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第５回農地政策に関する有識者会議・第９回専門部会合同会議概要（未定稿）

日 時：平成１９年１０月３１日（水） ９：３０～１２：００

場 所：三番町共用会議所大会議室

出席者：委 員：髙木座長、櫻井委員、立花委員、忠委員、西山委員、原田委員、福西委

員、富士委員、松本委員、吉水委員、片平委員、馬場委員、柚木委員

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、光吉構造改善課

長、三浦地域計画官

概 要

○光吉課長及び三浦地域計画官から資料説明。

高木座長：それでは意見交換に入りたいと思います。まず、委員からの提出資料があるの

で、松本委員から説明願いたい。

松本委員：８月の有識者会議終了後から組織的な検討を積み上げ、１０月１８日に機関決

定として意見をまとめたところである。時間の関係上、細かいところまで申し上げない

が、政策をとりまとめるに当っての参考にして頂きたい。

基本的な考え方としては、先程、局長から検討項目を大きく２分類されて、法制度面

については実態を踏まえ、さらに検討して参りたいという話があったところである。農

地の「所有」から「利用」へと言うことで、「所有権」と「貸借権」の区分けについて、

今回整理した基本的方向に沿った形で、さらに検討を重ねていくということであるが、

検討を行う際には、農政として一般の基本原則として、全体のベースとなる農地制度を

見直すときに、農政として将来の農業経営の姿をどのようにとらまえているのか、単に、

農地が利用されるという、その事のみをもって全部が農政として解決出来るのか、その

辺を、検討して頂きたい。

一定の哲学として農業経営をどのようにイメージしているのか、農地について「所有」

から「利用」へ大きく転換していく時に、農政としての農業経営をどのように目指すの

か、この点を、深く踏まえた法制度の検討をお願いしたい。

髙木座長：それでは、忠委員。

忠委員：私は、この会議に農業法人の代表という立場で参加させて頂いているが、ついこ

の間まで、法人協会の副会長を仰せつかっていたという関係で、本資料を提出している

ということをご理解願いたい。内容については、読んで頂きたいと思いますが、具体的

な部分については、後ほどの意見交換の中で説明したいと思う。また、本資料の作成に

当っては、私自身大きく関わっていることも申し上げておきたい。

特に申し上げたい点は、農地の面的集積の部分で言えば、これまで、栽培面積の拡大
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に取組んで来たところであるが、地域には兼業農家や高齢農家等が多数存在しており、

これら兼業農家や高齢者農家の「だれか預かってくれる人はいませんか。この農地をず

っと守りたいんです」というニーズに応えて規模拡大をしてきたところであって、経営

の効率化のために無理に貸して下さいということをしながら経営を拡大していたのでは

ないということ。こういう農家の今後の地域における役割についても、十分配慮して、

今後の政策、面的集積を進めていく必要があると考えている。

次に、残念ながら今回の議題には入っていないが、法人協会の会員の中には、都市農

業を実践している会員もおり、それらの会員からは、都市農業の位置づけをもっと明確

にしてほしいという意見があり、都市的地域の優良農地の確保対策として盛り込んでい

るところである。

髙木座長：それでは、出席者の皆様から、様々な角度からのご意見を頂きたい。

髙橋局長：他の会議があり、本日は途中で退席させて頂くが、今の忠委員からのご意見の

中で、１点だけ確認させて頂きたい。法人協会のご意見の中の都市農業のイメージは、

どのようなものなのか。

私どもの統計の地域区分として都市的地域というのがあり、例えば、新潟市全域が都

市的地域として区分されており、多分、そういうような意味合いでお話されているので

はないのではないか。ここで言っている、都市的地域の優良農地の確保対策と言われた

時に、都市的地域というのは具体的には何を考えているのか教えてほしい。

忠委員：これは、東京や大阪の会員から出された意見であり、聞いたところによれば、完

全に都市化してしまった所ではなく、主に住宅地域の中にあって、農地が点在しており、

自ら農地を経営管理している、所有者が必要に応じて貸し付ける場合もあり、その場合

に、納税猶予の特例があり、そこのところを要望している。

高橋局長：基本的には、市街化区域における農地が都市地域ということでよろしいか。

忠委員：はい。

冨士委員：権利移動システムについてであるが、改めて農地制度改革の主流である地域の

担い手を中心とした農地利用ということで、全ての農地において計画的に担保した上で、

所有権はそのままにして、その上で賃借権の権利取得を見直すということであるが、そ

のためには、優良農地に限定しないで、農地全般での地域の合意と計画を基本として、

面的集積システムの下で農地の利用集積を進めていくことが必要だと思っている。地域

によっては、担い手が不足して担い手以外が参入する場合でも、継続的に農業利用を担

保する賃借とかの仕組みの具体化や賃借に代わるものとして、所有権まで踏み込まない

ことを担保するような仕組みの検討が必要。

それから、新たな面的集積システムの仕組みのところで、市町村レベルの合理化事業
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について、集落営農を含めた担い手への面的集積のための新たな組織を創設するとして

