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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 １ 回） 

 

                    日 時：平成27年４月３日（金）10：00～12：00 

                    場 所：農林水産省 第３特別会議室 

                        （農林水産省内 本館７階ドア№714） 

 

会 議 次 第 

 

１．開  会 

２．議  事 

 （１）委員長の選任 

 （２）委員長代理の指名 

 （３）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について 

 （４）今後の検討の進め方について 

３．閉  会 

 

【配布資料】 

  ・ 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開催要領 

資料１ 規制改革実施計画（抜粋） 

資料２ 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について（検討項目 

    （案）） 

資料３ 検討スケジュール 

 

参考資料１ 農地振興地域制度、農地転用許可制度等について 

参考資料２ 農地転用等の状況について 

参考資料３ 農地に対する課税制度について 

参考資料４ 農林水産省調査委託業務報告書（抜粋） 

参考資料５ 規制改革会議（農業ＷＧ）議事概要（抜粋） 
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午前１０時００分 開会 

○事務局 定刻となりましたので、ただいまから第１回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を開催いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、本日はご多忙の中ご参集いただきまして、ありがとうござ

います。 

 私、農林水産省農村計画課の室賀と申します。会議の委員長が決まるまでの間、進行を担当

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 開会に当たりまして、事務局よりご挨拶申し上げます。 

○事務局 おはようございます。農村振興局長の三浦でございます。 

 第１回検討会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方におかれましては本検討会の委員をお引き受けくださいまして、また、本日は

お忙しい中ご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 

 平成26年６月24日に閣議決定されました規制改革実施計画におきまして、「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」とされているところでございます。このような内

容が盛り込まれた計画が閣議決定された背景には、後ほど議事の中で説明させていただきます

けれども、規制改革会議におきまして、農業者の方からのヒアリングで転用期待が農地を貸し

てもらえない原因であるという趣旨のご発言があったことが背景にあると承知しております。 

 この検討会は、この規制改革実施計画に盛り込まれた内容について専門的な視点からご検討

いただくことを目的として開催することとしたものでございます。 

 後ほど議事の中で説明させていただきますけれども、この課題の検討に当たりましては、転

用期待が農地流動化に及ぼす影響、諸外国の対応事例、転用利益の地域農業への還元等の方策、

公平で実効性のある方策のあり方、農業や地域経済に与える影響といったことについて、総合

的に検討していく必要があると考えております。このように、この検討会のテーマは幅広く、

かつ掘り下げた議論が必要となるものであると考えているところでございます。このため、こ

の検討会は先ほどの規制改革の実施計画の中でも「中長期的に検討を進める」とされておりま

して、この検討会も中長期的に開催することとしております。委員の皆様方にはさまざまな観

点からご意見を賜りまして、また、委員相互の間でもご議論いただければと考えておりますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、開会に当たっての挨拶とさせていただきます。 
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○事務局 ありがとうございました。 

 本検討会の公開方法でございます。 

 傍聴につきましては可とし、会議の提出資料及び議事内容につきましては、それぞれ会議終

了後にホームページにおいて公開することとさせていただきますので、ご了承いただきたいと

思います。 

 議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。 

 本日配布させていただいております資料でございますが、一番上から会議の議事次第、座席

表、検討会の開催要領、資料１、規制改革の実施計画の抜粋でございます。資料２は検討項目

の案、資料３がスケジュールのイメージ。参考資料が１から５までございます。それから、委

員限りでございますが、諸外国における参考事例をお配りしております。 

 資料に漏れがないかご確認ください。よろしいでしょうか。 

 次に、委員の紹介に入ります。 

 検討会の委員につきましては、検討会の開催要領の別紙にお名前と所属機関を紹介させてい

ただいております。今回は初めての会議でございますので、委員の皆様方からご専門内容につ

いて簡単に自己紹介をいただければと思います。 

 それでは名簿の順に、安藤委員からお願いいたします。 

○委員 東京大学の安藤と申します。 

 私は農地制度を中心に研究しております。そもそも出発点は農地の相続問題をやっておりま

して、そこから農地制度の研究を進めてきた関係で、税制などについても少し研究してきた経

緯があります。よろしくお願いいたします。 

○委員 横浜国立大学の高橋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は大学では民法を教えておりますけれども、都市、農地含めた不動産法制一般をやってお

ります。過去、農地転用について多少勉強したことがありまして、その関係でこの研究会にも

参加させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員 東京工業大学の中井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は都市計画が専門でございまして、主に都市の側からの土地利用規制を専門にしておりま

す。今回のテーマですと、もう30年ぐらい昔になりますでしょうか、当時イギリスにおりまし

て、その頃、イギリスで開発許可を得ると農地の価格がどれぐらい上がるかということを研究

していましたので、そういう意味では、このテーマは先祖返りとなります。勉強させていただ

くつもりで参加しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○委員 農業経営コンサルタントで税理士をしております森剛一と申します。主に農業の現場

に出向きまして、例えば集落営農の法人化ですとか土地利用型農業法人の財務管理ですとか、

経営計画づくりのお手伝いなどをさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○事務局 ありがとうございました。 

 なお、池邊委員におかれましては、遅れてご出席されるということでご連絡をいただいてお

ります。 

 次に、農林水産省の出席者を紹介いたします。 

 まず、先ほどご挨拶いたしました事務局です。 

 佐藤農村政策部長は出席予定でございますが、所用により遅れております。 

 続いて、前島農村計画課長です。 

 竹村農村計画課土地利用調整官です。 

 次に、検討会の委員長の選任に入ります。 

 委員長は、「検討会開催要領」の３の（４）によりまして、委員の互選により選任すること

とされております。 

 どなたか自薦または他薦する委員がいらっしゃいましたらご発言をお願いします。 

○委員 この分野の専門家でありますし、ドイツのことにも詳しい高橋先生に委員長をお願い

してはいかがでしょうか。 

（異議なし） 

○事務局 ありがとうございます。 

 高橋委員の委員長就任につきまして、皆様のご賛同をいただいたようでございますので、高

橋委員に委員長をお願いしたいと思います。 

 お手数をおかけしますが、委員長席に移動をお願いいたします。 

（委員長着席） 

○事務局 それでは高橋委員長、改めてご挨拶をお願いいたします。 

○委員長 委員長という大役を仰せつかりましたが、特に詳しいというわけでもございません

ので、年齢が一番高いからという程度でお考えいただければと思います。 

 ２年ないし３年間という比較的息の長い検討会ですので、先生方と率直な意見交換をして、

お互いに勉強させていただければと思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 
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○事務局 ありがとうございました。 

 それでは高橋委員長、以降の議事進行をよろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、議事（３）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

