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農地流動化の促進の観点からの転用規制のあり方に関する検討会 

（第 ８ 回） 

 

                    日 時：平成29年１月31日（火）10：00～11：22 

                    場 所：農村振興局 第１－②・③会議室 

                        （農林水産省 北別館７階） 

 

会 議 次 第 

 

１．開  会 

２．議  事 

 （１）中間とりまとめ（案）について 

 （２）その他 

３．閉  会 

 

【配布資料】 

資料 中間とりまとめ（案） 

参考資料 
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午前１０時００分 開会 

○事務局 ただいまから第８回農地流動化を促進する観点からの転用規制のあり方に関する検

討会を開会いたします。 

 委員の先生方におかれましては、本日ご参集いただきまして、ありがとうございます。 

 本日の会議の出席状況でございますが、池邊委員、森委員におかれましては、所用により欠

席との連絡をいただいております。また、佐藤農村振興局長も所用により欠席となりますので、

あわせてご了承願います。 

 議事に入ります前に資料の確認をさせていただきます。 

 本日配付しております資料は、上から順に議事次第、座席表、検討会開催要領、資料、中間

とりまとめ（案）、そして、参考資料の順になっております。資料に漏れがないか、ご確認を

よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 また、お手元にあります青いチューブファイルでございますが、第１回から第７回の検討会

資料をとじておりますので、適宜ご覧ください。 

 それでは、委員長、以後の議事進行につきまして、よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、議事次第の２の議事に入りたいと思います。 

 本検討会は平成26年６月に閣議決定された規制改革実施計画を受け、一昨年４月の第１回開

催からこれまでに７回の議論を重ねてきました。この間、アンケート、現地ヒアリング等を経

て、第５回検討会では論点整理を行い検討を深めてきたところです。 

 本日は、これまでの検討内容を中間とりまとめ（案）として事務局に整理していただきまし

たので、この内容について議論を行いたいと思います。 

 それでは、中間とりまとめ（案）について、まず事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局 お手元の資料、中間とりまとめ（案）をご覧ください。 

 表紙をめくっていただきますと、目次になってございます。ご覧のとおりの項目立てをして

ございまして、最後に５といたしまして、今後の検討方向についてということで整理をしてご

ざいます。 

 それでは、１ページ、「はじめに」から読み上げさせていただきたいと思います。 

 はじめに。 

 農業就業者が急速に減少・高齢化する中で、次世代を担う意欲ある担い手の育成・確保が不

可欠となっている。また、担い手が主体性と創意工夫を発揮して経営発展できるよう、担い手

に対する農地の集積・集約化の促進や、経営所得安定対策の推進、出資や融資、税制等、経営
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発展の段階や経営の態様に応じた支援を実施していくことが重要である。 

 このような中、平成26年６月24日に閣議決定された「規制改革実施計画において、「農地流

動化の阻害要因となる転用期待を抑制する観点から、転用利益の地域農業への還元等、公平で

実効性のある方策について中長期的に検討を進める」こととされた。 

 また、平成27年６月30日に閣議決定された「規制改革実施計画」においては、「農地転用利

益の地域農業への還元等、公平で実効性のある方策について、①平成27年度に有識者からなる

検討会を開催し、関係者へのヒアリング、アンケート調査等を行いつつ検討を進める。②検討

会において平成28年度早期に①の検討を踏まえた論点整理を行う」とされた。 

 農林水産省ではこうした状況を踏まえ、平成27年３月に有識者からなる農地流動化の促進の

観点からの転用規制のあり方に関する検討会を設置し、平成27年４月から平成29年○月までの

全○回にわたり議論を行い、今回、転用期待抑制の検討方向等に関する中間とりまとめを行っ

たものである。 

 １ 問題意識。 

 国は、農業の成長産業化を進め、基幹産業としての維持・発展と従事者の所得の向上を図る

ためには、農地の担い手への集積・集約化が必要であるとして、「今後10年間で全農地面積の

８割が担い手によって利用される」との政策目標を掲げている。 

 現在の状況を見ると、担い手への農地流動化は毎年着実に進展し、担い手の利用面積は農地

全体の約５割となっているが、農業の生産性を高め、競争力を強化していくためには、担い手

への農地の集積と集約化を更に加速する必要がある。 

 このため、国は、農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を更に推進すること

としている。 

 一方で、農地の流動化を図る上で、転用期待が阻害要因となっているのではないかというこ

とが、長らく指摘されてきた。すなわち、農地の所有者が農地の転用利益を期待し、農地の転

用の機会があったときに円滑に農地を売却できるように、担い手への農地の貸し付けを敬遠し

ているのではないかというものである。 

 平成26年３月に行われた規制改革会議による農業者からのヒアリングにおいても、転用期待

が農地を貸してもらえない原因であるという趣旨の発言があったところである。 

 このような中、平成26年６月24日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「農地

流動化の阻害要因となる転用期待を抑制する観点から、転用利益の地域農業への還元等、公平

で実効性のある方策について中長期的に検討を進める」こととされた。 
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 本検討会は、以上を踏まえ、農地の流動化を促進するという観点から、 

