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第６回 農地政策に関する有識者会議専門部会概要

日 時：平成１９年４月２６日（木）１３：３０～１５：４０

場 所：三番町共用会議所大会議室

出席者：委 員：髙木座長、片平委員、楠本委員、櫻井委員、立花委員、忠委員、

中畝委員、馬場委員、原田委員、柚木委員

農水省：髙橋経営局長、中尾経営局審議官、齋藤農村振興局企画部長、

柄澤経営局経営政策課長、佐藤経営局構造改善課長、

三浦農村振興局地域計画官 他

概要：

○ 事務局より、資料４「意見の整理」及び資料５「委員御指摘に関する資料」について

説明。

佐藤構造改善課長：

欠席している岡本委員から事前に口頭で意見を伺っているのでまず紹介したい。資料

４の６頁の一般企業等の農業参入について、その検討の方向として「参入区域の設定の

改善」についてのご意見であるが、企業の農業参入は遊休農地対策として有効な施策で

あるが、参入区域の拡大を検討するのであれば、担い手への農地集積区域との関係、整

合をどのように確保するのか、その辺について考える必要がある。また参入企業を担い

手として扱うかどうか検討する必要もあるとの意見である。

馬場委員：

権利移動規制については、必要な見直しを行いつつ、引き続き実施することは賛成。

それがないと利用管理の行政コストがかかるからというよりも、農地を農地として担保

して、それこそ農地であるというには、少なくとも権利移動の入口での管理は必要。法

外なヤミ小作で受取して貸したら土盛りされ、自分で復旧した事例がある。そんなこと

からしても、入口も出口もという意味で、入り口規制は必要だし、また遊休地対策をし

っかりやる必要。遊休農地発生、解消のための具体化や、発生防止のための面的集積の

議論が片方で必要。面的集積組織の具体化の議論を早急にお願いしたい。必要な見直し

の中で農作業常時従事要件の見直しについては、農業生産法人は役員の過半が農業従事

１５０日、その過半が農作業６０日と規定されている。農業従事と農作業従事の違いを

はっきりした上で、見直すところは農業経営の多様化に応じて見直していただきたい。

耕作者が耕作者足りうるということが理念であるから、整合性をもった上で見直すこと

は賛成。集落営農の法人化については、構成員について作業委託者と他の販売・仕入れ

等の取引相手とでは位置づけが同じでよいのか。作業委託者についてはなるべく集落営

農の法人化に向けた現場の動きに支障をきたさないように対応を検討する必要がある。
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原田委員：

