゃるとおりでして、その意味ではもう流動化政策などは明らかに市街化区域

内農地を基本的に対象にしておりません。そういう点からしても、市街化区域内農地の利益を
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何らかの形で地域にというのは、今回のこの検討の趣旨からは少し合わないのかなという点は

あろうかと思います。 

○委員 そうすると、残りの７割がどういうところなのかというのは結構大事だと思うので、

よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。今のご指摘は、ごもっともで、例えば農用地区域内か外

かだけでも、参考になるかもしれないですね。都市計画の線引きと合わせて分かればもっと良

いですけれども。可能な範囲で是非よろしくお願いいたします。 

 今のご質問で調査の方法に入っていますが、その前までのところはよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。それでは議事次第の２の（２）を終わりまして、（３）の関係者

ヒアリング、アンケートについて、事務局のからご説明お願いいたします。 

○事務局 では、資料３の関係者へのヒアリング、アンケート調査について、に入りたいと思

います。 

 アンケートのイメージ案というものを、市町村アンケート、それから農家アンケートという

形で、これは素案でございますので、委員限りで配付させていただいておりますけれども、こ

れに関して説明させていただきます。 

 まず、関係者へのヒアリング、アンケート調査案というものでございますけれども、ここに

幾つか記載しております。実施する順番どおりに並べていないものですが、ご説明させていた

だきます。まず、１つ目に学識経験者に対するヒアリングということでございます。これから

転用利益や期待について、どのように考えるかというようなことをいろいろと検討するわけで

ございますけれども、アンケート等の結果も踏まえながら、より具体的な検討をする際に農地

や土地問題、憲法論等に精通されている学識経験者の方にいろいろとヒアリングしてはどうか

ということでございまして、転用利益や転用期待についてどう考えるかとか、転用期待が農地

流動化に影響を及ぼしていると本当に考えるのか、転用期待が影響を及ぼしているとするなら、

どのように対応すべきと考えるか、こういったことにつきまして、専門的知見についてのご意

見を賜ってはどうかと考えているところです。 

 それから２ポツ目でございます。まず、農地所有者に対するヒアリング及びアンケートとい

うことでございますけれども、転用期待についてどのように土地所有者等が意識をお持ちにな

っているのかということや、転用期待があるから農地を貸さないということが実態的にあるの

か、また農地をそもそも貸さない理由というのはどのようなことなのかと。また、どのような

条件が整った場合に、担い手に農地を貸すことになるのか。こういったことを、地域区分など
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を考慮しながらアンケートやヒアリングをしてはどうかと。それから一方、農地の受け手とな