も、市町村レベルの合理化事業を継続して、新たな委任代理機能と合わせて活用してい

くべき。

面的集積への参加インセンティブ、コーディネーター配置の予算、さらには、参加奨

励金等の予算措置についても、合理化事業にも同様の措置が必要があると考えている。

その上で、質問であるが、実績を上げている合理化法人とあるが、具体的にはどのよ

うな基準を考えているのか。今後、どのようにして誰が決めていくのか。それから、今

現在、合理化法人の設立を目指しているようなものをどうしていくか。

面的集積、委任代理、合理化事業と色々あるが、阻害要因としては、税制上の課題が

大きく農地を出すことが出来ない。この税制上の課題の解決策を今後どのようにしてい

くかということ。

３点目が、権利移動関係での質問であるが、農外への利用や無断転用を排除していく

ために、具体的な対策や措置はどのようになるのか。

それから、意欲ある農業者を優先しながら、面的にまとめていくということであるが、

具体的にどのように担保していくのか、その辺の仕組みについて教えてほしい。

最後に、本日の有識者会議の位置付けは、とりまとめをするということではなくて、

引き続き、話し合いを行いながら、最終的にとりまとめるということなのか、その辺の

考え方を説明してほしい。

立花委員：経団連も農地制度の問題について、農政問題委員会の場で、真剣に議論をして、

ほぼ成案を得つつあり、まだ関係者への確認等もあり、資料としてお示しできないが、

この場で考え方を説明したい。

基本的には、農業構造改革の残った課題は、農地制度の問題であると考えている。農

地制度の問題は、農地に密接に関連するものだけではなく、３つあると考えている。

１つは、農地の有効利用をどのように徹底させるか、という問題。

２つ目は、農業経営を如何にして、高度化、多様化あるいは新規参入を促進していく

か。いわゆる人の問題。

３つ目は、工場で言えば生産設備に当たる訳であるが、農業経営の規模拡大の問題、

あるいは農地集積への支援。

農地をどのように有効活用するのか、農業経営をいかにして高度化、多様化そして新

規参入を促進していくか、それから、工場の生産設備である経営規模をどのように拡大

していくか、これらをパッケージで取組まないとダメであると考えている。狭い意味で

の農地制度の問題だけでは、十分ではないと考えている。

具体的には、今回示された基本的方向と同じではあるが、農地の有効利用を如何にし

て徹底するかという問題については、農地法の１条に規定する自作農主義を見直して、

農地を農地として有効利用することを法律に規定し、併せて、多様な担い手の参入が考

えられることから、農地に関わる権利を取得しているものは、農地を有効利用する責務

があることを規定するべき。国は責務規定があるが、地方自治体あるいは農地を所有す

る、または利用する者には、このような責務がないことから、責務規定を設けるべき。
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転用規制の問題については、３０年～５０年間、その地目を変更しない、半永久的農

地という考え方を是非入れるべきという考え方を個人的には持っている。それが難しい

ということなので、少なくとも、公共投資で基盤整備された農村部の平地にある優良農

地、いわば日本農業の心臓部である農地の転用プロセスについては、農振地域の適用除

外も含めて、国の責務という観点からも、優良農地の転用許可については、国が関与す

るべきと考えている。

地方分権に反するかもしれないが、地域において、農地は利害関係者だけである。選

挙で選ばれた首長、議員、あるいは農業委員、それぞれ利害関係者が大半である。その

ような状況で転用許可、農振除外等本当に大丈夫なのかと考えている。これは、経団連

の中でも議論が分かれているところであるが、国の関与として、何らかの形でので関与

が必要と考えている。

それから、経営の高度化、多様化そして新規参入の促進としては、農業生産法人の構

成要件、役員の従事日数、事業要件等を見直して、農業イコール農作業ということでは

なく、農外からの前向きな投資を受け入れる受け皿を作って頂きたいと考えている。

このような取組みが、新規参入のトレーニングの場としても役立つ訳であり、法人化

を促進する必要がある。法人化が進めば、一般企業とのインターフェースが整備され、

専業経営に対する考え方が共有され、農産物の加工、流通等の連携が可能になる。

それから、参入に関連して、リース方式についてであるが、企業が直接農地を所有す

ることについては、農業サイドや地域社会から、残念ながら非常に強い抵抗感があると

すれば、あまり角を付き合わせる事を望むものではないが、リース方式については、地

域の限定条件を外す等して、広げて頂きたいと考えている。その場合、地域の担い手と

バッティングすることも想定されるが、そのような場合は、地域の農地の利用計画を尊

重し、ある日突然、リース方式で企業が参入し、地域と摩擦を生じることのないように、

あくまで地域における農地の利用計画を踏まえながら参入するべきと考えている。

経営の安定の観点から言えば、２０年超の農地版の定期借地権制度についても、是非

創設して頂きたいと考えている。

それから、農業経営の規模拡大や面的集積については、本日示された農地の基盤整備、

大区画化、畦畔除去や農地情報、地域の実情や担い手の意向を踏まえた農地利用計画、

代理委任等については、基本的にそのとおりだと考えている。その際に、国民感情から

見て、農地の所有に関わる相続税や贈与税の納税猶予制度の見直しは、是非必要と考え

ている。

以上、３点セットをパッケージとして考えていただきたい。

それと、経団連の農政問題委員会に参加している企業にアンケートを行ったところ、

産業界として、我が国農業が直面している大変な崩壊の危機に対し、農業界が取組もう

としている努力に対して、国民全体で問題意識を共有し、産業界も含めて、これを支援

する機運の醸成が、大変必要と考えている。最近、新聞等に頻繁に載っているように、

地域産品の加工や新品種の開発等、生産から加工・流通のあらゆる過程で実際の農業の

現場と企業との連携が頻繁になって来ていることから、このような動きをサポートして

行きたいと考えている。
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近々、発表する提言の中にも、産業界として、農業の抱えている課題についてどのよ

