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第４回農地政策に関する有識者会議・第８回専門部会合同会議 概要

日 時：平成１９年８月２４日（金） １５：００～１７：３０

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 西山委員 原田委員

福西委員、冨士委員、松本委員、吉川委員、片平委員、中畝委

員、野村委員、馬場委員

農水省：髙橋経営局長、今井審議官、齋藤農村振興局企画部長、佐藤

経営政策課長、光吉構造改善課長、三浦地域計画官

概要

○ 光吉構造改善課長から資料説明。

光吉構造改善課長：

最近いくつかの報道があり、特に企業がらみのものに関して問い合わせ、ご意

見をいただいている。本件については与党でも議論されているが、新聞記事を見

て、これまでの担い手に見切りをつけて、これからは企業中心にやっていくのか

との印象を持たれ、そういう改正なら良くないとの意見が与党からもあった。

当然ながら、農業を支えている方の太宗は家族経営であり、本格的に今年から

実施している農政改革を、今回の農地改革が後押ししていくということであり、

実態的に企業については補完するものとの話である。

髙木座長：

欠席の楠本委員からの意見の紹介を。

光吉構造改善課長：

楠本委員からのメモを読ませていただく。

一つ目、新たな面的集積システムについて （１）県公社、市町村公社、合理、

、（ ）化事業を行う農協等の既存のシステムとの関係をどのように整理するのか ２

農業委員会制度との関係はどうするのか。これら既存の制度・組織を吸収・一元

化するのか、並存させて単に調整する機能なのか、判然としない。

二つ目、農地の高度利用については、地域資源としての公的観点が重要である

が、新システムにおいては、農用地利用改善団体をどのようにするのか不明確。

三つ目、新システムが有効に機能するためには、農地の買い上げ・借り上げの

財源確保が必要であるが、これらが触れられていない。

四つ目、相続による農地取得が不耕作地発生の原因の一つとなっており、これ

らの権利取得に際し、有効活用策の提出を義務付ける等何らかの規制をするべき

である。
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冨士委員：

個別の意見交換に入る前に、マスコミ報道を含めて意見を言いたい。ＪＡ組織

内にもこの件については意見が多々あり、今後の進め方を含めてどうなのか、と

いうことがある。ああいうマスコミ報道があると事前にマスコミに資料を見せた

。 、のではないかと疑ってしまう あたかも既に決まったかのような報道振りであり

これから議論していくはずなのに、そのようなマスコミ報道がなされたという点

につき、情報管理をどのように行っていたのか。

また、今後のスケジュールが全く説明がなかったが、今まで議論してきて、そ

、 、 。れが中断して それでたたき台が出され これから更に議論を進めていくところ

今後の進め方はどのように考えているのか。

マスコミ報道のされ方もどうなのかというのもあるが、何のために農地制度の

見直しを行うのか。担い手に農地を集積して、面的にまとめていくための仕組み

づくりを議論してきたはずなのに、あたかも企業参入のための規制緩和が前面に

出てきている。

賃借は自由であるというが、例えば相対で高い賃借料を払う企業に農地が行く

わけではないはず。面的集積システムの枠組みの中での話のはずであるが、そう

いった説明が全くない。

資料の６ページ目を見ても、担い手の利用集積システムが「上」にあるという

説明だったが、資料では実際には「下」にある。これらを含め、何のために有識

者会議をしているのか聞きたい。

光吉構造改善課長：

情報管理に関して、マスコミへの情報の出元は不明であり、意図的に出したも

のではない。

この先の日程について、現在申し上げられる段階にないが、農水省では有識者

