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                                午前１０時０２分開会

○生源寺座長 それでは、時間になりましたので、ただいまから第４回目の懇談会を開催させ

ていただきたいと思います。 

 本日、北村委員におかれましては、所用によりご欠席とのご連絡をいただいております。 

 それでは、お手元の議事次第に沿って進行してまいりたいと思います。 

 前回の会合で、個別の主要な論点につきまして、委員の皆様方からご意見をいただいたわけ

でございます。それで、おおむねコンセンサスが得られた点と、意見が分かれた点がございま

した。これを事務局で整理していただき、論点整理（案）という形で用意していただいており

ます。まず事務局からこれについてご説明をいただき、その後、農山村地域の新たな土地利用

の枠組み構築に関して、論点整理の案並びに主要論点及び考え方について、とりまとめに向け

た議論をいたしたいと考えております。 

 一応、本日でとりまとめの会合とさせていただければありがたいと、こんなふうに思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、吉村課長の方からご説明をお願いいたします。 

○吉村農村政策課長 おはようございます。 

 それでは、お配りしてある資料をまずご確認いただきたいと思いますけれども、資料１で議

事次第でございます。それから、本日の座席表が資料２でございます。それから、資料３が委

員名簿でございます。資料４が、ただいま座長から触れていただきました論点整理（案）でご

ざいます。資料５が主要論点及び考え方（案）です。それから、参考資料といたしまして、各

委員からご提出いただいた論点を資料として配付させていただいております。 

 以上でございますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、資料４の論点整理（案）について、まずご説明させていただきたいと思います。

 先ほど、座長の方からお触れいただきましたように、前回の会合におきまして、主要論点に

ついてそれぞれの考え方を出させていただき、それについてご議論をいただいて、ご意見もち

ょうだいしたところでございます。それを踏まえて、おおむね方向性が出ているものと、それ

から考え方が分かれているもの、これについて、１枚紙で整理をさせていただいております。

 まず、冒頭にありますように、このアドバイザリーグループのテーマでございます農山村固

有の魅力の維持・向上と、多様な参画の促進が図られる土地利用の枠組みについてということ

でございまして、その大きなテーマのもとに３つのサブテーマということで分けさせていただ
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いております。 

 １つ目が市町村の土地利用調整条例の位置づけということでございます。この点につきまし

ては、これまで資料、それから現地におきましての視察等を通じまして、市町村の土地利用調

整条例の取り組みが少しずつ拡大をしているということがあるわけでございますが、これにつ

いて、さらにこれを広げていくということが重要であろうということであったかと思います。

その中で、これを、まず１つは運動論的に進めていくということ。それから、それとあわせて

体制整備ということが重要だと、こういうことでございました。また、取り組みのインセンテ

ィブということになりますと、これは個別規制法との関係をどういうふうにつけるかというこ

とにかかわってまいります。これについては③で整理させていただいております。 

 それから、次に市町村条例の形でありますけれども、地方自治法に基づく自主条例と、それ

から個別法に基づく委任条例、これを地域の実態に応じて組み合わせていくということが方向

としてはいいんではないか。その場合に、地域の実情に応じた総合性なり柔軟性という意味で

自主条例のところに優れた点があるわけでありますし、一方で、実効性ということになります

と、自主条例では限界がございますので、委任条例の根拠法で付与すると、こういうことにな

ろうかと思います。この点についても次の③と関連してまいります。 

 次の市町村条例と個別規制法、農地法、農振法等の関係でありますけれども、これについて

は２つの考え方があり、さらに整理、検討するということでございます。 

 １つ目の考え方といたしましては、市町村条例及び地区の合意を個別規制法による農地等の

保全に関する規制に組み込むということで、個別規制法の規制力というもの活用して、この市

町村条例及び地区の合意に基づく土地利用を実現していく、さらにそれをきっちりとした取り

組みにしていくと、こういう考え方でございます。 

 もう一つの考え方は、市町村条例及び地区の合意に基本的に農地等の保全のすべてをゆだね

ると、こういうことでございまして、前回のご議論でも、この左側に書いてある方向の方が現

時点では適当ではないかというご意見が強かったと、こういうふうに認識しております。 

 ２点目の契約的手法による農地等の保全でございますけれども、まずこれの基本的な考え方

として、景観の保全等の観点からの農地等の保全の強化は重要な課題であると。これを地域の

特性に応じた取り組みを可能とするということが必要であると、こういうことでございます。

その場合に、こういった観点からも、もちろん農地等の保全の強化ということでありますので、

規制強化ということが出てくるわけでありますけれども、現状で単純な規制強化は困難である

ということで、その場合の方向として、地区における土地所有者の合意をベースとした契約的
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手法の導入ということが１つ考えられるということ。 

 一方で、農地等の保全のための規制強化については、制度面、実態面の検証を行いつつ、他

の土地利用制度との関係も踏まえて、中期的な検討課題としていきたいと、こういうことでご

ざいます。 

 それから３点目。③でございますが、この契約的手法の１つの形として、地区における土地

所有者による農地等の保全に関する協定というものが考えられるということで、これについて

は、後でも出てまいりますように、その地区に新しく入ってくる方々も当然いる、あるいはそ

れをむしろこれまで以上に進めていくということでありますので、こういった協定が継続的、

安定的なものとするためには、協定締結後に農地等を取得した者にも協定の効力を適用可能と

するような措置が必要であろうと、こういうことでございます。 

 それから、協定と個別規制法との関係でございますけれども、これは先ほどの１－③、これ

と同様の論点が挙げられております。そういう意味で、考え方が分かれていて、さらに整理、

検討をしていくということでありますけれども、その際に、協定はあくまで民事的な制度であ

りますので、農地等の保全の実効性を上げるためには個別規制法の規制力を利用する必要があ

るという考え方が出されております。また、全国的な政策目標との整合性を確保するための担

保措置を講ずる必要があるという考え方が出されております。 

 それから、次に協定というのは、実際の取り組みとなりますと非常に難しい課題であります

ので、この取り組み、インセンティブをどう考えるかということが出されております。その場

合に、地区内の土地所有者の利害調整により、一部の土地所有者でなく、地区全体がメリット

を受けるような取り組み、これが必要であろうということ。それから、協定の法律効果、その

ものが当然取り組みのインセンティブになるわけでありまして、地区の合意に基づく土地利用、

これは農地等の保全あるいは非農業的利用、それぞれでありますけれども、これが実現をする

というようなこと。また、都市住民等の受け入れがこれまで以上に可能になると、こういう法

律効果がインセンティブになるのではないか、こういうことであります。 

 それから、④は契約的手法のもう一つの形ということで、市町村と土地所有者の間の農地等

の保全に関する契約、転用権というようなものを想定して、これを譲渡する契約というような

ことであります。これについては、以下のような諸点についてさらに検討、検証が必要であり、

枠組み構築全体の検討とは分けて考えるべきと、こういう整理になろうかと思います。その諸

点といたしまして、現行の農地転用規制への影響の検証、それから継続的、安定的なものとす

るための法律構成についての検討、運用上のさまざまな課題に対する経済的、社会的な分析の
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蓄積がまだまだ不十分であると、こういうようなことが挙げられようと思います。 

 それから、３つ目のサブテーマであります多様な参入のための条件整備ということでありま

すけれども、まず①で「農」への多様なかかわり方を実現するためには農地法の権利移動に関

する規制の緩和が必要であろうと。これは都市住民等のニーズに対応する、また耕作放棄の未

然防止や再利用による農地の効率的利用、こういったことをねらいとする。こういった観点か

らということでございます。この場合に、その手法として、農地法の耕作者主義というような

考え方がございますので、これとの関係で２つの考え方があり、さらに整理、検討が必要とい

うことであります。 

 協定だけでは不耕作目的の農地の取得を十分に排除できないため、権利移動規制による事前

チェックを残した上で要件を緩和する。例えば、下限面積や通作距離等、都市住民が農とのか

かわりというような観点から入っていく場合に、やや障壁になっているような、こういうもの

を考えているということが１つの考え方であります。 

 もう一つの考え方は、協定が結ばれた農地については実質的に保全が確保されているため、

権利移動規制による事前のチェックなしでも耕作者主義は担保可能ではないか、こういう考え

方でございます。これについても、先ほど申しましたように、さらに整理、検討が必要だと考

えておりますけれども、前回のご議論でも、現時点では左側の考え方をとるべきではないかと

いうご意見が強かったというふうに認識しております。 

 最後に③でございます。多様な参入に伴う弊害防止ということで、やはり都市住民を含めた

多様な方々がやや小面積の取得も含めて参入してくるということになりますと、またそれがす

ぐに耕作放棄になってしまうのではないかということが懸念されるわけでありまして、これに

ついての対応がまず求められるということであります。これについては協定に適切な管理及び

違反に対する措置を定めることにより対応するということが１つ考えられようということであ

ります。 

 それから、転用期待による取得の防止。これは先ほど申しました農地等の保全という枠組み

をいかにきっちりとつくるかということで、２の③あるいは３の②と関連してくるということ

でございます。それから、農地の効率的利用や構造政策との関連、これについても当然留意を

する必要がございますので、これは市町村の土地利用調整の中の土地利用計画の課題として整

理をしていくと、こんなことではないかと思っております。 

 あわせてちょっと資料の５について簡単に触れさせていただきたいと思います。 

 資料の５は、前回ご議論をいただいたものにつきまして、前回お出しいただいたご意見、こ
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れを踏まえて整理をさせていただきました。それをさらに先生方に事前に送らせていただいて、

さらにご意見をいただいたものについては、そのご意見を踏まえて、さらに若干の修正をさせ

ていただいております。大きな点としては、論点１をまずごらんいただきたいわけでございま

すけれども、２ページの論点１でございますが、論点１という下に点線で囲ったそれぞれの部

分の要約、考え方の要約をつけたということ。それから、先ほど申しましたように、前回お出

しいただいた委員の先生方からのご意見を踏まえて、それぞれの論点の考え方について追加あ

るいは修正を行ったと、こういうことでございます。 

 以上でございます。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、今簡単にご説明いただきました資料の５も含めて、資料の要約に当たります資料