 ・転用期待・転用利益とはどのようなものなのか 

 ・転用期待がどのような形で農地流動化に影響を与えているのか 

 ・農地流動化への影響に応じて、どのように転用期待を抑制するのか、その際の課題は何か 

等について、専門的な視点から検討するものである。 

 ２ 転用利益と転用期待。 

 転用利益や転用期待については、公的な定義があるわけではなく、イメージだけで言葉が使

われている側面がある。転用期待への適切な対応方策を検討するためには、検討の対象とすべ

き転用利益及び転用期待の定義を明確にする必要がある。 

 仮に、農地を売却又は賃貸することによって利益が発生するとしても、農地のまま権利が移

転するのであれば、農地中間管理事業による取組等により担い手に農地の利用集積が進むよう

に取り組んでいけばよく、その取引で発生する利益に対する期待を抑制したり、利益を地域に

還元する必要はない。例えば、先祖代々受け継がれてきた農地や戦後の農地改革によって取得

した農地を農地のまま売却又は賃貸したときに得られる利益まで徴収するのは適切ではない。 

 このことを踏まえると、地域への還元を検討すべき転用利益とは、売却や賃貸によって生じ

る利益すべてではなく、「その農地を転用することによって得られる利益のうち、転用ゆえに

得られる利益」というべきであり、具体的には、以下の式により得られるものと考える。 

 式については、ご覧のとおりでございます。 

 また、転用期待とは、「将来的に転用利益が得られるであろうという期待」というべきであ

る。 

 ３ 転用期待の実態と農地流動化への影響。 

 転用期待は、バブル経済の頃やリーマンショック前までは、住宅や道路などのための開発意

欲が全国的に旺盛であったことから、全国普遍的に大きなものが存在していた。 

 しかしながら、本検討会が実施したアンケート調査やヒアリング結果を踏まえると、現在で

は、開発意欲の低下等に起因して、多くの地域では、小さいか、あるとしても、農家の高齢化、

農業収入の低下等を背景とした、買ってくれるのであれば転用したいという消極的な意味のも

のが存在するに過ぎない。 

 また、農業経営基盤強化促進法等による利用権設定への理解が全国的に進み、農地を貸すこ

とへの安心感の高まりが見られる。さらに、農家の高齢化に伴い、後継者がいない農家の間で

は、農地の管理ができず、荒らさないために農地を貸したいという意向を持つ農家の増加が見
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られる。 

 これらのことが相まって、一部の地域を除いては、転用期待が農地流動化に及ぼす影響は小

さくなっており、農地の流動化に向けた動機付けなどが適切に実施されれば担い手への農地集

積・集約化が更に進む素地が形成されているものと考えられる。 

 一方で、大都市周辺や高速道路等の延伸が予定されている地域、具体的な開発計画がある地

域などでは、依然として転用期待が大きい場合もあり、これらの地域では、近い将来における

転用の実現を期待して、利用権の設定による担い手への農地の利用集積を敬遠する農家がある。 

 また、一部の農家の後継者や不在地主などには、利用権設定への理解が乏しい者がいる。こ

のような農家の中では、農地は一旦貸すと返ってこないとの誤解と転用期待から、農地流動化

を拒むケースがある。 

 担い手の経営規模を拡大し、低コストで競争力の強い産業として農業が発展していくため、

農地流動化の促進が重要な課題であることを踏まえると、農地流動化を拒むこれらのケースに

対して漏れなく打つべき施策を検討していく必要がある。 

 ４ 転用期待の抑制のための具体的手法について。 

 転用期待を抑制し、担い手への農地集積・集約化を進める具体的手法としては、直接的に転

用期待の抑制を図るための 

 ①転用利益の徴収など、転用利益をなくす、又は大幅に縮小させることによって、転用期待

を抑制する手法 

 ②転用規制の強化など、転用を抑制することによって、転用期待を抑制する手法 

のほか、直接的に転用期待の抑制を図るのではなく、 

 ③農地の規制状況の周知と併せた利用権設定の農家への働きかけなどによって、転用期待を

持つ農家を農地流動化へと誘導する手法 

の計３つが考えられる。 

 本検討会が明らかにしてきた転用期待の実態、転用期待の農地流動化への影響等を踏まえる

と、それぞれの手法について、検討すべき事項は以下の（１）～（３）に示すとおりである。 

 （１）転用利益の徴収。 

 転用利益の徴収については、転用期待を抑制する効果が大きく、農家を農地流動化へ指向す

ることが期待でき、得られた財源を活用して地域の農業振興を図ることができる。 

 その一方で、地域経済への影響や徴収体制の整備のための財政負担などの課題があることに

加え、私有財産に対する大きな制約となる点に留意する必要がある。 
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 ①対象区域。 

