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第３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３月１日（木）13:30 ～ 15:30

場 所：農林水産省共用第８会議室

出席者：委員：髙木座長、片平委員、忠委員、中畝委員、馬場委員、原田委員、柚木委員

農林水産省：経営局髙橋局長、中尾審議官、柄澤経営政策課長、佐藤構造改善課長、農

村振興局齋藤企画部長、三浦地域計画官他

概要：

○ 事務局より、資料に沿って説明。

○片平委員による資料説明：

資料（農地保有合理化事業の経済的効果）の 頁の表 に会津坂下町の例を載せて17 16
いる。平成 年の土地改良事業の営農推進の優良事例で大臣賞を受賞したが、純収益15
は ． 倍、所得は ． 倍になっており、しかもこの効果が地域全体に波及している。1 6 1 3
同じく 頁の南相馬市は、平成 年に優良農用地利用改善団体として大臣賞を受賞し18 11

2 6 1 8ているが ここでも同様に 地区全体の経済的効果として純収益は 倍 所得は、 、 ． 、 ．

倍となっている。また、資料 頁の で、日本型農場制農業の普及を唱えているとこ19 4
ろである。これは、地域における多数の農地所有者との合意形成を図り、地域で選択さ

れた担い手に対して農地利用の集積をすることで、全く新しい経営体を創出できたとい

うものである。前者の例は、集落営農的な生産組織、後者の例は、有限会社等の法人と

いう形となり、形は異なるが、集団的な土地利用調整で支援すれば、実現可能であるこ

とをご理解願いたい。

○馬場委員による資料説明：

ＪＡ全中の資料１頁では 「農地利用・農村整備計画」づくりのイメージである。農、

場的な農業をどのように作り上げるかについて、一つは農用地利用改善団体による地域

での話し合いの中で担い手を特定し、合意を形成するというのが一番重要と考える。こ

、 。 、れにより農地を農地として利用し 地域の中で守っていくことにつながる いま一つは

農地保有合理化事業によって担い手へ面的に貸し付けする仕組みの促進である。

３頁は福岡県の事例だが、 戸が農用地利用改善団体を組織し、二階建て部分とし110
て有限会社の設立まで至ったケースであり、生産費、労働時間、土地利用率も向上して

いる。同じく３頁の下表は、ＪＡ庄内みどりの例であるが、担い手が比較的多い地域で

あるにもかかわらず、まずは農用地利用改善団体を組織し、集落の 割をカバーしてい9
る。特に、酒田地区では 「認定農業者集積型集落」といった方向性の中で、農用地利、

用改善団体での話し合いを通じ農地の利用集積を推進している。

４頁では 年度からの新たな面的集積事業の概要であるが、市町村の財政難により19
取組づらいという意見が出ている。

５頁では合理化事業を通じた面的集積の課題として、ＪＡ合理化法人の実施状況を紹

介している。ＪＡのみの取組では限界もあるので、６頁にあるＪＡとぴあ浜松・細江町

の事例では、ＪＡ、町、担い手等により協議会を設置し、面的集積のルールづくり等を

行いながらＪＡで合理化事業を進めている。
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７頁は中山間地域であるＪＡ伊達みらいにおいて、ＪＡ合理化事業により農地を集積

し、ＪＡ出資法人を立ち上げ耕作放棄地の発生防止に役立てている事例である。

○柚木委員による資料説明：

全国農業会議所の資料６頁をご覧いただきたい。 点目は、担い手にまとまった形で1
農地を集積させていくためには、集積すべき農地の状況を集中的に把握することが重要

であり、その際、不在村化している農地に関しては、情報の収集・把握・管理を行う必

要がある。 点目は、集積された農地が分散化しているという課題に鑑み、担い手の意2
向を踏まえた面的集積に重点をおいた集積計画を策定する必要がある。 点目は、不在3
村の地主にも情報を伝達する仕組みを作っていくとともに、農地相談活動が重要性を増

