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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 ６ 回） 

 

                    日 時：平成28年９月27日（火）14：00～16：03 

                    場 所：農村振興局 第１－②・③会議室 

                        （農林水産省 北別館７階） 

 

会 議 次 第 

 

１．開  会 

２．議  事 

 （１）論点整理を受けての検討事項について 

 （２）その他 

３．閉  会 

 

【配布資料】 

資料 論点整理を受けての検討事項 

参考資料 
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午後２時００分 開会 

○事務局 ただいまから第６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

討会を開会いたします。 

 委員の先生方におかれましては、本日、ご参集いただきまして、誠に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、当初、３名の委員の出席を予定しておりまし

たけれども、１名の委員が急遽、所用により欠席となりましたのでご了承願いたいと思います。

また、佐藤農村振興局長も所用により欠席しておりますので、併せてご了承願います。 

 それでは、検討会の開会に当たりまして、新井農村政策部長から一言、ご挨拶申し上げます。 

○事務局 ７月の異動によりまして、農村振興局農村政策部長になりました新井でございます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 委員の先生の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、ご出席を賜りましてありがとうご

ざいます。 

 昨日から国会が始まったということで、局長はそちらの方に出ているんですけれども、この

検討会は２年前の閣議決定で規制改革実施計画を受けまして、昨年の４月から今回６回目とい

うことでございますが、この間、アンケート、あるいは現地ヒアリングなどを経まして、前回

の検討会におきまして、今後の検討方向について論点整理を取りまとめていただいたところで

す。 

 本日は、この論点整理を踏まえまして、前回いただきました宿題に対しましてもご説明させ

ていただき、その上でさらに検討を深めていただきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 様々な観点から、ざっくばらんに忌憚のないご意見をいただければと思いますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

○事務局 ありがとうございました。 

 それでは、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、配付しております

資料は、上から、議事次第、座席表、検討会開催要領、資料、そして参考資料の順番になって

おります。 

 資料に漏れがないか、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 また、お手元の青のチューブファイルに、第１回から第５回までの検討会資料をつづってお

りますので、適宜、ご参考にしていただければと思います。 
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 それでは、委員長、以後の議事進行につきまして、よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、今日はお集まりいただき、ありがとうございます。 

 議事次第に即しまして、２の議事に入りたいと思います。 

 論点整理を受けての検討事項のうち、まずはⅠ、転用実態と農地流動化との関係性の検討に

ついて、事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局 前回の６月に開催いたしました第５回検討会におきましては、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論点整理をしていただいたところでございます。 

 その中で、今後はこの論点についてさらに検討を進めるとされたところでございまして、具

体的には、今後の主な検討事項等として整理をしていただいたところでございます。 

 今後の主な検討事項といたしましては、大きく２点に分けられてございまして、１点目は先

ほど委員長からお話がありました、転用実態と農地流動化状況との関係性の検討、２点目は転

用期待の抑制に向けて考えられる３つの手法につきまして、地域経済や農業者等への影響の検

討、既存制度等との比較検討などを行った上で、具体的な手法の検討を行うとされているとこ

ろでございます。 

 詳細につきましては、お手元に配付させていただいています参考資料を、適宜ご覧いただけ

ればと思っております。 

 また、本検討会といたしましては、本日の検討会を含めまして、本年度、３回程度の開催を

予定しているところでございまして、年度内に中間取りまとめを行う予定にしているところで

ございます。この中間取りまとめに向け、本日の検討会からは今後の主な検討事項等に従い、

転用期待の抑制に向けた具体策の検討を深めていただきたいと考えておりますので、よろしく

お願い申し上げます。 

 それでは、資料の説明に入っていくわけでございますが、お手元の資料、論点整理を受けて

の検討事項をご覧下さい。 

 表紙をめくっていただきますと、目次がございます。目次にありますように、この資料につ

きましては２つの中項目を設けております。 

 まずは、１つ目の中項目、転用実態と農地流動化との関係性の検討につきまして説明をさせ

ていただき、ご議論をいただきたいと思っています。その後、２つ目の中項目であります、具

体的検討に当たっての参考事例等についてを説明させていただく手順にしたいと思っています

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 引き続き、目次の１つ目の中項目ですが、５つの小項目を挙げております。１から４番まで
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が検討事項になってございまして、５番目がその他という形で括らせていただいておりますが、

前回の検討会で出された意見について、５番目として整理しています。 

 それでは、資料の右下１頁をご覧下さい。Ⅰ－１、大都市周辺で人口が増加傾向の地域、に

ついて整理したものでございます。大都市といいますと、三大都市圏となるわけでございます

が、ここでは代表例といたしまして東京圏としております。 

 人口が増加傾向の地域といたしましては、左下の注意書き１に記載しております平成22年か

ら27年の５カ年間で人口が１％以上増加している市町村のうち農業振興地域が指定されている

市町村としています。 

 その結果が右下の表になっているような市町となってございます。この市町につきまして、

農地転用面積や農地転用率、農地利用集積面積や集積率を整理いたしましたのが中段の表にな

っています。 

 この表を見ていただきますと、農地転用率につきましては、全国平均0.3％に対しまして、

人口増加地域では1.2％、農地利用集積率につきましては、全国平均52％に対しまして、人口

増加地域では19％という結果になっております。 

 このように、東京圏における人口が増加傾向の地域について見てみますと、農地転用率は全

国平均より高く、農地利用集積率は全国平均より低いという状況にあります。 

 なお、担い手への農地利用集積につきましては、単に農地転用の動向のみでなく、地域にお

ける水田、畑面積割合ですとか、基盤整備の状況、担い手の状況及び農業経営の形態など、

様々な要因が影響しているものと考えられますので、評価に当たりましては注意が必要である

と考えております。 

 次に、右下２頁をご覧下さい。１頁で抽出されました市町につきまして、市町村毎の転用率

と集積率の関係をプロットしたものでございます。なお、市町の集積率のデータにつきまして

は公表扱いとなっていませんので、市町の名称の記載は控えさせていただいております。また、

この後、説明する４頁、５頁におきましても、市町の特定につながる部分につきましてはアル

ファベット表記とさせていただいておりますので、ご了承下さい。 

 グラフの見方でございますが、青の縦線、横線が全国平均を示しておりまして、赤丸が市町

の位置をあらわしております。このグラフからも東京圏における人口が増加傾向の市町村につ

きましては、大部分の市町村が農地転用率は全国平均より高く、農地利用集積率は全国平均よ

り低いという状況にあることがお分かりいただけるかと思っております。 

 次に、右下３頁をご覧下さい。前回の検討会におきまして、大都市圏の中でも首都圏や関西
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圏は似ているけれども、中部圏だけがやや違うのではないかというご意見をいただきましたの

で、東京圏の場合と同様に、名古屋圏について整理したものでございます。 

 その結果が上段の表になっているわけでございますが、農地転用率につきましては全国平均

0.3％に対しまして、人口増加地域では1.1％、農地利用集積率につきましては全国平均52％に

対しまして、人口増加地域では41％という結果になっております。 

 先ほどの東京圏と比較してみますと、農地転用率はほぼ同じ数値になってございますが、農

地利用集積率は東京圏の19％に対して名古屋圏は41％と高い数値になっていることがご覧いた

だけるかと思っております。 

 次に、右下４頁をご覧下さい。Ⅰ－２、高速道路インターチェンジの整備予定がある地域、

について整理したものでございます。ここでは事例といたしまして、２地域を挙げております。 

 １つ目は、左側になりますが、首都圏中央連絡自動車道、通称・圏央道と言われているもの

でございます。都心から半径およそ40キロから60キロ圏をつなぐ環状道路でございまして、延

長約300キロのうち約241キロが部分開通している高速道路でございます。 

 このうち、 近、都市計画決定を行っているものの中から平成20年に都市計画決定が行われ

ていますＡインターチェンジを取り上げております。 

 ２つ目の事例が、資料右側の東海環状自動車道でございます。名古屋中心部から半径およそ

30キロから40キロ圏をつなぐ環状道路でございまして、延長160キロのうち80キロが部分開通

している高速道路でございます。 

 このうち、 近、都市計画決定を行っているものの中から、平成19年に都市計画決定が行わ

れておりますＣインターチェンジを取り上げております。 

 ここでグラフの見方でございますが、折れ線及び棒線とも平成15年を100としております。

青色の折れ線でございますが、インターチェンジが位置する県平均の地価、赤色の折れ線がイ

ンターチェンジが位置する周辺の地価、オレンジ色の折れ線がインターチェンジが位置する旧

市町村の農地価格を示しております。青色の棒線でございますが、県の農地転用面積、茶色の

棒線が市町村の農地転用面積を表しています。 

 なお、年次につきましては、農地転用面積の 新データが平成25年でございますので、これ

に合わせた整理としております。 

 データにつきましては、インターチェンジ周辺というピンポイントのデータがございません

でしたので、地価についてはインターチェンジ整備予定地から２キロ以内で も近い地点のデ

ータを、農地転用面積と農地利用集積率については市町村の全体のデータを、農地価格につき
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ましては昭和25年の合併時の旧市町村のデータを、それぞれ使わざるを得ないという状況でご

