
第５回 

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 

議事録 

農林水産省農村振興局 



 1

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 ５ 回） 

 

                    日 時：平成28年６月24日（金）14：03～15：50 

                    場 所：農林水産省 三番町共用会議所大会議室 

 

会 議 次 第 

 

１．開  会 

２．議  事 

 （１）関係者現地ヒアリング（茨城県）の結果等について 

 （２）論点整理について 

 （３）検討スケジュールについて 

 

３．閉  会 

 

【配布資料】 

資料１ 関係者現地ヒアリング（茨城県）概要 

資料２ 賃貸借の解約等の状況 

資料３ 論点整理（案） 

資料４ 検討スケジュール（案） 

参考資料１ 農地賃貸借の解約等の調整方法をめぐって（抜粋） 

参考資料２ 森林法共有林事件 高裁昭和62年４月22日大法廷判決（抜粋） 
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午後２時０３分 開会 

○事務局 ただいまから第５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、まことにありがとうござい

ます。 

 本日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、所用により欠席する

とのご連絡をいただております。また、佐藤農村振興局長も所用により欠席いたします。農村

政策部長も現時点では不在となっておりますので、あわせて了承願います。 

 それでは、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、議事次第、座席表、検討会開催要領、資料１、資料２、資料３、資料４、参

考資料１、参考資料２の順番になっております。資料に漏れがないか、ご確認をお願いいたし

ます。よろしいでしょうか。また、お手元のところにございます青いファイルでございますけ

れども、第１回から第４回までの検討会の資料を綴じておりますので、適宜、ご参考にしてい

ただければと思います。 

 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 今日はお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 まず、 初に議事次第２の（１）になりますが、関係者現地ヒアリング（茨城県）の結果等

についての議事に入りたいと思います。事務局から関連の資料の説明をお願いいたします。 

○事務局 議事の（１）につきましては、資料１で説明させていただいた後、関連事項といた

しまして資料２を説明させていただくということにしたいと思っております。 

 まずは資料１の関係者現地ヒアリング（茨城県）概要を御覧ください。表紙の裏に目次がご

ざいます。本資料の構成ですが、第１が調査方法等、第２が関係者現地ヒアリングの概要整理

表、第３にヒアリング概要となってございます。 

 それでは、１枚めくっていただいて１ページの第１、調査方法等を御覧ください。関係者現

地ヒアリングにつきましては、前回の検討会におきまして５県、宮城県、千葉県、富山県、島

根県及び大分県でございますが、の自治体関係者、農業者等を対象に行ったヒアリング結果に

ついて議論していただきました。その中で、転用期待の実態につきましては、さらに検討を深

める必要があるとの認識から、現在でも開発需要が相当程度あると見込まれる地域で、追加ヒ

アリングを実施するべきとの結論になりましたので、５月に茨城県、土浦市を対象に補足調査

を行いました。安藤委員及び本日、欠席ではありますが、池邊委員におかれましてはヒアリン
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グにご参加いただきました。ありがとうございました。 

 詳細なヒアリング結果につきましては、この資料の５ページから10ページの第３のヒアリン

グ概要として整理しておりますが、時間の関係もございますので主な意見を紹介いたします。

第２のヒアリング概要整理表を使って説明させていただきます。 

 それでは、３ページを御覧ください。茨城県関係者とのヒアリング概要から説明させていた

だきます。 

 地域における農地転用や農地流動化の状況についてでございます。主なものを４点挙げてお

ります。一つ目ですが、転用は平成17年ごろから減少傾向で推移してきましたが、平成24年度

以降は太陽光発電施設の設置事案が増え、増加に転じた。二つ目ですが、太陽光発電施設以外

は住宅への転用が多いが、ほぼ横ばいの状況である。三つ目ですが、貸し手は県の北部及び東

部に多く、借り手である担い手は県の南部及び西部に多い。四つ目ですが、集積率は平成26年

時点で25％程度である、平成26年から５年間、毎年1,500ヘクタールずつ担い手への集積を進

めていく計画であるというご意見でございました。 

 二つ目の項目ですが、地域における転用期待に対する意識の状況でございます。主なものを

三つ整理しております。一つ目ですが、インターチェンジ周辺や鉄道沿線の一部では開発圧力

が高く、転用期待のようなものもある。二つ目ですが、つくばみらい市では開発圧力が高い一

方で、集落営農が盛んで流動化は進んでいる。三つ目ですが、一旦、農地を返したら返ってこ

ないという意識は相当薄れてきているというご意見でございました。 

 三つ目の項目ですが、転用期待が貸借による農地流動化の阻害要因になっているのかという

ことにつきまして５点。一つ目が転用期待はインターチェンジや大規模商業施設の周辺など、

具体の開発計画が出てくる地域にのみ存在する。二つ目ですが、インターチェンジや大規模商

業施設から少し離れた場所では転用期待はない。三つ目です。鉄道沿線でも計画が何もない段

階では転用期待は高まらない。四つ目です。ある集落が市街化区域に編入されると、その周辺

の集落も市街化区域への編入を意識する。五つ目です。代替農地の取得を希望する農家はほと

んどなく、周辺の農地価格や小作料に影響を与えていないという意見がございました。 

 四つ目の項目です。貸借による農地流動化を進めるためにどうすればよいと考えるか。８点

ございます。担い手を育成することが重要。農地流動化を進めるべき農地と谷津田などの活用

しにくい農地を区分することが必要。耕作放棄地があるような場所でも区画を大きくすると営

農する人はいる。転用利益を徴収することについては現実的ではない。農業者がリタイアする

ときに流動化を進める動機付けになるような施策を講じるべき。転用規制を厳格化すれば、借
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り手のいない農地は他用途利用できずに耕作放棄するしかなく、過疎化が進む要因になりかね

ない。担い手は営農条件の良い農地しか借りないため、地元負担がない基盤整備が有効である。

農地流動化は高齢化により10年後には自然に進んでいくと見込まれるというご意見でございま

した。 

 続いて、４ページを御覧ください。農業者等の欄でございます。土浦市でございますが、土

浦市の農業者とのヒアリングの概要を説明させていただきます。農業者の方は株式会社Ａ農園

の代表取締役のＡ様と、茨城県農業経営士で大規模な水田経営をされているＢ様のお二人でご

ざいます。 

 まず、転用期待についてどのように意識されているかについてでございます。転用期待は90

年代はありました、以前は地域に転用期待があると感じていましたが、今は借りてほしいと頼

まれることもあります。今でも道路等への農地転用があると、その周囲の地主はざわつくこと

があります。基盤整備された農地は転用できないから、田には転用期待はありませんが、畑に

はあると思われます。 

 二つ目の項目です。転用期待があるから農地を貸さない（借りられない）ことがあるのかと

いうことについてでございます。昔に比べれば少なくなったが、利用権を設定したら農地が返

ってこないと思って貸さない不勉強な人がいる、勉強している人は農地を確実に返してもらえ

るようにするため、地主の側から利用権を設定してくれと言ってくる。親族の住宅やコンビニ

に転用したいので返してほしいという話がありましたという意見でございます。 

 三つ目の項目ですが、どのような条件が整えば、担い手への農地を貸しやすく（担い手が農

地を借りやすく）なるのかということについてでございます。農家が自分の土地は自分で耕作

するという意識で農業機械を更新することをやめる。農地流動化には基本的には農地転用でき

ないというルールを明確にすべきである。宅地にする区域と農地として残す区域とにきちんと

分けていると営農がしやすい。耕作放棄すると税金が上がるから、とにかく何かつくってくれ

ないかと頼まれることが増えたという意見でございます。 

 資料１の説明につきましては以上でございます。 

 これに関連いたしまして資料２、賃貸借の解約等の状況を引き続き説明させていただきたい

と思います。資料２の表紙をめくっていただきまして、２ページ目を御覧ください。この資料

につきましては、前回の検討会におきまして、委員の方から転用目的での賃貸借の解約や離作

補償の状況について説明してほしいとのご意見をいただきましたので、今回、整理させていた

だいたものでございます。 
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 上のグラフにつきましては件数ベース、下のグラフにつきましては面積ベースであらわした