る担い手農業者に対するヒアリング及びアンケートということでございますけれども、少し裏

返しの面がありますが、転用期待があるから農地を借りられないという実態があるのかとか、

どのような条件があれば担い手として農地を借りられると考えているのかとか、こういったこ

とを明らかにしてはどうかと考えております。 

 それから次のページでございます。市町村に対するアンケート、必要に応じてヒアリングと

書いておりますけれども、地域におけますその転用期待に対する意識というものがどのような

状況なのかとか、地域における転用期待の地域差などの状況なり、それからいろいろな地価の

動向なり、地域の農業の状況というものが変化しておりますので、それらの期待なりの変化は

どのようになっているのか。それから転用期待が貸借による流動化の阻害要因に本当になって

いるのか。さらに貸借による流動化を進めるためには、どのようにしていけば良いと考えるの

かということで、これは主に市町村の農政部門の担当者の意見を把握してはどうかと考えてい

るところでございます。 

 それから 後に、転用事業者等に対するヒアリングということでございます。これは、実は

第１回の検討委員会のときに、委員から、開発事業者に対しても考え方というものも調査して

はどうかというお話もございましたので、考えているところでございます。人口減少時代にお

ける開発についての意向とか、基本的考え方、それから開発に係る土地選定にはどのような条

件を重視するのかとか、開発プロセスはどのように考えてやっているのか、それから開発に伴

う価格の変化というのはどのようになってくるのか、こういったことについて、ヒアリングし

てはどうかと考えているところでございます。 

 アンケートのイメージ案を用意しておりまして、２つの内容がございますけれども、まず１

つ目、転用期待等に関します市町村アンケートでございます。これは市町村の担当に聞いてみ

るというアンケートのイメージですけれども、全国の農振地域のある約1,600市町村を対象と

してはどうかと考えているところでございます。地域におけるクロス集計をしていく関係で、

色々な要素を加味しながら聞いていくことを想定しておりまして、農地転用の状況とか、転用

期待の状況、また状況の変化、それから２ページ目でございますけれども、転用期待の意識の

地域性とか、個人差の問題なり、それから21年に転用規制の厳格化を図っているわけですけれ

ども、これは一定の転用期待の抑制を図る観点からもやっておりますので、それらがどのよう

な効果があったのか。 

 それから３ページ目でございます。転用期待の流動化等に対しての影響なり、農家の意識な
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りを聞いてみてはどうかと。また、転用期待を抑制するための対策をとるとした場合の考え方、

それから４番目に書いています農地流動化の推進ということで、これは農地の出し手側と、受

け手側から、どのようなことが講じられることによって、条件が整うことによって農地の流動

化が進むのかといったようなことを調査してみてはどうかと考えているところでございます。 

 また、 後のところは、どのような施策的な対策を講ずることが効果的なのかといったこと

を聞いてみてはどうかということで、これはあくまでも素案でございますので、色々とご議論

いただければと思っております。 

 また、もう一つ用意しております転用期待に関します農家意識アンケートでございます。こ

れは全国の全農家というわけにはいきませんので、一定の選択をしながら担い手階層もあれば、

高齢専業的な農家も、それから土地持ち農家も含めた形でアンケート調査をしてはどうかと考

えておるところでございます。主な内容としては、農業経営の状況なり、その農地の所有状況

といったものを聞いた上で、農地の転用を今までどのようにされたかといったようなことや、

転用に当たって譲渡したときの価格決定をどのように考えられたのかと。３ページ目にまいり

ますと、代替農地の取得についてどのように対応されたのかとか、それから農地の流動化に対

する意識ということで、転用期待も含めた農地の流動化についての意識を聞いてはどうかと。

後半部分については、先ほどの市町村のアンケートと同様の内容で、出し手側、受け手側のそ

れぞれの意識として、どのような条件が整うことで集積が進んでいくのかということについて、

聞いてみてはどうかということでございまして、これはあくまでも素案ということでございま

すけれども、ご議論いただきましてそれらを踏まえて設計をしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 今のご説明につきまして、大分具体的なアンケート項目がイメージ案ということで出てまい

りましたけれども、何かご意見、あるいはご質問、あるいはご要望等ありましたらお伺いした

いと思います。いかがでしょうか。 

 先ほどの委員のご質問は、このアンケートを通じてということになるのかもしれませんが、

あるいは何か別の方法でもう少し全国的な傾向が分かるのかもしれませんし、質問の項目をア

ンケートに入れるとすると、市町村に対するアンケートに入れるのでしょうね。どこでどのエ

リア、地域で転用が行われたのかというのを、具体的に市町村に報告してもらうという形にな

るでしょうか。そうすると市町村は嫌がるかもしれないですよね。細かなところを。 

○委員 結構、調べるのは手間がかかりそうですね。 
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○委員長 大変かもしれないですね。あるいは統計か何かで。 

