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第４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２３日（金）１３：３０～１５：３０ 

場 所：三番町共用会議所大会議室 

出席者：委 員：髙木座長、岡本委員、楠本委員、櫻井委員、立花委員、忠委員、 

中畝委員、野村委員、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、斉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： 

 

髙木座長： 

 ３月９日に開催された第２回農地政策に関する有識者会議において、第１回から第３

回までの専門部会での議論の要旨を報告し、資料４の「農地の面的集積に係る論点と方

向」について、有識者会議において了解が得られたことを報告する。 

 また、第３回の専門部会の資料にあった「論点と方向」から、有識者会議での議論を

踏まえ、いくつか変更した点があるので、事務局から説明する。 

 

  （佐藤構造改善課長が、資料４「農地の面的集積に係る論点と方向」をもとに 

  変更点を説明） 

 

髙木座長： 

 それでは、本日の議題である「土地利用計画と農業振興地域制度・農地転用許可制度

の概要」、「耕作放棄地の現状と課題」などを中心に御議論いただきたい。 

 まず、はじめに資料について事務局から説明する。 

 

   （三浦地域計画官が、資料５「土地利用計画と農業振興地域制度・農地転用許可制度」、 

  資料６「耕作放棄地の現状と課題」をもとに説明） 

 

馬場委員： 

  本題に入る前に、本日の資料としても配られている昨日の日経新聞の記事についてご

説明いただきたい。 

 

佐藤構造改善課長： 

昨日の日経新聞の記事について簡単に経緯を説明させていただく。先週金曜日、財務

省の記者クラブに所属する日経新聞の記者が私のところに来られ、今回の面的集積の組

織は農業版の再生機構ではないかと聞かれた。理解が違うと思い、３月９日の有識者会

議での議論、委員の皆さんの概ねの一致の得られた論点と方向、説明参考を用いて説明
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を行った。しかしながら、結果的に記事のような形となって報道されてしまった。記事

内容について逐一のコメントは差し控えたいが、記事にある利用権の売買ということに

ついては取材の中では一言も出てこなかった。したがって、この利用権の売買というこ

とが何を意味するのか分からないが、仮にこれが一般の土地でいうところの借地権の売

買だとすると、立ち退き料プラス建物の残存価格ということになろうかと思う。立ち退

き料については相場がいろいろあり、最近は下落傾向にあるようだが、だいたい更地価

格の６割から８割くらいだと理解している。これを農地について当てはめると、農地の

場合には建物がないことから、一般の借地料でいうところの立ち退き料、すなわち離作

料あるいは離作補償料といったことを指すのではないかと思う。その水準はだいたい農

地価格の３割から５割程度だと思っている。ただし、農地について離作料が発生するの

は農地法３条に基づく許可に係る場合である。しかし、現在の農地の賃貸借取引は、農

地法第３条の許可によるものはわずかで、大部分は農業経営基盤強化促進法に基づく農

用地利用計画による利用権の設定であり、これについては離作料は発生しない。いずれ

にしても、この利用権の売買ということについて、農水省のスタンスとして、利用を目

的に集積していくということを単純でわかりやすいものとして整理していくことが必要

であり、この記事にあるような利用権の売買が成立するような環境や条件が整っている

かどうか等について慎重に検討していく必要があると考えている。 

 

馬場委員： 

今回の記事は、この有識者会議の議論を踏まえて作成された資料４「農地の面的集積

に係る論点と方向」が曲解されたものと受け止めている。我々が、この記事にあるよう

な議論をしていたと生産現場から誤解されてしまう。これとは別に日農新聞に高木座長

のコメントが載せられているが、こちらの方が我々の議論を端的に表していると思う。

また事務次官会見において、事務次官はこの記事について否定もしない、誤解だとも言

わないということは、我々がこんなところまで議論をしていたものと現場の人たちは受

け止めるだろう。この利用権の売買ということについては、誰が買うのか、どこに行っ

てしまうのかといったことが全く不明確であり、農地制度の根幹を揺がすことになるの

ではないかと心配している。よって、本件については、的確に否定なりしていくべきで

はないかと私は考えている。また、この「農地の面的集積に係る論点と方向」について

具体的なイメージを詰めて示していかないと、現場でいろいろな想像が膨らんでしまう

のではないかということも心配している。 

 

高木座長： 

  馬場委員の意見も踏まえて、今後、議論を深めていく必要があるだろう。私の個人的

な見解を言わせていただけば、利用権の売買なんてあり得ないと思っている。所有者と

利用者との間で利用権を設定するというのはあるが、利用者の間で利用権を売買すると

いったようなことは現実的に考えられないように思う。 

  では、本日の議題に係る議論を進めていきたいと思う。 

 

忠委員： 
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まず、現場で感じることを事例を踏まえて述べさせていただきたい。 