うに貢献できるのか、例えば、製造業が出来るだけ無駄な作業をしないということで、

物を落とした場合、しゃがんで拾えば、それだけで疲れてしまうことから、現場の経験

に基づき、立ったまま拾えて、そのまま作業が出来るような工具を利用できないかとか、

また、コストダウンへの取組みとか、色んな経験を有していることから、そのようなこ

とを農業界の抱えている様々な課題の解決につなげていくことが出来ればと考えてい

る。折角の構造改革のチャンスを何とか、本当の意味での農業再生につなげていくこと

が大事と考えている。

今、申し上げたことは、経団連として、ほぼ成案を得られている農地制度改革のポイ

ントであるが、是非、ご理解を賜りたいと考えている。

質問としては、資料４の最後の「所有」から「利用」に転換を図るという部分で、貸

借についての規制を見直すとあるが、具体的にはどのようなことなのか。

原田委員：今、最後に出ていた資料４の同じ場所、１５ｐで、いくつか質問がある。

１つ目は、立花委員が質問されたことと同様であるが、「利用」と「所有」がどのよ

うな関係になるのかについて方向性だけでも伺いたい。

２点目は、「現場で農地利用について問題が生じたり、農業経営の発展に支障が生じ

ないよう措置」とあるが、この「措置」のイメージは何か。その下、頁の真ん中にも「仕

組み等を措置」と出てくるが、どういう措置なのか。前の方にあった面的集積の仕組み

とイコールなのか、または別の措置なのか、分かりづらかったので説明願いたい。

３点目は、その「仕組み等を措置」の説明に「意欲ある農業者を優先」とあるが、そ

の「農業者」には、企業等の農業参入者も含まれるのか。そうであるとすれば、特定法

人貸付事業制度はこの中に包摂され、今のような別建てての制度ではなくなるのか。

４点目は、「農地の有効利用」と「農地の効率的利用」という表現で、その概念の内

容に違いはあるのか

５点目は、頁の一番下の○の箇所。貸借での有効利用を進めるということは、貸借で

の権利取得の規制を緩めて、参入の幅を広げようというものと思うが、それが「集落営

農の法人化、農業法人の経営発展」に、直接どのように影響するのか。「農業経営に意

欲ある者」に特定法人が含まれるとすれば、そこは新しい展開です、また「農地保全等

に取組むＮＰＯ法人の参入」も可能になりますという論理は理解出来るのだが、最初の

２つの主体のところの論理がイメージ出来なかったので説明願いたい。

福西委員：農地に関する情報の共有化の部分及び農地の面的集積の促進に関する事項、そ

れと権利移動規制の見直し等の中で公的関与とあるが、地域では行政機関があったとし

ても、末端組織として、自治体組織がある。例えば、農業で言えば、一番の末端組織は

農業集落そのものであると言えるが、資料の中には、そういうものの考え方が全く記載

されていない。私は、農村部に住んでいるので、そういった感覚があるのだが、末端の

集落の機能が関与せずして、農地情報の収集や面的集積の声かけは誰がやるのだろうか。

おそらく、地域の代表者や役員等が行うことになることから、この人達が関与せずし
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て、実施することが出来るのだろうかと思う。

例えば、我々の地域の話をすれば、権利移動に関して言えば、農業施設等の整備に関

する農地転用についても、地域の農業関係役員の承諾が一応必要となる。そういった定

めごと、慣例で、集落が成り立っているのである。最近は、そういうことがなおざりに

なってきて、直接、貸借契約が進んでいるが、集落機能を重要視せず、コーディネータ

ー等が直接農家に行って一本釣りのようなことをしたら、農村集落から除外されてしま

う。

その地域の中で農業を維持する機能、すなわち農地保全や回復する集落機能を全くそ

っちのけにしておいて、農業農村が成り立つのかと思う。

柚木委員：質問を３つお願いしたい。１点目は、公共転用について、市町村に限らず国や

都道府県を含めて許可対象とするということか。

２点目は、耕作放棄地の解消の手段として、保全管理とあるが、これはどのような状

態のことか。イメージを説明してほしい。

３点目は、権利移動規制の見直しのところで、所有権については厳しい規制を維持と

あるが、厳しいとはどのようなイメージなのか。

西山委員：農地の利用集積は、それぞれの地域によって取り組みの積み重ねがあり、北海

道の実情を申し上げると、農業委員会あるいは市町村公社の活動によって、所有権の移

転による集積をしながら全国の４０％に近い農地の流動化を進め実績を上げているとこ

ろである。今回検討されている新しい制度が、北海道にうまく馴染むのかについて、非

常に関心がある。

８月の資料を基に、北海道各地において意見交換を行ったが、非常に関心が高い。今

回の面的集積の促進について、県、市町村レベルの農地保有合理化法人の関わりが「か

っこ」ということで記載されている。これについて、質問と要望を述べたい。

まず、面的集積システムについてであるが、本システムでは、賃貸借での利用集積の

みを想定していると思われ、これまでも申し上げているとおり、北海道では売買の比率

が高いことから、農地の利用集積は、賃貸借と売買が一体となって効果を発揮させるこ

とが重要であると考えている。このことから、面的集積の仕組みの中で、売買の調整を

誰がどのように行うことになるのか。

２点目は、北海道は、専業農家の農業委員が積極的に農地利用集積に取組んでいる事

例が多い。このような既存の組織と役割分担はどのようになるのか。とりわけ、農業委

員会組織と面的集積組織の関係について、どのように考えているのか。

３点目は、市町村段階の合理化法人は転貸事業を担うとのことだが、既に農地の売買

事業を行っている場合はどうなるのか。北海道の大規模畑作地帯である十勝地域の士幌

町の事例であるが、交換分合の手法を活用し、分散錯圃とならないよう農地の集積をし

ながら規模拡を進めている。まさに県レベルの合理化事業を行っているものであるが、

このような市町村レベルの合理化法人の扱いを、どのようにするのかということである。

４点目は、標準小作料についてであるが、農地の売買や賃貸の場合、農地の出し手に
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対して、規模拡大を志向する複数の担い手農家が、その農地を巡って競い合うという実