討に入りたいと思います。 

 まず、事務局から関連資料のご説明をお願いします。 

○事務局 お手元の資料１から説明させていただきます。 

 規制改革実施計画というものが昨年６月に閣議決定されておりますが、今回の検討テーマと

なりますものはここで決まっておりますので、ご紹介させていただきます。 

 この実施計画には色々な分野がありますが、その農業分野の中のさらに「農業委員会等の見

直し」の個別措置事項として、その11番目の項目としまして今回のテーマが出ております。

「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」となっておりまして、その実施時

期につきましては平成26年度検討開始。他の項目については「いつまでに、何をする」という

ことがあるのですが、これについては特にそういう規定はありません。 

 こういう実施計画となった背景について少し触れさせていただきます。 

 参考資料５を御覧ください。 

 これは規制改革会議の農業ワーキンググループにおける発言のうち、農地転用期待に関連す

る部分の抜粋でございます。 

 第12回、平成26年３月20日に開かれました農業ワーキンググループにおいて、農業者からの

ヒアリングが行われたわけでございますけれども、その中で久松農園の久松代表、この方は新

規に農業参入されている方でございますけれども、そのご発言の中で、１ページの下のほうに

なりますけれども「私の地域で言うと、競合相手は同業他社ではなく転用期待です」と。要約

すると「農地を借りようとするときに、地域で転用期待があってなかなか農地が借りられな

い」といったご発言があったわけでございます。 

 ２ページ以降にその関連としてのご発言がございます。３ページの一番下でございますが、

農事組合法人ベジアーツの山本代表理事からは、「競合か転用期待などということが久松さん

のほうからあったんですけれども、 近競合までいかないですが、地主さんがちらつかせてく

る言葉に、ソーラーとか置いたらいいんじゃないかというようなことを言われるんです。だか

ら、農地は農地として使いましょうよという思いはすごくあります」こういうご発言がありま

した。 
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 ４ページを御覧ください。 

 その後、平成26年５月の第16回ワーキンググループで、農業改革の方向性について取りまと

めの議論がなされております。 

 その中で、６ページの下のほうでございます。事務局サイドから「農業者の皆様からの主な

意見でございます」ということで「効率化を図りたくても、農地を手放す人が出てこないため、

農地の集約が進まない」とか「農地取得や拡大における障害は、同業他社ではなく農地の転用

期待」このような発言を紹介した後、８ページでございますけれども、規制改革会議としての

取りまとめの提言案がございます。この中段に【転用利益の地域の農業への還元】ということ

で、今回の実施計画に近いラインの内容が出てまいります。 

 「農地が国民のために限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることに鑑

み、地域における農地の適切な保全を図りつつ、農地流動化を促進するため、農地を農地以外

のものに転用する場合、その際の転用利益を地域の農業に還元するための方策について検討す

る」 

 こういったことが、今回の規制改革の実施計画に盛り込まれた背景ではないかと考えておる

ところでございます。 

 資料２をお願いします。 

 「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について」今回のテーマで

ございますが、この検討に当たりまして、以下のような項目について関係者へのヒアリングや

アンケート調査等を行いつつ、検討してはどうかということで考えたものでございます。 

 まず１つとしまして、農地転用期待が農地流動化に及ぼす影響について、現状の土地利用・

規制制度の把握、農地の取引価格・転用価格等の状況把握、流動化、転用の地域差等の現状把

握、また、農地の出し手・受け手等の意識の調査を実施してはどうか。それから、転用期待が

及ぼす影響等について関係者からのヒアリング等をやってみてはどうか、こういったことを考

えておるところでございます。 

 ２つ目、転用期待を抑制等するための諸外国の対応事例ということで、後ほど簡単にご紹介

したいと思いますけれども、韓国やドイツで一定の利益を徴収するような仕組みがあるようで

ございますので、こういうものの把握等をしてはどうか。それから、こういう海外事例の我が

国での適用可能性があるのかどうか検討してはどうか。 

 ３番目に、転用利益の地域農業への還元等の方策についてということで、仮に転用利益の徴

収等を行うとするならば、誰が、誰から、どのように徴収し、どのように還元するか。具体的
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にどのような方策があるのかといったこと。それから、転用利益の徴収等以外の手法も考えら

れないのか等、総合的な検討も必要と思っているところです。それから転用利益を徴収すると

した場合、妥当な水準とはどの程度なのか、そもそも転用利益とはといったこともあると思い

ます。それから土地利用計画との整合といったものも必要かと思います。 

 ４番目、転用期待を抑制する公平で実効性のある方策のあり方についてです。転用利益の徴

収等の課題・問題等、農地のみに転用利益を徴収等することの公益性・財産権上の妥当性とい

ったものの検討、公平性で実効性のある方策の検討としては、後ほどまたご紹介しますが、転

用の中には売買とか貸借とかいろいろなバリエーションがあること、農地の権利移転を伴う転

用と自己転用と言われる権利移転を伴わないものとの整合が図れるのか、それから民民間で行

われる転用と公共転用との整合、農地の農地以外の土地の扱いとの整合性、また、土地税制が

各種ございますけれども、それらとの整合性の検討などが必要ではないかと考えられます。 

 ５番目、こういう方策が農業や地域経済に与える影響について、多面的な検討が必要ではな

いかと考えております。 

 これは今回の実施計画に掲げられた項目を分解しながら、我々として想定されるものを整理

しておりますが、総合的に検討が必要ではないかと考えているところでございます。 

 続きまして、資料３でございます。 

 今後の検討スケジュールのイメージです。平成26年に検討開始ということで、本日、第１回

検討会におきまして今後の検討の進め方についてご議論をいただきたいと考えているところで

ございます。 

 それらを踏まえまして、第２回の検討会においてアンケート調査なり事例調査なり、それか

らヒアリングの対象者の選定なり、具体的に今後どのような調査等をしていくかといったこと

をやりまして、その後、ヒアリングや現地調査なりを実施しながら論点整理を行いつつ検討し、

平成28年度中を目処に中間取りまとめを行ってはどうか。また、必要に応じて検討を延長する

こともあるのではないかと考えておるところでございます。 

 次に、参考資料１「農業振興地域制度、農地転用許可制度等について」を御覧ください。 

 こちらにつきましては今日ご出席の委員の皆様方は大変よくご存じのことと思っております

ので、簡単に説明します。 

 １ページに農業振興地域制度と農地転用許可制度の概要ということで、農振法に基づく農振

制度、要は農業上の土地利用のゾーニングを行う制度でございますけれども、総合的に農業振

興を図る地域を農業振興地域に指定した上で、その中で、特に農業上の利用を図るべき土地の
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区域として農用地区域を設定し、ここは転用を禁止するということで、農地の確保なり農業公

共投資の計画的実施を図っているわけです。 

 さらに隣、農地法に基づく農地転用許可制度でございます。こちらは個別の転用を規制する

ということでございまして、先ほどの農用地区域については転用を認めないこととするととも

に、農用地区域以外の地域においても、その土地の優良性などを見て一種農地、市街地等にあ

る農地については三種農地といったように農地を区分しまして、農業上の利用に支障がないよ

うに転用を誘導する仕組みとなっております。 

 また、都市計画法上、市街化を促進すべき区域である市街化区域については、届出制にする

ことによって円滑な宅地化との整合を図っているという仕組みでございます。 

 ２ページ目以降でさらにそれを詳細にしておりますけれども、２ページは農振法の概要とい

うことで、農用地区域の設定基準や除外要件を詳しく整理しております。 

 ３ページは農地法に基づく転用許可制度の概要でございます。ここは省略します。 

 ４ページは転用許可制度の基本的な仕組みでございます。ここで次の資料の説明のために少

し説明を追加させていただきます。この転用許可制度の中に、農地法第４条、第５条という条

項がございます。この資料の左下に第４条、第５条と書いていますが、これは農地法の条項で

ございます。農地法第４条につきましては、農地を転用する場合の規制をしますが、一般的に

は農地の所有者の方が自ら転用する場合、第４条の許可を受ける必要がある。第５条につきま

しては農地を転用するに当たって権利の設定移転を行う場合に、譲渡人と譲受人が連署して、

この転用の許可を受けるという仕組みになっております。 

 ５ページは農業振興地域と都市計画区域の関係でございます。説明は省略させていただきま

す。 

 ６ページでございますが、平成21年に農地法等の改正を行いまして、農地の確保を図るため、

農地転用規制の厳格化を行っております。説明は省略させていただきます。 

 続きまして、参考資料２です。 

 １ページにつきましては、耕地面積の推移でございます。耕地面積につきましては、昭和35

年当時、約600万ヘクタールあったものが、その後、転用なり荒廃農地の発生ということで約

25％減少し、452万ヘクタールという状況になっております。 

 ２ページは、耕地面積と農用地区域内農地との関係でございます。耕地面積は、先ほどのよ

うに順次減少している状況でございますけれども、特に農用地区域内の農地、耕地面積につき

ましては近年ほぼ横ばいでございまして、このグラフで言いますと、一番右側のグリーンの帯
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に相当する部分でございますが、そういう状況になっているということでございます。 