ざいます。 

 なお、農地利用集積率につきましては、調査実施年の関係で、農地転用面積のデータの年次

に合わせますと25年の集積率しかこの場でお示しすることはできないという状況です。 

 この結果でございますが、高速道路インターチェンジの整備予定がある２地域について見て

みますと、地価につきましては県平均と同様で下落傾向にございますが、近年は横ばいとなっ

ております。農地価格につきましては、地価と同様で下落傾向にございますが、近年は横ばい

となっております。 

 農地転用面積につきましては、年により増減が激しいところが見られますが、県と同様に減

少傾向で、近年は下げどまりとなってございます。 

 なお、農地利用集積率につきましては、平成25年時点で２地域とも県を上回っておりますが、

単年度の数値でございますので、ここでは傾向を見ることはできなかったという状況でござい

ます。 

 次に、右下５頁をご覧下さい。Ⅰ－３、中央新幹線の駅建設予定がある地域、について整理

したものでございます。中央新幹線、一般的にはリニアと言われているものでございます。東

京都を起点に大阪市を終点とする新幹線の整備計画路線でございます。2027年、平成39年にな

りますが、品川・名古屋間の開業に向けまして、平成23年にＪＲ東海がルートと駅の設置位置

を発表していますので、そのうちの３つの駅をここでは取り上げております。 

 グラフの見方やデータにつきましては、先ほどのインターチェンジの場合と同様となってお

ります。ただし、Ｇ駅（Ｈ市）につきましては、該当する旧市町村の農地価格のデータがござ

いませんでしたので、隣接する旧村のデータを用いているところでございます。 

 この結果、中央新幹線の駅建設予定がある３地域について見てみますと、地価につきまして

は県平均と同様で下落傾向にありますが、近年は横ばいとなっております。農地価格につきま

しては、地価と同様で下落傾向にございます。農地転用面積につきましては、県と同様で減少

傾向にありますが、近年は回復基調にございます。 

 なお、農地利用集積率につきましては、25年時点でＨ市は県と同程度で、Ｊ市及びＬ市は県

を大きく下回っていますが、これも単年度の数値でございますので、傾向を見ることはできま

せんでした。 

 次に、右下６頁をご覧下さい。Ⅰ－４、農地転用が比較的多い地域、について整理したもの

でございます。グラフにつきましては、都道府県毎の転用率と集積率の関係をプロットしたも
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のでございます。青の縦線、横線が全国平均を示しておりまして、赤丸が都道府県を表してい

ます。このグラフからは、都道府県単位という大きな単位ではございますが、農地転用率が高

い都道府県の農地利用集積率は低い傾向にあるように見てとれるところでございます。 

 なお、担い手への農地利用集積率につきましては、先ほども申し上げましたが、単に農地転

用の動向のみでなく、地域におけます水田、畑面積割合や基盤整備の状況、担い手の状況、農

業経営の形態など、様々な要因が影響していると考えられますので、評価に当たっては注意が

必要であると考えております。 

 次に、右下７頁をご覧下さい。Ⅰ－５、その他でございますが、冒頭申し上げましたとおり、

これらにつきましては農地流動化に関連いたしまして、前回の検討会での委員の意見に基づき

まして整理したものでございまして、３点ございます。 

 １点目ですが、前回の検討会におきまして、 近、農地法に基づく賃借権の設定がどのくら

いあるのかというご意見をいただいたところでございます。これを整理いたしましたのがご覧

いただいている７頁のもので、近年の農地法に基づく賃借権の設定というものでございます。 

 データにつきましては、平成25年が 新年でございましたので、賃借権の設定につきまして

は農地法３条に基づく賃借権の設定と、基盤強化法に基づく賃借権の設定の２つがございまし

て、その合計に対する割合を件数ベースと面積ベースでそれぞれ整理したものでございます。 

 グラフは、緑色の棒線が基盤強化法に基づくもの、青色の棒線が農地法３条に基づくものを

示しておりまして、茶色の折れ線が農地法３条に基づくものの割合を示しているものでござい

ます。 

 この結果、農地法３条に基づく賃借権の設定につきましては、基盤強化法に基づく賃借権の

設定に比べ、件数及び面積ともかなり少ないものとなっているところでございます。 

 次に、右下８頁をご覧下さい。２点目といたしまして、前回の検討会におきましてお示しし

た平成３年から平成21年までの賃貸借の解約状況に関連いたしまして、近年に解約された賃貸

借の設定された時期が分からないか、というご意見をいただいたところでございます。これを

整理いたしましたのが、ご覧いただいている８頁の近年解約された賃貸借の設定時期でござい

ます。 

 グラフにつきましては、設定時期別に色分けをして示してございまして、データは平成25年

が 新年でございます。 

 なお、上の枠の※印にございますとおり、農地法18条に基づく賃貸借の解約等の件数の中に

は、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権（賃貸借）を中途解約したものを含みます、とな
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っておりますので、ご注意をいただきたいと思います。 

 この結果、近年の農地法第18条に基づく賃貸借の解約件数は増加傾向にございます。設定時

期別に見ますと、紫色の棒線の平成22年１月以降に設定されました賃貸借の解約件数は増加傾

向でございます。緑色の棒線の昭和45年10月から平成21年10月に設定された賃貸借の解約件数

は減少傾向になっているというのが見てとれるかと思います。 

 次に、右下９頁をご覧下さい。３点目といたしまして、前回の検討会におきまして、農地の

価格が下がってきて、北海道と同じような形で、売買による担い手への集積が進んでいるので

はないかというご意見をいただいたところでございます。これを整理いたしましたのがご覧い

ただいている９頁の（２）農地価格と売買による農地利用集積、でございます。 

 ここでは、右下の注１にありますように、平成15年から平成25年の10年間におきまして、農

地価格が３割以上下落している県と北海道を抽出して整理しております。 

 中段の表が農地価格等の状況ということでございまして、農地価格と小作料の水準を考慮し

た場合の適正な農地価格を比較したものとなってございます。 

 この小作料の水準を考慮した場合の適正な農地価格につきましては、右下の注４にあります

が、一般不動産の還元利回りが約４％と言われていることから、小作料の25倍として算出した

ものでございます。 

 この結果、中段の表の赤枠で示しておりますが、農地価格の①と小作料の25倍価格の③が近

いと考えられるのは北海道と青森県ということがご覧いただけるかと思います。 

 下段の表が権利移動全体に占める有償の所有権移転の割合を整理したものでございます。こ

の表におきまして、北海道と青森県で見てみますと、これも赤枠でお示ししておりますが、北

海道及び青森県の権利移動全体に占める有償での所有権移転の割合は、全国平均に比べてかな

り高いということがお分かりいただけるかと思います。 

 以上、１つ目の中項目でございます、転用実態と農地流動化との関係性の検討につきまして

ご説明をさせていただきました。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの事務局からのご説明を踏まえて、各委員のご意見をお伺いいたしたい

と思います。と申しましても、私と先生しかおられません。前回の検討会で先生から出してい

ただいたいくつかの質問等に対する答えも今日入っていると思いますので、そこら辺も含めて、

何かありましたらお願いいたします。 
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○委員 初の１頁のところから。人数が少ないので私が話さないといけないと思っておりま

して、少し多めに質問をすることになるかもしれませんがご容赦ください。 

 担い手への農地利用集積率という指標がありますが、この担い手の定義を教えて下さい。認

定農業者なのか、認定農業者だけではなく、他の方々も入っているのか、それを教えていただ

ければというのが１点目になります。 

 それから先ほど１頁のところで、担い手そのものが形成されているかどうか、地目構成がど

うなっているか、水田が多いのか、畑が多いのか。それによって集積率は変わってくるという

ことを注意深く説明されていましたが、そうした視点は集積率を考える場合、非常に重要だと

考えます。また、９頁のところでは、北海道、東北、青森については、土地を買っても採算が

合う状況だという話がありました。担い手は自作地を購入して規模拡大をしているケースもあ

りますので、集積率を議論する場合、農地の貸し借りだけでは必ずしも十分ではない可能性も

あります。そして、全国的な農地の集積率を底上げしているのが北海道だとすれば、その点も

含めて注意深くこの表を見る必要があるだろうというのが２点目になります。 

 それから、大きく戻って３頁のところですけれども、ここでは名古屋圏の状況を取り出して

詳細な説明をしていただきました。ありがとうございます。全国平均の集積率は52％ですが、

今申し上げましたように、北海道を含めた数字ですので、北海道を除くと40％少し程度になる

と思いますが、それと比べて、実は名古屋圏の実績は遜色がないということになるわけです。 

 そうすると名古屋圏は特殊な地域ということになるかもしれません。水田率が高く、これま

で担い手を一生懸命育ててきた結果、三大都市圏ではありますけれども、かなり農地の流動化

が進んでいます。もう少し言えば、転用期待が高かったにもかかわらず農地集積が進んでいる

わけですので、ここでの取り組みについて何か学ぶべきことがある、そうした実績をあげてい

る市町村がいくつかあるように感じました。これが３点目になります。 

 それから、４頁のところで、農地の価格とそれ以外の土地の価格とを指数で比較していただ

いたわけですが、首都圏の農地の価格の下がり方は少し弱く、やはり首都圏では転用圧力が強

いように見えますが、東海環状自動車道の地域の農地の価格はずっと低いままです。首都圏は

開発意欲は高いものの、その他の地域はそうした圧力は低く、農地価格への波及効果もあまり

ないように思いました。 

 次に６頁に記載されている農地転用と農地の集積率との関係を都道府県別にプロットした図

についてです。１頁のところでのご説明にありましたように、その地域で担い手が形成されて

いるかどうか、地目構成がどうなっているかによって、農地集積率にはかなりの違いがあると
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いうことだと思います。達観すると転用率が低いところほど集積率が高い、ないしは転用率が