態がある。また、農用地利用集積計画や農地保有合理化事業を進める場合でも、農地の

賃借料を設定することが重要になってくるが、標準小作料制度があることによって、賃

借料が不当につり上がることを抑止しており、混乱無く農地の賃借が行えるものと考え

ている。

今回の見直しで廃止することで、北海道の現場において混乱が生じないかという心配

がある。仮に廃止する場合でも、何らかの抑制機能を措置すべきと考えているが、この

点について、考え方があるとすれば説明願いたい。

忠委員：賃借による権利について規制を見直すということは、緩和するということだと思

う。現存の農業生産法人、私どもの法人協会で申しますと、土地利用型は約550法人、

そのうち2割弱の84の法人が農地を有している。どんどん賃借による規模拡大を図って

おり、その結果、常時従事役員の従事日数が減っている中で、農業生産法人の要件を満

たさなくなってしまった場合の取扱いはどうなるのか。

所有と利用の分離ということには異論はないが、現実として、法人がそうなった場合

どのように取り扱われるのか。

高木座長：多岐にわたる質問に対する回答をお願いしたい。

光吉構造改善課長：沢山、御意見・御質問を頂いたが、法制度上の制度設計や具体的な仕

組については、引き続き検討し、色々と議論していかないといけない。今日、説明した

ことについては、「基本的方向」として認識しており、こうやろうと考えていることを

説明したもの。

何人かの方から、本日の資料の中で具体的にどうなのかという御質問を頂いたが、こ

れから、詳細を検討しなければならない。

まず、冨士委員の御質問について。市町村段階の合理化法人の取扱いについて、基準

とか、どのように、誰が決定するのかということだが、これも今後の課題である。考え

方としては、市町村合理化法人として幾つか法人が立ち上がっているが、看板だけとこ

ろがある。一生懸命やっているところもあるのに、看板だけで動きがないところもある。

懸念しているのは、今まで何年も制度としてやってきているのに動きがないところが、

今後、新しい仕組が出来た時に、看板を新しいものに替えるだけになれば、また働かな

くなるということ。実績を上げて頂いて、新しい仕組の機能を担えるようにして頂きた

い。

相続税、贈与税についても、新しい考え方に立って検討していきたい。

有識者会議については、御就任を頂くときに御説明したように、何かを取りまとめる

とか、組織として「了承」、「了承でない」ということ決めて頂くというよりも、開催要

領にあるが、「農地政策の再構築に向けた検証・検討を進めるに当って、基本的な方向

について、各界の有識者から御意見を伺う場」という位置付け。従って、何かを取りま

とめて頂くものではないと認識している。

本日の会議では、基本的な見直しの方向について御説明し、御意見を頂くということ。
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基本的方向について御意見を頂くということで、一つの区切りであるが、まだまだ、細

かいことを詰めないといけない。是非とも有識者の方に御高見を頂くべく、節目、節目

で御報告をさせて頂きたい。

立花委員からの３点のご指摘。どれかをやれば良いと言うことではなく、パッケージ

としてやるべきというのは、おっしゃるとおりと認識。農地法の第１条を見直して有効

利用を目的にするとか、権利を持つ人の責務規定等については、まず、何をどうやるの

かが決まってから詰めていくこと。

権利移動規制の見直しについて、所有と分けてリース方式で是非ということだが、規

制の見直しなので、基本的な目的はこの資料にあるとおり、集落営農の法人化、生産法

人が経営展開し易くする、個人も法人もＮＰＯも含めて意欲ある者による有効利用の促

進を図ること。単に規制を緩めるということではなく、担い手との関係をどうするのか、

規制のメリハリをどうするのかということであり、これまでと同じ方向である。

原田委員から「問題が生じないようにする措置」とか「特定法人の制度は包摂される

のか」ということであるが、法的な話は今後検討していくことから、見直しに資するよ

うな形で、特定法人の取扱をどうするのかということが決まる。

原田委員：具体的な制度の内容を聞いているのではなく、書かれていることで、何を言わ

んとしているのかが分からない。例えば、現在の利用権の設定に関する制度の前提の下

では、集落営農の法人化とか農業生産法人の経営発展に支障が生じていることから、そ

こを直すのだという読み方が考えられるが、そういうイメージなのか。

光吉構造改善課長：集落営農の法人化という時に、法人に対して農地の所有権を移す、貸

し付けると言う形態がとられ、法人化される。そういった時に貸借に関する規制を見直

していけば、貸借の形で法人化する時に、現在ある生産法人の要件をそのまま適用しな

いと法人化できない。所有と貸借を分けて、貸借について規制の見直しをした時には、

クリアすべき条件というものがこれまでと変わってくるということが想定され、そうす

ると法人化がしやすくなる。

農業生産法人の経営発展についても、生産法人が貸借だけでやっている場合に、貸借

のこれまでの要件について見直した場合には、様々な状況への対応がし易くなる。

福西委員から、末端組織の自治体、集落そのものの話が書いてないとの御指摘があっ

た。我々は末端とは思っていなく、先端だと思っている。現場の集落、個々の農家の方

の集まりへの働きかけ、調整が重要であると言うことは疑う余地もなく、大前提である

ので敢えて記載していないところ。重要性は十二分に認識している。

柚木委員からの「厳しい規制」の意味だが、規制の見直しの内容をどう検討するか次

第で、どのような内容になるかということであり、現段階では申し上げられない。

西山委員から、売買と面的集積のシステムについて御質問があったが、これも具体的

な今後の内容であるので、検討させて頂きたい。

市町村レベルの合理化法人では、基本的には全国的に見えれば貸借が中心ということ

から、貸借を前面に出して説明をしているところですが、内容については今後詰めて行

きたい。

農業委員会と面的集積システムとの関係だが、面的集積システムを法制度的にどうす
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るのかを具体的に詰めてからの整理となる。以前、松本委員から御指摘があったと思う