 次に３ページ、転用面積の推移でございます。30年代の高度成長期に大幅に農地の転用が行

われておりますが、その後減少し、平成のバブル期において３万6,000ヘクタールという第２

のピークを迎えております。その後、減少傾向で推移してきているところでございます。 

 転用許可、市街化区域内の農地の届出、公共転用等に伴う許可届出以外のものの比率につき

ましては、平成24年度においてはそれぞれ47％、31％、22％となっております。 

 次に、４ページでございます。転用にもバリエーションがあるということで、説明させてい

ただきます。 

 平成24年における農地転用の内容を条項別等に分けて示しております。転用許可を受けて転

用したものが全体の約47％、市街化区域内の農地を農業委員会への届出で転用したものが31％、

公共転用等許可届出以外で転用されたものが22％となっております。さらに平成24年における

転用許可につきまして、転用に当たって権利の設定移転がある農地法第５条による許可が約８

割を占めています。その一方、権利設定を伴わない自己転用である第４条の許可が約２割を占

めています。それから、権利設定の移転を伴う第５条の許可のうち、賃借権の設定等の種類を

見ているわけですが、貸借によるものが約５割を占めております。また、対価の支払いのない

無償所有権移転によるもの、及び使用貸借権の割合が約２割を占めている、こういう状況にあ

るということでございます。 

 ５ページにつきましては、用地別の農地転用の面積の推移を示しております。 

 ６ページは転用主体別の農地転用面積の推移でございます。 

 次に、７ページでございます。今度は担い手への農地の利用集積の状況でございます。 

 右側のグラフを見ていただきたいのですが、黄色い帯のところ、全体の農地がありますうち

の、認定農業者等の担い手への農地のストックによる集積面積の割合の８年以降の推移を示し

ておりまして、赤い折れ線でございますけれども、平成26年におきましては全体農地のうちの

221万ヘクタールが集積されており、48.7％、約５割の集積になっているということでござい

ます。 

 ８ページは耕作放棄地の面積の推移でございます。こちらに示しているのは農林業センサス

に基づくものでございますけれども、高齢化等によりまして、近年、増加しております。特に

土地持ち非農家が所有する農地の耕作放棄地が急増しておりまして、全体の半分を占める状況

でございます。 

 次に９ページでございます。今度は荒廃農地の状況でございます。左側に、先ほどの農林業
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センサスに基づく耕作放棄地を示しておりまして、右側に荒廃農地。客観ベースと書いてあり

ますが、市町村が毎年、現地調査をした結果でございます。これによりますと荒廃農地の全体

が平成25年では27.3万ヘクタール、うち再生利用可能なものが13.8万ヘクタール、再生利用困

難と見込まれるものが13.5万ヘクタールという状況になっておるところでございます。 

 次に、10ページに参ります。ここからは農地価格の動向を表示しています。 

 まず、耕作目的での農地価格の推移でございます。田と畑それぞれに市街化区域、市街化調

整区域、それから都市計画の線引きをしていない市町村と分けまして、それぞれの価格の推移

を示しております。市街化区域では特にバブル期に大幅に上がっておりますけれども、市街化

区域、調整区域とも、その後は下落傾向で推移しております。線引きをしていない市町村の農

地価格につきましても、穏やかな低下傾向で推移している状況にございます。 

 11ページでございます。こちらは転用目的での農地価格の推移です。こちらにつきましても

平成バブル期において、特に市街化区域で大幅に上がって、10アール当たり約9,000万円とな

っていますけれども、その後は低下傾向で推移しております。他の地域においても、ここまで

顕著ではございませんが、同様の傾向で推移している状況でございます。 

 次に、12ページでございます。農地転用する目的での農地価格と、耕作目的での農地価格を

区域区分ごとに整理比較したものでございます。市街化区域と市街化調整区域の農地価格を見

てみますと、転用目的との価格差が約２倍から４倍となっております。線引きをしていない市

町村では、転用目的と耕作目的で６から９倍という状況になっております。 

 次に、13ページでございます。これら農地価格を地域別に比較するための整理表でございま

す。一般的に、耕作目的での価格に比べて転用目的での価格は高くなっております。また、一

般的に農用地区域内に比べて農用地区域外の価格は高くなっておりますが、非線引きの市町村

の耕作目的の田の価格を見てみますと、北海道、中国、沖縄では農用地区域内の方が逆に高く

なっている等、かなりばらつきがある状況でございます。 

 なお、これは全国農業会議所のデータを使っていますが、同一土地、同一条件でこれらを比

較しているものではございませんので、単純に比較することは難しい面があるということでご

ざいます。 

 続きまして、参考資料３です。農地等に対する課税制度についてご紹介します。 

 １ページを御覧ください。農地を譲渡する際の課税ということで、農地に限らず土地を売却

し、譲渡益が発生しますと、個人であれば、土地等の譲渡所得を他の所得と分離して所得税が

課税されます。法人につきましては、土地譲渡益に一定の税率を掛けた上で他の所得と合算し
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て課税されることになっております。また、これらにつきまして、公共事業等に譲渡した場合

には5,000万円の特別控除や、これらに関連します特別控除措置も講じられているところでご

ざいます。 

 次に２ページ、農地の保有に対する税金でございます。農地につきましては一般農地と市街

化区域内の農地の大きく分けて２つがあり、さらに市街化区域内につきましては、その農地の

都市計画上の位置づけ等によって区分され、それぞれに応じた課税がなされることになってお

ります。 

 ３ページでございます。今度は相続税の関係でございます。農地につきましては、農業経営

の継続を図るために相続税の納税猶予制度が措置されており、営農を継続する場合には相続税

の納税が一定猶予されることになっております。 

 ４ページは贈与税でございます。農地を生前に一括贈与した場合には、課税の特例として納

税猶予措置が講じられているところでございます。 

 続きまして５ページでございます。土地の投機的取得の抑制を図るということで、地価税と

か特別土地保有税というものが措置されていたところですが、地価税につきましては平成10年

度以降、特別土地保有税については平成15年度以降、課税が停止されている状況にございます。 

 続きまして、参考資料４を御覧ください。こちらは平成15年に行われた調査の報告書の中で、

農地の流動化に対する意識を調査している部分がございましたので、ご紹介させていただきま

す。 

 42ページ、農地の流動化について市町村に対してアンケート調査をしております。その結果

を一部ご紹介しますと、要は農地の流動化が進んでいるかどうかを聞いておりまして、43ペー

ジでは、流動化が進んでいない理由について聞いております。 

 下の方の②、出し手農家からの側面からということで聞いております。アからスまで色々な

項目を聞いておりまして、その結果については44ページでございます。 

 この「サ」が、転用期待があるという回答項目で、全国では４％ということでございます。

農地の借り手がいないとか、自分が農作業に出られる間はやっていきたいといった項目に比べ

ますと比較的少ない状況でございます。ただ、これは10年以上前のものですので、これらのリ

バイスなどもしてはどうかということで、ご紹介させていただきます。 

 次に、委員の皆様だけにお配りしている資料です。諸外国における参考事例を御覧ください。 

 こちらにつきましては内容等がまだ十分精査されていない面もありますので、非公表の資料、

委員限りとさせていただいております。 
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 １ページにつきましては、ドイツにおける農林地の転用利益の公共還元でございます。こち