１つ目は新潟県の農業者の事例である。農業振興地域の周辺の宅地化が進み、その方

の農業用施設の周りにも民家が建ち過ぎたことから、民家に迷惑がかからないように農

業用施設を他の場所に移転しようとした。ところが、農業振興地域であることからその

施設を思うように移転することができなかった。要するに、農業振興地域制度は市町村、

農地転用許可制度は農業委員会と分かれていることから、制度が分かりづらいというこ

とではないかと思う。 

２つ目は北海道旭川の事例である。農業生産法人が平成１３年から１６年にかけて、

農業経営基盤強化促進法に基づいて５人の所有者から合わせて１７ｈａの農地を借り受

けた。しかし、市による公共転用が行われることになり、契約期間中であるにもかかわ

らず、所有者から農地の返還を求められた。買収に際して賃借関係を清算しなければな

らないため、形式的には合意解約ということになり、離作補償的なものは何もなかった。

５０ｈａの経営規模が、一気に１７ｈａも減ってしまったという事例である。 

次に資料に基づいていくつか質問させていただきたい。第１回の有識者会議において、

将来の日本の食料自給率に照らして、しっかりと農地を確保していくという視点に立っ

てほしいという話をさせていただいた。事務局の資料には、平成２７年において、食料

自給率４５％を確保するためには農地面積が４５０万ｈａ必要という数字が示されてい

たと思う。一方、本日の資料５の７ページにおいては、農用地区域内においては平成２

７年に４０４万ｈａを確保するとされており、この４５０万ｈａと４０４万ｈａとの差

について説明していただきたい。  

    また、これに関連して、国の目標値というのは、日本各地の積み重ねがあってその総

量が４５０万ｈａとか４０４万ｈａになるべきだと考える。そのためには、それぞれの

現場において、優良農地を確保するという細かな目標がないとその実現は不可能ではな

いか。例えば、私の村では１５０人近くの認定農業者がいる。具体的に調査したわけで

はないが、認定農業者の経営改善目標の農地面積を足し上げた場合、村内の農地面積を

上回った計画が作られている場合もあるのではないかと思う。それぞれの現場での目標

面積と、個々の農業者の経営目標面積の積上げが一致して初めて生きてくる数値ではな

いかと思う。その辺の整理がどうつけられているのか教えていただきたい。 

 

三浦地域計画官： 

まず、１点目のご質問であるが、４５０万ｈａは、平成２７年における農地面積全体

の見込みである。平成１７年に４７０万ｈａという農地面積が、平成２７年において４

５０万ｈａになると食料・農業・農村基本計画で見込んでいるもの。すう勢値としては

これよりもう少し減るところであるが、諸施策を講じることにより４５０万ｈａを確保

し、さらに耕地利用率を１０５％にすれば、平成２７年の目標食料自給率４５％が達成

できるというもの。一方、農用地区域内の農地については、既に現時点で４０７万ｈａ

となっている。この４７０万ｈａと４０７万ｈａとの差は、農用地区域外の農地面積で

あり、農振白地や市街化区域といったところにある農地面積ということになる。優良農

地としていろいろな施策を講じていく農用地区域内農地については、できるだけこれを

減らさないという観点から、平成２７年に４０４万ｈａを確保するとして国が基本指針
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を定めたところ。整理すると、全体の農地面積は自給率も考慮した中で計算して４５０

万ｈａという将来見通しを作成し、これをもとに農用地区域内の農地面積についても農

振制度の中で計算して４０４万ｈａという将来見通しを作成したものである。 

次に２点目、目標値に対する積み上げをすべきとのご意見である。制度上、国が基本

指針を策定すると、都道府県は基本方針を変更して、それぞれの都道府県が平成２７年

にどれくらいの農用地区域内農地を確保するかについて国に協議していただくこととな

っている。協議に際しては、全国で平成２７年までに３万ｈａしか減らせないことから、

各都道府県においてもできるだけ減らさないよう調整させていただくこととなる。そし

て、都道府県の基本方針に農地面積が書き込まれたら、次に都道府県はそれをもとに各

市町村と調整を行い、当該都道府県の目標に合うような形で市町村に農振整備計画を立

てていただくということになる。忠委員の御意見のように、現場から面積を積み上げる

というやり方も一つではあると考えるが、どこの農地を長期にわたって農業として利用

していくのか、また、将来の開発計画がどうなっているのか等、地方分権の流れの中で、

ある程度地方に裁量を持っていただいた中でやっていくのが適当ではないかと考えてい

る。 

 

髙木座長： 

 予定調和でうまくやっているということではないか。 

 

三浦地域計画官： 

  平成１７年に定めた国の基本指針に係る都道府県の基本方針の変更については、既に

北海道については協議を了しているところである。全国の４分の１の１０９万ｈａの農

地を有する北海道においては、平成２７年までに農用地区域内農地を減らさないという

ことで調整させていただいた。また、現在、宮崎県、兵庫県からも協議が上がってきて

いるところであり、農地が減少するとしてもできるだけ減少幅を小さくするということ

で調整させていただきたいと考えている。 

 