第４回の「主な意見」の1頁目、農業振興地域制度・農地転用制度の下から５番目の

項目であるが、「土地の所有権の財産としての保障」というのは、永久に転用できない

とした場合、憲法上の財産権の保障という問題にぶつかる。憲法２９条の規定に絡んで

問題が生じるのではないかとの趣旨なので、「財産権の保障」と入れておいていただき

たい。土地利用計画のところで、都市計画の地方分権は趨勢でもあり、通常良いことと

されている。しかし、それと同じように農地法の転用規制も分権化が良いのだとは一概

に言えない。国がコントロールできる仕組みが必要ではないかという趣旨を入れてほし

い。農業振興地域制度の下から４つ目の「一定の指針やガイドラインを改めて考える」

ということは、転用規制をきちっとやるためであるというニュアンスを可能ならば入れ

ていただきたい。３頁上から３つ目の、認定農業者のような今後の経営の担い手となる

者にできるだけ農地を集めることは重要と認識。ただし、「農地を持てる」という言い

方は補正したほうがよい。今後は、生産資源、経営資源としての農地を使う権利を誰が

持つのが望ましいか、場合により市町村の基本構想に書くことがあるかもしれない。例

えば、集落営農か、家族経営から法人化していくのか、あるいは参入企業を外から呼ん

でくるのか、自分の市町村では将来的に誰が主要な担い手となるのが望ましいかを書く

ということが、将来的には考えられるかもしれない。その場合に、「農地を持てる」と

いうのは表現が曖昧なので、「農地を経営し耕作する権利」とすべきではないか。とい

うのも、同じ頁の下段の一つ目に書かれている「農地の権利を持てる主体」という表現

の「持てる」と、いまの話とは内容・ニュアンスが違う。それと、農業生産法人の最初

の項目、二行目の農業生産法人の構成員の「構成員」は削除してもらいたい。農業生産

法人は農業を行うための法人・者とされているが、その構成員には、農業に従事する人

としない人がいる。７頁に変わるが、相続を契機として都市在住者が農地の所有権を持

つことが増えて行くであろうが、その農地が地元でどのように有効な利用に繋がるか。

幾つかのプロセスを押さえておかないと、地元との関係が切れてしまう。相続農地は遊

休化しやすくなるという重要な問題があり、何回か議論が出でいた。これもこのあたり

で入れていただきたい。

柚木委員：

５頁で、「農地の効率的利用」とあるが「農地の適正かつ効率的な」が表現として適

当。農地は地域の環境、地域生活との関わりなど、地域との繋がりの中で適正な管理が

できていることが重要。６頁の「経営＝耕作」でなくなっていることには同感であるが、

耕作は経営の中の重要な要素である。今後とも権利移動のチェックに当たっての透明性

を確保する観点から、チェック基準をどうするのか。例えば常時従事は雇用を入れて経

営全体で考えていくのか、営農計画により農地を適正かつ効率的に利用する点を担保す

るのか、きちっとした議論や検討を要する。

立花委員：

資料を読むと全体として危機感が薄れている感じがする。耕作放棄地が中国地方や九

州地方で２～３割に達しつつあり、展望が暗い。これを何とかしようというところでス
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タートした割には、農地は農業の中で抱え込んでいく、クローズドするというイメージ