が、基盤法に流動化に関する規定がある。農業委員会は、認定農業者からあっせんの申

出があった場合には、その調整・あっせんをするということが規定されている。

従って、現場の認定農業者なり農地の所有者から、農地のあっせんを受けたいとの個

別の申出があってから、汗をかいて個別的に対応するということ。

今回の話は、個別に申出があってから行うとか、個別に何とかしてくれということに

対応するというよりも、むしろ積極的に働きかけを行いながら、地域全体の農地をどう

いうふうにしていくのかを意識し、集団的、地域的な広がりをもってやって行くという

ことであるので、自ずから、役割というのは見えてくる。

それと市町村レベルの合理化法人で、県レベルのように買い入れて貸し付けている事

例があるということだが、詳細な内容に係わることなので、今後検討。中々、方程式の

ように上手く解けない。同じような事を色んな人が、同じようにやっている状態は効率

的ではないという指摘がある。実態問題として、今やっていることが上手くいくように

するということの関係を分析する必要があるが、これも今後の課題。

標準小作料については、様々な御意見が現場でもあると思うが、小作料がつり上げ防

止の担保となっているとの御指摘もあろう。中々上がらないとの話もあろう。地域によ

って違うかもしれないが、認識としては廃止の方向で見直したいと思っている。記載し

ているとおり、米しか作らない、しかも米価が政府価格で決まっているという状況では

ない。作るものも売り方も値段もすべて市場で決まる時代。

標準小作料制度の根幹は、力を持った地主に小作農が支配されてしまう畏れがあった

ということ。

実態として、多数の農地所有者の方と大規模に規模拡大していこうという担い手の方

の関係は、昔の地主と小作の関係とはかなり変わってきている。標準小作料を出した後

に、減額勧告という法的制度があるが、ここ２～３年を見ても２件あったかないかで、

実質的なものではなかった。

そういう状況等から、先ほど情報のところで申し上げたように、個人情報に気をつけ

ながら、実際にどういう賃借料になっているのかという情報を広く知らしめる体制を整

備し、それを当事者の方に知って頂いて設定するのが良いのかなということ。今回廃止

の方向で検討する。農地情報の中で賃借料の情報提供についても、きちんとやっていき

たい。

原田委員：今後の検討は別として、資料に書いてあることの意味を確認したい。「効率的

利用」とはどういうことなのか。「有効利用」とは違う意味なのか。

光吉構造改善課長：なかなか答え難い御質問だが、あまり意識をして違えているものでは

ない。

原田委員：同じに理解していいのか、違うように理解するのかで、このペーパーに書いて

ある事の意味が変わって来る。書かれたときの感触、イメージはどうだったのか。

光吉構造改善課長：同じような意味で使っている。
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原田委員：例えば、農地の保全に取り組むＮＰＯ法人も効率的利用に入るのかという質問

についてはどうか。

光吉構造改善課長：有効利用に入る。

原田委員：そうであれば、やはり概念が違う。先ほどの質問事項のうち、特定法人のとこ

ろをどうするかは、これから先の制度の検討であるとのお答えであったが、もう一点簡

単にお答え願いたい。中ほどの○に「利用集積を加速化する仕組み等を措置」とあるが、

これは、一般的な面的集積組織を立ち上げるということとイコールなのか、または、別

の措置のことか。

光吉構造改善課長：面的集積のシステムの機能が、発揮されるようにすることはもちろん

である。担い手に面的にまとまって利用集積をすると言う時に、突然違う人が入って来

た場合に、どういった調整の措置がとれるのかということも加えている。

原田委員：あと一点、簡単にお答願いたい。先ほど御説明があったので、多少イメージが

はっきりしたのだが、「貸借による権利については規制を見直す」との中身には、集落

営農の法人化の時の法人要件、あるいは現にある生産法人の法人要件について、所有権

を取得する場合と利用権を取得する場合とで、同じ生産法人の要件を使い分けるという

ことか。生産法人が満たすべき要件があるわけだが、所有権を取得する場合と利用権を

取得する場合とで、法律上の要件の内容を書き分けることになるのか。

光吉構造改善課長：具体的にはこれからであるが、所有と利用の規制を分けるということ

になると、同じ生産法人で所有地と利用地があった時の取扱については、先ほど申し上

げたように今後の課題ということである。実際の書き方は別であるが、所有権について

は厳しい規制を維持して、貸借による権利については規制を見直すと言っているので、

利用権による場合の条件、所有権による場合の条件については、見直し内容がどうなる

かによるが、違うことがある。

高木座長：それから転用と耕作放棄地について。

三浦地域計画官：柚木委員からの資料８ページの公共転用に関する御質問だが、国、県に

よるものも含めて考えて行きたい。耕作放棄地の保全管理については、営農とは作物を

売って収益を得るのに対し、担い手がいないとか土地の条件が悪いとかで、現在は利用

されていないが、営農目的で使いたい状況になったときにすぐに使える状況に保全をす

るということ。例えば、定期的に草刈りをし、その気になればいつでも営農ができるよ

うにすること。

忠委員：標準小作料について私の思いを申し上げたい。単純に廃止して良いものではない

と思う。廃止の背景については理解しているし、経営者の立場から言えば、地代は限り
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なくゼロに近いものでないと採算が取れないが、タダにしてくださいというのは問題が