の４と５を中心に、ご意見あるいはご質問等を承りたいと思います。 

 それでは小林重敬委員、よろしくお願いします。 

○小林（重）委員 前回欠席いたしましたので、ピント外れの意見になるかもしれません。ご

容赦ください。 

 第１点は、全体の枠組みは恐らく私が従来から申し上げてきたような大きな枠組みで構成さ

れているので、そういう意味で評価すべき点は非常に多いという点はまず申し上げておいて、

一、二わからない点があるので申し上げさせていただきたいと思います。 

 １つは、この２段階表、要するに自主条例部分と委任条例部分で構成されている中で、自主

条例部分について、地区全体あるいは地域全体の土地利用について、ビジョンを示すという部

分がありますが、そのことはそれで非常に結構なことなんですが、最近、国土利用計画法の改

正の議論の中で、国土利用計画法の市町村計画の充実ということを国において具体的に進めよ

うということで方針が出され、具体的な議論が今始まっているわけです。国土審議会、土地政

策部会で議論されています。この国土利用計画法において、特に市町村計画が充実される枠組

みができた場合に、ここで議論している市町村土地利用調整条例の中に位置づけられる計画と

の関係をどうとるかという話題が１つ出てくる可能性があります。私はもし国土利用計画法の

市町村の土地利用計画が充実という制度改正が行われた場合には、それによって市町村が、法

に基づいてつくられた計画ですから、その計画をこの市町村土地利用調整条例が計画適合とい

うような形で、つくられた計画をこの条例の中に位置づけることがあり得ると考えます。自主

条例でそういう委任事項的なことを位置づけるのはおかしいという話もございますが、必ずし

もそうではなくて、例えば都市計画法における市町村の都市計画マスタープランを自主条例で
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実質的に位置づけるというような条例が既にございます。そういう形で活用するという点を視

野に入れながら、この市町村土地利用調整条例の土地利用計画、全体的な土地利用のビジョン

というようなものを考えていくということを考慮してもいいのではないかというのが第１点で

ございます。 

 第２点は、契約的手法による農地等の保全に関してです。これも大変おもしろい議論だと思

っておりまして、大変関心あるんですが、例えば、その契約的手法の一例としては建築基準法

の建築協定があるわけですね。建築協定は、その協定を守るため、その地域でかかわった人た

ちが管理組合的なものをつくって、それを維持しているという仕組みと、それから、実質的な

担保措置を建築確認という手法で担保しているわけですが、そういう建築協定が持っているツ

ールと、今回ここで言っている契約的手法との関係はどうなっているのかが、私十分理解でき

なかったので、その辺のご説明をいただけないかなと思います。 

 第１点の、その地域で既に協定を結んだその後の事後的な管理の組織、それがあるというこ

とが、恐らく３の多様な参入のための条件整備の②の耕作者主義との関係の議論とも影響を与

えてくるのではないかと思います。私は協定を結んで、協定を結ばれたからそれでおしまいだ

という議論ではなくて、協定を結んだ主体が協定を実現するための自主的な組織をつくって、

自主的にその地域のエリアマネジメントをしていくというような仕組みがぜひ必要だと思って

おりまして、その議論をすることが１つ必要なのではないかという思いがいたしました。 

 

 それと、もう１点は、いろいろな自主条例でこういう土地利用調整をやっていくときに、事

業との関係をどうするかという問題です。地区でまとまってこういうことをやりたいとか、自

主的に契約を結んで実現したという部分があると。それを、その地区がそこまで一生懸命やろ

うとするのであれば、市町村が一定の補助的なものをこの地域に導入しますというような事業

の仕組みを一体化させる、そういう条例もあるわけですね。それはどこでも補助をやるという

ことではなくて、自分たちで協定を結んでこういうことをやりたいということが明示され、や

りたいということが、その地域あるいは全体的な市町村の枠組みの中で評価できるということ

で認定された場合には、そこに対して一定の事業の何らかの助成なり補助が行われるというよ

うな仕組みを考えても良いのではないでしょうか。 

 さらにもっと広げて言うと、こういう計画策定のための計画策定費用ですね。それがどうな

るのかというような議論も、恐らくこういう議論をやっていくにあたっては必要なのではない

かという思いがしておりまして、提供いただいた資料から読めなかった部分はどうなのかとい
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うご質問とご意見を申し上げました。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 ３点、多少絡み、関連したものも含めてということでございますけれども、事務局の方でよ

ろしくお願いいたします。 

○吉村農村政策課長 まず第１点目ですけれども、主要論点及び考え方（案）の６ページをご

らんいただきたいと思うんですけれども、ここで一応自主条例と委任条例、それぞれの役割分

担と連携といいますか、そういったイメージを整理させていただいております。この中で、自

主条例、これまでの取り組みでも多くの者がそういう体験を持っておりますように、土地利用

の基本方針と、それから、これはべたではなくて、特定の、いわば合意形成が進んだ地区にお

ける地区の詳細的な土地利用計画と、こういう構造を持っているというふうに理解しておりま

して、国土利用計画法の議論、私も昨年末に国土審の方でおまとめいただいた段階のもので、

おっしゃるように市町村計画の充実という方向は出されておりますけれども、その充実の中身

として、土地利用基本方針のレベルのものなのか、さらにその下にいくのか、まだちょっと私

どもも承知しておりませんのであれですけれども、まず土地利用基本方針というもののレベル

であれば、恐らくそこは相当程度、相当程度というか、それにまさに適合するあるいは調和を

するという形の、自主条例の中の土地利用基本計画というか、方針になるんではないかという

ふうに理解しております。 

 それから、２点目の契約的な手法について、１つは組織の問題でございますけれども、これ

は第１回目の資料でも出させていただきましたけれども、協定の範囲としては、旧町村小学校

区あるいは農業集落ということで、これは私どもも今農政局を通じていろいろな自治体のご意

見を聞いておりますけれども、もちろん、やはり自治体というか地域に応じて、集落の大きさ

なり、そういった小学校区の大きさが違いますので、それぞれ差はございますけれども、いず

れにしてもそういったところが既に地域の、いわばコミュニティー組織というものを持ってい

て、そういうものが母体にならないと、もともと協定というようなことに進んでいかないんで

はないかなというふうに考えております。そういった母体が、また建築協定のように代表者を

きちっと定めて、その代表者が全体を代表して協定の実効性というものを確保していくと。仕

組みに持っていくかどうかというのはちょっとまだ検討課題だというふうに考えております。

 それからもう一つは、実質的な担保という点に関しましては、先ほどご説明させていただき

ましたように、個別規制法の規制力を活用するというような方向で整理をしていけないかとい

うふうに考えております。 
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 それから３点目の、事業とのかかわりでございますけれども、特に農林水産省のいろいろな

事業というのは、いわゆる申請主義というか、地元で一定の計画をつくって、それに基づいて

市町村なり都道府県が事業を実施すると、こういう仕組みのものでありますので、こういった

形の合意というもの、地区づくりの合意というものは、当然そういった補助事業に乗っかって

これるベースになるということになろうかと思っております。ただ、ほぼ具体的にこういうも

のだけに着目した事業を立てるかどうかということについては、まだ検討しておりません。た

だ、既存の、今申しましたように、事業は当然そういうかっちりとした合意でありますので、

ベースになるということであります。 

 それから、計画策定費用の助成についても、これはさまざまなソフト活動に対する助成、こ

れは補助事業もございますし、地方財政措置もございますけれども、そういったものを現段階

では活用しながらということで考えていけないかなと思っております。 

 以上です。 

○生源寺座長 どうぞ。 

○小林（重）委員 恐らくその計画策定費の議論とか、あるいは事業との関連、そういう部分

は、自主条例部分にならざるを得ないと思うんですが、自主条例であるからには市町村が自主

的にいろいろ内容を決められるわけですね。従来、こういう仕組みをつくると、モデル条例み

たいなものをつくって、各省庁が基本的にはこういうのが条例ですよという形で示したんです

けれども、今はそういう仕組みは基本的にはとれないと思うので、そうすると、自主条例の部

分は自由な内容を決めていく可能性があるわけですね。そのときに、事業との関連とかあるい

は計画策定費の議論とか、そういうものを自主的に中に入れてくる市町村が当然あって、そう

した場合に、国との関係をどうとらえるかということが１つ具体的な話題になる可能性が出て

くるのではないかということと、インセンティブは土地利用秩序によって与えるという議論と、

やはりその土地利用秩序をより積極的に、具体的な事業によって実現するというインセンティ

ブとでは、インセンティブのあり方が大分違いますので、そこまで考えてこの条例をつくるの

かどうかということは１つ議論としてはあると思っております。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 それでは原田委員。 

○原田委員 今議論されている論点に関しても若干意見があるんですが、ちょっとその前に前

提にかかわることで。先ほどの論点整理の概要案のご説明を伺いまして、私が前回発言したこ

とがある程度考慮されているように思われましたので、それなりに発言してよかったのかなと
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思っております。 

 まず、２の契約的手法のところの一番下の④転用権譲渡契約は別建てのものだということを

一応はっきり確認していただけたように思います。 

 それから、私今でも思うんですが、やっぱり一番重要なことは、土地利用調整条例の位置づ

けの法的な効果として、１の③の左側の囲みでいくのか右側の囲みでいくのかです。そして、

そのことは２の③のところでも、４行目ですか、１－③と同様の論点があるとされ、左でいく

のか右でいくのかという問題が残るわけです。同じように、３の多様な参入のための条件整備

のところでも、②の下にある左側の囲みでいくのか右側の囲みでいくのかが残るわけでありま

す。そして、少なくともこの案でいきますと、既存の個別規制法に組み込むあるいはそれと接

合させながら具体的な法律効果を考えていくという、左側にまとめられた方向と、他方での右

側にある方向、つまり、市町村条例及び地区の合意、協定に基本的にすべてゆだねていくとい

う方向とが両方併存しているわけですね。 

 そして、今までの議論では、主としては転用の規制が十分できるのかということで議論がな

されてきたんですが、前回もちょっとだけ触れたんですけれども、特に３の多様な参入のため

の条件整備のところでは、②の左をとるか右をとるかによって、先ほど小林委員も触れられま

した耕作者主義との関係ということで、非常に大きな問題が出てくるだろうと私は思っており

ます。 

 そこで、その点を最初に説明させていただきたいんです。というのは、その具体的なイメー

ジを持たないと、ちょっとここから先の議論ができないだろうと思うんです。 

 転用を協定によってよりよく抑制できるかどうか。より制御された土地利用が実現できるか

どうかというのは、外から見た外見で結果がわかります。違反をした転用があるとかないとか

すぐわかるわけです。これは協定違反だと。ところが、その３の部分、要するに多様な参入の

ところに関して、農地法３条の規定を仮に外すといたしますと、これはそこで何が起こってい

るかもうわからないわけです。だれがどのように農地を買うか。例えば株式会社が買っていく、

あるいはその町の資産家が買っている、それも転用目的で買っている。そして、その土地をだ

れが耕作しても自由である、あるいは耕作しないでも自由であるということになるわけで、ど

ういう事態がそこで進行していくかが全く外からわからないということになります。要するに、

仮に協定の中で当事者には届け出の義務でも課すとしてみても、３条の権利移動統制がなくな

れば、これは全く任意の自由な売買ができるわけです。そして、それには事前の規制も事後の

チェックもかかりません。見えないわけですから。そういう状態がどんどん進んでいくという
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事態が生じたときに、協定で一体何を制限していたのかというと、結局制限できていないわけ