らは委員長の書籍の一部を要約させていただいたものですが、ドイツにおきましては建築不自

由原則のもとでＦプランやＢプランという計画をつくっていくプロセスの中で、地価が上昇す

る利益を土地増加税方式、負担金方式、計画利得調整金方式等によって公共への還元をしなが

ら、公共施設の整備等に充てているようでございます。 

 ３ページ、韓国における不動産投機の抑制に関する施策という関係でございます。 

 韓国では1960年以降、経済発展によって地価が高騰し、不動産投機等が起きたこともあり、

これらを抑制するための税制等の措置がなされたということでございます。開発利益還収等を

目的とした負担金制度などが設けられたようでございますけれども、その後、憲法上の財産権

の観点からの廃止だとか規制緩和によるもの等によって、かなり見直し等が行われてきている

ようでございます。 

 ４ページ、韓国における農地の転用利益の還元の方策でございます。 

 先ほどもありましたけれども、1975年から農地造成費制度が設けられ、農地が工業化等政策

のために減る中で、一定の確保を図る観点から、転用する場合には一定の利益を徴収し、その

費用を新たな代替農地の造成に充てるといった制度的なものがつくられたようでございます。

その後、2006年以降におきましては制度が見直され、農地造成目的ではなく地域の農業構造の

改善のための財源にするとか、課税の取り方としまして農地の公示価格の３割相当を賦課する

といった内容に見直しが行われているようでございます。 

 ただ、これらにつきましては、まだ十分調査できていない状況ですので、今後さらに調査等

をする必要があるのではないかと考えているところでございます。 

 以上、長々と失礼いたしましたが、資料の説明とさせていただきます。 

○委員長 事務局から詳細なご説明がございました。ここにおられる委員の先生方はご見識も

深いので、色々とご質問等あろうかと思います。適宜述べていただければと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

 初にご発言はしにくいということもあるかもしれませんので、私から口火を切らせていた

だきます。大きなところから申し上げますと、この検討会の趣旨ですけれども、タイトルは

「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」です。その動機は規制改

革実施計画の、資料１に書いてあるところの文章を検討する、そういう趣旨でございます。 

 質問したいのは、ここでは転用利益があることが農地流動化の阻害要因となっているかどう

かの検証と、そうである場合、その転用利益を公的に吸収するためにはどうしたら良いか、そ
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の２つの課題から成り立っているのかということです。 

 それと関わって、事前にお伺いしていた検討会の名称は「流動化の促進の観点からの」とい

う文言がなくて「転用期待の抑制方策に関する検討について」でしたが、それが「農地流動化

の促進の観点からの」と限定が付された意味、つまり、先ほど申し上げた、この検討会には２

つの趣旨があるのかなということとの関わりでお聞かせいただければと思います。 

○事務局 まず検討会の趣旨でございますけれども、まさに委員長がおっしゃったとおり、こ

の検討会におきましては、大きく分ければ２つの点で検討していただくことになると思ってお

ります。そもそも転用利益というのは何なのか、転用利益が本当に流動化の阻害要因になって

いるのかといった観点も含めて、まず検証していく。その後に、その転用利益をいかに吸収す

るか、そして地域に還元していくのかといった形で検証を進めていくのかなと思っております。 

 これは、今申し上げたような順番で検討することには必ずしもならないと思っておりますけ

れども、転用利益という確固たるものが存在して、それが当然に流動化の阻害要因となってい

るという前提に立つのではなくて、一体何が流動化の阻害要因になっているのか、場合によっ

ては結論として、私たちが今回追及しなければいけない─この規制改革実施計画の中の議

論も、先ほどご紹介いたしましたけれども、流動化を進めていくためにどうしたらいいのかと

いった議論の中で、この転用期待が阻害要因になっているのではないかという問題提起がなさ

れたと認識しておりますので、その意味では、私たちも漠然とそういったものがあるのではな

いかと考えてはおりますけれども、そもそも転用利益というものがいかなるものなのか、それ

があるとしてどのように流動化に影響を与えるのかといったことも含めて、ご議論いただくの

ではないかと考えております。 

 検討会の名称を今回のようなものにしたことにつきましては、それほど深い意味があるわけ

でもなく、むしろ先ほど申し上げましたように、この規制改革実施計画の中の議論が、あくま

でも、農地の流動化の促進という観点から転用利益に関する議論が出てきたということを明確

にするために、このような名称にしたものでございます。 

○委員長 私からお聞きしたいことは、細かなところも含めればまだ二つ三つありますが、折

角、今この論点を出しましたので、何か先生方のほうからありましたら。 

○委員 委員長が大変適切な整理をされたと思います。それに対して１つ質問と１つコメント

です。コメントから先にいきますと、転用期待と転用利益は違うもので、転用期待の結果、実

現したものが転用利益です。今までのお話で、転用期待と転用利益がやや混乱しているように

感じました。 
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 転用期待にしろ、転用利益にしろ、それが農地の流動化にどういう影響を及ぼしているのか