○事務局 基本的には統計でと考えております。 

○委員長 基本的には統計でわかりますね。そうすると、このアンケートとは別扱いですかね。 

○委員 アンケートで難しいのは、先ほど他の委員からもご指摘がありましたが、農地がどこ

にあるかによって転用したことがあるかないかといっても、農振の白地の転用なのか、農用地

区域の転用なのかによって、転用の意味が全く変わってきますから、農地でこれを聞くと回答

率が落ちるので難しいですけれども、転用した農地がどういう土地利用区分なのかも聞けると

良いのですが。作ることは難しいです。表になってしまうので。 

 農振農用地しかなくて、軒下まで農振地域になっているような、そういう市町村と、市街化

区域しかないようなところだと、すぐに分かりますけれども、両方を併せ持つケースもありま

すから、市街化区域の転用が出てきても、そういう意味ではあまり意味をなさないことになる

ので、農振農用地に限定して聞くとか、ちょっと回答が多くなりますが、そういうことができ

ると、もう少しここで議論していたようなことに答えられるような内容になるのかもしれませ

ん。そうした農地がどこにあるかによって、その後の農地を貸すか貸さないかという条件も変

わってくるはずなので、そういう意味では、流動化を促進する地域は農振農用地だとすれば、

そこに限定して話を絞るということを考えても良いかもしれません。ただ、理想と現実の問題

とがあるので、そのあたりは検討して決めていただければと思います。 

○事務局 検討していきたいと思いますが、実際のところ、農家の方が転用した農地が都市計

画のどういう位置づけなのかとかということを知らないのではないかと。 

○委員 農家は知らないと思います。役所に聞かないと。 

○委員 変な話、ゾーニングの違いを農家の方が認識していただかない限りは、ゾーニングの

効果というか、規範として地権者、土地所有者が受け入れてゾーニングが運営されている形に

ならないのですよね。そのこと自体が大きな問題ですけれども。 

○委員長 そうすると、例えば軒下まで農用地区域の市町村がありますが、東北とか北陸とか。

敢えてそこに集中させる必要があるかどうかは別として、そういうところを一つのグループと

して選んで、そこで転用したという回答があれば、農用地区域の中の転用の可能性が高い。 

○事務局 そういう面はあると思いますが、かなり全国的に一定のサンプリングをしようとす

るときに、かなり偏りが生じるのではないかなと、今少し懸念しています。 

 どういうところで転用されたかというのは、統計でやった方が良いのかなと思います。どこ

まで調査項目に入っているかというのを合わせてみないと何とも言えない部分がありますが、
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農振地域かどうかということぐらいならわかると思います。 

○事務局 除外して転用というのもわかります。 

○委員 農家の意識を伺うことが前提ですから、そういう誤解をしているということ自体を把

握するというのも。 

○事務局 まさに先生がおっしゃるように、転用規制に対する農家の認識が明らかになるとい

うのも、もしかしたら一つの成果になるのかもしれませんし、逆にそれを前提にどう考えてい

ったらいいのかということがあるかもしれません。 

○委員 私は分かっていると思っていましたが、分かっていないと言われると、そうですかと

なります。 

○委員 いや、圃場整備したところだと、分かっていると思います。そうではないところのし

かも中間的な地域は、どこまでが農用地区域かとかは、なかなか我々が見てもわからないみた

いなところはありますよね。 

○委員 私、前に千葉県下を調べたことがあります。６割がトリプルぐらいの、要するに５地

域の白地地域が、農振、森林、都計と全部が重なっていて、下手すると４つ以上の白地になっ

てきてしまっていて、それでも千葉県下はまだ専業でやっているというところもあるわけです。

脂身みたいな感じで、地図上でやると霜降り肉のように専業が少ない、農振農用地が少ない感

じですね。 

 あともう一つ、このアンケートを見ると、 後のところに一応農地利用集約という形で書か

れているわけですけれども、なぜ売らないのか、あるいは人に貸さないのかというところの回

答として、自分の代で売りたくないからというのは、結構あるのではないでしょうか。あと、

集落外の方に貸したりすることは、あまり良く思われないからやりたくない。しかも集落内で

は他の方に貸すことができない。そのような場合は結構多いと思いますが、その辺を今回はあ

えて回答に入れないから良いと考えるのかどうかというところ、要するに、仮に農地、土地利

用の規制を強くしたとしても、農家の方々はそういうところを一番大事にしているので、売買

とか貸借に対しての見方の厳しさみたいなところ、あと先祖代々の土地は売りたくない、でき

れば息子の代かその先の代までと、そういう理由で耕作放棄だけれども、そのまま置いている

という現状がかなりあると思いますが、そこに対してはどうするのかというのを教えていただ

きたいと思います。 

○事務局 今の関係で、どこまでかというのは色々あると思います。例えば農家意識アンケー

トの３ページ目の３の（２）でございますが、⑤と⑥、これは１回目の検討会でご指摘があり
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ましたが、⑤は、将来的な転用で転用期待的な部分、⑥は、農地は家の大切な財産、家の家産