ですね、その部分に関しては。協定が結ばれた農地についてはもう権利移動の事前チェックを

しないとなれば、何が進んでいるかはわからないし、事後チェックの余地もなくなってしまう

わけです。このことをまずよく頭に置いておく必要があるだろうというふうに思います。 

 それからもう一つは、この３条の規制というのは、実は戦後の農地制度、農地行政のあらゆ

るところの前提になっておりますから、その点にも十分注意していただきたいと思います。例

えば、農地法の世界の中で考えましても、もしこの協定の結ばれた土地について３条権利移動

統制を適用しないということになりますと、じゃそこでの賃貸借関係に関しては農地法の規定

が適用されるのか。小作地所有制限はかかるのか。さらには経営基盤強化促進法に基づく事業

の実施対象となるのか、その農地は。こういう問題がすべて出てまいります。標準小作料の適

用があるのかというような問題も出てまいりますし、そもそも農振農用地区域の対象と成り得

るか成り得ないのかという事柄も出てくるだろうと思います。しかも、そういう法律的な問題

が個別の権利移動を全く把握できないという事態のもとで進行し、噴出するということになる

わけでありまして、ここでは適用除外ということが非常に安易に議論されているというふうに

私は思っております。 

 そして、前回も触れましたが、もしそういう一定の事態が生じた後に協定の取り消し、失効

あるいは認可の取り消し、撤回とか廃止とかいうことになったときにどういう事態が生じるか

を更に考えますと、少なくともこの「多様な参入のための」というところで、左側でなくて右

側の四角、つまり適用除外に一挙に移行するということは実際の政策問題としては非常に難し

い。いろんなところで細かい手当てをしなければ、立法的にも非常にやりにくいんじゃないか

と。もしそう決めるとすれば決めれるのかもしれませんが、その結果出てくる法律問題に何ら

手当てをしないで条例で外せますよとやることの責任問題はかなり大きいんじゃないかという

ふうに私は思います。ですから、この点は非常に慎重な検討をお願いしたいと思います。 

 その上で、先ほど出てきた条例と協定にかかわるところに関して、もう１点続けて意見を述

べさせてほしいんですが、先ほど配られた資料５の６ページに条例のイメージ図があると思い

ます。枠組み、自主条例、委任条例と縦に区別してあるんですけれども、この自主条例で定め

る部分は、先ほど小林（重敬）委員からご指摘のありましたような国土利用計画法が改正され

て、それに基づく市町村土地利用計画とその条例化というのが出てくれば、その中身ははっき

りしますけれども、そうでない現在の段階で、例えばこれから何らかの立法措置を、この懇談

会の議論の結果としてつくるとした場合には、この自主条例の部分というのはほとんど具体的
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な内容は法律には書けないんだろうと思うんですね。このイメージ図にはいろんなことが書い

てありますが、その法律の中で、条例にはこれ等のことを決めなさいということは書けないわ

けでありまして、図の枠組みの部分の上半分、自主条例の部分の上半分、つまり右端の委任条

例と対応しない部分というのは、ある意味では任せきりのところになる。こういうことが条例

で定められるのが望ましいという図でしかないのではないかというふうにも思われるんですね。

そういう任意の自主条例を作り、その上に立って委任条例の協定のところを規定しなさいとな

る。協定のところは、これは委任条例の部分ですからある程度の事柄が法律の中に書けるし、

一定の要件づけもできるんだろうと思います。ただ、そこをどういうふうに規定するのかに関

しては、まだ余り具体的な案は示されていないと。例えば、協定の中でどういうことを必要規

定事項にするのかは余り示されていない。 

 以上を前提としますと、まず市町村の意思決定、こういう委任条例ができる仕組みをつくり

ましょうという意思決定は必要です。しかし、その意思決定を具体化するプロセスでどういう

仕組み、どういう手続を経て、例えばここに書いてある土地利用基本方針、地区の土地利用計

画を定め、ゾーニングをするのかというあたりは、これはもう市町村に任せきりであってもよ

いということになるのではないか。場合によっては、なくてもいいということになる。したが

って、その自主条例の真ん中のところに書いてあります、例えば各種区域の種別と利用方向と

いうのも、これこれのものを定めなさいとは書けないわけですから、これは義務づけにはなら

ない可能性が大きい。これらを定めなければ委任条例はできないという仕組みの法律案をここ

で書けるのかどうか、１つ大きな問題になると思います。 

 そのことは、もう一つ実態問題としても大きな問題を残させそうです。抽象論としてはそれ

でいいんですけれども、要するに市町村の意思があり、そしてそれに基づく市町村レベルの大

きな土地利用の方針があり、それを各地区あるいは旧市町村、小学校区等のレベルで住民合意

に基づいて土地利用の計画と方向づけに具体化し、その枠内で協定を結ぶと、一応こういう説

明になっているんですが、そこでいう住民合意というのがどういうふうにでき、どう機能する

のかに関しては、実はそれをこの協定と直接法律的に結びつけることはできないんではないか

という危惧を持っています、この法律案の中では。そして、そこの結びつきをつけないと、協

定の方はその協定に乗る農地所有者の全員の合意で、当然その協定に乗った人たちにだけ効力

を及ぼすということになるわけですが、その外にある地域の住民の意思がその協定の中にどう

反映していくのかというところが法律で本当に担保できるのかという点に疑問が残ります。制

度の論理の説明としてはそういう方向が望ましいんですが、今考えられている仕組みでそれが
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できるのかどうかというと、かなり疑問であります。 

 それからもう１点、協定に関しては、先ほど建築協定との対比の話がございました。ただ、

その対比をするときに、言葉の上では対応するんですが、性格的にはかなり大きな違いがある

ということにご注意いただきたいと思います。 

 まず、建築協定の場合には、一定の範囲の地区の全員がそこに基本的に参加するわけですね。

そして、そこに入る地権者の範囲というのが非常にはっきり明確になっています。そこで決め

られる事柄は、建築基準法にあるもろもろの要件や基準の上乗せ協定をやるわけです。その上

乗せ協定のレベルで建築認可を得ますという仕組みになっていくわけですね。ですから、もと

の建築基準法の基準が適用除外されるというような議論は全然出てまいりません。それに対し

て、ここで考えられている協定というのは、例えばある小学校区の単位でというわけですが、

その地区内にいる居住者ないし地区住民の全員の意思がそこに集約されるものではない。地区

住民の意思がどうかかるのか、その協定にどういう影響を及ぼすのか、多数決があればどうい

う形になるのかというあたりは、恐らく具体的に法定できないんだろうと思うんですね。この

自主条例を枠づける仕組みの中では。 

 そして、その協定はあくまで地権者、農地等の地権者の間の協定です。そして、その地権者

も、その小学校区内にいる全員、全地権者が参加するという枠づけは恐らく考えられていない。

そうだとすると、小学校区という単位があっても、その中で手を挙げて協定に乗りますと言っ

た人だけが協定当事者になるわけですね。地区の農地が全体として統一的にその協定の対象と

なるという状況は出てまいりません。 

 ですから、物的な面でも、当事者の面でも全体としてカバーする範囲、要するに単位性が非

常にあいまいである。地区内の農地の所有者たちの協定、さらには、里山の所有者も含めての

協定という場合には、その地区に住んでいない土地所有者、別の地区、さらには別の都市に住

んでいる土地所有者や、里山の所有者等がその協定との関係でどういう位置にたつのかという

ことも考えないと、地区としての単一性は出てこないわけです。その人たちが反対すれば、反

対した人は除いて賛成する人だけで協定をするとしますと、その対象が果たして地区内の農地

や里山のどこまで及ぶかわからない。こういう性格の協定にしか今のところならないんじゃな

いかという危惧があります。そうではないという議論があればむしろ聞かせていただきたいん

ですが。 

 そうしますと、例えば地区レベルで住民が過半数の意思でこう決定すると。それに対して、

それなりの多数の農地所有者が手を挙げて協定を結んだ。ところが、それらの内容が食い違っ
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たということも生じうる。そのときにもその間の調整は自動的にはとれませんし、手を挙げな

かった他の土地所有者たちがどうなるのかということもよくわからない。そういう点ではかな

り限定された性格、内容の協定にしかならないんではないかというふうにも感じております。 

 それなのに、そういう協定ができると農地法の３条、４条、５条を外すという。だから、そ

うすることが具体的にどういうイメージになるのかが私にはもう一つわからない。例えば、協

定に参加した人たちの農地についてはもう３条を外します、あなたたちは自由に売っていい、

隣の農地はだめだけれど、この農地は自由に売れるんですという話になるのかどうなのか。転

用に関しても同じことがありますね。もう一つよく見えない。 

この論点整理の案の大きな枠組みは、私は大体わかります。そしてこういう方向は必要だと

思うんですね。ただ、先ほども申しましたように、左の箱でいくのか右の箱でいくのかという

のが、大きな１でも２でも３でも、すべてで問題となる。そしてさらに、特に右側の方向でい

くとした場合には、その条例とは、協定とは、またその背後にある市町村の地域や地区の住民、

そして農地所有者等の合意とはそれぞれ何なのかということが、一層問題になるのではないか

と、こう考えている次第です。 

○生源寺座長 今のご指摘、細かな、具体的なご指摘も大変有益な部分があったかと思います

けれども、同時に基本的な枠組みといいますか、論点整理の枠組みということで、この論点整

理の案の、資料の４の方でいいますと、右側と左側に分かれている部分につきまして、再三申

し上げておりますように、この懇談会では事務局からの問題の投げかけということも含めてで

ありますけれども、いろいろな論点をできるだけ幅広く整理していくと、こういうことになっ

ているわけであります。 

 きょうの吉村課長のご説明の中でも、この右左に分かれている部分については左の方の意見

が強かった。そういう補足的なご説明があったわけであります。したがって、この懇談会とし

ては、意見分布という意味では、この左の部分が強いということは客観的な事実として確認で

きるものと、こういうふうに思います。 

 ただ、冒頭申し上げましたように、事務局からの問題の投げかけも含めて論点を整理すると

いう意味では、このような意見はその論点の整理から落とすという形の整理にする必要はない

のではないかと、こういうふうに思っているわけであります。この資料の５の方については、

かなり今原田委員の具体的にご指摘になったところに絡む部分もあるわけですけれども、さら

に補強的に書き込んだ方がいようなご指摘もあったように思います。また、こういうところに

留意すべきであるというようなこともあったかと思いますので、そこは最終的なとりまとめの
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際にはぜひ生かしていきたいと、こんなふうに思っております。 