 転用利益を徴収する区域は、農地の流動化を推進する必要性が高く、かつ、農地の転用期待

が大きい地域を対象とする方向で検討すべきである。 

 その際、区域の指定についての地域との調整などが難航するおそれがある。 

 このため、例えば、転用目的農地価格と耕作目的農地価格との差が一定割合以上の市町村の

中から指定する仕組みにするなど、できるだけ客観的な基準を設け、区域指定が円滑に進むよ

うな工夫をすることが必要と考える。 

 ②転用の態様に応じた取扱い。 

 農地の転用には、所有権移転等を伴う農地の転用と自己転用の場合があるが、自己転用の場

合には金銭上の利益は発生しない。また、権利移転を伴う場合の中には、所有権移転のときの

ほか賃貸借や使用貸借によるときもあり、これらの場合に生ずる金銭上の利益は所有権移転の

ときとは大きく異なり、毎年継続的に生ずるか、全く生じないかである。 

 しかしながら、これらの場合も転用利益が発生していないわけではなく、それが顕在化して

いないと考えられる。また、転用の態様によって不平等が生ずることは望ましいことではなく、

金銭上の利益が発生しないからといって転用利益を徴収する対象から外すと脱法的行為となる

おそれもある。 

 このため、転用期待を抑制するという観点からは、権利移転を伴うか否か、移転される権利

の内容がどのようなものであるかにかかわらず、所有権移転を伴う転用の場合に発生すると想

定される転用利益の一部を徴収することを基本に検討を進めるべきである。 

 さらに、公共転用については、税制においては譲渡所得課税について５千万円の特別控除が

講じられており、また、農地転用許可制度においては一部協議制となっているもの等を除き許

可不要となっている等、その公共性等に鑑みて一定の配慮が図られている。しかしながら、公

共転用が地方における転用期待の大きな原因となっていると考えられることから、転用利益を

徴収する際の対象に含める方向で検討すべきである。 

 このほか、農業用施設用地など、農業上の用途に供するための転用についても検討が必要で

ある。このような農業上の用途に供するための転用が円滑に進まなくなることは望ましくない

ことから、この場合には、転用利益は徴収しないこととし、当該施設が農業以外の用途に供さ

れるときに転用利益を徴収することを基本とする方向で検討すべきである。 

 このように、農地の転用の態様には様々なケースがあることから、それぞれの態様に応じた

検討が必要である。 
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 ③徴収方法。 

 徴収方法としては、ⅰ）税として徴収、ⅱ）農地転用許可の手続の中で徴収、ⅲ）新たな制

度の中で徴収、という３つの方法が考えられる。 

 いずれの場合についても、農地について転用利益を徴収する理由を整理する必要がある。 

 ④転用利益の算定方法・徴収する水準。 

 ２で述べたように、転用利益は転用目的農地価格と耕作目的農地価格との差として求められ

るが、耕作目的農地価格は実際に取引されたわけではないから、推定によらざるを得ない。ま

た、②で述べたように売買によらず、賃貸借や使用貸借、自己転用の場合についても、売買に

よる場合と同様に想定される転用利益の一部を徴収するときは、それを具体的にどのように算

出するかについて、更に検討が必要である。この場合、実現性や実効性の観点から、転用後の

宅地や雑種地としての固定資産税評価額と農地としての固定資産税評価額との差額を転用利益

とする方法が考えられる。 

 また、転用利益を徴収する水準については、転用利益を徴収される側と還元を受ける側の双

方が納得できる水準となることが望ましい。例えば、土地区画整理事業における地価の上昇と

減歩との関係を参考にするなどして、慎重に検討する必要がある。 

 ⑤地域農業への還元。 

 徴収した転用利益は、農地流動化の促進等の農業振興に資する費用に充てることが考えられ

る。 

 徴収した転用利益は、徴収した地域に還元することを原則とすべきであり、市町村が転用利

益を徴収する区域を設定し、その区域に市町村が転用利益を還元することを検討する必要があ

る。この場合、転用利益の実際の活用主体として、旧村単位で組織されることが想定されてい

る地域運営組織を活用することも有効と考えられる。 

 （２）転用規制の強化。 

 転用規制の強化については、（１）と同様に、転用期待を抑制する効果が大きく、農家を農

地流動化へ指向することが期待できるが、地域経済への影響や更なる規制強化に対する地方理

解が得られにくいなどの課題もあることに加え、私有財産に対する大きな制約となる点に留意

する必要がある。 

 具体的な検討方向としては、農地の流動化を推進する必要性が高く、かつ、農地の転用期待

が大きい地域を対象に、 

 ①現行の仕組みを前提として要件を厳しくするなど、転用規制を厳格化する 
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 ②現行の仕組みそのものを見直して、計画なければ開発なしという仕組みを構築する 

ことが考えられるが、いずれの手法によるとしても、慎重な検討が必要である。 

 （３）農地の規制状況の周知等による農地流動化への誘導。 

 農地の規制状況の周知と農地流動化への誘導を組み合わせた施策の展開については、地域経

済へ与える影響が小さく、農家に心理的影響を与え、緩やかに農地流動化へ指向することが期

待できるが、直接的な転用期待の抑制にはならないことに加え、周知方法によっては財政負担

が必要となるなどの課題もある。 

 具体的な検討方向としては、農地転用規制上の農地区分の周知を図ることが考えられる。 

 農地区分は、農地転用許可申請時に判断が行われており、事前に図面などに示されていなか

った。このため、農地の規制状況を図面等で示し、あらかじめ周知することで、農地転用が原

則としてできないことを意識させることにより、農地流動化へ誘導することが考えられる。こ

の場合、市町村等の事務負担を軽減するため、既にシステムの供用が始まっている「農地情報

公開システム」を活用すべきであるが、システムの変更に伴う費用が課題となるものと考えら

れる。 

 なお、農地区分は、当該農地周辺でのその後の開発等により変化する可能性があるため、最

終的な判断は許可の時点で行うこと、また、図面等については適宜見直す必要があることに留

意する必要がある。 

 他の具体的な検討方向としては、農地所有者から農業委員会に農地転用許可について相談が

あった場合に、農業委員会が農地中間管理事業への協力を呼びかける仕組みを構築することが

考えられる。 

 また、これまでの農地流動化に向けた努力の成果として、農地を貸したら返ってこないとい

う誤解は相当程度払拭されたと考えられるが、農家の後継者の中には、農地流動化施策に対す

る理解が十分とは言えない者もいる。このため、利用権の設定期間が経過すれば、農地は必ず

所有者の元に返ってくることについて更なる周知を行うとともに、農地保有に係るコストに比

べれば、他人に貸す方がメリットがあることを農地所有者に伝えることも、農地流動化への誘

導を図る上で重要である。 

 ５ 今後の検討方向について。 

 （１）以上の検討を踏まえると、４に掲げた具体的手法の中で、本検討会としては、これか

ら検討すべき課題は多いものの、転用利益の徴収と地域への還元を基本的な方向として、国と

してその実現に向けて検討を進めていくことを望むものである。 
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 その際、転用利益の徴収と地域への還元が財産権を直接制約するものであること、また、そ

