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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 ３ 回） 

 

                    日 時：平成27年12月21日（月）10：00～11：36 

                    場 所：農林水産省 共用第９会議室 

                        （農林水産省 北別館８階） 

 

会 議 次 第 

 

１．開  会 

２．議  事 

 （１）アンケート調査結果について 

 （２）その他 

３．閉  会 

 

【配布資料】 

資料１ 農地転用等に関する市町村アンケート調査結果の概要 

資料２ 農地転用・農地流動化に関する農家アンケート調査結果の概要 

資料３ 農地転用等に関する市町村アンケート調査結果 

資料４ 農地転用・農地流動化に関する農家アンケート調査結果 
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午前１０時００分 開会 

○事務局 定刻になりましたので、ただいまから第３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。 

 私は、議事までの進行を務めさせていただきます農村振興局農村計画課課長補佐の久保でご

ざいます。本日は、よろしくお願いいたします。 

 本日の委員の出席状況でございますが、森委員におかれましては、所用により欠席するとの

ご連絡をいただいております。また、末松農村振興局長も所用により欠席いたしますので、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たいと思います。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となっ

ております。よろしいでしょうか。 

 それでは、委員長、以後の議事進行について、よろしくお願いいたします。 

○委員長 おはようございます。 

 今日の議事は２点、中心は（１）アンケート調査結果についてでございますが、調査票を作

成する過程で、委員の先生方におかれましては、大変に貴重なご意見等をお寄せいただきまし

て、まことにありがとうございました。厚く御礼申し上げたいと思います。 

 そのアンケート調査の結果がまとまりましたので、まずその点について、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 今日はどうもありがとうございます。 

 アンケート結果の説明に入りたいと思います。 

 資料１、資料２で市町村アンケート、それから農家アンケートの結果の概要を取りまとめて

おりますけれども、本体の方が分かり易いと思いますので、資料３、資料４を使って説明をさ

せていただきます。 

 第２回の検討会におきまして、市町村に対するアンケートと、農家等に対するアンケートを

実施するということで、調査したところでございます。 

 まず、資料３の転用期待等に関する市町村アンケートの結果でございます。 

 お手元の資料ページの１ページからでございますけれども、調査方法等につきましては、農

振整備計画を策定しております全国1,598市町村を対象といたしまして、都道府県を経由いた

しまして、メールで調査票を配布し、市町村の農振とか転用、それから農地の流動化の担当の
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方が相談して、これに回答していただくように依頼したところでございます。 

 回収状況につきましては、資料３ページでございます。回答数が1,577、回収率につきまし

ては98.7％の回収ということになっております。 

 では、中身でございますが、５ページでございます。 

 回答のあった市町村の属性について、まず説明させていただきます。 

 都市計画区域の状況につきましては、こちらにまとめておりますように、都市計画の線引き

をしている都市計画区域があるところは33％、非線引きの都市計画区域だけがあるというとこ

ろは45％、それから都市計画区域はないというところが22％という回答状況でございます。 

 それから、次に農業地域類型の状況でございます。農業地域類型というのは、旧市町村単位

で設定されておりますために、１つの市町村の中に広域合併が進みまして、複数の農業地域類

型をあわせ持つということがございます。このため、アンケートの回答数の合計がアンケート

の回答市町村数1,577を上回ることになります。 

 ６ページでございますけれども、農業地域類型につきましては、こういう定義でございます。 

 では、中身でございますけれども、まず７ページでございます。農地の転用状況について、

近年の面積ベースの動向について、過去といいますか、10年ぐらい前に比べて、どのような状

況ですかと聞いておりますけれども、こちらにつきましては「増加傾向」というよりも、「同

程度で推移」というものが一番多いわけでございますけれども、「増加傾向」、それから「や

や減少」というところが、ちょうど半々という状況でございます。 

 実際の農地転用の統計を見ますと、10年前の平成15年では年間約１万8,000ヘクタールぐら

いあったところでございますけれども、平成25年のデータでいきますと、１万3,800ヘクター

ルということで、やや統計上は減少してきております。ただ、近年、太陽光発電等に伴って、

やや増加傾向にあるということでございます。 

 続きまして、問３の関係でございますけれども、農家等の転用期待に対する意識について聞

いております。それを農業地域類型別に聞いたわけでございます。 

 こちらについて、合計のところでいきますと、「転用期待が強く意識されている」というの

が14％、「ある程度転用期待が意識されている」というものが43％ということで、合わせまし

て57％程度は意識されているところでございます。特に、都市的地域ほど転用期待に対する意

識が強く感じられるという傾向です。一方、山間農業地域になるほど意識されていないという

ウエートが高くなるという状況でございまして、かなり地域差があるというふうに読み取れる

ところでございます。 
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 続きまして、８ページでございます。農家等の転用期待に対する意識につきまして、10年ぐ