 今の点につきまして、何か事務局の方からございましょうか。 

○吉村農村政策課長 今、座長からご発言いただきましたような形で論点をそれぞれ、問題は

問題として整理をさせていただいております。 

 今、原田委員がお触れになった点は、資料５の 13 ページに表の形で整理させていただいてい

るわけでございます。ただ、原田委員おっしゃいましたように、特に適用除外ということを考

える場合にも、３条と４条５条で性格が違う部分があるというご指摘があったと思いますけれ

ども、その部分はちょっとこの切り口で十分に反映されていないように思いますので、その点

をどういうふうに追加するか検討させていただきたいと思っております。 

 それから、もちろん自主条例を法律に書き込んでいくことは、これは私どももできないと思

っておりますので、まさにその自主条例と委任条例の組み合わせというところは地方自治体の

判断によるしかないわけであります。それは、むしろ我々はその地域づくりというのはそうい

う形で進んでいった方がいいんではないかという考え方を持っておりますので、もちろん市町

村性善説というか、期待をしすぎているということがあるかもしれませんけれども、やはりそ

の辺は市町村の判断でやっていっていただくということを基本に考えていきたいと思っており

ます。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 それではまず小林委員、それから池邊委員の順番でお願いいたします。 

○小林（新）委員 座長から、先ほどの原田委員のご指摘に対しましてコメントがございまし

たので、さらに言うのもちょっとどうかという気もしますけれども、言わせていただきたいと

思います。論点の 13 ページの資料５でございますが、いろいろ書かれているわけでございます

が、細かい表現を今ここでどうこうと申し上げるつもりはございません。 

 先般、私の方からお願いといいますか、意見として申させていただきましたのは、１つは今

回の条例を活用する仕組みというのを考えていくと、こういうことになるということであれば、

やはり国の政策目標とか法定されている基本方針あるいは計画、そういうものとの整合性の確

保を図るということが大事であると。そのためにはそういうことを法律上明確にして、所要の

調整規定を定めていくことが必要ではないかということが１つ。 

 もう１つは原田委員からも先ほどご説明がございましたが、農地法の適用除外につきまして

は問題でありますと、この２点を申し上げたわけでございます。その点につきまして考え方が

左右ということで整理されておるわけでありますけれども、要は協定の拘束力というものにつ
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いての判断の違いが左と右というものに分かれてくるんだというふうに書かれているのではな

いかと思っております。これは、先ほどの政策目標との整合性というものにつきましても考え

方が分かれるというようなところにもそういう表現がございまして、いずれにもそういうこと

がかかわっているんではないかと思うわけでありますけれども、制度的に考えてみましても、

協定というのは永久に存在するものではないわけでありますし、また拘束力の根拠となる担保

措置につきましても、協定は、このメモにも出ておりますけれども、違反が起きた場合には民

事上の契約違反という訴求措置をとるということであって、現行の法律でとられている基準に

基づく許可だとか違反有為に対する各種の規定、そういうものと対比すれば弱いということは

明確であるというふうに思っているわけでございます。 

 また、現実論といたしましても、協定というのは結ばれた以上強固に守られていくというの

が一番望ましいし、そうあってほしいということでありますけれども、中長期的には地域なり

場所によってはいろいろな不安定さが出てくる、あるいは、変更ということもあるでしょうし、

だんだん関心が薄れてくるとか、いろんなことがあるということで、不安定な面があろうかと

思います。そういうことも重ね合わせますと、現行法の担保措置に比べて弱いということは明

確であるというふうに考えておるわけでありまして、そういう点をご検討に当たりましては十

分考えていただきたいというふうに思うわけでございます。 

 それから、転用権につきましては、今回の論点の中でも、今後もさらに慎重に検討していく

ということだと思いますが、財産権に内在する制約として、補償なしに課している現行の農地

の転用規制との整合性というようなことについて申し述べましたことも入れていただいておる

わけでありまして、今後さらなる整理ということでございますが、こういうことと同時に、制

度論としてはそういうところは農用地区域に入るのではないかという考え方もあろうと思いま

すし、運用の面でも、仮にそういうことが制度化されていくとした場合に、現在の農用地区域

の設定というようなこととの関係で、一体どういうふうなことが起きてくるか。これも論点の

中で大きな１枚紙の中に運用上のさまざまな課題に対するということで検討事項に挙がってお

りますが、保全を強化するということで、いろんな仕組みを工夫していく場合に、それが現在

の保全に対して与える影響が逆になっては全く意味がないということでございますので、そう

いう点も含めまして、これはただいま申しましたように検討事項ということで入れられておる

わけでありますが、そういう点も含めまして、慎重にご検討いただければと、以上でございま

す。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 
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 それでは、池邊委員どうぞ。 

○池邊委員 前回私途中で退出しましたので、すでに論点が挙がったのかもしれないんですけ

れども、きょう最後ということで、少し全体のところに目を配らせていただきます。こちらの

主要論点の考え方というのの１枚目に、ねらいというところで、農山村固有の魅力というとこ

ろから始まっています。けれども、今回の論点整理の方が結果として最終的に出ていくものと

考えますと、どうも土地利用のことを全体で考えるという土地利用調整条例と農地等の保全、

美しい里地、里山の保全、農山村固有の街並みというねらいが入っていながら、最終的な出口

としては、やはり契約的手法の部分と、それから多様な参入のための条件整備という形になっ

てしまっていることです。もちろん、今回の論点整理のペーパーが最終ペーパーではないとい

うことはよくわかってはいるんですけれども、ちまたの報道、日経新聞なんかにもこの前報道

されましたし、不動産経済通信などにも、基本的には適用除外であるという部分と、あと多様

な参入が実現できるというところが、どうもボリュームアップされて皆さんの中に受けとられ

ているというところが一番の懸念です。 

 やはり土地利用調整条例という名前を掲げるからには、土地利用の規制あるいは誘導の仕組

みというのが市町村を主体、特にここでは住民参加というのをきちっとうたってらっしゃるの

で、それによって比較的地に足がついた議論としてできる仕組みが再確認されなくてはいけな

い。現在は右上がりの状況、地価の右上がりがなくなりここ 10 年で皆さんの中の開発について

の夢というのがなくなって、農山村においてもあるいは地域においても、地に足のついた議論

というのがようやくちゃんとできようとしている。そんな時に逆にそこをちょっと足をすくう

ような形で、転用というところに余り過剰な期待を農村が持ってしまうような、そういった出

て行き方になっている。多分振興局さんの方もそういう期待をしているというわけではないと

思います。 

 ただ、やはり市町村によっては非常に今財政的にも厳しいですし、農業の育成も厳しいとい

うところで、こういうものを投げかけたときに、どういう出口が出てきてしまうのかというと

ころをかなり慎重に考えるべきであると思うんです。やっぱり土地利用調整条例という名前を

つけるからには、その目的というのをやはり明確にすべきではないかと。ここで、ねらいとし

てはその土地利用のことを考えるとか、農地を保全する、農山村固有の街並みの保全というこ

とが土地利用調整の、本来的にはそこがねらいであるのかどうか。 

 論点ペーパーの方では４ページのところに論点２、条例による取り組みの必要性、方向、内

容、対象、効果というのは書いてあるんですけれども、土地利用調整条例の目的というのは書



17 

かれていません。また、後ろの方を見ますと、条例のイメージが、農地等保全協定の場合とい

うのと、転用権譲渡契約の場合というのに２つに分かれております。もちろん、専門的な人間

が見れば、これは２つは併用される、区域によって転用権のところもあれば、保全の協定が結

ばれる区域もあるというふうにとれるんですけれども、どうも全体としてこれだけが出ていっ

てしまうと、土地利用調整条例で保全する市町村もあれば、転用を土地利用調整の全体の目的

として掲げて、転用の方に進めようというふうにいってしまうような市町村もあると思われて

しまう。ですから、その辺の履き違え方みたいなものをかなり想定して、本来的な土地利用調

整条例のねらいとか、こちらでいう契約的手法による農地等の保全というところが基本的には

ねらいであるというところを明確にうたった方がいいのではないかと思います。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 今、ご指摘のありました新聞の記事につきまして、恐らく皆様方ご承知かと思いますけれど

も、昨日経営局の中でも農地制度に関連する懇談会がございまして、その中でも多少話題にな

りました。それで、新聞記事は省内でこういう検討が行われているというような内容だったわ

けでございますが、カバーされている領域ということでいいますと思い当たるのはこの懇談会

であるということで、いささか困った記事であるというふうに私自身も判断をしております。

 この懇談会は、議事録あるいは資料等につきましてはすべて公開されておりますので、もし

当懇談会の議論の方向を記事にされたということであれば、これは全く、きょうの懇談会の議

論の報告と違う形の方向になっておりますので、これは明確に否定できることだろうというふ

うに思っております。 

 この懇談会自体、論点の整理ということで、かつ先ほど申し上げましたように意見の分布と

いう意味でもこれまで議論の経過をつぶさに見ていただければ誤解の余地もないような報告が

できるようになっていると思いますので、ここは改めて申し上げておきたいと思います。 

 それから、確かにまとめ方は、入り口から入りまして後はいわば細かな制度論という形で落

ちていますので、このあたりは確かに過剰な期待といいますか無用な誤解を招かないような工

夫も少し必要だと思います。小林重敬委員からも冒頭ご発言ございましたように、この市町村

条例をどう活用するかということがいろいろ議論になっているわけでありますけれども、その

目的なり意義というようなことをもう少し丁寧に書き込むことで、今後のいろいろな面での検

討の、いわばよすがにしていくことができればと、こんなふうに思っております。 

 今の点につきまして懸念のご指摘、何かございますか。 

○吉村農村政策課長 おっしゃるようにこの記事にも代表されますように、そういう受けとめ
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方をされてしまう、単なる農地転用の規制緩和であるというような受けとめ方を現実にされて

しまっているということを踏まえて、今座長がおまとめいただいたように、ねらいなりをもう

少し丁寧に整理をさせていただきたいと思いますが。 

 まさにこれを虚心坦懐に見ればそうは受けとめられないと思うんですけれども、まさに農地

等の保全を強調しているような形になっているんですが、どうしてもおっしゃるような、底流

に流れるいろいろな期待もつけ加わって、そういう形で受けとめられるということは注意しな

がら、ねらいをはっきりさせたいと思います。 

○生源寺座長 そのほかいかがでございましょうか。 

 田口委員。 

○田口委員 前回の会議を欠席いたしましたことと、それから提出を求められておりました、

ここにあります論点整理をするための提出論点という文章を出しておりませんで、まことに責

任を果たしていないということで申しわけないと思っているんですけれども、ひとつきょうの

論点整理の文面の中で申し上げたいことがあります。 

 私は景観の問題についてのみずっと申し上げてきたんですけれども、今景観の問題というの

は保全と形成、この２つに大きく分かれていると思うんですね。都市部でも町並み保全地区指

定あるいは景観形成地区指定というような形で大きく２つの方向に分かれてまいりました。特

に景観形成にかかわっての地区指定というのは非常に積極的に行われております。細かく言い

ますと、広告景観形成地区指定などというところもあるぐらいで、形成に向けての方向性とい

うのは非常に大きいんですけれども、ここの論点整理の文章の中でそういった要素が少しきち

っとなされていないんではないかと。 

 資料５の考え方を読ませていただいたんですけれども、そういった形成にかかわる事柄がど

うもないのではないかと。いろいろ探してみたんですけれどもちょっと見当たらないんですね。

これはやはり、２番の農地等の保全のところで景観保全のために農地の保全の強化というよう

なこともあるわけですから、最終的には多様な参入のためのというところに形成ということが

入ってくるんでしょうか。これがちょっと私には法律的なことが専門ではございませんので、

以前前もって意見をという話がありまして、申し上げられなかった一つの大きな要素は、私は

実は法的なことはほとんどここで初めて伺うことが多いと。ご承知のように、私は美術大学に

おりまして景観形成の手法開発という点では非常に真剣に取り組んでおりますつもりでこれに

参加したんですけれども、残念ながら大変難しい言葉が飛び交う中で苦労しておりまして、昨

晩もこれは前もってご連絡してしまうよりもここで皆様に伺いながら形成というのはどういう
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ところに入ってくるのか、伺ってみようということでまいりました。 