を検証するのが１つ目の目的。これはよく分かりました。もし仮にそうだとして、そういうも

のがあるのだから、ではそれをどうやって徴収しようか、あるいは公共還元しようかというと

ころに第２段階の論点があると言っているように思いますけれども、同時に、そもそもそうい

う転用期待なり転用利益があまり出ないような形に、転用許可制度そのものを見直すような方

向もあるのかなと思います。特に転用期待ですね、こちらに関しては、期待をどうやって抑え

ていくかという話だと思います。 

 その意味で、徴収だけではなく、もともとそういうことが起きないようにするためにどうす

れば良いのかというのが多分本来の趣旨で、公共がそれを徴収するというのはその中の一つの

手段だと思います。そうすると、この研究会は少し長い時間をかけてやるということなので、

あまり 初から「そういうものを徴収しましょう」という前提で考えていかないほうが良いの

ではないかと思います。逆に言うと、転用許可制度そのものの見直し、あるいは改善の話に踏

み込んでも良いのかどうかを確認しておきたいということです。 

○事務局 まず、転用期待と転用利益は違うというのは、まさにおっしゃるとおりだと思いま

す。私たちも、転用期待が、そこに必ずあるという前提に立って議論していただこうと考えて

いるわけでなく、そもそも転用利益というのは一体いかなるものなのか、転用利益の実態が果

たしてどういうものなのか、そこを突き詰めた上で、実は転用期待なるものは幻想なのかとい

うことにもつながってくると思いますし、そういう意味では転用利益というものを追求するこ

とが、まず流動化にどれだけ影響を与えているのか、あるいは流動化に影響を与えているのは

何かを分析するのに役立つのではないかということが、まずございます。 

 仮に転用利益というものがあるとして、その転用利益を何らかの形で地域に還元していくこ

とを考えるためには、この転用利益というのが一体いかなるもので構成されているのか、利益

と言うからには、もともと得られた対価は売却した単価ということでわかりやすいですけれど

も、「利益」と言うためにはそれにかかる費用なり、そこで発生するコストというものを考え

なければいけないわけですけれども、これがいかなるものかというのが恐らく非常に難しいの

ではないか。 

 誰かから何か買ってきて売るということであれば、非常に簡単なわけですけれども、農地は

必ず誰かから買って、売る。「転用利益」という場合には売ることが一つの形になろうかと思

いますけれども、先ほどの事務局からの説明にもありましたように、転用する場合には、必ず

しも誰かに売る形で実現されているわけではないという課題もあろうかと思いますし、そもそ
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もそのコストと言いますか、取得原価に当たるような部分がどこで認められるというか、どの

水準を見なければいけないのか。 

 また、単純に「これだ」という取得原価のようなものが得られたとして、その取得原価と売

り渡しの対価なり転用の対価というものを単純に引き算すればそれで済むのかというと、実は

その間に色々と考慮しなければいけない要素があるのではないかなど、このあたりを掘り下げ

ていく中で転用利益なり地域に還元する手法なり、そもそもそういったものがあるのか、また

地域に還元するにはどういった形が適切なのかという議論にも相互に関連してくるものと考え

ております。 

 もう一つ、必ずしも徴収だけでなく他の方法もあるのではないかというのは、まさにおっし

ゃるとおりだと思っておりまして、あくまでもこの検討会は規制改革実施計画の閣議決定の内

容を起点として検討を進めていくものですので、我々は基軸を忘れてはいけないと考えていま

すが、結論が必ず「こういった形で転用利益を徴収して、こういった形で地域に還元してい

く」という形にならなければいけないものではないと思っております。一定の論点の整理なり

課題の整理は必要になってくると思いますし、もちろん望ましいのは何らかの形で結論が出て

くることだと思いますけれども、その結論の中で、例えば転用利益についてはこう考えるけれ

ども、規制についてこんなやり方があるのではないかとか、まさにこういう点が問題だと思わ

れるので、こういった検討を進めるのが流動化の促進にさらに役に立つのではないかといった

ことをご提言いただくというのも、検討会の 後の進め方としてはあるのではないかと思って

おります。 

 いずれにしても、この話は規制改革実施計画の中で、このように実施時期が特に切られずに、

中長期という形になっているのは珍しいものでございます。そういう意味では、この話の奥行

きの深さというのでしょうか、そういったものも計画をつくる段階で分かった上でこういった

書きぶりになっていると私自身は思っておりまして、あまり結論を決め打ちせず、先生方に自

由にご議論いただく、私たちもそのお手伝いをさせていただくことが必要なのかなと考えてお

ります。 

○委員長 委員のご発言、非常に重要なご指摘だと思いますけれども、私の出した論点につい

てはいかがでしょうか。 

○委員 議論されていることにも関連しますが、今後の議論の進め方として、この２つのテー

マといいますか、１つは流動化を促進するために制度がどうあるべきかで、それから転用利益

をどう扱うかということだと思いますが、仮に今、前提となっている転用利益があって、それ
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に対する転用期待が流動化を抑制しているということでは必ずしもないのではないか、あるい

は現状そうであったとしても今後、何か制度的な手当てをすることによってそれが解消される

ことになったときに、では、もう転用利益を還元するとか徴収する必要はないと考えるのか。

そうだとすれば、先に流動化の関連を議論しないと後の議論は無駄になってしまうことにもな

ると思います。無駄でも色々と議論することに価値があるとは思いますけれども、そうではな

くて、仮に現状、流動化の阻害要因にはなっていないとか、あるいはならないような仕組みに

できるとなったとしても、いやいや、転用利益というものを所有者が手にすること自体がモラ

ル的に問題だから、そこはやはり社会に還元すべきだということで、それはそれで別個に議論

していくのか。どちらの考え方をとるかによって進め方も変わってくると思いますが、その辺

はどう考えたらよろしいでしょうか。 

○事務局 考え方の順序としては、まず、転用利益というのはどういうものなのか、その転用

利益がどのような形で流動化に影響を与えているのかというところからアプローチしていくと

いうことだろうと考えております。流動化がなぜ進まないのかというところから議論をスター

トさせていくというのも、もちろんあろうかと思いますけれども、ある意味それは農林水産省

がこれまで行ってきたオーソドックスなアプローチといいますか、色々な場で議論しているこ

とだと思っております。一方で、こういった議論はその中で、脈々と、と言うのでしょうか、

今までも色々な方がこぼしていらっしゃる。 

 例えば参考資料４のアンケートの中で、44ページ、先ほど事務局からの紹介では、転用期待

があるという「サ」の部分は全国ベースで見ると４％と非常に小さいということでしたけれど

も、これはアンケート調査というものの一種の限界というか、アンケートというのはなかなか

難しいのは皆さんよくお分かりだと思いますが、質問項目が非常に多岐にわたっていて、そう

いう意味ではなかなか見方が難しい調査だと私は正直、思いました。 

 この中で、直接転用期待というのは確かに「サ」ですが、例えば「コ」に資産として保有し

ておきたいとあります。資産として保有しておきたいというのは多義的に受けとめられるわけ

です。農業を続けるための資産という面もあるでしょうし、それこそ将来的に道路が来るかも

しれない、商業施設が来るかもしれないという意味での資産、どちらもあると思います。これ

なども、人の思いがどこまであるかは分かりませんから何％と言うのはなかなか難しいですけ

れども、そういう意味では転用期待というジャンルにある程度入れてもいいものなのかなと思

います。そうすると、先ほどの４％に「コ」の18.2％も加わってきますから、結構なウエート

を占めてきます。 
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 私たち、流動化がなぜ進まないのかという議論をするときに、まさにこの資産保有目的のよ