ある。貸してくれる人がいるから、借地農業が成り立つ状況。

貸し手側の農家と、いかに共存するかが大事である。一定の基準というものがあって

良いのではないのか。稲作の多くの法人は、標準小作料があって、それを基準にしなが

ら、土地条件の差、形状などを加味して、若干低く抑えるとか高くするとか工夫して取

り組んでいる。そういった実態も是非御理解頂いて、慎重に結論を頂ければありがたい。

面的集積に関することであるが、「意欲ある農業者」が前は「意欲と能力のある農業

者」という言葉が使われていたが、「能力」という文字が消えて「意欲ある農業者」と

いう表現に変わっている。「担い手」という言葉もあれほど出ていたのに、今回は一つ

もそういう言葉がない。政策の軸がぶれているのではないのかと印象を持ってしまう。

これまで、地域の要請に応えて規模拡大してきた法人、認定農業者等が、今回の面的

集積をするに当たって、一旦リセットするという言葉もあったが、まとまった形で再配

分する仕組みと言うことを考えれば、一定の規模拡大は進んだのだが、分散していると

ころを効率的につなぐということもある。担い手の意向を、十分に反映できるようにし

て頂ければありがたい。

光吉構造改善課長：標準小作料について、一定の基準があって良いのはおっしゃるとおり。

それが標準小作料なのかということを申し上げている。実勢賃借料の情報がきちんと出

て、それが目安となって地元で話し合って頂けるような体制を作らなければならないと

思っている。それを情報一元化のところでやるということ。

標準小作料制度のポイントは、法律制度的にいうと減額勧告である。少数の地主が搾

取するという時代の名残として必要であった制度であり、今日的意義はないのではない

のかということを申し上げたい。目安がいるということは十分承知しており、それを情

報共有化の中で対応する。

「担い手」という言葉については、今回の資料は「基本的な方向」をまとめたので、

合理化のところを除けば、文字の少ない資料となっている。そういうことで、「担い手」

という言葉がないが、他意はない。

委任・代理でも、実際に農地を持っている高齢者、小規模の方とともに、面的に集め

る先の担い手の意向を踏まえることが大前提である。

原田委員：長期賃貸借について。20年という民法上の制約をクリアさせるということにポ

イントがあるのか、それとも特別の賃貸借の制度を設けるつもりなのか。特別の賃貸借

を設けるのであれば、その目的なども明確にしないといけないが、これは結構大変な法

律作業となると思うので、どういうお考えなのか確認したい。

面的集積組織のところに関して、委任・代理を活用するというのは一つのアイディア

であろうと思うが、今回出てきた詳しい説明をみると、例えば、農地の貸し手・借り手

から委任・代理を引き受けるとある。当然ご承知のうえでのこととは思うが、民法では

双方代理は禁止されているが、そこの特例を設けるつもりなのか。また、委任契約を締

結するならば、法人格を持たないといけない。そこのところは、どう考えておられるの

か。組織のイメージとの関係で必ず出てくる問題だが、なかなか明確にならないのでお

伺いしたい。
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また、「期間中は、借り手の状況に応じて貸し手の同意なく借り手を変更することが