らい前と比べてどのような状況かと聞いております。これにつきましても、先ほどの意識との

傾向がよく似ておるわけでございますけれども、「転用期待が強くなっている」というものが

11％。「ある程度強くなっている」というものが31％。一方、「意識の変化はない」というも

のが42％という状況で、都市的地域ほど強くなっている傾向を感じているという状況でござい

ます。 

 ９ページでございます。こちらは転用期待に対する意識が都市計画法なり、農振法の土地利

用計画区分、それから地域の状況で意識の差があると感じますかということを聞いております。

これにつきましても、都市的地域ほど地域の状況等、土地利用計画区分等によって意識の差が

あるという状況でございます。こちらにつきましても、都市から山間につきまして、かなり意

識の差があるという状況でございます。 

 続きまして、10ページでございます。「農業振興地域内で、農家等の転用期待の意識が強い

と感じるのは、どのような地域の農地であるか」ということを複数回答で聞いております。こ

ちらにつきましては、やはり国県道等の沿道であるとか、住宅等が集積している市街地の周辺、

それから、市街化区域あるいは用途地域内の周辺といったところで強く意識されていると感じ

ると。それから、少し毛色が変わりますが、９番目の項目の「耕作放棄が多い地域」というも

のも、やや高い割合となっております。また、11番目にあります「特に転用期待の意識が強い

地域はない」というものも、かなりあるという状況でございます。 

 続きまして、11ページでございます。農家の転用期待に対する意識は、地域内でも個人の考

え方によって差があるかどうか、個人差を聞いております。合計で見ますと、「かなりある」、

「ややある」というものを足しますと、約半分以上は個人差を感じられているということかと

思います。こちらにつきましても、都市から山間ごとに地域差があるという状況でございます。

一方、山間農業地域になりますと、ほとんどないというウエートがかなり高くなってきており

ます。 

 続きまして、12ページでございます。こちらは平成21年に農地法等を改正いたしまして、転

用規制の厳格化を図ったところでございますけれども、この転用規制の厳格化というものが転

用期待の抑制等にどれぐらい効果があったかを聞いております。これにつきましては、「かな

りの効果があった」、それから「一定の効果があった」を合わせると、合計でいきますと、約

７割の市町村が、効果があったと答えております。これにつきましては、都市・平地・中間・

山間というふうに地域差が比較的、今までのものに比べたら少ないということでございます。 
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 それから、「その他」という意見が、少しウエートがあるわけでございますけれども、その