高くなると集積率が下がっているといってよいでしょう。 

 ただし、ここで考えておかなければならない点は、転用率が０％近傍、あるいは全国平均近

傍であるにもかかわらず、農地集積率が低い府県が結構あることです。恐らく、ここには四国

や中山間地域の諸県が多く含まれていると思います。それ以外の地域もあるかもしれませんが、

そうしたところでは、これ以上、農地転用を抑えても農地集積は進まないということをこの図

は意味していると思います。 

 転用率を下げる、あるいは農地転用を抑えることによって農地集積率が上がる傾向にあるこ

とは事実ですが、転用率を下げても、いや、そうした開発圧力さえ存在せず転用率をこれ以上

下げようがないのかもしれませんが、そうした地域では担い手への農地集積を進めろと幾ら旗

を振ったところで農地集積は進まないだろうと思います。それは物理的な条件であったり、採

算が合わないから担い手が育っていないわけです。そういう府県が多くあるということです。 

 こうした課題を抱えた地域が残り続けると、農水省が掲げている農地の８割をを担い手に集

積するという目標を達成するのは、難しいかもしれないと感じます。 

 後になりますが、８頁のところです。この事実を私たちは受け入れるしかないのですが、

近年解約された賃貸借の設定時期についてのデータを見ますと、平成22年以降、紫色の数字が

非常に増えています。つまり、平成22年１月以降に設定されたものの解約が非常に増えてきて

おり、平成25年の段階では、半分とまではいきませんが、かなり高い数字になっています。 

 この理由は分かりませんが、 近設定したものがすぐに解約されているということです。こ

れが何を意味しているのか、借りたけれども耕作できなくなったのですぐに返したという農地

が増えているのか。農地中間管理機構への貸付が始まったのがこの後のことですので、地域集

積協力金をもらうために途中解約したということもないです。そうするとこの背後にある事態

はどのようなものだと考えればよいのでしょう。 

 品目横断的経営安定対策に対応するため集落営農を設立し、そこに農地を貸し付けていたも

のが、その必要がなくなったので解約していったということなのでしょうか。この辺りの事情

はよくは分かりません。ただし、もし、農地を借りた担い手が、高齢化のため長く耕作するこ

とができずに返却しているという状況があるとすると、現在の担い手も永続可能なものとして

考えることはできないということになります。この数字をどのように解釈したらよいか、私も

分からないのですが、難しい問題をはらんでいると思いました。 

 以上、特にロジカルに何か問題点を指摘したというわけではありませんが、お示しいただい
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た貴重な図表について感じたことをコメントさせていただきました。 

 以上です。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 先生には前回の検討会時も含めて、随分詳細にご検討いただいております。 

 今のコメントも詳細な点まで含んでいただいていますけれども、事務局から何かございまし

たら。 

○事務局 いくつかご質問等いただきましたので、推測を交えた部分もありますけれども、コ

メントをさせていただければと思います。 

 担い手の定義については後ほど久保の方から説明させていただきます。 

先ほど説明させていただいたように、先生からもご指摘いただきましたけれども、集積率

を見る時は、どういう担い手がいるかとか、地目構成ですとか、当然、水田の割合が高いほど

集積率は高くなる傾向がありますので、東京圏と名古屋圏で集積率が大幅に違うというのは、

やはり木曽三川のエリアですね、あの辺りに水田が非常に多いということが影響しているので

はないかと考えております。 

 あと、担い手への集積率を５割まで引き上げているのはやはり北海道の存在が大きいという

ことで、そこは注意して見る必要があるだろうというのはおっしゃるとおりだと思っておりま

す。 

 一方で、集積率は、先生もご案内のとおり、静的な状態と言いますか、所有権か賃借権かに

かかわらず、また、作業受委託も含めた権利に基づいて、どれだけ担い手が耕作をしているの

かというところを見ておりますので、北海道が全国の数字をかなり引き上げているという点に

は気を付ける必要があろうかと思っておりますが、自作地か貸付なのかということについては、

今の時点でも数字には織り込まれているのかなと考えております。 

 あと、名古屋圏について、北海道を除いた数字と比較すると高いというのは、おっしゃると

おりだと思っております。先ほど申し上げたように、地目の構成、作付の状況、担い手、また、

名古屋周辺、愛知県、三重県の辺りは土地利用が比較的整序化しているところが多いというこ

ともあろうかと思っておりますけれども、おっしゃるように、この転用期待の抑制という問題

を考える時に参考になる点が多くあるのかなと、私自身も感じております。 

 先生から、東京以外については、転用期待の農地価格への波及は低いと読めるんじゃないか

というお話がございました。どのように数字を読み込むのかというのは非常に難しいものがあ

ると思っております。 
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 本当はその辺り詳細にいろいろ個別の地域に入り込んで分析をするということができれば一

番良いのかもしれませんけれども、なかなかそこまでの時間的な余裕もございませんし、これ

は相当な腰を据えた研究が恐らくは必要になるんだろうと考えております。 

 一方で、私がこの数字を見た時に感じましたのは、これまでのアンケート調査や、現地ヒア

リングなどでも話が出たところで、論点整理の時に整理していただきましたが、例えばこのイ

ンターチェンジやリニアの予定地域などの数字を見てみますと、市町村レベルでしか数字が見

られないということも影響があると思うんですけれども、転用期待の価格への波及ということ

でいうと、そう大きなエリアに波及するというものではないのだろう。具体的に、ここにイン

ターチェンジができる、ここに駅ができる、そういう具体的に開発が見込まれるエリアについ

ては転用期待というか、実際にその開発構想というものがある程度持ち上がってくることによ

って地価が上昇する。ですけれども、言うなれば、点的な部分からあまり広がらずに、例えば

市町村全域の地価を底上げするような力まではなかなか持ち得ていないということがこれらの

数字からは見てとれるのかなという気がしております。 

 現地ヒアリングなどをした際にも、様々な方から、地方部では、昔はあったけれども、あま

り今は積極的な意味での転用期待はないとか、あるとしても、やはり具体的な開発事案がある

ようなところ、例えばすぐそばで大規模な開発案件があった、そうすると自分のところももし

かしたら開発が起こるんじゃないかというのはあるけれども、少し離れてしまうとそれがない

とかいうような声をたくさん聞きました。ある意味、これらのデータというのはそのような現

場の声というのを裏付けているのかなと感じました。 

 また、６頁で、先生から、転用率が比較的低いけれども集積率が上がらないというような府

県が結構あるのではないか、転用率を下げたからといって集積率が上がるという単純な関係に

はならないんじゃないかという、ご指摘をいただきました。 

 この数字をどう考えるのか、これはこの頁に限らず、東京圏とか名古屋圏のデータもそうな

んですけれども、実態として転用率が高いところは集積率が低いというような関係に大まかに

見えるとなっているわけですけれども、だからといって、転用率を下げれば自動的に集積率が

上がるというものでは当然ないんだろうと思います。 

 東京以外では、農地価格への波及は低いように読めるんじゃないかというお話のお答えとし

て、これはあくまで私の考えですけれども、各種のデータなどから考えると、全国的に転用期

待を抑制するというようなことが果たして正当化されるのかどうか。やはり転用期待を抑制す

る必要がないという結論にはならないと思いますが、転用期待を抑制して流動化を促進してい
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くという必要性は認めつつ、それをやる場合にはそれが必要な地域というのをある程度しっか

り吟味していく必要があるのだろう。吟味しながら、検討しながら、必要な地域についてある

程度絞り込んで転用期待を抑制していく。特に、非常に財産権の制約が強い手段を用いるよう

な場合、または、所有者の方々に大きな負荷をかけるような方法の場合には、効果的なエリア

に絞っていく必要性が高まるということが、これらのデータから言えるのかなと考えておりま

す。 

 それが前回の論点整理の時に示させていただきましたけれども、これまでの 高裁の判例、

森林法の違憲判決の判例などから考えても、念頭に置いて仕組みの検討を進めなければいけな

いのかなと受けとめております。 

 次は８頁です。これもきちんと分析をしようといたしますと、それだけでも、もしかしたら

論文が書けるかもしれないというようなことかもしれません。なかなか軽々に物を申し上げる

ことは難しいところはあるんですけれども、こういった流動化の関係を担当しております、私

どものところでは経営局の農地政策課というところが担当しておりますけれども、その担当の

話を聞いている限りでは、この全体の件数や短期での解約の件数が増えてきているという背景

といたしましては、１つには時期的に戸別所得補償制度が始まった時期になっているというこ

と、あとは人・農地プランで担い手を明確にして、担い手の方に農地を流動化していくという

働きかけを強めていった時期になってくる。こういったことが解約件数の増加というところに

ある程度影響しているという面はあるのかもしれないなというような話を伺っております。 

 また、賃貸借の解約について、農地法18条に基づくものはどういうものかということを考え

ますと、もともと農地法の３条に基づいて賃貸借の契約は結ばれた。許可がなされて賃貸借の

契約が結ばれて、ずっと続いてきたものが解約されたものがございますけれども、恐らく圧倒

的多数は、利用権に基づくものであれば、期間が満了することによって自動的に解約されると

いうことですけれども、これがもし期間が来る前に解約するということであれば、この18条の

許可が必要になるという関係にありまして、そうしますと、多くの利用権の設定というのは、

現場によって違いますけれども、５年とか、比較的短いものが多いですから、いつ賃貸借契約

が結ばれたかという形の分類をしますと、これはデータの関係で、これ以外にお示しする方法

がなかなかないということで、こうなってしまっているんですが、要は１から５年で途中で解

約をするというものが、恐らくはこの賃貸借の解約の件数の態様になってくるということにな

ると思います。その点から考えると、紫が年を追う毎に増えてくるというのは、ある程度自然

なことなのかなというふうに考えております。 
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 もちろん、もしかすると担い手が、例えば規模が拡大することによってこのような、今まで