うな議論があって、資産保有を目的として、少なくとも人には売りたくない、転用目的で売る

分には良いですけれども、農地のまま農業価格で売るのは割に合わないので売りたくないとい

うようなお話があるわけです。一方で、今、流動化は基本的に貸借を中心にやっていますので、

そういう意味で言いますと、貸借であればいざ転用が実現して売りたいというときには解約す

れば良いではないかという話もあるわけです。農地改革からもう70年近くになるわけですけれ

ども、今でもまだ「貸すとなかなか返ってこないのではないか」とか「貸すのに抵抗がある」

とおっしゃっている人がいる。農村部では、まだそういうのは根強いものがあったりするわけ

です。 

 もちろん、一方でかなりドラスティックに状況が変わってきていることもあるわけです。そ

ういう意味では、それはもしかしたら幻想なのかもしれませんけれども、やはりいざというと

きに売りやすい、売れるように、少なくとも規制改革会議における久松さんの発言などを見て

いくと、この方は茨城で農業をされていますが、特に茨城であるということと、この方が新規

参入である、こういったことも影響しているのかなと思います。それでも久松さんの印象、感

覚としては、農家が低い保有コストで農地を持ち続けることができるので特に売ったり貸した

りすることもなく、そのまま持ち続けているといったことがあるのではないか、ここに何らか

の形で、例えば保有コストを上げるとか、または売却したときの利益を吸収するようなことが

あれば、農地をもっと人に貸したり、または手放したりといったことにつながるのではないか

ということですね。 

 これは久松さんがおっしゃったことではありますが、農業関係の方々の中にもそういう思い

を抱いている方は結構いらっしゃるでしょうし、特にバブルの頃などは非常に強かったと思い

ますが、農業に関わり合いのない方々も、やはり農家の農地所有に対する不公平感みたいなも

のを持っている方は結構多かったと思います。それが例えば生産緑地法の改正に繋がったりし

たこともあろうかと思います。そういう意味で言いますと、やはり 終的な目的は流動化の促

進ですけれども、やはり流動化の促進からアプローチしていくというオーソドックスなアプロ

ーチではなくて、今回の検討会に関して言うと、むしろその中で、脈々と、と言いますか、多

くの方が「何となくそうじゃないかな」とおぼろげに思っているのではないかという、転用利

益なり転用期待が農地の流動化、集約を妨げているのではないかというところをまず掘り下げ

てみるということで、今回の検討会ではぜひ議論をお願いしたいと考えているところでござい

ます。 



 18

○委員 今、ご説明いただいた参考資料４の44ページ、 後の表が少しおもしろい数字を示し

ていると思います。「サ」の転用期待ですけれども、全国平均は４％ですけれども、都市と平

地と中間と山間では差があります。そういう意味では、転用期待というのは随分差があって、

さらに今、人口減少社会で公共事業も縮小されているような状況で、中間なり山間地域は多分

ほとんど転用の可能性はないのではないかと思いますが、そういうところでも転用期待が本当

にあって、そして農地の流動化を阻害しているのかどうかとなると、クエスチョンがつくよう

な気がします。 

 ですから、転用期待を議論する場合、かつ出口が農地の流動化だとすれば、どの地域で、あ

るいはどういう農地がどういう期待を持たれているのか、そこのところをしっかりと分けて見

ていく必要があるでしょうし、そのことは、ゾーニングの問題とか転用規制をしていくような、

そういう土地利用計画とも関わってくると思います。 

 そして、今、事務局のご指摘もありましたが、やはり農家の意識の問題が重要だと私も思い

ます。「コ」の資産として保有しておきたいというところに高いパーセントがついていますけ

れども、これが転用で実際にお金が入ってくることを前提として、本当の投機的とも言うよう

な資産的保有なのか、それとも先祖代々の、お金にならなくても持っていなければいけないと

いう家産のようなものなのか、その意識は実は渾然一体としていて仕分けるのが難しい気がし

ます。 

 私、現地で色々な農家の方から話を伺っていても、そこはなかなか分からないところがあり

ます。転用期待あるいは農地の資産的保有意識の中身の要素をもう少し分けて聞き出すことが

できるかどうか、そして客観的にどういう転用可能性があるところに農家が置かれているかと

いうこととセットで見ていくことが必要になってくるのかなと思います。 

 これはコメントで、特に何かリプライを求めるものではありませんが、もしこの検討会でそ

うした検討をしようということで、例えば私が上から何か仕事を頼まれたとすれば、そのあた

りを調べてみようかな、そんなことを感じたということです。 

○委員長 今の点は私も思っているところですけれども、今の委員の意見は参考資料４をメン

ションされたわけですが、参考資料２「農地転用等の状況について」の10ページ以降でしょう

か、とりわけ12ページを見るとわかりやすいのですが、10ページから12ページにかけての表は

農地価格の推移が転用目的の場合と耕作目的の場合とで、市街化区域と調整区域についてはほ

ぼ同じ動きをしているわけですから、この意味では恐らく、例えば市街化調整区域内、市街化

区域内の転用価格が耕作目的で農地売買の際の地価形成にも影響しているのだろうなというこ
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とが、この表から読み取れるわけですよね。 

 他方で、線引きをしていない市町村はその相関関係が無い。12ページの一番右側の段です。

そして、今日お話を聞いていておもしろいなと思ったのは13ページの表で、左側の赤が囲って

あるところですね。線引き、非線引きの市町村について、農用地区域内と農用地区域外ではむ

しろ農用地区域内のほうが、地価が高くなっているというあたりを併せて見ると、非線引きの

市町村は恐らく転用の影響は、さっきの委員の話とつながってきますが、多分無いだろうと思

われます。むしろ逆に農用地区域内、農地としての生産性の高い農地のほうが、農地価格が高

いわけだから、農業収益をベースとした地価形成がこの自治体ではされているのではないかと

思うわけですね。 

 高度成長期の日本であれば全国どこでも転用期待が生まれたのでしょうけれども、今日は、

先ほど委員が指摘された点は重要だと私も思った次第です。 

 あと、調査する場合に難しいのは、流動化の促進を阻害している要因として、転用期待に基

づくものがどの程度あるのかというあたりです。純農山村、中山間地域では転用期待に基づい

て流動化の促進を阻害するという動きはないにしても、平場のところであるとすれば、それを

どのように実証していくのか。私、すぐには分かりませんが、これからの調査の仕組み方で考

えなければいけないことかなと思います。これも特にお答えは必要ありません。 

○事務局 私のほうからこういった資料の解釈について物を申し上げるのも僣越ですが、私自

身、参考資料２のグラフなり数字の見方にはなかなか難しいものがあると思っております。委

員のおっしゃるように、転用期待というのは流動化に対しての影響等を考えた場合に、地域差

なり個別の人の想いですとか、かなり差があるのではないかというのはまさにおっしゃるとお

りで、そこが委員長もおっしゃった難しさにつながっているのだろうと思っております。 

 そういう意味では、こういったグラフとか表を見るときに、常にいろいろな地域の差ですと

か個別の事例の違いを念頭に置きながら見ていく必要があるだろう、何が言いたいかといいま

すと、どうしてもグラフとか表にまとめた途端に、そういったバラツキ等が見えなくなってし

まうと思っております。 

 例えばこの11ページ、12ページで言うと、委員長がおっしゃったように市街化区域、市街化

調整区域に比べると、例えば線引きがなされているようなところはバブルの頃には非常にパー

ッと価格がはね上がって、その後、価格が落ちてきている。別に農産物の値段がこのような動

きをしたわけではないので、これは明らかに転用目的の価格に引っ張られて、耕作目的の農地

の価格が動いてることは間違いない。一方で、線引きをしていない市町村においても若干の動
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きはありますが、この場合の転用利益なり転用期待というものを裏付けるのは何かと言えば、