ものでございます。賃貸借の解約は耕作目的とかい廃目的に区分されています。かい廃目的と

は資料の下のほうに注意書きがあるかと思いますが、この注１にありますように、かい廃とは

工場用地、道路・鉄道用地、宅地等及び農林道等への転用、植林、耕作放棄地等であるとあり

ます。この中で、植林と耕作放棄地を目的として賃貸借を解除するというケースは、あまり想

定されないのかなというふうに考えられますので、ここでいうかい廃はイコール転用と、考え

てもいいのではないかと思われます。 

 その上でこのグラフを見ていただきますと、かい廃目的の賃貸借の解約につきましては、上

のグラフでは茶色の縦棒であらわされ、下のグラフでは緑色の縦棒であらわされていますが、

いずれも年々、減少傾向にあります。21年時点では賃貸借の解約全体に対する割合は、件数ベ

ースで7.5％、面積ベースで2.6％となっているのがおわかりいただけるかと思います。 

 かい廃目的の解約に伴う離作補償につきましては、データは件数ベースのみとなりますが、

かい廃目的の解約件数に対する割合は、上のグラフの茶色の折れ線で示されているとおりでご

ざいまして、年々、低下傾向にあります。21年時点では９％という数字になってございます。 

 資料２の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

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

ヒアリングに参加されております委員から、補足とか、そのときの感想等がございましたらお

伺いできればと思います。いかがでしょうか。 

○委員 私もこのヒアリングに参加させていただきまして、かなり貴重な意見を伺うことがで

きたと思っております。お二人の農業者の方からお話を伺いました。新規参入された方が入ら

れたのは時期的にバブル経済の時代と重なってはいませんが、まだ、転用期待が若干残ってい

たということと、新規参入だったのでなかなか農地が出てこないという状況の下で、どうも転

用期待が農地の借り入れにとってマイナスに働いているのではないかという印象を持たれたと

いうことでした。しかし、今となっては、部分的に道路際のコンビニ等に転用できるような箇

所については、若干、そうした転用期待のようなものが残っているかもしれませんが、そうし

たところでなければ転用期待は完全になくなっているという話を確認することができました。

首都圏近郊でそれなりに転用の可能性があるところでも、転用が農地流動化に与える影響は相

当下がってきていると思いました。 

 それから、もう１点、きちんと地主さんも勉強している場合には利用権を設定してくるとい
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うことでした。利用権を設定すれば必ず農地は返ってくるので、財産というか、資産の保全を

図るべくきちんと制度に乗せているということでした。むしろ、そうした制度がわかっていな

い方々が、それはある程度の年齢以上の方のようですけれども、その方々に少し問題が残って

いるのではないかというお話を伺いました。 

 以上、２点が私からの補足になります。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 初のほうでご指摘いただいた点は、この検討会でも去年からある程度、確認といいますか、

方向性が出てきたところでありましたが、それが現地調査で確認されたということかと思いま

す。それ以外の点で、あるいはそのことも含めていかがでしょうか。 

○委員 ヒアリングご苦労さまでした。ヒアリングされたお二人は、お二方とも新規参入をさ

れた方でしょうか。新規参入はお一人だけで、もうお一方はかなり昔から農地をお持ちでとい

うタイプの方でしょうか。また、お二方とも割と大規模に田なり、畑なりをやられているので

しょうか。そういう聞かれた方の属性をもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。 

 年齢とか、何歳ぐらいのときに新規参入されたのかとか、わかる範囲で教えていただきたい

というのと、４ページの農業者の方の回答の中でまとめられていますが、基盤整備された農地

は転用できないから水田には転用期待はないと、これは圃場整備をされているところで、多分、

農振農用地になっているようなところだと思いますが、畑にはあるというのは、畑があるよう

なところの立地条件がどちらかというと交差点脇とか、インターチェンジに近いところなのか

もしれませんが、転用期待がありそうなところということなのか、それとも、宅地にするのに

水田だと埋め立てだとか盛り土だとか、色々とやらないといけないのに対して、畑は割と簡単

にすぐそのまま建物が建てられるという、そういう耕作形態の違いによるものなのか、その辺

をもう少し詳しく教えていただければと思います。 

○事務局 １点目のＡさんでございます。Ａさんの年齢は40代でございます。株式会社Ａ農園

の代表取締役をされている方です。スタッフ７名の方と年間50品目以上の有機栽培を栽培して

おりまして、契約消費者と都内の飲食店に直接販売をしているようでございます。補助金に頼

らないで生き残れる、小規模独立型の農業者の育成に力を入れていると伺ってございます。 

Ｂさんですが、昔からそちらで営農されている方です。私どもが入手している情報に限定

されてしまいますが、ご紹介いたします。Ｂ様は年齢が60代の方でございます。茨城県の農業

経営士をされている方です。この県の農業経営士というのは、県知事から認定を受けてなられ

ているというようなことで、すぐれた農業経営を実践する地域農家のリーダーという位置づけ
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のようでございます。経営状況でございますが、水田を40ヘクタールぐらい耕作している複合

農家でございます。機械化による作業時間の短縮ですとか、コスト縮減を図りながら営農規模

を拡大してきたと伺っております。 近ではヒタチアキソバ3.8ヘクタールを栽培しておりま

して、26年の茨城県そば共進会では県知事賞を受賞されていると伺っております。 

 以上でございます。 

○委員 Ａさんの耕作規模はどれぐらいですか。そんなに大きくないのでしょうか。 

○委員 畑だけの野菜作経営ですが、３～４ヘクタール規模だったと思います。 

○委員 わかりました。ありがとうございました。 

○事務局 田畑の違いですけれども、きちっと聞き取ったわけではないのですが、ヒアリング

に参加し、地図などを見せていただいて受けた印象と、あと、土浦からつくばにかけての地形

ということを総合して考えますと、田の場合には基本的に先ほど先生がおっしゃったように圃

場整備などが入って、つまり、税金が入っているので明らかに転用できないというのがわかる

と。一方で畑、つくばの方は、結構、畑が広がっています。野菜や芝を育てたりとかいうとこ

ろが広がっています。こういったところですと、かんがい排水事業等は入ったりしますけれど

も、区画整理の類いの事業は入りませんので、そういう意味で、一つは事業が入っている、入

っていないというのが分かりにくいということで意識されにくいということがあるんだろうな

と。 

 あと、もう一つは先生がおっしゃったように、茨城の土浦のあたりですと霞ヶ浦に近かった

りして、水田のところは条件が必ずしも良くない、何か建物を建てるとか、そういう点で。そ

れに対して畑は地盤がしっかりしている。その両方の理由で畑については転用というのが意識

されやすい。そこに加えて、つくばにはつくばエクスプレスが来ています。ですから、特にま

とめのところでは書いておりませんけれども、お話の中で土浦市からつくば市に入った途端に

地価が変わる、つくば市のほうが高いという話も伺えました。 

○委員長 今の関連で何か他にご質問はございますか。 

 別件ですけれども、賃貸借の解約状況の件で、かい廃目的での解約の場合にも離作補償がな

される場合が９％ですか、随分と低くなったなと思いました。私の感じでは、20年ぐらい前に

なるのかもしれませんけれども、半分ぐらいあったような記憶があります。９％になっている

ということでお伺いしたいのは、この統計資料からは明らかにならないけれども、多分わから

ないとは思いますが、賃貸借自体が発生した時期が分かるでしょうかということが一つです。 

 もう一つは、 近、農地法に基づく賃借権の設定というのはどのぐらいあるのかということ
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で、利用権ではなくて敢えて農地法上の賃借権を使うという事例が近年あるとすれば、どうい