会議の議論、骨太の方針、諮問会議等での議論を踏まえ、秋にはまとめる予定と

している。

マスコミ報道で、あたかも企業参入のための規制緩和なのかとの報道がある点

に関しては、この後記者レクを行い、しっかり説明したい。19年度から農政改革

が始まったところであるが、これを農地の有効利用の面で後押ししたい。企業は

担い手を補完しながら農地が使われる役回りを担ってもらうということ。

６ページ目の資料の作りについて、本当は立体化して示したいところ。便宜的

に下側にしているだけである。農地をとにかく使われるように、所有と利用を分

離し、農地の有効利用を図った上で、担い手に集めていく、というものである。

冨士委員：

「秋」というのは、何月のことか。それと、今課長が縷々説明したような資料

の作りにはなっていないのではないか。そういう趣旨であればもう少し工夫して

もらいたかった。
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髙橋経営局長：

スケジュールを今はっきりとは言えないが、資料の12ページにあるとおり、10

月～11月にかけて税制改正の具体的な姿を示すプロセスがあり、それに間に合わ

せる必要がある。予算の編成期には当然に間に合わせる必要がある。

６ページの作り方に関しては、これまでの議論の中でも、例えば中山間の農地

についても面的集積システムの対象となるかといえば、違うのではないか。面的

集積を図っていくのは、農用地区域が中心となるのではないか。一方で農地の一

般原則は農地全体となる。

松本委員：

５月の会議の後、農業委員会系統組織で農地政策に関するとりまとめを行った

ところ。

・ 理念について、農地の有効利用は無論大事であるが 「有効利用しさえすれ、

ば誰でも良い」とはならないのではないか。基本法や構造展望には育成すべき

農業の担い手として家族農業経営・農業生産法人・集落営農組織が位置づけら

れており、これらの担い手像ときちんと整合性が確保されなければならない。

・ 今回の見直しは、誰のため、何のためにやるのか。280万戸の農家や構造展

望で示された担い手などの現場にちゃんと伝わっていく枠組みが必要。

・ 農地は生産・経営の中心資源であるが、地域資源という観点も重要。権利移

動規制については農地の適正かつ効率的利用を担保するため、引き続き堅持す

る必要があり、更に慎重な検討が必要。

、 、 、・権利移動を許可するかどうかの判断基準は 農業の従事状況 農業経営の状況

営農計画が極めて重要。

・ 貸借権と所有権の分離は疑問。貸借権は所有権と別の基準として見直すこと

は法制度上可能なのか。専門家の意見を踏まえ、慎重に検討を願いたい。

・ 企業等の参入や定年帰農、都市住民による農地利用などもオープンになって

いくこととなるが、担い手が面的にまとめていく農地のど真ん中に農地を借り

るなどといった無秩序に使われた場合、面的集積がスムーズに行かないのでは

ないか。現場は混乱するのではないか。

・ 農地の借主と実際の農業経営者、農業従事者が異なることが危惧されるが、

こういった状況を踏まえた検討を。

・ 貸借に限り一般企業に道を開くということであるが、将来、企業に所有権を

認めることに繋がりかねないという不安がある。

・ 標準小作料は廃止かまたは見直しとあるが、大規模稲作経営者の４分の３が

標準小作料のような仕組みは必要などの現場の声を聞く限り何らかの基準は必

要である。

・ 面的集積組織は、市町村ごとの状況に応じてやっていくべき。一律というわ

けにはいかないのではないか。ゼロから組織を構築するといった考えでは行政

効率上も無駄である。むしろ、農業委員会や合理化法人等既存組織の機能の有

効活用も検討して欲しい。
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・ 農業委員会は基盤法13条に農地斡旋業務が法定されている。この権能を横に