ということであって、他人に貸したくない、こういう聞き方が適切かどうかということはあり

ますが、少し違いを出すということも考えてはどうかと思っております。 

 色々とご意見を賜りながら、こういうアンケートに大変ご精通されておられる委員に教えを

受けながら設計していきたいと思っています。 

○事務局 これはあくまでも事務局で、何もなしにご議論いただくのでは多分議論自体は全然

深まらないので、たたき台としてとりあえず作ってみたという素案ですから、あまり選択肢が

増え過ぎることについて良いとは思わないのですが、色々とご意見いただいて、良いものにし

ていきたいという趣旨ですので、先生方が色々と現地を回っている中で、こういった選択肢が

あった方が良いのではないか、あるいは同じことを聞くにしても、こういった聞き方をした方

が良いなどがありましたらご意見をいただきたいと思います。代表的なものを今日いただいた

上で、お持ち帰りいただいて、改めて見直していただくとか、類似のことをやったことがある

から、こんな聞き方をしたらどうかというようなこともあろうかと思いますので、何日か置い

てまたご意見をいただくということも含めて、御覧いただければと思っております。 

 もう一つ、先ほど少し申し上げましたが、流動化と言う場合には、所有権による流動化と、

賃貸借を中心とした使用収益権の設定による流動化とがあるわけですが、やはり今、日本の農

地の流動化、規模拡大の課題ということを考えたときには、北海道をどう考えるかというのは

ありますが、基本的には貸借ですから、売る売らないよりは、貸す貸さないというところで農

家の意識を拾っていきたいと思っております。というのも、流動化というと、売る売らないと

いうところで、考えてしまうところがあったのではないかと思います。ですけれども、人に売

るのと貸すのとでは、相当な違いがあるわけで、貸借による流動化というのは相当前から進め

ていますが、本当に進まない理由というのがどこにあるのかということを考えるときに、どこ

まで貸借と所有がきちんと区別されて議論されてきたかというと、疑問なしとは言えない部分

が少しありますので、今回はそういう意味でいうと、この貸借というところに農地の流動化の

中でフォーカスをして、それで関係者の意見なども聞いていきたいと思っております。やはり

貸しやすくするというのと、売りやすくするというのは相当違うと思います。 

○委員 転用事業者さんにヒアリングしていただけるのは大変ありがたいのでよろしくお願い

します。多分、商業関係ですよね。コンビニ等をやっているところとか、中規模店舗ですね。

大規模店舗の整備は難しくなったので、中規模店舗を展開しているようなところか、住宅ぐら

いかなと思います。都市の近郊で転用しようと思う農家さんが、 初に相談に行くのは、おそ
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らくＪＡなのではないかと思います。ですから、ＪＡにヒアリングを、大きなＪＡというより、

地域のＪＡにヒアリングをされるのが良いかなと思いました。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 今の点はよろしいですか。ヒアリングの方法はどうするのかなど、恐らくこれから事務局で

