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１．開  会 

○部会長 時間が参りましたので、ただいまから食料・農業・農村基本問題調査会農業部会の第
２回会合を始めさせていただきます。 
 本日は、委員、専門委員とも全員御出席でございます。また本日は、少し遅れるという連絡を受
けておりますが、調査会の会長代理も御出席の予定でございます。 

２．政務次官挨拶 

○部会長 それでは初めに、ちょうどＥＵの農業・農政事情調査からお帰りになったばかりでござ
いますけれど、農林水産政務次官からごあいさつをいただきたいと存じます。 
○農林水産政務次官 夏のさなか、暑い時でございますけれども、委員の皆様方には御参集をい
ただきまして、今日は第２回の農業部会を部会長のもとで開催をしていただきます。まことにあり
がたく、御礼を申し上げたいと存じます。 
 既に、前回私からいろいろお話をしておりますので、この席は聞き役ということになるべきである
と考えております。しかしながら、日豪閣僚委員会が目下開催されておりまして、カウンターパート
の会合が今、三番町で行われておりますので、その方に大臣ともども出席をしなければならないと
いうことで、冒頭のごあいさつが済みましたらば私は失礼をさせていただきますが、どうぞ忌憚の
ない御意見をいただきまして、さらに御議論を深めていただきたいと、このように感ずる次第でご
ざいます。 
 本日は、「農地及び担い手について」ということで資料を用意をいたしておりますので、御聴取を
いただいて御議論の参考にしていただければと存じております。また宿題等も、ある程度整理い
たしましたものを御報告することになっておりますので、お聞き取りを願いたいと思います。私も、
農業は土地と、人と、それから技術という３つの要素が非常に大きな問題だと思っておりますけれ
ども、そうした問題について、各国いろいろな制度を持っておりますけれども、日本の制度につい
てこれでいいかどうか御検討をお願いを申し上げるものであります。 
 なお、今、部会長からお話がございましたとおり、おとといヨーロッパから帰ってまいりました。こ
のたびはスウェーデンとフィンランドとオーストリアに参りました。この３カ国はいずれも、つい最
近、1995年にＥＵに加盟をしております。しかもフランスやイギリスと違いまして条件の不利な地域
を持っているという特徴がございますので、そうした国々が農業の維持についてどういうことを考え
ているか、大臣、次官等にお目にかかりましていろいろお話を伺いましたのと同時に、各国それぞ
れ農家を訪れまして、農家がやっていること、考えていることについて勉強させていただいて、大
変参考になったわけでございます。このことは、将来ＷＴＯにおきます農業交渉において、恐らくＥ
Ｕの態度に大きな影響を及ぼしてくるのではないかという感じがいたしております。現在、ＥＵの農
業委員、農業大臣と申しますか、フィシュラーさんはオーストリアの御出身でございまして、チロル
地方の超山岳農家といったらよろしいでしょうか、富士山の５合目のようなところで農業を展開して
いるありさまを、案内をしていただきまして、見せていただきました。日本以上に場合によっては条



件不利地域で酪農等を展開しているありさまを、軍隊のジープ等をお借りいたしまして見てまいっ
たわけでございますけれども、そういうものが世界の中にある、しかも先進地域と言われているＥ
Ｕの一部にそういうものがあるということは大変大きな意味を持っていると思っております。したが
いまして日本と、今後いろいろな国際交渉の場で手を握っていく可能性があるなということを、
薄々感じながら帰ってきた、大変意義のある旅であったと思います。 
 帰国早々でございますので、感想を交えまして短く御報告をさせていただきました。これからもう
１つの大きな、ケアンズグループの大国でありますオーストラリアの大臣方と、いろいろな意味で
の論議に加わりますので、これをもって失礼をいたしますが、どうぞ委員の皆様方にはぜひとも立
派な討論の成果をつくっていただきますようにお願いいたしまして私のごあいさつとさせていただ
きます。ありがとうございました。 
○部会長 どうもありがとうございました。 

３．資料説明 

○部会長 本日は、前回の部会で打ち合わせをいたしましたとおり、農地、担い手等の基礎的な
生産条件について議論を行いたいと思います。あらかじめ事務局に、本日の部会における議論の
参考になる資料と、前回の部会で御要求がありました資料を用意をしていただいておりますので、
これをまず説明をしていただき、その後、委員の皆様と議論を行いたいと考えております。 
 それでは説明をお願いいたします。 
○事務局 それでは、まず資料４の「農地及び担い手について」という資料につきまして御説明さ
せていただきます。前半が農地の関係、15ページ以降が担い手の関係ということで整理しており
ます。 
まず１ページ目が農地の関係でございます。左の文章でございますけれども、農業における農地
の位置付けということで、農業以外の産業にとって土地は施設や建物が立地する場所にすぎない
けれども、農業における農地は、作物育成の場であることに加え、農地が所在する地域の気候、
土壌の性質、水質などの要素が生産力を左右するものであって、農業生産にとって最も基礎的か
つ重要な非代替資源であるということを触れております。 
 こうした中で、我が国の農地の特色ということで何点か整理をいたしております。まず１点目は農
地面積が狭小であるということでございます。我が国は、国土が狭い上に急峻な地形であるという
こと等から、諸外国に比べまして農地の総面積が小さいということ、また、農家１戸当たりの農地
面積が先進諸国の中でも最も小さく、我が国の農業経営の規模が零細であることの要因になって
いるということでございます。資料の右上には、河川延長と勾配の関係ということで、諸外国の主
だった川と我が国の川の河口からの距離と標高をとっておりますが、急峻な地形ということで、富
士川ですとか、常願寺川ですとか、あっと言う間に河口に達するようなものから、外国でございま
すとロアール河にいたしましても、セーヌ河にいたしましても、なだらかに流れてきているという状
況を示しております。 
 また、下の図は若干見にくうございますが、全体の面積がそれぞれの国の総農用地面積という
ことでございます。アメリカ、ＥＵ、フランス、ドイツ、イギリス、それから日本をとっております。ま
た、右の肩に農家１戸当たりの農用地面積ということで、面積比を示しております。一番左側に、
日本で総農用地面積 504万ha、一方、１戸当たりは1.5ha。これを100といたしまして、それぞれイ
ギリス、ドイツ、フランス等々というふうになっているわけでございます。括弧書きに、日本に対する
倍率ということで、例えばイギリスでございますと総農地面積は日本の３倍、1,638万ha。一方、１
戸当たりは67.3haということで日本の45倍と、こういうふうにお示ししているわけでございます。 
 ２ページ目でございますが、２点目の特徴ということで我が国の農地所有の零細・分散性という
ことについて触れております。左の文章でございますが、我が国の農地は、農地１区画ごとの面
積が小さいということ、また１戸が経営いたします農地が１か所にまとまっておらず広範に分散して
いるということ。零細分散錯圃であるということが農業生産の効率が悪い要因の１つになっている
ということを文章で触れております。 
 右の表に我が国の水田の整備状況を示しております。これは平成４年度の数値でございます
が、１区画が１ha程度に整備されているものは、全体の面積の３％にすぎません。一方、10ａ程度
ですとか、不整形のままというものが５割近くを占めているというふうな点。それから、右の方には
経営規模が10ha以上の経営体の団地数ということで、１～２団地にまとまっているというのは全体
の２％にすぎず、場合によりましては９団地以上に分散しており、こういうところが40％以上になっ
ているということをお示ししております。 



 それから、３点目の特徴が高水準の農地価格ということです。左の文章に書いておりますけれど
も、我が国の地価は世界的にみても極めて高い水準であるということで、アンダーラインを引いて
おりますが、農地価格は農業による採算価格からかけ離れた水準にまで上昇しております。こう
いったことによりまして農地の買入れによります経営規模の拡大が困難になっているということで
ございます。 
 農地価格の各国比較ということで右の中段にお示しいたしておりますが、10ａ当たりの農地価格
について、我が国を100とした場合の主だった国の割合ということでございます。アメリカの場合は
0.8、ドイツで9.6ということで、我が国の農地価格と極端に価格差があるということでございます。 
それから、下の左の方に農地価格と農地収益の推移ということで、昭和40年から現在までの価格
の推移をお示ししております。太い実線が都府県におきます田の10ａ当たりの農地価格。それか
ら、下の方の破線が、北海道におきます田の価格で、点線が収益還元価格です。下に細かい字
で収益還元価格の注をつけておりますが、粗収益から費用合計等を引きまして、金利の５％で除
して３年間の移動平均値をとっているということでございますが、農地価格、特に都府県におきま
す田の価格が収益還元価格とは離れた格好で価格形成が行われているということをお示ししてお
ります。 
また、右の資料の土地価格の関係では、一番右に東京都の商業地の公示価格、それから住宅地
の公示価格、市街化区域内の住宅用地転用価格等、一番左には線引きのない市町村におきます
農用地区域内の耕作目的の田の価格をとっておりますけれども、こういうふうに非常に価格差が
ありまして、いわば我が国全体の地価の高さに引きずられるような格好で農地価格も高くなってい
る面があるということをお示ししております。 
 ３ページ目でございますけれども、４点目の特徴は水田農業ということです。左の文章に整理を
いたしておりますが、我が国の農地面積の過半は水田ということでございます。我が国農業の中
心が稲作であるということで、営農に当たりましては土地・水の利用の調整が重要であると。その
中で、我が国農業は集落と密接な関連を有しているということを御紹介いたしております。 
 ４ページ目は、農地につきましての諸制度を概括的に御紹介いたしております。左の文章の方
に、農地は農業生産や農業経営にとって重要な役割を果たすということから、アからエを柱といた
します制度があるということを御紹介しております。アにありますように、投機目的等の、農地を適
正に耕作しない者の農地の権利取得を排除する。イの農業生産の基盤としての優良農地を確保
する。ウの経営規模を拡大し効率的な経営体が育成されるように、農地の利用集積を進めてい
く。それから、エの農地を効率的な生産基盤として整備する。こういったことを柱とします法制度が
相互に関連し、かつ補完しあう形で設けられているということでございまして、整理いたしますと右
のような仕組みになっているということでございます。詳しくは後ほど出てまいりますので、その時
に改めて御紹介をさせていただきたいと思います。 
 ５ページ目からが農地をめぐる現状と諸課題ということでございまして、まず１点目が投機目的
等での農地取得の排除ということでございます。左の上の文章にアンダーラインを引いております
けれども、農地を適正に耕作しない者の農地の取得を防止し、農地を効率的に利用する者が農
地の権利を取得するようにするということで、農地法によりまして、農地の所有権の移転、あるい
は賃借権の設定等について許可制をとっているということでございます。 
 右の方に農地法の許可要件ということで要約しておりますけれども、農地の権利取得が認めら
れる要件ということで、アからエまでございますが、農地のすべてについて耕作の事業を行う。あ
るいは農作業に常時従事する。農地が効率的に利用される。農地の権利取得後の経営面積が下
限面積を超える。こういった要件を満たす場合、権利取得が認められているということでございま
す。 
 また、左下の方の文章でございますけれども、土地に関しましては平成元年に土地基本法が制
定されておりまして、土地の投機的取引の抑制が規定されております。こういった投機目的での農
地の権利取得の排除という点につきましては、まさに土地基本法の理念にも叶ったものということ
になっているわけでございまして、例えばということで例示をしておりますが、昭和40年代後半の
いわゆる列島改造期におきまして土地の投機的取引がいろいろ行われておりますけれども、農外
資本による買収土地の地目別の状況を円グラフで紹介いたしております。昭和44年から50年にか
けまして、全国で21万8,000haが投機目的で取得されておりますが、そのうち山林原野が82％とい
うことでございまして、農地は11％と、農地法できちんと抑えているということもありまして投機対象
という割合が低いということになっております。 
なお、下の右の方のグラフにおきましては土地価格指数ということで、全用途、住宅地、田というこ
とでそれぞれの価格の推移をとっております。列島改造期以降、住宅地なり全用途につきまして



はかなり右肩上がりで価格が上昇いたしております。田につきましても上昇はいたしておりますけ
れども、これらの上昇の程度よりは低いという状況がお読み取りいただけると思います。 
６ページ目でございますが、農業生産法人制度についてでございます。農業生産法人制度につき
ましては、株式会社の農業経営への参入の問題との関連におきまして、本調査会におきまして農
業の担い手の姿、あるいは農業・農村の活性化方策、土地利用のあり方など今後の農政のあり
方の一環として審議し、結論を得るということになっておりまして、今年３月の閣議決定の内容を
上の方に付けております。これまで出されております株式会社の農業への参入に関する賛成、反
対の意見につきまして、主だったものということで右下の方に紹介いたしております。 
 それから、７ページ目が優良農地の確保という点でございます。左上の文章にありますが、農地
は、一旦改廃いたしますとその復元が困難であるということで、その下のアンダーラインのところに
ありますように、優良農地が無秩序に農地以外に転用されることがないよう、農振法により農用地
等として利用すべき土地の区域を農用地区域として設定し、また、農地法により農地の転用につ
きましては１件ごとの許可制ということになっております。 
 具体的には、右上の文章の方でございますけれども、農振法により、優良な農地を農用地等とし
て利用すべき土地の区域に指定いたしまして、農地転用は原則禁止となっているということでござ
います。また、農地転用許可基準に基づきまして、優良性の度合いの少ない農地から転用を許可
するというふうになっておりますが、この点につきましては、詳しくは委員要求資料の方で触れて
おりますので、その際に御説明させていただきたいと思います。 
 左の文章の中段の方でございますけれども、農地に対します非農業的土地需要に対応するた
め、毎年２～３万ha程度の農地の転用が発生しております。また、高齢化等を背景に耕作放棄地
が増加傾向にあるということで、農地のかい廃が進む一方、農地造成等によります農地の拡張は
ほとんど行われていないということで、農地の総量は減少しております。 
 右の方にグラフでお示しいたしておりますけれども、昭和35年から平成８年までの累計ということ
で、拡張しておりますのが全国で107万ha、一方、かい廃ということで失われておりますのが218万
ha。この35年間で100万ha強が、農地面積ということでは減っているということでございます。 
それから、左下の方の文章に、人口密度が高く平地が少ない我が国におきまして、農業上の土地
利用と農業外の土地利用との混在が発生しやすいということで、農地のスプロール的壊廃、虫食
い的な蚕食によりまして農地の農業上の利用面で不都合を生じている場合もあるということを御
紹介しております。 
 ８ページ目でございますが、農地を含めました土地は、土地基本法によりまして、公共の福祉を
優先させるもの、計画に従って利用されるもの、ということになっております。それで、その下の文
章でございますが、農地につきましては、農地法による１件ごとの農地転用規制と、農振法による
農用地区域の設定の両者が相補って優良農地の確保の機能を果たしているということでございま
す。土地需要の競合から農用地区域の変更が行われるのは、ある程度はやむを得ないということ
でございますけれども、優良農地の確保とスプロール的かい廃の防止を図っていく必要があると
いうふうに考えております。 
 それから、一番下の文章でございますが、農振法は、都道府県知事が農業を振興する地域とし
て指定した地域において市町村が農用地区域の設定を含みます農業振興のための総合的な計
画を作成する制度であります。したがいまして、国全体としての必要な農地総量を確保するという
視点に欠けているのではないか。この点につきましては、下から３行目でございますが、昨年末の
地方分権推進委員会からの勧告におきましても、必要な農地総量及び優良な農地が確保される
よう制度を充実すべきであるというふうな趣旨の勧告が行われております。 
 なお、農地法と農振法の補完関係ということで、右の中ほどに表でお示ししておりますけれども、
全農地が大体500万ha。このうち市街化区域内の農地、左上にありますけど、12万haほど、これは
届出で転用が可能ということでございます。一方、黒で塗りつぶしてあります農用地区域内の農地
は、440万ha程度でございますが、これは農地転用は禁止されているということでございます。これ
以外の地区の農地につきましては農地転用許可基準によりまして転用案件を個別に審査するこ
とにより許可の適・不適が判断されているということでございます。 
 ９ページ目でございますが、農地の流動化の問題でございます。左上の文章にありますけれど
も、経営規模の拡大を推進するためには農地の流動化が必要であるということでございますが、３
行目にありますように、売買によります農地の流動化は、価格の上昇、あるいは農家の資産的保
有意識等から多くを期待できないということで、最近におきましては貸借によります農地の流動化
に重点を移し、法的枠組みもそれに沿いまして順次整備をしてきているということでございます。 
 具体的な法整備の経緯ということで、右の方にアからエまで、昭和37年の農地法、農協法の改