他の主な回答を下に整理させていただいております。「改正以前から転用期待はほとんどなか

った」と、それから、「もともと転用期待とか件数が少ない状況であって、効果の評価が難し

い」というような回答が多くございました。その下の方にもありますけれども、「農地転用の

抑制効果はあったけれども、転用期待の抑制効果はなく、住民の不満はふえている」とか、

「優良農地以外でも転用ができなくなってしまった」というような意見もございます。 

 それから、さらにその下の（７）のところです。（６）の質問で、「余り効果がなかった」

とか、「ほとんど効果がなかった」というものを選択した場合、その理由は何かということを

聞いております。主な回答としましては、「もともと転用期待がなかった」とか、「もともと

転用事例が少ない」とか、「法改正の転用規制の厳格に関係する、そもそも案件がなかった」

とかいうこと。それから、「高齢化とか、担い手不足、鳥獣害、農産物価格の低迷など、要は

営農意欲の低下から生まれる転用期待の抑制にはなっていない」といったような回答が多くご

ざいました。 

 続きまして13ページでございます。問４の転用期待の影響を聞いております。これからが特

に今回の検討会の中心的な指標になるかと思います。（１）で「農家等の転用期待があるため

農地を担い手に貸さないなど、農家等の転用期待が農地流動化の支障となっていると思うか」

ということを地域別に聞いております。 

 これにつきましては、合計のところで見ますと、「かなりそう思う」、「ややそう思う」と

合わせまして約16％。一方、「余りそう思わない」、「そう思わない」というものが84％とい

うことで、「そう思わない」という回答が多くを占めています。 

 先ほどの、転用期待の意識が強いという都市地域においては「かなりそう思う」と「ややそ

う思う」を合わせても30％で、「そう思わない」という回答がかなり多いという状況です。 

 こちらにつきまして、クロス集計もしておりますので、少し紹介します。市町村の都市計画

区分によるクロス集計を、この問いに対してかけてみました。22ページでございます。 

 転用期待があるため担い手に貸さないなどの流動化の支障となっているかというものを「線

引き都市計画がある」ところと、「線引き都市計画はない」というところにクロス集計をかけ

ております。 

 先ほどのものと、どの地域においても、ほぼ同様の結果となっているところでございます。 

 また、戻らしていただきまして、14ページでございます。（２）でございますけれども、こ

の「農家等の転用期待が農地流動化の支障となっている場合に、新たな対策を講じる必要があ
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るか」ということを聞いております。「必要がある」と答えている市町村が約17％、「必要は

ない」と回答しているのが27％、「わからない」というのが、これが一番多いわけですけれど

も、53％という結果でございます。「必要がある」よりも「必要がない」というほうが高い結

果となっておるところでございます。 

 その他というものも34％あるわけですけれども、その主な回答につきましては、下に整理し

ているとおりでございまして、「転用期待が農地流動化の支障となっていない」、「そもそも

農業経営の改善だとか担い手不足の対策が必要である」、「基盤整備を行うべきである」とい

うような意見がございました。 

 続きまして、15ページでございます。こちらにつきましては、先ほど「新たな対策を講じる

必要がある」という回答をされた市町村に、「支障となっている場合、流動化の推進のために、

どのような対策を講ずるべきか」ということを複数回答で求めております。 

 一番多かったものは、「転用期待と同程度のメリット措置を講じる」ということで回答市町

村の約51％がこれを選択されています。次に多かったのは、「効果的な対策は思いつかない」。

その次が、「転用利益に対する課税等によって転用利益を徴収する」で21％。それから、「農

用地区域の変更を一定期間認めないなど、転用規制を厳格化する」が19％ということでござい

ます。その他も10％ございますけれども、「荒廃農地に対する課税強化」、「農地で保全する

メリット措置を講ずる」、「太陽光発電への転用を認めない」などのご意見がございます。 

 それから、その他の主な回答を整理しておりますけれども、カテゴリー分けして、同じ内容

の回答を回答数の多いものから順に並べております。 

 問４の（３）につきまして、クロス集計をしたものを紹介いたします。25ページです。 

 25ページに都市計画区分によるクロス集計をしております。いずれの区域内でも、転用期待

と同等のメリット措置を講ずるべきというご意見が一番多くございました。特に線引き都市計

画のある、比較的都市部に近い地域だと思われますけれども、こういうところでは58％という

状況でございます。 

 27ページ以降に、アンケートの一番後ろに「その他ご意見等ありましたら、自由に記入して

ください」という自由意見を書く欄をつけておりましたけれども、これに対して各市町村から

色々なご意見が出ておりまして、今後の検討の参考になると思い、固有名詞を伏せた以外は基

本的に入力の順で、カテゴリー分けとか特にせずに掲載させていただいております。 

 「農業の状況が厳しくなる中で、担い手の確保が必要である」、「農産物価格の低下の中で

農家の営農意欲が低下している」、「鳥獣害に大変困っているので、それらの対策がないとう
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まく進まない」、それからＴＴＰとの関係とかございますし、「太陽光発電について、かなり