の実施に当たるのは関係する地方自治体であること等を考慮すると、国はできるだけ早く具体

的な枠組みを試案として示し、農業界、地方自治体をはじめとした関係者による議論を広く喚

起することが望ましいと考える。 

 （２）一方で、転用期待が農地流動化に影響を及ぼしているとは考えにくい地域や既に農地

流動化が進展している地域においては、農地の規制状況の周知と併せた利用権設定の農家への

働きかけなどによって、消極的な転用期待を持つ農家を農地流動化へと誘導したり、利用権へ

の理解が乏しい後継者などをターゲットとして流動化施策の普及を図ったりすることの方が、

担い手への流動化を進める上では適切と考えられる。 

 このため、農地の規制状況の周知等による農地流動化への誘導についても、検討を進め、実

現可能なものから速やかに着手すべきである。 

 （３）なお、転用規制の強化については、転用期待を抑制する効果は大きいものの、対象地

域の開発を直接規制することになることから、まずは、地方自治体の理解を深めることに注力

すべきである。 

 このほか、農地流動化が進むかどうかは、転用期待の大小だけでなく、地域の土地条件、農

業経営状況、担い手の状況などの農業構造等が影響するものである。担い手への農地集積・集

約化を進めるため、転用期待を抑制するだけでなく、各種施策を総合的に推進していく必要が

あることに留意すべきである。 

 以上が中間とりまとめ（案）を説明させていただきました。 

 続きまして、本日所用により欠席されている森委員から前回検討会と同様、書面によりあら

かじめ御意見をいただいております。お手元に参考資料として配付させていただいております

ので、こちらも読み上げさせていただきたいと思います。 

 １．対象区域の指定と地域農業への還元。 

 対象区域の指定について、中間とりまとめ（案）では、「例えば、転用目的農地価格と耕作

目的農地価格との差が一定割合以上の市町村の中から指定する仕組み」としているが、この場

合、その市町村の全域（あるいは農業振興地域や市街化調整区域）をすべて対象区域とするの

か、それともその市町村の中から特定の区域（例えば、旧村単位）を指定するのか、さらに検

討する必要がある。 

 これについて、後者の方法を採るのであれば、徴収した転用利益を徴収した地域に還元する

仕組みを併せて検討すべきである。この点において中間とりまとめ（案）で、地域農業への還
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元について「転用利益の実際の活用主体として、旧村単位で組織されることが想定されている

地域運営組織を活用することも有効と考えられる。」としていることに賛同する。 

 また、市町村が転用利益を徴収する区域を設定する場合、設定された区域のみ転用規制が強

化されることとなれば、不公平感が生じかねない。このため、転用利益を徴収する区域以外に

おいても、地域運営組織を活用するなどして、農地所有者や耕作者による地域の話合いによっ

て農地利用の適正化を誘導する仕組みを導入する必要があると考える。この場合の「農地利用

の適正化」とは、無秩序な農外転用だけでなく、水田地帯における虫食い状態の果樹等への転

作について防止することを想定するものである。 

 ２．転用利益の徴収方法。 

 中間とりまとめ（案）で「公共転用が地方における転用期待の大きな原因となっていると考

えられることから、転用利益を徴収する際の対象に含める方向で検討すべき」としていること

に賛同する。一方、公共転用では農地転用許可が不要であることから、転用利益の徴収方法に

ついて、農地転用許可の手続の中で行うことは難しく、新たな制度が必要となると考える。 

 また、農業用施設用地などへの転用については転用利益を徴収すべきでないと考えるが、

「当該施設が農業以外の用途に供されるときに転用利益を徴収すること」が技術的に難しい場

合は、農業用施設用地などへの転用については徴収猶予としたうえで農業以外の用途に供され

た場合に徴収猶予を打ち切るなどの方法も検討する必要がある。 

 なお、「税として徴収」するのではなく、新たな制度の中で徴収する場合であっても、制度

の簡素化のため、できる限り既存の税の徴収の仕組みを活用することを検討すべきである。 

 以上、事務局からの説明でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの事務局からの説明を踏まえて、先生方の御意見を伺いたいと思います。

前回、私は欠席させていただいたものですから、前回の議事録を読ませていただいて、随分活

発なご議論あるいは非常に参考になる議論が多々あったと思います。 

 今日は、この中間とりまとめ（案）のレベルでご議論いただきたいのですが、どうしても細

かなところに入っていかざるを得ない部分もあると思いますので、この中間とりまとめ（案）

をベースにしてといいますか、それを議論の素材として、この案自体についてどうなのかとい

うこととか、あるいは今後こういうところに注意して検討したらどうかとか、その辺について

御意見を伺えればと思います。いかがでしょうか。 

 では、お願いいたします。 
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○委員 問題意識の、15から16行目のところです。「農地の転用利益を期待し、農地の転用の

機会があったときに円滑に農地を売却できるように」とあり、「担い手への農地の貸し付けを

敬遠しているのではないか」と書いてありますが、担い手に限定されることなく農地の貸し付

けを敬遠していると思いますので、ここの「担い手」はとってしまったほうがいいかなと思い

ます。上の文章の「担い手への農地集積」は政策目的なので残しておいても構いませんが、農

地の貸し借りについては、担い手であろうがなかろうが貸すと返ってこないという意識を持っ

ていると考えますので、この「担い手」はとってもよいのではないかと思いました。 

 ３の転用期待の実態と農地流動化への影響というところの書きぶりですが、転用期待はリー

マンショックの前までは全国普遍的だったという認識には私は立っていません。既にバブル経

済のときには農山村地域では農地価格がかなり下落しており、北海道の農協では不良債権問題

が発生していたという状況でした。もうその時点で大都市、あるいは三大都市圏と言ったほう

がよろしいかもしれませんが、特に首都圏とそれ以外の地域では相当大きな差があったと思っ

ています。「転用期待は、バブル経済の頃やリーマンショック前までは」はいいのですが、

「住宅や道路などのための開発意欲が大都市を中心に旺盛であったことから、全国的に残存し

ていた」という文章にしてはどうかというのが私からの提案です。 

 その下の34行目ですが、「農家の高齢化、農業収入の低下等を背景とした、買ってくれるの

であれば転用したいという消極的な意味のものが」というところです。うまい表現が見当たり

ませんが、「農業収入の減少等を背景とした」とした方がよいと思います。そして、「自分の

代で処分できるのであれば、用途は問わず転用して売却したいという消極的な意味からの転用

が存在するにすぎない」といった感じでいかがでしょうか。 

 「買ってくれるのであれば転用したい」というのは、多少まだ転用期待が入っているような

表現ですが、実際にはもうそういう意識すらないように思います。もっと言えば「農地を所有

しているのは負担なので、自分の代で処分したい」ぐらいまで踏み込んで書いてしまいたいと

ころです。このように修正をした方が農地に対する意識がよく表現できると思います。 

 細かいところになりますが、４の（１）の転用利益の徴収の①対象区域というところの18行

目です。「このため、例えば、転用目的農地価格と耕作目的農地価格との差が一定割合以上の

市町村」とありますが、一定割合がいいのか、一定の金額や値の方がよいのか。ここはパーセ

ントでとるのか、割合がいいのか、もっとぼかした値ぐらいにするのか。本当に細かい話です

が、それを決めることが仕組みをつくるための基準を決めることに繋がってくるはずですので、

ここの表現は少し気を使ったほうがいいかと思いました。この後、もし何か作業する場合、こ
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こが出発点になると思います。 