は条件の悪いところでも受けていたけれども、受け切れないということで解約をするというケ

ースが中にはあるかもしれませんけれども、基本的には、恐らくは補助金ですとか施策の展開

に応じて担い手に今まで貸していたものを、言うなればつけ替える、あるいはそういった方々

が、例えば集落営農で法人化するとかいうような形で設定を変えていくというようなもの、こ

ういったようなものが恐らくは大宗を占めているのではないかなというのが、担当者の印象で

ございました。 

○事務局 １点目の担い手への農地利用集積率に関して、担い手の定義というお話がございま

した。これにつきましては、先生おっしゃるとおり、認定農業者が中心になろうかと思います

が、その他、認定新規就農者、いわゆる市町村から青年等就農計画の認定を受けた経営体、ま

たは市町村の基本構想において農業経営の指標の水準に到達している農業者という、いわゆる

基本構想水準到達者、あと、集落営農、特定農業団体という集落営農経営体が該当するのだろ

うと考えてございます。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 先生、いかがですか、今までのお答えについて。 

○委員 丁寧に答えていただきまして、ありがとうございます。 

 今のご回答に対して、特に私の方から意見はないのですが、課長さんが言われたように、８

頁の賃貸借の中途解約については、むしろ私たちが研究しなければいけない内容であって、こ

ちらがしっかりと研究して回答を用意しなければならないと思っています。 

 例えば、地域別に分析をしてみるなど、その辺りをもう少し掘り下げてみるといろいろなこ

とがわかるように思いました。また、このあと数年の動きを見てみないと分からないところも

残されています。 

 ただ、心配なのは、農地は借りたものの耕作ができなくなって途中で返すといった動きが広

がっているようだと、頑張って農地を流動化させたとしても、それが戻ってきてしまうわけで、

底の開いているバケツに水を入れているような感じになってしまい、困ったことになります。

この点はもう少し丁寧に、この後の動きを見ていく必要があるデータだと思っています。 

 これについては正しい解釈というか、正解は現時点では出せないと思っています。ただし、

注意しておくべき事実がここにあると認識しているということです。 

 以上が私からの回答になります。 

○委員長 どうもありがとうございました。 
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 では、私からも若干申し上げますと、既に先生、事務局からのご説明で大分明確に出てきた

と思うんですけれども、転用期待が農地価格を上昇させるということがあり得て、それから農

地価格の上昇が集積率を低下させるという一般的な流れが想定される。 

 その点について、去年からずっといろいろご苦労されて調査されて、現地も調査されてきた

わけなんですけれども、去年の、昨年度の段階では、要するに一般的、昔は確かにそうだった

かもしれないけれども、今の段階ではその両者の連関というのは大分弱まっているんだろうと

いうのが、多分、昨年度の委員会の大きな流れだったかと思います。 

 今年度になって、もう少し点的に見てみようよということに春先からなって、それで今回出

していただいたように、大都市周辺とかリニア新幹線の辺りを、あるいは名古屋とかを抽出し

て、その傾向が見られるかどうかというのをやってみた。 

 今、恐らくこの委員会の立ち位置というか、至っている状況というのはそこだと思うんです

けれども、今回の調査で何が分かったかというと、例えば、それは６頁に先ほどから何回も出

ているように、こういうプロットができ上がる。ただ、東京、神奈川、大阪辺りはちょっと特

殊だから除いて、それから、先生が言われたみたいに、全国平均の縦の青の線より左側はむし

ろ転用率が低くても集積率が低いとか、縦の青線よりも左側でかつ横の青線よりも下側ですね、

そこもかなりある。 

 そうすると、さっき私が申し上げた傾向というのは、どうも、なかなか見出し得ていないの

ではないか、まだ。という印象が私はあります。例えば、今日のインターチェンジの４頁の図

とか５頁のリニアの話、それからあと３頁の名古屋圏、それから１頁の大都市周辺、東京圏と、

局所的に見ていただいたんですけれども、東京圏と名古屋圏では集積率に明確に差があるんで

すけれども、これは再々、先ほどから皆さんご指摘のように、単に転用期待が高いからという

ことでは説明できないだろうと、私も思います。 

 また、４頁以降も必ずしも明確に傾向が見えるとは言えない、年によってちょっとばらつき

がありますので、点的に見ると必ずしもそうとも言い切れない。だから、恐らく今そんな状況

に、議論の状況は客観的に見るとあるんじゃないかと思います。 

 ですので、もう少しそこら辺が今後、より因果関係が明確になるような地域なり地点があれ

ば、それでは、じゃ集積率を上げるために転用期待を抑えましょう、抑えるのがいいですねと

いう話になっていくと思うんですけれども、そこら辺の因果関係がまだいま一つ、ちょっとは

っきり出てきていないかなという印象が、今のところは私には感じられるところではあります。 

 もし何かあればどうぞ。 
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○事務局 ありがとうございました。 

 昨年は基本的にいろいろデータを見るというよりは、アンケート調査と、あと現地ヒアリン

グを中心にいろいろと、それぞれの地域の方々の意識を聞いていくというような作業が中心に

なってきたと記憶しておりまして、今年はそれを少しデータの面から補足してみようというこ

とで、今回、このような形で整理させていただいたということでございます。 

 先生おっしゃるように、少なくとも、このデータから見ると、ある意味、状況として見た時

に転用率が高いところは集積率が低いという状況はある。ただ、おっしゃるように、それが状

況ではなくて原因と結果というような形で、因果関係という形で、例えば転用率を低くしたら

必ずそれに連動して集積率が下がるというような原因と結果というような関係になっているか

というと、なかなかそこまでは、少なくともこれらのデータを見る限りでは言い切れないとい

うのがこれらのデータからある意味言えることなのかなと思います。 

 また、先ほど先生からのお話に対して私の方から回答申し上げたように、一方でこれまでの、

ある意味、このデータというのは昨年のアンケートですとか、あと、現地ヒアリングをある程

度裏打ちするものにもなっているのかなという気がいたしております。と申しますのは、なか

なか、ある程度ピンポイントに見ていくといいましても、この地価のデータですとか、こうい

ったようなものというのは満遍なく数字があるというものではないという限界がございます。 

 そうなってきますと、転用期待が、例えば集積率にしてもそうですけれども、地価に対して

どのような影響を及ぼすにせよ、それを正確に数字で拾い上げるということには、かなり難し

さが伴っているというふうに考えておりまして、ある意味、このインターチェンジですとかリ

ニアの関係のデータなどは、この開発というものがスポット的に行われることが予想されるこ

とから、なかなか地域に広くその地価という形で波及することがないというところを示してい

るのかなと考えております。 

 私たち行政のサイドからいたしますと、それを前提に、じゃ、今度は何を考えるのかという

ことで私たちが考えていくことになるわけでございまして、そのような場合に全く因果関係が

ない、要するに、転用期待なり転用利益がそこにあるということを、転用利益があるから、だ

から誰かに土地を貸したくないという声が、例えば去年のアンケート調査などの中でも、少な

からず転用期待になる、その資産価値というものに着目して貸したくないという声があったと

いうのも一方で事実である。 

 一方で、このアンケートですとか、特にヒアリングの時などはもう今そういうことを考えて

いる人はあまりいないですよというお話はあったわけでございます。 
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 特に私が行った中で申し上げれば、例えば富山などは、新幹線の影響というのは、やっぱり

新幹線の駅のある程度周辺部に限られている。富山ですとか金沢ですとか、そういうところに

限られているので、私がお邪魔したのは砺波の方でしたけれども、その辺りまでになってくる

と、もうほとんど影響がないというようなお話もございました。茨城でも、つくばエクスプレ

スの沿線の一部は影響がありますけれども、そこを離れてくるとほとんど影響はないんじゃな

いかというお話もございました。 

 一方で、そういった具体な開発プロジェクトがあったりすると、やはり周辺の農家の方々が

ざわざわするというようなお話もございましたので、そういったものを、やはりこれらのデー

タというのもある程度裏づけているのではないか。なかなかそうやって地域限定になってしま

うがために、データとしてはなかなか拾いにくい、言うなればノイズのようなものになってし

まっているというところがあるのかなという気がいたします。 

 ですので、その流動化の促進というのは、今の日本農業、やはり規模、担い手の方々はでき

るだけ規模を大きくしていただいて、コストを下げて競争力の強い産業になっていただくとい

うような観点からしますと、流動化の促進というのは、やはり非常に重要な命題であることは

間違いないわけです。 

 そういう中で、私たち農林水産省の立場からすれば、これを全く放置してしまうということ

ではなくて、こういった、これまでのヒアリングの結果ですとか、あと、こういったデータの

結果を前提として、では何を考えるのか。一方で、憲法の財産権の保障の要請とか、こういっ

た実態などを前提として、打つべき施策は何かということで、前回の論点整理で３つの方策を

整理していただいたわけですけれども、それらについてどのような検討方向というのがこうい

った実態にフィットするのかということを考えていかなければいけないんだろうなと考えてい

るところでございます。 

○委員長 ありがとうございました。 

 先生、何かございますか。 

○委員 今、非常に丁寧なコメントと解説が課長さんからありました。ありがとうございまし

た。資料の６の都道府県別のデータですが、これをどのように見るかというのが今の議論だっ

たと思いますが、私からすると、全体として見れば、図のこの辺りに位置する幾つかの府県に

ついては転用率と集積率との関係はトレードオフにはなっていませんが、それを除くと、両者

の間に関係はないということはできません。 

 大まかには転用率を抑えることによって農地の有効利用が図られて担い手への集積が進むと
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いう傾向は全体としてあるが、それだけで全てを説明できるわけではなく、これまでどういう