それが影響しているので、それらの対策も必要ではないか」というような話などいろいろとご

ざいますので、参考にしていただければと思います。 

 以上が、市町村アンケートの結果でございます。 

 では、続きまして、資料４の農地転用・農地流動化に関する農家アンケートの調査結果をご

紹介させていただきます。 

 こちらの調査方法でございますけれども、１ページです。この農家等アンケートにつきまし

ては、農家等の意識を探ろうということで、全国の中から農家等3,120戸を抽出した上で、調

査票を送って調査をしております。 

 具体的には、北海道と沖縄を除く各県から無作為に23府県抽出し、合計25道府県を選びまし

て、全国農業会議所なり農業委員会系統組織のご協力を得まして、市町村農業振興地域整備計

画を策定している市町村を各県２市町村選んでいただき、その市町村ごとに担い手の方、兼業

農家の方、自給的農家の方がそれぞれ各20戸程度になるように合計60戸の農家の方を選んでい

ただきました。あらかじめ各農業委員会でその農家の方の住所地の農業地域類型区分、所有さ

れている主な農地の都市計画区分、農業振興地域区分を記入していただいた上で、各農家に調

査票を配布していただき、各農家から、回答調査票を農水省へ返送するという形で調査を実施

したところでございます。 

 その調査数等は、３ページに表で整理しております。こちらに掲げました都道府県ないし市

町村というところで調査を実施しておりまして、配布数3,120に対して、回収が2,254、回収率

は72％となっているところでございます。 

 こちらの結果は、５ページでございます。 

 まず回答いただいた方々がどういう方かということでございます。 

 まず、問１の関係です。回答者の年齢構成でございますが、55から64歳、65歳から74歳とい

う方々が、やはり中心的に回答していただいている。それから、農業経営の状況につきまして

は、専業的な経営というものが39％。次に多いのは農業以外が主の兼業、あと、それぞれとい

う形になっております。ここで専業的な農業経営というのは、必ずしも認定農業者だとか、そ

ういうプロ的なものかどうかまでは問うておりませんので、高齢で専業の方もこちらの専業的

なものという区分になっています。 

 それから、問３ですが、農業後継者の有無についても聞いております。一番多いのは「農業

後継者はいない」が34％、「後継者がいる」が24％、「未定である」が24％という状況でござ
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います。 

 続きまして６ページです。「所有されている主な農地の周辺に都市的な施設はあるか」を聞

いております。一番多かったのは「特段の都市的施設はない」が44％、次に多かったのは「国

県道等の幹線道路」という結果でございました。 

 続きまして７ページでございます。「あなたが所有している主な農地が農業基盤整備をやら

れているかどうか」農地の状況につきまして問うております。約53％程度は「ほとんどの農地

が基盤整備が終わっている」と、22％につきましては「基盤整備はまだされていない農地が多

いけれども、営農条件は良好である」と、２割が「ほとんどの農地が未整備で営農条件は良好

とはいえない」という回答でございました。 

 続きまして、問７でございます。「平成元年以降、所有農地を転用したことがあるかどう

か」ということを聞いております。一番多かったのは、「所有農地を転用したことがない」と

いう回答で、67％。ほとんどは転用されたことがないということでございます。一方、１番で

ございますけれども、「所有農地を自己転用」、要は自ら利用するための転用をしたことがあ

るというのが16％、「所有農地を転用目的で他に売却したことがある」、これは10％、それか

ら「転用目的で他に貸し付けたことがある」というのが６％という結果でございました。 

 続きまして８ページでございます。先ほどの問いで、他に転用目的で売却なり貸し付けたこ

とがある、要は譲渡したことがあるという方に質問をしておりますけれども、「その際、転用

譲渡に当たって、その価格をどのように決めましたか」というものでございますが、 も多い

回答は、「譲渡先からの提示価格をもとにして決めました」と、それから、続いて多いのは、

「周辺の土地の取引価格に合わせました」という回答がかなりのウエートを占めておりました。 

 続きまして、問９の関係でございますが、同じく「転用目的での譲渡をした」と回答された

方に聞いておりますけれども、この「所有農地を譲渡した際に代替する農地を取得したか」と

いうことを聞いております。74％が「取得していない」。「取得した」というのは14％。「

近は取得していないけれども、過去に取得したことがある」というのは９％という結果でござ

いました。 

 続きまして、９ページでございます。ここからが転用期待の検討とかなり関係している部分

でございますけれども、まず問10で、「あなたの所有農地のうち、自らが耕作を行わず、他に

貸し付けも行っていない農地」、管理耕作も含むということでございますけれども、そういう

農地があるかと聞いておりますけれども、これにつきましては、そういう農地が「ある」との

回答は28％、それから「ない」という回答、他に貸し付けて行っていないものが28％というこ
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とでございました。 