 基本的には条例のところで出てくる事柄ではないかなというような気がしますけれども、た

だしやはりここに何らかの形でそういう対比的な考え方を入れておいていただきたいというこ

とを切にお願いしたいというふうに思います。 

 それともう一つは、これは単にここに入れていただくという問題と全く別の、特に感想を申

し上げたいんですけれども、先日兵庫県の方に交渉させていただいて、具体的な取り組みとい

うんでしょうか、住民の方たちの取り組みというのを拝見いたしました。そこでも非常に感じ

ましたし、それから私が景観形成にかかわる造型的な手法開発の研究を進めている中でも非常

に感じておりますのですけれども、景観ということに対する認識が一体どの程度農村にかかわ

ってはあるんだろうかと。都市部でも端緒についたと言ってもいいぐらい、やはりお国の方で

おくれていた気がいたしますけれども、やはり都市部が非常に今積極的に取り組んでおります。 

 対して農村部では、何かそういったものを置き去りにして新たな取り組みが始まっていくん

ではないかという危惧を大変にいたしました。これはかなり感想で、もしかすると私の非常に

思い込みもあるかもしれませんけれども、そういったことがありましたので、今申し上げるよ

うに、景観に対しては単に保全だけではなく積極的な取り組み、つくり上げていくものだとい

うことを何か盛り込んでいただきたいということにつながってまいります。 

 以上です。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 多様な参画のところで読むというのはちょっと無理だろうと思いますので、やはり今のご指

摘を明示的な形で取り込むような形でよろしゅうございますか。 

○太田村振興局長 私も感想みたいな話のお答えになるかもわかりませんけれども。 

 まず最後の答えからいいますと、景観に対する認識というのは、例えば自然環境に対する認

識と同様に、あるいは農村地域においても恐らく端緒についたばかりだと。ただ、農村であっ

ても本当に町ぐるみで景観を保全しようというような条例をつくられているケースというのは、

最近ではなくて例えば、最近というよりむしろ取り組んでいるところはかなり先駆的にやられ

ている。ただ、それがどこまで実践も含めてやられているかというところは、例えば首長さん

とその地域住民との意識のギャップとか、それもまたあるだろうと思いますが、全くないとい

うことではないと思います。ただ、それがみんなに浸透しているということでもないというよ

うな、そんな調子だと思いますから、都市とはそんなに認識のレベルでいうとおくれてないよ

うな感じもいたします。 
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 それから、保全と形成という言葉をどう理解するかによるんでしょうけれども、例えば農地

が動かせないとすれば、それが転用とかそういう利用の形での景観というものがひとつあるわ

けですが、事業との関係でいいますと、例えば圃場整備やれば景観が変わってしまうとか、そ

こに農道を一本つくれば変わるとか、そういった意味での事業とのかかわりも含めた形成とい

うこともひとつあるかもしれないと。ただ、既にそういう人の手といいますか、最近において

生産性を高める等の整備が行われたところで、部分的に例えば生態系に入るといったような整

備をするというようなケースがありますけれども、ほとんど手をつけなくても、これはむしろ

お教えいただきたいなと思いますが、いわゆるつけ足していくというよりも取り除くというん

でしょうか、例えば看板の問題もありますし、それからそこはもう排除はできなくても隠すと

いった点ですけれども、周りに木を植えることによって全然変わってしまうとか、そういった

意味での条例なんかにもそういうことはかなり書かれているケースもありまして、そういう運

動論としてやっていかなきゃいかんと、それになかなかこうしなさいということを言うのは難

しいんだと。 

 もう一点ありますのは、やはりどうしてもこれまで農地の保全ということで農業の視点を重

点に今までずっと議論をしておりますが、景観の視点からいいますと結果として何らかの転用

をしなきゃいけなかった場合でも、転用された先の利用の仕方もあるんですね。農地側ではな

かなか規定できないという今の法律的な仕組みになっていますので、ここのところはむしろ都

市計画の分野でかなり地方自治体におろすということが行われてきておるといったこととどう

連携とっていくというところは、この会のテーマを深めていただいたことを、逆に都市サイド

にも我々として情報発信をし、また連携していくということが重要だろうと、そんな認識をし

ております。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。よろしゅうございますか。 

○田口委員 おっしゃっていること、よくわかりました。 

 多分、景観の問題というのは前回もお話ししたように非常に総合的な、さまざまな問題に横

断的に絡むものですから、これは難しいんですけれども、例えばここでは農地の問題を論じて

いるわけで、そこに集落がどのようにつくられているかとか、そういうことはなかなか入りに

くいんですけれども、やはり景観という言葉をここでうたっていくということであれば、例え

ばもともと農山村固有の魅力の維持・向上ということの中には景観ということが大きく入って

いたわけですので、そうしますと目に入ってくるもの、これはもうここで営まれているすべて

が目に入ってくるわけで、そういった中で今回ここで検討しておりますといいますか、お話さ
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れております事柄にしては余りにも大きくなり過ぎるというんでしょうか、問題が広がり過ぎ

るというんでしょうか、そういうことがあるんだと思うんですね。 

 それともう一つは、景観というのは具体的に実効性のある手法がないと意味がありませんの

で、そうなると非常に後の問題になってくるということで、何回かここでも会議自体は２回で、

あとは兵庫県の方での会議で皆さんのご意見伺いながら、とても私がご意見を申し上げるすき

間がないなという感じがしておりました。もっともっと後の方でお手伝いできるんだろうなと

いうことでなかなか難しいんですけれども、おっしゃっていることはよくわかりました。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 私が言うのも変でありますけれども、これで終わりということにはならない、非常に大きな

問題だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは森田委員。 

○森田委員 今回のこの土地利用調整条例に関する議論ですけれども、まず優良な農地の確保

を核としまして、地域全体の土地利用調整を図り、農村の振興といいますか地域の活性化を図

っていくということになろうかと思いますが。 

 まず優良な農地の確保という観点からいきますと、この条例に基づく農地の保全協定、これ

を進めていくことによりまして優良な農地が保全されることになるということで大きな期待が

持てるというふうに考えておりますけれども。まず地域の合意ということでありますけれども、

前提としてといいますかインセンティブとしてなんですが、やはり先ほどどなたかおっしゃい

ましたけれども、この調整条例を進めていく目的といいますか、大きな意義、そういったとこ

ろを明確にしておく必要があるのかなというような感じがしておりますし、運動論的な展開を

図られるというようなことも言われてこの中に書かれておりますけれども、まさにそれが大き

なインセンティブになってくるのかなと、そんな感じがしております。 

 ただ、いずれにしましても地域協定、合意に基づいてこういった農地の確保といいますか転

用といいますか、そういったところを進めていくことになりますといろんな各種団体の中にも

いろいろな判断があろうかと思いますので、そういったところに対する配慮といいますか、不

安に対する配慮も必要かなという感じがしておりますけれども。 

 それで、市町村のこの協定を認定するに当たりまして、都道府県等の関係といいますか、そ

ういったところがないような感じもするんですけれども、都道府県との協議ということもやは

り必要なことではないかなというような感じがしております。市町村の全員の裁量に期待する

わけでありますけれども、そういった県との協議、そういったことも検討に値するんではない
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かなという感じもしております。 

 １点目としましては、運動論的な展開に関してでありますけれども、いろんなインセンティ

ブがあろうかと思いますけれども、転用権の買い取りによっての調整の仕組み、これも大きな

インセンティブにつながることだろうと思っておりますけれども、そういった土地価格の決定

を何に求めるのかとか、たとえその価格決定がなされても市町村の財政負担にどういう影響を

与えるのかというようなところが非常に大きな問題ではないのかなという感じがしております。 

 中山間地域に対しまして、直接支払い制度というのができているわけですけれども、逆に平

場は・・・。というような感じもなりかねないのかなというような感じもしておりますけれど

も、そういった形で若干慎重に、さらに検討していくべきかなというふうに考えております。 

 この条例に基づきます協定制度で進めていくことが大事といいますか、期待されるというふ

うに思っておりますけれども、この全員合意、地域住民の、地域全体の土地利用調整でありま

すので、地域の全員合意というようなことが言われているわけですけれども。土地改良事業を

実施するに当たりまして、受益者、申請者の同意を取得するに当たりましても３分の２という

法上の規制はありますけれども、この同意を取得するに当たっても１年とか２年とか、そうい

う非常に長期間の形で合意が成立しておりますし、地域リーダーの方が一番最後に自分の主張

をするというような形で、そういった事業の場合でも同意がなされるということが現実なんで

すけれども。たしか兵庫県のある町で地域全体の合意によって土地利用調整、この調整条例に

匹敵するものが定められたということを聞きましたけれども、どういうような形で同意がなさ

れたのか、この前現地に行ってそういったことをお聞きしたかったんですけれども、現地に行

くことができなかったので、そこらあたりちょっとお伺いしてみたいなという感じがしており

ます。 

 今の自主条例の部分について、地域全体の土地利用調整ということになっておりますから、

集落の景観あるいは自然環境といいますか、そういったものも含めた農地空間、住民の居住空

間、自然環境空間、そういったものを総合的な形で地域全体を、あるいはその地域集落を美し

く保全していく、そういった形の運動論を展開する必要があるのかなと、それが大きなインセ

ンティブにつながっていくのではないかなと、そんな感じがしております。 

 それと、この土地利用調整条例に絡みまして、農村振興局の中で農村振興基本計画、これは

事業実施面での基本計画というふうに伺っているわけでありますけれども、当然この土地利用

調整に伴います事業実施でそういった農村振興基本計画に乗っかってくる事業の実施というこ

とも当然かかわってくると思いますので、そういった形で都市農村の共生なり環境との調和に
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配慮した事業という面でいきますと、この土地利用調整条例が円滑に進むためにもそういった