 ５ページの②の転用の態様に応じた取扱いの26行目ですが、「また、権利移転を伴う場合の

中には、所有権移転のときのほか賃貸借や使用貸借によるときもあり」という文書は、「また、

権利移転を伴う転用には、所有権移転のほか賃貸借や使用貸借もあり」とした方がすっきりす

ると思いました。それから、その後の文章も「しかしながら、これらの場合も転用利益が発生

していないわけではなく、それが金銭の授受となって顕在化していないと考えられる」とした

方がより正確かと思います。 

それから、②の転用の態様に応じた取扱いの32行目です。「金銭上の利益が発生しないから

といって転用利益を徴収する対象から外すと脱法的行為となるおそれもある」というこの脱法

的行為の意味が少しわかりにくいと思いました。転用の態様によって不平等が生じるのはよく

ないから、金銭上の利益が発生しないからといって転用利益を徴収対象から外してしまうと、

それを目指していろんな不正が行われる可能性があるということなのでしょうか。もし私の解

釈が正しいとすれば、「脱法的行為を招くおそれもある」とした方がいいかなと思います。脱

法的行為の内容は、ここの文章からだけだと少しわかりにくいと感じました。 

 ６ページに移って、13行目ぐらいですが、「当該施設が農業以外の用途に供されるときに」

と書いてあります。この農業用施設用地の施設が農業以外の用途に供されるというだけではな

く、施設を壊したり、その施設の敷地が使われたりすることもあると思いますので、「当該施

設及びその敷地が農業以外の用途に供されるときに」とした方が正確だと思いました。 

 それから、７ページの１行目に「土地区画整理事業における地価の上昇（利益）と減歩（受

益者負担）との関係を参考にするなどして」と書かれていますが、これを書いてよいかどうか

は非常に判断に悩むところです。区画整理の減歩そのものを法律的に議論する方々もいらっし

ゃいますので、法律家の方々から見て、これをここに書いておくことの問題点等もあるのでは

ないかと気になりました。 

 ７ページの（２）の転用規制の強化の15行目で、「農家を農地流動化へ指向する」というの

は、日本語としてどうかなと思いまして、普通に「農家を農地貸し付けに向かわせることが期

待できる」くらいでよいのかなと思いました。 

 ８ページの農地の規制状況の周知等による農地流動化への誘導の８行目です。「なお、農地

区分は、当該農地周辺でその後の開発等により変化する可能性があるため、最終的な判断は許

可の時点で行うことも情報開示で明示しておく必要がある」といったように、農地ナビのとこ

ろでもそのことをしっかりと明示しておいた方がいいと思います。そして、読点で区切って、
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「図面等については」というように文章を続ければ、よりはっきりすると思いました。一応は

農地ナビで出ているけれども、実際には色々な状況で変わるということもこのナビで示してお

かないと、要らぬ誤解を与える可能性があるかなということです。 

 次の11行目の「他の具体的な検討方向としては」で、「農地所有者から農業委員会に農地転

用許可について相談があった場合に」という３行ですけれども、ここは（３）が農地の規制状

況の周知等による農地流動化への誘導なので、書いてる内容がこれまでの流れに乗らない感じ

がします。つまり農地の規制状況の周知を農業委員会が働き掛けなりをして、農地流動化に誘

導していくと書かれていればいいのですが、相談に来た場合に中間管理事業にとなっているの

は、文章の流れとして不自然な感じがし、どうしてここにこの文章が来ているのか意味がわか

らなかったです。使うとすれば別のところに入れた方がいいかなと思いました。 

 あと、言葉の問題ですが、９ページの３行目、４行目のところです。「利用権への理解が乏

しい後継者などをターゲットとして流動化施策の普及を図ったりする」というよりも、むしろ

「流動化施策に対する理解を広めたほうが」の方がいいような気がしました。流動化施策を普

及するというより、流動化施策に対する理解をしてもらい、それに協力してもらうという方が

文章としてはいいのかと思います。 

 それと、もう一つ議論するとすれば、地域運営組織の話が出ていましたが、徴収したお金を

そこで使ってもらおうというご提案で、現実に即していると思います。ただし、地域運営組織

そのものは公的な機関ではないです。そうすると、税金のような形で入ってきたお金を地元の

有志のつくった組織が使うということの正当性というか、公平性をどうやって説明するのか。

これは農地制度というより、地域運営組織の制度としての性格の問題だと思います。その点は

総務省で検討していて、ある程度の方向は出ていると思いますが、問題がないかどうかを確認

しておく必要があると思いました。これが地方公共団体であれば問題はないのですが、そうで

はないとすると、少し摩擦が生じる可能性がなきにしもあらずと思いました。 

 以上です。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 非常に細かな修文までご指摘いただきました。この中間とりまとめ（案）は委員会が関与す