可能」ということが、この組織の重要なポイントになる。しかし、「委任・代理の期間

は１～数年程度」だとすると、６年とか10年の貸借の契約をした後に、ある農地の借り

手を変える契約をしたい、そのほうが面的集積に役立つというような場合にどうなるの

か。イメージがちょっとずれていないかという疑問。なお、貸し手の同意なく借り手の

変更等が可能ということが重要なポイントになっているわけだが、それは、委任者が代

理人に与える何らかの権限の範囲のこととして処理するのか。その代理権の範囲の話と、

民法612条の「承諾」を事前に包括的に取り付けるというアプローチとの双方がありそ

うだが、そのあたりはどうお考えなのか。

光吉構造改善課長：法律の御専門の立場で非常にありがたい御指摘。20年を超えることに

するのか、特別の賃貸借を設けるのか、いずれにしても法制度の話は、今後の課題とさ

せて頂きたい。定期借地権のこともよく議論にされるが、法定更新がなく期間満了の話

は、農地の場合は、基盤法で措置されているので、そういったことを踏まえて、長期化

をどう扱ったら良いのか考えて行きたい。

双方代理の話は、民法での整理がある。どういった委任・代理の取り方にするのか、

民法との関係をどうするのかを含めて宿題にさせて頂きたい。

原田委員：転貸方式のメリット、デメリットの比較の説明中で、委任・代理であれば、間

に立つ人や組織が責任を負わなくて良いという話があったが、考え方としてちょっとお

かしいのではないのか。代理権を受けて委任して貰う。私に任せてといっておいて、ダ

メだったら、ダメだといって投げ返すという発想は制度として通用しない。やはり、一

定の責任を取らざるを得ない。その責任を取るリスクは生じる。

光吉構造改善課長：委任・代理であるから責任がないという意味で、リスクがないと申し

上げているのではない。買ったり借りたりするとした場合に、経済的リスクが現実の問

題として出るということである。

松本委員：現場の実態を更に深めて検討を頂きたい。標準小作料は廃止の方向と言うこと

だが、農村現場では標準小作料が契約小作料の設定の目安として機能し、しっかりと定

着している。現場が混乱しないよう慎重な対応を求める。所有権を厳しくということを

強調されているのですが、厳しくされる所有権が政策当局として、担保していけるのか。

農業委員会が行う調整は待ちの形の個別の利用権の設定なので、今回の執務と違うと整

理できるとおっしゃいましたが、実態をよく見ていただきたい。現実に岐阜の羽島市農

業委員会の取り組みなどは担い手への面的集積そのものである。

馬場委員：合理化事業は、市町村段階では新たにやれないとかやらせませんということだ

けがはっきりした。標準小作料についても廃止とはっきりさせているが、全国農業会議

所からも意見があったように、基本的方向として、ピン止めをすると身動きできなくな

る。実態に即して、ある程度弾力を効かせたものにすべき。合理化事業についても現に

やっているところと、やってないところについては、現場の声を聴いた上で、はっきり
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させれば良い。

現場実態を踏まえて色々な手を打っていかないと、現場の方がついていかない。先ほ

ど、地域の関係者の計画がないと実効があがらないという話があったが、地域合意の積

み上げがないと面的集積なんかは出来ない。今後、さらに現場の意向を踏まえて、詰め

て行く必要がある。面的集積を行うための法律上の問題もあるが、ツールについて詰め

て行かないといけない。

片平委員：中間保有のリスクということで、委任・代理の場合は地代、管理経費を支払わ

なくて良いということについては現実的でない。合理化事業の転貸方式でも、間に使用

貸借を挟むことで、同じ効果が生まれる。しかし、土地所有者の理解が得られないため

実績がない。土地所有者として考えた場合に、委任をすることは農業に戻れないわけで

すから、地代が支払われないとか管理経費の負担が出てくると言うことでは、制度とし

て受け入れられるとは思えない。受け入れてもらえる制度としての整理が必要。

合理化事業についての指摘があったが、30年合理化事業をやってきた者として、真摯

に受け止めている。もっと現場に出て積極的に推進しなければと思っている。実態的に

申し上げて、農地の利用を集積する手法は２つある。１つは個別相対、２つめは集団的

に地域ぐるみで集積する手法。圧倒的に実績が多いのが、集団的な利用調整である。予

め相手の決まった仲介の形態については、地域の担い手が決まって面的集積をしていけ

ば、所有権の移転については、相手が決まっている訳で、担い手に買って貰うことにな

る。これは権原の変更であり、賃借権が所有権に変わるだけ。

このなかでも近年、兼業農家の資金力のある者に農地の所有権が移動するパターンが

増加しており、担い手は経営余力が全くなくなって来ている。最大の原因は、農産物価

格の低迷。

もう一方の個別的利用調整の中で出ているのが、基盤法13条の担い手からの要請に

基づく仲介が増加している。この場合も当然相手方が決まっている。こういう事情も

理解いただきたい。

面的集積を加速する仕組みの中では、現状維持の方と高齢者の方を含めた利用調整を

行わざるを得ない。これを実現する手法は、交換耕作しかないが、交換耕作を妨げる最

大のものは、生前一括贈与の問題及び所得税の問題である。農村地域では土地の所有名

義人と経営主が違うことが多々ある。経営主と名義人が一緒であれば、同一申告の中で、

支出と収入のバランスが取れる。名義人が違うと、例えば経営主の父の名前で交換耕作

をすれば、父個人の不動産所得となる。加速する仕組みとして、制度設計は大事である

が、生前一括贈与の特例だとか所得税の問題とかも合わせて検討をお願いしたい。

柚木委員：今後の検討に向けて３点意見を申し上げる。１点目は、所有権と貸借権の話で

あるが、農地を耕作することで考えれば所有も貸借も違いはない。地域における秩序あ

る農地利用を担保する上で、水利慣行の遵守や農道・水路の維持・管理の義務など農地

利用に関わって地域の中で責任をもてる人が、その地域に経営者として存在することが

必要である。

２点目は、面的集積機能であるが、これは面的利用集積計画を作ることが基本ではな

いのか。それと現在の農地利用集積計画との差をどのように設けるのか、はっきりさせ
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た方が現場も動きやすい。現在の農業委員会による農地利用集積計画の策定も農地の出