事業とリンクしておく必要があるのかなというような感じを持っております。そういった意味

で、その事業推進に対する農林水産省の配慮、そういったことも必要になってくるだろうと、

そんな感じがしておりますので、そういう面での配慮も考えておかれるべきではないのかなと

いう感じがしております。 

 ３点目は、農林水産省だけでなくて何か新聞の情報によりますと、副大臣級によります８省

合同の都市農村共生対流の推進ということが進められるようになっているというふうに聞いて

おりますけれども、こういった農村の現状を考えますと、当然閉鎖的な体質を大きく変えてい

くという形で都市との交流、共生が大きな課題だろうと思いますけれども、例えば市民農園、

この前兵庫県で非常に立派な市民農園の実態が視察されたわけでありますけれども、市民農園

に限らず棚田の保全とか、あるいはビオトープ水田だとか生産調整水田を活用して景観作物を

作付するというような形で、景観にも配慮した形の農村整備をし、都市住民との交流を図って

いくということが、いろんな地域で積極的に進められているというふうに思っておりますけれ

ども、こういった形の対応をこの土地利用調整の基本的な理念といいますか、目的の中に位置

づけておく必要があるのかなというような感じもしております。 

 いずれにしましても、土地利用調整条例が地域全体の土地利用を考えていくということによ

って、その地域全体の活性化といいますか振興を図るということでありますので、そういった

面で優良な農用地の確保ということを核にしながら都市と農山漁村の共生・対流の推進という

形で多様な参画が認めれるような方向で、ぜひともこの条例が位置づけられるような方向での

検討をお願いしたいと、そんな感じがしております。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 いろいろご指摘いただいたわけでございますけれども、現場での実際の協定に向けた同意の

プロセスについて、何か情報があればご紹介いただければと思いますが。 

○吉村農村政策課長 先ほど森田委員おっしゃった、恐らく新聞でも取り上げて、ちょっと町

の名前忘れちゃったんですけれども、この間視察で八千代町の隣の…… 

○齊藤農村整備総合調整室長 加美町。 

○吉村農村政策課長 加美町だったと思います。私ども資料ちょっと取り寄せておりますので、

後ほどお渡しさせていただきたいと思いますけれども、現段階ではかなりビジョン的なものだ

というふうに受けとめておりますけれども、今後そういうビジョン、実現すべく、恐らくそん

な段階だと思っております。 
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○生源寺座長 それではいかかでしょうか。山本委員。 

○山本委員 今回の懇談会については、私も大きなテーマが農山村固有の魅力の維持と、それ

から多様な参画、非常に従来と違うテーマが掲げられて、それの手法として条例というのが出

てきて、その法律的な内容を検討していって、アウトプットがちょっと私も少し最初の大きな

テーマから矮小化されつつあるなというふうな気がしておるんですが、やはりこの当面実際に

こういう条例を法律として位置づけていくというふうな段階では、ある程度現実的に合わせな

くちゃいかんのでしょうけれども、やはりこういうふうな懇談会がつくられるということ自体

がやはり画期的なことだと私は思っております。 

 1968 年の新都市計画法ができて、その後農振法ができて、そのときに市街化区域は当時の建

設省、調整区域は農水省というふうな一種の縄張りができてしまって、その後はもう一方的に

都市の膨張といいますか、宅地供給、宅地不足というふうなところが旗印になって、どんどん

押し込まれてきたというのが実態だと思います。そのために人口フレームというようなわけの

わからない論理を振りかざしてきたわけですけれども、今となってみると人口フレームなんて

いうのは全く意味がなくなってしまっていった、人口が減っていく時代に向かって人口フレー

ムというのは全く意味がない。そういうときに市街化調整区域なり非線引き区域のところの農

村部を一体どうするのかということについて、恐らく都市計画の方では具体的なアイデアは示

さなくなっていると。それに対してこの農山村固有の魅力を生かそうと、そこに都市住民の農

地保有というふうなこともにらんだ多様な参画を持ち込もうというのは非常におもしろい、今

の時代に合ったやり方だと思います。 

 それと、田口委員がおっしゃられた景観の問題が私は非常に気になっておりまして、固有の

魅力というのはまさに景観だと思うんですが、そこのところがやはり条例の中で手続をずっと

やっていくとだんだん見えなくなってしまう。恐らくこれは条例をつくった後、小林委員がお

っしゃったような協定を守る組織の中で検討すべき内容だろうと思うんですけれども、やはり

この条例そのものの中にも景観に対する配慮の目を残しておきたいなというふうな気がしてお

ります。 

 それで、この前たまたま農林水産省のホームページを見ましたら、農業農村整備事業のパン

フレットの表題が「生き物たちの住む農村を目指して」と書いてあるんですね。副題が「環境

との調和に配慮した事業の実施」と、こういうふうなテーマをパンフレットの表題に掲げると

いうのも随分時代が変わってきたということだと思いますので、そういう目で、もう一度この

論点整理の案の資料４のこの中身を見直してみますと、どうもこの市町村土地利用調整条例と



25 

いうのが従来の条例の考えとはやはりちょっと違う、新種の条例だというふうに考えた方がい

いんじゃないかと思うんです。その中で出てくる農地等の保全協定というのも、協定という名

前からどうしても建築協定なんかと比較しがちですけれども、これもちょっと違うだろうと。 

 それで、ここで言っている農地利用と保全協定、これは全員合意、関係地権者が全員合意で

定める建築協定よりもむしろ市街化区域内の中の用途地域の指定に近いイメージかなと。用途

地域の中では市町村が原案をつくって、それを公聴会という形式的な住民参加のプロセスを経

てゾーニングを決めてしまうと。一たん決まったゾーニングについては、すべての地権者がそ

れに拘束されると、そういうふうな形に非常に近いなと。ただ、その用途地域なんかと違いま

すのは、原案を地元の合意で積み上げてつくっていくと、それで市町村がその認可をすると。

こういうふうな枠組みが従来と全く違ったやり方で、都市計画法が今まで市街化調整区域の中

でやってきていた規制手法が開発許可という法律に基づいて単発的に認める、認めないとやっ

てきたものから全く違うスタンスで突っ込んでいるなというふうに思いますので、その辺のと

ころをできるだけ生かせるようなもので考えたらどうかと。 

 そこで、もう一つご提案ですが、この条例を自主条例、委任条例の部分と両方ありますが、

これを決めたらもう変わらないというふうなことが多分余りうまくないんではないかと。神戸

の神出集落でお話を伺ったときにも、５年ごとに見直しをしていると言っておりました。やは

りこういう協定というのは、一種の用途地域に近いようなゾーニングでございますから、実際

にやってみるとぐあいの悪いところ、情勢が変わって変えなくちゃいかんところが出てくると

思いますのでどんどん変えていく、それを変えていっても構わないと。それで内容についても、

ただのゾーニングからだんだん景観を含めた細かい土地利用のマニュアルのようなものに深め

ていく、そういった非常に段階的に変えられる内容も深めていったり広げていったりできるよ

うな、柔らかい条例というふうな形で考えていったらどうかなというのが私の感じでございま

す。 

 それともう一つだけ申し上げたいんですが、最初に小林委員がおっしゃいました協定を守る

ための組織については、私が前回ちょっとご意見申し上げて、その内容がこの資料５の１０ペ

ージに加えていただいておるんですが、②の転用権と書いてあるところの五、六行目あたりで

すけれども、転用権についてはいろいろ問題があると。それで利害調整の円滑化の観点から賃

借権等の集団的な一括設定方式が考えられないかといったアイデアもありというふうなところ

で、私が申し上げた内容がちょっと言われておるんですが、この言葉では何が何だか多分さっ

ぱりわからない。もうちょっと、協定を維持していくための組織に非常に大事なポイントだと
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私は思っておりますので、その辺をもう少しわかりやすく記述していただけないかなと。 

 参考資料できょう配られておりますページの一番最後に、私が以前提出したメモがございま

す。これの５番の土地利用計画の実現手法についてというところの２つ目のパラグラフですが、

「そこで」というところですね。そのゾーン内の土地の利用権だけを一括借り上げする公益法

人をつくる、それを協定をできた地区単位とか、そういったような単位で設立して、その公益

法人というのは市区町村あるいは土地開発公社あるいはＪＡ等が事業主体になると。それで、

その協定ができたところの土地を一括借り上げてしまうと。農地については農地価格で借り上

げる。それを今度、土地利用計画に沿って必要な人に再配分する、その場合の再配分というの

は、あくまで利用権だけです。利用権だけの再配分ですから、先ほどの多様な参入のところで

土地を取得して、不法転用した場合にどうするかというふうなチェックも、利用権だけの再配

分ということで、底地権は常に公益法人が抱えているというところで、すべてチェックできる

だろうと思うんですね。こういうふうな形で必要な土地を必要な人に、利用権だけを渡してい

ると。違反があった場合には契約を解除して利用権を召し上げるというふうなことでできるの

ではないかと。 

 そうしますと、土地を借り上げるときの農地としての借上賃料と、それから再配分して別の

利用者に分けるときの宅地、場合によっては市民農園、それから宅地等田園住宅用地として借

り上げてもらうというふうな場合が出てくると思いますが、それの差益がこの田園公社の運営、

原資になると。それを地権者に公平に配分するのもよし、共同利用施設として公社が運営して

いくのもよしというふうなイメージなんです。非常に荒っぽいですけれども、やはりそういっ

た負担と受益の公平性を保つ組織づくりをどうしても考えておかないとうまくいかないなと。

幸い、農地につきましては農地保有合理化事業という中で、それとほとんど同じようなことが

現実に行われておりますから、その事業手法を拡張してこういうふうな公益法人化するという

ふうなこともぜひ視野に入れていただければ後の協定を守るというところで現実的な対応がで

きるのではないかと思います。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 いろいろご議論聞いておりますと、現段階での整理の案がやや制度論、これも非常に大事で

ありますけれども、これはこれとして当然きょうのいろいろなご意見をいただきながら整理し

ていくことになるかと思いますが、そもそもこういう発想のねらいなり目的なりについて、も

う少し充実する必要があるということ。それから今おっしゃったような、あるいはほかの委員

の方からもメンテナンスの問題なり組織の問題なり、こういった非常に貴重なご示唆、ご指摘
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をいただいておりますので、少しこの枠組みにおさまり切れないようなものは、それはそれと