詰めていただくことになると思いますが、今日のアンケート項目の中身も含め、まだもちろん

未定稿ですので、何かご意見、あるいはご希望等がありましたら、ぜひ事務局のほうにお寄せ

いただきたいと思っております。 

 今日の段階で何かご要望等あれば承りますけれども、何か委員の先生方ございますか。 

○委員 先ほど事務局からありましたけれども、貸し借りに影響が出ているかどうかという視

点からすると、農地を貸していて、その貸した農地は転用に当たりました。そのときに利用権

設定であれば解約してその人の手元に戻ってきますから、転用益は全部自分のものにできるわ

けですが、農地法の貸し借りだと、離作料というか、耕作権がついていたりしていて、そうす

るとそれが嫌だから貸さないということはあるとは思いますが、利用権設定の場合には、解約

できますし、この問題は制度としては生じないですよね。ただ、何パーセントか離作料を取っ

ているような、そういうケースを見たこともありますけれども、この問題も、もしかすると影

響しているのかもしれません。あるいは農家の方々の誤解があるなど。そのあたりが判断の迷

うところですけれども、このアンケートに入れるかどうかはわかりませんが、農家の行動原理

を考えた場合には、今の問題も少し考えておいてはどうかと思います。 

○委員長 ありがとうございました。今おっしゃったのは、利用権設定でも離作料を取ってい

るところがあったということでしょうか。 

○委員 ５％ぐらいですね。 

○委員長 そうですか。なるほど、５％。そうすると、農家調査アンケートの中に関連する質

問を加えるとかになりますね。 

○事務局 色々な方法があろうかと思います。例えば、市町村の担当者へのアンケートにそう

いった項目を入れる、地域の慣習と言いますか、先生がおっしゃるようなケースは、恐らく利

用権設定、例えば５年間に設定したときに２年目とか３年目、途中で残り２年打ち切ってしま

うというような場合に、事実上の離作料を払うみたいなケースがあるのかなとお話しを伺いな

がら考えていました。アンケートは非常に重要なものだと考えておりますが、一方で非常に難

しいと思いますし、どんなに上手にアンケートができても、それを過信してもいけないと思っ

ておりまして、恐らくはアンケートとヒアリングと、実際に現地で何人かの方々に色々と聞い
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てみるというようなことも必要になってくるのではないかと思っております。ものによっては

アンケートは少し置いておいて、実地のヒアリングで聞いてみようとか、あと先ほど申し上げ

ましたように、本当は農家の意識に類することだけれども、市町村の担当に聞いてみようとか

いう、そちらの方が適しているところもあるのかなと思っております。 

 そういう意味では、相当頭を悩ませないといけないと思っております。 

○委員長 そうすると、市町村アンケートに入るかもしれない。 

○事務局 そうですね。 

○委員長 流動化を阻害している要因が、まだ農地法上の賃借権のイメージがある場合と、利

用権設定でもなおかつそういう抵抗感があるのかもしれないし、要するにその辺を知りたいと

いうことですよね。 

○事務局 実際には、農地法に基づく貸借というのは、数はそんなに多くありません。ただ、

例えば、利用権で全く離作料とか、そういった問題が発生しないと、売るに際しての支障は、

必ずしもお金だけではないとは思いますが、どこまでスムーズに賃貸借の関係を解消できるか

ですね。そこも実態上どんなことが行われているのかというのが、もしかしたら地域によって

かなり違いがあったりするのかもしれませんし、一方でやっぱり今回この流動化の促進の観点

から、転用利益なり、その転用利益のその地域への還元などによって、転用期待を抑制してい

くと言いますか、そういったことが必要ではないかという問題意識が出てきたことからすると、

理屈の上では委員がおっしゃるように、利用権設定の場合には基本的にその転用利益、転用期

待でもって、農地の流動化が阻害されるということは考えにくいわけですけれども、本当にそ

ういう問題があるのかどうかですね。一方で、あるとおっしゃっている方々がいて、理屈の上

では少し考えにくいのではないかというのがあり、実態どうなっているのかとか、実際のとこ

ろ色々な地域の方々がいらっしゃるので、どんなお考えをお持ちなのかとか、そういった意識

を調べる中で、そうであればではどんな方策が農地の貸借による流動化を促進するためには必

要になるのか。私はそのときには一番に考えるのは、その転用利益の地域への還元を中心とし

た転用期待の抑制というのももちろん中心に考えますけれども、そこに光を当てながらも、同

時に本当に流動化の阻害要因に転用利益、転用期待というものがなっているのかどうかという

ことも、併せて検証していくと言いましょうか、それが、先ほどの法制的な整理として、ある

意味その規制と言いますか、今度提示しようとする選択肢というものが、流動化の促進という

目的を達成するために必要なのかどうかということにも繋がってくると思っております。 

 そういう点からも現地の方々、農家の方々を中心として、現地では一体どんな考え方、意識
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があるのかということを調べるということが、非常に重要になってくるのではないかと考えて

いる次第です。 

○委員長 他にございますか。いずれにしろ、そういうご希望とかご意見等は、ぜひ事務局に

積極的に出していただければ対応していただけると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 他にございませんようでしたら、この辺で議論を終わりたいと思います。本日用意した議題

は全て終わりましたので、議事進行を事務局にお返しいたします。 

○事務局 委員長、大変ありがとうございました。本日は大変貴重なご意見、ご審議をいただ

き、ありがとうございました。 

 また、先ほどございましたアンケート、ご意見とかご要望につきましては、改めまして書き

方等も含めてご連絡をさせていただきたいと思います。 

 第３回につきましては、秋ごろを予定しておりますので、改めて事務局よりご連絡をさせて

いただきたいと思います。 

 以上をもちまして、本日の検討会を閉会させていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

午後４時０４分 閉会 