う動機に基づいているのかなと。例えばここ10年、20年のについて教えていただければと思い

ます。 

○事務局 参考資料１を御覧いただければと思います。参考資料１は抜粋の資料になっており、

ページですと199ページから200ページのところです。200ページの表３－３というところで、

実は先生がおっしゃられたような過去の転用目的の解約の離作補償の関係の割合が載ってござ

います。見ていただくのは表３－３の転用目的の解約というところの構成比の一番右端、離作

補償なしというところの割合です。1970年が29.7％、ない割合が29.7です、80年で40.4、90年

で69.9、2000年で83.7、これは無い割合ですので逆にしていただきますと、2000年のときには

16から17％ぐらいが離作補償があったが、先ほどの 新のデータでいくと９％になっていると

いうようなことで、年々、下がってきているというのは先生がおっしゃるとおりのことだと思

います。 

 ご質問の点は、今、手元にデータがございませんので、また、後ほど調べてご説明したいと

思います。 

○委員長 農地法上の賃借権が設定される場面がどういう場面かというのは見当がつきますか。 

○事務局 新規に賃貸借契約を結ぶときに、農地法に基づいて行うケースがあまりあるとは思

えません。基本的には農地法第３条を使う場合には、売買が中心になると思いますので、基本

は昔から３条に基づいて賃貸借契約が結ばれており、それが解約されているというケースが多

いのかなという気がいたしますけれども、また、調べてわかる範囲で報告したいと思います。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 委員の先生方から、そのほかに何かございますでしょうか。 

 ございませんようでしたら、次に移りたいと思います。次は議事次第２の（２）の論点整理、

それから、（３）の検討スケジュールをあわせて事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局 議事（２）及び（３）につきましては、資料３及び資料４を用いさせていただいて、

一括して事務局のから説明させていただきたいと思います。 

 まずは資料３の論点整理（案）を御覧ください。表紙をめくっていただきまして、１ページ

でございます。本検討会は、平成27年４月以降、農地流動化の阻害要因となる転用期待を抑制

する観点からの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きましてアンケ

ート調査や関係者現地ヒアリング等を行いつつ、検討を進めてきたところでございます。今後

はこれからご説明する三つの論点につきまして、さらに検討を進めてまいりたいと考えており
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ます。 

 論点の一つ目は転用期待の実態についてでございます。（１）（２）という形で整理してお

ります。 

 （１）具体的内容といたしましては２点あります。１点目は住宅や道路などのための開発意

欲の低下に伴い、バブル経済やリーマンショック前とは転用期待の内容がかなり異なってきて

いるのではないか。２点目でございます。高齢化や農業収益の低下などを背景に、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での転用期待を持つ農家が増加しているのではな

いか、ただし、このような農家につきましては農地としての売却も受け入れやすいのではない

かと考えております。 

 （２）賦存状況についてでございます。３点あります、地域により転用期待の大きさはさま

ざまではないか。２点目です。大都市周辺や高速道路等の延伸が予定されている地域などは、

転用期待が大きいと言えるのではないでしょうか。三つ目です。多くの地域では転用期待は非

常に小さいか、あるとしても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

にとどまるのではないかでございます。 

 ２ページを御覧ください。論点の二つ目で、転用期待の農地流動化への影響についてでござ

います。２点ほどあります。大都市周辺や高速道路インターチェンジ予定地周辺など、転用期

待が非常に強い地域や利用権への理解が乏しい農家については、転用期待のために農地流動化

を拒むケースがあるのではないか。二つ目です。利用権設定の浸透や高齢化の進展、転用期待

の実態の変化等によって、多くの地域で転用期待が農地流動化に及ぼす影響は非常に小さくな

っているのではないかと考えられます。 

 論点の三つ目、転用期待抑制の検討方向についてでございます。これも（１）（２）という

形です。 

 （１）考えられる手法といたしましては、例えば以下の手法が考えられるのではないかとし

ております。①ですが、転用利益の徴収など、転用利益をなくす、また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でございます。②ですが、転用規制の強化など、転用その

ものを抑制することによりまして転用期待を抑制する手法でございます。③ですが、農地の規

制状況の周知とあわせた利用権設定の農家への働きかけなどによりまして、転用期待を持つ農

家を農地流動化へと誘導する方法が考えられるところでございます。 

 （２）検討に当たっての留意点でございます。転用期待の抑制につきましては過去の判例、

高裁昭和62年４月22日の森林法共有林事件のことでございますが、これを踏まえまして、以
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下の２点について検討する必要があるのではないかとしております。一つ目、農地の流動化の

促進という目的ですが、公共の福祉に合致するものであるか否かということです。二つ目、合

致する場合でございますが、目的を達成するための手段として、合理性、手段が目的に合理的

に関連すると言えるかということでございます、必要性、手段が目的を達成する上で必要 小

限のものと言えるかということでございます。 

 ３ページを御覧ください。特に②につきましては、以下の視点から検討する必要があるので

はないかとしております。点線枠の一つ目ですが、転用期待の抑制は農地の流動化を促進する

ためのものであることから、農地流動化の必要性の程度に応じて転用期待抑制の必要性やその

手法について検討する必要があるのではないかということで、これが合理性の視点でございま

す。二つ目の点線枠ですが、財産権の制約の程度の違いによりまして、施策の導入に当たって

の課題の多さが異なってくるのではないかということで、これが必要性の視点でございます。

例えばということで置いておりますが、財産権の制約の程度が小さい施策につきましては、全

国展開に向けた課題は比較的少ないと考えられるのに対しまして、財産権の制約の程度が大き

い施策を転用期待が小さい地域ですとか、農地流動化が進んでいる地域においても導入するの

は、課題が多いのではないでしょうかということでございます。 

 後でございますが、転用期待の抑制手法の検討に当たりましては、その手法を実行する際

に必要となる執行体制などについても考慮する必要があるのではないかと考えてございます。 

 資料３の論点整理（案）につきましては以上でございます。 

 続きまして、論点整理と関連します資料４の検討スケジュール（案）を説明させていただき

たいと思います。資料４の検討スケジュール（案）を御覧ください。表紙をめくっていただい

て１ページでございます。本検討会につきましては、本日の第５回検討会で議論を行っていた

だく論点整理を踏まえまして、今後、３回程度の開催を予定し、中間取りまとめを行いたいと

考えております。 

 ２ページを御覧ください。中間取りまとめに向けた今後の主な検討事項等でございます。先

ほど資料３でご説明した三つの論点に沿って、今後の主な検討事項を整理しているところでご

ざいます。 

 まずは論点１・２関係でございます。論点１の転用期待の実態及び論点２の転用期待の農地

流動化への影響につきましては、転用実態と農地流動化状況との関連性の検討を行いたいと考

えております。具体的には大都市周辺で人口が増加傾向にある地域ですとか、高速道路整備の

予定がある地域ですとか、農地転用が比較的多い地域におきまして、転用実態と農地流動化状
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況との比較などを予定しております。これらにつきましては、基本的にデータによる検討を想

定しておりますが、データの公表に制限がある場合には工夫をして対応していきたいと考えて

おります。 

 論点３の関係でございます。論点３の転用期待抑制の検討方向につきましては、論点整理で

想定した三つの手法をもとに主な検討事項を整理しております。 

 一つ目の転用利益の徴収につきましては、一つ目の黒ポツですが、これは各手法とも共通事

項になりますが、地域経済や農業者等への影響の検討を行います。このほか、転用利益徴収の

ための仕組みですとか体制の検討、我が国におきまして課徴金制度を設けている金融商品取引

法ですとか、景品表示法ですとか、独占禁止法または国民生活安定緊急措置法等との比較検討、

また、土地税制との関係の検討を行っていきたいと考えております。 

 二つ目の転用規制の強化につきましては、一つ目は共通事項でございますが、二つ目の黒ポ

ツとして規制強化の方策の検討を行ってまいりたいと考えております。 

 三つ目の農地流動化への誘導につきましては、これも先ほどの共通事項のほか、農地の規制

状況の周知等による転用期待の抑制方法の検討を行います。具体的には都市計画制度等の各種

土地利用規制との比較なども行いたいと考えてございます。また、転用期待の抑制と組み合わ

せた農地流動化への誘導の方法の検討も行ってまいりたいと考えております。 

 資料４の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして一括して、ご質問、ご意見等を伺えればと思いま