 問11で、「貸し付け等を行っていない農地がある」と回答された方に、それを「なぜ貸し付

けていないのでしょうか」という問いをしたところ、 も多かった回答は、３番目の「貸し付

けたいが、借り手がいないから」というもので47％。次に多かったのが、「その他」となって

おります。それから、「いつでも転用できるようにしておきたいから」、これが25％。続きま

して、「農地は家の財産であり、他人に貸し付けたくないから」、「安心して貸せる信頼でき

る借り手がいないから」というものが比較的多い結果となっております。 

 この中で、「その他」というものがございますけれども、その主な回答につきまして、下に

整理させていただいております。その他の回答の約７割以上が「他人に貸すには所有農地の条

件が悪い」という回答でした。 

 このように、比較的傾向が出ておるわけでございますけれども、これにつきまして、さらに

クロス集計等をかけております。 

 11ページ以降に、４つの類型についてのクロス集計をこの農家アンケートについて実施して

おります。 

 後の問11をクロス集計したものにつきましては、18ページでございます。この農業地域類

型区分のキーを使ったクロス集計でございますけれども、この結果につきましても、やはり遊

休化している所有農地を貸し付けていない理由で一番多いのは、「貸し付けたいが、借り手が

いないから」というものでございます。その中で、山間農業地域については、逆に「その他」

のところが一番選択としては多かったと。やはり農地の条件が悪過ぎるというものがウエート

を占めているのではないかと思います。次に、「貸し付けたいが、借り手がいない」、「いつ

でも転用できるようにしておきたいから」というものが多くなっております。 

 続きまして、19ページから、農家アンケートにつきまして、都市計画区分別にクロス集計し

ております。問11につきましては、26ページでございます。 

 都市計画区分、市街化区域内、市街化調整区域内、それから非線引き用途地域内、非線引き

用途地域外、都市計画区域外となっております。誤解のないように補足しますが、遊休化され

ている貸していない農地がここのエリアにあるというわけではなく、主な所有農地がどこにあ

るかという区分でございますので、必ずしも直接的にはリンクしていない面があるわけでござ

いますけれども、この中で特徴的なのは、「貸し付けたいが、借り手がいないから」というの

が相対的に多く、いつでも農地転用ができるようにしておきたいからというところにつきまし

ても、この市街化区域内と非線引き用途地域内の農家の方がかなり高いウエートを占めており
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ます。なお、これは回答者数にかなり差があるわけですけれども、それぞれの区域の回答者数