している。 点目は担い手の意向を踏まえるという観点で、担い手同士の連携も必要で4
あると考えている。

高木座長：

ただ今の説明に対して質問等ご議論いただきたい。

片平委員：

水田農業に限定し、現場の意見として申し上げたい。

地域の担い手に対する面的集積は誰が行うべきかについては、市町村が主体となるべ

きだと思う。実態的に言うと水田農業協議会などで市町村は腰が引けている。生産者団

体であるＪＡも広域合併等により人員が削減され、営農指導の担当は一人何役も仕事が

与えられており面的集積を推進する余裕がない。また、福島県のように系統出荷が半分

しかない中では、やはり市町村が相応しい。農業委員会という意見もあるが、農業委員

の活動があまり活発ではない。集落の説明会の中で構成員として農業委員が参加するこ

とはあるが、前に立って積極的に発言する人は数えるほどしかいないし、農業委員会事

務局員は市町村職員である。土地改良区が担うという意見もある。確かに土地改良区の

職員は異動がなく、継続的なサポートが可能だが、反面、基盤整備事業が完了したら撤

退せざるを得ないことから、主体となり得ない。

市町村が面的集積の主体になるときに留意すべき点は、各種会合がある時にだけ集ま

って、会議後は戻って各自本来の仕事をするという体制を改めなければならない。

もう一つは、やはり農業者自身の組織として面的集積を行う母体である農用地利用改

善団体が重要となる。意識改革は農業者自らが話し合って解決していかないとできない

であろう。農用地利用改善団体は村のためという集落規範が働いて目標達成のための拘

束力があるので、集落の農用地利用改善団体を活性化する必要がある。ただ、話し合い

による解決となると、市町村全体をエリアとする改善団体は現実的ではないと思う。前

回ご紹介があった例はおそらく各集落で話し合う別の組織があってそれの集約として市

町村エリアの改善団体が出来ているのではないか。特に出入り作の調整となると、集落

の改善団体間調整が必要である。

農用地利用改善団体を巡る新しい動きとして、担い手に農業機械や施設を持たせるの

ではなく、地域の農業を守ってもらえるのであれば村で持つべきだという意見がある中

で、最も大きな課題として乾燥調製施設の建物がある。担い手にとっては多大な負担と

なるが、農用地利用改善団体がこのような施設を提供できる機能も必要ではないか。

面的集積に必要な新しい制度として、耕作権の交換分合ができないか。土地改良法又
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は農振法に基づいて所有権の交換分合はできるが、耕作権の交換分合の手段はない。合

理化事業では一括で 年間借り上げて毎年再配分しているが、当然ながら担い手から10
も、兼業農家からも農地を貸していただいている。この地代は税法上不動産所得となる

一方、私ども合理化法人に支払っていただく地代は農業経費になる。通常、経営主と農

地の名義人が一緒であれば、不動産所得と農業経費で総合課税すると相殺されるが、農

村において農地の名義人は父親や祖父となっており、経営主ではないことが多い。課税

上は個人課税なので、不動産所得は農地名義人の個人所得となってしまい、年金収入と

合わせ息子の扶養から外れてしまうなどの事態になる。要するに全く規模拡大しない現

状維持で、交換耕作に参加しただけでこういう事態が生じてくる。これをもし農業経営

基盤強化促進法などの中で耕作権の交換分合が制度化されて、農業経費と不動産所得と

で相殺され課税されないような措置ができないかを検討していただきたい。

不在村地主の対応で、昨年県外 名の不在村地主に農地貸付信託制度の普及のため60
のアンケートを行い約 ％の回答があったが、その大部分は今の利用権のままでいい10
との回答であった。取り組まない一番の理由は賦役の問題である。実態としては地元に

残る親戚や知人に頼むか、あるいはお金を払ってお願いしている。事業の仕組みとして

農地貸付信託事業と賦役の問題は別扱いとせざるを得なかったので、結局魅力がなかっ

たようだ。

もう一点は、私自身合理化事業を 年やっているが、前半は小作料の一括前払いの30
人気が非常にあった。平均課税の適用を受けても税負担があったが金利水準が高かった

ので、経済的なメリットがあった。今は何のメリットもないから需要がない。そこで、

信託期間の収益金の一部を保証金として貸し出すような制度を考えていただけないか。

これは、収益金は前払いだと課税が発生するが、これを保証金として借り受け、毎年の

収益金から例えば ずつ相殺返済していく。受け取る側は、収益金と保証金返済の1/10
全体を不動産所得として申告するが、一括借り受けた保証金はまとまって自由に使える