忠委員： 

 説明については理解した。しかし、現実的に市町村、農業委員会といった市町村レベ

ルではそういった考え方に基づいた議論があるのかもしれないが、農業者レベルでは議

論されていることを知る由もない。資料のデータには転用が少なくなってきているとあ

るが、地域にあってみれば、以前に比べて、本当に少なくなっているのか疑問というの

が実感であり、逆にどんどん宅地が広がってきているように感じる。いずれにしても、

しっかりとした経営を営む農業者達がそこにいて、その人たちが安心して農業に取り組

めるような環境づくりが必要である。 

 

原田委員： 

まず 1点目として、先ほどの利用権の対価、売買に関する佐藤課長の説明、馬場委員の

発言において用語等の問題で気になった点があるので、制度的な観点から少し発言させ

ていただきたい。 
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 賃借権として考えた場合、農業経営基盤強化促進法の利用権は法律上当然に定期で終

わるので、離作料という発想はない。これは共通事項の中にはっきりと書いている。 

 ２点目。農地法上の賃貸借として農地法の規定の適用を受けている場合、法定更新が

適用され、とくに残存小作地などである場合には、実態としても解約や更新拒絶の許可

はなかなか出ない。何らかの理由で返してほしいとなると、離作料の交渉となる。それ

から、宅地の借地関係で普通借地権の場合にも、法定更新権がある。これは、非常に強

い権利であり、期間満了後に更新しないで返してほしいとなると、立ち退き料の話にな

り、離作料と似たような問題になる。他方、都市の宅地では期間５０年以上という定期

借地権もあるが、その場合でも、５０年以上の約定の期間が経った時には、立ち退き料

などは発生しない。それぞれ権利の性格が違うからである。従って、離作料とか、利用

権の対価とか、立ち退き料とかの言葉を使う時には注意しないと混同してしまう。 

 他方、例えば農用地利用権の場合でも、１０年間の約束で借りているものを途中で返

さなければならなくなる場合は別の問題となる。これはさきほどの離作料の話でなくて、

途中で解約することに伴う借り手側の損失、損害の補償の問題であり、法律的には利用

権の場合でも生じうる。予定通りの経営ができなくなり、経営に投資した機械設備も不

要になり、新しい農地を探さなければならなくなるため、その人は補償を受けてしかる

べきであるという考え方であり、離作料とは異なる発想。 

 それから、公共転用の場合には、その補償は地主が払うのか、公共で転用する側が払

うのかの問題が出てくる。公共転用そのものをどの範囲で認めるかということもあるが、

この補償の支払い方の如何も本来は制度的に考慮を要する問題である。その点、公共転

用の場合、例えば農地法の保護を受けた残存小作地的な賃貸借であれば、これは、先ほ

どの離作料に相当するようなものを払う慣行が存在しており、税務上の取扱いもそれを

前提としているようである。そしてそれと同じようなことが、利用権についても、多少

の範囲で存在しているやに聞いている。そこから単純に考えると利用権にも一定の価格、

価値があるのではないかとの議論になるおそれもある。これは、先ほど、高木座長が利

用権の売買はあり得ないとおっしゃっていたのとは別のことなのだが、このような問題

もあることに注意しておきたい。 

 最後に、いずれにせよ賃借権の様々なタイプの問題なので、最終的には賃借権が本当

に自由に譲渡、売買できるのか、賃借権の市場があるのかという問題が残っている。今

の利用権にしろ、農地法の賃貸借にしろ、宅地の普通借地権にしろ、どれも自由な市場

はない。民法第６１２条の制限が存続しており、更に農地法の場合には一定の制限が明

確に定められているからである。従って、高木座長のご指摘どおり、利用権者が利用権

を一定の価格で売買するということは本来あり得ないと、私も考えている。 

 

岡本委員： 

 国土利用計画や都市計画法のマスタープランと農業との関わりについては、土地利用

計画における産業振興に関わる土地利用の記述は、だいたいどこの地方も、商業、工業

と農業の調和ある発展を進めていくという表現がされている。この調和ある発展とは、

必ずしも農地を保全するとの意味ではなく、農地を活用して基本的にまちづくりを進め

ていくという表現になりがちである。つまり、食料の安定供給を図るための農地保全と
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現場である地方との動きに少しずつギャップが出ている。経済情勢が良くなるほど、ま

た、企業の投資意欲が増すほど、ギャップが広がっていく気がする。資料５の５ページ

の農業振興地域制度の概要では、国の方向性と現場での方向性がしっかり示されている

が、現実にはそうではない。国と地方行政が一体化するような仕組みづくりについて考

え直す必要があるのでないか。 

 