が強い。あれもダメ、これもダメと贅沢を言っていられる状況ではないのではないか。

農地法でも耕作者自らが所有するベストな形が実態として崩れている。どうやって新規

参入や担い手を確保するかが大事な割には、特に一般企業の農業参入について、ここま

で嫌悪する理由は何なのか。市場経済の中で一般的な企業の存在すら否定するような感

じで残念だ。４頁には「所有権を取得しても･･･農地を取得する必要はない。」と断定的

である。企業は他の人が思いもつかないような工夫をして事業をやるものもあり、決め

つけは発展の可能性を否定するもので、自分たちだけのクローズなサークルだけでやっ

ていこうとする姿勢は残念。２つ目は、６頁農業生産法人の発展については、そのとお

りだと思う。農業経営が生産主体から流通、加工へと変化する中で、農業生産法人の役

割は大きいと理解している。農業生産法人の意義は、一般企業が農業との連携を考える

と、農家形態のままだと法人形態の違いもあって連携が進みにくい。また、雇用の受け

皿にもなりにくい。農業生産法人の発展を強力に進めてもらいたい。願わくば、零細農

家が現物出資の形で、場合により土地や労力を提供し、その代わりに労賃収入や配当を

得るような法人形態が、新農業基本法が目指す効率的かつ安定的な経営体につながるキ

モであると考える。それと、集落営農の５年以内の法人化はどの程度可能か。私は正直

かなり難しいのではないかと思っている。一般企業の参入については、企業といっても

いろいろあるが、基本的に農地を農地として有効利用する限りは、所有は自由であって

然るべきと考えるが、そこまでは難しいのであれば、特定法人の参入区域の設定の拡大

や手続の簡素化について取り組んで欲しいが、課題としてリースの利用期間が短い点が

問題だと聞く。これは地域によって違うかもしれない。私は農業への民間投資をいかに

進めるかが重要と考えており、その意味で利用期間がネックになる可能性があれば、併

せて見直しの必要性がある。７頁で、耕地基盤整備が済んだ所では耕作放棄が少ない。

思ったとおりだった。７頁に書かれているとおり農地転用規制では大企業の商業施設に

ついては規制が強化されたが、公共セクターの作る公共施設については、民間の転用規

制より緩く、別の体系になっていると記憶。きちっとした規制にして欲しい。これは宿

題ではなかったか。若干意見に感情的な面もあるかも知れないが、危機感を共有しなが

らなんとかしたいというのが真意でありご容赦願いたい。

髙橋経営局長：

資料の構成内容を丁寧に説明すればよかった。立花委員が言われた３頁、４頁につい

ては、前回に出された意見であり、部会の統一見解ではない。本日のご意見は次回これ

に追加される。４枚目までと５枚目以降は性格が違うということをお伝えしたい。

高木座長：

委員のご発言の中で、集落営農の法人化の見通しについて触れられていたが。

柄澤経営政策課長

品目横断の昨年秋の申請は、２７，７００経営体で集落営農は３，０５４であった。

この３，０５４は任意組織のみで、残りの認定農業者の中に集落営農型法人も含まれて
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いる。さらに今年の４月から６月末までに申請がある。５年以内の法人化は要件化して

おり、計画を添付してもらっているが、一刻も早く効率的かつ安定的な経営体を目指し、

法人化することが重要。今後１９、２０年度の政策手段を含めて安定的な経営体への発

展、とりわけ法人化するための支援をしていくつもり。関係団体も支援すると聞いてい

る。計画上の５年を待たずに順次、法人化のために後押ししていきたい。

髙木座長：

お手本となる集落営農はあるのか。

柄澤経営政策課長

申請したものの中にはいろいろな組織があるが、中にはすぐにでも法人化できるよう

な段階になっているところもある。お手本は多数あるので、例えば、各県ごとにモデル

を作り、そのモデルの方向でやっていただきたい。我々も後押ししていきたい。

楠本委員：

北海道から沖縄まで現地を見て、実態調査や勉強をしたが、長い時間かけて集落営農

は発展してきた。ここにきて品目横断的経営安定対策として、担い手要件を満たさなけ

ればならず、急速に要件を満たす組織が立ち上がった。時間かけて成熟してきたものと、

急遽政策に対応するために組織化したものとは中身の成熟度が違う。問題は、形式的に

法人要件を満たさなくてはならないが、実態としてどうか。継続的、安定的に経営体と

して発展するかは課題が残るのが実情ではないか。今後の適切な施策誘導や当事者の勉

強も必要であろう。３頁上から三番目の項目については、「農地の市町村段階における

公益的な管理の仕組みを整備し、認定農業者の審査をきちんとした上で、今後、農地の

利用は･･･」とし、４つ目の項目については、相続によって都市在住非農家に所有権が

移るときに、利用計画を審査した上でチェックを入れていったらどうか。立花委員から

反論があった部分については、前回、すでに特定法人として参入している企業の実態資

料について説明を受けたが、必ずしも地域の活性化や、参入企業がモデル的になるとの

期待に反して苦戦しているようだ。農業者の新規参入は誘導的に支援してきたが、これ

と似たような状況で、現地としては期待はずれだ。また、一般企業による農地所有を拡

げる・緩和するという議論だが、浜松市に行って４事例説明があった。食品加工、外食

企業には４ｈａの利用事例を見せてもらった。社長に農地を取得したいかということを

聞いたが、格納庫とか設備用地は取得したいということだった。今はトラクターなど移

動しながらやっているという話だ。農地そのものはペイしないから取得しないとのこと。

施設用地は転用だから純粋な農地購入の目的とは違う。農地そのものは採算がとれない。

一般企業は農地を取得してまで農業経営をする意味は少ない。今の特区制度で十分機能

しているのではないか。農地はきちっと利用すればよいのであって、お金を出して所有

という形態ではないのではないか。

忠委員：

５頁の左に「当初目的としていた地主制の復活の懸念は消滅」とある。私は地域で、
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農地解放以前は、1人の地主に大勢の小作人、今は1人の小作人に多くの地主がくっつい