のでメリットがあり、農地貸付信託事業は不在村地主へのインセンティブの効果がある

手法となるだろう。

高橋経営局長：

資料 ページに主体別の○×表があるが、実際に引っ張っていくコーディネーター12
としての人の問題と同時に、集積機関である以上、自らが利用権を取得するか否か、プ

ール機能を持つか否かという問題がある。

片平委員：

意見として申し上げたのはそれぞれの組織に役割分担はあるが、その組織を束ねる主

体として市町村に担ってもらう必要があるということである。

忠委員：

、 、資料の 頁で意識改革とあるが 地主には将来的な転用期待というものがあるので10
制度のパッケージとして転用規制を組み込まないと意識改革にはならない。また、同頁

に 「農地は限りある経営資源」とあるが 「経営資源」とはあくまでも担い手が使う言、 、

葉であって、出し手の反応は鈍いだろうから、むしろ「経営」はない方がより理解いた

だけるのではないか。さらに、メリット、デメリットは税制等によるものだろうが、中

。 、には健康維持や生きがい対策で農業から離れない人もいるだろう そういった方々には
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狭い土地でも換金できるような作物を作っていただき、それを販売できる場をＪＡ等が

確保すべきだと思う。

不在村地主に対しては、利用権設定を勧告するとか、所在不明者の場合は首長や農業

委員会長の職権で利用権設定をしてしまうといった措置も必要ではないか。

資料の 頁は関心を持っている。対応方向④の「賃貸料の徴収等を代行」の「等」15
は何を意味するのか。また、面的集積の促進に関し賃借料の徴収等がそれほど重要なの

かが疑問である。今は銀行でも出来るのではないか。貸し手と借り手の信頼関係のつな

がりも重要である。面的集積組織の仕組みとして①～③までは必須の事項だと思うが、

④は任意業務ではないか。むしろ利用権設定の契約手続きを代行する機能を④にあげる

のが相応しいのではないか。

「地域の一定の組織」は市町村単位を基本としているが、市町村や県域を超えた法人

をどのように考えるのか。また、一定の組織と県公社との関係をどう結びつけるのか。

さらに、③の「まとめた形で担い手へ再配分」について、私の経営は であるが、60ha
担い手の経営耕地も一旦リセットして新たな組織に委ねるのか。仮にそうならば、これ

まで築いてきた地主との信頼関係はどのように整理するのか。経営者としては、意向を

無視してあてがわれた農地で営農するというのはいかがなものか。

佐藤構造改善課長：

、 、「 、 」 、転用規制については 資料 頁で 理念を明確化し その浸透を図る としており10
「浸透」の中の一つの検討項目として、今後この場を含めご議論いただきたい。

「経営資源」という言葉はそのような受け止め方もあると思うので、検討させていた

だきたい。

出し手対策としての農業者の健康、生きがいの観点については、現時点で具体策はな

いが、面的集積に向けて多くの方に参加していただくような制度・政策にしていく上で

の考慮事項として検討していきたい。

不在村地主の遊休農地対策としては、農業委員会による指導、指導に従わない場合の

市町村長による地権者への要請、要請に従わない場合の手続きを経た上での利用権の設

定という、半強制的な措置があるが、現在までにこの特定利用権の設定にまで至った事

例はない。不在村地主対策として利用権設定の義務化等がそもそも憲法上出来るのか、

仮に実現した場合実効性があるのか検討項目の一つとしていきたい。

資料 頁の④「徴収等」の「等」は、支払いである。担い手の方が多くの地主から15
農地を借り受けており、年末の借地料の支払いが大変であると伺っているため、例えば

担い手が金融機関へ借地料全額を一括で振り込み、金融機関はこれを各地主の口座に振

り分けるなどのサービスとしてあってもいいのではないか。

県域を超える場合の面的集積については、例えば東京に本社のある農業生産法人が新

潟に農場・支所等を持たずに、新潟県で農地の権利取得をしようとした場合、現在の農

地制度では一般的に許可が下りないが、新潟に支所や農場があって、農場の管理責任者

がいる場合は現在の制度でも許可が下りるので、いわゆる出作という形態で市町村レベ

ルの面的集積を推進する上では致命的な支障にはならないと考える。

県公社との関係については、基本的に各市町村に面的集積組織を確保していくことに

なるが、確保できない市町村にあっては、県公社からコーディネーターをその市町村に

配置して、県公社の活動として面的集積を進めるケースもあるし、売買の場合市町村レ

ベルの面的集積組織では出来ないケースもあるので、そのような役割を引き続き県公社
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で行うことを想定している。