農業政策をその市町村が行ってきたか、あるいは地目構成によって違いがあり、例えば樹園地

だと頑張って規模拡大しても３ヘクタールないしは５ヘクタール程度が限界とか、あるいは、

山間地域と中間地域とでは随分差がありますが、中山間地域かどうかといった農業地域類型に

伴う制約要因など、様々な制約要因が混在した結果として、こうした分布図になっていると思

います。 

 基本的に転用率、農地転用を抑えることによって担い手への集積は上がるとは思いますが、

それ以外にもいろいろな条件を考えなければならず、実際にはその差がかなりあるということ

だと思います。 

 例えば、３頁に名古屋圏の状況が示されていましたが、例えば同じ転用率２％ないしは３％

で集積率が10％を割っているような市町が４つぐらいあるのに対して、同じ程度の転用率であ

るにもかかわらず、集積率が全国平均の50％を超えている市町があります。そうすると、これ

は恐らく、当該市町の取り組みの違いがもたらした結果であると説明できるかもしれません。

達観すれば、転用を抑えればその農地は結局は誰かに引き継がれることになりますから、担い

手がいれば当然、担い手が引き継ぐ可能性が上がるので、両者の間には確実な関係はあると思

います。しかし、繰り返しになりますが、それが全てではありません。そして、それについて

はそれぞれの地域の詳細をよく見ていく必要がある。ですから、研究者からすればもっと分析

を行って深めていく必要があるということです。 

 データについても課長さんからご説明がありましたが、この地価のデータというのは市町村

別ですが、全国農業会議所が出している地価は旧村単位です。一方、流動化の数値は新市町村

別でしか恐らく入手できないと思います。農地の転用の件数となると、これも新市町村別の数

字ですが、古いものになると合併前の市町村で計算されていて、それを新市町村別で連続させ

るのは大変です。そのためこうしたデータを、例えば市町村別かつ農業地域類型別に、このよ

うなプロット図を作ろうとしても、私１人で行うと、データクリーニングだけで３カ月以上は

かかってしまう作業となるでしょう。でも、もし、その作業をすることができれば、市町村が

いくつかの系列に分類されるかたちで、何らかの傾向が見えてくるかもしれません。そうした

ことを考えさせる図だったと思っています。 

 まとまりがなく、私が何が言いたかったのか分かりにくいかと思いますが、全体として見る

と、農地転用を抑えることによって農地集積率が上がるという関係は多分あるだろう。ただし、

それはストレートなものではなくて、これは先生が先ほども繰り返し強調された点でもありま
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すが、そういう関係に基本的にはあるが、地域の状況、それから自然条件、それからこれまで

の政策によって違いが存在しているということになるかと思います。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 先ほど来の６頁の図のような一般的な傾向は昔から言われてきていたし、今でもそういう一

般的な傾向はあるのでしょうけれども、私がちょっと気になっているのは、それを踏まえて何

らかの施策を打ち出す時に、その施策が本当に現実を見た、正確に見て把握した上での施策に

なっているかどうかがやっぱり一番大事だと思うんです。 

 だから、これからのこの委員会の議論というのは、じゃあどうするかという施策の話になっ

ていくんですけれども、どの施策をとる場合に、この施策は現実のどこをどういう状況を踏ま

えてこういう施策を打ち出しているのか、これを打ち出すことで、実際に問題となっている状

況を解消できるのか、そこら辺までできる限り見通した上で施策を出されたほうがよろしいよ

うに私は思っていまして、その意味で、現状のできるだけ正確な把握というのはしておかなけ

れば、ということで発言させていただいた次第であります。 

 では、この論点はよろしいでしょうか、検討事項についてのⅠ番のところですけれども。 

 それでは、次に移りたいと思います。 

 次は、論点整理を受けての検討事項のⅡですけれども、具体的検討に当たっての参考事例等

について、事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局 よろしくお願いいたします。 

 それでは、右下10頁をご覧下さい。Ⅱ－１、地域経済や農業者等への影響の検討について整

理したものでございます。論点整理の３、転用期待抑制の検討方向の中で考えられる手法とし

て挙げた３つの手法でございます。転用利益の徴収、転用規制の強化、規制状況の周知等によ

る農地流動化への誘導毎にメリット、デメリットを整理したものでございます。 

 １つ目の手法であります転用利益の徴収につきましては、メリットといたしまして、転用期

待を抑制する効果が大変に大きく、農地流動化へ指向することが大きく期待できると考えられ

ます。また、徴収して得られた財源を活用して地域の農業振興を図ることが期待できると考え

ております。 

 一方、デメリットといたしましては、開発需要の減少を招き、これによって地価の担保価値

の低下、雇用機会の減少が考えられるところでございます。また、転用利益を徴収するための

体制を整備する方法を採用した場合には、所要の財政負担が必要になってくるんだろうと考え

ています。 
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 ２つ目の手法であります転用規制の強化につきましては、メリットといたしましては、転用

期待を抑制する効果が大変に大きく、農地流動化へ指向することが大きく期待できると考えて

おります。 

 他方、デメリットといたしましては、開発需要の減少を招き、これによって地価の下落、担

保価値の低下、雇用機会の減少が考えられます。また、21年の農地法等の改正に加えまして、

さらなる規制強化に対しましては、地方の理解が得にくいものと考えられます。 

 ３つ目の手法であります、規制状況の周知等による農地流動化への誘導につきましては、メ

リットといたしましては、さきの２つの手法に比べまして、地域経済へ与える影響は小さいも

のと考えてございます。また、農家に心理的影響を与え、緩やかに農地流動化へ指向すること

が期待できると考えられます。 

 デメリットでございますけれども、直接的な転用期待の抑制にはならないものと考えられま

すし、また、導入する周知方法によっては所要の財政負担が必要になってまいります。 

 次に、右下11頁をご覧下さい。Ⅱ－２です。課徴金制度を設けている既存制度の仕組みと体

制の事例、について整理したものでございます。 

 論点整理の３、転用期待抑制の検討方向の中で、考えられる手法として挙げました転用利益

の徴収を検討するに当たりまして、参考となる事例を整理したものでございます。課徴金につ

きましては、租税以外に国が徴収する多様な賦課金全般を指すと言われておりますが、ここで

は表にありますように、独占禁止法から一番下の国民生活安定緊急措置法までの５つを整理し

ております。仕組みにつきましては、いずれも関係する法律に違反する対象行為があった場合

に、課徴金額にある額の納付を命じるものでございまして、過去に納付実績があるものは上２

つ、独占禁止法と金融商品取引法のみとなっているところでございます。 

 他方、体制につきましては、表の中の執行体制という欄をご覧いただきたいのですが、公認

会計士法以外につきましては、中央組織と地方組織が連携いたしまして、情報収集から調査、

審査、納付事務といった事務が行われているところでございます。過去に納付実績がございま

す独占禁止法を見ていただきますと、中央、地方合わせて、総勢約800人の体制で執行がされ

ている状況でございますし、２つ目の金融商品取引法を見ていただきますと、同じく総勢約

650人の体制で行われているというのが見てとれるかなというふうに思っております。 

 次に、右下12頁をご覧下さい。Ⅱ－３、土地税制との関係の検討、について整理したもので

ございます。転用利益を徴収する場合、どのような手法をとるにいたしましても、この土地税

制との調整が必要になってくると考えられます。 
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 土地税制におきましては、農地に限らず、土地を売却し譲渡益が発生いたしますと、その譲

渡益に対しまして所得税、または法人税などが適用されることになりますが、具体的には土地

の譲渡所得につきましては国税が課税されています。土地の譲渡所得につきましては、個人は

他の所得と分離して課税される仕組みに対しまして、法人は他の所得と合算して課税されると

いう仕組みになっていますように、個人と法人で課税の算定方法が異なっております。 

 公共事業のための土地の譲渡等につきましては、公共事業などのために土地建物を譲渡した

場合には5,000万円などの特別控除が適用されるというふうになってございます。 

 転用利益を徴収する場合、以上を踏まえて枠組みを検討する必要があると考えてございます。 

 次に、右下13頁をご覧下さい。Ⅱ－４、転用規制に対する地方からの主な提案、について整

理したものでございます。先ほど10頁の中で、地域経済や農業者等への影響の検討の中でも触

れましたが、転用規制の強化につきましては、さらなる規制強化に対する地方の理解が得にく

いというデメリットがあるのではないかと考えているところでございます。それを裏づける動

きという形で、平成21年の農地法等改正による農地転用の厳格化以降、毎年、全国から多数の

農地転用規制の緩和に関する提案が寄せられているところでございます。 

 提案内容の詳細の説明はここでは省略いたしますが、様々な機会を通じて多くの規制緩和の

動きがあることがお分かりいただけるのかなというふうに思っております。 

 次に、右下14頁をご覧下さい。Ⅱ－５、農地等の各種土地利用規制の周知事例、について整

理したものでございます。これも論点整理の３、転用期待抑制の検討方向の中で考えられる１

つの手法として挙げた規制状況の周知等による農地流動化への誘導を図るため、農地の規制状

況の周知を検討するに当たりまして、現行の農地を初めとした各種土地利用規制状況の周知事

例を整理したものでございます。 

 まず、14頁が現行の農地の規制の周知状況を整理したものでございます。農地に関しまして

は、農振法の農用地区域につきまして、市町村事務所、または市町村のインターネット上にお

いて図面が公表されております。農用地区域につきましては、農地転用が禁止されている区域

でございますので、農用地区域を図面で公表することによりまして、農家レベルへの周知が図

られているところでございます。 

 一方、原則、農地転用が不許可とされている第１種農地などの、いわゆる農地区分につきま

しては、転用許可時点で判断が行われているため、事前に農家レベルへの周知が行われていな

い実態にあるという状況でございます。 

 続いて、右下15頁をご覧下さい。現行の都市計画制度等の土地利用規制の周知事例について
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整理したものでございます。ここでは大きく２種類ございまして、図面の公表により周知を行