ている状況と思っている。借地農業をやっていると、多くの地主との貸し借りや売買の

交渉事がある。地主の意向を尊重しつつも彼らの声が大きくなると、借地経営が成立し

にくくなる。お願い事だが、標準小作料もそうだが「小作」という言葉には違和感があ

る。借地等に改めていただきたい。標準小作料が粗収入に占める割合は、都府県で平均

１４．７％、低いところで９％、北陸や東北など高いところで２０％の状況。標準小作

料は一定の基準と地域の実情で決められるが、土地残余方式の算定では、バラツキが生

じる。例えば平均的な１５％を挙げ、それ以内を目途とすれば、標準小作料の大きなバ

ラツキが防げる。また生産コストには経営努力ではどうしようもない部分があることを

付言したい。６頁の法人経営の高度化・多角化については全くこのとおりであり、こう

ありたい。農業生産法人の発展の中の集落営農の法人化について、作業委託者まで議決

権を持たせ構成員に参画させる必要があるのか疑問がある。集落営農の法人化は法人化

が目的ではないはず。継続性のある担い手として、経営が確立させることが目的である。

今の構成員要件を超えてまで多くの構成員を増やすのはいかがなものか。文言としては、

「経営の実態を持った集落営農の法人化」のような「経営」を入れないと、集落営農と

家族経営の法人化した場合、あるいは有志の法人化との整合性が合わない。最後に、面

的集積について方向付けされたが、現場では具体的に誰がどうするか心配の声があがっ

ている。この会議の中でこの議論を予定しているのか。そうでなければ改めて意見を言

いたい。

佐藤構造改善課長：

面的集積についてそのような声があるのは私どもも聞いている。５月１５日に有識者

会議がある。そこで専門部会の報告をするとともに、今後専門部会でご議論いただくテ

ーマについて指示を受けたい。事務方としては、テーマの一つとして面的集積の具体的

な検討をご指示いただきたいと考えている。

原田委員：

集落営農が法人化する場合どういうタイプの法人になるか、従来の農業生産法人制度

はそれを念頭においていない。その点でミスマッチがあると前回指摘。他方そのミスマ

ッチを今回の品目横断の実施との関係で補充するために、作業委託をしている人も構成

員になれるという例外的措置を認めるとしても、そういう措置を入れた以上、同じ原則

を他の農業生産法人にも適用して良いと考えるのは行き過ぎであると思う。６頁の「農

業生産法人の発展」の三つ目の問題はあり得るだろうし、集落営農の法人化に限っての

特例措置は可能ではないかという議論は良いと思う。しかし、そのことを理由にして農

業生産法人の一般要件まで変えることは問題が出てくるのではないか。頁の右側の「検

討の方向」にある、「更には集落営農の･･･必要があるのではないか。」は、独立した特

殊な問題として区別して考えてもらいたい。なお、二階建て方式でやれば、既存の農業

生産法人の仕組みでやれる。しかし、一階建てでは農作業委託者が困るのでなんとかし

ようというわけだが、後者の場合をどう仕組むかのイメージについて、法人の構成員が

自分の農地を法人に作業委託するというのは、やや奇妙である。農地の利用提供者とし
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て構成員資格を認めることと、作業委託者に構成員資格を認めるということとは、法形