資料 頁の③「まとめた形で担い手へ再配分」については、基本的に担い手の方か15
らも農地を一旦出し手もらうことを想定している。担い手によって分散錯圃の状況は様

、 、 、々であり 現状に満足している方もおられるだろうが その場合でも一旦出してもらい

結果として同じ農地の配分を受けるような形を考えている。面的集積組織に一括委任す

る前の段階での話し合い活動が重要になってくると思われる。

馬場委員：

資料の 頁に「農地は限りある経営資源として有効利用すべき」との理念の明確化15
とあるが、これは、法律改正により行うのか、或いは運動論として推進していくのかが

不明である。また、面的集積に対するメリット措置の集中化・重点化についても、具体

的にどのような対策を進めていくのかということが明確になっていない とりわけ 地。 、「

域の一定の組織（面的集積組織 」について、地域の条件により異なるものを想定して）

も構わないのかといった点について明確にする必要があるのではないか。面的集積の取

組に参加しないデメリットの記述があるが、デメリットよりメリット措置によって推進

する取組を重視する必要があるのではないか。

農地情報に関して、農地の地図情報化が図られていないと地域の話し合いも進まない

のではないか。また、地域駐在員を集中的に配置して面的集積の促進に努めてもらいた

い。

本日の議題とは離れるが、基盤強化法に基づく特定利用権や市町村による代執行など

の実績はないが、何故これらの制度が活用されないのか検討・検証する必要がある。

高木座長：

、 、今のご意見のうち前段の部分については 理念を明確化するために法定化すべきとか

一定の組織についてはどのような組織が適当かといった積極的なご意見をいただきた

い。

高橋経営局長：

農地の利用集積に関しては、地主と担い手の間の仲介を担う役割、地域の合意形成の

推進を担う役割、さらには地域全体のプランニングを担う役割があるが、資料の 頁12
にある「面的集積組織」は、地域の合意形成が成立したことを前提に、いかに円滑に権

利設定を進めるかという活動を推進する組織として発想しているものである。

柚木委員：

点目として、農地に関する基本的理念を明確にすることは重要であるが、その際、1
一般の土地と農地の違いに着目して明確化する必要がある。

点目は、メリット措置と関連して 「面的集積に向けた取組に参加する者」とある2 、

が、これは、一定のエリアを想定してその中での構成メンバーとしてメリット措置を付

与していくということだと理解している。この際、不在村地主の農地については、中間

保有機能でプールする必要があるが、地元にいる顔の見える範囲の地主については、相

対での権利設定でも構わないのではないか。

点目は、面的集積組織のイメージである。我々としても具体的にこういう組織とい3
う答はないが、現状では担い手協議会というものが各地域に組織されている。全国農業
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会議所の資料の３頁に新潟市北区の農業委員会の事例を記述しているが、これは、従来