す。今の論点整理と、それから、検討スケジュールで、今年度の方向が具体的に示されている

と思いますけれども、委員の先生方、いかがでしょうか。 

 例えば資料３でいうと、１ページの論点１で転用期待の実態、その具体的内容が二つあって、

それから、賦存状況が三つあるわけですけれども、この辺はおおむね去年の全国的な調査で出

てきた傾向だと思いますが、私の印象的なところでいえば、（１）の具体的内容の二つ目の丸

で、消極的な意味での転用期待が出てきましたが、要するに農地を持つこと自体がリスクであ

ると考える農家が増えてきているということですよね。だから、転用期待であれ、あるいは農

地として売却できるのであれ、ともかく手放したいという農家が増えてきているという昨年度

の調査結果は私にとっては非常に印象に残っている、従来はなかった傾向だと思っているとこ

ろです。それから、そのほかの賦存状況。論点２あたりの認識の仕方。論点３、それを踏まえ

た検討の方向、この辺はいかがでしょうか。 
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○委員 今、委員長がご指摘された 初の点ですが、結構、農地としての売買が進んでいる地

域が実際にあります。東北の青森とか岩手あたりでしょうか。そこでは農地価格がかなり下が

ってきており、後継者がいない農家の場合には貸し付けよりも思い切って売ってしまおうとい

う動きが出てきているように伺っています。そのあたりについてもう少しデータを集めて整理

するという作業も必要になってくるかと思います。もし、北海道と同じような形で売買で担い

手への集積が進んでいるとすれば、貸借での農地流動化という、ここで議論している枠組みは

必ずしも適用できないような地域が出てきているということになりますので、そうした地域が

どれぐらい出てきているかといった点も、もちろん、地域的には限定されるとは思いますが、

少し調べられてみてはどうか、というのが１点目です。 

 それから、論点１・２の両方に関わる問題です。今後の主な検討事項という資料４ですが、

転用実態と流動化状況との関係の検討に際して、どちらが鶏でどちらが卵かという問題が存在

していると思います。つまり、農地転用がないから農地の流動化が促進されるかというと、農

地を借りて規模拡大をするような土地利用型の担い手がいるからこそ農地が出てきて流動化が

進むという関係が第一だと思います。そうしたところでは農地転用が抑えられて農地が動くよ

うな条件が整えられれば、ますます、担い手の規模拡大は進むと思います。しかし、もし、土

地利用型の担い手がほとんどいないような、あるいはそうした経営が展開できるような条件が

乏しいような地域では、たとえ転用期待が抑えられていたとしても、流動化率は上がらない可

能性があるということです。 

 そのように考えると、転用の実態と農地流動化との関係の議論を行う際には、それと同時に、

その地域の農業構造がどのようなものであるかを考える必要があると思います。同じような農

業構造のもとでも転用期待が抑えられていれば流動化は進む、転用期待があると流動化は進ま

ない、ということが検出できれば転用期待が農地流動化を妨げているといえることになるわけ

です。この農業構造の変動は、実は農地流動化を反映した結果でもあるので、どちらが鶏でど

ちらが卵かわかりませんが、しかし、はっきりしているのは土地利用型の担い手がいなければ、

幾ら転用期待を抑えたとしても流動化率は上がらないということです。もちろん、担い手が出

てきて、また、新規就農者が入ることで農地流動化が急速に進む可能性もありますが、その点

をミスリーディングしないような統計の整理なりが必要になってくると思います。これはなか

なか難しい課題だと思いますが、そうした初期条件のコントロールのようなこともして検証す

る必要があるのかなと思いました。 

 一応、以上、２点がとりあえずの私のコメントになります。 
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○委員長 どうもありがとうございました。 

 今の点は両方とも今までの調査では必ずしも捉え切れていなかったところです。前者は売買

に基づいて流動化しているという側面がある、例えば東北等であるのではないかということで

す。持っていてもメリットがないということで、いっそ、北海道型のように売りに出してしま

おうという農家がふえているのではないか、そこら辺をこの調査の視野にどのように入れてい

くかというご指摘だったと思います。 

 それから、もう一つ、要するに転用期待を抑えても担い手がいなければ流動化しないという

のは、まさにそのとおりでございまして、地域の農業構造がどうなっているかということを踏

まえた上でないと、転用が流動化にどういう影響を与えているかということを正確に理解する

ことができないのではないかと、そういうご指摘ですよね。そこら辺は、いずれにしましても

この問題を考える上では避けて通れないところであると思いますが、何らかの形で事務局のほ

うで考慮していく可能性はあり得ますか。 

○事務局 今、委員がおっしゃった１点目、まさに青森ですとか岩手ですとか、東北の北のほ

うが北海道のような状況になりつつあるというのは、恐らくは農地価格の下落ということが効

果を及ぼしているのだろうと考えております。日本全国で見ると、不動産の価格というのは、

収益還元価格というところでは、大体、年間賃料の25倍程度というのがちょうど良い頃合いと

言われておりますけれども、日本の農地価格全体では、田畑を平均すると大体100倍ぐらいの

水準となっています。 

 ところが、今、申し上げたような状況が該当するのは基本的にはいわゆる内地、北海道以外。

北海道ですと札幌近郊などは別かもしれませんが、周辺部になってきますと基本的には農地価

格というのが収益還元価格にかなり近い額になっていますので、賃貸借でというよりは売買で

と、どちらかというと出し手の事情というよりは受け手の事情、要は受け手が賃料を毎年、毎

年払うぐらいなら買ってしまいたいというニーズがあるので、それによっておそらく売買が支

えられているのだろうと。東北の北の方については、そういった状況が地価の下落によってで

きつつあるということなのだろうと思います。 

 論点でいいますと、そういった状況というのは１や２の部分に当たるわけですけれども、３

のどのような転用期待の抑制手法を講ずるのかというのを考えるときに、３ページの特に②に

ついては、流動化の必要がどれほどあるのかというところ、その必要性の程度に応じてどのよ

うな手法をとるのかとか、どこまで転用期待を抑制する必要があるのかというところ、それに

密接に関連するところもあると思っております。次回以降の検討会に例えば農地価格は今、全
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国的に分布状況がどんな感じになっているのか、下落の状況ですとか、収益還元価格という観

点から見たときにどんな状況になっているのかとか、そのあたりもどこまで深掘りできるかと

いうところはやってみないとというところがありますが、データを調べてお出ししたいという

ふうに考えております。 

 ２点目のところは、確かにおっしゃるようにどちらが鶏でどちらが卵なのかというところに

なってきますけれども、どのような転用期待を抑制する手法をとるのかということと、とろう

とする手法がどの程度、財産権を制約するものなのかどうなのか、これと転用抑制の必要性み

たいなもの、転用規制なり、流動化を促進する必要性の相関関係と言いますか、それを見ると

きに必要な視点になるのかなと考えております。 

 例えば財産権の制約の程度、３ページの括弧のところに書いておりますけれども、転用期待

を抑制するために転用利益を直接的に徴収するですとか、あと、転用期待を抑制するために農

地の転用規制を強化するというような場合には、森林法の違憲判決の例に照らして考えますと、

そういった非常に強力な財産権に対する制約が正当化されるような政策上の必要性、流動化を

促進する必要性というのがおそらく必要になってくる。逆に言いますと、それが必要ないとこ

ろで、そのような強力な手段を用いるということに対しては、かなり慎重な検討が必要になっ

てくると考えておりますし、逆にソフトなやり方、この論点整理のところでは③のやり方があ

るのではないかということで、提示させていただいております。ソフトなやり方であれば、流

動化の必要性がどの程度であるかということと関係なく、全国展開するというようなことにつ

いても、比較的、課題が少ないと考えられるのではないかなと。 

 こちらについては、状況を見ながら、手法を入れるに当たってどのようなことが課題になる

のかということを整理していくというような作業を、今後、させていただければと考えており

ます。いずれにしてもご指摘いただいた点を踏まえまして、また、次回以降の検討会に議論の

材料を提供していきたいと考えております。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 では、お願いいたします。 