櫻井委員： 

 岡本委員の意見に関連して、首長の選挙における貸し借りによって農業振興地域制度

や農地転用許可制度が歪められているというのが現実ではないか。私の町では、平成５

年に某大手のショッピングセンターが１５ヘクタールほどの規模で開店した。これも選

挙の貸し借りからきている。その後、市長が変わり、１３ヘクタールの新しい開発が出

てきた。更に１５ヘクタールのショッピングセンターの隣地に５ヘクタールの開発がな

された。これらの土地はすべて第１種農地である。昨年秋の計画が非常にずさんであっ

たため、市からの説明の際に疑問を投じたところ、昨日、市長から出店しない旨の説明

があった。既に県は転用許可の準備をし、何月には許可されるとの段階に来ていた。ま

た、近隣の市町村でも、農地を開発して開店した後、数年で廃業しているというケース

が散見されている。こうしたケースをコントロールすることが必要ではないか。その方

法としては、例えば、借りた農地に建物を建てた場合には、返還時に原状復帰するとい

う契約を結ぶという方法があるが、何か不測の事態が生じた場合には返還時でなくとも

農地に原状復帰させるという方法も考えられると思う。転用許可を都道府県の一担当員

によってなされるという制度で良いのかという問題もある。また、経済動向に連動した

農地政策についてもう少しフレキシブルに考えていく必要がある。地価が著しく下落し

ているときの農地政策と、これから上昇するであろうときの農地政策では、違った視点

に立たないといけない。経済動向に関するさまざまなデータに合わせた農地政策を考え

ていかなければならない。 

 最近、農協の動きがはっきり見えない。農業を守ろうとする意志があるのか疑問であ

る。農協が中心となって発信する場が少ないと思う。先ほど、新聞記事の話があったが、

こういう記事が新聞の１面に載ることは非常に好ましいと思う。情報を出すことによっ

て、いろいろな議論の場が生まれる。農業問題への関心を高めるためには、いろいろな

情報を発信して、国民的な議論を深めてもらうことが必要だと思う。せっかくある良い

制度を是非うまく運用できるような方策をきちんと考えることがひとつの大きな課題で

はないかと思う。 

 

立花委員： 

 まず、資料５の２４ページ「土地利用計画区域区分別の農地面積と農地転用面積」を

作成したねらいがよくわからない。そもそも、私たちメンバーは、農業を本当にやろう

とする農家或いは農業法人に、農地をいかにして集積していくか、なるべくならば面的

に集めたかたちで集積していこうということを議論することが目的だと承知している。

そこで、いつかは転用できるのだという期待があるから自分が耕さなくても貸さないと

いう説明を受けてきたが、この資料では、そうではなく、農地らしい農地はしっかりと
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守っているんだということを言いたいか。農用地区域内農地４０７万ｈａを今後４０４

万ｈａで維持すると言っているが、日本農業の心臓部ともいうべき農用地区域内農地の

一部が転用されていくということは、その周辺部もだんだん転用されてしまうのではな

いか。農用地区域内農地で転用されているのは、面積的にはわずか１５％であり、かな

り押さえていると言えるのか。農業は農地が面的に集まってこそ勝負だと思っている。 

 また、農地区分の１種、２種、３種は、厳密に区分されておらず、実際に転用申請が

あったときに１種、２種、３種に分けているという実態もあると聞いているが、どのよ

うに運用がされているのかについて補足して説明していただきたい。 

 農地転用がこれまであまりにもデタラメにされてきてしまったのでないかという反省

もある。その背景には、都市部の外延的な拡大という事情もあれば、一方では大規模小

売店舗の郊外進出もあるが、いずれにしても農地転用の許可について農業委員会がきち

んとワークしているのか。昨年あたり法改正がされて、単に農業者、身内だけでなくて

一部第３者も入れてやっていて、心配されるような甘い運用は行っていないと主張して

いるが、本当はどうなのかはよく分からない。農地を農地としてきちっと利用させるた

めには、そう簡単には転用させないという厳格な運用なり、それを担う組織が必要だと

思うので、農業委員会の在り方も検討の俎上にのせる必要があるのではないか。 

 また、農用地区域内農地については、いわゆる半永久農地として、３０年、５０年間

転用させないということにしてこそ、規模拡大なり、面的集積も進むのではないか。ま

た、こういった農地を中心に高水準の耕地基盤整備がなされるべきである。そして、国

家が投資した農地を投資後８年以内に転用した場合には、補助金を返還させるという仕

組みがあったと思うが、農地に最高水準の工場並みの投資をして利用させるには、もう

少し期間を長くしてもよいのではないかと感じている。 

  それから、資料４に「農地は経営・生産資源として有効利用すべき」という点につい

ては異存はない。ただ、経営・生産資源というイメージを持たせるのであれば、農業法

人協会のある方は、農業は土地が命だから、それを減価償却させてもらいたいというこ

とを言っていた。土地を減価償却というのはよくイメージがわからないので難しいので

ないかと思ったが、おそらく、資料４の一番下の「基盤整備の活用」というのが絡んで

くると思う。基盤整備に対する投資、これは農地を農地として有効利用するための前提

条件として、最新鋭の工場の生産設備に匹敵するような農地とするための基盤整備に必

要な投資については、減価償却にしてもおかしくないと感じた。農地を経営・生産資源

に位置づけるのであれば、基盤整備にかかった農家の費用については、当然、経営とし

て減価償却の対象にしてもおかしくないという感じがする。既にそうなっているという

ことであれば結構である。 

 