おいて、白地に新しい組織を作るのは非効率。

・ 農地情報の提供について、農地の権利移動は同一市町村内が基本であり、県

段階に構築される農地情報システムが市町村・農業委員会の現場で活用できる

措置をしっかり講じていただきたい。

・ 市町村域を超えた広域的利用調整については、農業会議の調整機能が法定化

されている。それなのに、なぜ機能していないのか、今一度検討して欲しい。

我々は精一杯やっているが物理的に困難なところもある。

・ 農地情報センターに農地基本台帳のデータ提供を義務付けるのか。そうであ

れば、現場では調整が必要。独自に地図情報を整備している市町村が二重の負

担になるのかなど、誤解のないようにやって欲しい。また、農地基本台帳を使

うにあたっては、個人情報であるので活用するとなれば、守秘義務との整合性

を図ってもらいたい。

吉川委員：

全中・農業会議所の２委員の考え方と私の考えとは正反対である。２人の発言

は、余り早くやるなとの話に聞こえたが、私はむしろ遅きに失していると考えて

いる。

日本農業は戦後の半世紀かけて、後退を続けてきている。その中で規模拡大が

。 、 、日本農業を強くする一つのポイント そこから出発して それを進めていくとき

従来、所有と経営が分離していなかったのを分離し、真の意味での面的な大規模

化を進めていくことが必要。

誤解があれば指摘して欲しいが、２人の委員の意見はせっかく担い手に集積を

図る形となったところなので、進めるべきではないという意見に聞こえる。株式

。 、会社の参入が大きく報道されたのは不幸なこと 株式会社の参入もあっていいが

それは本質ではない。

、 。 、 、経営については 優勝劣敗の競争が必要 株式会社だろうが 担い手だろうが

しっかりした経営をやって結果を出してもらわないといけない。健全な競争がな

いところには進歩はない。国内の農業だけではなく、外国の農業との競争という

。 、 、問題もある そういう中で ２人の委員は総論としてちょっと待てと言うならば

基本的な考え方として、日本の農業をどういう方向に持っていこうと考えている

のか。現状から余り変わりたくないのか。摩擦があるというだけでは理由になら

ないので、基本的な考え方を分かりやすくもう一度説明して欲しい。

冨士委員：

全く誤解している 「急ぐな・慌てるな」と言っているわけではない。。

土地利用型農業について、面的集積は担い手のコストダウンのために必要で、

そのためのシステムを議論している。その中で賃貸借は原則自由とするときに、

自由にすると担い手が面的集積しようとする真ん中に企業が参入したりすると、

面的集積にならないし、コストダウンにつながらないのではないか。賃借につい
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て自由とするとき、その中で担い手に面的集積するシステムとどのように整合性