○委員 論点１と２は、特に１の実態についてはおおむね、この論点整理ペーパーに書かれて

いることなのだろうと思います。 

 したがって、あとは地域によって違うというところ、まだ、それでも転用期待というものが

ありそうなところをできる限り明確にしていくこと、例えばインターチェンジ周辺とか、鉄道

沿線でしたか、そういうようなところ、それから、大都市周辺、大都市周辺でもどこにでもと
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いう感じではなくて、大都市周辺でかつ鉄道の沿線とか、そこをできる限り明確にというか、

詳細にこういうところにはまだどうやら転用期待らしきものが残っていそうだと、残りはある

としても非常に消極的な転用期待なので、それは特に今回の話題に照らしてはあまり問題には

ならないのではないかということだと思います。 

 そういう意味では、この種のヒアリングとか調査はやれば切りがないですけれども、もしま

だ、ヒアリングや別の分析をということで、まだ転用のかなり行われている地域との関連で

云々ということであれば、課長は都市近郊農地のほうの検討にもご参加されていたのでご承知

だと思いますけれども、都市近郊だとどの資料を見ても中部圏だけがやや違うんですね。首都

圏と関西は何となく似ているけれど、中部圏、つまり、名古屋近郊なんですよね。あそこは環

状道路だとかの整備がここ数年ではかなり進んだので、私も国交省の別の調査で名古屋近郊に

農地の関連の話を聞きに行くと、まだまだ、農家の側にも開発願望みたいなものが結構残って

いるということは聞きます。少し名古屋近郊について調べてみると良いのかなと思いました。 

 それから、もう一つの視点は農家が農地を基本、持っているのですけれども、農家じゃない

けれども、相続等で農地を持っているという、そういう人たちはもしかするとすると、転用に

対する意識が違うかもしれない。先ほどの貸し借りの流動化とも、関係していると思いますが、

現に農業をやられていない、サラリーマン世帯が相続で持っている農地について、転用につい

てどう思っているのか、全く何も考えていないということならそれで良いと思いますが、自分

で農業をやっている農家とは違う意識を持っているということであれば少し注意して、そうい

う世帯が増えていると思いますので、見ておくべきかなと思いました。 

 それから、論点２はさっきの安藤先生の話とも関連しますが、転用期待があるとして、それ

が農地流動化に影響しているかどうかということで、あまりないのではないかという論点です

よね。これも基本的には論点整理ペーパーに書いてあるとおりかなと思っていますが、今回の

農地流動化を促進するというのは、とりあえず、農地流動化を促進すれば良いと。つまり、売

り買いや貸し借りがもっと進めば良いという話なのか、それとも、農業の構造としての担い手

への集積度を高めるというところが究極的な目的なのか、単に流動化を進めるだけだったら他

の担い手の参入とか、色々なやり方があります。 

 そうではなくて、農地の担い手への集積度合いを高めるということを究極的な目標にしてい

るのであれば、もう一段、その先の話が先ほどの他の委員の話に繋がりますが、担い手がどう

いう分布になっているか、新しい担い手がどういう形で地域に登場してくるかとか、そういう

あたりも含めて考えないと、とりあえず、流動化が進めば良いということであれば、そこまで
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考える必要はないと思いますが、この検討の究極的な目標はどちらに置くのか、それによって

変わってくるのかなと思いました。 

 それと関連しているような気もしますが、ヒアリングの中にもありましたけれども、インタ

ー周辺などでも耕作放棄地が実際には転用に回されている例があるようだということでいくと、

いきなり転用が農地からされるというよりは、間に耕作放棄地という段階を経て、転用される

という一連のプロセスをうまく仮説的に考えて、例えば相続でもとの農家は亡くなって、相続

した新しい地主は農業をやらないので耕作放棄地化して、そこで転用期待が高まってみたいな

プロセスはもう少し踏み込むと、いろいろな仮説的なシナリオみたいなのが出てくるかなと思

いました。それが論点２についてです。 

 論点３は、まず、転用期待を抑えたいのであれば、それは転用規制を強めれば良い。当たり

前の話ですよね。完全に農地の転用を禁止してしまったら転用期待は発生しようがないので、

それは当たり前なんだけれども、それは多分、答えではないんですよね。 

 なぜかというと、転用が必要な場合ももちろんあるので、転用が必要な場合と転用が必要で

ない場合があって、かつ転用が必要な場合に転用を進めさせるためには全部の転用期待値なり、

開発利益分を徴収してしまうと、海外であった例ですけれども、全額徴収するとロックインエ

フェクトというのが起きて、絶対に売りたくないというか、転用する動機がなくなってしまい

ます。転用期待をある程度置いておかないと転用は進まないということだと思います。だから、

問題は良い転用と悪い転用期待があって、良い転用期待はそのまま使いたい、悪い転用期待だ

けをうまく排除したいというのが問題設定で、悪い転用期待はどういう転用期待かということ

をまず絞り込んでいかなくてはいけないということだと思います。 

 それは流動化を阻んでいるようなタイプの転用期待なのだろうということに、 終的にはな

るのかなと思いますが、それだと問題と答えが堂々巡りしているような気がして、まだ、完全

に整理ができているわけではないのですが、一つの案としては転用がある程度、できるような

ところと、厳しく転用の規制をかけるというような農地の格付なり、仕分けなりということを

土地利用計画、これは都市計画と共同でやるのが一番良いと思いますが、そういうことをやっ

た上で、それで転用を進めていくところには、もちろん、転用期待を残さなければいけないの

で、それをどの程度残して、どの程度徴収するのが、農地の流動化や、場合によっては宅地化

していくところに資するかというような観点で、政策的なツールを検討していくのかなと思い

ました。 

 憲法との関係があるのは分かるけれども、それは 終的には裁判所が判断することなので、
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あまり 初からこの法律の枠組みで捉えなくても良いのかと思います。厳密に言うと、国土利

用法で価格を統制するものがあります。今はやっていないけれども。あちらのほうがよほど憲

法違反じゃないかという気がしないでもないし、それだけの公共性があるから、つまり、バブ

ルのときだったり、あるいはオイルショックの直前の非常に急騰していたときに、要するに国

民生活に障害があるということで、しかも投機的な価格高騰だから、財産権を乗り越えてその

分は政府がコントロールしましょうということですよね。だから、必要性と合理性ということ

に 終的にはなるので、それはおのずと議論の中である程度、良い着地点に落ち着いてくるん

のではないかなという、やや楽観的な希望を持っております。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 多岐にわたってご意見、ご感想等をいただきましたけれども、私のメモだけでも６点ほどあ

ります。全部でなくても事務局ので何か、こういうふうに考えているとかいうことがございま

したらお願いいたします。 

○事務局 全てにお答えできるかということがありますが、まず、おっしゃるように確かに中

部圏は元気があるということですから、中部圏についてもう少し深掘りしてみるというのは、

一つあるのかなと思う一方で、冒頭におっしゃったように、全国的なアンケートやヒアリング

もやりましたし、ヒアリングについては予定を追加して茨城についてもやりましたので、さら

に中部圏までやるかどうかというのは、預からせていただいて、ご提案させていただきたいと

思います。 

 基本的には農家が農地を持っている。ところが相続で非農家が持つ事例が増えてきていると

いうことについてはおっしゃるとおりでして、その部分を一体、どのように考えていくのかと

いうことに関していうと、私がヒアリングなどを通じて受けとめたところでは、比較的、例え

ば担い手の方々のお話などを伺うと、この点については基本的にかなり楽観的に考えていらっ

しゃるのかなという気がいたしました。もちろん、全てが全てではありません。ですけれども、

私が行ったのは富山と茨城ですけれども、どちらでも担い手の方々がおっしゃるのは、あと10

年もするとほぼ自動的にどんどん集まってくるんだという言い方を皆さん、大体、されていま

した。 

 ということからすると、もちろん、個々にそれぞれの農地なり、手放す側の農家の状況を見

ると、お子さんに当たる世代が東京に出ている、大阪に出ているなどのケースで、売ってくれ

ないかもしれない、または貸してくれないかもしれないということがあるのかもしれませんけ

れども、傾向としては多分、ここ数年の農地の流動化の状況を見ての農家の方々の肌感覚だと
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思いますが、今、70代、80代で農業をされている方がリタイアする、あるいはお亡くなりにな