の経営改善支援センターの位置付けとして、市町村、農業委員会、ＪＡによるワンスト

ップ窓口を設け活動しているところである。面的集積組織の一つのイメージとして、こ

のようなシステムをより強固な体制としてくことが重要ではないか。

高橋経営局長：

農地という私有財産の権利設定に関し、責任者が曖昧な協議会組織に委ねることは、

何か事故があった場合の対応を含め問題があるので、やはり、きっちりとした法人格を

持った組織が対応する必要がある。

高木座長：

面的集積のために必要とされる機能を明確にする必要がある。運動論や合意形成とい

う機能、権利という具体的なものを扱う機能、これらはそれぞれ違うのでそれをどこが

担うかということを明確にする必要がある。そうでないと議論が混乱する。

馬場委員

一旦権利を取得しそれを配分するというのは合理化事業そのものである。今後は、全

国的に市町村段階の合理化法人や農用地利用改善団体を育成していくことを先んじて行

う必要がある。

片平委員：

今の話を聞いていて少々混乱しているが、現場で農用地利用改善団体の話し合いの中

で、誰を担い手にしてどのように集積していくかを決定する際に、一番大きな役割を果

たしているのは、耕作者達の集まりである。以前はこの集まりに公社が入ってリードし

ていたが、ことごとく失敗した。これは、耕作者達にとって、自分達ではなく公社が決

めた計画を実行することに違和感があったためである。このため、現在公社はこの話し

合いに殆ど関与しておらず、耕作者自らが決めた内容を公社の中間保有の機能を使って

利用権設定や作業受委託を実施している。その意味で、今の話の中で出てきた面的集積

組織は、私の中ではイメージが掴みづらい。今後そのような新しい組織ができるとすれ

ば、農業者をこれにどう参加させるのかのシステムを検討していく必要がある。

高橋経営局長：

今お話のあった耕作者の集まった部会のようなものに農地の利用権が一旦帰属すると

いうことはあり得ないのではないか。耕作者の話し合いというものは、ある意味合意形

成の部類であろう。これまでの農地保有合理化事業には限界があって、その限界を乗り

越えるため新たな制度を検討する必要がある。

片平委員：

農地の権利移動に関し、個別相対の関係では限界があるが、集団的な利用調整であれ

ば合理化事業の機能を使って、所有権はそのままにした中で面的集積が可能である。

原田委員：

資料の 頁では 「面的集積組織が間に立ち農地を一括引き受け」とあるが、これは15 、
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当該組織が権利の帰属主体となると考えているのか。

高橋経営局長：

権原については、所有権と利用権であるが、必ずしも権原だけでなくてもいいのでは

ないかと考えている。

原田委員

現在でも農地の所有者と利用者が分離してきている実態の中で、今後は一層、所有権

は分割されて小規模化し、他方利用権は一定程度まとまった形で経営されなければ効率

的な営農ができない、という二面の問題が生じる。これをどのように結びつけていくか

ということであり、そのために両者の間に面的集積組織を置こうということだと理解し

ている。この場合、面的集積組織に帰属する利用権ないし利用の権原は相対でもいいし

集団的な形のものでもいいということか伺いたい。また、このような利用権を扱う組織

とその業務には、一定の公共性が必要であると考えられるが、その公共性を担保するに

は、その組織の活動が地域の将来の農業構造の構想や方向付けに即して、それを実現す

ることにあることが必要と思われる。その意味で、基本構想を策定する市町村が重要な

役割を果たさなければならないが、昨今の地方分権の中で、農業の振興を図るかあるい

は農業以外の産業の活性化を図るかという問題は市町村の自主性に委ねられており、他

方で、自給率の向上などの問題は市町村だけに任せておけないという現実もある。これ

は今後の検討課題かも知れないが、この点をどのように考えるのかも、面的集積組織の

位置づけとの関係で考慮に入れる必要があろう。ちなみに、自分が比較研究の対象とし

ているフランスでは、人口規模では日本の 分の１程度の県レベルで国の仕事として構4
想を決定する。その際、各種団体が集まって将来の農業ビジョンを議論している。

高橋経営局長：

最終的には出し手と担い手の間では何らかの権原や作業受委託が結ばれることにな

る。問題は、このシステムとして現行農地保有合理化事業があり、公社が出し手と担い

手の間を所有権や賃借権で結んでいるが、新しい制度では、出し手と担い手の間で面的

集積組織が何らかの形できちんとした権原移動について関与できるシステムを検討して

いる。

高木座長：

今局長が言ったことを素直に考えると、権利移転に関する受委託ということになるの

ではないか。

原田委員：

受委託的な形を考える場合には、組織が行うのは出し手と受け手の両者間をつなぐ業務

の受任事務であろう。そうだとすれば、利用権の形での集積を考える場合にも、同じよう

な発想で行く余地もありうる。権原でいく場合にも、その権原を保有合理化法人などに一

旦帰属させる場合と、帰属させない場合の双方がありうると考えられる。なお、利用増進

計画（現在は利用集積計画）は制定当時から、そもそも面的な集積を行うことを想定した

計画制度であったと記憶している。具体的には、市町村のレベルで多くの貸し手、借り手

の希望を集め、様々なルートでの貸し借りを集団的かつ面的に調整して設定することが可
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能となる仕組みとして構想されたものであった。新しい面的集積組織を作るに際しても、