っている事例と、現場での標識の設置によって周知を行っている事例がございます。 

 まずは、図面の公表による事例といたしまして、２つほど挙げてあります。１つ目は都市計

画法の市街化区域と市街化調整区域に関する図面を公表している事例でございます。２つ目は

土砂災害警戒区域ですとか土砂災害特別警戒区域につきまして、ハザードマップとして公表し

ている事例を挙げております。 

 次に、現場での標識による事例といたしまして、３事例ほど挙げております。１つは先ほど

出ましたが、都市計画法の市街化区域と市街化調整区域の区域界におきまして、写真でご覧い

ただけるような標識を設置している事例でございます。これは一部の県で取り組まれているも

のでございまして、任意の取り組みというものでございます。２つ目は、急傾斜地崩壊危険区

域を示す標識を設置している事例でございます。３つ目は地すべり防止区域を示す標識を設置

している事例でございます。 

 後でございますが、16頁をご覧下さい。参考という形でございますが、農地情報公開シス

テム、通称・全国農地ナビについて整理をしております。このシステムにつきましては、あく

までも農地中間管理機構による農地集積、集約化を進めるために整備されたものでございまし

て、経営規模の拡大や新規参入を希望する農地の受け手などがインターネットを利用して簡単

に希望する農地を検索できるようなシステムというふうになってございます。各市町村の農業

委員会が整備しております農地台帳に基づく農地情報を電子化・地図化して公開しているもの

でございます。 

 この全国農地ナビにおきましては、一筆毎に農振法の農用地区域か否かが分かるような形に

なっております。しかし、ここでも先ほど申し上げた農地転用上の第１種農地などの農地区分

につきましては、転用許可時点で判断が行われるというものであるため、ここでは確認するこ

とができないというような実態になっているというものでございます。 

 以上、２つ目の中項目である具体的検討に当たっての参考事例等につきましてご説明させて

いただきました。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの事務局からのご説明を踏まえて、先生からご意見を伺いたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 どうぞ、お願いします。 
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○委員 なかなか難しい議論をしているというのが、今の説明を伺った私の率直な印象です。

転用利益の徴収、転用規制の強化、規制状況の周知等による農地流動化への誘導と、一応３つ

の手法が掲げられ、これは資料でいうと10頁目のところですが、転用利益の徴収については、

独自にこの利益の徴収をしようとすると、かなり大変な作業で難しいというご説明は、そのと

おりだと思いました。 

 転用規制の強化ですが、これについては現行の農振制度で十分機能しているように私は思い

ます。問題はむしろ都市計画の側にあるのではないかと考えます。この点は本日ご欠席の中井

先生にご意見を伺いたいところなのですが、基本的に農振制度で対応できているように思いま

す。 

もう１つ、考えたいのは、実際に農地が転用されてしまえば、そこには確実に転用利益が

発生していて、その利益の徴収ということになるわけですが、しかし、例えば、幾らで農地が

転用されて売買されたら転用利益が発生していると見たらよいかという問題があると思います。

この資料の11頁では、国民生活安定緊急措置法の販売価格と特定標準価格との差額に、販売数

量を乗じた金額を課徴金額の対象とするとされていますが、どの金額を超えたら転用利益かと

いう線を引くのは結構難しいと思います。それから、農地転用でも本当に利益が上がるような

転用じゃなくて、何となく農地を荒らしていくような転用のような場合、多分そうした農地に

は転用地価といった金額はつかないと思いますが、そういう転用もあるかもしれません。 

 農地としての標準的な価格をどこに設定するかという問題は、なかなか考えてみると難しい

と思います。もちろん、相続税納税猶予制度の時に使う農業投資価格のような農業採算をベー

スに算定した評価額がありますが、実際にはなかなか難しいと思います。 

 また、転用されない農地としての自作地売買もあるわけですが、転用利益がそこに含まれて

収益還元価格よりも高い価格での売買は結構あると思うのですが、その場合、転用期待が取引

価格に反映されているからといって、決められた金額より高い差額の部分に課税することには

ならないでしょう。 

 そうしたことをあれこれと考えておりまして、何が農地としての価格なのかということを決

めていくのも、これはなかなか難しく、これを厳密に追求していくと、ゾーニングをきっちり

行うとともに、この中の農地の価格は幾らという、地価統制にまで踏み込んでいくことに多分

なると思うのですが、それは今の時代では難しいのではないかと思います。 

 あまり建設的な議論につながるようなコメントではないのですが、取りあえずこの辺りのと

ころから議論していただければと思います。 
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 以上です。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 今の先生のご指摘を踏まえると、転用利益の徴収と転用規制の強化は、それぞれ理由は違い

ますけれども、転用利益の徴収はちょっと実現可能性の点で、転用規制の強化の方は農業サイ

ドからは既にもうやるべきことはやっているんじゃないかと、農振制度でやるべきことはやっ

ているんじゃないかというご意見だったんですけれども、そこら辺は事務局の方はいかがです

か。 

○事務局 ありがとうございます。まず、転用利益の徴収について申し上げますと、先生がお

っしゃるように、何が転用利益なのかということを考えるのに、抽象的には第２回の検討会で、

もしこの農地を農地として売った場合の価格というものがあるとすれば、それと実際の売却価

格との差というものが、これが転用利益なんだろうという整理をさせていただいたかと思いま

す。抽象的には考え方としてはそうなるんだというふうに考えております。 

 ですので、順番としては、お答えとしては逆になるんですけれども、例えば農地として利用

する場合に、収益還元価格より高いという場合であっても、それが農地として取引をされてい

る間は、少なくともその農地が農地として使われている限りにおいては、そこには転用利益は

発生していないという整理になると考えておりますので、３条許可で農地が動いているという

ような場合に、この転用利益を徴収するというお話にはならないんだろうというふうに考えて

おります。 

 一方で、先ほども抽象的にと申し上げましたけれども、言葉で言うのは簡単なんですが、先

生からご指摘いただいたように、具体的にそれは要するに今ある数字ではないので、どのよう

に、その農地として取引するとすれば、この価格というのを認定していくのかというのは、こ

の仕組みを考えていく時のクリアすべき技術的な課題とでも言うべきものなのかなと、非常に

大きな課題になるんだろうというふうに考えております。 

 類似のお金を取るということでいいますと、税制などもいろいろシビアな認定をしたりとか

しながらお金を取っているわけでございます。その時に、やはり刑事被告人のケースじゃない

ですけれども、疑わしきというか、グレーゾーンのものについてはできるだけ財産権の侵害に

ならないように認定をしていくということが必要になっていくんだろうと思いますので、この

転用利益の徴収というものを具体化していく時には、できるだけその時の技術的に解決が必要

になる課題となる点については、事前にある程度整理がつくようなものについては、今後の検

討会の中で挙げていきたいと思いますし、その中でなかなかその整理がつかないというような
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ものについては、さらなる検討を中間取りまとめの段階で促していただくということになるん

だろうと思っておりますけれども、その時に考えなければいけないのは、やはりそのグレーゾ

ーンの部分の解決を必要以上に土地の所有者の方にゆだねる、また土地の所有者の方の不利益

になるような形で整理するということは、憲法が保障している財産権というものとの関係から

すると難しいのだろう。 

 先ほど、相続税納税猶予の際の農業投資価格のお話がございましたけれども、あれなどは基

本的に猶予していくという考え方ですので、農業投資価格が低く見積もられる分にはそんなに

問題はないわけですけれども、今回の転用利益を徴収するというような場合には、それがどの

ような方法であるにせよ、ある意味、農地として取引される場合には、例えば転用して取引さ

れることによって、ある土地が500万円で取引された。これがもし農地として取引をしていた

ならば、100万円であろうというような認定をする場合に、いやいや、実はこれは200万円だっ

たというようなことが想定されるということだとすれば、恐らくその場合には100万円という

認定をしてはならない。憲法29条との関係でいうと100万円という認定はしてはならない。300

万円という認定をする分にはさほど問題はないということになろうかと思いますけれども、

200万円が適正水準ではないかというふうに、または、そういう議論を呼ぶような時に100万円

という認定をして利益が400万円であるというような認定をするというような仕組みにするこ

とは、なかなか、憲法29条との関係では難しいのかなと思っております。 

 この辺り、テクニカルにどのような点が技術的な課題になって、その技術的な課題というの

は、あくまでも技術的なものですから、もちろん、超えるのが非常に難しい論点、課題という

のはあろうかと思いますけれども、それを、だからといって検討もする前から難しいというこ

とで、さじを投げてしまうということもできませんし、できる限りクリアをしていく。 

 例えば、先ほどの例で申し上げれば、なかなかその200万円ピンポイントで狙っていくとい

う、その認定をするというのは非常に難しいと思いますけれども、農業投資価格がそうである

ように、基本的にその財産権をできるだけ侵害しない範囲で、ある意味緩やかな認定というか、

簡易な認定をしていく、例えば先ほどの例でいえば、300万円なら300万円、350万円というよ

うな水準の認定の仕方をしていくというような方法がないのかということを検討するというの

も１つの方策だろうというふうに思いますし、あと、今回のこの資料の中で、12頁で土地税制

との関係というものを考えなきゃいけないということで、土地税制はこのようになっておりま

すというものを示させていただいております。 

 これを考え合わせた時に、１つポイントになりますのが、やはりその土地税制との関係で、
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低限、これは利益をどのように認定するのかというようなところとも絡んでくるというふう