式上ではいささか齟齬がある。難しい問題だがクリアできなくはないだろう。要するに、

一階建ての集落営農組織が、特定農業団体となり、品目横断的経営安定対策の恩恵を受

けるために、何らかの法人にならなければならない。それについての特例はあるだろう。

しかし、その特例を認めるために農業生産法人の要件を緩める、法人に作業委託した人

は誰でも構成員となれるとするのは行き過ぎである。

柄澤経営政策課長

品目横断的経営安定対策の経営規模にカウントできる作業委託は、基幹３作業を委託、

販売名義を移す、販売収入の処分権を移すの３要件を満たすものに限って認めている。

即ち、経営の主体、主宰権が構成員から集落営農に移ることを考えているので、単純な

作業委託ではない。

原田委員：

知っている。３作業や販売名義等を移すことは理解している。品目横断的経営安定対

策のメリットを受けられる主体を増やすためというのはわかる。そして、その延長で集

落営農についての一定の特例を認めるというのもわかる。ただ、その点に関する要件の

緩和は、必ずしも集落営農に限定されないのではないかという理解が出てきているやに

も聞いている。それは望ましくない。特例措置は、落営農の枠の中で使うべきである。

中畝委員

相続の関係は、３頁のように農地法の許可対象とすることは１頁にあるような土地利

用において、国民として農地は農地として使うというコンセンサスがあれば必要ない。

またこの点をきちっと整理していくことが必要。５頁耕作目的の権利移動規制の現在の

所は、「不耕作目的」ではなく、「資産保有」という言葉に変えてほしい。全農地の監視

システムはコスト的に不可能と言われたが、先日視察した静岡では、農業委員が中心と

なって、不耕作の状況を見ているし、埼玉でも確認は行っている。今後、農業委員会組

織をどうするかという議論もあるが、確認はできるのかなと思う。不在村地主の相続に

よって権利分散化すると思うが、固定資産税の部分をしっかり議論する必要がある。農

地が分散化して、免税点以下となると納税通知が来なく、土地に対しての愛着がなくな

ると農地の遊休化を招くので、免税点などをどうするかしっかり議論すべき。

佐藤構造改善課長：

相続を農地法の許可対象にすべきかどうかは、事務局で整理したい。５頁の事後監視

の項目は、農地法の３条、５条規制を廃止して、入口を自由にして誰でも利用、所有を

できるようにする。しかし、後の監視きちっとすれば入口をなくしてもいいのではない

か、という議論に対する整理である。例えば、かつて行った転作の確認事務は、農業委

員、市町村担当者のみならず民生委員まで動員されたと聞いている。これを田のみなら

ず農地全部を対象として年数回行うとなれば、現状以上のコストがかかるのではないか

という整理。
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楠本委員：

農地法制定時には想定していなかった、相続による都市在住非農家への所有権移転に

ついては、審査対象に加えるべきだ。

髙木座長：

不在地主対策は何にもしないのか。

佐藤構造改善課長：

面的集積組織の活動の中で、現にあるような不在村地主の土地も含めて、担い手へど

う集積をしていくか。面的集積事業を活用することにより、相続により生じた不在村地

主の農地の遊休化を防ぐこともあるものと考える。

髙橋経営局長：

不在村地主については、様々な視点から問題がある。山林ほどひどい状態ではないが、

土地と所有者との結びつきをチェックできるのか。今後、昭和一桁世代の地主の土地が

代替わりし、農地所有者も増える。相続の許可制については、跡継ぎのいない高齢農家

に相続が発生したときに、子供は都会にいて農業をやらないから許可できないとしたら、

その土地はどうなるかと考えていただきたい。相続が発生したら、その土地はどこかに

行くもので、ここを遮断する法制は難しい。農地だけを特別な法制で他の財産とは切り

離す制度を設けることは難しい。今後とも不在村地主の農地もきちんと整理していかな

くてはならない。面的システムの中でやっていくことも大事であろうし、このような情

報を把握できるようなことを考えることも重要である。

楠本委員：

忠委員からも話があったが、面的集積組織については、すべての問題にに関わる話で

ある。相続による所有権移転は民法上の問題であるが、農地は公益的な性格が強いので、

農地の利用規制をすることは公共の福祉に合致する。相続による所有は認めるが、しっ

