
- 1 -

第３回 農地政策に関する有識者会議 概要

日 時：平成１９年５月１５日（火）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､園田委員､立花委員､忠委員､原田委員､福西委員､松本委員

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、２１世紀新農政２００７及び経済財政諮問会議関係資料（参考資料６－

１、６－２、７、８、９）について説明。

○ 事務局より、資料４「専門部会における意見の整理」及びこの資料に関連する参考資

料（参考資料１～３）について説明。

原田委員：

検討の方向の基本的な考え方はこれでいいが、検討対象となる事項は、いずれも重要

なもので、農地制度の根幹にかかわる部分も含んでいるから、これからの検討の結果、

具体的な内容がどうなるかが重要。

資料４のＰ９について、個人、すなわち自然人たる担い手の農地の権利取得要件を見

直すことは、具体的にどういう形、内容の要件とするのかは分からないが、制度と実態

をつなぐと言う考えは分かる。一方、農業生産法人の要件について 「個人の農地の権、

利取得要件の見直しと同様の観点から」とあるが、自然人が経営する時の権利取得要件

と法人のそれとは同列に扱うわけにはいかないのではないか。

また、一般企業の農業参入について、参入区域等の要件を緩めると、特定法人の参入

の理念があいまいになるのではないか。

、 、ここで出てくる３種類の経営主体は もともと性質が違うところがあるのであるから

個人すなわち自然人、農業生産法人、特定法人の三者をひとし並みにして同じように扱

う訳にはいかないのではないか。特に「個人と法人 「農業生産法人と特定法人」は違」、

うのではないか。

所有と経営の分離については、経済財政諮問会議の資料にも同じく似たような表現が

出てくるが、その内容はこの会議で議論してきていることがらとは違うもの。違いが分

かるようにすべき。

佐藤構造改善課長：

個人と法人については、個人について「経営＝農作業（耕作 」と言う考え方を経営）

の視点に立って見直す時に、法人についてはどうだろうか、と言うもの。個人と法人が
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全く同じかどうかは検討してみないと分からないが、全く同じにはならないのではない