に思っておりますけれども、この利益と、あと、両立というか、その利益に何％を掛けるのか

というようなことを考え合わせた時に、それが極端な話、所有者の方々にとってお金を持ち出

さなきゃいけない。もう利益が全くなくなってしまうということが、利益が全くなくなるとい

うか、ぴったりというんだったら、まだぎりぎりセーフかもしれませんけれども、ぴったりを

狙うということになると、恐らくはケースによっては持ち出しを迫るというようなことになる

恐れがあるわけでございます。そうなりますと、財産権の保障との関係では非常に難しい関係

になってくるだろう。 

 ですので、その利益の認定の仕方、あと、この辺りの両立をどの程度に設定するのか、こう

いったようなもの、いろんな点がこの財産権の保障との関係では課題として出てくるんだろう

と考えております。 

 それらをできるだけ現場で実際に実施するとしたら、実際に実施するのはあくまでも現場で

すので、頭の中でこねくり回してお金を徴収するということができるわけではございませんの

で、実際に制度として成り立たせるためには、ある程度フィージビリティーのある、法律上も

問題のない、そして実務上も比較的実施のしやすい仕組みとして、こういったようなものが考

えられるのではないか、または、このような課題を解決すれば実現に持っていけるのではない

のかというようなことを、中間取りまとめの段階で世の中に示していくということが必要にな

るのかなと思っております。 

 なかなか、100％のものを中間取りまとめの時点でどこまでお示しできるのか、またはそう

いったことを検討会で取りまとめていただけるのか、そのためには私たち事務方のいろいろな

前もって別途の検討が必要になろうかなというふうに思っておりますけれども、逆にそういっ

た難しい点は難しい点として、ある程度解決の方向性なども示しながら取りまとめていくとい

うようなことになるのかなと思っております。 

 ２点目の転用規制の強化ということにつきましては、極端なというか、１つの方法としては

先生方もご案内のような、ヨーロッパにあるような考え方としては計画なければ開発なしとい

うような法制度をある程度目指していく。これは農地の関係の土地利用規制に限らず、都市計

画法制なども併せて、そういった方向を目指していくということも考えられるのかなというふ

うには考えておりますけれども、先生からもご指摘ありましたように、都市計画との関係とい

うのは非常に、そういう意味では大きな問題になるんだろうと思っております。 

 私ども農地の規制というものに関しては、先ほど久保調整官の方から説明もありましたよう
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に、平成21年の農地法等の改正の際、規制の厳格化というものを図っておるわけでございます

けれども、一方で都市計画の方に目を転じていきますと、こちらはどちらかというと地方分権

と規制緩和、この２つの流れでもって、私たち農地の関係も地方分権は先日取り組みを進めた

ところでございますけれども、都市計画に関していうと、それに先んずる形で地方分権とある

程度その規制を柔軟化していくというような方向で、これまで取り組みが進められているとい

うことにあるのかなと私自身は受けとめておりまして、そういったことと、先ほどこの資料の

中でもご説明したように、地方から様々な形で規制緩和を求める声があるというようなことを

考え合わせた時に、どこまでが実現可能なのか、この辺りも例えば目指すべき方向性としては

こんなものが考えられるのではないか。その際、こういった点が課題になるのではないかとか

いうような形で取りまとめをしていくということが考えられるのかなというふうに考えており

ます。 

○委員長 先生、よろしいですか。今のお答え。 

○委員 特には。 

○委員長 分かりました。 

 じゃ、私の方から、両方とも質問になるのかな、１つは転用規制の強化にかかわることなん

ですけれども、これは単純なご質問ですが、農振法の27号計画ってありましたね。あれがかな

り運用がいろんな場面で使われていて、それが大分、農用地区域内の農地を結局かい廃するこ

とにつながっちゃったので、たしかこれは21年改正でしたか、見直しされたと思うんですけれ

ども、まだ残っていると思うんですけれども、その運用状況を、もしご存じでしたら教えてい

ただきたいというのが１つです。 

 それから、もう１つは、考えられる手法の３番目の規制状況の周知等による云々の方なんで

すけれども、農地法の１種、２種、３種の区分は、実際に許可申請がなされた段階で１種か２

種か３種かが分かるんですけれども、あれをあらかじめ示しておくということは、今までなぜ

してこなかったのか。そして、それをあらかじめ示すということは可能なのかどうかという辺

りを教えていただけますか。 

○事務局 まず、27号計画ですけれども、先生のご指摘のとおり、21年改正の前は全国的にか

なり緩やかな運用が行われておって、そういうことで言いますと、それで特に当時の農地法で

平成の農地改革などと言われましたけれども、一般企業による農地の利用、リース方式での利

用というのを認める際に、一方で出口として転用規制は強化すべきであるという議論の中で、

27号計画についてかなり柔軟に運用されているという実態を踏まえて、これを厳格化したとい
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う背景がございます。 

 具体的には地域の振興につながるものであれば、それまでは比較的緩やかに認められておっ

たわけですけれども、それを地域農業の振興につながるようなものでなければ認められないと

いう形にしたわけでございまして、以後、そういう意味では、省令改正と所要の通知の改正を

行って、27号の規定自体は残っていて、適用実積はもちろんあるんですけれども、大分、件数

としては減っているというようなことがございます。 

 資料の13頁のところで主な提案内容というところで、一番上の市町村のまちづくり計画等に

合致する等の一定の条件を満たす施設の建設については、農地転用許可を可能とするですとか、

２番目、３番目、この辺りの市町村の活性化ですとか、あとはこの地域の農業の振興に関する

計画という３番目のものなんかがまさにそうなんですけれども、こういったようなものがやは

り、かつての27号計画を意識して昔の姿に戻して欲しいという要望でもあるのかなというとこ

ろでございます。 

 ２点目の周知状況についてでございますけれども、説明時にも申し上げたとおり、農地法の

農地区分、転用許可の農地区分につきましては、申請時に判断をする。このような農地が１種

農地である、２種農地である、１、２、３というふうに法令に書いてあるわけではないんです

けれども、１、２、３というのは俗称なわけですが、許可ができる、できないとかいうような

ことは法律、政令、省令を併せて読めば分かるということで、ただ、その具体の農地への適用

というのがその申請時に行われるというような構成になっております。 

 あらかじめ示しておくということは、やろうと思えばできると思っておりまして、実際ある

程度、行政の側でここは１種農地である、２種農地であるとかいうようなことを色分けをして

いるようなところは、あることはあるわけでございますけれども、なぜしてこなかったのかと

いうことで言いますと、問題点があるとすれば、この１種農地、２種農地、３種農地の区分と

いうのは、農用地区域ですとか、あと、市街化区域、市街化調整区域のいわゆる線引きなどと

異なる点が、例えば、公共施設ができるとか、あと、インターチェンジができるとか、こうい

ったいろんな、何か物ができたりとかいうようなことによって、周囲の農地が１種農地から３

種農地になったりとか、１から２に動いたりとかいうふうにして、要は何らかの行政のアクシ

ョンなしに、ある意味、その農地の属性として変化してしまうというところがあるというのが、

先ほど申し上げた農用地区域ですとか市街化区域、市街化調整区域などの線引きなどと大きく

違う点でございます。 

 例えば、農用地区域もそうですし、市街化区域、市街化調整区域の線引きなどもそうなんで
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すけれども、これはあくまでも行政計画の中でエリアを定めたというものですので、事前に、

例えばこういった開発案件がある、または開発プロジェクトがあるので、農用地区域であれば

除外ですけれども、市街化区域、市街化調整区域であれば線引きを変更しますということによ

って、そこが例えば農用地区域でなくなったりとか、または市街化調整区域から市街化区域に

なったりする。 

 逆にいうと、例えばどこかに学校ができたという一事をもって、何のアクションもなく突然、

農用地区域でなくなったりとかいうようなことはないわけです。そこがそのように、ある意味、

柔軟に動き得るようになっているというのが事前に地図などに示してこなかった一番の理由と

考えております。 

 では、できるのかということでいうと、逆にいうと、そういった点に注意をしながら地図に

落としていくというやり方はあるのかなというふうには考えております。高度成長期のように

非常に頻繁に、また大規模にいろんな施設の建設が行われていた時代ならともかく、今は大分、

転用というものについても落ち着いてきておりますので、そういったことからすると、数字と

いうか、例えば公共施設ができることによって、１種から３種に動いてしまうとかいうのも、

昔に比べると大分頻度が落ちているだろうというようなことからすると、ある程度の頻度で地

図のメンテナンスをしていくということをするのであれば、もちろん注釈は付ける必要はあり

ますけれども、農地の所有者の方々に、例えばここは１種農地である、２種農地である、３種

農地であるというのを地図である程度お示しするということも比較的、ハードルとしては低く

なってきているのではないか。 

 ただし、その場合には 終的には、これはあくまでも参考でお見せするものなので、 終的

にその農地が１種農地、２種農地、３種農地のどれに当たるのかというのは、例えば農業委員

会で確認して下さいとかいうようなテレビのコマーシャルなんかで小さい文字でばっと出ると

いうのがありますけれども、ああいうテロップと同じようなことを何らかの形で農地の所有者

の方々にお伝えしていくというようなことは必要になってくるでしょうし、それ以外にもまだ

まだ課題があるかもしれないというようなところで、その辺りも１番、２番の転用規制の強化

ですとか、転用利益の徴収などと同様に、どのような方法があって、その際にどのようなこと

が課題になるのかというのも、これから併せて整理していかなければならないものだろうと考

えております。 

 また別途お答えしたいと思いますけれども、27号計画の実績ということでいいますと、21年

改正ですけれども、改正が行われた時点で計画ができているようなものについては、そのまま
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引き続き除外を認めたりとかしておりますので、はっきり数字として分かれてくるのが21年ま