正、昭和45年の農地法の改正等々を整理いたしております。 
ただ、左側の文章の下の方でございますが、こうした施策によりましても、都府県におきます土地
利用型農業を中心に規模拡大は思うように進んでいない。その理由でございますけれども、アか
らエに整理いたしております。１点目は、農地の転用期待の高まり等による農地価格の上昇によ
りまして農地を資産として保有する傾向が高まっているということ。それから、イにありますけれど
も、第２種兼業農家が稲作に特化した経営を持続することが可能な状態になっているということ。
それから、農業従事者の高齢化の進行等によりまして農地の受け手が不足している状態。更に
は、基盤整備が未実施であること等によりまして農地の利用条件が整っていない。こういったいろ
いろな要因が複合的に関係いたしまして流動化が的確に進んでいないということではないかと思
います。 
 10ページ目でございますけれども、農地流動化のための法的な枠組みにつきましては、ほぼ体
系的には整備されたという段階ではないかと思います。３行目にありますように、地域における制
度の運用の見直し、あるいは、ほ場整備事業等を契機といたしました農地流動化の促進等により
まして、現在の制度を効果的に活用していくことが求められているのではないかということでござ
います。 
 右の方に例示といたしまして、公共事業でありますほ場整備事業を行うことによりまして農地流
動化に結びつけられる理由と申しますか、因果関係と申しますか、そういったものを３点ほど整理
をいたしております。 
 11ページ目が農地の有効利用ということでございます。左上の文章にありますけれども、近年、
農業従事者の減少、高齢化、こういったことを背景に耕作放棄地がふえてきている。特に中山間
地域での耕作放棄地率が高いという状況にございます。 
右の表をご覧いただきますと、右から４列目が耕作放棄地率となっております。この一番下に平成
７年の耕作放棄地率が出ておりますが、合計のところを見ていただきますと3.8％という耕作放棄
地率になっているということでございます。一方、山間地域が5.5％、中間地域が5.1％ということ
で、中山間地域におきましては耕作放棄地率が高いということでございます。 
それで、農地の遊休化の防止の関係でございますが、左の文章に遊休化の防止のためにという
ことで、アといたしまして遊休農地に関する措置、イとして特定利用権制度について御紹介いたし
ております。ただ、これらの措置は①にありますように、私有財産に制限を加えるものですから、
慎重な手続が要求されていること、それから、②にありますように市町村長さんが住民の私有財
産に制限を加えるということに消極的になる傾向にあるということでございまして、後で申し上げま
すけれども、実績はないということでございます。 
いずれにいたしましても、今後、農地の有効利用という点につきましては、左下の４行にまとめて
おりますが、法的措置の運用でございますとか、農地の流動化、農作業の受委託の促進、これら
農地を有効に利用し得る農業の多様な担い手の確保等を含めまして、遊休化の防止ですとか、
耕作放棄地の解消策を検討することが求められているのではないかということでございます。 
 遊休農地に関する措置は、平成元年に創設されました措置でございますけれども、①から③に
ありますように、まず農業委員会が農地の権利者に対しまして利用の増進についての指導を行い
ます。この改善がない時に、市町村長が農地の権利者に対しまして勧告を行います。しかし勧告
の実績がないということでございまして、勧告に従わない場合は農地保有合理化法人が権利者に
対しまして買収又は借受けの協議を行うというふうな仕組みになっているわけでございます。ま
た、特定利用権制度は昭和50年に創設されておりまして、住民等の共同利用に供するための賃
借権を設定する制度ですが、これも市町村あるいは都道府県知事さんが絡みまして、現地調査で
すとか、公告ですとか、いろいろな協議を経ながら都道府県知事の裁定のもとに特定利用権の設
定ができるというふうになっているわけでございますけれども、今までのところ実績が出ていないと
いうことでございます。 
12ページ目ですが、農業生産を担う経営体の確保が困難な地域におきましては、集落の合意の
下で設立された農業生産法人ですとか、あるいは市町村が出資いたしました農業公社によりまし
て農作業の受託等を行い、耕作放棄地の解消を図る動きがあるということでございまして、資料に
は設立の背景、あるいは設立の効果ということで、実態調査の結果を御紹介をいたしております。
13ページ目が農地の基盤整備の関係でございます。農地の零細・分散性の解消、かんがい排水
条件の整備等が必要なことから、ほ場区画の整形や大型化、かんがい排水施設の整備等の生産
基盤の整備を推進しているという状況でございます。特に、最近におきましては、大区画ほ場の整
備、あるいは担い手への農地利用集積に重点を置いた事業を行っているということでございます。
 右上の表に第４次土地改良長期計画におきます水田整備の目標ということで御紹介しておりま



す。現状というのは平成４年度の時点でございますが、30ａ程度以上に区画整理したというものが
全体の50％、うち１ha程度以上の区画に整形されたものが３％ということでございます。これが目
標年次であります平成14年度におきましては、整備済を75％に、また大区画を30％に引き上げる
という目標で、土地改良長期計画に基づきまして事業を行っているということでございます。一番
右には平成７年度末現在におきます整備済等の状況を御紹介しております。 
 こういった大区画ほ場によります労働時間の低減状況ということで、その下に10ａ単位、30ａ、
100ａ、３つの場合におきます水稲、麦、大豆の労働時間の低減状況を御紹介しておりますが、水
稲におきましては１ha区画になりますと10ａ区画の場合の44％になると。大豆に至りましては12％
ということで、かなり大幅な労働時間の低減ができるということでございます。 
それから、左下に基盤整備事業の問題点と申しますか、事業実施をめぐっての状況に触れており
ますが、アにありますように、混住化、高齢化等によりまして集落機能が低下し、施設の維持・管
理が困難化しているという点、それから、イにありますけれども、農産物価格の低下がみられる中
におきまして、土地改良事業の実施に伴います農家負担の割高感が生じているということで、事
業実施の農家の同意が得られにくい場合がみられるという状況になっているということです。 
右の方に農業所得と土地改良費等の推移の資料をつけておりますが、例えば一番左の50年度で
ございますと、農業所得に対します土地改良費が1.8％でございましたのが、平成７年になりますと
6.3％ということで、所得見合いの土地改良費等の負担が高まっているということでございます。 
14ページ目でございます。上から２、３行目に触れておりますけれども、国民食料の生産基盤の整
備を行う公共事業ということで相当規模の投資が行われておりますけれども、事業をめぐります実
態の変化も踏まえつつ、事業の円滑な実施を図ることが求められている状況にあるということで
す。具体的には、生産基盤整備事業と申しましても、事業内容はいろいろと変化してきておりまし
て、右の方に昭和35年度、45年度、平成９年度ということで、どういった事業にウエートが変わって
きているかという点を御紹介をいたしております。 
 以上、14ページ目までが農地関係のことでございまして、15ページ目から担い手ということで御
紹介させていただきます。 
15ページ目の(1)に、「農業の担い手」には農業の経営体という側面と、農業労働に従事する者と
いう側面があるということでありますが、まず(2)の①の農業労働力でございます。アのところに触
れておりますように、農業就業者の４割は昭和一けた世代ということで、高齢化の進展が著しい中
で農業就業者の年齢構成のバランスが崩れているという状況になっております。右の中段のグラ
フにお示ししているような人口構成になっているということでございます。この中で女性の方が約６
割ということで、農業生産における女性の役割が重要なものになっているということでございます。
 今後の農業労働力の見通しということでその下に御紹介しておりますけれども、一昨年の12月、
農産物の需要と供給の長期見通しを策定しました際に行った試算ということで、平成17年の担い
手の状況を御紹介しております。平成17年におきます基幹的農業従事者、農業に主として従事す
る方々が 180万人程度になるということでございます。右下の表をご覧いただきたいと思います
が、平成６年時点では263万人。うち65歳以上の方々は34％となっているわけでございます。これ
が平成17年には 179万人ということで、約80万人減少すると。しかも65歳以上の方々が過半を占
め、51％になるという試算を出しているわけでございます。 
16ページ目が農家でございます。農家の戸数は減少しているわけでございますけれども、兼業化
の進展に伴いまして、自給的な農家でございますとか第２種兼業農家のシェアが大幅に増加し、
農家の形態が多様化している状況にあります。その下に、農業上の統計におきましては、世帯と
しての農家を農業経営を行う主体としてとらえることを基本にしておりますけれども、その現在の
専兼別の分類の問題点をアとイということで御紹介しております。すなわち農業依存度が高い大
規模農家でありましても、他産業の従事者が１人でも存在すれば兼業農家として分類されます。
また、自家農業のみに従事する高齢者で構成され、収入が年金等に依存する農家も専業農家と
して分類されるということで、農業従事の度合いですとか、担い手の実像等を的確に把握するに
は不十分になっているということ、それから、②に農家以外の農業事業体のシェアが増加傾向に
ありますし、農家を中心とした現行の分類では農業経営構造を的確に把握しきれなくなっていると
いう問題があるのではないかということでございます。 
 具体的な農家分類の統計上の定義ということで右下にお示ししておりまして、また、具体的な総
農家数、あるいは販売農家数等の状況ということでは右上の棒グラフでお示しいたしております。
 17ページ目でございますが、経営体ということで御紹介しております。左の文章の方に、平成４
年に農林水産省が策定いたしましたいわゆる新政策におきましては、主たる従事者の年間労働
時間が他産業並みの水準で、かつ主たる従事者１人当たりの生涯所得が他産業従事者と遜色の



ない水準を実現する経営体、この効率的かつ安定的な経営体の育成を目指しているわけでござ
います。所得を基準としている点におきましては、現在の農業基本法におきます「自立経営」と類
似の概念でございますけれども、個人に着目し、年間労働時間を基準としている点において、新
たな経営体像を模索しているという段階でございます。 
 右の方に若干、歴史的な関係をお示ししております。農業基本法における「自立経営」の概念
と、昭和40年代後半以降「中核農家」ということで、基幹男子農業専従者がいるか、いないかとい
う取り上げ方をしてきたこと、新政策では再び、所得概念等を取り入れながら、「効率的かつ安定
的な経営体」の育成を目指しているという関係を整理をいたしております。 
18ページ目が担い手についての諸制度でございます。左の方に経営体の育成対策と新規就農促
進対策ということで大まかにくくっております。具体的な諸制度ということでは、右の方に整理して
おりますように、経営体の育成対策ということでは望ましい経営体の育成ということで認定農業者
制度及び認定農業者への重点的な支援措置。それから、経営の法人化なり家族経営協定の締
結、農地の細分化防止策等々。それから、新規就農促進対策ということでは技術の習得に対する
支援、あるいは経営の開始に必要な資金の支援、こういったことを行っているということでございま
す。 
19ページ目は経営体の育成でございますけれども、施策の重点化ということに触れております。
左の文章にアンダーラインが引いてありますけれども、育成すべき経営体を明確化し、施策を集
中化させることが効果的であるということで、平成４年の農業経営基盤強化促進法におきまして、
市町村が認定農業者を認定する制度を設けて、認定農業者に対しましては、長期低利資金の融
通その他の支援策を講じているということを御紹介しております。 
 右の方に模式的に触れておりますけれども、認定農業者制度は、まず都道府県が10年計画の
基本方針を定めまして、都道府県ごとの基本方針に即しまして市町村が、効率的・安定的な農業
経営の指標ですとか、経営基盤強化促進のための事業方針ですとかを、基本構想ということで立
てるということになっております。そして、この基本構想に即しているかどうかということで、市町村
長が個々の農業者を認定農業者として認定するということでございまして、認定農業者に対しまし
ては、その下にありますようないろいろな支援が行われているということでございます。すなわち長
期低利資金の融通ですとか、農地利用集積の支援、税制上の特例、経営相談・研修の実施、こう
いったことが行われているということでございます。右の一番下にありますけれども、現在の認定
農業者数は、これは６月末現在でございますけれども、全国で10万強の方々が認定されている
と。そのうち、法人は3,600強あるということでございます。 
ただ、この仕組みにつきましては、左下の文章に触れておりますけれども、農村社会におきまして
は伝統的に均質、平等を尊重する気風が強いので、こうした施策の重点化に対しましては、選別
的な施策であるという批判でございますとか、農村社会を安定的に維持するためには、大規模専
業農家だけではなくて、兼業農家についても一定の位置付けが必要ではないかというふうな指摘
があるということを御紹介いたしております。 
20ページ目でございますが、経営管理対策でございます。経営感覚に優れた農業経営の育成と
継続性・安定性の確保を図るためということで、法人化あるいは家族経営協定の締結等の推進を
しているということでございます。ただ、その下の文章にありますように、経営管理でございますと
か労働条件の向上等への取り組みのメリットが実感されづらいというふうなことで、目覚ましい成
果を上げているという状況にはないということでございます。 
右の表の方に法人化についての意向調査の状況を出しておりますけれども、法人化している、あ
るいは法人化を目指しているものは、総計ですと30％弱と、ほとんどの方々が、現段階では特に
法人化する考えはないということでございます。法人化を目指したい、あるいは法人化していると
いう人たちが感じておりますメリットを、その下に紹介しております。同じく、法人化する考えのない
理由ということで右下の方に御紹介をいたしております。 
21ページ目でございますが、左の方に多様な経営体等の育成ということで、最近、法人形態で農
業経営を行う経営体のほかに、農作業の受託を専門に行いますサービス事業体、さらには市町
村等が出資しました第３セクター等、多様な経営体が出現しているということでございます。 
 これらの事業体に対します農政上の位置付けでございますとか、支援措置についての意見・指
摘ということで要約を右の方につけております。まず農業生産法人制度につきましては、構成員要
件、事業要件等の制約が経営発展を制約している面があるという指摘がなされているということで
ございます。それから、その下の農業サービス事業体につきましては、この部会の１回目の資料
で御紹介しておりますけれども、約２万のサービス事業体があるわけでございます。農業サービス
事業体とは農作業の受託のみを行いまして、農地の権利を有し農業経営を行うものではないとい