か。

所有と経営の分離については、資料４のＰ８で「農地の所有と利用を分離し、所有よ

りも利用を重視して」と、利用に重きを置いた書き方にしたところ。

○ 事務局より、欠席委員のうち、冨士委員からの意見を資料５により紹介。また、西山

委員からの意見を紹介。

西山委員からの意見

・ 経済財政諮問会議のＥＰＡ・農業ワーキンググループ第１次報告については、ＥＰ

Ａ締結促進のために国境措置の撤廃・削減を行い、犠牲となる農業を対象に産業調整

を行うと言う視点だが、この報告は、内閣府が昨年行った世論調査の結果（多くの国

） 。民は価格が高くても国内産の農産物が良いとしている を踏まえておらず問題が多い

農地制度については「所有と利用を分離し、利用についての経営形態は原則自由、利

用を妨げない限り所有権の移動は自由」としているが、農業経営とは何ら関係のない

者に農地が渡った場合に、その農地がきちんと農業の生産・経営資源として有効に利

用されるか極めて疑問。こうした方向は北海道のみならず全国の農業の基盤を揺るが

すものであり、今後の議論の中で、農水省には是非この報告内容を変更するよう頑張

ってほしい。

・ これまでの専門部会の議論について、農地の移動規制については、農地を農地とし

て利用するためには、農地を利用する者に安定した権原を与えることが重要であり、

農地の移動規制については引き続き必要。この意味から、耕作する意思の有無にかか

わらず農地を相続した者に、どのように農地を担い手に出させるかが今後の大きな問

題。何らかの新たな仕組みが必要ではないか。

・ 農業生産法人の構成員要件について、構成員要件は個別経営の延長として要件化さ

れたものだが、今後、農業法人が経営の多角化・高度化や資本の充実を図っていくこ

とを踏まえれば、法人について個人と別の要件を認めると言うことも必要。

・ 一般企業の農業参入に関しては、地域の活性化に資するものについては大いに進め

るべき。特定法人貸付事業は市町村を媒介として地元企業等が参入することとなって

おり、評価している。今後、現行制度を基本に、より地域の活性化に寄与する企業の

参入など、多様な担い手の育成・確保に資するような仕組みが必要。

忠委員：

資料４のＰ９について、個人も法人も、大括りで言えば期待される担い手だが現場で

は微妙に違う。

特定法人の参入区域の見直しについては、参入企業の要望に応えるのは重要だと思う

が、仮にどこでもいいとなると、面的集積の相手方の整理をしないと現場は混乱する。

また、参入手続きの簡素化については、農地所有者と参入企業が直接交渉をすることと

なると、調整の面から整理が必要ではないか。

集落営農の法人化について、法人化は集落営農に限ったことではないのではないか。



- 3 -

作業委託者も含めて構成員としたらどうかとの意見もあるようだが、仮にそうするな

ら、販売権を含めた作業委託者を構成員として加えると言うとらえ方をしたほうが、集

落営農だけを見ていると言うことではなくなるのではないか。

農業生産法人の構成員要件について、農業生産法人は構成員要件を満たしていること

を農業委員会に報告するがこれは自己申告。農地を農地として使っている客観的な見方

をするのが妥当ではないか。

耕作放棄地の解消について、私の地区では基盤整備を行うことで解決した。基盤整備

が重要ではないか。その際、耕作する者がいることを前提に、地主負担を少なくするこ

とがカギ。

優良農地の確保について、委託を受けていた農地が転用のために地主に戻すことにな

ったことがある 「担い手の意向も踏まえつつ」とあるが、具体的にどうやって意向を。

踏まえるか。また 「農地の農振農用地区域への編入を一層促進」とあるが 「農振農用、 、

地区域からの除外の抑制」については触れなくともよいか。

三浦地域計画官：

優良農地の確保と担い手の意向については、規制を強めるのは難しい点もあるが、忠

委員がおっしゃられたような事例を減らす方向で、具体的にはこれから検討していきた

い。

農振農用地区域からの除外の抑制については、転用需要がゼロになることはないだろ

、「（ ） 」 。うが 優良農地 の保全・確保を一層推進 のところで読み込んでいるところである

立花委員：

これまでは個々の農家が規模拡大に努力してきた。だが、担い手づくりの一環として

このままではいけないと言うことで二番手として零細な農家が集まって集落営農が出て

きたのだと思う。ここで、集落営農の法人化のハードルを下げると、これまでの個々の

農家の規模拡大への努力を無にする、と言うと適切な言い方では無いかもしれないが、

いかがなものか。個別農家の自助努力による拡大とのバランスを取る必要があるのでは

ないか。集落営農の場合、作業受委託が短期的なものだと、その法人の経営安定につな

がらないのではないか。

農地の権利取得要件について、個人と法人は分けて考えるべきとの意見があったが、

自分の足で立っていこうと言う者を応援すべきであって、個人であろうが法人であろう

がイコールフッティングであるべきではないか。

農業生産法人の構成員要件の見直しについては、農地を農地として使うと言う前提の

下で、経営の自由度を高めるべき。農業と言う閉じた世界だけでなく食品関連産業等と

の連携が取れるようにすることで農業の活性化につながるのではないか。一定の前提を

置きつつも農業への投資をいかに促進するかが重要だと思う。

特定法人の農地所有については、欠席委員からの資料に「一般の株式会社の農地の所

有は認められない」とあり、今、直ちに実現するのは難しいかと思う 「農地は有効利。

用されなければならないとの理念を確保するため、慎重に対応」とあるが、ここには株

式会社は何をするか分からないと言う考え方があるのだろうが、論理が飛躍しているの
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ではないだろうか。