った後は、多くの農地は担い手に集められるんじゃないのかなと多くの担い手の方々は思って

いらっしゃる。 

 一方で、今回の茨城のヒアリングで、Ａさんもおっしゃっていたことですけれども、農地に

ついて不勉強な農家には、子ども世代が含まれる。意外と年配の方々は長く農地に関わってき

ている中で、私たち農地政策をずっと担当してきた農林水産省のサイドからすると、ある意味、

農地改革との戦い、農地改革で要は貸していたら戻ってこなくなったと、いつの間にか小作人

の農地になっちゃったという意識との戦いというのが流動化施策の戦いだったわけですけれど

も、これについては比較的、親世代と言いますか、ずっと農地なり、農業なりに携わってきた

方々には、かなり浸透してきているのかなという気が私自身の印象としてはいたしました。一

方で、息子さん娘さん世代になってくると、そういったことを知らない。中途半端な情報だけ

耳に入ったりしている。 

また、富山のディベロッパーの方がおっしゃっていましたけれども、東京や大阪に出た息

子さん、娘さんが東京の宅地の感覚で地元の富山の土地を見ていると。 

 なので、もっと高く貸せるんじゃないかとか、もっと高く売れるんじゃないか、非常に価値

のあるものとして見ていたりするというようなことをおっしゃっていたのも非常に印象に残っ

ておりまして、そういうようなことからすると、こういった子どもなり、孫の世代になったと

きに、多くの人たちは多分、地元のことは地元の方々にお任せするというような行動をとるん

だろうとは思いますけれども、恐らく無視できない規模で、または無視してはいけない動きと

して、あまり農業のことをご存知ない、農業なり、農地のことを知らないサラリーマン世帯、

こういった人たちがどう動くのか、またはこういう人たちをどう誘導していくのかというのは、

私たちが必ずこれから意識をしていかなければいけないことだろうと思っております。そのあ

たりも踏まえながら、今年後半の検討に結び付けていきたいと考えております。 

 論点２の流動化への影響のところで農林水産省というか、この検討会として考えるときに単

に流動化が進めば良いと考えるのか、あるいは担い手への集積なのかということにつきまして

は、まさに私たちが念頭の置いておるのは２点目、後者の担い手への集積でございます。この

検討会の基になりました規制改革実施計画、これも流動化の農業委員会などを使って、あと、

何といっても中間管理機構というものが発足して担い手への集積を進めていくと、そういう文

脈の中で転用期待の話も出てきておりますので、私たちの 終的なターゲットというのは担い

手への農地の集積、単に農地が動けば良いというのを超えて、担い手への集積ということでご
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ざいますので、おっしゃるとおり、確かに担い手の分布状況ですとか、担い手の中には当然、

中間管理機構のターゲットの中には新しい担い手、新規参入者というのもありますので、そう

いったものも念頭に置きながら進めていかなければいけないと考えております。 

 これも先ほど委員がおっしゃった、どちらが鶏でどちらが卵なのかということにもなってき

ますが、担い手がいるか、いないかということによって流動化の必要性が決まってくるのか、

または流動化の施策を進めるから担い手が出てきやすい素地が出てくるのか、どちらかという

と、私たち政策を考える立場からすると、担い手がいないところにも担い手に出ていただかな

ければいけない。そういったようなことが進みやすいように、諸条件を整えていくと。まさに

その装置の一つが中間管理機構だと考えておりますので、そういった考え方に基づいて今後の

検討を進めさせていただくのかなと考えております。 

 あと、耕作放棄地が転用に回されるという一連のプロセスを仮説的に考えていくべきではな

いかというお話については、おっしゃるとおりなのかなと。これはある意味、仮説的に考える

と同時に、その後のお話にも結びついていきますけれども、私たちとして農地を含めた土地政

策をどういう方向性で考えていくのかということだろうと思います。耕作放棄地が転用に回さ

れるというのは、ある面、好ましいことでもあると思っていまして、そこは耕作放棄の発生の

仕方によるだろうと思っています。転用規制を強化して、ある意味、全ての農地を守るという

のは先ほど委員もおっしゃったように、ナンセンスなことだと考えておりまして、良い規制強

化の仕方と悪い規制強化の仕方が恐らくあるだろうと思いますし、守るべきなのは担い手に使

っていただきたいような真の優良農地、基本的にこれを中心に守っていくと。 

 耕作放棄されるところは、単に転用したいために意図的に耕作放棄をするということでは困

るわけですけれども、そういったものを抑えつつ条件の悪いところについては、他の用途に使

っていただく、その中には都市的な土地利用というのもあるでしょうし、例えば森林その他に

使っていくというのもあるでしょうし、場合によってはこの農地については、農業的な利用よ

りは例えばインターチェンジができたりとか、いろんな環境の変化に応じて農業的な利用より

は別の用途を目指すべきであるというようなケースもあるでしょうし、そういったものがきち

んと調整がなされた上で、ほかの用途に向かっていくということが必要なのだろうと。 

 そういったほかの用途に向かっていくというのが、委員のお言葉をお借りすれば良い転用期

待と悪い転用期待とにうまく仕分けがなされていき、良い転用期待がきちんと転用に結び付い

ていく、または悪い転用期待はそれができるだけ消されていき、そういった農地については担

い手に結び付いていくと。そのような方向に持っていくためには、どういう方法が良いのかと
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いうことを、今年度の残された期間を使ってできるだけ深掘りして、具体化していくという作

業が必要になってくるのだろうと考えております。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 今の委員のご質問に全部、お答えしているかどうかわかりませんが、いかがですか。よろし

いですか。 

○委員 あまり代がわりすると農地のことがよく分からなくなっているというのは、確かにあ

りそうな話で、そうだとすると、ここの③のようなソフトな啓発活動だったり、周知というと

あれなんですけれども、ある種の専門家集団みたいなものが、あるいはコンサルタントなのか、

そういう人たちが正しく情報を伝えながら、それは行政の役割なのかもしれませんけれども、

やっていくことで流動化を進めていけるということであるならば、そういうことも非常に有力

な手段なのかなと思います。あとはまた、次回以降の議論につながっていくと思います。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 いろいろと多岐にわたってご指摘いただいた点、これらを今年度の検討課題にうまく組み込

んでいくということになりますね。 

 あと、先生方、何かございますか。 

○委員 今のやりとりを伺っていて、不在地主の問題は大きいと思いました。相続によって農

地所有者は増えています。今、事務局からご指摘ありましたように、都会の人たちは東京の感

覚で土地を見ているということです。かなり昔にそうした調査があり、農地を相続した相続人

が何百坪と聞いてやって来たら何万円にしかならないのでがっかりしたという報告がありまし

た。農地の価格は航空運賃よりも安いのではないか。そうした話にあるように、農地の資産価

値についてかなりの誤解があるのは事実だと思います。実は農地の資産価値は低く、東京と同

じような価格はつかないんだということを啓発して、理解していただくことはすごく重要だと

思います。また、そうした不在地主が増えると、農地の取引コストは上がり、利用権設定の手

続が非常に大変になってしまいます。 

 また、小作料にしても売買価格にしても非常に安いですよね。そうすると、その何％を手数

料として徴収することで不動産の仲介を行っている民間企業ベースでは、農地の取引の仲介は

絶対に成り立たないわけです。つまり、不動産屋がこれだけ安い土地市場に参入してマーケッ

トが機能するかといえば絶対に機能しないということです。ですから、どうしてもこの部分に

ついては公的な機関が関わらざるを得ないのです。儲からない分野に民間資本は入ってこない

のです。そのことをまず我々は認識しなければいけませんし、そして、そのために一応、この
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制度は整えられているということだと思います。それが１点目になります。 