して少し別の項立てにでもして整理をしておいた方がいいかなと、このような気がして拝聴し

ておりました。 

 そのほか、いかがでございましょうか。 

 それでは原田委員、それから小林委員お願いします。 

○原田委員 きょうが最後だということなんで、何点か発言させていただきたいんですが。 

 その前にちょっと、私今の山本委員あるいはその前の方の発言を聞きながら思ったんですが、

我々この委員の間ですら、この４回の議論を経ても協定というのがどういうものかのイメージ

アップで、共通のものができていないんだと思うんですね。例えば先ほど山本委員がおっしゃ

られた協定は、ある区域を限って、そこにいわば用途地域に準ずるような指定をかける、その

かけた区域内で協定が設定されるというイメージですね。そういうイメージと理解してよろし

いんでしょうか。 

○山本委員 はい。 

○吉村農村政策課長 先ほど申しましたように、自主条例ではありますがそういった当然用途

区分を前提にして、そこをいわば補強するための協定というものが結ばれていくと、そういう

姿を想定しているということです。 

○原田委員 いや、協定です。協定が用途区分をするのと同じ意味を持つと。山本委員はそう

いうご理解ですね。用途区分をして、それを維持し守り展開させていくために協定があり、そ

の協定維持の組織ができる。 

○山本委員 そうです。 

○原田委員 そういうイメージだとすると、私が持っているイメージとはかなり違うというこ

とになるわけですね。 

○吉村農村政策課長 ここで明確にしておりますように、ここでは農地等の所有者による協定

でありますので、地域全体のいわば土地利用区分というのは、先ほど申しましたように自主条

例の中で定まってくるべきもので、その中で農地等の保全というものを地域の合意でより一層

強固なものとする、その枠組みとして農地等保全協定というものを提案していくと、こういう

ことであります。 

○原田委員 わかりました。その点で、大きく３点ほどちょっと発言させていただきます。で

きるだけ簡単に申したいと思いますが。 

 一つは、今の協定そのもののイメージの問題になるんですが、私の理解は先ほどの山本委員
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がおっしゃられたイメージとはちょっと違っておりす。要するに用途地域的に全体を塗るとす

れば、これは農地、里山、それから集落の中の住宅に供されている地域等の全体を塗ることに

なるわけですね。例えば神戸市で見た条例はまさにそういうケースで、４つの区域が分けられ

ています。しかし、ここでいう農地等の協定というのは、今の吉村課長のお話のように、基本

的には農地所有者等のみの協定ですね。ですから集落の全体を覆うことはあり得ない。したが

って、そこに反映される意思も集落の住民の合意、神戸市の里づくり計画の場合には過半数の

合意というのが要件になっておりましたが、例えばそういう要件での地区住民の合意によって

設定される協定ではないと。むしろその協定に参加した土地の所有者等の間での協定にすぎな

い。だから私的な協定である、民事上の協定であるという言い方がされるんだと思います。 

 そして、先ほども申しましたように、そういう協定であれば、結局単位性が非常に不明確に

なった協定になると思います。つまり第１に、ゾーン、区域としてもある集落全体の中にある

土地の全体を覆うこともない。同様に第２に、協定に参加する所有者の範囲もその区域内にあ

る農地の所有者の全員を覆うこともない。もし覆うとすれば、それは例えば土地改良事業その

他のような、一定の手続を経て全員に及ばせる効果を持たさなければいけない。しかしそこま

でのことは恐らく考えられていないんだろうと思います。今まで聞いた限りではそうでした。

したがって第３に、その区域にある農地の全体をカバーすることもない。つまり、所有者につ

いても全員に及ぶことはないし、農地の全体にも及ぶことはない。そういう協定にならざるを

得ないんではないかというふうに思っております。 

 そうしますと、そういう協定に非常に強い期待を抱いて、そういう協定があれば農地法の３

条、４条、５条の規制がなくても十分農地としての利用が維持され、さらにはより強力に維持

されると言うのは、やはり見方が甘い。その認識のところに対しては私はかなりの疑問を持っ

ております。協定をすれば現在以上に農地等の保全ができる、里山等の所有者も入ればそこに

も協定の効果が及ぶという意味ではそうでしょうし、農用地区域外の白地の所有者が入れば、

そこにも協定の効力が及ぶという点で、今よりは範囲が広がるかもしれません。しかし、現実

の規制力という点では、けっして現在の転用規制制度ほどの力は持たないであろうと。これは

違反をどう制約できるかということで、先ほど小林新一委員の方から御指摘があったのと同じ

問題です。としますと、この協定に非常に強い期待を抱いて、だからほかのところの規制はな

くていい、あるいは緩めていいという形の話にはなかなかならない。これが大きな第２点です。 

 この点は私が前回も話したことでありまして、あるいはその点をご考慮されてか、きょうの

論点整理案では先ほどもお話にありましたように、適用除外という単純な、しかし非常に強い



29 

結果をもたらす方向よりも、むしろ個別規制法への組み込みだとか、あるいは多様な参入のた

めの条件整備という点では、現行の権利移動統制の枠組みの中での要件緩和をするなどの工夫

をするという方向がより有力な意見として提示されているんだろうと思います。 

 ただ、ここから第３点になるんですが、そうしますと実は農地法のそのような規制のあり方

をどのようにしていくべきかという問題に帰着します。そしてそれに関しては、経営局の方で

もちょうどパラレルに懇談会が開かれております。先ほど座長がちょっとお話しになった懇談

会ですが、その懇談会の場では多様な参入、株式会社も含めた多様な参入を主張され、それを

積極的に推進すべきであるという方をも含めまして、やはり転用規制は緩めてはならないと、

むしろ強化すべきであるという議論がほぼ一致した共通理解として進められているわけですね。

ただそれを現行法の規制の上で新たに強化するのは非常に難しいのではないかということを意

識しながらも、転用規制を強化する必要性があるという議論がなされております。 

 これともう一つ、そこでの議論の柱の一つとして、こちらの議論の多様な参入のための耕作

者主義の一定の見直し、要件緩和というところに関しても、まさに直接対応する議論がなされ

ております。株式会社の参入問題とはまた別に都市住民の農地所有等をどのように認めるべき

かと、そのための一定の要件緩和をした枠組みというのがどうあるべきかという議論がなされ

ているわけですね。条例を媒介させてやる場合でもやはり農地法の規制を前提としながら要件

緩和していくということになると、そこにもろに重なり合ってまいります。 

 出発点の案にありましたように、三条統制を外してしまう、条例と協定があれば外してしま

うというのであれば、これはちょっとまた別の独特な法領域をつくることになるわけですが、

やはりあくまで農地法なり農振法の規定との関係性を維持した上で要件緩和をするということ

になると、そこは経営局の方での議論と重なり合うことになるのではないかと、その辺どうな

るんだろうかということがちょっと気になりました。 

 もっとも、最後ですが、そういう形で検討が進む、そして協定が私の理解したようなものに

なるとしても、やり方次第でその意義は十分あるわけだろうと思います。要するに、特に農用

地区域内については、今でもなかなか守りがたい、無秩序な転用とかスプロール化とか景観の

破壊だとかがある。そこで、そういうものを協定によって排除し農地をより強く守るようにす

ると、そういう協定をつくることは可能ですし、そう動かすことも可能である。と同時に、そ

の目的のためにはむしろその周辺にある、つまり現在の転用規制や農振法の農用地利用計画が

直接及ばない土地、例えば農振白地区域だとか、里山だとか、さらにはその他のところをも含

めて協定を結ぶことがまた必要である。これは協定ですから、農地等の所有者がそこまで含め
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て協定を結ぶことも当然可能であります。そしてその協定に自主的な土地利用保全の制度とし

ての一定の法的効力を法律で追加的に与えることも可能でありまして、そういうところをかな

り重視して考えていただきたいというふうに思います。むしろ、本当は主要にはそういうとこ

ろを対象としてこそ自主的な協定を制度化して現存の農用地区域内の利用規制などとドッキン

グさせていく、そうして農村の景観なり農村の全体としての固有の価値を維持し、さらには増

進していくと、そういう動きを基礎づけるために条例を活用すると、こういうふうに考えると

非常に筋が通っていくんではないかというふうに思っている次第です。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 これまでのご主張をいわば補強されたというふうに理解しておりますが、特に事務局からお

答えいただくことがあればと思いますが。 

 それでは小林委員。 

○小林（重）委員 私の条例に対するイメージと原田先生のいうところと少し違う気がいたし

ました。 

 例えば６ページに条例のイメージが出てございますね。私は自主条例は土地利用基本方針を

定め、計画をつくる。この部分についても自主条例を定めたからには一定の担保力、実効性を

載せたいと思うのは普通ではないかと思いますね。せっかく計画を、恐らく住民の皆さんが参

加して計画をつくるわけですから、例えば公表、勧告というレベルの実行性が自主条例の枠組

みの中でも一定程度可能なわけです。現在の自主条例としての土地利用調整条例の中にそうい

う仕組みを持っている事例が多いわけですから、そういう方向を恐らく目指すと考えます。 

 そうすると、委任条例部分である農地等保全協定というのはどういうものかというと、対象

地域は農村ですから、より実質的な、地域のつながりがあって皆さんでこの地域は守りましょ

うという区域が恐らく前提としてあるのではないかと思います。具体的に私が住んでいる近く

にそういう地域があって、市街化区域から調整区域に区域指定がえしてもらったという地域が

ありますが、そういう地域であれば保全協定を結んで積極的に土地利用秩序を守っていく。こ

ういう地域が点々として生まれてくる、そのために農地等保全協定という仕組みを使って用意

していくというように考えるとすると、どちらかというと全員同意に近い世界がこの中で生ま

れてくると思います。そういう仕分けが自主条例と委任条例の使い分けの中で生まれてくると

思います。ただ、そうはいっても規制強化だけでどうなんですかということであるから、その

枠組みの中に入っているインセンティブに働くようなものが要素として入っていて、そういう

ものを含めて保全協定すると、ある単位で協定地区が多様に生まれてくる。非常に小さい単位
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で生まれる場合もあるでしょうし、大きい単位でも生まれる可能性があるということを運動論

的に追求していくと、結果としてそういう地域が点々として生まれてくると、なるほどそうい

うふうにやればああいう形で土地利用秩序が保全され景観が保全されて、というようなことが

全国的に、あるいは地域的に広がっていって、それらの地区がさらに生まれてくるというよう

な仕組みではないかと思っておりました。その辺の仕分け、考え方をもう少ししっかりした方

がいいのではないかと思います。 

 もう一点は、原田先生がおっしゃったことで非常に気になることは、やはり協定を結んで、

協定の実効性を担保するために、いつの時点でチェックがかけられるかという点です。協定が

結ばれた地域で、例えば土地を取得するという行為をした場合にどの時点でチェックができる

かという、そこまでは今回の制度の枠組みの中では書かれてないんですね。できるだけ事前に、

できるだけ早い時期にチェックできるような仕組みが当然望ましいわけですね。既存の土地利

用調整条例の中には、事前協議という段階が組まれていると思いますので、その辺の仕組みが

どうなるかというのは現段階では書かれておりませんけれども、恐らくそういう検討が必要で

はないかと思います。 

 それともう一点は、この６ページの資料のイメージの中で、自主条例には目的の内容と書い

てあるんですが、委任条例のところには全くそれが抜けているんですよね。当然、恐らくある

んだろうと思うんですが、ただ私も法の枠組みがどうなっているかよくわからないんですが、

個別法に依拠するということは、個別法の中に条例事項を組み込もうという話であるとすると、

個別法の目的を組みかえるというのはなかなか大変だなと思いますし、そうではなくてそうい

う個別法に依拠するための特別法のようなものを条例との枠組みでつくるということであれば、

当然そのための目的というものを明示しなければいけないと思います。ただ、そこまでいかな

くても個別法に組み込む場合でも目的をその条項の中で書くことは可能だと思います。例えば

都市計画法の風致地区は風致地区としてこういう目的を持っているというのをこの中で書いて

あるはずです。その辺のチェックをぜひしていただきたいと思います。 

○生源寺座長 今の委任条例、個別法に基づいてということについて、２通りの可能性がある

とご指摘いただいたんですけれども、何かこれについて。 

○吉村農村政策課長 協定の目的、これはやや書き方が問題になっているんですけれども、６

ページの例えば必要な認可条件で、観点程度と書いてありますが、恐らく協定というものを法

定化すると、当然まず協定の必要な指定事項というものが入ってきて、かつ市町村がそれを認

可する場合の観点というものが入ってまいりますので、そういう意味で目的が明示されるので
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はないかなと、この段階ではこういう整理をしているということであります。 