に占める割合で整理しておりますのでご留意願います。 

 その市街化区域内なり、非線引き用途地域内で「いつでも転用しておきたいから」という回

答が多いのですけれども、やはり市街化区域は転用につきましては届出制、非線引き用途地域

内については農地転用許可基準上、第３種農地ということで原則許可という状況ですし、やは

り転用需要等も高いということを反映しているんではないかと考えられます。 

 続きまして、27ページ以降で農業振興地域区分別にクロス集計をかけております。先ほどと

同じ問いにつきまして見てみますと、34ページでございます。 

 農用地区域内、農業振興地域の白地、それから農業振興地域外とに分けております。このい

ずれにおきましても、「貸し付けたいが、借り手がいないから」という回答が大変高い状況で

ございますけれども、農業振興地域外につきましては「いつでも転用できるようにしておきた

いから」という回答も高いという状況です。市街化区域なり、用途地域との関係もあるかと思

われます。 

 35ページ以降につきましては、参考までに、問11を全ての問いに対してクロス集計しており

ます。 

 また、41ページ以降に、回答農家の方々がいろいろな自由な意見を記載してきていただいて

おりますので、こちらにつきましても検討の参考に掲載させていただいております。 

 多い意見としましては、今まで一生懸命農業をやって農地の保全に努めてきたけれども、高

齢化し、農産物価格が低下する中で今後どうやっていくのかが不安であるとか、鳥獣害が深刻

となってその対策が必要であるとか、ＴＰＰの合意に伴って今後いろいろと不安であるといっ

たような意見、それから、地域の維持とか活性化のためには一定の農地転用をやっぱりやって

いく必要があるのではないかと。それから、大変圃場条件の悪い農地が多いので基盤整備を進

めていく必要があるのではないか、さまざまな意見が出されておりますので、参考までに掲載

させていただいております。以上が今回のアンケート調査の結果でございます。 

 以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。 

 それでは、質疑応答に入りたいと思います。 

 質問でも意見でも結構ですので、先生方から適宜。先ほどの市町村アンケート調査も含めて、

何かご質問等ありましたら、ご意見等も含めて、お出しいただきたいと思います。いかがでし

ょうか。 
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 私から、ちょっと 初に伺いたいのは、１つは市町村アンケートですけれども、市町村アン

ケートの資料の10ページから11ページですが、この11ページの（５）は、「農家等の転用期待

に対する意識は、同じ地域内でも個人の考え方によって差がありますか」というのは、農家に

転用期待があると、転用期待に対する意識があるというふうに答えた市町村というのは全部で、

どこかの地域では「ある」と答えていて、それを受けたこの質問が今の（５）、つまり全部の

市町村について、こういう回答が出てきているということですよね。 

○事務局 はい、そうです。 

○委員長 それから、10ページの（４）のところですけれども、「転用期待の意識が強いと感

じるのは、どのような地域ですか」ということで、９番目に「耕作放棄が多い地域」というの

がありますが、これはもしご存じでしたら教えていただきたいんですけれども、やっぱり太陽

光発電とかソーラーとかで第１種農地については、荒廃農地であれば建設できるというふうに

変わりましたので、そういうのを受けたことの反映でもあるのでしょうか。 

○事務局 そういう面もあると思いますが、この内容についてそこまでは細かく聞いていませ

んが、その他意見なり自由意見なりを見ていきますと、荒廃化していくという原因としては、

そこで農業やろうと思っても、とてもやれないと。条件も悪くて、もう山にするとか農地以外

に使うしかないと、ちょっと消極的といいますか、積極的に何かに転用したいとか、そういう

ことではなくて、そういう農地として使うのがなかなか難しいと考えられている人が増えてき

ているというようなことが、その他意見も出てきておりますので、そういうことも反映してい

るのかもしれません。 

○委員長 そうすると、森林転用みたいなものですね。 

○事務局 用途までは聞いていませんけれども、はい。 

○委員長 あと、先生方でご質問等あれば、ぜひお願いいたします。 

○委員 質問というよりも、この膨大なアンケートを見てのコメントというか、感想です。今、

委員長からも出ました10ページの転用期待の意識が強いと感じるのはどのような地域の農地な

のかという点です。転用期待されている農地についてはかなり限定性があるというように思い

ました。「市街化区域あるいは用途地域の周辺」、「国県道等の幹線道路の沿道」、「住宅や

商業施設が集積している市街地の周辺」の３つが40％を超えていて、ここが非常に高くなって

います。それ以外の回答はそれほど高くはありません。むしろ今ご指摘のあった「耕作放棄地

が多い地域」が高くなっていて、しかるべきところで転用が期待されているということだと思

います。それ以外のところについては、転用期待はそれほど高いとは見なくてもよいのではな
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いかなという印象を持ちました。 