楠本委員： 

 立花委員は、農用地区域内農地の転用実績を憂慮する意見を述べられた。私も同感だ

が、さらに問題点を指摘したい。 

農用地区域内の農地については厳格な転用規制がかかっているので、それなりの歯止

めが効いていると思う。問題は、線引きをし直して農用地区域から除外しての転用が年

間約２，５００ｈａ（全転用面積の１５％）もある点だ。 
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現行制度で、農用地区域からの除外が手続きさえ踏めば可能だとなれば、農用地区域

内は原則転用禁止としても、必要農地面積の確保は絶望的である。 

そこで確認したいのは、転用許可基準を最近厳格に運用する方向に方針転換したのか

どうかである。 

というのは、資料に転用許可基準の取扱いの経過が記述されているが、８９年・９０

年に運用を大幅に緩めた経緯がある。つまり、地域の農業振興に資するのであれば、工

場誘致（兼業機会）、ショッピングセンター（農産物の販売機会）、住宅団地（消費増）

など拡大解釈すれば地区除外して農地転用が認められるようになってしまった。 

 農地確保の緊急性が高まった最近の情勢に照らして、原則転用禁止の方向へ方針転換

したのかどうか質問したい。 

 地域の実態をいえば、首長も農地所有者も、金融機関等も、農地転用を大歓迎という

のが、本音である。固定資産税が増収になる、自由に使える一時金が入り、預金は増加

し、不良債権も回収できる...。 

優良農地を確保するという総論には誰も異を唱えるものはいないが、分権化が進む中

で現行のシステムが変わらないとすれば、目標とする農地面積の確保は不可能ではない

か？ 

一番の問題は、優良農地は、他の用途からも転用したい土地であり、中山間地帯の棚

田等は他用途に使えず、耕作放棄や遊休化しがちなのである。 

農業生産や多面的機能発揮のためにどうしても確保しなければならない国民共有財産

（公共財）としての農地が、どんどん転用されているというのが現実ではないか。転用

許可基準の問題を含めて、ご説明願いたい。 

 

三浦計画官： 

 まず、立花委員のご質問にお答えします。 

 資料５の２４ページで申し上げたかったのは、全体の農地の９割を占める農用地区域

内農地のうち実際に転用された内訳をみると、一番下の農用地区域内の転用面積１，７

５５ｈａ、１０％については、農業用施設への転用であったり、一時転用であり、これ

についてはあまり問題視していない。問題は下から二番目の転用のために除外したもの

であり、これが２，４８１ｈａ、１５％ある。これを多いとみるか、少ないとみるかは

議論のあるところであるが、農用地区域として指定しているのだから、こういった除外

を認めるのではなくて、もう少し厳しくすべきというご意見もありますし、２５ページ

で申しましたように、９割の農地で１５％しか転用されていないということもあり、も

う少し緩和をしてほしいとか、地方に権限をおろしてほしいとか、そういったご意見に

つながっているところもある。一つのデータとして、実際の転用の出方としては、こう

いう農用地区域内は多い少ないの判断は人により分かれるが、マクロ的には小さくなっ

ているということである。また、楠本委員からご指摘のあったように、このペースでい

ったときに４０４万ｈａがきっちりと確保できるのかということになるが、このペース

でいくと相当厳しい状況になってくる。農用地区域の指定、あるいは除外といった処理

は市町村、それから都道府県が協議を受けることになっているところであり、もう少し

厳格にやっていただきたいという気持ちは我々も持っているし、そのために議論してい
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ただいていると思っている。そういった観点から今後の在り方を検討していくべきと考