この動きの関連性がどれだけあるかよりは、むしろこの転用目的と耕作目的の価格差だと思い

ます。耕作目的だと結局この値段でしか売れない。それが転用目的になった途端に10倍近い値

段が付く、これが１つ、いわゆる転用目的なり転用期待というものにつながってくるのかなと、

私はこのグラフを見て感じたところです。 

 また、13ページですけれども、この表も非常に読み方が難しいものだと思っておりまして、

赤で囲ったり点線で印をつけたりしたところは、「一般的に」ということで書いていますけれ

ども、耕作目的に比べれば転用目的の価格が高い、また、農用地区域内に比べて比較的開発が

容易な農用地区域外の農地価格が高くなっていると言えるわけですけれども、一方で、個別に

見ていくと、非線引き市町村の耕作目的の田の価格で見ると、北海道、中国、沖縄では農用地

区域内の価格のほうが高くなっている。ただ、だからといって北海道、中国、沖縄だと転用期

待があまりないと言えるかというと、この表だけからそういった結論を導いてしまうのはちょ

っと乱暴なのかなと思っております。 

 非常に不思議だなと思っていますが、これは、ある意味この調査の限界を示していると私自

身は受けとめておりまして、※にありますように、これは結局取引事例による調査なので、農

用地区域内ですとそもそもあまり取引が、例えば、宅地に開発するための取引の事例が十分に

はなかったりする。農用地区域の中の農地というのは、いわゆる優良農地ということで平場の

農地が多い。逆に農用地区域の外になってくると、宅地なり非農業的な目的に使う場合でもあ

まり価値の高くない土地だったりする、そういったケースもあるのかなと。これが同じ土地で、

例えば不動産鑑定みたいなことをしてということであれば単純な比較ができると思いますが、

これは取引事例を良く見ていくなり、なかなかそこまで望むのは難しいとは思いますけれども、

それこそこういった数字を見るのであれば、例えば地図にプロットしていくようなこともして

見ていかないと、本当の姿を見るのは正直なかなか難しいのかなと思っております。 

 ですから逆に、この表などから見ても、委員長等からもご指摘があったように、この問題に

ついては地域差であるとか、それぞれの地域の農家の方々がどう考えていらっしゃるのかとい

ったことをよく見ていかなければいけない、そういったことを頭に置いて数字なりグラフを見

ていくような注意が私たちには必要になるのではないかなというのが、今回こういった資料を

作る中で私が感じたところでございます。 

○委員長 先ほどの事務局からのお話の冒頭に「私がこんなことを申し上げるのも」とおっし

ゃったのですが、去年からのお付き合いで非常に理論家であることはよく存じ上げております
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ので、むしろ積極的に、議論の材料を提供するためにも発言していただけるとありがたいと思

います。 

 今、事務局から今後の調査の方向性みたいなものも出されましたが、今まで出てきた論点は、

大きく括れば検討会の趣旨、目的、重点の置きどころを巡る話でございましたが、その他、今

日のお話で何かご質問等あればお願いします。 

○委員 今、議論されていた参考資料２の12ページの図ですけれども、これをどう読むかは非

常に興味深いものがあって、委員長がご指摘のように、都計法の線引きをしていない市町村に

ついては、まさに耕作目的については収益還元地価で農地が動いている。転用目的は多少高い

けれども、この程度。それ以外の市街化区域、市街化調整区域については、まさに転用目的価

格が引っ張っているということで、問題は、この両者がどのようにつながっているかだと思い

ます。 

 そのときに、これは転用期待とか農地転用と少し離れるかもしれませんが、以前、農地転用

の推移と自作地売買との関係がある、つまり、農地が転用されると農家がお金を持ち、その持

ったお金で農地を買う、そういう行動がかなりあったようです。昭和50年代ぐらいまでは随分

そういう状況があったようで、結局のところ、転用地価がそうした形で周りに波及していく。

当時で言えば、事業資産の買い替えの特例があって、税金を納めるなら売ったお金で周りの土

地を買っていく。面積も、かなりの部分を買う。そうやって農地を売った人がまた別のところ

に農地を買い替えていくという形で、１つの転用が周りに波及していく、そういうメカニズム

が働いていたと思います。必ずしも線引きをしていない市町村についてもそういう影響が及ん

だり、そのような研究がかつて我々のサイドでは、あるいは農水省さんでも当時の構造改善局

農政課でしたか、そういう調査研究が随分されていたと思います。 

 つまり、こうした転用なりがどのようにして実際の農地価格に影響していくか、そこのとこ

ろのプロセスをもう少し丹念に追っていったら良いかなと。そのときには転用と農地売買との

関係がどうなっているか、あるいは農業委員会でも、農地売買の理由については届け出なけれ

ばいけないので、そうしたものも把握できると思います。 

 ただ、 近の状況は、転用されて昔は事業資産買い替えで農地を減らさない、まさに家産意

識で農地を保有しよう、減らさないようにしようという行動が農家に見られましたが、 近は

売りっ放しになっていて、買わないケースが多いような気がします。そういう意味では、転用

があったとしてもポツンとそこだけで止まってしまって、それが周りに波及していかない。で

すから転用期待、漠然とした転用期待ですけれども、本当にピンポイントの転用に当たる宝く
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じ的な転用の期待はあるけれども、それがある程度高い確率を持って自分のところにも回って

くるとか、そういうことは多分、今は、相当下がっているのではないかと思います。 

 そうした税制のことも含めた農家の行動、あるいは税制も含めて農家がどういう制度的環境

に置かれているのかを詰めた上で意識を聞くことが必要になっているのかなと思います。 

 近売りっ放しになっているというのは私の茨城とか栃木のヒアリングの結果でして、全国

的に見てどうなのかは私も分かりませんが、そのあたりは他の委員にもお話を伺えればと思い

ますが、そんなふうに思いました。もう少し統計分析を深めていく場合に、そうした視点も入

れてはどうかという提案になります。 

○事務局 池邊委員が到着されましたので、ここでご紹介させていただきたいと思います。 

○委員 すみません、海外に出張しておりまして、また渋滞に引っかかってしまいまして、こ

んなに遅くなってしまいました。 

 もともと白地地域の土地利用の問題を専門としておりまして、今は千葉大学のランドスケー

プを専門としております。 

 今日の農地転用のお話は、非常に重要な課題だと思っております。 

 私、国土交通省の事業評価監視委員会にも所属しておりまして、空から農地を見る機会が結

構ございます。昨年もヘリで５時間ほど関東全体を見ましたが、やはり多いのが太陽光発電で、

この前、千葉のほうの土地利用の委員会でも発言させていただきましたが、千葉県では40ヘク

タールが２件、80ヘクタールの農地が一遍に太陽光発電へ転用されるということがありました。

耕作放棄で今まで荒らしていた場所らしいのですが、そういうものが忽然と、きちっと耕作さ

れているような農地の隣にも、空から見ますと結構な量で起きています。しかも今、太陽光発

電の大きな開発に関しては、どの制度でも把握というか、止めることができません。アセスで

も国土利用の計画でも止めることができません。そうしますと、果たして売電価格が10年ぐら

いでダメになったときに、それが多分そのまま放棄されてしまう。農地転用して一旦はかなり

の収益になるかもしれないけれども、10年後の土地利用を見た場合に可逆性がとても低い土地

利用の転用の場合にはどうなのか、そのあたりのところは農業の担い手の問題と両方あわせ持

って考えていかなくてはいけないだろうと思っております。 

 まだあまり飲み込めていませんので感想になります。 

○委員長 池邊先生、どうもありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今、各委員からお話を伺って、ピンポイント的な転用が 近は増えていて、従来は買い替え

特例を使って、より奥へ奥へと都市の地価が波及していくという構造がありましたが、どうも
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近では少し違うようだというご発言がありました。 