うことで、既存の施策の対象にはならない場合があるということでございます。また、第３セクター
の場合につきましては、農業経営を行うということについてのいろいろな制約がある。農家の農業
経営との競合を避けるという面からの制約があるというふうなことが言われているということでござ
います。 
 22ページ目に新規就農の促進ということで御紹介しております。次代の農業生産を担うという観
点からは、農家の子弟だけではなく、農外からも含めまして若い世代の方々の農業への参入を促
進することが必要であるわけでございます。新規就農者数がわずかながら増加傾向にあるとはい
え、その水準は依然として低い状況でございます。 
こういった新規参入の方々が農業経営を開始するに当たって生じている問題点ということでは、左
の下の方に触れておりますように、技術等の習得、あるいは資金の手当、農地の確保、就農に関
する情報といったことが挙げられているということでございます。こういった問題点につきまして講
じております支援措置ということでは、右下の方に、技術等の習得の面、資金の手当の面、農地
の確保の面、就農に関する情報の面でどういったことをやっているかということを御紹介しており
ます。 
23ページ目でございますけれども、左の上の文章に、新規就農に対する支援は強化されてきてお
りますけれども、経営を開始するには、技術面、資金面等で相当のリスクを負うということで、最初
から経営者として参入するルートだけではなくて、農業法人の構成員ですとか、被雇用者というこ
とでの参入等、多様なルートを視野に入れていく必要があるのではないかということでございま
す。 
右の円グラフの方に、新規就農者の方々、直に農家に入られるという方々が約90％ではございま
すけれども、グラフの左上の方にありますように、農家以外の農業事業体ですとか、サービス事業
体に入るという方々も10％程度いらっしゃるということでございます。 
左の中ほどに、若い就農者の参入が少ないことの背景ということで、所得水準、労働条件、労働
強度等の点で問題があるとか、経営に個人の創意工夫を十分に発揮し得ず、やりがいが実感し
づらい面があるという点ですとか、こういった要因があるということを御紹介するとともに、一番下
でございますけれども、経営者の意欲を重視し、自主性と創意工夫が発揮し得るような条件整備
が必要ではないかと考えております。 
24ページ目は農業教育の推進ということでございます。農業に対する子供たちの理解の向上と関
心の醸成を図るということで、小・中学校の先生に対します農業に関する研修、学童農園の指導、
地域の子供たちが農業を体験する組織活動への支援、こういったことを行っているということで
す。いずれにいたしましても、文部省と連携を図りながらこれらの諸活動を推進することが極めて
重要ではないかと考えております。 
また、下の方でございますけれども、すぐれた人材を確保するために、農業大学校等において講
義と実習とを組み合わせた実践的、総合的な研修教育を行っているということでございまして、こ
れらの一層の高度化を図っていくことが重要であると考えております。 
25ページ目が女性の地位の明確化と能力発揮ということでございます。女性は、先ほど申しまし
たように、農業生産の６割を担っているわけでございますし、経営の多角化、高度化、農村地域の
活性化にも貢献していただいております。農村女性を「個」として認め、その果たしている役割を適
正に評価するとともに、その能力を十分に発揮するような条件を整備していくことが重要ではない
か。このため、男性中心の制度、あるいは農村の古い因習・慣行の改善、農業の経営者としての
女性の地位の向上等を図る必要があるということに触れております。 
 26ページ目は高齢者の役割の明確化ということでございます。高齢者は、直接農業生産に携わ
るほか、生産、地域活動の面におきましてリーダー等の役割を果たしていらっしゃるわけで、地域
農業、地域社会活動の面において重要な役割を果たしておられる。 
この中で、一層高齢化等は進展していくわけでございますけれども、農業の担い手を幅広く確保
する必要性が高まると見込まれること、それから、年金の問題等々から中高年において第２の職
として就農する動きが見られる、あるいは農業に生きがいを求める要請も高まるというふうなこと
で、高齢者に対する施策や位置付け、こういったものを明確にしていく必要があるのではないかと
考えております。 
 最後、27ページ目に、農業従事者の福祉の向上ということでございます。左上の文章にあります
けれども、農業従事者の福祉の向上を図るという観点から、生活環境の整備、あるいは老後生活
の安定化、農家生活の改善、こういった施策を実施しております。 
 生活環境の整備状況については、その整備水準は向上はしているわけでございますけれども、
交通、医療・福祉、教育・文化等の面も含めまして総合的な整備を図っていくことが重要ではない



かということでございます。 
 また、その下に農業者年金制度について触れておりますが、経営委譲による農業経営の若返り
及び経営農地の細分化防止を図るための政策年金となっているわけでございますけれども、前回
も御紹介いたしましたように、受給者数が加入者数を大きく上回っているという状況の下で、構造
政策上の役割の評価ですとか、年金制度の、特に財政面における安定的な運営、こういった点を
どう考えていくのかという問題があるということでございます。 
 以上が農地及び担い手につきまして本日まとめた資料でございますけれども、引き続きまして、
委員要求資料ということで、資料５につきまして簡単に御紹介をさせていただきたいと思います。
本日の農地、あるいは担い手に関係している分ということで整理をいたしたものでございます。 
 まず、１ページ目は農地の転用規制ということで整理をいたしております。左の方の１でございま
すが、農地転用の許可を要する場合ということでございます。農地の所有者又は耕作者が自ら農
地を農地以外のものにする自己転用の場合、それから農地等の転用をするために農地の売買を
行う転用目的の権利移動、こういった場合に許可を要するということでございます。許可権者は、
２にありますように２haということで線が引かれておりまして、２haを超える場合が農林水産大臣、
２ha以下の場合は都道府県知事となっております。それから、３にありますように許可を要しない
場合は、国又は都道府県が転用する場合、それから土地収用法その他の法律によりまして収用
又は使用が行われる場合など、公共性が極めて高い事業の用に供する場合には許可を要しない
ということでございます。なお、市街化区域内の農地につきましては、あらかじめ農業委員会への
届出を行うことによりまして農地転用を行うことができることになっております。 
 ２ページ目は農地転用許可の可否の判断についてでございます。(1) にありますように、先ほど
御説明いたしましたように、農振法の農用地区域内にある農地につきましては農地転用をするこ
とができないということになっております。それで、農地転用許可基準でございますが、(2)の①、②
にありますように、立地基準、一般基準によりまして転用の可否を判断することになっております。
全体をまとめますと右の表になるわけでございますが、一番上の市街化区域内の農地、これが農
業委員会への届出で転用可。市街化区域外の農地、その中で点線で囲んでおります農用地区域
につきましては、転用は許可しない。それ以外のものについて転用許可基準によりまして転用の
可否を判断することになっているわけでございます。なお、一番下に四角で囲っておりますように、
国、都道府県等の場合、先ほど申しました場合については許可が不要だということでございます。
そこで許可を判断する場合の立地基準と一般基準でございますけれども、３ページ目に立地基準
ということで整理いたしております。左側の①、ア、イ、ウとなっておりますけれども、第３種農地に
つきましては転用は許可する。イの第２種農地につきましては、第３種への立地が困難な事例等
につきましては許可する。第１種農地につきましては原則として許可しない。公共性が高い場合で
あって、第３種、第２種への立地が困難な場合につきましては許可するということでございます。 
 第１種から第３種の農地はどういうものかということを右の方に整理しておりますが、まず第１種
農地は、集団的に存在している農地ですとか、土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象
となった農地など農業生産力が高い農地。第２種農地は、街路が普遍的に配置されている地域内
の農地ですとか、公共施設から近距離にある地域内の農地等、近い将来、市街地として発展する
環境にある農地。それから第３種農地は、土地区画整理事業施行地区内にある農地ですとか、ガ
ス、上下水道の施設の整備している地区内にある農地等々ということで、既に都市的環境が整備
されているか、あるいは市街地となっている地区内にある農地。こういうことで第１種から第３種ま
で決まっているということでございます。 
 なお、左の②にありますように、地域整備等を図る土地利用計画に基づくもので、農業との調整
を了しているものについては、転用を許可するということでございまして、具体的には右下の方に
いろいろな法律、農村地域工業等導入促進法、テクノポリス法、リゾート法等々を挙げております
けれども、こういった法律に基づきます地域開発計画等について農業との調整が行われた場合は
許可をするということでございます。 
 それから、一般基準ということで４ページ目に御紹介しておりますが、農地転用が確実に行われ
ないおそれのあるものですとか、周辺農業に悪影響が出ることが予想されるもの、こういったもの
については許可をしないということでございます。前段がちょっとわかりにくいかと思いますが、要
は転用目的に供されないまま放置されるということは国土資源の有効利用上の観点から問題で
あるということ等から許可がされないということでございまして、具体的な一般基準は右の方の四
角で囲んであるところに整理をいたしております。 
 以上が農地の転用許可の基準関係でございますが、続きまして５ページ目に、２番目として農業
生産法人制度について御紹介いたしております。 



 農業生産法人制度は、前回の資料におきましても簡単に触れておりますけれども、農地の権利
取得は、農地を適正に利用する者に対して認められていることから、農業生産法人につきまして、
法人形態、事業内容、構成員、業務執行役員について一定の要件が課されているということでご
ざいます。 
 具体的には右の方に整理しておりますが、法人形態要件ということでは、農事組合法人、合名
会社、合資会社、有限会社のいずれかということでございまして、株式会社という形態は認められ
ていないということでございます。また、事業要件も農業及びこれに附帯する事業に限られるとい
うことでございます。そのほか、構成員要件、業務執行役員要件が定められているということでご
ざいます。 
 ６ページ目に農業生産法人制度の変遷ということで、制度創設の昭和37年から、平成５年、最近
の改正までにおきます、趣旨、事業要件、構成員要件、こういったものがどう変わってきたのか、
廃止になったものもありますけれども、どう変わってきたかというものを１枚で整理しました。 
 ７ページ目に、農業生産法人の動向ということで、法人の数等について御紹介しております。左
の文章に、農業生産法人数は農業生産法人制度の創設以降着実に増加しているということで、ア
ンダーラインにありますように、平成５年の改正以降、増加率が高まっているということでございま
す。組織形態別にみますと、農事組合法人はほぼ横ばいでございまして、有限会社の数が増加し
ているという状況でございます。平成８年の時点でとりますと、有限会社が約70％を占めておりま
す。全体では平成８年で4,588でございますが、3,180が有限会社ということになっております。 
また、農業に占めます農業生産法人のシェアということで、農業生産法人の経営耕地面積のシェ
アでございますが、平成７年現在で2.2％、全国で９万3,000haという状況になっております。 
それから、８ページ目でございますが、農業生産法人の事業内容の拡大ということで、平成５年の
農地法改正によります事業要件の緩和によりまして、農業のみならず農畜産物の貯蔵・運搬・販
売・加工等、農業に関連する事業が営めるようになったということで、平成８年１月現在の調査に
よりますと、農業生産法人の24％、４分の１が事業の多角化を図っているということでございます。
また、米麦、特用作物、花きの順に関連事業に取り組んでいる法人の割合が高いということでござ
います。 
 ９ページ目が農家の農地保有等に関する意識についてということで、アンケート調査の結果の概
要を御紹介しております。左上の括弧書きに書いておりますけれども、この調査は、過去５年間に
農地を貸し付けた農家、それから貸付意向のうかがわれる農家を対象に行いましたアンケート調
査ということでございまして、全体の農家の農地保有意識を調査したものではございません。 
 アンケート調査の結果でございますが、１にありますように、農業経営規模に関します将来の意
向の調査でございますが、「現状維持」が最も多く、３分の２、67％強を占めているということでござ
います。それから、２の今後の農地の利用、管理に関する考え方でございますが、アンダーライン
を引いておりますように、「労力の続く限り自作」あるいは「機械がもつ限り自作」の「自作」を志向
する農家が合わせて６割強という状況になっております。10ページ目でございますが、農地処分に
ついての意向ということでございまして、「規模縮小」を考えている農家の農地処分の意向につい
てみますと、「このまま所有」が49％と約半数を占めているということで、「価格が高ければ売却」と
いうものも40％を占めていると、こういう状況でございます。 
 ４番目は、11ページ目でございまして、市町村独自で土地利用計画制度をとっているところがあ
るのかどうかということでございます。これは我々が調べた範囲内でございますけれども、左にあ
りますように静岡県の掛川市、神奈川県の真鶴町、兵庫県の神戸市と、この３つの例があります。
 具体的にこれらの市町がどういう条例をつくっているかということで、右の方に制度の概要並び
に規制の内容ということで御紹介しております。掛川の場合は、内容が協定の内容に適合しない
場合は助言・勧告、買取り等も想定しているということでございますが、真鶴、神戸につきまして
は、適合しない場合につきましては勧告あるいは指導、こういったものにとどめられているというこ
とでございます。 
 最後に、12ページ目から農業委員会の役割についてということで、農業委員会について御紹介
いたしております。 
まず農業委員会の性格でございますが、左上の１にありますように、農業委員会は、農業者の代
表として公選により選出された農業委員を中心に組織された市町村の行政委員会という性格でご
ざいます。 
 それから業務は、２にありますように、法令の規定により専属的な権限とされている法令業務、
それ以外の任意業務ということで行っているわけでございます。 
 まず法令業務でございますが、業務の中身は、農地法に基づく農地の権利移動の許可、農業経



営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定、こういった農地の利用関係の調整に関
することということでございますが、処理件数自体は、②に触れておりますけれども、全体としては
減少傾向にあるということで、具体的な状況は右下のグラフに御紹介をいたしております。 
 それから、13ページ目でございますが、任意業務でございます。農業者の代表であります農業
委員で構成されているということで、土地と人に関するノウハウが蓄積されているということを活か
しながら、農地の流動化、担い手の育成等構造政策の推進を中心とした業務が行われているとい
うことでございまして、具体的に各県の市町村の農業委員会においてどういったことが行われてい
るかということを、右の方に事例ということで御紹介をさせていただいております。 
以上が今日用意いたしました資料の概要でございます。 