を図っていくのか、という点につき説明がない、と言いたかった。

吉川委員：

そこが理解できない。企業にしろ誰にしろ、極めて不合理な形で農地を借用し

ても、そもそもその人の農業が効率性を発揮できるわけがない。人が集積してい

る農地の真ん中に妨害行為のように参入したとしても、何ら合理性がない。競争

条件がきちんと確保されている限り、不合理なことをすれば企業であれ何であれ

必ず敗退する。先ほどの話の中で、作ったような変な例がなぜ出てくるのか、私

には分からない。

忠委員：

面的集積のそもそもの議論をもう一度おさらいしてみると、今回の資料に一番

欠けているのは、面的集積を進める際に担い手の意向を十分尊重するとの考え方

があったはず。それが資料の１ページや６ページにうまく位置づけられていない

ため、はっきりしないのではないか。

一般企業が農業参入することに対して全くダメとは言わないが、農地利用の中

に競争原理を持ち込んでよいかは疑問である。私は20年来借地で農業をやってい

る。所有者との信頼関係を築きながらやっている。そこに地域外の方が落下傘の

ようにやってくるのは、既存の担い手を含め、農地所有者が違和感を感じるので

はないか。ただ、地域によってはそういう担い手に頼らざるを得ないというのも

事実であるので、新規参入も含め、担い手間で調整が図られるシステムが面的集

積組織の中にきちんと位置づけられるべきである 概算要求の資料の中には 担。 、「

」 、 。い手部会 を支援していくとあるが 説明資料の中のどこに位置づけられるのか

我々担い手は、あてがわれた農地をそのまま引き受けるわけではなく、いまま

で経営を行ってきたところを中心に、経営している農地には愛着がある。そうい

った担い手の思いも考慮して欲しい。もちろん、経営においては競争に勝ち残っ

た者が規模を拡大していくことが基本。

面的集積組織は全く新しく作るのか、不十分ではあるものの既存の組織を基本

にしながらコーディネーターを配置していくのか、資料では分からない。

概算要求される、面的集積へのインセンティブ（90億円）は、どの程度のイン

センティブを付与するのか。単価水準次第でインセンティブにならない場合もあ

ると思うが。

福西委員：

忠委員の意見に同感である。もう一つだけ加えて言うならば、地域の農業を継

続していくためには、農地・水・環境の維持が必要である。今日の議論は農地で

あるが、水路や農道がないといくら優秀な農地があっても米は作れない。

農地制度の検討の前提として、そういった機能を誰がどうして将来的に維持し

ていくかについても検討して欲しい。
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西山委員：

面的集積システムについて、資料１ページに現状では合理化法人の活動は一部

を除いて低調とあるが 「一部」は北海道のことかと思う。合理化法人が様々な、

問題があるので、市町村段階に面的集積組織を設置し、賃借による面的集積を加

速させるという流れがうたわれているが、北海道は農地価格が安いこともあり、

売買による担い手への農地集積もまだどんどん進んでいる。これを支えているの

は道公社。他の県においても売買は県公社が担っていると思う。今回の面的集積

システムの中で、楠本委員の指摘にもあったが、合理化事業の売買事業を含む広

い意味での売買はどのようになるのか。また、忠委員も言われたように、既存の

組織で極めて有効に活動している、例えば合理化法人や農委との関係を整理して

いただかないと現場が混乱する。

光吉構造改善課長：

新しい面的集積組織の役割は、資料で説明したとおり。じっと待っているので

はなく積極的に現場に働きかけ、コーディネーターも活用してやっていく。働き

かけをする中で、望ましい面的集積をやろうということ。その前に市町村に一定

の方針を作ってもらう必要があるが、その際には当然、担い手の意見を聞いて作

ってもらうことになる。その上で面的集積組織が実務的に活動していくわけで、

このような役回りを一定の方針の下でできるのであれば、現在の合理化法人のよ

うに一定の法人に資格を限定するのではなく、具体的にどのような組織を面的集

積組織とするかは、市町村構想で市町村が選定する仕組みとすることも考えられ

る。実態的には合理化事業を行っているＪＡや土地改良区がなる場合も多いので