えている。 

 また、転用許可制度がきちっと現場で運用されているかというご質問については、先

ほど、農地区分ということを申し上げたが、この農地区分というのはあくまで転用の案

件が出てきた段階で一筆毎に個別に判断することになっている。従って、ある時点では

農用地区域内農地あるいは優良農地であったものが、その後の事情の変化、例えば、そ

こに道路が通らざるを得なかったというような変化があると、その時点で農地区分が変

わってくるということがある。農地転用許可自体は、国又は都道府県でやっているが、

その時々においては、きっちりと農地区分を判断した上で、許可できるかどうかという

ことはやっているつもりだが、見方によっては時の流れの中で、昔、周辺一体が農地で

まとまっていたところに、いろんな店などが建設されて転用許可行政はどうなっている

んだと感じられる部分があるかもしれない。しかし制度としては一筆毎にしっかりと農

地区分を判断してやっているところである。 

  それから、補助金返還についてであるが、立花委員がご指摘のように、生産基盤整備

をやったところについては、事業完了後８年以内に転用すると補助金返還という扱いに

なっている。また、農用地区域からの除外についても、資料５の１０ページにあるよう

に、「農地転用を目的とする場合の除外要件」というところで、一番下の「土地改良事

業完了後８年を経過しているものであること」、逆に８年を経過していないものについ

ては、同ページの左側の下にあるような特殊な場合を除き除外を認めないことになって

いる。この８年という期間が長いか短いかという議論であるが、このことについては、

土地利用の規制をやっている部局だけではなく、事業を実施している部局を含めて全体

として考えなければならない問題である。長年にわたりこの規定に基づき運用してきて

おり、にわかにこれを延ばすのがいいとか、また妥当かどうかということについては、

今この場ではお答えすることができない。 

 次に、楠本委員のご質問について、平成元年頃、地域の活性化に寄与する施設を転用

できるようにするという、当時は農村活性化土地利用構想と呼んでいたが、地域の活性

化に資する施設を建設するという場合に、農用地区域を除外できるという扱いがあった。

これについては、平成１１年の農振法改正により、地方公共団体が地域の農業の振興を

目的として建設する施設であると判断したものについては、除外を認めるというかたち

で省令で規定をしたところである。ただ、農業の振興のためになる計画というところは、

首長さんの解釈の余地を認めているところであり、例えば雇用の場が確保され、農家の

方がそこに就業されるのであれば、兼業農家の農地の放出が進むのではないかとか、あ

るいは、ショッピングセンターを作る際に、地域の農家の方が作った農産物が直売され

るのであれば、農家の現金収入の確保ができるんだというような整理がされた上で、そ

のような施設の転用を認めることで除外されるといったケースがある。平成１１年に制

度を創った際に、地方公共団体が施設の建設と農業振興とについてきっちりと関係を位

置づけてやるのであればやむを得ないとし、また、それまでの運用の経過を踏まえて、

そのような改正をしたということである。 

 

柚木委員： 
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 まず、土地利用計画と農業振興地域制度、農地転用許可制度について、国と地方との

関係、地方分権、権限委譲が進む中で、改めて制度について国と地方との関係について

考え直す、また、整理する必要が出てきているのでないかと感じている。資料５の２５

ページにあるように地方公共団体あるいは民間の事業者の方々からは、こういう中でも

更なる規制緩和の要望が強い。１５ページに都市計画制度の概要の中で、線引き都市計

画区域については、三大都市圏等の大都市を除き都道府県知事が選択となっており、今

まで線引き市町村であったところであっても、都道府県知事の判断で非線引都市計画区

域になる。昨日も公示価格の問題で高松市の例が出ていた。農地を住宅地にどんどん回

せるから地域の住民がよくなっているということで昨日は報道されていたが、一方で、

農地の方から見るとどんどん転用されている。今までは、都市計画の市街化調整区域と

農振農用地区域がダブった形の中で強い規制が働いて農地が農地として確保されてき

た。ところが都市計画の方が緩和されてくると一方の農振農用地区域の方にかかってく

るわけだ。１０ページにある農地転用を目的とする場合の除外要件について、農水省で

も現場を含めてご苦労されながら農地を守ってきて今の状況になっていると思うが、や

やこの部分について我々の提言にも掲げているわけだが、優良農地の面積を確保すると

いう観点に立って、この除外要件の問題をどう考えていくのかということが大事な問題

でないか。例えば、大型の転用案件については、農業委員会の現場の確認とかは全く行

われず、知事を経由して農林水産大臣に上がっていく。一方、除外については市町村の

段階で行うこととされており、その際、農業委員会の意見を聞くこととなっているが、

これは農振法の省令上の位置づけであって、あくまでも地域の認定農業者等が農業構造

の改革なり、取組を進めていく上でどうかという意見を述べることになっており、計画

全体に関与することにはなっていない。前回の農振法の改正で、地域の住民の意見をし

っかりと聴くということが計画変更の際に必要になったので、これをどこまで有効に働

かせていくのか、これは一農業者だけでなく、地域全体としての農地の在り方、活用の

仕方について共通認識をどこまで高められるかということではないか。専門部会、さら

には有識者会議での議論を通じて、資料４の「農地を経営・生産資源として有効利用す

る」という理念を明確化していくことが必要。土地基本法では土地全体についての基本

理念は明記しているが、あらためてその中で、農地について基本的な理念を国民共通の

ものとして認識していくという取り組みが、国から地方への分権が進めば進むほど、高

めていかなければならない。 

  農業委員会は農家の代表を中心として組織され、転用期待を常に持っているので、当

然のように利益誘導がなされてうるのではないかとのご批判を受けているが、農業委員

は地方公務員法の特別職地方公務員としての綱紀をしっかりと守っていかなければなら

ない。そして、農業委員会の総会等の場での議論が農地を守っていくという立場から、

かなり厳しい議論をしている。同時に農業者がそこで農業をやるために、今出ている転

用案件がどのように影響を与えるかという観点で議論をする。その地域で農業用水がど

ちらからどちらへ流れていくのかといったことについては現場で農業をやっている人で

なければ分からないことであり、机上の議論だけでは上手くいかない部分がある。 

 

馬場委員： 
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 農業協同組合についてであるが、組合員の片方は、農業の担い手としての思いがあり、