４．質疑等 

○部会長 ありがとうございました。 
ただいま事務局から資料の説明がございましたが、これに関します御質問、御意見、資料要求な
どがございましたら、時間の許します限り活発に御発言をいただきたいと存じます。 
なお、議論の進め方でございますが、「農地」と「担い手」は相互に関連する部分もございます。例
えば山村での耕作放棄地というのは、農地の問題でもあり、同時にそこでの担い手の欠如という
問題でもあるというようなことがございますけれども、議論の便宜上、まず最初に主として農地関
係につきまして、次に担い手関係についてということで、一応分けて議論をしたらどうかと考えま
す。 
それでは、まず「農地」に関連して御発言をお願いいたしたいと思います。なお、今申し上げました
ように、関連する場合には担い手につきましても遠慮なく言及をしていただいて結構でございま
す。 
それではどうぞ。 
○委員 私は農業会議という立場でございますので、後段で説明のありました農業委員会の法令
業務と任意業務の関係でありますけれども、法令業務はただいま説明のとおりでありますけれど
も、特に任意業務につきまして、若干見解を申し上げたいと思います。 食料の生産基盤である農
地は、説明がありましたように、不耕作目的や投機を防ぐための農地法によっての転用規制とい
う問題があるわけであります。もちろん今後ともこの中で、大きく農業と農村のあり方を方向づける
ものだろうと思っておるわけであります。特にお話がありましたように、環境保全の問題なり、ある
いはコミュニティの農園問題等々によりまして農地の利用、農地制度の手直し等が一部進むので
はないかというふうに期待をいたしておるわけであります。その中で特に、農業委員会の任意業
務でありますが、まず農用地利用増進事業に果たしている農業委員会の役割、これは法令業務
であります。貸し借りの問題等でありますが、農地の利用調整に関する農業委員会の役割は、農
地の売買では、売買総面積が平成６年度では約３万haでありまして、その５割弱、約１万3,000ha
は農業委員会が介在して、担い手が農地を買い入れるよう誘導策を進めているわけであります。
言うなれば農地流動化の方向づけの役割というものを任意業務として進めておるということであり
ます。 
次に、農業者年金の委託業務、あるいは租税特別措置法に基づく証明事務であります。特に年金
業務についてのボリュームは極めて大きいわけで、加入促進の運動を初め、加入要件や受給資
格の審査等は年間で約16万件あるようであります。また、受給資格の現況の確認等が約72万件
に上っておるようでございます。なお、相続税の納税猶予等の証明事務につきましては、年間35
万件というふうになっておるようであります。 
 以上のような中にありまして、特に農業委員会は構造政策推進の上で極めて重要な分野を担っ
ているというふうな自負があるわけであります。そしてもう１点、御案内のように農業委員会は公選
であると同時に、２号委員というのは農業団体の代表、３号委員は学識経験者、言うなれば地域
の学識経験を有する方、特にその中で、私ども農業者と別に、商工関係の皆さんも入っておると
いうことは、農地の利用、あるいは許可条件等についての御意見もいただくというふうに現在進め
ておるわけであります。以上、任意業務についての意見だけを申し上げておきます。 
○部会長 ありがとうございました。いかがでございましょうか。 
○委員 今の御説明、農業委員会が大変大事な役割を果たしているということについて、そのこと
に特に異論はありませんが、農業委員会の仕事も含めて、農地問題の議論をどういう方向で考え
ていったらいいかということが大事なんじゃないかと思うんです。先ほど来のお話にありますように
農地がどんどん減っていっているという現実の中で、私は、一定水準の農地というのは日本として



どうしても守って、維持していかなければいけないという観点から考えますと、これだけ農地が減っ
てきているということは、つまり今の制度のままでは農地は守れないということだと思うんですね。
ではどうすればいいのかということを１つの議論の視点にしたらいいんじゃないかと思います。 
 その中で、先ほど転用の基準などについて、私が資料をお願いして、御説明がありましたけれど
も、建前は確かにさっき御説明いただいたとおりだと思うんですが、実態は、農振法の中のいわゆ
る農用地であっても、農業振興地域から外すというような形で実際は転用が行われているというこ
とがあるわけですから、その関連で言いますと、今の農業委員会の役割にしても、もちろん今数字
を挙げていただいたようないろいろな実績はあるとしても、やっぱり私は、農業委員会の性格とい
うのは、日本の農地をちゃんと守っていくという性格のものに変えていくことが、この議論の結果、
出てくる必要があるんじゃないかと思うんですね。 
 それと関連して、株式会社の農地参入について調査会の結論待ちということもありましたが、私
は株式会社の参入問題というのも、今の文脈の中で一体どういうふうにするかということを考える
べきであって、株式会社の土地利用型農業への参入そのものだけを出して、賛否両論ありますよ
といったって不毛の理論だと思うんですね。あえて言えば、それは非常に矮小化された話であっ
て、株式会社というのは将来株がどこかへ譲渡された時に果たしてそのまま維持できるかどうか
わからない、だから反対だといったって、今私が申し上げたように、実際に今、農地の地権者であ
っても、将来転用の可能性を持って、しかも可能性についてかなり期待をしながら維持しているわ
けなんで、同じことなわけですよ。だからそれをもって株式会社はけしからんというのはおかしな論
理なんで、問題は、農地をどうやって守っていくかという中で、その形態については、ちゃんと農地
を守っていく制度ができれば、さっき農振法のことを言いましたけど、農振法の特例扱いみたいな
ことは本当に厳しく制限していくとか、できれば私が資料でお願いしたような土地の利用計画みた
いなものができればいいんでしょうが、それは現実問題として難しいとすれば、少なくとも農振地域
というのはきちんと守っていくと、そういう視点で私としては議論していきたいなと思っております
が。 
○専門委員 幾つかございますけれども、最初に、今日御説明いただきました資料についてコメン
トといいますか、確認のようなことを申し上げて、その後、農地に関しまして少し所見を述べさせて
いただきたいと思っています。 
 最初に、本当に細かなことで恐縮なんですけれども、本資料の方の２ページの右上に農地所有
の零細・分散性ということがございまして、10ha以上の経営体の団地数というのがございます。こ
れは北海道も含んでいるのかなというふうに理解したんですが、北海道の場合にはこの規模の経
営がかなり多うございますし、分散錯圃というような問題は北海道については余り問題になってい
ないと思いますので、やや問題状況が甘く出てくるような気もしないでもございませんので、その
辺がちょっと気になっているということでございます。 
 もう１つは５ページ、今の委員の御指摘とも絡むかもしれませんけれども、列島改造期における
土地投機状況で、農地については、これでいいますと11％ということになりましょうか。それほどひ
どくないというような御説明だったかと思うんですけれども、最初の政務次官の御発言にもありまし
たけれども、富士山の５合目というのも土地でございますし、この当時、恐らく日本の農地面積は
国土の15％ぐらいはあったかと思いますので、かなり農地も投機の目的として買収されたというふ
うに読む方が素直かなという印象を持ちましたので、コメントとして申し上げさせていただきたいと
思います。 
大変周到な資料を御準備いただきまして、これにけちをつけるという気持ちは毛頭ないのでござい
ますけれども、これを素材に、少し私自身の考えている点を述べさせていただきたいと、こんな気
持ちでおります。この資料の農地の部分につきましては、評価がやや甘いのではないかなという
印象を持っております。特に現行制度の有効な活用でもって対処すべきというようなくだりが二、
三出てきておりますけれども、果たしてそれでいいのかなと、そういう気がしております。 
 やや甘いというところでございますけれども、制度全体の仕組みなり、制度の趣旨と運用の乖離
の問題なり、いろいろなレベルでの評価があるかと思うんですけれども、まず、理念といいます
か、大きな制度の目的という点についてでございますけれども、例えば、今日の資料では農地法
の権利移動統制が投機目的の農地の取得の抑止に一定の役割を果たしているというふうにござ
いました。これは事実としては恐らくそうだろうと思います。ただ、農地法そのものは、戦後の農地
改革の成果を守るといいますか、食料増産と、戦前の地主制の復活を阻止するということが理念
としてあったわけでありまして、投機を予防するというようなことはなかったわけでございます。たま
たまそれにも役に立つという言い方もできるのかもしれませんけれども、私はもっとベストの制度
があるのではないか。あるいは、投機の目的を抑止する方法として使うことができても、ベストの



方法に比べれば副作用があるのではないかというような形で、農地法なり農地制度の本来持って
いた趣旨と、現状に照らしてどういう制度が必要かということは、やはり分けて考える必要があると
いうふうに思っています。これが理念といいますか、やや抽象度の高いレベルでの私の印象でご
ざいます。 
 それから、これは委員の御指摘と重なるわけでございますけれども、制度の建前といいますか、
趣旨と、運用のギャップということで申しますと、説明の中にも農振法と農地法が二重に、よからぬ
転用について規制するという格好になっているというふうに読めるような形になっておりますけれ
ども、実際には私は、農用地区域からの指定の除外がすべてであって、そこをクリアすれば、あと
はいわばフォーマリティの問題であると。自動的に農地法についてもクリアされるというのが実際
の現場での扱われ方だろうと思うわけであります。でありますから、この点につきましても、やや制
度の評価が甘いのではないかと、そんなような気がいたします。 
 ここまで言うのもあれかもしれませんけれども、茨城県で外国の会社が農地を取得してどうのこ
うのという報道がなされておりますけれども、あれが日本の農地の制度なり、その地域にかかって
いる制度を熟知した上でなさっているとすれば、ある意味では日本の農地の制度もなめられたと、
そう言って差し支えないような状況だろうと思うんですね。もちろんそれが悪いんだと言うべきだと
思いますけれども、同時に、日本の制度の運用にやや隙があったという見方もできるのではない
かと思います。その点はきちんと見直して議論をすべきだろうというのが２点目であります。 
 それから、流動化につきましては、ほぼ制度的な準備は整えられていて、これをうまく活用する
んだというスタンスでございます。これはほぼ私もそういう認識を持っておりますけれども、しかし
なお検討すべき点はあろうかと思います。例えば標準小作料というような制度、あるいは定額金
納という制度、例外的にいろいろな措置の余地はあるのかもしれませんけれども、例えばシェア・
クロッピングとか、いろいろな形の契約というようなことも、10年、20年先を考えた場合、当然視野
に入れるべきだろうと思うわけであります。こういった点からいたしますと、現状の制度の理念な
り、仕組みなり、運用について、もう少し根本的な検討を加える必要があるように思います。その
結果、現在の制度の中で残るものもあれば、残らないものもあると、そういう整理をすべきかと思
います。 
 まだ多少ありますけれども、一応ここで切らせていただきます。 
○専門委員 今日説明を聞かせていただいて、フォーマルには制度が機能しているか、していな
いか、この資料だけでは判断できないところがあるわけですけれども、制度自体だけをみても、今
の農業の活性化ないし発展を期待するには問題点が見えているなという印象を持っています。 
 私なりに整理をしてみますと、まず第１点、農地法の目的そのものは、先ほど来おっしゃっている
ように農地の権利移動、転用、貸借を規制する法律なわけですね。今問題となっているのは、規
制を適用する時の状態よりも、その後の利用状況について何らかのチェックシステムを盛り込むこ
とができないか。すなわち、現況農地の利用の形態に関して何ら規制はないわけです。つまり農
地の定義は、具体的に耕している、耕作をしているというだけではなくて、耕す可能性がある、耕
すことができるものを農地と認定しているわけですね。そこが現実に耕されていなくても農地であ
ると。それがかい廃につながり農地の減少につながっているという局面があるわけで、総量を確
保したらいいかどうかという議論はあるかと思いますけれども、もし総量確保ということが必要であ
るという結論が得られた時には、その後に利用の形態をどうするのかという問題がどうしても出て
くる。それは現行の農地法では処理できない問題ではないかと思っているわけです。 
 ２番目は、耕作者主義にかかわってくることですけれども、家族農業、あるいは個人だけじゃなく
て、現行では農業生産法人制度によって法人まで農地の取得が認められているということであり
ますけれども、これは農地法の耕作者主義の枠内での制度であると。詳しくは申しませんけれど
も、そういう解釈で運用されているわけですね。前回申し上げましたように、現行の農地法というの
は農業について一定の参入規制を行っているという制度になっていると。これはやっぱり変えてい
く必要があると。どういうものを担い手とするかということにかかわってくるわけですけれども、多様
な担い手を確保するという意味では、農業の経営形態において参入規制をしているということは、
やはり問題があるのではないか。これが第２点目です。 
 第３点目は貸借による流動化の推進ということで、これは法的には整備されているというお話だ
ったんですけれども、基盤強化法のことを指してそうおっしゃっているんだと思うんですね。確かに
基盤強化法による法的な整備はなされていた。しかしながら基盤強化法と農地法の整合性はどう
なんだと。第１条で、「農地は耕作者みずからが所有することを最も適当であると認め」という文言
はずっと生きているわけですね。その後で、「利用関係を調整し」という形で基盤強化法による推
進を認める形にはなっていますけれども、やはり法律として分裂した形のものになっているという



印象がぬぐえないわけです。このあたりの整合性をとる必要があると。その意味では、基盤強化
法と農地法というのは合体するのが基本的な方向ではないかということがあります。同様に、合体
といいますか、一本化しなければいけないのが、先程来出ています農振法ですね。農振法の方が
ゾーニングを規定し、転用の許可に関しては農地法で処理していると、建前ではそういう分け方に
なっているわけですけれども、これが非常にわかりにくいものになっているし、農地法は農地法で
第１種、第２種、第３種という形でのある意味でのゾーニングをやっていると。そのあたりを一本化
した形での農用地の利用に関する法律という形で整理する必要があるのではないか。 
 農振法が農用地区域、基本的に転用禁止区域でありますけれども、これが線引きの変更によっ
て、よく言えば弾力的、悪く言えば無節操に、ある部分では運用されているという実態、これは無
視できない問題がありますので、一本化した形で農地の運用をどうするかということを考えなくて
はいけないと。その時に、これはまたそういう議論になった時に申し上げたいと思うんですけれど
も、総量規制が望ましいか、あるいは線引きが望ましいか、線引きではない総量規制が考えられ
ないか。議論しなくてはいけないのは、総量としての農地を確保する、あるいは優良農地を確保す
るということでどんな合意を取りつける必要があるか、そこが出発点になるのではないかなという
気がしています。 
 それからもう１つは、これも議論になった時に詳しく申し上げたいと思っているんですけれども、
資料４の方の11ページで、農地の有効利用ということで、アが基盤強化法による遊休農地に関す
る措置、イが特定利用権の制度、これは農振法による制度で、この２つの法律の枠組みの中で農
地の有効利用をしているわけですけれども、お話にありましたように、これが活用されていない、
あるいは実績がないという事実をどう考えるのか。これはやはり制度自体の問題として考える必
要があるのではないか。個人的に考えていますのは、農地の遊休化に伴って何をしなくてはいけ
ないかというのは、ここでの議論がふさわしいかどうかわからないんですけれども、土地税制、農
地に対する優遇税制といわれているものの見直し、これがどうしても必要になってくるのではない
か。つまり土地を有効利用していない部分に対して優遇税制を施しているというのはおかしいと思
っているわけですね。一番初めに申し上げましたように、農地法が利用形態に関しては何ら規制
を持たないということの欠点でもあるわけですけれども、現況が農地であれば、固定資産税であ
れ、相続税であれ優遇措置が出てくると。そこのあたりをもう少し、利用と税制という両方の面から
攻めていく必要があるのではないかというふうな感じを持っています。以上です。 
○部会長 ありがとうございました。会長代理から御発言を。 
○会長代理 私は余りしゃべっちゃいけないのかもしれませんが、お話が出ましたので。 
専門委員のおっしゃった実態については、私も、毎日のように開発行政をやっている立場でいきま
すと、全く同じような印象を持っております。まず、農振地域をいろいろな形で除外して、それから
農地転用云々という段取りで、それほど大きな防波堤になっているとは思えませんし、無理にそれ
を頑張り通すということが客観的に正しくないと思われる事態もよく見ますので、現在決められて
いるそれぞれの地域の農振地域というのが客観的に正しかったか、正しくなかったかという議論ま
でさかのぼりますと妙なことになってしまいますので、結局は現実的な処理、できるだけいい姿
で、乱開発を防止するという形の落ち着きを求めて具体的な処理をしているというのが私の実感
でございます。 
もう１つ、茨城の例がお話がございました。やっている人が農地法を熟知しているかどうかという
のは、全く熟知している人達でございまして、茨城の次は栃木だということで、栃木県にも水田の
ど真ん中に大きなものをつくると、アメリカの力を使ってでも簡単に突破してみせると、彼らは公言
しております。恐らく農林水産省は最後まで抵抗してくれるんだろうと思っておりますが、あれを抜
かれたら、もう農地法はあってなきに等しいんで、農林水産省もかなりお辛いだろうと思いますが、
頑張るところは頑張り通してほしいというのが私どもの実感でございます。 
それから、委員のお話につきましても、現場の知事としては同じような考え方を持っておりまして、
前にも申したかもしれませんが、農地を含めまして我が国には土地利用計画制度というのがない
に等しいわけですね。都市計画法の指定区域は都市計画法に従って県知事が開発を許可をする
ということになっておりますが、条文をご覧になるとわかりますように、極端に言いますと、がけ崩
れの心配がなかったら、当たり前の条件をクリアしたら許可をしなければならないと書いてありま
す。ちょっと山場に入りますと森林法の開発許可制度がございまして、それもがけ崩れの心配が
なかったら、あるいは公道に面していたら許可をしなければならないと書いてありますので、計画
的な土地利用をするための法規制というのはないに等しいわけです。農地法というのは別な視点
で、たまたま土地を妙なことに使わせないよという視点で、平場のところが結果的に、紆余曲折が
ございますが、乱開発の防止にそれなりの役割を果たしているかもしれませんが、それは趣旨と