はないか。

、 、 。合理化事業との関係では 面的集積組織は 日本全国をカバーすることが重要

面的集積組織には、先ほど言った役回り以外にも委任・代理、中間保有を行うも

のとして議論していただいている。中間保有という手法は、合理化事業と似てい

ると言えば似ているし、違うと言えば違う。市町村レベルの合理化事業について

は、合理化法人が新組織に移行するということもありえるが、整理は今後してい

きたい。それから、都道府県レベルの合理化事業については、積極的に働きかけ

て地元で調整するのが面的集積組織という位置付けであり、調整の中で中間保有

をして欲しいという場合、都道府県レベルで新しい組織が行う調整を補完する役

割を有するいうと考え方もあり得るが、今後整理していきたい。

インセンティブの予算については金額の話であるので、概算決定までに政府部

内で議論していく。水準というよりはむしろ、新しいシステムとリンクさせてど

う活用していくかという運動論に力点を置いて検討していく必要がある。

企業の農業参入について、合理性のない参入は企業もしないはず。

資料６ページにあるように、一般原則がある上に、担い手に利用集積するため

の新たな取組の実施ということで、一定の区域の中で担い手に集積するために担

い手を優先する区域を設定して調整しようということ。例えば、農振農用地区域



- 7 -

でも担い手に優先して面的集積をしていく考え。この区域内で勝手なことをしよ

うとしても、担い手としてやっていけるかをチェックする仕組みの中で一定の秩

序ができてくると思う。

吉川委員：

「担い手」がキーワード。製鉄業で言えば 「たたら」ではダメで「溶鉱炉」、

にしなければならない、という点に尽きる。要は近代的な「溶鉱炉」であること

が大切であり、それがどういった所有形態となっているかは二義的な話。株式会

社でもよいし、現在の集落でもよい 「担い手」とは「溶鉱炉」で製鉄する人だ。

と考えている。従って、真の担い手は潜在的な新規参入者もいるだろうし、現在

の農業者もいるだろう。

松本委員：

「溶鉱炉」を否定はしないが 「たたら」も鋼を作るという大変なノウハウを、

持っている。そう考えると、例えば東京の企業がある地域に入った時に、地域の

活性化ににどれほど貢献するのか。農業の利益が東京に吸い上げられてはダメ。

原田委員：

面的集積とその集積先の経営形態が議論されているが、どういう法的性格の者

が主体となるべきかでの違いはあるものの、規模拡大と面的集積を進めそれなり

の「溶鉱炉」的な経営を作る必要があるという議論にそれほど大きな違いはない

だろう。視点を変えて幾つかの質問したい。

①所有と利用の分離について、5月までの検討では、今後においては利用権を

基礎とした面的集積が必要との議論をやってきたが、今日の資料５ページでは、

所有権については従来どおりの規制を維持するが、利用権については農地の有効

利用を促すため抜本的な規制緩和をすると書いてある。ここで言う「利用権によ

る流動化を一層促進」という考えは、利用権を基礎とした面的集積の促進という

議論の場合とは別の概念ではないか。従来と違った発想が入っている。なぜ、従

来の検討方向では駄目であって、そういった新しい所有と利用の分離・区分の概

念となったのか。その区別の「新しい理念」というのはなにか。

②利用権による参入は緩和し、担い手でなくとも誰でも良いとする一方、所有

権は従来どおりの規制を堅持するというが、法律上どのようにその区別を正当化

するのか 「所有権は誰かに持っていかれそうで抵抗感がある」という実感が現。

場にあるのは確かで、それは農地が地域資源であることの反映だが、その実態論

だけでは、法律上の根拠付けとして弱い 「投機的取得の防止」でもまだ弱いの。

ではないか。どこの法律のどこの条文に書くのか、どういう区別の基準を立てら

れるのか、イメージできない。

③将来、今回の見直しが制度化された時、利用権で参入した一般の法人が次に

は所有権で拡大しようとした場合、生産法人の要件のチェックでダメとなる。い

ずれも農業をちゃんとやっているのにその格差はおかしいという話になると、参
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入企業についても所有権の取得規制を緩和しようという方向に向かうのではない