 あと、もう二つあります。一つは他の委員からも出されていましたが、転用規制をどんどん

強化していけば良いかというとそうではなくて、農地として耕せない農地をどうするかが非常

に大きな問題だと思っています。耕境後退、つまり、農産物の価格が下がる中で、あるいは米

価が下がる中では、採算が合わない農地を守れと言っても守れないですよね。そうした農地を

どうしていったら良いかという問題を、転用規制の強化と農地流動化の枠の中で考えるのかど

うかは少し議論したほうが良いかと思いますが、多少、方針を決めたほうが良いのではないか

と思います。 

 そういう地域は農地転用を抑えたとしても、流動化した農地を引き受けてやっていける人は

いないのです。茨城の調査でもはっきりしましたように、担い手は良い農地は受けたいけれど

も、条件が悪いところは受けたくない。ただし、両方をセットで受けないと規模拡大はできな

い、あるいは農地が集まってこないため、それで、泣く泣く悪い条件の農地も引き受けていま

した。それによって確かに農地の集積が進んで規模拡大は進みますが、その担い手の経営の安

定性を損なっているわけですよね。そのかわり、無理をして土地を守ってもらっていることに

なるわけです。しかし、今後ますます、米価が下がってくる状況にあれば、そうした農地は当

然、切り捨てていかざるを得なくなるわけです。 

 しかし、そうなると、その切り捨てられた農地はどうなるのかという問題が発生します。そ

のようなお話だったというのが、茨城で古くからやっていらっしゃる大規模経営の方からのヒ

アリングの結果だったと私は思っています。そうすると、今後、条件が悪い農地はどんどん返

されることになっていくと思いますが、しかし、それはやむを得ないということです。担い手

としての生き残りをかけて、そういう行動をとっていくことになるでしょう。そういう中で、

規制を強化しても死体に鞭を打つようなもので、実際にはどうにもならないような農地がこれ

からたくさん出てくるだろうと思います。そうした農地を対象に転用規制の強化が意味を持ち

得るかどうかという問題が、この後、出てくるかなというのが２点目の問題です。 

 土地利用型の水田経営は非常に貴重で、今ある経営を潰すとなかなか大変なことになると思

います。新規参入というのは野菜農家ですよね。土浦でお話を伺った農家も野菜農家でした。

水田でいきなり大きくやれるかというとやれないです。投資金額がもの凄くかかりますし、Ｂ

さんのヒアリングでも分かりましたように10～15ヘクタールでは自立できないわけです。それ

ではまともに飯が食えません。どうしても30ヘクタールか40ヘクタールぐらいなければいけな

いとなると、一気にそれだけの拡大はできないですよね。そうすると、今ある経営を残してい
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くことを前提に農地の集積を考えなければいけないことになります。先ほどどちらが鶏でどち

らが卵かという話を出しましたが、水田作経営については新規で新しい経営が出てくる可能性

というのは、実は少ないのではないでしょうか。そのことを前提に農地流動化を考えなければ

ならないのではないかというのが私の現地を見ている印象です。 

 今から３～４ヘクタールぐらいの規模から水田の大規模を目指そうという人は多分、いない

と思います。20～30年前から頑張ってきて、20～30ヘクタール規模になっている人は、50ヘク

タール、100ヘクタールを目指そうとしている段階にあり、全くのゼロからスタートというこ

とは多分、考えにくいと思います。機械投資費用が 低1,000万、乾燥調製まで含めれば3,000

万円ぐらいかかる中で、年１回しかとれない米、ますます、この後、米価が下がっていくとい

う状況の下で、土地利用型の水田経営が今後、新しく参入してくる可能性は少ないだろうとい

うのが私の認識です。 

 それから、 後になりますが、これは頭の体操でしかありません。たとえ農地の転用期待が

高かったとしても、転用するときに農地が離作料支払い無しに確実に返ってくるとすれば、転

用期待があったとしても農地流動化の妨げにはならないはずですよね。そして、そうならない

ための制度として農振農業地域・農用地区域を対象とした利用権設定という制度があるという

ことです。実際、先ほどから議論されている中部圏、例えば愛知県の西三河などを見ますと、

農振農業地域でもバブル経済の時代には10アール1,000万ぐらいの値段がつきましたが、しか

し、そうしたところであっても例えば愛知県安城市の高棚営農組合では、数百ヘクタールに経

営が成長し、地区の農地のかなりの部分が集積されていました。それは「農地を返せ」と言わ

れたら確実に農地を返してきたからです。 

 つまり、農地を貸しても離作料支払い無しで農地が返ってくるという仕組みがあれば、そし

て、実際に制度としてそれが用意されているわけですが、農地流動化の妨げにはならずに担い

手への集積が進むという可能性は論理的にはあり得ますし、実際、太平洋ベルト地帯の一部の

地域ではそれが進んでいたということです。そのことが、本日の資料２に示されていた、離作

料補償が減ってきていることの持つ意味ではないかと思います。 

 ただし、そうしたバブル経済当時のような地価水準に今はないのですが、それよりもむしろ、

農地制度についての理解の不足が本来、制度が発揮すべき機能を発揮させない結果となってい

ると見たほうが良いように思います。先ほど、「農地改革に対する戦いである」という話があ

りましたが、その戦いを通じて地主の権利を強め、耕作者の権利を弱める方向での改革をずっ

と行ってきた歴史があったのだと思っています。 
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 以上、３点が私からの補足のコメントになります。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 幾つかこの検討会の枠内で取り上げた方が良いかどうか、という問題も出ていましたけれど

も、全てじゃなくても結構ですので、何か思いついたところがございましたらお願いいたしま

す。 

○事務局 不在地主の問題というのは非常に大きな問題で、今回の検討会の課題を考えるに際

しても、当然、今の農地が置かれている状況というのを踏まえた上で検討するということにな

りますので、これを全く頭の中から排除して考えるということはできないだろうと思います。 

 一方で、先ほど委員がおっしゃったような担い手が、実際に今回のヒアリングの中でも、例

えば富山などでも、これまでは出てくる農地の全部を受けていたけれども、受け切れないので

条件が悪いところなんかは、お断りするものも出てきているんですということをおっしゃって

いた担い手の方もいらっしゃいましたし、そういった農地が今後、どうなっていくのかという

のは、非常に大きな関心事ではありますが、そこをまさに委員もおっしゃったように、転用規

制を例えば強化するとか、転用期待を抑制するという文脈の中で何か解決策が見出せるかとい

うと、恐らくは有効な手法にはならないと思いますし、少し私たちのこの検討会ということか

ら見たときには、荷が重いのかなという気がいたします。 

 当然、私たち農林水産省全体ということでいうと、担い手をどのように考えるのか、十分な

数の担い手の方に出てきていただくためにはどうしたらいいのか、あと、その農地で、一体、

どのようなものをつくって、それを自給率の向上、国民の皆さんへの食料の安定供給にどう結

び付けていくのかというのは、非常に大きな課題ではございますけれども、その部分について

は例えば課題として指摘をするというところまでが、この検討会で取り扱っていただくところ

になるのかなと考えております。 

 離作料云々についてはまさにおっしゃるとおりだと思っております。もし、農地に対する理

解というのがほぼその地域でしっかり理解がなされている、農地に対する理解というのは、利

用権設定であれば必ず返ってくると、かつ慣習として離作料も特に必要ないというようなとこ

ろであれば、恐らくは転用期待というものが流動化の妨げになるという可能性は非常に低い、

またはほとんど無いと言って良いということになると思います。 

 一方で、必ずしも全ての方々がこういった利用権について理解をされているわけではなかっ

たり、場所によっては理解の程度が低いが故なのかというのはありますけれども、転用期待が

強いということでなかなか貸してくれないというような人もいたりすると。そういう意味で言
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いますと、今回の論点の中にも整理しておりますけれども、かなり転用期待の表れ方ですとか、