る最後の場面で、ここから先は我々からとりあえず手が離れますので、細かなところまで指摘

していただいたのはとてもよかったと思います。 

 いかがでしょうか。 

○委員 私は細かいところというよりは、少し大き目の話をさせていただこうと思っています。



 14

全体としては、大変簡潔にまとめられておられますが、やや簡潔にまとめられているがゆえに

断定調になっていたり、もう少し丁寧に説明した方がいいかなというところが何カ所か見られ

るという感想を持ちました。 

 １の問題意識のところは、結果的には先ほどの御意見のとおりの修文で問題なくなるように

思いますが、15行目から16行目のところです。結論としては「担い手への農地の貸し付け」の

「担い手へ」を削除すれば問題なくなるようにも思いますが、私の問題意識としては、担い手

は完全に良い人たちばかりで、転用利益を持つ人は悪い農家ばかりであるというような、ステ

レオタイプ的なことに過ぎて、実は担い手も一部にはそういうものを持っていたりと、それほ

ど単純な構造じゃないと思います。市街化区域の中や、都市に近い調整区域の中にもそういう

農家がいると思います。つまり農家は自分たちのポートフォリオの中でそれを考えているはず

です。農業一辺倒とか、全てが転用利益みたいな話ではなく、それらを適宜組み合わせてやっ

ているというのが自然な姿ではないかと思います。 

 そうだとすれば、ここの問題意識として、確かに転用利益を期待して転用の機会があったと

きに円滑に農地を売却できるように農地の貸し付けを敬遠しているのはそのとおりです。だか

ら「担い手への」は削除するか、あるいは農地の貸し付け云々の後に「流動化が必ずしも意図

されたように進んでいない」など、農地の話としてまとめた方が良いと思います。担い手が出

過ぎると、担い手といっても行動パターンはそんなに単純ではなく、実際はかなり現実的な行

動をされているのではないかと思います。そのあたりは他の委員のほうが詳しいかもしれませ

ん。もう少し農地に関しての書きぶりにした方がいいのかなと思いました。それが１点目です。 

 ２点目の割と大きな話は、５ページの転用期待の抑制のための（１）の転用利益の徴収で、

これをどこに書くべきか、あるいはこの中に①から⑤までありますが、新たに⑥を起こすか、

そのあたりはよく整理できていないのですが、他に類似の考え方でつくられている制度が全く

ないわけではないので、何故農地だけなのかというところです。 

 例えば林地、奥山でとても地形的に開発できないようなところは別ですが、平地は開発でき

れば現実的には同じことが生ずるわけです。ですから、何故林地は対象でなく農地は対象なん

だというような疑問ですとか、あるいはもともとなぜ転用期待が発生するかというと、宅地に

もできそうだからということです。その宅地にもできそうだからということの根っこは何かと

いうと、例えば道路が近くまで来たとか、近くで何か公共的な投資が行われたということを考

えると、一方では都市計画税というのがあって、これはインフラにお金を回します。当然、転

用期待の分だけ評価額が上がるはずです。実際に売られたりすると、そこでは評価額が上がっ
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ている分だけ転用利益として余分に徴収されるので、その部分を農地の側に返すのではなく、

その大もとは公共投資です。つまり道路をつくったりしているだろうから、そっちに返しまし

ょうというのが都市計画税の考え方で、一般的には市街化区域の中だけと言われていますが、

今私の研究室で調べていますが、実際は調整区域や白地区域で都市計画税を徴収している自治

体がたくさんあります。 

 目的は違いますが、趣旨は同じ仕組みだと思いますので、都市計画税の上に転用利益まで徴

収するのかというような、他の制度との整合性やバランスを検討する必要があるのですが、そ

ういうことがどこにも書かれていないので、⑥にするのか、あるいは少し大きな話なので、

（１）の冒頭に書くのか、その辺は少し気になりました。 

 それから、同じく５ページの②転用の態様に応じた取扱いは、先ほどの御意見のような修文

でもいいのかなと思いますが、その修文案は、脱法的行為を招くというような感じでした。そ

もそもこれは理論的にそこを対象にしないと制度として片肺飛行であり、理論的にはそれをと

らないとおかしいということを書いた方がいいと思います。 

例えば持ち家でも、経済学的には帰属家賃を払っているという考え方、つまり自分で自分

に家賃を払っているという考え方です。だから、利益が実現する、実現しないにかかわらず、

それを対象にする。徴収する、しないはテクニカルな話ですが、理論的には対象にしないと、

制度的におかしいということを書いた方がいいと思いました。 

 それから、６ページの13行目に「当該施設が農業以外の用途に供される」というところで、

土地もあるでしょうということだったので、ここは施設ではなくて、「当該土地利用が農業以

外の」という言い方で全部カバーできるのではないかと思います。 

 それから、一番大きいのは、８ページの今後の検討方向のところです。５の今後の検討方向

の論理構成は、（１）でまずは４に掲げた具体的手法というのが３つありますが、この中では

徴収して地域に還元するのが基本的な方向なんだとまず書いています。国としてそれに向けて

検討、課題は多いけれども、それがやはり本質的には第一だと書いています。 

 私はここまで言うのにはちょっと抵抗があって、本質的には４の（３）の手法がまず最初で

はないかという気がします。４の（１）の手法はある意味、状況限定のときに伝家の宝刀みた

いなものとして用意するのはいいと思います。簡単に言うと、一回も発動されたことのない国

土利用計画法の地価凍結みたいなものと思います。つまり４の（３）の規制状況の周知が最初

に書かれていて、これは直ちにやるべきだというのがまずあって、その後、さて、この４の

（１）と４の（２）をどうしましょうかというので、４の（２）の規制強化は、合意形成が大
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変そうなので、これは（３）に書かれているようなことでいいと思いますが、（１）と（２）

は反対にして、つまり、まずは（２）をしっかり、これは直ちにやる。（１）については他の

類似の仕組みあるいは考え方によって作られているものとの整合等もあるので、すぐできるよ

うな話ではないですし、しかも、非常に状況限定になっているわけです。場合を限ってという

か、そういうようなものが見られる本当に一部の場合についてはというような理解なので、簡

単に言うと、課題が多くあるので、引き続き慎重に検討すべしというニュアンスかなというの

が私の個人的な感想です。この書きぶりだと、相当ショッキングな内容と思います。よく読む

と、非常に限られた場面でというようなことですが、この「転用利益の徴収と地域への還元を

基本的な方向として」というあたりが強過ぎるんじゃないかというような印象を持ちました。

もう一回検討する機会があるかどうかわかりませんけれども、そんなところです。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 基本的には、この中間とりまとめ（案）について、今の御意見はかなり大きなところでの御