利用増進計画制度の制定時の考え方を今一度思い起こしてみておくことも有意義なのでは

ないかという気もする。

佐藤構造改善課長

担い手に農地の面的集積を進める上で果たす農地保有合理化事業の機能について、現

時点で精査すると、実績の上がっている事業とそうでない事業がある。実績の上がって

いない事業については、将来的に残すか否かの検討を行い、実績の上がっている事業に

ついては今後とも推進していこうと考えている。さらに、これまでにない新たな手法の

一つとして、権原は取得しないが、中間機関としての責任をもって出し手の農地を担い

手に結びつけていくシステムを検討していきたい。

高橋経営局長：

原田委員のご指摘ですが、農用地利用増進法を作った時は、現在のように、既に決ま

った権利移動を計画に乗せるのではなく、地域全体としての権利移動を想定した計画で

あった。現在の農用地利用集積計画は、間に立つ仲介者の役割が表に出てきておらず、

農用地利用改善団体に移っていてしまっている。その意味で、合意形成機関を新たに位

置づけて表に出すようなことも考えている。

原田委員：

いずれにしろ何らかの公的な仲介機関が必要だということはよくわかるが、その組織

。 、・機関への農地の利用提供のあり方には多様な形態があっていいのではないか しかし

同時に他方では、それなりの明確な形を考えていかないと長期的な役割を果たしていけ

ないのではないか。

高木座長：

もう少しはっきりしたイメージを提案する必要がある。私としては、多数の転勤者が

出て空き家が出来たところに、人は誰でもいいから、しっかり使って賃料をきちんと支

払う人を見つけてくれという不動産業のイメージを持ったのだが。

柚木委員：

今の合理化事業では地主から公社へ賃貸しそれを担い手へ転貸するという形を取って

いる。その時に、担い手にとってその農地をもう少し違う場所に移動して欲しいという

希望があった場合、地主の合意を再度取らなくてはならないが、白紙委任という形で集

積法人に預けたら、その預け入れ期間中は集積法人の裁量で変更が効くような仕組みと

することが制度的に成り立つのかどうか検討する必要がある。

また、個別相対の権利設定を集積計画に乗せるというのは本来の趣旨に合わないとす

れば、面的集積要件をかけるなどしてそれに対しインセンティブを与えることとしては

どうか。

高木座長：

今のご発言の前段の部分については、合理化法人の契約内容が再度合意を取り付ける

必要がないという条項を認めることとすれば問題はないのではないか。
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忠委員：

白紙委任の前段の合意をどのように形成するかという問題で、その地域において、担

い手の農地が散らばっているとすれば、まず地域のグランドデザインを描き、担い手の

担当エリアを決め、その地域から農地が出てきたときには担当する担い手が受けるとい

った大きな枠組を決めてしまえば、パズルが埋まるように次第に農地がまとまっていく

のではないか。このように、担い手同士で調整し合いながら、理想とすべき地図に近づ

けていけばいいのではないか。預けたいという農地が出てきた時に、担い手同士が奪い

合うことがあってはならないと思う。担い手の意志が反映されるような合意が必要であ

る。

原田委員：

資料の 頁の留意点の第 について 「誰に農地の利用をまかせるかの選択権は面的15 1 。

集積組織に委ねてもらう」とあることが非常に重要なポイントの一つとなる。そういう

選択権を任せられる組織だから、提供した農地が地域の将来の農業構造にとって最適な

形で使ってもらえるという信頼感を与えるような組織である必要があり、その点をどの

ように担保するかが大切な問題である。

中畝委員

現場で農地の利用調整を行う場合に、水田農業に関する集落のビジョンをどのように

描かせるかが問題である。水田営農ビジョンを作らせたが、それが本当に機能している

かの検証が必要である。農地制度の改革が叫ばれている中で、市町村、ＪＡが熱い心を

もって現場に入り、集落の代表者や担い手の意見を聞き、地域の農業をどうするのか、

その中で農地の権利関係や面的集積をどうするのかといったことを検討する必要があ

る。どのような機関が仲介を行うかという点は、やはりＪＡが中心となるべきではない

か。また、基盤整備の活用の問題では、埼玉県は基盤整備率が全国平均よりも低いが、

食料自給率を高める上で基本となる農地の基盤整備がされていないと流動化も図れない

のではないか。その意味で、基盤整備と合理化事業を組み合わせた中で面的集積を図る

必要がある。

高木座長：

ありがとうございました。次回のテーマは、優良農地の確保、遊休農地対策の推進等

についてご議論いただきたい。

（以上）