効果のずれでございまして、極端なことを言いますと、私の仕事の八、九割は、いかにして乱開発
を防止するかと。東京に非常に近くなりまして、関東地方では一番大きい面積で人口は一番少な
い県で、高速自動車道路にはトンネルが１つもないぐらい平らな県でございますから、バブルの最
中には大変でございました。そういう中でしみじみ感じることは、できればそれぞれの市町村にそ
れなりの自主的な土地利用計画というものがあって、その計画に合っていないものは一切許可し
ないということがあれば、極論すれば農地法なんかなくてもうまく行くかもしれません。 
 そうは言っても一朝一夕にできるとは思いませんが、最近になりまして地方分権推進委員会、諸
井さんとかが、「計画なきところには開発なし」という思想を取り入れなかったら理想的なむらづくり
とかまちづくりはできないという答申を出してくれました。これは私にしてみれば我が意を得たりと
いうことなんですが、今度の委員会を契機にして、すぐ制度ができるかどうかは別にしまして、委
員会の中にそういう思想が残ったらいいなというのが私の望みでございます。 
 それから、株式会社のお話も出ましたが、前回の議事録も読ませていただきましたが、今のお話
のように、参入規制があるのは問題だと。そこだけ取り上げてみれば確かに問題かもしれません
が、私なんか現場で仕事をさせられている者からしますと、根っこの農地の権利、転用の規制と
か、移動の規制とかいう規制があったままにしておいて、言葉は悪いですが、つまみ食い的に、参
入規制があるから問題だということで株式会社だけを云々するというのは、非常に議論としては末
節という思いがして仕方がないんです。そこを直したら世の中がよくなるかといったら、ちっともよく
ならないんで、農林水産省は制度をつくるだけと言っては失礼ですけれども、現実に農地の行政
でも、農業政策は八、九割は県が請け負ってやっているわけでありまして、その時に、今の農業生
産法人の仕組みの中の有限会社とかなにかというのは、地縁あるいは血縁的なことが守り切れる
会社組織だと思います。そのことが妙な事件を起こしたということは、私は十何年やっております
が、寡聞にして聞きません。しかし株式会社が入ってきたときには、最初の要件はいかに厳しそう
な要件にしたとしても、一旦株式が動き出したときには、ここにもありましたが、農地が利用されな
くなって荒廃して困ると、そんなこともあるのかもしれませんが、それ以上に、農村地域の水の利
用一つ見ましても大変な混乱を起こすもとになりますし、極論をすれば、百害あって一利なしという
ような気がして仕方がないわけであります。株式会社に農地の権利が移った、株式会社がうまくや
らないために荒廃地が残った、後始末をどうするんだというのは、必ず県知事にくるわけですね。
たまったもんじゃないです。もとには戻らないわけです。ですから、20年先、30年先は別としまし
て、あとしばらくは今の姿でやって、世の中の推移を見た方がいいんじゃないかと。会長さんのお
話ではございませんが、歴史学者的な見地からすれば50年が限度だと、そういう見方もございま
すようですから、私は株式会社論には賛成いたしかねるなと。地方の実態からしましてですね。そ
んな感じがしております。 
○部会長 ありがとうございました。 
○専門委員 株式会社の参入、つまり現在株式会社である企業が農地取得に動くという話のみの
とらえ方であったのではないかと思うんですけれども、１つには、今の農業生産法人が株式会社
に発展的に成長していくというとらえ方も必要なのではないかという気がするわけですね。経営形
態の多様化という場合には、私が個人的なイメージを持っている部分というのは、大企業とか株式
会社として営んでいるところが参入してくるということよりも、むしろこれからの農業の発展形態とし
ての株式会社というとらえ方ができないかと。そういう視点も必要ではないかと思っています。 
 それから、もう１つは転用規制の問題ですが、転用のことがあるからこそ、利用規制の問題であ
るとか、総量規制、あるいは線引きの問題、こうしたところで転用期待による農地取得というものを
排除できないかということを議論するのが必要ではないかと思っています。初めから転用があるか
らという予断で議論をされてしまうと、転用を排除するために議論をする場がなくなってしまうよう
な気がして、問題があるかなという気がしますので、転用があるから株式会社がだめだという議論
ではなくて、先ほど来いろいろな方がおっしゃっていますように、あるいは説明の中でもありました
ように、農家自身が転用期待で保有しているという局面もあるわけですね。したがって転用の問題
をどう解決するか、転用期待を排除するような農地制度というものが組めるか、組めないかという
ことを議論してから、株式会社がどうかということも視野の中に入れて議論できればと思っており
ます。 
○委員 担い手問題は時間があれば触れますが、農地のあり方について、私の思いは、先ほど
から御意見が出ているわけでございますが、現在の500万haはどんなことがあっても維持すべきと
いうふうに考えているわけでございます。ただし、私も現場で農業を営んでおりますと、特に私たち
の地域は中山間で、これから経済効率という面からどうしても経営的に成り立たないような農地と
いうのが出てくるだろうし、また都市化とか、国策上でかい廃せざるを得ない農地も出るということ



になりますと、農地造成というのもこれからの計画の中に入れておかないと問題があるんじゃない
かというのが、私の思いであります。 
それから、農地利用のあり方でございますけれども、経営の多様化ということが前回から議論をさ
れているわけでございまして、私も法人としてお米づくりも手がけておるわけですが、今、15haの利
用権なり所有権でつくっておるわけですが、24本という水利権が絡んでおりまして、基盤整備は
90％以上されていながらも、それぐらい団地化ができていないということでございまして、株式会社
の問題もありますが、それ以前に、一番私が気になるのは、農業振興地域内における土地利用
概念というものをこの辺で明確にしないと、今、農地を利用権移転なり所有権移転をしたいという
時には、親戚とか、財産的イメージがあるもんですから、その辺から動いているのが実態なんです
ね。それを農業委員会でどこまで規制するかというのは、なかなか難しい。所有権という問題がご
ざいますので、その辺も考えますと、私は農地の利用概念というものをはっきりしていく。農業振興
地域においてという意味でございますけれども。 
そして、例えば経営管理地域というような形で、経営としてこの農地は維持していこうという発想、
もう１つは、中山間も含めて、すべて経営管理というイメージでは守れないとすれば、環境保全地
域というような位置づけをしていただいて、経営管理地域内農地は融資制度であるとか税制等で
団地化を誘導していくというような政策をとるべきではないか。環境保全地域内農地については所
得補償的な制度というものの中で誘導なり維持していくという発想が必要ではないかなと感じてお
るわけでございまして、大変今、農地の利用において、農業振興地域といいながら非常に入り組
んでいるということであります。 
先程農業法人について御案内いただいて、資料の20ページに農業法人化についての意向調査と
いうことが出ているわけでございますが、農業法人を目指したいという方が26％ぐらいになるのか
もしれませんが、それを見ますと、先ほど、専業農家といいますか、そうした農家の基幹的従事者
が55歳未満という方々が33％になっていると。農業を目指す33％の方は農業法人を目指していら
っしゃるなという数字が見事に出ているなということで、農業法人を目指していないということは、
60歳定年してからの専業農家の方、これを無視しているということではなしに、その辺も考慮して
いかないと間違いを犯してしまうのではないかという気もいたしておるわけでございます。 
そうした意味から、私は、一番利用で問題なのは、認定農業経営体の制度ができたわけですか
ら、これにいかに集積していくかということと、団地利用ということを、農振法と農業経営基盤強化
法ですか、そうしたものをもう一遍しっかり強化していただくことが、株式会社を入れて地域を活性
化していくということよりも大事じゃないかということであります。もう１つ現場の事例を申し上げま
すと、バブル時期に、ある会社の社長さんが、お金が余ってしょうがないというので、うちの村で個
人の名前で農地を取得なさいまして、バブルがはじけた後それが大変な荒廃地になっちゃって、
それが大変複雑なことになっていまして、なかなか利用権とか所有権移転ができないということ
で、私たち法人に何とか管理してくれと。集落が困っていると。集落の中心的なところに草ぼうぼう
になっていると。私たち、今それを預かって後始末みたいなこともさせていただいているんで、今御
意見もあるように、今の株式会社が農地を持つということではないよということですが、私たちの農
場の場合は１参加構成員の決定権を30％以内に抑えて、できるだけ株式会社に近いような形で
農業ができるかというテストを30年かけてしてきたわけです。退職制度まで入れてやってきたんで
すが、では60％、現場で働く人が株の所有をすることが果たしてできるのかと。現場で働く人が
20％、10％を切るような経営で総会に臨んだとき、いかがなものかという気がいたしますし、まさか
総会屋が出てくるようなことはないでしょうけれども、大丈夫かなと不安もあるわけで、担い手問題
については後ほど意見が出ると思いますので、このぐらいにさせていただきますが、そういう気持
ちでおります。 
○委員 今日の段階は、まだ議論を戦わせるという段階ではないと思うのでありますけれども、大
変詳細な資料をいただきまして、私も参考になる点があったんですけれども、もう少しお願いした
い点を最初に申し上げたいと思います。 
 それは、資料の13ページに第４次土地改良長期計画における水田整備の目標というのが挙が
っておりますけれども、先日、私も栃木県の現場を拝見してきて、最も豊かな穀倉地帯というところ
も拝見したわけなんですけれども、果たして現状の第４次土地改良長期計画の中で出てきた30ａ
程度の区画にした場合に、整備済ということになっているんですが、私は、もっともっと大きな区画
にする方が効率が上がるんじゃないかなと考えながら車から拝見していたわけであります。そうい
う意味から申しまして、平成14年度における整備済が75％になり、うち大区画が30％というような
ことになっているんですけれども、この状態になった場合に、日本の稲作というものがどのぐらい
現状に比べて効率化が進み、国際的な競争という視点から見ても効果が上がるのかどうか、それ



から、現状の30ａ程度、これが機械化を含めて最適なものなのか、あるいはもっと大きくする方が
いいのかというふうなことについて判断をいただきたいと思うわけであります。 
それとともに、実はきょう私手元に忘れたんですが、千葉県で大農経営をしまして、ほとんど海外
と価格面の競争力において遜色ないぐらいの効率を上げる農業経営が行われているという記事
があったと記憶しているのでありますけれども、あの事例が、実態はどのように成功しているの
か、あるいは成功していないのか、一度お話を聞かせていただければと思っております。それが
第１点。 
 ２つ目は、先ほどお話がございましたけれども、この資料の20ページに農業経営の法人化につ
いての意向ということでアンケート調査がございまして、先ほどお話にあったように、法人化を目指
したいという比率が20％そこそこというような形で出ているわけでありますけれども、平成５年の７
月調査ということで、かなり私は古いように思うんですね。その後におきまして世界情勢、日本の
情勢も変わってきているので、それから、アンケートの内容によって随分バイアスもかかるわけで
すから、その内容を委員で検討した上で、もう一度アンケート調査を実行してみてはいかがかなと
思うんですけれども。恐らく、この四、五年の中で相当意識の格差というのも出ているのではない
かなと。これは私の想像ですけれども、そんなような感じがいたします。 
 ３番目にお伺いしたいのは、今、地方分権問題というのがクローズアップされておりまして、先ほ
どのお話のように地方分権推進委員会などの意見も出てきているわけなんですが、これが進んで
きて、一段と地方へ規制なり権力なりが移っていった場合の鳥瞰図というんでしょうか、どんな点
に変化が起こってくるんだろうか。私は農業問題は素人なもんですから、よくわからないんです
が、その辺についてお話が伺えればと感じております。 
 今日は議論の場ではないんですけれども、私は、今度の委員会の設置に当たっては、国際的な
条件が１つの歴史的な転機にかかっているというふうに認識しております。そういう中で日本の農
業のあり方というものを改めて考えるというのが、この委員会のかなり大きなねらいではないかと
思うのでありますけれども、その視点が全く無視された形で議論が展開するというのは、私は若干
問題があるのではなかろうかというふうに思っておりまして、これは今後の議論の問題だと思うの
でありますけれども、以上の点について、さらにデータに基づいた説明をいただけたら大変ありが
たいと思います。以上です。 
○委員 日本の狭い国土をどのように有効利用・活用していくか、そんなことで、土地というのは公
共の福祉のために優先されなければならない。これは申し上げるまでもないわけでありますが、そ
ういう中にあって、国土の有効利用についていろいろな制度ができておるわけでありますが、先ほ
ど来いろいろお話になりましたように、その制度が本当に生かされてきたかどうかということです
ね。高度成長時代に乱開発が行われたということ、その反省に立ちまして、土地利用をきちっと決
めると。土地については、国土庁あり、農林水産省あり、建設省あり、それぞれがかかわっている
ことですね。したがって、株式会社に土地を云々ということがよく言われているわけでありますが、
例えば中山間地あたり、これは後継者が少ない、高齢化しておるといったようなことで、次第に荒
廃が進んできておる。株式会社はそういうところの土地をねらいがちであると。それは建設残土そ
の他の捨て場にあると。一たんそういうところへ土地が移る、あるいは、土地所有者も、土地が処
分できるものならという気がないでもないということがありますので、やはり株式会社へ土地をとい
うことは私は認めない方がいいんじゃないだろうかという気がいたしております。 
 あわせて、私は広島市農協の組合長もしているわけでありますが、政令市の広島市のど真ん中
であるわけであります。都市部の農地におきましては、都市計画区域内の土地というのは市街化
区域と市街化調整区域に線引きがされておる。市街化区域内の土地は、快適な住宅地域の整備
をまずやろうと。高度成長時代にどんどん人口が集中してきた。市街化区域内においてスプロー
ル化しないようにということであったわけでありますが、土地整備より人口集中の方が早かったと
いうことで、優良宅地の提供というのが市街化区域で十分果たされたかというと、必ずしもそうでな
い。むしろ調整区域においてその役割は買ったと。市街化区域へ隣接をした調整区域、５haを一
体的に区画整理手法で開発するなら認可をしようということで、広島市周辺を眺めてみましても、
そういうところで優良宅地が提供されていっておると。 
 そういう反省に立って、これからの線引きをした市街化調整区域というのを、市町村が全体的な
土地利用計画を立てて、全体計画の中で、この区域は住宅用地としてきちっと面整備をやるんだ
と。あわせて、私は、市街化区域とこれからの市街化調整区域の中で考えていかにゃならない問
題、区画整理法ではお互いが減歩によって道路とか水路、あるいは公園は３％出しておる。緑の
残るような住宅地域の整備をやるようなことが必要なんじゃないかなと。市街化区域の中には、碁
盤の目のように区画をして全部家を建ててきたと。これは必ずしも快適な生活環境の整備ではあ