か。生産法人も最初は賃借権だけという議論であったのが所有権取得も可能とな

った。利用増進事業も同じで、のちに所有権も事業に乗せた。企業等の農業参入

も耕作放棄地の解消を謳った特区の特定法人貸付から全国展開し、今度は利用権

。 。であれば相対での借地も原則許可となる 市町村との協定制度もなくなるのだろ

そうなったとき、なぜ所有権だけダメなのかという問題が残ってしまうが、うま

く説明できるのであろうか。

④課長からの説明にもあったが、権利取得時の要件緩和の話はベースとなる一

般制度でのことであって、面的集積の話は、その一般制度を前提とした、もう一

つ上の政策的な仕組みとなる。しかし、利用権の取得は緩い要件でルーズに認め

る一方、その上で、担い手となる経営者への利用集積については行政的な方向づ

けの施策を強めるといったことは、政策的に妥当なやり方なのか。本来の目的の

達成をいっそう難しくするのではないか。

立花委員：

経団連でも農地制度を議論しているが、10年・20年後を考えるとき、どのよう

に農地を農地として有効利用を図っていくかということが一つの柱だし、新規参

入や農業経営の多角化を進めるのかといった担い手の問題、また、基盤整備や面

的集積を含めた規模拡大を図っていくかが課題である。

これから新規参入が出てくることを考えた場合、また、所有から利用へという

大きな流れを考えると、農村では「爺さんは小作・父さんは自作・私は地主」と

いわれており、農地を農地として有効利用するということについて国民の認識を

確立することが必要である。農地法の目的規程も書き直すことになると思うが、

基本法には農地の確保についての国の責務が書かれているが、自治体や担い手の

責務規定も必要ではないか。

農村の現場でいかに担い手の意向を踏まえながら農地を集積していくのかを考

えた場合、転用についてもしっかり規制をかけていく必要がある。少なくとも、

平野部の農地が転用や耕作放棄されていることを考えた際、優良農地である農用

地区域からの除外は市町村が行い、国が一切関与できないこととなっているが、

国の何らかの関与が必要ではないか。資料では「厳格に運用する」としか書かれ

ていないが、どういうことなのか。

利用権は一般の法人にも認めるが、所有権は認めないとの考え方は従来から前

進していると評価したい。今の農業生産法人の要件は緩和するとなっておらず、

むしろ堅持するとなっているが、利用権については一般企業については原則許可

する方向の中、今まで担い手として努力してきた農業生産法人についても要件を

見直し、できるだけ民間の投資が入るやり方で農業イノベーションに繋げていく

べき。

吉川先生が前仰っていたが、利用集積につながる仕掛けが必要。そういった意

味で、納税猶予制度も農地を他の担い手に集積する場合であっても利用促進の観

点から認めるべき。逆に、形の上だけ相続し、農地として有効利用していない場
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合には、納税猶予猶予措置を打ち切るなど、アメとムチが必要。