意見で、私も思うところはありますけれども、要するにこの検討会自体は、規制改革実施計画

の閣議決定を基に始まったものですから、どうしてもそちらに引きずられてこういう形になっ

たというのがあると思います。 

 ただ、他方で我々委員がここまで言っていいのかと思われるのは、当然だというところもあ

ります。先にご発言された委員は多分これを前提とした上での御意見ということで、自己抑制

されてご発言されたのかもしれませんけれども、後にご発言された委員から御意見が出ました

ので、先にご発言された委員も、もし今のところで思うことがあれば、御意見等を承りたいと

思います。 

○委員 中間とりまとめ案の大筋を前提としたうえで、その改善を図るための修文意

見を出しました。 

今の指摘で私が気がつかなかったのは、他にも類似の制度があるということです。都市計

画税では評価額の0.3％程度を徴収していたと思います。問題は転用による農地の減少であり、

その視点から制度を考えていたわけですが、もう少し広い視野から、その地域の全体的な土地

利用においてその農地転用がどのような意味を持っているのかという視点を持たないといけな

いことを今の指摘で考えさせられました。農業中心的な狭い視点で考えるとこうなってしまう

のですが、ここで検討している制度が他の制度との関係でどのような意味を持ってくるかを考

えないといけないと感じました。 

○委員長 ありがとうございました。 
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 細かな修文のところは正確を期す上で大変に有益なご指摘が色々あって、例えば土地区画整

理事業の減歩の話をここで挙げる必要があるかどうかというのは、私も疑問に思ったところで

す。 

 また、他の制度との比較というところも、もちろんそれは頭に入れておかなければならない

ことだと私も思っており、中間とりまとめでどこまで書けるかということだと思います。他の

税制で転用利益を一定程度既に徴収しているようなものがあるから、それとの整合性というか、

それはどこかで触れておいた方がいいと私も思います。 

 それから、今後の検討方向のところです。ここは要するに転用期待が農地の流動化を阻んで

いる状況を何とかするというのが本委員会の目的ですから、本委員会の出発点はどこにあった

かというと、転用利益の還元。１ページの８行目から閣議決定の中身を書いています。「農地

流動化の阻害要因となる転用期待を抑制する観点から、転用利益の地域農業への還元等、公平

で実効性のある方策について中長期的に検討を進める」、これが出発点だったわけです。 

 転用利益の還元というのが転用利益の徴収に当たるであろうと、これはそうなんでしょう。

転用利益の地域農業への還元という言い方、これは徴収して還元するということでしょう。 

○委員長 「等」とありますね。公平で実効性のある方策。この閣議決定の中身からすると、

転用利益の地域農業への還元というのは一つの方策で、他に公平で実効性のある方策について

も排除していないわけです。だから、我々は当然のことながらこれまで転用利益の徴収と還元

を１番目に持ってきて議論していたんですけれども、それをこの閣議決定に基づいて改めて振

り返った場合に、その優先順位を例えば第３番目の規制状況の周知とあわせた云々の働きかけ

というソフトな手法を第１番目にして、そして、限定的なエリアにのみ発動される措置につい

ては、（１）、（２）、（３）の２番目なり３番目なりにするというやり方も確かに閣議決定

の範囲内におさまるのかなという気はいたします。 

○委員 何故（２）を先にした方がいいかというと、アンケート調査などから、大部分は、そ

んなものはもうないんだということが明らかになったので、まずは大多数のほうを先に書いた

方がいいのではないかと思います。単純にそのように考えました。ただし、一部にまだそうい

う地域が確かにありそうだ。だから、そこについては徴収と還元の方法を考えていかなくては

いけない。ここまではいいと思うんだけれども、でも、たくさん課題があるから検討しないと

いけません、というのがこの委員会の基本的な方向だったと思います。最終的には委員長と事

務局にお任せしますけれども、さっきの発言の趣旨は、まずは大多数の状況を先に書いた方が

いいんじゃないかということです。 
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○委員長 ありがとうございました。 

 委員の皆さんの議論が一通り終わりましたので、それらを受けて事務局から発言をお願いし

ます。 

○事務局 貴重な御意見、どうもありがとうございました。 

 記述が簡潔に過ぎた嫌いがあるというのはおっしゃるとおりかと思います。随分そのあたり

ご指摘いただいて、かなりの部分はクリアできるというか、丁寧な書きぶりになるかと思いま

す。 

 私たちの方でもう少し努力をした上でご相談しなくてはいけないものの一つが、類似の制度

なり考え方との関係です。一応、税のところで少し触れているつもりではいるんですけれども、

おっしゃるとおりで、具体的な制度設計をする際に他の制度との関係というのは考えないとい

けない。端的に言えばとり過ぎになってはいけないということもありますので、そのあたりを

どう書くのがいいか。単純なやり方としては、例えば⑥として書くというのもあるでしょうし、

先生からもご示唆いただいたように、冒頭のところで触れておくというようなこともあるでし

ょうし、そういった形で少し他の類似の制度との整合性ということについて記述する工夫がで

きるのではないかなと思いました。 

 あと、最後の今後の検討方向についてというところは、おっしゃるとおりの部分があろうか

と思います。順番をひっくり返すなり、書きぶりをもう少し丁寧な書きぶりをするというよう

なことで、これはご趣旨を踏まえた書きぶりができるのかなと思います。言葉足らずの案にな

ってしまっていたのですが、（１）はあくまでも４での検討を踏まえての（１）ですので、こ

れをやる場合でも先生ご指摘のとおり、あくまでも限定されたケースの中でのお話ですから、

そういう意味で全体の流れとして、全国で行う（２）に今書いているような内容を先に出して、

その上で（１）を書く。（１）の場合でも課題もいろいろ多いので、課題が多いからこそ何か

まずやはり見える形にしないと、いろんな関係者の方々からの御意見なりをなかなか伺えない

部分というのもあろうかと思います。それで、こういった試案として示して議論をしていただ

くというのもあるのではないかということで、こういった形で書かせていただいておりますが、

ご指摘も踏まえて、もう少し丁寧に書き直してみたいと考えております。 

○委員 では、私のほうからよろしいですか。 

○委員長 では、お願いします。 

○委員 私の細かいコメントについての取り扱いは事務局に預けますので、適宜、取捨選択し

ていただければと思います。 
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先ほど指摘があった都市計画税、しかも、白地地域で徴収しているという話や帰属家賃の