 他方、ソーラー発電の事例をご説明いただき、ソーラーについては千葉、つまり大都市近郊

だけではなく、日照のいい所であれば業者はどこにでも造りますので、まさに農山村でも問題

になり得る事柄です。その意味では、農地転用が農山村で近年どういう現状になっているかと

いう問題分析は、せっかくの検討会ですから、やっておいても良いかなと今のご発言を聞いて

思った次第です。 

 他に、ご発言されたい委員がおられましたら。 

○委員 １回目なので「こういうことも」という参考までに聞いていただければと思います。

基本的には、転用利益というのは多分事実としてあるわけですよね。例えば農地価格と住宅地

を考えると、明らかに価格差はある。何倍かという話はありますけれども。仮に、農家が取ら

なければその分は事業者が取るわけです。要は、それは誰が取るのかという問題なので、農家

の行動にここでは割と注目していますけれども、例えば、ソーラー事業者の行動とか、それか

ら宅地開発業者の行動にもある程度目配りをしておかないといけないのかなと思います。結局

は、これは出す側とそれを使おうという側がマッチングして初めて起きる事象なので、調査等

をされる時には使いたい側の話も少し聞いてみてはどうでしょうか。 

 宅地の需要構造は、農地もそうかもしれませんけれども急激に変わってきていて、やはり人

口減少というのは本当に大きな影響を与えていると思います。宅地開発業者の行動等の研究は、

もう古典的な研究なので随分あります。こういう人口減少が非常に顕著になってきてから行動

がどう変わっているかというのは意外にまだあまりされていないので、少しそういうところに

も調査の手を広げていただけるといいのかなと思います。 

○委員長 冒頭に言われた開発利益を発生させない法制度のあり方も考えるべきだというご指

摘は、私もまさにそうだと思っていまして、それと今の話は本当に密接に結びついていて、農

家に転用利益を発生させないのであれば、転用利益は都市の開発業者が持っていくわけで、そ

こは放っておいて良いのかという話にどうしてもなるわけです。 

 今、委員が後半におっしゃったことはまさにその点に関わることなので、この問題をやる場

合には結局そこまでを視野に入れておいたほうが良いのかなと私も思った次第です。 

 他にございますか。 

 本当は、専門家の集団ですのでこういう議論は幾らでも出てくるところですけれども、この

ぐらいで議論を終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 私、先ほど議事を１つ飛ばしてしまいました。議論に入る前にやるべきだったのですが、本
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検討会の開催要領によりますと、委員長は委員長代理を指名することができるとされておりま

す。 

 私としましては、この問題に詳しい安藤先生に委員長代理をお願いしたいと存じます。 

 実は私、夏から多少長期で海外に行く予定でありますので、場合によっては本当に委員長代

理としてのお仕事をお願いすることがあるかもしれません。この点、もしよろしければお認め

いただきたいと思います。 

（異議なし） 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、委員長代理は安藤先生にお願いすることにいたします。 

 次に、議事の（４）今後の検討の進め方について、事務局からご説明をお願いします。 

○事務局 先ほど使いました資料３でございますけれども、本日、今後の検討の進め方につい

てご検討いただいているところでございます。 

 第２回目の検討会について、今日は色々とご意見をいただきました。こういう調査をしては

どうかといったご意見、さらに、これからもっとそういう話が出てくるかと思います。そうい

うものを踏まえながら６月中下旬ぐらいに第２回を開催することとして、検討を進めてはどう

かということでございまして、２回目には「こういうアンケートのやり方ではどうか」とか

「事例調査等はどのようにやっていくか」「ヒアリングの対象者はどのようにしていくか」と

いったことを、具体的な議論をしながら次の調査に繋げてはどうかと考えているところでござ

います。 

 それを踏まえ、調査等を実施し、秋以降に第３回。先ほど委員長からありましたように、委

員長が海外に行かれる事情もあるということですので、そのあたりも調整しながらやっていっ

てはどうかと考えております。 

 また、先ほども説明しましたが、とりあえず論点整理等を行いながら、平成28年度中を目処

に中間取りまとめを行う方向で検討を進めていただければと考えておりまして、また必要があ

る場合にはさらに検討を延長していくということで進めてはどうかと事務局としては考えてお

るところでございますが、このあたりにつきましてもご議論いただければと思っております。 

○委員長 今後の進め方について、いかがでしょうか。 

 今日、多くのご意見を出していただき、こんな方向で調査を進めるというある程度の方向は

出てきたかと思います。それを前提に、実際に調査を仕組むとするとできることとできないこ

とが出てくると思いますので、「このぐらいのものだったらできそうです」というあたりを、
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例えばこの次に素案として出していただくことが第２回目の中心になるのでしょうか。 

○事務局 はい。 

○委員長 先生方、そのようなところでいかがでしょうか。よろしいですか。 

（異議なし） 

○委員長 あと何か、第２回目にこういうこともやったらいいのではないかといったことが先

生方と事務局からありましたら、是非お出しいただければと思います。 

 今、事務局で思い付くことが何かありますか。 

○事務局 我々として案を考えますし、改めて委員の方々にも「こういうことをしてはいかが

か」といったご提案をいただければ、それらを検討させていただきたいと思います。 

○委員長 他にございませんでしたら、この辺で終わりたいと思います。 

○事務局 本日はどうもありがとうございました。 

 今回は規制改革会議の実施計画を踏まえて検討会を開催しているわけですけれども、取り上

げている課題自体はこれまでもよく言われてきているところでございまして、ご案内のとおり、

あちこちに書いてあるようなことを見てみますと、農家は転用利益を期待して、あるいは資産

的な保有という傾向で農業に必ずしも精励しないで農地を所有しており、それをなかなか手放

さないことが諸課題の原因であるという趣旨のことが誇張気味に書かれることもあって、そう

なると、例えば諸外国にあるように税金のような形で転用利益を吸い上げればそういったこと

が抑制されていくのではないかという話にも繋がる訳ですけれども、非常に取り扱う課題が重

いのです。財産権に関わる問題ですとか税の公平性とか、そういう大問題にも関わってまいり

ますし、今日のお話の中にも多々ありましたように、いろいろ言われているけれども、それは

実証できるのか、どこまでデータで分かるのか、それから農家の意識をどのように把握してど

う分析できるのか、そういう実態面、制度面、地域性の問題もありますし法制的な問題もあり

ます。とるべき施策というツールもまた重いものになりますし、その影響も非常に大きなもの

になってくるということで、実態、方策、さまざまな面で精密に検討しないと、軽々に結論の

方向めいたことが言い難い、そういう課題なのではないかと思っております。 

 今日のお話なども踏まえて、今後どういうスケジュールで検討していくかまた整理をして、

ご意見を伺いながら進めていきたいと思いますし、資料２のとおり、入り口で考えてもこのぐ

らいのことは調べて分析していかないと、なかなか方向性は見出し難い、また、これを調べて

いくとまた色々と課題が出てくるのではないかということでございますので、こういったこと

を参考にしていただいて、「もっとこういうところを調べるべきである」といったご示唆をい
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ただければありがたいと思っております。 

 これからしばらく検討会を継続していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 委員長、大変ありがとうございました。 

 また、委員の皆様方には本日、大変貴重なご意見、ご審議をいただきましてありがとうござ

いました。 

 次回の開催は６月中下旬ということで先ほどお話ありましたけれども、改めて事務局より議

題、日程も含めてご相談、ご連絡させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上をもちまして本日の検討会は閉会と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。 

午前１１時４５分 閉会 