片方で所有者の側面を持っている。現行制度は、所有者が自ら農地を守ることのできる

線引きになっていないのではないか。計画の縦覧で地域住民の意見を聴くとはいえ、農

地を農地として利用するという宣言になっていない。そこで、農業経営基盤強化促進法

と農振法の関係をよく整理してはどうか。農業経営基盤強化促進法の中では利用改善団

体などが、ある面では農地を領土宣言し、その中で、利用を誰かに任せるかについて話

し合うステージを作ろうとしている。我々が前々回提出した資料の中で、農地利用・農

村整備計画にその点を位置づけているが、それはまさに地域における領土宣言、担い手

の農地をどうやって面的に集めるのかを課題としている。それは片方では転用や耕作放

棄への牽制につながるし、また、地域の土地利用について一定の合意を得ることができ

る。そういった地域における積み上げがなく、上から線を引いて縦覧させて終わりでは、

自らが地域の農地の運用にかかわっているという実感が沸かないのではないか。農業経

営基盤強化促進法で認定農業者の計画は積み上がっているが、それらと線引きをつなげ

ることが必要。 我々としても、地域からの利用の仕組みを改めて作らなければならない

と感じている。そのことが一方では担い手作りにつながってくる。 

 平成元年に土地基本法が制定され、その後、人口減少により大規模開発が減少する中

で、国土としての環境という観点が出てきた。「計画なくして開発なし」という基本理

念を打ち立て、全体としての国土利用計画を制定することが基本にあるべきでないか。

例えば、田んぼの真ん中にスーパーが建つと、一方では、中心市街地にシャッター街が

ある、あるいは、都市計画区域内でも未利用地が山のようにあるなど、それが国の形と

して良いのかという点について議論していかなければ、本当の線引き、計画を構築でき

ないのではないか。また、昨年のまちづくり３法のように計画を上まであげないと許可

できないというやり方が開発規制の一つの手だと思う。今回、転用許可要件、農用地区

域除外要件について、国と地方自治体の役割を見直しつつ、転用を規制する場合の一定

の指針やガイドラインを改めて考えることが必要なのではないか。 

 市街化区域への編入に伴う農用地区域からの除外等を踏まえれば、農用地区域への編

入などが約３０万ｈａ必要になるという説明があったが、どのようにして農用地区域に

編入させるかという戦略について、改めて検討しなければならないのではないか。 

 遊休農地対策については、特定利用権の発動、その前段階の市町村の勧告がゼロであ

ることの理由は示されているが、どう対処するかという点について考えなければならな

い。制度を作ったはいいが、機能していないということが問題。３８万ｈａの遊休農地

がある中で、遊休農地を解消させる方法をどう施策として進めていくのか、せっかく作

った制度が機能しないならば、再考せざるを得ないと思う。 

 

中畝委員： 

  農振制度の実態について現場で実際に審査している者としてお話しさせていただく。

農用地区域の除外については４要件があるが、除外は市町村の自治事務であり、県は同

意権者となっている。 

  埼玉県では、ゾーニングという形ではなく転用案件毎に除外を行っている。周辺農地

への影響についても除外の時に実際に審査するということになっている。忠委員から北
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海道の法人のお話があったが、大規模開発の場合は周辺の農家への影響についてどのよ

うに考えていくのか、きちっと除外の際に検討していかなければ、担い手農家も育たな

いため、しっかり対応していかなければならないと考えている。 

  また、農地転用は国、県が許可権者であるが、工場や住宅等は都市計画法の開発許可

が必要となっている。開発許可については、地方分権の関係で、それぞれの市町村に権

限を移管しており、埼玉県でも４０近い市町村へ都市計画法の権限を委任している。首

長の考えにのっとって開発をしたいということだから、農振除外と農地転用というもの

をどうやってコントロールして優良農地を確保するのか、その点をきっちりと農地法、

農振法だけではなく、都市計画法を含めて議論していかなければ優良農地は守っていけ

ない。 

  一番良い方法は、市街化区域への編入面積は年間４，０００ｈａほどで、そのうち農

地が４分の１ほどであるとのことなので、面的にまとまった形で農家が使いやすい基盤

を作っていくには個々の転用ではなく、計画的な部分を含めて考えていかなければなら

ない。 

  立花委員から、基盤整備してから４０年、５０年は転用規制すべきではないかとの発

言があったが、農地を守る側からすれば非常にありがたいことである。ただし、逆に農

業振興を図る部分として基盤整備を進める上では、地主や土地の所有者の同意を得なけ

ればならず、個人の負担をいただく中で、基盤・国土の整備というものをどうやって行

っていけばいいのか考える必要がある。規制を強化するというのであれば、ある程度自

治体が基盤整備に要する費用を負担しなければならないと考えている。 

  耕作放棄の資料にもあったが、基盤整備をすれば道路、あるいは用水、排水が整備さ

れることから、耕作放棄が０．２％という低い数字が出ている。担い手を育てる中では、

基盤整備と一体となって農地をどうやって有効に活用していくか議論していく必要があ

る。 

 