流動化との関連性というのは、地域的な差というのがかなり大きいのかなと考えております。 

 バブルの前、高度成長期では、そういったものが濃密にと言いますか、全国的にかなり見ら

れたのかなという気がいたしますけれども、施策の浸透というのもあるでしょうし、かなり日

本経済というか、日本全国の土地利用の状況、また、可能性というものが相当程度、この10年、

20年で大きく変化したということもあると思います。 

 そういう中で地域的に置かれている状況というのが相当変わってきているんだろうなと思い

ますので、そのあたりも十分踏まえながら、どのようにして転用期待というのを抑えるのか、

また、 終的には担い手にどのようにして集積するのかという、単に転用期待を抑えるという

ことが私たちの目的ではありませんので、そのあたり、関連性をきちんと考えながら、今後、

検討していくということになるのかなと考えております。 

○委員長 ありがとうございました。 

 今の委員のご指摘の中で、例えば耕境後退の話なども、この検討会でどう取り込むか、取り

込まないかは別として意識しながらやっていく必要はあると思います。あと、水田作では新規

参入は出てこないというご指摘も、伺っていてなるほどと思いました。そうすると、幾ら流動

化しても要するに意味無いということですね。 

○委員 意味無くはないですけれども、特定の担い手だけがどんどん大きくなります。 

○委員長 ただ、いなくなっている場合とか、そういう場合には幾ら流動化させても手遅れと

いうことでしょうか。 

○委員 でも、農地の受け手はまだ必ずいます。しかし、それが十分な数かどうかということ

ですよね。Ｂさんの話もそうだったのですが、10～15ヘクタールぐらいの規模でまだ頑張って

いるお年寄りの方がいらっしゃいます。彼らが農業を辞めていけば農地はたくさん出てくると

は思いますが、頑張って機械も買って農業を続けている状況にあります。しかし、彼らが農業

をやめたときには息子さんはいませんし、残っている担い手の人たちだけで地域の農地を受け

切れるかというとかなり不安が残るわけです。 

 そういう意味では、もの凄く大きな構造変動が起きる可能性が、ここ５～10年先にあるのは

間違いないと思います。労働力と土地と資本という三つの生産要素の組換えが一気に大きく進

む可能性があるわけですが、一応、経済理論上はそうなのですが、しかし、本当にそうした生

産要素の組換えが進んで大きな経営が生まれてくるかというと、それだけの投資は多分、水田

作経営については行われないのではないかという感じがするのです。 
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 転用期待を抑えるというのも、生産要素である土地が農業から流失して、担い手への集積を

妨げることがないように、そして、農地が農業という部門から流れてどこかへ行ってしまうこ

とがないよう枠をかぶせて押さえておけば、あとは経済的な 適化が進んで、大規模経営が将

来的に生まれるはずだという理論に基づいていると思うのですが、実際にはそれとは違う形で

現場は動いていますし、必ずしもこうした想定が正しいかといえば、これらの生産要素は、摩

擦が生じることなく、また、さほど時間もかかることなく、組換えられて新しいかたちになっ

ていくことは実際には難しいです。その調整のための時間やコストは必ず掛かるわけで、その

こと抜かせば、理論的には正しいとは思うのですが、それが我々の生きているような時間軸の

中で実現するかというと、水田農業については非常にその可能性は乏しいと私は見ています。

この検討会から話が逸れましたが、以上のように思っています。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 なかなか興味深いお話を承りました。この検討会とどう関わるか、また、考えてみないとわ

かりませんけれども、そういうことをも視野に入れていかなければならないのではないかと思

います。 

 他にございますか。では、お願いいたします。 

○委員 私も今の議論に触発された部分で、事務局が言われたように高度成長期は圧倒的に人

口が増えていましたし、特に大都市周辺部は三大都市圏を合わせて年間80万とかというような

オーダーで人口が流入してきていたので、農地全般に開発の圧力がかかっていました。そのこ

ろの転用期待というのは農地全般にあったと。それが、人口も減少しているし、宅地への開発

圧力も全般的には非常に薄まっているのが今の状況で、もし、そういう期待があるとするなら

ば、特定の場所で何らかの条件が変更されるような場合に、転用の期待みたいなものがどうも

登場してくるようだと。 

 それは何かというと、基本、社会資本整備だと思います。その典型は高速道路と鉄道だと思

います。ヒアリングでもあったように、単に計画があるというレベルではだめで、具体的な整

備のスケジュールが明らかになるぐらいの、それぐらいの確実性がないと、不確実性が相当大

きいときには、まだ、転用期待は多分出てこないと。確実性がどこら辺まで高まると転用期待

が出てくるかというと、整備のスケジュールで例えば５年後とか、10年後とかという、そうい

う具体的な年数が出てきたときに、多分、どうなるかということで、そのときにさっきの利用

権設定の手続とかの関係で、そういう期間だと貸さないでホールドしておいたほうがよさそう

だということかもしれません。だから、具体的な期間が表れてくる、表れてこないというのが
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非常に現況では大きいのかなと思います。そうでないものは非常に不確実なので、転用期待を

持ちようがないというような状況なのかなと思います。 

 その関係では、何年先にこうなるという計画が幾つかの大規模な社会資本については出てい

るものがあるので、そういうところの周辺は要注意区域なのかなと。例えばリニアというのは

2027年ですし、それから、高速道路については、インターが５年、10年以内にできるというの

が発表されるぐらいになっていると確実度は高いわけですよね。だから、そういう整備スケジ

ュールのレールに乗っているところの周辺は、要注意区域なのかと思います。それ以外はほと

んど、どちらかというと、持っているのが大変なので、農地でもいいから誰か引き取ってくれ

る人や、使ってくれる人がいれば良いということなのではないかなと思います。そういう意味

で、具体的なインフラ整備のスケジュールのはっきりしているようなところを狙ってみるとい

うのも良いのかもしれないと思います。 

○委員長 ありがとうございました。 

 今のご指摘も興味深く伺いました。要するにそういう具体的なスケジュールが決まっている

ところでは、利用権を設定する場合でも期間が例えば３年とかの期間であったとしても、もっ

と前倒しでインフラ整備がなされそうであれば、利用権の設定をしなくなるのではないかとい

う、そういうご指摘ですね。さっきの離作補償の話とも関わりますが、仮に離作補償が払われ

なかったとしても、例えば３年なら３年という期間設定での利用権は嫌がるんじゃないかとい

う、そういう可能性は確かにおっしゃるようにあると思います。そういう意味でいうと、もう

少し、委員のご指摘は開発スケジュールがかなり具体化されているようなところで見てみると、

また新しい知見が得られるのではないかと、そういうご指摘かと思いますけれども、どうです

か。 

○事務局 おっしゃるように、そういう意味では地域によっていろいろ転用期待の状況と言い

ますか、農家の方々が持たれている状況というのは多種多様なのだろうと思います。先生がお

っしゃるように、全国的に普遍的に存在するというよりは、おそらく場所というのは限られて

くるということでしょうし、ただ、一方で多分、転用期待の持ち方というのは、当然、個人に

よって受けとめは色々違う。 

 インターチェンジとか、鉄道、リニアみたいなものは非常にわかりやすいわけですけれども、

一方で、例えばそこそこの大きさのショッピングセンターとか、そういう線的に伸びていくよ

うなものではない、スポット的なものですと、人によってはここでというようなところで期待

を持つ方もいらっしゃるでしょうし、あと、先ほどから話に出ています、あまりその土地にい
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ない、東京や大阪にいる息子世代、娘世代ですとか、こういった人たちもまた受けとめが違っ

てくるというようなところはあるのだろうと。そういったことも頭に入れながら、今後の検討

を進めていかなければいけないのかなと、お聞きしながら感じました。 

○委員長 どうもありがとうございました。今日は委員の先生が少ないなか、活発にご議論い

ただきまして本当にありがとうございました。 

 他にございませんようでしたら、これで議論を終わりにしたいと思います。よろしいでしょ

うか。どうもありがとうございました。 

 本日用意された議題は以上です。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。 

 本日は大変貴重なご意見、ご審議いただきありがとうございました。次回の検討会でござい

ますが、９月ごろに予定しております。改めて事務局より議題、日程調整等の連絡をさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、第５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。 

午後３時５０分 閉会 