 それから先ほどの懇談会のあれはよろしゅうございますか。原田委員の方から出た、経営局

の懇談会。 

○生源寺座長 その点についてはもう一遍。 

○吉村農村政策課長 これは既に第１回の懇談会でも一応議論していただいて整理をさせてい

ただいたわけでございますけれども、もちろん最終的に関連してくる部分は多々あるわけであ

りますけれども、基本的にこの懇談会におきましては都市住民等が「農」に親しむという観点

からの参入の問題は扱おうと。ただ、形態としてどういうものが望ましい、あるいは利用集積

をどういうふうに進める、そういったことは経営局の方の懇談会の課題としてとらえていこう

と、こういう整理だったと思いますので、そうさせていただければと思います。 

 当然ここで多様な参入で都市住民の参入を図っていく、その場合に転用、規制強化というか

どうかは別にして、実質上農地等が保全される枠組みが今よりも強まっていることが前提条件

になるということは、当初の課題設定の際にもそういう形で整理をさせていただいております

し、本日の枠組みは一応そういうことを前提にしているというふうにご理解いただければと思

います。 

○佐藤経営局構造改善課長 補足を。 

○生源寺座長 それでは経営局構造改善課長。 

○佐藤経営局構造改善課長 経営局でございますが、昨日、原田先生にご出席いただきまして

経営局の方でのアドバイザリーグループを開催させていただいたわけでございますが、その中

で当局のアドバイザリーグループとこちらのアドバイザリーグループ、確かにかかわりぐあい

というのは非常に出てきているわけでございますが、そういった点について論点整理の資料４

の紙にございますけれども、やはり私どもといたしましても先ほど吉村課長が申し上げたよう

なことでのアプローチが必要かということで、３番の②番のところ、あるいは③番のところに

も出てきておりますように、やはり我々やっております経営局で進めております本来の経営と

して農業をやっていくという人たちのための今後のあり方、農地のあり方としてどういうもの

がいいかというようなことで今やっていただいているわけでございますが、その中でここにも

出てきておりますように、３番の③番に出ておりますように、農地の効率的利用や構造政策と

の関連と、こういったものについて十分留意していく必要があるというふうに思っております。 

 それで、我々の考えといたしましては、やはり現在でも市民農園法なり特定農地貸付法とい

う法律があって、その法律の中でもやはりこういった担い手への農地の効率的利用あるいは総
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合的な利用に十分配慮した形で市民農園区域あるいは特定農地の貸付を行うエリア、こういっ

たものを設定するような制度的な仕組みがあるわけでございますが、やはりこういったものが

今回ここでご議論されているような、多様な主体の参画と申しますか、都市住民のさらなる

「農」への接し方ができるようなものが農山村固有の維持向上を図るというような観点からの

土地利用の枠組みの中でまた検討できるんではないかというようなことで、やはりある意味で

はそういった面でのエリア的な区分けというものが十分可能になるような可能性があるんじゃ

ないかというようなことでご議論いただければというふうに考えているところでございます。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 それでは局長。 

○太田村振興局長 ちょっと間違っていたら修正をしてもらえればと思いますが。 

 こういう議論を踏まえて、きょうぐらいでもある意味では議論を平行してやっているような

ことがありますから、条例の議論についても、あるいは協定の議論についても若干意見の違い

があるということを前提にお聞きいただきたいと思いますけれども。 

 やはり先ほど田口先生の方からありましたように、やはり究極は条例があって協定があって

何を守るんだということになってきますと、やはり景観とかそういう地域の価値を高めるとい

うんでしょうかね、だからある意味では私はこれ農地を守るということが一つ農政としてはあ

るわけですけれども、地域政策とすれば、いわゆる地域力といいましょうか、そういうことを

きちっとやっているところが価値が高い、それが土地の価値というんでしょうか、住む値打ち

というんでしょうか、そういうものにもつながってくるとすれば、これは例えば網をかけて、

ここはこうなんだというやり方というのは極めてなじまない。何人かの先生がご指摘されまし

たけれども、そういった意味では従来既存の事業をやる中で、こうすれば全員同意の形でやっ

ている、そういう仕組みが、どんどん人が入ってくる中で本当にやれるかというのがあります

けれども、一つのチャレンジとしてそういうものをもう一度地域で地道にやっていくというこ

とだと思っています。そういう意味で、全国を一律にするということではなくて、やれるとこ

ろからやるしかない、そういう意味ではまた運動論というのが何人かの先生からございました

けれども、それは大事だというように一つは思っているということです。 

 それで、それを実際にやる場合に土地改良事業を具体にやる場合やらない場合、もう既に終

わったところもありますし、それから地域の状況によっても、例えば中山間地域みたいに、む

しろ里山も含めて、もうほとんど人が入ってこなくてもいいと、保全されればいいという観点

での、訪れる人なんかにその地域を楽しんでもらう的な、そういう方法もありますし、やはり
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そうはいっても農業とかかわってもらいたい、この前八千代なんかそうなんでしょうけれども、

中山間といいながらも比較的そういう利用が可能なようなところ、それぞれ地域が違うからこ

そ、まさに 45 年といいますか、農振法を設定してやったものの最後の土地利用についてはなか

なか必ずしもうまくいっていないといいましょうか、そういうものをもう一度地域住民の力で

取り戻していくといっては変ですけれども、そういうことにつなげていきたいと。思いはこう

いうところにあるので。恐らくこの議論は本当の具体の手法のところにぐっと入っているんで

すけれども、先ほど座長からもありましたように、取りまとめのところにはそういうことも少

ししっかり書いておかないと、やはり相当誤解をされるといいますか、開発をして何かその地

域に利益誘導するというようなことが内容なことにぜひつなげていければという思いをちょっ

と述べさせていただきました。 

 それからもう一つは、そういう意味では何かエリアをカバーしてというのは、その地区の地

域の単位が、まさに合意ができる範囲になってくるんだろうという感じもしておりまして、全

員合意というのは本当に地権者が根抵当なんかもある中で大変だという議論は出てくるかもわ

かりませんけれども、そこらあたりについてはまずいろんなご示唆なりご指導いただければと

いう感じをしております。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 予定の時間が迫ってきて、きょうは論点整理の取りまとめの会合ということだったわけでご

ざいますけれども、かなり実質的な議論が新たに出てきているような点がございます。 

 それで、ご提案でございますけれども、きょういただいたご意見はむしろ修正というよりも

どちらかというと加筆をという意見をご指摘いただいたというふうに思います。 

 私自身この案の文言でやはり気になる点が幾つかあるというようなこともございます。それ

で、そういう点等も含めまして、きょういただきましたご意見を踏まえて、この主要論点及び

考え方、それから論点整理の案の成案を私の方でつくらせていただきまして、ただ、部分的な

修正というよりもかなり大きな加筆ということになるかと思いますので、委員の皆様方にご相

談をしながら、その上で最終的な案を私の方でつくらせていただくと、そういう形でお認めい

ただければありがたいと思いますけれども、いかがでございましょうか。 

 よろしゅうございますか。それでは、やや生煮えの形の議論もありましたけれども、いずれ

にせよ、この懇談会は、幅広く論点を提出していただいて今後の検討の土台にしていくという

意味合いが非常に強いと思いますので、今回の懇談会につきましてはこれで一応終結させてい

ただきたいと思います。 
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 それでは閉会に当たりまして、太田局長からごあいさつをお願いいたします。 

○太田村振興局長 大分、途中でも席外させていただきましたので、その方面は大体先生方に

ご理解いただけると思いますが、第４回の会議ということで、一応今回で一区切りというとこ

ろであろうかと思います。本当に生源寺座長初めまして、委員の先生方におかれましてはお忙

しい中で、私どもの考え方そのものも走りながら考えるという中でのご指導、大変ありがとう

ございました。現地でのご指導も含めて論点整理をほぼまとめさせていただいているかなとい

うふうに感じております。 

 先ほど申しましたように、住民参加による地域づくり、里山の適切な保全を進める中で法律

による諸規制から市町村の土地利用条例を基本とした土地利用の枠組みに移行することにつき

まして、ご検討いただいたわけであります。これから、この具体化を図る中で解決すべき課題

が浮き彫りにされましたけれども、まだ検討を進めればさらに出てくる課題もあろうかと思い

ます。そういった意味で、解説はいただくといいながらも引き続きまたお一人お一人に別途の

形でご指導お願いすることもあろうかと思いますし、そういうこともぜひご了承いただければ

というように思っております。 

 それから、国会、政府全体の動きといたしまして、これ先ほどお話ししていたことも関連す

るんですが、やはり世の中の動きが町村合併であるとか、それからバブルが崩壊して人々の生

き方への関心も状態が変わってきている中で、政府なり国会なりの動きとしてもこういうこと

が相当国家審議も含めて話題にのぼるようになってきております。これはやはりある意味では

これを一つをチャンスととらえて、今しっかりしたことをやっておかないと、むしろ新たな混

乱を引き起こすということにもなりかねないという観点で、そういう動きも十分に見ながら検

討を深めていきたいと。特区という話も出ておりますけれども、我々はやはり目指すところは

地域が活力を持ちながら、しかし農村らしさを失わないということでありますので、そういう

ところはしっかり腹に据えて頑張っていきたいというように思います。 

 改めて、大変ご多忙の中貴重なご意見を賜りましたことに、心から御礼申し上げまして、私

のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

○生源寺座長 それでは事務局の方から今後の取り扱い等についてお話しいただければと思い

ます。 

○小林農村振興局調査官 この懇談会の資料というか、成果物でございますが、今座長からお

話ございましたように、座長に成案をつくっていただきまして、委員にご了解いただいた上で

この論点整理と主要論点及び考え方というものを座長とご相談の上、できるだけ早く公表した
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いと考えております。よろしくお願いいたします。 

○生源寺座長 では、そういう形でまとめさせていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 それでは短い期間でございましたけれども、非常に多岐にわたる、またなかなか難しい点に

つきまして、いろいろ貴重なご意見いただきましてありがとうございました。座長の私として

も深くお礼申し上げたいと思います。 

 では、これにて、この懇談会を終了いたします。どうもありがとうございました。 

                                午後１２時０４分閉会 

 