特定法人の参入にあたり、希望にあった農地の確保が重要だが、農地情報の入手や利

用をどう確保していくかが課題。

優良農地の確保について、半永久農地と言うような、基盤整備をしたら数十年は転用

できないという措置が必要ではないか。また、耕していても耕していなくても税金が同

じと言うのはいかがなものか。

耕作放棄地対策については、まとめの資料には具体的なものがないが、今後の議論に

委ねるということと理解。

重装備の基盤整備だと地主は負担が大変だが、低コスト、軽装備の基盤整備をもっと

促進すべきではないか。地主負担を減らすため、投資減税のような、農業への投資者に

インセンティブを付与するような仕組みはできないか。

優良農地の確保とは直接は関係は無いが、農村景観について、看板などが景観を害し

ている。担い手がしっかりしているところは農村景観がきれい。景観維持への取組が重

要。ニューヨークでは、街で１か所でも建物の窓ガラスが割れていると次々と治安が悪

くなっていくと言う考えから、警察は小さな所でも見逃さないと言うことだ。

園田委員：

農村社会特有の地域合意がないと、制度が変わってもなかなかうまく機能しないと言

うのが現実。

農業振興制度・転用規制について、市町村が基本的な構想やゾーンをきちっと示すべ

き。そのことをきちっと示しながら、いわゆる農地の用途区分なりを示しながら、農地

の面的確保をしていくと言うことが必要ではないか。それが、農村社会の景観の問題に

もつながる。

農地の面的利用の担い手として集落営農の役割と言うのは、いろんな議論があるが、

集落営農の組織の法人化にあたっては、現行の農業生産法人と構成要件を是非見直す必

要がある。

一般株式会社の農地の所有について、基本的には既にリース方式で農地利用が可能で

あり、今後、農地の所有と利用を分離すると言うのであれば、そのことでやっていける

のではないか。万が一、一般の株式会社に農地の所有を認めるとすれば、入口と出口で

きちっとした規制をすべきであり、単純に株式会社の農地を無制限に認めると言うのは

いかがなものかと思う。

遊休農地の対策について、なかなか難しい問題だが、農業委員会や市町村に権限が与

えられており、これが活用されていないと言うのが実態なので、これはきちんとやるべ

き。

新たな面的集積の機能について、新しい組織を作る時間的な余裕があるのだろうかと

感じている。ＷＴＯの進行や農村の高齢化の進行のスピードは統計よりも現場にいると

早いと感じる。今、面的に集積する機能がいろいろ制度上あるので、その機能を強化し

てスピードを上げていくと言う方向がベストではないか。

松本委員：
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資料４のＰ８に、農地の権利移動規制・転用規制は引き続き実施することが必要とあ