かり農地として活用されるという条件を付けることが前提。そのためには受け皿となる

システムを作る必要があり、市町村における農地等の地域資源の公益的管理の仕組みを

作る議論はこの観点からもやる必要がある。３月の会議で、現在の農用地利用改善団体

をもっと機能するような権原を与えたり、条件整備する必要があると述べた。また、静

岡では農協が農地保有合理化事業をやっているが、その有効性や課題をどう評価するか。

今、県段階や市町村で公社があるが、その農地保有合理化事業の実績や機能の点検をす

る。併せて、面的集積の仕組みには、買取請求がある時に一時保有ができるような条件

整備をしないと、資金的不足のため一時保有ができず機能が発揮できなかったケースが

ある。単なる面的集積のためのシステムあるいは組織というと機能が限定的になるので、

「地域における農地の公益的管理の仕組み」にした方が実態に即している。是非これは

具体的なイメージが分かるところまで議論を詰める必要があるので、後日の日程に入れ

てもらいたい。
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片平委員

５頁の３条規制の考え方の中に、すでに農業者になっている者への対応方針も入れて

もらいたい。資料のとおり大規模地主制は心配ないが、零細地主の多発をこのまま良し

とするのか、良しとするならどう面的集積に取り込むのか、仕組みが必要。そもそも現

状維持でやっている農業者は存在悪なのか。そうではないはず。磐田の現地では確かに

農地が担い手に集まっているが、モザイク状態だった。水田転作、特別栽培、環境に優

しい栽培はモザイクではできない。現状維持者を含めた利用調整が欠かせない。磐田の

農業者は農地＝不良資産というイメージを持っているし、相続の受け手もない現実もあ

る。感性的に自分で農地を守りたいという気持ちがあっても経済的にペイしない。貸し

に出そうとしても条件が悪いところは遊休化する。原因は経済性にある。私は３０年間

こういう利用調整の仕事をしている。経営的にペイできる水田農業の面積は始めは４ｈ

ａ、８ｈａ、２０ｈａと移り変わり、今では３０ｈａを超えないとペイできないところ

に来ている。しかしそれでも３０ｈａでは止まらない。その先も含めて永続性を持って

面的集積が進められることが重要。平成１７年９月の農業経営基盤強化促進法改正で農

地貸付信託制度ができたが、これが不在村者の対策の切り札と考えているものの現実に

は需要がない。所有権を移すことに抵抗感があるからだ。賃借権と経営受託を併せたよ

うな、所有権の移転がないシステムはできないか。土地持ち非農家は不在村者より在村

離農者が圧倒的に多い。彼らと現状維持者とも共存できる面的集積が求められる。

馬場委員：

集落営農法人のすべてについて構成員要件緩和が必要とは言ってない。集落営農が法

人化する際に、現場での意向として作業委託者を含めたい場合である。立花委員が言わ

れたように法人化が目的でないことは確か。法人化しているところは次の世代へ継承さ

せている。地域では高齢者が多く、面的集積は最後は地域内外の認定農業者へというこ

ともあり得る。集落営農の法人化は、コストを下げて地域の経営体をつくる。地域の合

意でまとまった利用によってコストを下げ、地域の所得をあげることである。６頁の右

下のなお書き、特定法人の農地所有は慎重に対応とあるが、対応するつもりなのか。株

式会社の要件緩和は譲渡制限の線でギリギリ。ここまで来たかとの感さえある。譲渡制

限で守ることが重要。農地は土地でない。農地を農地として担保する上では慎重に対応

どころかこれまでどおり規制すべき。参入区域の設定の改善も良くわからない。市町村

全域を受入可能とする市町村が２８５ある。市町村だけで基本構想を書き直して全部入

れるというのは、地域からの担い手の絵がなかったからだ。地域で農地を今後どうする

のか、誰に任せるのか、線引きも同じで、地域の担い手の経営計画や集落の利用規程と

いった自らの計画と、農用地区域設定等の土地利用計画について連動させる必要。農用

地区域の設定も１０ｈａでも自らの意思で編入すればいい。地域の担い手の絵があって、

こういう地図で土地利用をするという計画が重要。

原田委員：

６頁の「検討の方向」中の「法人経営の多角化・高度化や資本の充実」の記載につい
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て。本日の配布資料にもあるように、農業生産法人の資本金は元が少ないので、仮に他