話は、理論的にしっかりと示しておく必要があるという先ほどのご指摘も含めて、今一度考え

ていく必要があると思いました。確かに農地が実際に転用されて金銭的な果実を地主が手にし

ている場合は徴税は可能ですが、そうでなく、金銭となっていない未実現利益と言うべきもの

が、実際には道路が整備されたりすることで生じており、それをどうやって把握していくかと

いう問題は重要です。それは転用目的農地価格と耕作目的農地価格の差だけではなく、耕作目

的農地価格の上昇となって反映されるかもしれません。そこには転用利益が含まれていること

になります。この仕組みをつくるときに今の問題は大きな意味を持ってくると思います。そう

した外から降ってきた利益や僥倖の結果、農地の転用の可能性が生まれているが、まだ現実の

ものとはなっていない。それを固定資産税評価額の上昇を通じて都市計画税という形で徴収し

ているということは考えさせられるところがあります。 

 そういう仕組みがあることを前提に、この転用利益の徴収が二重取りにならないように、都

市計画税のような制度もあることを踏まえて制度をつくっていかなければならないということ

ですね。理論的にはキャピタルゲイン課税の話も含めてとなりますので、結構大変なことだと

思っています。 

 ただし、農業サイドからすると、そのような事態が生じていたとしても、利用権設定に乗せ

ればちゃんと農地は返ってくるんだから耕せなくなったら貸してくださいということが進めら

れれば十分なわけです。担い手への集積という最終ゴールを獲得できればいいわけで、そうい

う意味では非常に便宜的な制度を作ってもよいようにも思います。しかし、繰り返しになりま

すが、他の制度との整合性を図ろうとした場合、その理論的な整理は結構大変です。どのよう

な地域を対象にこの制度を適用していくかという視点から農地価格をどのように把握するかと

いう入り口も議論がありそうです。理論的に整理するのは私には自信がなく、大変な仕事だと

思いますが、学術的にもチャレンジングな課題がここにはありそうだと感じています。 

○委員長 ありがとうございました。今の御意見はどのように取扱いましょうか。 

○委員 反映させなくて構いません。反映させることは難しいと思います。 

○委員長 中間とりまとめの案にどこまで書き込むか、どこまでやっておくべきかということ

だと思いますが、具体的な制度設計では、もちろん言われたところは議論になると思いますけ

れども、中間とりまとめの案で、要するにいきなりぽんと出すと、やっぱりそれはちょっと違

和感あるよねというのが先ほどのご指摘だと思います。これだけぽんと出てくると。だから、

ある程度他の制度への目配りをした上でこれを出してくるなら、そのぐらいのことまでは中間
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とりまとめに整理しておいてもいいんじゃないかと思います。 

 あと未実現の利益への徴収の仕方とか、二重取りを避けるための徴収の方法とか、細かなと

ころまでは中間とりまとめではなく、具体的な制度設計のお話に関わるんですよね。わかりま

した。ありがとうございました。 

 それからもう一つ、先ほどの委員の御発言の趣旨を確認しますけれども、今後の検討方向の

ところで（２）を先にするとおっしゃって、私もそのとおりかなと思って伺いましたが、４ペ

ージの転用期待抑制のための具体的手法の①、②、③の順番は特に御意見があるというわけで

はないということでよろしいでしょうか。 

○委員 これは単純にオルタナティブが並んでいるというイメージなので、これはこのままで

結構だと思います。 

○委員長 むしろアンケート調査結果を踏まえれば、（２）のほうが先に来るべきではないか

と、そういうご趣旨ですね。 

○委員 そういうことです。 

○委員長 ５の（２）のほうが先に来るべきではないかということですね。 

○委員 ４でいうと（３）が前に出てきてもいいんじゃないでしょうかということです。 

○委員長 そうですね。４でいうと（３）です。ありがとうございました。 

 私どもの議論は、多分そういうところで収れんしてくるのではないかと思いますけれども、

あと何か事務局からご発言ありますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。委員の先生方、どうもありがとうございました。まだ御意見がありま

したら、どうぞご遠慮なくお願いいたします。 

 ないようでしたら、この辺で議論を終わらせていただきたいと思います。 

 事務局におきましては、本日いただいた御意見及び本日欠席されている委員の御意見を踏ま

えて、中間とりまとめ（案）の修文案の作成をお願いいたします。事務局の修文案につきまし

ては、私の方でまず見させていただいて、その上で皆様にもう一度お集まりいただくか、ある

いは修文案を皆様にお送りし、いずれにしろ皆様に修文をお送りするのはやりますけれども、

その上でもう一度集まっていただくのがよいか、それともその修文案についてはメール上での

やりとりでよろしいか、その辺を私の方で考えさせていただければと思います。そのような処

理でよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。では、そのように進めさせていただきます。 

○委員 集まるとしたらいつでしたか。決まっていましたね。 
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○事務局 ３月14日を予定しています。 

○委員 わかりました。予定は、まだしばらく消さない方がいいということですね。 

○委員長 その可能性も50％ぐらいありますので、一応まだ確保しておいていただければと思

います。お願いいたします。 

 それでは、特に他にございませんでしたら、本日用意した議題は全て終わりましたので、議

事進行を事務局にお返ししたいと思います。 

○事務局 委員長、ありがとうございました。本日は大変貴重な御意見、ご審議いただき、あ

りがとうございました。 

 次回の検討会は追って日程調整させていただきますけれども、先ほど委員長からご発言があ

りましたとおり、中間とりまとめの修文案を委員長にご覧いただきまして、開催するかどうか

相談していきたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、第８回検討会を閉会させていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

午前１１時２２分 閉会 