たものを処理するのではなく、担い手の意向を踏まえた面的集積を基本に農地の利用調

整や地域の合意形成の取り組みを行っている。また、農地の貸し借りは、今日借り手が

止めたので、明日すぐに新しい借り手が見つかるものではない。中間所有的なストック

機能というものが、どこかにいるのだと思う。管理経費が掛からないようにというのは

無理がある。タイムラグのところをどうしていくのか。もう少し詰めて頂きたい。

３点目の転用の関係については、地方分権の世の中になっており、権限移譲がどんど

ん進んでいる。新たに規制を強くして行くとした時に、どのようなやり方でやっていく

のか。法律の中に書き込むのか、指導の中でやっていくのか、都道府県段階の機関の関

わり方とはどうなのか。農振農用地区域で転用されている要因は、農振法施行規則の27

号計画である。制度の厳格な実施に向けて、廃止する方向で検討する必要がある。

原田委員：農地法の転用規制が、何故もともと国の権限なのかを改めて認識する必要があ

る。自治体の権限になじむ都市計画上の土地利用規制とは性質が違うからだと私は考え

ている。今回、転用規制を強化する、きちんと守られるようにするというのであるから、

国が何をなすべきなのか、どうすべきなのかを考えることは重要。また、これも、立花

委員が指摘された、農地の有効利用と、それをやる経営のあり方とその担い手となる人

の問題、そして経営の基盤としての規模の拡大、面的利用集積という３つの問題を、論

理的につなげてパッケージで考えることは、私も必要だと思っている。ただし、その「経

営」や「人」の中身をどう考えるのかは、いろいろと意見の違いがありうる。また、１

つの制度としてパッケージでやるのかどうかは別の問題。ただ、内容的には、関連させ

て考える必要がある。

所有権に関する規制は堅持するが、貸借権については規制を見直すという点について

は、前回も指摘したように、その基準の使い分けが法制度上でうまくやれるのか、長期

的に維持されていくのか、疑問がある。見直しの内容次第では、所有権についても同じ

見直しをやるべきではという方向が出で来ることが危惧される。前回とは視点を変えて、

幾つかの点を指摘しておきたい。

第1に、利用権の取得については広く認めて、多様な主体に入ってきて利用してもら

うようにするという。一方、農地法第１条には「農地はその耕作者みずからが所有する

ことを最も適当と認めて」との文言が入っている。しかし、今回の制度見直しでは、そ

れよって利用権を取得して現に耕作を始めた人には、所有権を持たせないというわけだ

から、第１条の文言と矛盾することとなる。とすると、第１条を直すのか、利用権だけ

ならよいという制限のところを直すのかと言う問題がすぐ出てくる。

第２に、貸借権の取得は幅広く認めるというのは、利用権に基づく農地利用者には現

行農地法３条の耕作者主義の原則を緩和する（個別経営の場合の農作業従事要件、農業

生産法人についての諸要件を緩和又は不適用）ということになる。その状態が広く現実

化した場合、所有権も持って農業をやっているものと、利用権のみで農業をやっている

ものとの２種類が、同じく農業をやっている人や経営の中に出てくる。主体としての性

質と、農作業従事・農業従事の内容の２つの面で、「質」が違う２種類のタイプの農地

利用者、農業経営者を法律上で認め、作り出すことになるわけだが、そういう制度が安

定するだろうか。やがて、緩い基準の方で統一化しようということにならないか。
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他方で、第３に、基本構想や地域のなかで、そういう「質」の違う農業経営や農地利

用者の取り扱いや競合、共存をどうしていくかという問題も出てくるだろう。同じ位置

付けで良いのか、どう区別して扱うのかなど。なお、同じ「有効利用」でも、ＮＰＯ法

人が農地保全をしている場合と、農業生産法人が面的集積をして利用するのとは、同じ

ではないと思う。

最後に、仮に「農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当と認めて」とい

う文言を外すと、それでは、誰が所有するのが適切なのかという問題が出てくる。これ

は、制度の論理に関する問題だが、このことも視野に入れながら、今述べたような点を

考えて行く必要がある。貸借での参入なら広く認めるというのは、簡単なことのように

も見えるが、大きな波及効果を持つ難しい問題である。

櫻井委員：基本的方向の全体は納得できる。

現在、米価の問題等で農家は疲弊している。えせ担い手というものが顕在化してくる

だろうと思う。農家、団体の意識改革が必要であり、法人化による意識改革を考えるべ

き。２ページに記載されている関係機関の意識改革も必要である。農委の機能も見えて

こない。情報を共有化出来るようなインフラが整備されているか、人材も含めて機能を

果たせるのか疑問である。これらを、どう現場で考えていくのかが問題。

経団連の考えを心強く思ったが、経済界のバックアップが必要。農業問題を重視する

ことは力強い。農業の効率化によって出てくる人材をどうするかの問題解決をお願いし

たい。

吉水委員：情報の共有化について、まずは関係機関だけで共有化を行い、その後、インタ

ーネットで誰でも情報が見られるようにする２段階のイメージなのか。情報の中には耕

作放棄地の情報も入るのか。

光吉構造改善課長：情報については、話として２つある。１つは関係機関が保有している、

農地を誰が持っているのか、誰が使っているのか、作付けがどういう状況であるのか等

の情報を集めて、個人情報保護が重要になるので、個人の同意を得ながら、共通のデー

タベースを作る。それを、関係機関が使い易いようにするということ。

その上で、担い手やこれから農業を始める人のニーズに応えられるように、地域にお

ける賃借料の状況、貸出物件等の情報を、インターネットで提供する。耕作放棄地の情

報も入る。

西山委員：面的集積の方針を作っても、面的集積システムに乗ってこない農地もあると思

う。その場合の措置について、どう考えておられるのか。どういうイメージをお持ちな

のか。

光吉構造改善課長：農地を出されない方に、強制的に何らかの措置で、無理矢理出して頂

くような措置をすることは合理的でない。今回の目的、今日的な状況に馴染まないと思

う。
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高木座長：最後に、私から一言。色々と難しい問題は多々あるが、当局は、これから、こ

れからと言うことでなく、１月からやっているので、しっかり検討して頂きたい。しか

し、拙速でやってはいけない。影響する所が大きい訳で、十分考えてやって頂きたい。

内容的には、担い手への農地の利用集積が、この話の原点だと思う。これを外さないで、

仕組みを考えて頂きたい。

光吉構造改善課長：本年１月に委員に御就任いただいた時に、秋頃までというお話をさせ

て頂いた。本日、御説明した見直しの基本方向についても、その詳細については、引き

続き検討する部分を相当残している。私どもとしても、暫くの間、有識者会議の皆様方

の御意見を伺う機会を是非持たせて頂きたい。

以前、御依頼申し上げた時とは若干異なり恐縮だが、貴重な御意見を賜るようお願い

したい。

高木座長：事務局から今話がありましたが、折目、節目で、この会議を開いて、意見を伺

って頂きたい。

（以 上）