原田委員： 

  たくさんの論点が出ているが、生産資源、経営資源として見れば農地転用規制は一層

厳格にされてよいとすることについては、基本的な意見の一致があると思う。他方で昭

和３４年以降の許可基準以降の流れを見るとどちらかというと規制緩和の流れが大き

い。その中で、転用規制を今後どう強化していけるかは悩ましい問題である。 

  一方で永久農地のような形にして３０年、４０年絶対転用しないというのは、資産の

所有権との関係でいろいろな問題が出てくる可能性があり、かなり難しい。実際上でも

例えば、どうしても公共転用で道路を通さなければならないという事態が生じたときに、

そこを曲げて通すのかという話なども出てくる。そういった中で考えられる事柄や論点

はほぼ出ているとは思うが、ヨーロッパの土地制度を見ていて、日本にまだ欠けている

問題点があると思っている。ヨーロッパでも１９６０年前後から同じような農地の転用

の問題があり、様々な制度的な対応が進んだ。その過程でヨーロッパでは出てきた制度、

考え方だが、日本ではまだ出てきていないものがある。すなわち、日本では転用の開発

利益をその土地をもっていた特定の人達に帰属させている。それに対し、例えば、一定

の地域の中の全体で転用の負担と利益を分担するということにすれば、各経営のこうむ
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る負担も少ないし、受ける利益も少なくなる。こうすることで転用期待から自分の農地

は良い位置にあるから農地として使わせないで所有だけするという行動を抑制できる。 

  フランスの例では１９６０年代の初め頃から高速道路や新幹線を通す時には、同時に

交換分合・ほ場整備を一体的に行うことを義務付け、その中から用地を捻出するという

制度を用意している。その価格評価は最終的には収用価格とすることもできる。日本と

違って高架ではなく地面を走らせており、既存の経営基盤が道路により分断されてしま

うことから、その時に同時に周辺の農地の集団化と面的な集積等も行う。そのお金は農

業サイドと開発サイドの両方が負担する。そうすることで、用地取得を容易化し、農業

経営に与えるデメリットを抑制し、かつ、農地の買収価格も特定の農地の転用地価だけ

が高くなるということを回避する。その事業の費用は農業サイドだけでなく開発サイド

も負担するが、開発サイドも土地取得の価格を抑えられることとなる。 

  農地の転用の仕方として、公共転用は農用地区域内でもやれることになっており、い

ろいろな影響を及ぼすことがあるから、そういう特例的な転用ものであればあるほど、

このような仕組みの導入にも目を向けて考えていったらどうかと思う。 

 

野村委員： 

  農地は、資産という側面、他の宅地と比べてかなり公益性が高いという側面、農業経

営という側面の３つの大きなテーマがあると思う。これらをどううまく調和させるかが

問題である。 

  規制を緩和して株式会社が参入すればあたかも農地が保全できて農業が盛んになると

いうような単純な議論には、全く与する気はない。しかし、そのような議論を起こして

しまうのは、行政を含む農業側の情報発信がきちんとしていないからであり、国民にと

って農地は何かが全く分からない。今後、日本の将来を見据えて農地がどうあるべきか

の議論が国民の間にわき起こるような展開が必要ではないか。 

 

馬場委員： 

  先ほどの原田委員の説明は農地だけの問題ではなく、国土形成上の問題であると理解

してよろしいか。 

 

原田委員： 

  先ほどの話は農地を念頭に置いている。農地は本来面的にまとまった存在であるが、

その中の一定の部分を他用途に転用する、あるいはこの路線に沿って転用するという問

題が生じる。その転用には一定の枠組みがなければならないが、都市化なり産業経済の

発展も必要なので、不可避である。他方、農地が面的に集約・集積された形で利用され、

農業経営が立派になればなるほど被害を抑制しながら、開発を進めるべきだということ

になる。転用の位置も選ぶが、どうしてもそこを開発しなければならないというときは

デメリットをできるだけ抑制する。農地の転用・開発の場合はそのようなことを考えや

すいし面積的にも量が多い。類似の手法は都市内にもある。例えば土地区画整理事業で

道路等の公共用地を捻出するといったことである。日本でも都市サイドではそういった

制度が用意されたが、農地の場合はそういう制度がないままで、資料にあるような大量
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の転用が１９６０年代から８０年代にかけて行われ、転用すれば一気に何十倍の価格に

なるといった資産意識を根付かせてしまった。以前に戻って補正することは出来ないと

しても、今後に向けては、一定の場所で一定の面積、分量の転用が必要だということが

認められる場合には、できるだけそれをその地域の農地の全体で負担し、利益もみんな

で分配するような仕組みを検討することはできないか。制度的にはいろいろと考え得る

だろう。そうすれば、自分の土地が転用対象になるかもしれないから貸さないといった

行動もある程度抑制できるかもしれない。実際にこういう形での対応を国道か県道を通

すときに自発的に行った市町村の事例もあったと聞く。こういういわば周辺部分の制度

をもっと有効に活用することも同時に考えたらどうかということである。 

 

髙木座長： 

  これについては、エリアの取り方を含めていろいろ問題があると思うことから、原田委

員に話を聞いてフランスでどういうことをやっているか、後日資料を提出してもらうこ

ととしたい。また立花委員の基盤整備投資における減価償却費の関係については次の機

会にコメントをしていただきたい。 

 

（以上） 

 