でと22年以降です。 

 21年までということでいうと、施設の件数でいくと、19年が1,869、20年が1,308、21年が

1,160となっておりますけれども、22年からはそれがぐっと落ちて、22年が776、23年が629とい

うような形になっておりまして、内容的には、これは必ずしも27号計画だけとは言えない、い

わゆる、まちづくり３法と言われるような法律の関係などもございますけれども、21年なり21

年以前と22年、23年以降などで比較をすると、例えば流通業務施設ですとか大規模小売店舗、

こういったようなものの件数がぐっと落ちているというような状況にございます。 

○委員長 どうもありがとうございました。詳細な数字まで教えていただき、ありがとうござ

いました。 

 他に、先生、何かございますか。 

○委員 ２点あります。１点目は、先生からありました農地転用許可基準を 初から適用して、

それぞれの農地がどのような状況なのか分かるようにしたらどうかという点についてです。今、

課長さんからご説明もありましたし、私も農地の色分けができればいいとは思うのですが、当

該農地を１種、２種、３種として明示すると「どうしてうちの農地が１種であそこは３種なの

か」とかいう不満に対してどのように説明していくかが実際問題としては相当大変だと思いま

す。 

 これが実現できれば一番いいとは思いますが、そのためにはしっかりとゾーニングを行って

動かせないようなエリア設定が不可欠で、そうした何らかの根拠に基づかないと、一筆一筆の

判定なので、これはなかなか大変だと思います。また、現在の農業委員会の体制からすると、

それだけの力はないのではないかと思います。 

 ただし、もし、そうしたものがあれば、それが例えば参考資料に出ていた全国農地ナビのよ

うなところに示されれば、確かに分かりやすいとは思いますが、実際問題としては、その実現

のためのハードルは相当に高いと私は見ております。それが１点目です。 

 ２点目は、先ほどの10頁の規制状況の周知等による農地流動化への誘導という、手法に関連

してです。前回、離作料の問題を調べていただきましたように、今となっては離作料を支払う

ようなケースは非常に少ないということだったと思います。 

 そうすると、たとえ転用期待があったとしても、しっかりと制度にのせて農地を貸せば、法

定更新は適用されず、契約期間が満了すれば戻ってくるわけですので、こういう枠組みが皆さ

んに十分認識されれば、転用期待が非常に高い農地であったとしても、その農地に傷がつかず
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に返ってくる、そういう保証のついた農地賃貸借であれば、繰り返しになりますが、その理解

を徹底することによってたとえ転用期待が高かったとしても農地流動化はするだろうと思いま

す。実際、先ほどの資料にありましたように名古屋圏でも担い手への集積が進んでいる市町が

いくつもありますが、農地の取引価格は転用期待を織り込んでいて非常に高いのですが、それ

を物ともせずに農地の集積は進んでいるというのが実情だと思います。 

 それが、考えられる手法の３番目の中での農地流動化の推進にとって重要な点になってくる

と思います。合理的に農家が判断すれば何の問題もないと思うのですが、どうでしょうか。 

 初は私の感想だけですし、特に何か回答を求めるものではありません。 

 以上です。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 事務局、何かありますか。 

○事務局 ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思っておりまして、この３番目の規

制状況の周知等による農地流動化への誘導については、今、先生の方から２点ご指摘いただき

ましたけれども、２点ともおっしゃるとおりだなと思って伺っておりました。 

 １点目に関していうと、この色分け自体も、色分けをしてその地図に載せるというようなこ

とも、口で言うのは非常に簡単なわけですけれども、実際にこれを全国レベルで実行に移すと

いうことになると、それはそれでかなりの難しさを伴うんだろうというふうには考えておりま

す。現場でどこまで受け入れられるのかというのもございますし、あと、当然、こちらのとこ

ろのデメリットとして、周知方法によっては財政負担が必要というふうに書いておりますけれ

ども、そもそも、そのような作業に財政面、またその体制面で、どこまでそのようなことがで

きる農業委員会なり自治体があるのか。 

 また、一方でその全国的に見た時に、非常に農地転用などの動きが少ないような、いわゆる

純農村と言われるような、かなり地方のところになってくると、これは基本的にほとんど１種

農地であるとか、スポット的に２種農地や３種農地があるみたいな。もっと言えば、ほとんど

山林とかという感じになってくるのかもしれませんけれども、そういうような状況になるでし

ょうから、こういったようなところですと作業は比較的容易であるというようなこともあろう

かと思っております。 

 いずれにしましても、この３点目につきましても、１点目、２点目同様、簡単に実施できる

ものではないだろう。現場で動かしていただくためにはこんな方法があるんじゃないか、あん

な方法があるんじゃないか、またその際、こういった点が課題になるのではないかというのも
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併せて整理をしていくということが必要になるのだろうと考えております。 

 ２点目、方法として規制状況の周知だけでなくて、例えば制度の理解を深めていくというの

も、１つの方法なんじゃないかという点、これは全くおっしゃるとおりだと思います。 

 先般のヒアリングの際でも聞かれた声でしたけれども、茨城などで私がたまたま聞いた声で

はありましたが、やはり、かなり年配の世代の方々は、昔のある意味、農地のいろんなやりと

りであるとか、農地制度をめぐるやりとりというんでしょうか、などを知っていて、貸したら

返ってこないという意識が非常に強い。というか、そういう時代もあった。それが大分、これ

まである意味、私たち農地行政に携わる者にとって、貸したら返ってこないという、そういっ

た心理的な壁というのをいかに取り払っていくのかというのが、この農地流動化のための行政

の歴史でもあったわけです。そのために、農地法を昭和45年大改正から始まって、農用地利用

増進事業を始め、それが基盤強化法になるというような歴史をたどってきているわけでござい

ますけれども、これを知っている方々はある意味、逆説的になるんですけれども、昔の、農地

を貸したら返ってこないという印象を持ちつつ、制度的な手当がかなりなされているというこ

とも大分浸透してきているのではないか。 

 一方で、昔を知らない、ある意味、お父さん、お母さんは農業をやっていたけれども、息子

さん、娘さんの世代になると農業にはあまりタッチしていない。東京に出て行ってしまってい

るとかいうようなケースで、たまに戻ってくるとかいう人たちになってくると、ある意味、農

地に対する大きなこだわりはない。 

 ですので、担い手の方に渡すということについて、大きなこだわりがないというような方が

いらっしゃる一方で、制度に対してあまり知識を持っていなくて、何となく印象などから、貸

したら返ってこないんじゃないかみたいな、または貸していると何か後々不都合なことが生じ

るんじゃないのかという、その農地制度についてあまり勉強していない人というのがいて、そ

ういった人たちの説得になかなか苦労したりするんだというような声はヒアリングの際も聞か

れたわけでございまして、そういったような方々が、ある意味、若年層で増えているというよ

うな見方をするとすれば、制度の周知をしっかり図っていって、各農地の所有者の方々が合理

的に判断できる状況というのをつくっていくというのも、この農地の流動化に誘導していく上

では有効な方法になるんだろうと考えております。 

 いずれにいたしましても、この農地流動化への誘導という手法の中でも、先生からご指摘い

ただいたような制度をできるだけもっと浸透を図っていくというようなことも選択肢としては

あるでしょうし、ここで挙げている例示ですけれども、規制状況の周知という方法もあるでし



 33

ょうし、これらは決して二者択一、二者あるいは三者択一とかいうようなものではないんだろ

うというふうに思いますので、この大きく分けると３つ、それぞれについて、また中でもいろ

んなバリエーションがあるんだろうと思っておりますけれども、それらをあまり、これをとる

から、これはとらないとか、排除する選択肢として考えるのではなくて、例えば、こういった

方法をとりながら、こんなことも考えたらどうかとか、複線、または複々線というか、もっと

複雑になるのかもしれませんけれども、ある程度、選択肢を示しつつ、それぞれの課題はこう

なるという中で、できるだけ様々な手法を、とれる手段はできるだけとるという観点から整理

を 終的にはしていくのかなと考えておるところでございます。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 時間も予定の時間を過ぎておりますので、そろそろ今日はこのぐらいにさせていただきたい

と思います。 

 それでは、議事進行を事務局にお返ししたいと思います。 

○事務局 委員長、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。 

 次回の検討会でございますけれども、11月頃に実施をする予定としております。改めて事務

局よりご連絡をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、第６回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０３分 閉会 

 