から５００万円出資されると、それが全体の半分くらいになってしまい、経営の主宰者

が変わることがありえる。法人要件の見直しは、そういう問題も踏まえて様々な工夫を

しながらやってきた。フランスの農業生産法人制度では、出資資本が議決権には及ばな

いような特別の出資方法なども用意している。なお、経営者、法人の役員等の農業経営

とか農作業・農業への従事要件については、スイス、オーストリア、デンマークには居

住要件があることを紹介しておきたい。フランスもこれに似た経営労働への従事要件を

定めている。おそらく、それなりの農政哲学があるからだろうが、日本ではそういう展

開にはならない。危機的な状況で何ができるかをとにかく考えるほかないということな

のだろうか。

柚木委員：

７頁の転用の方向のところであるが、開発サイドでは５～１０ｈａの単位で開発区域

が定められ、農地では２０ｈａであるなど他法令と農転規制とがマッチしていない部分

がある。また建築確認と農地転用規制のミスマッチがある。転用許可を取っているかど

うか建築確認の判断に入っていない。事務を民間に委託する傾向にもあり、担当者が農

地法を知らない場合もある建築許可が取れれば建物がすぐ建てられるとの誤解がある。

何らかの手当が考えられないか。転用許可後に計画どおりに具体化しないケースもある。

それは大規模な転用の場合もある。そうすると、農地が荒れている、耕作放棄している

と言われてしまう。通達で許可後の状況を把握しろと言っているが、実効性が上がって

いない状態。不在地主の農地の情報の把握は重要な課題である。昭和一桁世代の交代の

時期で、この時期できないと将来できないと思う。これらの政策的な支援をお願いした

い。農地の財産的な価値が少ない地域では相続登記未完了農地も多い。利用権設定には

関係権利者の全員の同意が必要であり、改善が必要。

櫻井委員

農地の確保のために第一にやるべきことは農地を減らさないことである。受益者負担

や社会的責任の条件をかけることが必要。耕作放棄の復元や基盤整備に協力させ、また

転用頓挫の場合についてはペナルティを課すべきである。担い手は二極分化している

熱意、意欲、信念持っている担い手がいる一方で、当座の問題クリアのための担い手も

いる。継続性、経営の立場に立った考え方が必要。農業生産物への付加価値は重要で、

規制に頼らず自国の農産物を守るスタンスをとることも必要。農産物履歴、肥料・農薬

の規制などでは日本は進んでいる。これをもっと進めるべき。農業生産法人は現実に合

った制度改正を行い、本来の目的に沿って臨機応変に対応してもらいたい。高齢化社会

が進んでおり高齢者の活用も考えたらどうか。法人の構成員に入れるとかを考えるべき。

規制緩和は弱者に負担がかかるので、安易な規制緩和は注意すべきである。相続の問題

は農地の評価をいかに低くするかが課題。

馬場委員：

４頁法人化一番下の○、もともと法人化までは想定していないと読める。農業生産法
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人の構成員要件が、もともと集落営農組織の法人化を想定していなかった。こういうこ

とでよいのでは。

原田委員：

ここでは２つのことが抜けている。集落営農自体が法人化を想定していない場合も多

い。他方で、農業生産法人の制度は集落営農の法人化を想定していない。ところが、今

回集落営農の法人化を進めるという話が出て、そのミスマッチが問題となった。前回そ

の話をしたが、うまく記録されていなかったようなので、訂正して欲しい。なお、先ほ

ども申したが、その「手直し」は集落営農の場合についてのみ考えるべきことで、一般

化するのであれば別の考えがある。

馬場委員：

４頁下から二つ目、「リースでは長期的な投資「の回収」ができない」です。だから

きちっと投資を回収できるように有益費の問題を整理する必要があるという意味合い。

最後に、その他として耕作放棄対策の論点について、もう少し踏み込んで「活用促進策

を講じる」とは具体的にどうなんだ。例えば、農地・水・環境保全向上対策の中から、

遊休農地があり、そこについて市町村に措置命令が出してくださいと活動組織が言った

ら、出せるか。地域から意見が出てきたらやりやすく、動ける内容を考えないと前に進

まない。遊休農地を地域から解消する対策を進めなくてはならない。

髙木座長：

次の有識者会議には本格的に整理したものを出す。

原田委員：

５頁の「農地の所有と利用を分離し、」というこの言葉遣いは誤解を招かないか。所

有と利用を積極的に分離していくニュアンスでとらえられる。そうではなく、「利用を

ベースとした大規模化・面的集積の趨勢を認識した上で」所要の対処施策を検討する、

との認識だと思うが、「分離し」という言葉が強く受け取られることが多いようだ。可

能であれば検討いただきたい。

髙木座長：

発表文書は修正していただく。次回の有識者会議は５月１５日で、本日の議論を踏ま

えて修正の上で提出させていただく。

佐藤構造改善課長：

次回は５月２４日木曜、この場所で開催する。次回のテーマについては、５月１５日

の有識者会議でテーマ設定等あると思うので、それに基づきご議論いただきたい。