り得なかったと、そういう反省に立って、市街化調整区域というのは一応今規制が加えてあるの
で、全体的に面整備の計画を立てて、４分の１なら４分の１で、この１つがそういうことで計画をや
ろうというなら、規制から外して許可をしていくと。できた後には立派な、農地もあり、緑もあるよう
な、そういう生活環境をつくるようなことが必要なんじゃないかなという気がいたしておるわけであ
ります。 
 それから、あわせて農振地域。私はその前に、日本の農地の 500万haというのは何としても守っ
ていきたい。守るべきだと思います。そこで、優良農地はきちっと守っていって、そのほかのところ
はどのように土地を有効利用をやるのかということをぴしっと決めて、今までのいろいろな制度が
あるが、あって無きがごとしのような、これは言い過ぎかもわかりませんが、そういうことのないよう
に、国土庁、農林水産省、建設省、そういうところで、先ほどお話のありました計画なきところに開
発行為なしと、そういうあれを、この際ですから国民の合意を得てやっていくということが必要なこ
とだなというように感じるところでございます。 
○部会長 ありがとうございました。 
○専門委員 優良農地の確保ということで素朴な質問をさせていただきます。それと絡めて、関連
のある株式会社の問題について、御意見が出ておりますので、それについて若干意見を申し上げ
たいと思います。 
素朴な質問と申し上げますのは、資料の８ページで御説明のございました農用地区域内農地とい
うものが転用規制をされております。原則転用は禁止であるということなんですが、それをめぐっ
て先ほど来、いろいろな御意見が出ているところであります。私は、結論から申し上げますと、農
地としてのゾーニングを厳格化して転用規制を強化する必要があるというふうに、農地については
考えております。 
で、質問でございますけれども、転用を原則禁止されているということなんですが、この法が制定
されて以降、その趣旨は、その面積はきちっと維持されたかどうか、農地として確保されたかどう
か、数字で御説明いただきたいと思っております。実際に転用されたケースを分類、分析していた
だきたい。何に転用されたか、そしてその後、利用はどうなのか。専門委員の御指摘もございまし
た。利用状況のチェックが今後必要であるという趣旨に私は承ったんですが、現行の法制定以
降、現在までがどのようになっているかという実績をまずしっかりと押さえるべきではないか。そこ
のところから、これはザル法というんですか、抜けているんだと。区域を変えればというようなこと
もございました。そういう実態があるのか、ないのか、その実態を踏まえて、現行の農地法、ある
いは農振法を手直しすることによって、先ほどベストとおっしゃいましたが、ベストなものができる
のかどうなのか。できないならば、いろいろな法律をドッキングすることによって新しい法体系がで
きるのか、できないのか、それはすべて現在の状況が制定以降どうなっていたかという実績分析
というものがベースになるべきだと。ですからそれを資料として教えていただきたいなと思っており
ます。 
そのことと、担い手の問題に関連する株式会社論とは密接に関係することだと。私はゾーニングを
厳格化して、転用規制を強化することができれば、株式会社は大いに賛成であります。私は、担
い手がなくなっているような現在の寂しい農業の状態からいって、経営体としては多様化を図るべ
きだ。いろいろな選択肢の中に株式会社という形態があってもちっともおかしくないんじゃないか。
しかもそれは、従来の家族経営というものを否定しているわけではございません。それはそれで、
それが適当な地域についてはやったらいいのではないか。株式会社でやった方がより効率的であ
るというところは株式会社にしたらいいじゃないか。問題は、農業に情熱を持って、プロとしての農
業をいかに確保するかということにかかっていると思います。したがって、農地の転用の問題につ
いてきっちりすれば、私は株式会社というものは賛成だというのが結論でございます。 
○部会長 ありがとうございました。 
○専門委員 全体を見る際の視点、私、自分自身が素人なもんですから、どうやってこういう問題
を見たらいいのだろうかという自分なりの整理を常にしたいと思っているわけですが、そういう意味
での視点と、私の専門は法律ということで、きょうも転用の問題が出てまいりましたが、転用の規
制、その基準に関して、その２点について私の感想を述べたいと思っております。 
農地というものをどういうふうに見るか、あるいは、ここで議論する時に、農地というのはどうやって
位置づけて議論をするのか、いろいろな議論の仕方があるんだろうと思いますが、恐らく皆様の中
心的な位置づけは、農地は当然のことながら農作物をつくり出す、そういう意味での生産財として
の位置づけ、したがって、そういうものとしてどれだけの農地が必要であるかとか、そういう位置づ
けが主としてなされているんだろうと思います。これが一番重要な視点であることはもちろんだろう
と思いますけれども、私は、農地はそういった生産財的な位置づけだけでなくて、例えば農村など



を考えれば、社会を構成する、ちょっとうまい言葉が見つからないんですが、農村を構成するため
の基本的な要素である位置づけであるとか、あるいは都市の近郊であっても、環境であるとか緑
地というものの位置づけであるとか、いろいろな位置づけがある。議論を純化させるためには生産
財として、これだけの食料をつくるためにはどれだけの農地が必要なのか、そういう議論は一方で
徹底してやる必要があるんですけれども、同時に、そういった多様な側面を持っているということを
忘れてはいけないのではないだろうかという気がいたします。 
そこで、例えば農地についてどういう転用をするのか。転用するということは、有限である土地を農
地、住宅、あるいは産業、それ以外の土地、どういう形でもってそれを分配するのが適当かという
問題だろうと思いますが、そういう意味で常に非常に大きな政策問題があるわけですが、政策問
題を考える際に、一番効率的なのは何かという観点だけでは決まらないのではないだろうかという
のが率直な感想であります。具体的な結論としては、例えば都市近郊の農地というものは、税金
なんかの面でも、私は固定資産税がどういうふうにかかるのかよく知りませんけれども、恐らく高
いでしょうし、コスト的には採算が悪い。先ほど問題となっている優良農地という概念からすると、
恐らくそういうものは入らないことになってくるのではないだろうか。そういうものは削っていいのか
というと、そうではないと思うんですね。都市近郊の農地であっても残るということに非常に重要な
意味がある。まずは、そういうふうに多面的な視点から位置づける必要がある。 
転用規制というものも、恐らくそういうふうに多面的な観点から規制ができているんだろうと思いま
すけれども、私も幾つかの御意見と同じように、転用の基準というものは、その内容が合理的であ
れば本来は厳格に守るべきものである。ところが、私自身は余りよく知らないんですが、皆様の方
が御承知なんでしょうけれども、実際にはこの基準が、一方ではあいまいであるために問題が出
ているのと、中身はいいんだけれども、実際の運用が必ずしもそのとおり行われていないという、
両方の問題があると思いますけれども、農地行政というんでしょうか、行政の方は私はよくわかり
ませんけれども、私などがやっている法律の方でいきますと、実はこの問題は非常に裁判所が苦
労している問題の１つだろうと思うんですね。法律をやっている者から見ると非常に変な判決が、
農地関係についてはたくさん出ております。 
 例えば１つの例を挙げますと、例えば市街化調整区域の農地、これは転用が許可されないんだ
ろうと思いますけれども、しかしながら当事者は値上がり期待があるわけで、農家の方もあります
し、それを将来何かに使おうと考えている方でも、そういう期待のもとで売買契約を締結する。これ
は完全に無効なんですけれども、裁判所も現実には、無効だとは言いつつも、変な形で効力を維
持するような判決をしております。例えば代金が払われているわけですね。実際の農地の占有な
ども買い主の方が管理していて、将来、市街化調整区域が市街化区域に編入されますと直ちにそ
の場でもって有効になるという形で、結局、しばらく待つと無効だった売買契約が有効になってしま
う。裁判所としてはそれ以上は介入しない。それから、これも皆さん御承知のことだと思いますけ
れども、あるいは正確じゃないところがあるかもしれませんが、売った後、農地をほったらかして、
最初は農地だったわけですから許可が必要なわけですけれども、荒れて、10年、15年ぐらいたつ
と現状はもう農地ではないという形になれば、これまた農地法の規制から外れるような形になりま
して、結局それは有効な売買契約になるというような、法律家のセンスからすると非常におかしな
判決なんですけれども、そういう判決が出てくるのは、裁判所としても現状を無視できない。現状
が適当だとは考えてないんだけれども、やむを得ずそういうことをやっているというふうに私には思
われます。 
そういうことで、法的な扱いもおかしいとは思いますけれども、何といってもその前提となっている
転用の実情というものがどこかおかしいのではないか。じゃあどうしたらいいかと言われても、私と
しては名案があるわけではありませんけれども、ちょっと感想でございます。 
それから、これは単純な質問なんですけれども、資料５の３ページ目の立地基準の①がア、イ、ウ
に分かれていますけれども、よく理解できなかったんですが、イのところですが、第２種の農地に
ついては第３種への立地が困難、不適当と認められるものについて許可するというのは、１という
ことではないんですか。第３種というのは一番緩いやつですよね。それへの立地が困難又は不適
当と認められるものについて許可するということの意味が。単なる言葉の問題なんだろうと思いま
すけれども。第２種というのは中間的なやつで、どういうものについて許可し、どういうものについ
ては許可しないかという基準が書いてあるわけですね。 
○事務局 第３種農地において農業用施設以外のものをつくっていただくのが本則なわけでござ
いますけれども、適当な面積がないとか、あるいは適当な土地が第３種農地においては得られな
いという場合においては、第２種農地においても認めるというふうな意味でして、優先順位的に第
３種、第２種、第１種の順で転用を許可していくという意味合いでございます。ちょっと文章表現が



適当ではないかもしれません。 
○専門委員 わかりました。それは単なる質問でございます。 
 株式会社については、また後で、恐らく担い手の方で主として議論されると思いますので、そちら
の方で。 
○部会長 今まで「農地」中心でやってまいりましたけれども、時間の関係もございますので、「担
い手」の御議論も含めて発言していただいて結構でございますので。 
○専門委員 いろいろなお話を伺って、各委員の方々のお話というのはある程度共通しているの
ではないかなと。農地をどうしても守りたい、農業を守りたいという気持ちが根底にある。それとも
う１つ、それに対して農地が余りにも虫食い状態になっている。この法的規制の問題が一番大き
いんじゃないか。私もいろいろなところで矛盾を感じておりまして、抜本的に物を考えなくちゃいけ
ないのではないかと思ったんですが、先ほど会長代理から本音の部分を伺っちゃいますと、少し
は姿の美しいところでまとめなくちゃいけないのかなという気持ちにならされております。 
 しかし、法律といいますのは、今回のこの法律もとてもよくできていると思いますが、物というの
はＡ面とＢ面があると思うんです。Ａ面だけでいってしまいますので、裏のＢ面にどのぐらいの問題
点が起きるか、どういうことが起きるだろうかということを予測したものをきちんと引いてくだされば
いいのではないか。例えば、きちんと規制ができればそれはそれでよろしいんですが、相手もさる
もので、法律というのは破ることに意義があるんだということでくるわけですから、法律ですべては
規制はできないので、一歩踏み込んだ、法律も二重帳簿ぐらいのおつもりで、幾つもの伏線を張っ
て今後やっていけばよろしいのではないか。例えば先ほどの茨城県の問題で、最後に規制に違
反した場合には買い取るというぐらいにして、例えばそれを罰金にするとか、回収するとかいうぐら
いの強硬なものはできないんだろうかということがまず１つ。 
 それから、農業に対しまして、私はいわゆる循環型の農業ということが考えられるんじゃないか。
家族農業の場合に起こり得ると思うんですが、これは女性がかなり活躍してくれないと困るんです
が、東京の消費者の方が生産地を自分の土地として認識して、共同で物を開発していくという形
の思想があるのではないか。今、細かいところでぼつぼつとできているんですが、これがもうちょっ
と組織的になっていけば、それはそれで１つの考え方でありますし、また、株式会社ということにな
りますと、これからの若い人たちにとって農業が就職先という位置づけで考えられる。とてもこれは
魅力のあることだと思います。私は会社は好きなんです。でも、法的な問題と同じように、株式会
社に一旦任せてしまいますと、初めのころはノウハウでいいんですが、だんだんと裏をかかれてい
って、最後に日本の農業がどうなっていくんだろうという、20年後のシミュレーションをもし描けた
ら、農林水産省の方にお願いしたいと思います。以上です。 
○委員 きょうの御議論を、農地及び担い手ということで総合的に伺っておりまして思いますこと
は、農業の問題、いろいろな側面があるんですけれども、改めて産業としての農業という意識を、
そういう視点をもう少し強く出していく必要があるのではないかなと思います。産業としての農業と
いうものをしっかり存続をさせていく必要がある。とすれば、一定の農地の維持・確保というのは不
可欠であると思います。必然的に、今行われておりますような転用制限等諸規制、こういうものの
大義名分というのは今後とも維持されることになるだろう。したがってそこのところの、先ほどから
いろいろお話が出ておりますけれども、整理・再構築が必要なのか、強化ということになるのか、
弾力化プラス強化ということになるのか、そういう組み合わせをしっかり議論していく必要があるな
ということを感じました。 
私も茨城県のアメリカの方の農地取得問題というのを聞き及んだもんですから、少し勉強させてい
ただきましたけれども、市町村の現場と農水省の中央との間に、仕組みはしっかりしているんだろ
うと思うんですけれども、ああいうパワーに食い破られていってしまうんじゃないかというひ弱さを
感じまして、素人ながら、これでいいのかなということを感じた次第であります。 
それからもう１つ、一定の農地を維持・確保していくということと、担い手がどうであるか、だれに維
持された農地を生産力として担わせるかという問題は、全く別の問題だと。どの程度まで別の問題
だと考えていいのか、よくわからないんですけれども、これは別の問題だというふうな割り切りが、
産業としての農業というふうに位置づけていけば、どうしても必要な思考方法になるのではないだ
ろうかと思います。そこのところは整理しませんと、現在までの零細な農業者、経営基盤の弱い農
業者の方々、これはそれなりの存在理由を持っておられるとは思いますけれども、産業としての農
業という立場の足を引っ張られてしまうと。できるだけそこは割り切っていかなければいけないの
ではないかと。当然のことながら財政的にも、最近大きな財政改革の動きがあるし、それは、これ
から高齢化社会を迎えて一層継続・強化していかざるを得ない状況だろうと思いますから、そうい
う中で、財政的にも膨大なコストがかかる、結果としても国際競争力がちっとも向上しない、産業と