る。これは農地制度の根幹であり、これをベースに検討いただきたい。

Ｐ９について、農地制度は個人の財産権をコントロールしているが、現場（農業委員

会）からの指摘では、外から見て「いい、悪い」は決められないので、このコントロー

ルの基準は、蓋然性というか、誰でも納得する基準が求められる。これまでは農作業常

時従事がその基準だった。先人は立派な要件をみつけたものだと思う。時代が変わって

いる中で見直すのであれば、これを超える新たな客観性なり妥当性を持ちうる基準を作

ってほしい。

農地の転用問題について、転用は国が法定した転用基準にのっとってやっているが、

その手続が終わった後、土地利用が計画通りになっていなくとも農業サイドから意見が

できない。これは社会的に不幸な状況であり、今後対応していくべき。

遊休農地の問題に関連して、先日、スイス・アールガウ（Aargau）州の農地行政官と

意見交換する場があったが、スイスは農地のコントロールを感心するほどやっておられ

ると言う感じを受けた。きちんとした農業経営体は500万円くらいの農業収入が一般的

だが、その８割は国民の血税を投入しているとのこと。農業と言うのは、土地を利用す

。 、るものなので立地条件によりハンディがある 日本でも中山間地域とかいろいろあるが

そう言う面での対応が求められていると思う。

福西委員：

我々は集落営農が発展した生産法人。我々の集落は２度に渡って集落崩壊が起こり、

私ども農地の相続人が、農地とは、と言うことで取り組んだ。農地の相続人が相続人間

。 、の葛藤を経て集落営農へと進んでいった 日本全国の農地の相続を予定される相続人が

農地法あるいは農地に対してどれだけの知識があるんだろう、と疑問に思う。気になる

のが、政策や法律を決めていっても農地を所有している所有権者がその法律等々の内容

について知らないと言うこと。そういった者が民法上の所有権と農地法上の絡みが初め

、 、 。て分かった時に 今の所有者と将来の相続人がどう反応し どう行動を起こすだろうか

私どもの集落では、そのことが分かった段階で、自分一人では農地を守れないから仲

間を作って農地を守ろう、集落の機能を活かそう、地域を守ろう、と言う行動に出た。

それから２０年たったが、今後続くか非常に不安。農業の面に関してはプロ経営体では

ない。地域をどう守っていくか、そのことと農地は切り離せないので農地を含めて地域

を守ろうと言うことからスタートしたもの。

企業の農業参入について、参入企業がどう言う農産物をメインにおいているのか。大

半が野菜、果樹ではないか。米作はあまり無いのではないかと思う。

農業生産法人の役員構成については、我々のようなオール２種兼農家の場合、150日

以上の農業従事、60日以上の農作業従事と言うのは、非常に厳しい。ここについては検

討をお願いしたい。

市街化区域内に都市計画や用途指定があるように、農業振興地域にもこのような用途

。 「 」 。指定をしたらどうか 地味などを考慮して この地区にはこの作物を といったものを

今は各経営体がバラバラに作付け。転作として芽が出ないようなところに麦を播いたり

している。
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私どもの集落では、それぞれの農地を提供しあって「出し合い道」と言う道がある。