光吉構造改善課長：

、 、所有と賃借の分離の法制的規定ぶりは 方向性が固まってから詰める話であり

法制的にどうだということを答えられる状況にないが、実態として所有と貸借で

は違うだろうということは、現実問題としてあると思う。例えば、資産保有の所

有権取得はあると思うが、資産保有目的での貸借は余りないと考えられ、そこに

は何らかの違いがあるのではないか、ということで方向性を示しているところ。

「新たな理念」とは、農地はとにかく使われる必要があり、所有について懸念

があるのであれば、貸借については規制を緩和して、とにかく使われることが大

事ということ。更に高度な有効利用として、担い手に面的集積ということ。

原田委員：

いったん利用権の取得を広く開放した上で、担い手として農業をやっていく人

に施策で集めるという二段階の仕組みで制度を作り直すことは 「所有から利用、

の重視へ」という同じ言葉でも、これまでの議論とは筋が違うところがあるので

はないか。一方で規制緩和し、他方では補助金まで出して方向付けを強化し、新

しい組織を作る。そこがどうも理解できない。

髙橋経営局長：

、 、 。課長からも言ったが 農地は全国津々浦々 一筆一筆全て使っていただきたい

自由化してでもまず使ってもらう。その上で、面的集積を図るべきは、農振農用

地区域、特に平場の水田利用は集めなくてはいけない。政策誘導地域としてゾー

ンを作り、利用調整組織による誘導方策を講じるということ。

「望ましい権利移動への誘導」とあるのは、利用調整組織に参加しなくても、

相対の権利移動をダメとは言えないが、優先的な協議スタイルをとって集めてい

こう、というイメージでやっていく。

原田委員：

全ての農地は利用されることが望ましいことに異論はない。しかし、それを実

現するために農地を自由に借りられるとした場合、その人がやらなくなったとき

にはどのように事後チェックするかという問題がまた残る。つまり、事前規制を

緩めると、その後に出てきた問題をどうするかということが必ずでてくる。資料

６ページでは耕作放棄地化の防止・解消や転用規制のことが書かれているが、こ

れらは入り口要件を変えるか変えないかに関わらず必要な当然の一般的な措置。

耕作放棄地化の防止や転用規制を講じるから、他方で入り口規制を自由化しても

耕作放棄地などの問題が新たに生じるおそれはないという仕掛けになっているわ

けではない。入り口規制を緩和するなら事後チェックを強化するという議論は一

般の規制緩和論でも説かれることだが、今回の案ではそうした考え方がどう展開

するのか、疑問がある。
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髙木座長：

立花委員の責務規程とも絡んでくるが、一般的にどのような網がかぶさってい

るのかということも含めて。

髙橋経営局長：

今の議論は中山間における利用と実態と平地（農振農用地）の誘導策である程

度整理ができるのではないかと考えている。農地の制度としては、中山間の誰も

耕作せず保全管理をしていかなければならないところから、面的集積を担い手に

図る必要がある平地までをカバーしなければならない。その上で、面的集積部分

についてはより誘導的にできないか、というイメージで検討している。

馬場委員：

今日の議論の混乱の原因は、資料５ページにある。所有と利用の分離は担い手

、 、集積を主眼としたものにすべきなのに 貸借権については原則自由ということが

資料１ページの担い手への面的集積システムとベクトルが矛盾している。

農地を農地として利用することを担保する目的のため、まず原則は誰でも良い

と言ったうえで、農振農用地は担い手に優先順位までつけて集積するというので

は合わない。何のための所有と利用の分離なのか説明になっていない。農地を誰

がどう利用するかという地域の話し合いや担い手の経営計画を含めた農地の利用

のビジョンがあって初めて企業参入が必要かどうかといった話になる。

面的集積システムについては、合理化事業との整理を含め、よく分からない。

合理化事業が面的集積システムの望ましい姿であって、全国に拡げるために面的

集積組織を作るといった関係をきちんと整理しなければいけない。

園田委員：

所有と利用を分離して新規参入を進めることはある面では素晴らしい制度。た

だ 「原則自由」と言っているが、どこまで自由とすべきかは難しい。今、企業、

の参入の話のみが先行しているが、参入した新たな担い手が失敗したらその農地

はどうするのか。入り口の議論だけでなく出口の議論を一緒にやっておかないと

現場が大混乱となるおそれがある。中山間では効率的営農は厳しく、失敗して撤

退されたら荒れ放題になってしまう。特に、施設を作ってしまった農地はどうし

ようもなく、その後誰も使う人がいなくなってしまう。

面的集積システムは、やらなければならないと思うが、法律論だけが先行して

いる感じがある。

野村委員：

高炉の話が出たが、農業の経営資源である農地は鉄鉱石や石炭などとは違う。

特性をきちんと考えた上でやるべきと思う。

鉄鋼も競争を展開して今日に至ったわけではなく、行政指導といわれたが、需
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給の問題とか国がきちんと把握しながら、資源をいかに有効に利用していくかと