しての農業にならないといったようなつながりに入っていってしまうことは、この際できるだけ整理
をして考えていかなければならないだろうと思います。 
それで、担い手として、農業というのは新規参入者がたくさん駆けつけてくれるという期待がほか
の産業のようには持てない、残念ながらそうはいかないということでありますれば、先ほどどなた
かがおっしゃられましたように、農業を確実に営むということをしっかり担保した上で、農地の保有
に関する規制に関しては、個人、法人を問わずにかなり思い切った弾力化の方向に進む方がい
いのではないかなと、そんなふうに思っておる次第であります。 
ついでに申し上げますと、現在、認定農家というんでしたか、育成すべき経営体にできるだけ施策
を集中するということをやっておられるわけでありますけれども、そういうものの一層の徹底を期す
ると。そういうことの中で法人化の推進というものが実現されないだろうかなというふうに思う次第
であります。 
それから、例によって例のごとき注文で申しわけないんですけれども、きょうのお話を伺っていて、
農地保有と法人形態について、どこまで詳細に知って役に立つのか、またどこまで詳細に調べら
れるのかわかりませんが、そこは事務当局の御判断に任せますので、少し外国事例というもの
を、保有規制と法人形態で御紹介をいただければありがたいなと思いました。ありがとうございま
した。 
○委員 特に申し上げるあれではないんですけれども、担い手の１つということになれば、株式会
社もその中の１つとして登場してくるであろう。農業をきちんとやる意思があって、やる意欲がある
ということであれば、私は株式会社というのは当然農地の権利を取得することは認められてしかる
べきであろうと。担い手が非常に不足しているという中で、多様な担い手の１つとしてあり得べしと
思っているわけです。資本と企画力のある新規参入ですね、こういう人たちの持ち込む刺激という
んですか、これは農業を活気づける要素の１つになり得るのではないかと、こう思っているわけで
す。 
 そういうことからいえば、先ほどもお話に出ておりましたようですけれども、農地法の冒頭に出て
くる耕作者主義というのは、確かに農地改革を定着させるという光の部分を持っていたわけです
けれども、それが逆に農地の細分化を固定化させるという影の部分が顕著になってきて、その
後、農地法の改正とか、農用地利用増進法ですか、そういうものでいろいろ手当てがされているけ
れども、農地の権利移動とか規模拡大というものの上ではまだ不十分だし、妨げになっているんじ
ゃないだろうかと。農地は、だれが持つかということじゃなくて、農地を農地として有効に利用する
ことが重要ではないだろうかと考えるわけです。そういう意味では、耕作者主義の原則というの
は、あくまでもきちんとした転用規制という条件つきで、削除されることさえ考えられてもしかるべき
ではないだろうかと。耕作者主義というのを残すのであれば、農地の所有者は持っていればどう
いうふうに扱ってもいいということではなくて、それを義務付けて、勧告するだけではなくて、耕作し
ないなら公的機関などに先買い権というのか、そういうのを認めるべきであろうと思っています。転
用規制をきちんとするためには、農地法と、農振法ですか、それを一体化して土地利用規制を行
うことも重要だろうと思っているわけです。 
 ただし、そうは言っても株式会社というのは、先ほどから御心配もあるように、初めはやる気があ
ると言っておきながら、いずれ株が転売されて転用されたり転売されてしまうということもないとは
言えないというわけでありますので、きちんと歯どめをつくることができるのかどうか、そういうこと
が法的に可能なのかどうか、そこら辺は詰めていかなければならないと、こう思っている次第であ
ります。以上です。 
○専門委員 各委員の御発言に屋上屋を重ねるようなことになるかもしれませんけれども、二、三
発言させていただきたいと思います。 
 先ほど来ゾーニングの厳格化というようなことがございまして、私も全く賛成でございます。ただ、
それを実現するためにはいろいろな条件があるだろうと思っておりまして、私は、いわゆる線引き
そのものを確固として死守するというようなことは、言ってもなかなか難しい。現にそうであったろう
と思っています。私は、都市側の用途区分等については余り承知してないんですけれども、今の
土地利用計画というのは、線を引いて、その後の面をどう利用するかということについて詳細かつ
具体的、かつ将来的な展望を持った計画があるとは思えないわけですね。ゾーニングの線のとこ
ろで、守るという言い方も変なんですけれども、秩序を守るとすれば、中身について、絶えず目標
に向かって計画を実現するというようなムーブメントがあって初めてボーダーのところも秩序が保
たれると、そう考えるべきだと思っております。むしろ本来の土地利用計画の技術なり、理念なり、
それを担う組織なり、あるいは時間的な視野の問題なりを、この際もう一度検討する必要があるよ
うに思っております。 



 さはさりながら、先ほど会長代理が私の発言との関連でおっしゃったように、都市的な地域の線
引きの問題について、改めて合理的な線引きを行うということは望ましいと思いますけれども、な
かなか難しいということも現実論としては事実だろうと思っております。かといって放置するという
のではなくて、少し長い時間的な視野で、いわば修復のプログラムを考えるべきだろう。その際に
は、むしろ開発圧力の弱いところ、現在であればきちんとした土地利用計画なり、農村のよい土地
利用計画がきちんと樹立できるような、いわゆる中山間でも結構かと思いますけれども、そういう
ところのシステムをきちんとつくった上で、それを非常に難しいところに徐々に波及させていくという
ぐらいの、やや長期的な視点に立ったプログラムが必要だろうと思っております。よく引き合いに
出されるドイツ等のケースも一朝一夕にできたわけではなくて、20年、30年の我慢強い積み上げ
の上でできているということですので、この調査会のタイムスパンというのは５年や10年ではないと
思いますので、そのぐらいの制度論的な構想を、私は持つべきだろうというふうに思っております。
それから、もう１つは農地制度に関連いたしまして、担い手の問題も多少お話しいたしますけれど
も、戦後の農地制度の変遷は、農地法に対して、バイパスとしての経営基盤強化促進法ですか、
そういう形できておりまして、利用権の集積に対して、農地改革の記憶が生々しかったということも
あって、所有についてはできるだけさわらないと。タッチしないと、そういうスタンスでずっときている
んだろうと思います。これはある意味では、きょうの資料の御説明にもあったように、現実にそうい
う形でしか経営の規模拡大が不可能であったということがあろうかと思います。ただ、所有の部分
を大事にするといいますか、さわらないできたことが、農地の資産的保有意識の高まりと相まっ
て、根本的な問題をはらみ始め、またその問題が露呈し始めているような気がいたします。例え
ば、既に中山間等では指摘されておりますけれども、不在村の土地所有の問題で、極端に言いま
すと外国にまで土地所有者を探していかなければ、ある土地について有効な利用が図れないよう
な事態が出てきているとか、あるいは土地改良について、これは私的な財産の価値を高める云々
という議論もあるように、かなり公的な資金を投入されているにもかかわらず、一方で所有という
点についてはかなり保護がされてきているというような現実がございます。私は、「利用と所有」と
いう軸で戦後の農地制度が動いてきたことは事実といたしまして、これから先は「私と公共」という
軸で、どこまで公共的な要素でもって土地利用の誘導なり、場合によっては規制ができるかという
ことを、十分詰めてみる必要があるような気がいたします。その点が私は、利用権集積という形で
流れてきた農地制度の中でウィークポイントとして浮上してきているような気がいたします。 
 それから、担い手の問題につきまして一、二申し上げたいと思っております。先ほど来、農業の
企業形態についての議論があったわけでございますけれども、この点につきましては、私、きょう
の段階で具体的な議論をするつもりはございませんけれども、２つだけ視点をつけ加えておきた
いと思いますのは、フードシステムといいますか、現在の農業が、農業の川下の農産物の加工で
すとか、流通ですとか、あるいは外食産業ですとか、そういったところとのリンケージを強め、また
強めることによって農業も強まるという、そういう関係が、現在の法制度ができたころに比べますと
格段に強くなってきているわけでございますので、その点の考慮が必要だということが１つでござ
います。 
 それからもう１つは、いろいろな意味での規制の原則論といたしまして、資格でもって門前払いを
するというようなタイプの規制のあり方と、振る舞い、ビヘービアについてルールでもって規制する
という、大きく２つあるかと思うんですけれども、私は、原則的には資格でもって規制するというの
はなるべく避けた方がいいだろう。逆に言いますと、ルールでもってどこまでコントロールできるか
ということを見極めた上で、なお無理というようなことがあれば、そこは資格のところで何らかの注
文をつけるなり、担保措置をとると。歴史的な経緯は大事ではありますけれども、それとは別に考
慮すべきだと思います。 最後に１点、認定農業者の制度、そういった方に施策を集中するという
ことにつきましては、私は大賛成でございます。ただ、現地の方の声を聞きますと、認定農業者が
やや、浮いているというと表現が舌足らずかもしれませんけれども、村の中では認知されていない
というか、そういう状況がなきにしもあらずという気がいたしております。私は、これから先、農業の
問題を考える場合に、担い手に施策を集中すると同時に、農村の中でそういった方に農地を提供
する、もとの農家の方ですとか、ごくごく小規模な農業で、残りの土地は担い手に任せているという
方、あるいは、よそから来た方でもいいわけですけれども、これらの方はいわば定住性の高い住
民として都市住民と違う形で農村社会を構成していると思いますので、政策的にもコミュティの定
住者を大切にするような政策をぜひ考えるべきであって、そのことが実は担い手を村の中で支え
る仕組みをつくっていく、そういう発想につながるのではないかと、こう思っております。具体的な
話については、いずれ。 
○委員 関連して申し上げますが、ゾーニングとか、計画なきところに開発なしというのは私、賛成



なんですが、この場合に、今は都市的な地域でどうかというお話がありましたけれども、私は、都
市的な地域でなくても、土地の利用計画をつくる場合に、１番に近いぐらい難問なのは農業者の
同意だと思うんですよ。農地を持って主体的に農業をやりたいという意欲を持っていらっしゃる方
はもちろんいらっしゃいますが、非常に多くのというと語弊があるかもしれませんが、かなりの方
は、土地の利用計画なんかができてしまうと20年なり30年なり縛られてしまうと。だから今の方が
いいんだというような意識があると思いますから、この調査会の最終的な報告書の中で土地の利
用計画みたいなものを強く打ち出すとすれば、農業者側の意向というものをかなり吸い上げて、つ
まりその人たちが本当にそれで大丈夫なんだなというところまで行かないと、なかなか難しいので
はないか。つまり建前と現実の違いが余りにも大きいというふうに思います。 
それからもう１つは、先ほど来500万haは何としても守るんだというようなことを何人かおっしゃいま
した。私が今の農地を守るべきだと申し上げているのは、そんな甘い数字ではなくて、既に 500万
haは割り込んでおります。しかも、長期見通しで最低限の面積が480万という数字が出ていたと思
いますが、私はそんなものではとどまらないと思いますから、そのぐらいの危機感で農地というも
のを守っていくべきだということを申し上げているわけです。 
それから、担い手のところに戻りますと、将来の農業とか農家の姿というものをどういうふうに考え
るかというのは大事なところだと思うんですよ。これまでの農政というのは、いろいろな枝葉はあり
ましたけれども、なるべく規模拡大をして、生産効率を上げて食料を供給するという、いつの時代
でもそういう考え方は底流にあったと思うんです。しかし現実は、この30年間ぐらいで一体どのぐら
いそれが進んだかといえば、まさに微々たるものでありまして、そういう発想を、これから担い手を
考える時に一体どうするかということですね。先ほどどなたかがおっしゃったような、その時に産業
としての農業というのは一体どういうイメージで考えたらいいのかということも１つの大きなポイント
だと思うんです。 
なぜそういうことを申し上げるかというと、先ほどの資料にもありましたけれども、平成17年には基
幹的農業従事者が180万人になって、しかも65歳以上がその半分を占めると。その段階で、一体
その人たちがどっちの方へ進むんだろうか。つまり、受委託なんかがありますから、法人も多少で
きているでしょうから、そういうところへ農地を預けてリタイアしていくという方向に進むのか、荒廃
した農地がたくさんできてしまうのか、あるいは、もう潮時だということで転用してリタイアしていくの
か、そういう分かれ道になると思うんですね。その時に受け皿として、もちろん多様な形があるわ
けですけれども、例えば、今現実に折衝が行われている話ですけれども、土地改良を実際にやり
ましたと。仕事をやったけれども、既に地権者は熱意を失って、使いようがないと。そんなに不便な
土地でもない。ただし、近くの食品産業なんかがもしその農地を使わせてもらえば、別に所有しな
くても、借りてもいいわけです。そしたら自分の農場を持って、同時に工場も立地して、一貫した生
産をして供給できる。そういうアグリビジネスのリクエストもあるわけですが、そういうものまで全部
排除してしまうような考え方では、恐らく平成17年に予想されるような事態は乗り切っていくこと
は、その中で農村、農業を活性化させていくということを考えるのは、ちょっと難しくなってくるので
はないかと思うんです。 
時間の関係もあるので、実は将来の農業像、農家像、そういうものについてはいろいろな方の御
意見を伺いたいという気もいたしますけれども、とりあえず、そういうことが大事なんじゃないかとい
うことだけ申し上げておきます。 
○部会長 ありがとうございました。 
○委員 農地と担い手ということでテーマが絞られているわけでありますが、基本的には今お話が
ありますように、我が国の農業をどうしていくのかということに尽きるんだと思うんですけれども、私
は、もっと極端に言えば農業立国にするのか、工業立国にするのかというようなことにも進んでい
くのではないかなというような危惧を抱くわけであります。農地はあくまでも食料の生産の基盤で
あるという認識であれば、その中に今後の食料の自給の問題、それにかかわるところの農地の総
量規制をどのようにやっていくのか、現行の農地法の中で、一部受委託の関係をどのように調整
するのかという問題もあるわけであります。 
 そこで、担い手の問題の中で、私は基本的には、農業法人がもっともっと成長していけば十分そ
の機能を果たし得るんじゃないかなと、こう思っているわけであります。１つの問題点では、だれに
でも自由に農地が取得できるということになりますと、農業と農村社会が大変な混乱を来すんじゃ
ないか。なぜならば、今日長い歴史の中で、農業というのは家族経営であり、共同社会で構築をし
てきたと。農道の整備の問題、あるいは用排水の整備の問題、農業生産を上げるために先人は
財を投げうって、地元の皆さんの協力の中に道路をつくり、用排水を整備をしてきたわけでありま
す。そういったようなことは、少なくとも共同社会とか、集落の共同性というものが極めて大きいと