ここを散歩しているが、企業が農業に参入した際、企業からすれば農地は工場敷地のよ

うなものだろうから、工場敷地内を散歩させるだろうか。

佐藤構造改善課長：

米作をしている参入企業について、櫻井委員は造り酒屋で酒米を生産。

参入企業全体では、３月１日時点で206法人のうち一番多いのは野菜で84法人。次に

多いのが米麦等で38法人。果樹は30法人。野菜、米麦、果樹で全体の3/4を占めている

状況。この他に複合が35法人。複合でやっている作物で一番多いのは米麦等。野菜ほど

ではないが、米麦は一定程度生産している参入法人がある。

忠委員：

他市町村でも農地の利用権設定を行う法人が出てきているが、そのような場合、その

当該市町村での認定農業者としての認定を受けないと、制度に則った農地の借り受けが

難しい。これは一般企業もそうだろうが、他地域に進出する場合、全国共通パスみたい

な、全国の市町村で通用する認定農業者と言うような格付けのようなものがあれば、一

つ一つぶつかったところでいろいろと調整をすると言うこともなくなるのではないかと

思う。

髙橋経営局長：

資料４のＰ８～９についていくつか気になる点があるので、話させて頂きたい。

農地に関して権利移動規制・転用規制があるが、なぜあるかといえば、農地法の制定

時、戦前の地主制に回帰しないためと言う最大の目的があったため。かつては自作地に

すら上限があった。現在は、いわゆる耕作目的以外のものを排除していきますと言うも

の。そう言う中で規制はどうあるべきか。

現在の規制は、農業生産法人に農地の権利を与える時に、農業生産法人の要件をどう

するかと言うことを含めた規制になっているが、この規制はどう言う目的なのか。地主

制の復活と言うのはない中で、妥当性を考えるべき。論点から規制を行うべきで、その

際に、個人、農業生産法人、特定法人のそれぞれごとに妥当な規制は何か。

たとえば集落営農についても、ハードルを下げると言う観点は無いのではないか。あ

くまで農地をきちんと利用していただくために、外形標準・外形基準がきちんとしたも

のがないとそこは担保できないのではないか。

そう言う外形基準としてどうあるべきか。例えば構成員と言うのは出資者なので、出

資者の排除と言うのは、逆にいえば、外部出資を制限すること。しかし、これまでの農

業生産法人の要件で出資者の規制をやってきたのも、一つの外形基準としてきちんと農

業をやっていただくための農業生産法人のあり方と言う形。したがって、今回の見直し

も外形基準がきちんとできるかどうか。

、 、 、経営の中に踏み込んで いいとか悪いとかと言うのは 農地の権利移動統制の時には

当然出来ないので、外形基準がどうあるべきかと言う形で担保すべき。その際、出資の

増強を考えた時に、この出資がいい悪いと言うのも、なぜ規制をしているかと言う目的
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から説き起こさないと、農地の上で行われている生産行為・経営活動をストレートに農

地の権利取得にもってくると非常に難しい議論になる。

これから我々も検討しなければいけないが、農業生産法人の要件も規制で、特定法人

貸付も規制なので、それらが何を目的としているのか、いくつかの目的があっても、一

つ一つ説明出来ないといけない。きちんと農地を確保しながら、もう一度淵源に戻らな

いといけない。

髙木座長：

いろいろご意見があったが、検討の方向として大枠は概ねよろしいかと思う。

ただ、個別に見ると、資料４のＰ９の２番目の○の「個人の農地の権利取得要件の見

直しと同様の観点」について、個人と法人は違うのではないかと言う意見があったが、

これは制度なので個人と法人が無関係にバラバラに動く訳にはいかないが 「同様の観、

点」と言うのは、少し検討の視点としては縛りすぎと言うことなので 「個人の農地の、

権利取得の見直し等関連を考慮しつつ」と、見直しと無関係ではないが、ストレートに

同じでもないと言う意味合いにしたらどうか。

次の集落営農の法人化について、諸々の農地制度の中でバランスよく位置づけられな

いといけないのではないかと言う意味合いで 「制度的な対応を検討をする必要」と言、

うところを「集落営農の法人化については、制度的バランスに配意しつつ対応策を検討

する必要」としたらどうか。

また 「更には」とあるが、集落営農が農業生産法人の外側にあるようなイメージに、

なるので 「その際」としたらどうか。同義語の農業生産法人の中で考えるんだと言う、

ような書きぶりにしたらどうか。

企業参入について 「農地所有については、…慎重に対応」と言うことでいいが、理、

、「 」 、由付けについて 有効利用されなければならないと理念を確保するため と言うのは

決めつけているような感じがしないでもないが、逆に言うと疑念があると言うのも確か

なので、整理としては「有効利用されなければならないとの理念との整合性の観点から

慎重に対応する」と、多少幅をもった修文でいかがか。

（異議無しの声）

と言うことで検討の方向として了解いただいて、今後は、細目の検討に移ると言うこ

とにしたい。

次回の予定であるが、これから専門部会で３回ほど実施する。第７回の内容は地域活

性化、経営の安定、自作農主義に関する見直し。

それから現地調査を６月８日、９日に福島県下で実施。

後の第８回専門部会の内容は、面的集積及び農地情報システムの詳細設計、標準小作

料制度の見直し。第９回専門部会で制度の基本的方向を議論した上で、第４回の有識者

会議を７月５日木曜日13：30から実施したい。

経済財政諮問会議のグローバル化改革専門調査会の方でも秋頃の云々と言うのが出て

いるので、全体としては大体秋頃を目途に取りまとめていきたい。７月５日以後の具体

的な日取りは未定だが、８月下旬に第５回有識者会議を開催していく方向で進めていき



- 8 -

たいのでよろしくお願いする。

それでは、今日の会議はこれで終了。

（以上）