いう経過を経て、世界に冠たる産業となった。農業は長い歴史を持っているが衰

退しており、どう再建していくかという面でいうと競争が大事であるが、国がど

のように再建に関与するかが特に農地の面では重要であり、ここは慎重に考える

べきではないかと思う。

中畝委員：

企業参入も農業利用ならば歓迎。一方、転用規制はどうするのか。例えば、植

。 、物工場が進出してきたらそれを認めるのかどうなのか 農業施設としてみるのか

工場用地としてみるのか。はっきりとしておかないと現場が混乱する。また、企

、 、 。業が貸借で参入し 農業用の管理施設を建てた場合 それをどう認めていくのか

賃貸でも良いのか、農業を辞めた場合の取扱いはどうするのか。しっかり議論し

ていくべき。歓迎する部分とその後の心配する部分がある。

片平委員：

面的集積組織の件であるが、合理化法人の中間保有機能と面積集積組織の中間

保有機能の違いがよく分からない。資料には、合理化法人の中間保有にはリスク

があるとあるが、賃借権の場合、農地法第２１条の減額請求権と地代の未収以外

は経験していない。それが果たしてリスクといえるか。面的集積組織の中間保有

についてはアパートの所有者と不動産管理会社と賃借人の関係、不動産管理会社

が一括委任を受けて一切の事務手続きをやるが実際の契約は所有者と賃借人との

契約をイメージしているが、この場合と合理化法人の権限を取得する場合との違

いがよく分からない。むしろ逆に合理化事業の中間保有で権利を取得しておく方

が、所有と利用を分離するには極めて効果があることを現場で経験している。

面的集積組織を市町村に新たに作る又は既存の組織を位置づけるという話であ

るが、福島県では、全ての市町村で合理化法人が設立されている。市町村は厳し

い財政事情から農業部門の人員・予算ともに削減しており、新たな組織を作るよ

り既存の組織に担わせる市町村が多いと思うが、この場合二階建てで輻輳するの

で二つの中間保有をきっちり整理する必要がある。

前にも申し上げていることだが、面的集積のため一番肝心なところが抜けてい

る。水田農業の６割強は兼業農業者が担っている。兼業農業者を面的集積にどの

ように参加してもらうかの仕組みが集積できるか否かの要点。それらの人が参加

する場合のインセンティブ、参加しない場合のデメリット措置を充分検討いただ

きたい。

吉川委員：

兼業農家にも面的集積を協力してもらうことについて、所有と利用を分離する

ことと面的に大規模化することとの関係がよく分からず、混乱しているとの話が

あったが、どこが混乱しているのか疑問。

大目的は「大規模化が必要」ということであり、所有権より利用権の方が動き
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。 、 、やすいことが議論の前提 例えば 農家は所有権を手放すことには抵抗があるが

期限付きの利用権であれば考えるということも聞いた。利用権の移転が面的な大

規模化を図る有力な方法ではないか。そのために、農家が有利であると進んで参

加する仕組みが必要で、組織を作れば良いという話ではない。

園田委員の指摘のとおり、法人が参入した場合、問題となる行為をする可能性

はゼロではない。行政が事後的に介入するべき。失敗した場合、企業には退出の

自由があるが、どのようなルール作りをしておくかが重要。

原田委員：

利用権での参入を原則許可にして一般企業、個人も自由に参入できるようにな

る一方で、農業生産法人の要件が厳しいままでは平仄が合わず、整合性がとれな

い。従って農業生産法人の要件を緩和すべきとの意見があったが、そうすれば、

農業生産法人と特定法人ですらない一般企業の区別が次第に相対化していく。そ

してそうなればなるほど、なぜ生産法人だけに所有権取得が認められ、他の法人

には許されないのかという議論になっていくのではないか。

中畝委員：

優良農地の確保の関係で、公共転用についても許可制ということだが、基本的

にどのような施設を考えているのか。

三浦地域計画官：

他の法制との整合性も考えないといけないが、前回の都市計画法の改正で許可

制に移行したのは病院や役場など５つほどである。

原田委員：

小作地所有制限の廃止は賃借の拡大・促進論と政策上関連しているのか。従来

は、不在地主が沢山農地を持つ、あるいは在村であっても小作地を沢山持つのは

望ましくないという判断のもと、政策上で認められた貸し借りだけ例外にします

という仕組みが可能であったが、その制限自体を廃止してなくしたあとの問題を

どのように考えているのか。たとえばある農家が離農して農地を法人企業に貸し

た後、その底地を売りたいとなったときに、誰に売ることになるのか。借り手が

買えない、あるいは買わないとしたとき、第三者に売れるのか、その第三者はど

ういった者でなければならないのか。廃止すれば色々な問題が出てくるだろう。

髙橋経営局長：

法制の検討はまた整理する必要があるが、小作地所有制限というのが、今の世

の中で理解される制度なのか。小作地所有制限の制度はあるが、実態的には流動

化で小作を認めている。本当に信頼される農地制度のため、こういうものも見直

しできないかということ。世の中と合わなくなったものは見直していく。未墾地

の買収もそうである。また 「小作」の言葉自身もどうかと思う。、
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原田委員：

「小作」の用語の見直しについては、特段の異論はない。

馬場委員：

今日、色々と宿題が出たと思う。すぐに次回をやらないといけないと思うが、

早急な検討スケジュールの設定を座長にお願いする。いずれにせよステップを踏

んで検討して欲しい。

光吉構造改善課長：

今日の論点、宿題については早急に対応していきたい。

（以上）