いうふうに思っておるわけであります。 
 それから、２点目としましては、農村の現在までの多様な機能でありますが、これは何としまして
も家族経営ということが中心であったわけであります。そういう面での環境保全の問題なり、ある
いは、例えば現行の営農体系につきましてはブロック・ローテーションということで、それぞれの地
域が機能分担をしながら、交換的に、年次的な計画を推進をしながら生産性の向上と食料の確保
という問題に努力をしてきておるわけであります。このことは、いろいろありますが、現行では輸入
食料が1,200万ha相当になるんじゃないかなというふうなことも言われておりますが、そういう面で
は、我が国の農地をもっと有効に、転作、輪作をしていけば、もっと機能性というものが高まるので
はないかなというふうにも思っておるわけであります。そしてまた、そういう中にあって今日までの
農耕の文化なり、伝統というものが培われてきたんだと、こういう多面的な機能の阻害が起きるん
じゃないか。 
 ３点目は、行政改革委員会でもいろいろ、農業においての技術革新なり、情報力、資本の問題、
これは前段申しましたように農業法人でも十分私は機能でき得ると思っておるわけであります。そ
してもう１点は、我々は過去経験してまいりました契約栽培というものの志向、これによって技術力
なり、もちろん情報交流というのは極めて大事である。そして資金という面で可能ならしめてくるの
ではないかなと、こういうふうに思っておるわけであります。言うなれば家族経営によっての土地
利用型農業というものをもっともっと大事にしていくべきである。 
 そういう観点からすると、外国におきましても、フランスの資料がありましたが、株式会社の規制
の問題はもう少し不十分なような気がするわけでありますし、また、アメリカでも９つの州でちゃん
と規制をしておる。こういうふうなことでありますので、私どもとしては、もっともっと日本の農業をど
うしていくのか、そういうことを基本に考えていくべきだろう。 
 それから、最後に分権の問題でありますけれども、基本的には食料の安定供給と農地の総量確
保の問題等については国の政策として大きく方向づけの議論をしていくべきではないか。そして、
その中にありまして地域計画では、ちょうど今、都市計画法に従ってそれぞれの都市が都市計画
マスタープランを策定しております。それに従っていろいろの運用をなしていくというふうに、農地
の地域の計画策定というものを義務づけるというか、そのことが極めて大事じゃないか。そうすれ
ば先ほど触れましたような事柄も一部可能になってまいるのではないかなと、こんなようなことも
思うわけであります。以上でございます。 
○委員 担い手問題について、私たちは当事者でございまして、大変私たちも責任を感じている
わけでございますけれども、私は、今いろいろな議論があるんですが、ぜひ御理解いただきたい
のは、認定農業者制度というのができてまだ日が浅いわけでございまして、皆さん大変支援的な
御発言で、我々、心強く思っているんですけれども、これでは我々現場として一体何を信じて農村
で生きていいのかわからない状態が出ているわけでございまして、先ほどから御説明がありまし
たような温かい施策があるけれども食料自給率が42％まで追い込まれたという現実も踏み締めな
いといけない。私は、お願いなんですが、認定農業者制度というのができているんですから、もう
一押ししていただきたいということであります。ただ、地域において多数決では大変不利な立場に
立つんだと。集落というのは多数決で動く地域だということも御理解いただいて、そこは難しいとこ
ろだと思いますが、もう一押しいただく方がいいのであって、株式会社が全くだめだというよりも、こ
の上、株式会社に私たちの現場に入ってこられると、混乱して、ますます国民にわかりにくくなって
しまうような気がしているわけでございまして、条件で我々も戦わなければならない。幾ら高く借地
し、幾ら高く買うかというような原理が間違いなく働くというのは私たちも痛感しておるわけでござい
ます。その辺も御配慮いただきたいなということであります。 
 それから、その形成に当たっての制度としてぜひお願いしたいのは、今回、農業基本法を見直
すんだということで議論が始まっていると思うんですけれども、私の現場からの感じでございます
けれども、農業基本法で一番抜けていたのは、経営制度というか、政策に対するところが欠落して
いたと。それは、当然のことですが、農業構造というものが価格政策ということが先行しちゃって、
構造政策と経営政策といいますか、この辺が落ちているというところでありまして、今の農地４法で
は、私たち現場で感じるには、農業経営の安定というような、価格補償制度から経営政策へという
転換というお話もあるわけですから、この辺、対処できるだろうかということと、土地を持ったサラリ
ーマンさんで集落にいらっしゃらないような方が多くなりつつあるわけでございますから、そうなり
ますと、我々はどうしても大規模借地経営というものを志向せざるを得ない。となりますと、そこに
大きな課題が出ているわけでございますし、また、一生懸命家族経営というすばらしい経営を確立
されたけれども、相続継承ということが基本になっておりますから、経営継承というのが今はないと
思うんですね。したがって農地分散というような形になっているし、せっかくの経営がそこで止まっ



てしまう。新しい経営の継承制度というものをどう確立していくかというような課題とか、多面的機
能という、経営の多角化ということも中山間では避けて通れない。第６次産業と私は言っているわ
けですが、この辺の対応、それから、集落の調整機能が本当に衰退している。これらに対応する
には、農業基本法の見直しが経営政策なり構造政策で思い切った力を発揮するような改革であっ
てほしいというのを強く希望しているということであります。 
 それで、ちょっと具体的になってしまうんですが、認定農業者制度を推し進めていく時に検討い
ただきたいのは、今、特定農業法人制度がございまして、これは非常に我々は魅力的に感じてい
るんですけれども、まだまだ本当に認定を受ける条件下にないわけでして、その辺のもう一度の
見直しといいますか、認定の条件緩和といいますか、我々もこの制度に乗りたいと思いますけれ
ども、法人の仲間がたくさんいるんですけど、なかなか乗れないという条件がありまして、御検討を
いただきたいなと。 
 それから、ベンチャーキャピタルというような制度も、これから新しく農業をやられる方に対して考
えてほしいということ。それから、先程も出ておりましたが、就業の場としての農業の確立というこ
とを、我々農業生産法人が頑張らなければいけないよとさっきから刺激していただいているわけで
すけれども、先般、大阪で初めて就農ガイダンスというのを開きまして、大変な反響がございまし
て、 
500人からの若者なり、新規に就業してみたいという新卒からいらっしゃって、これは非常に大事な
課題だなと感じております。その辺もこれから位置付けていただきたいなということであります。 
もう１点、時間がないわけですが、経営者の育成制度で、次代を担う農業者の確保のところでござ
いますけれども、今までのは技術的な指導体制、これは文部省も含めてですが、我々は百姓を育
ててないなとよく仲間で話すんですけれども、非常に今、若い方はひ弱いといいますか、台風がき
て少しショックを受けると、もうやめようかというような就農者なんですね。百姓というのは百の苦し
みに耐えていくという、そこの教育が欠落しているということで、農業経営者マイスター養成塾とい
うような制度の創設等もこれから御検討いただきたいなということであります。 
 大変長くなって失礼いたしましたが、そういう気持ちを持っております。 
○部会長 時間もだんだん迫ってまいりましたが、先ほど、担い手の問題について、また追ってと
いうことで発言を留保されたのはどなたでございましたか。 
○専門委員 まだまとまった考え方があるわけではないんですけれども、いろいろな視点から考え
ることができますけれども、最初は原理的な問題だろうと思うんですね。これは私、十分まだ考え
ておりませんけれども、農業というものが耕作者というものを中心に考えているときに、果たして投
資家、株式会社の場合ですと投資家、株主というものが所有者になるわけですが、もちろん株式
の取得制限をすれば耕作者に限定するようなことも可能かもしれませんけれども、一応典型的な
株式会社を考えれば、完全に分離するというのをどう考えていけばいいんだろうかという点は、そ
れなりに答えを必要とするのではないかという気がいたします。これは私も十分まだ考えておりま
せん。 
 それから、申し上げようと思った２番目は、株式会社による所有を認めるという時に、当然何か
の目的あるいは目標みたいなものが前提にあるわけですが、目的をどういうふうに設定するかに
よっていろいろな問題が出てくるんじゃないかと思うんです。１つの考え方は、効率的な農業経営
というものを実現するために株式会社が必要なんだ。さらに言えば、国際的な競争力を得るような
農業経営をするために必要なんだ。恐らく一番徹底したのはそういう考え方になるんだろうと思い
ますが、そのために株式会社を導入する。そうなると当然、あまりいろいろな規制があっては困る
わけで、大企業が大変な資本を投入して、土地を集中取得して、利益が上がるような経営をする。
また、いい農地をたくさん押さえると、そういうことになるんだと思いますが、そうなれば、ほかの産
業分野と同じように大企業が中心的になって、認定農家ですか、中心的な担い手として今まで考
えられていた農家というものがそれによってどういう影響を受けるんだろうかというのは大変心配
するところであります。基本的には、恐らくほかの産業と同じで、大企業が中心になって、中小農
家、あるいは個人というものが圧迫される。そうでなければ国際競争力には勝てないということに
なってしまうのではないかと思います。 
 そういう設定ではなくて、もうちょっと設定を下げて、先ほどちょっと問題になりましたが、現在の
農家の担い手というものが減少し、現在の農地を維持するだけでも、あるいは農業生産を維持す
るだけでも大変なんだ。その穴埋めをするだけ、そのために株式会社みたいなものを認めたらどう
かという考え方があり得るだろうと思います。ただ、これは非常に中途半端な考え方で、そういう位
置づけだと何らかの形でいろいろな規制がかぶってくるんだと思いますが、果たして株式会社とし
て利益を上げる、あるいは経営として成り立つような形ができるのかどうかというのが問題となる



と。 
 ３番目は、株式会社のタイプが違うんだと思いますが、現在就農している農家が選択し得る１つ
の経営形態としての株式会社、先ほど専門委員からも御指摘があったと思いますが、農業生産法
人の１つのタイプとしてそういうものも加えていくという考え方だと思います。これはさらに株式会社
として認めたとしても規制がいろいろかぶってくる。株式の取得制限なども考えることができると思
いますが、そうなりますと、これも効率的な経営ということでは一体どこまで行けるか、やっぱり問
題になると。 
 そういう意味で、これといって考え方はないんですけれども、整理する時の視点として、最終的に
どういう目的を設定した上で株式会社の参入を認めるのかという視点が必要なのではないかとい
うことだけ申し上げます。 
○部会長 では、最後に専門委員。 
○専門委員 では、時間もあれですので、簡単に。 
 県知事の立場、現在農業法人を経営なさっている人の立場、それぞれあると思うんですね。み
ずからの立場で好ましい農業政策のあり方、それぞれお考えがあると思います。ただ、基本問題
調査会でするべきことは、１つは将来の日本全体の農業像、あるいは農業の経営者像をどう考え
ていくかというところを議論しなくてはいけないんだと思います。その意味では、ここで十分議論し
て、今日はそういう方向で進みましたので、私自身は非常に満足しているんですけれども、議論が
部会長ないしは農水省に我々が意見を具申するみたいな形の会議の展開になっているような気
がしてならないんですけれども、そうではなくて、我々の中で十分議論を尽くして、次回はまた別の
テーマに移ってしまうということもありますので、なるべく委員同士が議論を戦わすような形にして
いっていただければと思います。以上です。 
○委員 資料要求について１分だけお願いします。 
 多様な担い手につきましていろいろな御意見が出ましたけれども、農業だけじゃなくて、どんな産
業でも、豊かで楽しい産業なら人は集まるわけで、特に農業関係の担い手の育成・確保ということ
になれば、やはり所得と、収入保険ですか、最近そんなようなことが報道されつつあるわけであり
ますが、経営安定対策を導入する上におきまして、アメリカとか、カナダとか、諸外国における事
例等を含めまして、そういう資料が提出できるものなら出していただきまして、次回、そいつも含め
て論議を展開していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。 
○部会長 今の御要求は次回のテーマにもかかわってくることでございますので、事務当局にお
願いしたいと思います。 
 議論は尽きないわけですが、私、専門委員から今お話がございましたが、この調査会は委員の
間の御討議をいろいろしていただけるといいなと。構造改善局なり、農産園芸局なり、前に出ても
らってはいるんですけれど、皆さん方の御意見が非常に活発でございますので。 
○事務局 一言いいですか。 
○部会長 それでは一言。 
○事務局 終わりになりまして恐縮ですが、実は差し控えておったんですが、１つだけ、きょうの議
論で論点として出てないのがあるんじゃないかと思いまして、申し上げたいと思います。 
 それは、憲法29条です。これは我が国の財産権の自由を規定した条項でありまして、もちろん公
共のために用いることができるという規定はありますけれども、実態としては我が国の法制当局、
裁判所あるいは内閣法制局というところはかなり財産権の自由というところに重きを置いた解釈が
行われているというのが実態であります。したがって、先ほど利用の時に勧告なんて生ぬるいとい
うような御意見も出たんですが、勧告以上を認めていただけていないというのが実態であるという
ことをぜひ御認識をいただきたいと思います。 
○部会長 特定利用権制度化の時に苦労した経験者としての発言だと思いますが、これからも議
事運営は、事務局の方で、ここのところはちょっと認識が違うというようなところ、あるいは補足した
いということを別にしますと、できるだけ委員の方々の御意見を優先してやっていきたいと思ってお
ります。 
部会長のさばきが余りうまくございませんで、時間を若干超過をいたしましたが、本日の議論はこ
のあたりで終わらせていただきたいと思います。今日要求のありました資料につきましては、事務
局の方で用意の上、次回以降提出していただきたいと思います。 
そこで次回の部会でございますが、日程については、前回の打ち合わせどおり９月４日の木曜
日、午後２時からを予定をいたしております。議論のテーマにつきましては、検討項目に沿いまし
て、一応次回は農業経営の安定のあり方に関しまして、農産物価格安定制度なり、農業経営の安
定方策等について御議論をいただいたらどうかと考えておりますが、よろしゅうございましょうか。 



○専門委員 次回のテーマについての資料を30秒でお願いしたいと思います。 
○部会長 はい、どうぞ。 
○専門委員 価格安定に関連いたしまして、日本の農業保護というのが、大きく分けて財政による
負担と、価格による国民の負担、消費者負担との２つに分けられると思います。その消費者負担
というのが、実態が必ずしも明らかになっていない。例えば砂糖であるとか、小麦粉であるとか、そ
ういったものについての農業保護が価格によって行われている部分が相当にある。それを明確に
資料として出していただきたい。同時に、それが諸外国、ＥＵあるいはアメリカと比べて、財政の負
担と消費者の負担というものがどのような様相になっているのか、これを承知した上で次回議論に
臨みたいと思っております。 
○部会長 これは国際的にも議論のあるところで、ＯＥＣＤなんかでの議論の経過もあるんです
が、ある程度資料の調整をしていただけますか。 
〇事務局 はい、できるだけ。 

５. 閉  会 

○部会長 では、そういう資料を用意をいたしまして、次回、このテーマに関しまして御議論をいた
だくことにいたしたいと思います。 
 それでは、本日はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。             