 そして、13ページの問４に対する回答ですが、転用期待があったために農地を担い手に貸さ

ないなど、転用期待が農地流動化の支障となっていると思うか思わないかという設問です。こ

のパーセンテージも、都市的地域はそれなりの高さになっていますが、平地・中間・山間につ

いては非常に低く、トータルとして、こうした地域で農地の転用期待が農地流動化を阻害して

いるとは非常に言いにくいでしょうし、かつ、先ほど指摘しましたように同じ地域の中でも転

用期待がある農地は限定的であることも鑑みますと、都市的地域は例外としても、それ以外の

地域については、転用期待が農地の流動化を阻害しているとみることはできないというのが、

このアンケートの結果が意味している内容ではないかと思う次第です。 

 10ページのこの図を細かくさらに区分して見ていくと、例えば地域類型別に見ていけば、サ

ンプル数は少なくなってしまうので何ともわからないところがあるのですが、何かもう少し作

業をすると、今申し上げたことがもっとはっきり出てくるのかなとも思いました。これが市町

村アンケートについての私の感想であります。 

 それと、農家アンケート、資料４の８ページで、これは私がお願いして掲載していただいた

項目かもしれませんが、「農地を売ったときに代替地を買っているかどうか」についてです。

これをみても代替地を取得しているパーセンテージは下がっていますし、あるいはほとんどは

取得をしていないという結果となっています。昭和50年代には、この事業資産買換えの特例を

通じて転用地価が玉突き的に農村の奥へ奥へと波及していくという状況があったのですが、こ

うした事態はもうなくなってきていると見ていいと思います。そして、実際に農地の転用が起

こり、その期待が周辺に広がっていくということはもうなくなっており、実際に転用によって

高い地価を享受することができるのは、こうした道路沿いの地域に限定されてきていると見て

もよいと思うわけです。 

 ただ、気になるのは、中山間地域であったとしても、13ページの問５の図を見ますと、国県

道等の幹線道路の500メートル以内の農地については転用期待が思った以上に高くなっている

点です。そうするとやはり道路沿いというのは、常にそうした転用圧力というのは継続して存

在しているのかもしれません。ただし、これがどの程度の重みを持っているのかということは

もう少し検討する必要があると思っています。 

 しかしながら、本当の幹線道路から奥の条件のいい農地に対して、転用圧力が波及しており、

それが農地流動化の阻害要因になっているとは、この２つの図を見る限り、どうしても言うこ

とはできないと思ったということです。 
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 以上が、アンケートとご報告に対する私のコメントになります。 

○委員長 ありがとうございました。 

 委員には、この調査票を仕組むときにも本当にいろいろご指導いただいて、大変にありがと

うございました。 

 今のお答えの中で１つだけ確認というか、お伺いしたいのは、さっきの代替農地のところで

すけれども、これが 近では74％のところで、 近は取得していないという人が一番多いとい

うこと。そこの読み方ですけれども、ここからその転用期待が減少しているというふうにおっ

しゃったのは、要するに代替地取得をする側からのことか、あるいは代替地取得をされる側か

らのことか、あるいはそれともその両者を含んで両方言えるんだろうかと。つまり、代替地取

得をされる側からすると、今までの平均の土地価格よりも高く買ってもらえるのではないかと

いう期待がどうしても生じるわけで、その意味でやっぱり転用が周辺で進めば、うちの土地が

代替地取得の対象になって高く買ってもらえるかもしれないという期待が生ずると、そういう

意味での転用期待もあるかと思うのですね。 

 委員がおっしゃったのは、そちらですね。 

○委員 そちらです。 

○委員長 あるいは代替地取得をする側としても、税制上優遇措置が受けられるから、転用で

売れれば、その分全く譲渡所得税か、所得税を取られずに、他の農地を買い増せるという、そ

ういう意味での転用期待もあるのかな。あるかもしれない。 

○委員 前者です。 

○委員長 前者ですね。はい、ありがとうございました。 

 では、次の委員、お願いいたします。 

○委員 転用期待の話なので、市町村アンケートの14ページで「新たな対策を講じる必要があ

ると思うか」という問で、必要はない、わからないという回答が53％で、必要があるという部

分とわからないというのが、何か必要だとは思うけれどもわからないというような部分が大き

いのかなというふうに受け取るべきなのかなという、そこら辺が少し難しいところだなとは思

います。一方で、15ページの「流動化の推進のためにどのような対策を講じるべきか」という

ところでは、やはり転用期待と同程度のメリットみたいな話も出てきているので、対策は必要

ないとは言っていても、期待みたいなものがあるのかなというのが、市町村アンケートで一番

気になったところでございます。 

 それから、農家アンケートでは、「貸し付けたいが、借り手がいない」というのが非常に多
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いと思います。一方で、「貸し付けるための方法がわからないから」、「安心して貸せる信頼

できる借り手がいないから」が少ないですけれども、この方々が本当に貸し付けるために何か

積極的な行為を行っているかというと、必ずしもそうでもない方が結構あるのかなという気が

いたします。 

 35ページですが、「貸し付けたいが、借り手がいないから」という部分が、高齢者ではもち

ろんあるんですけれども、比較的やはり若い44歳以下とか、45歳から54歳というところでもあ

るので、実際は兼業していて、なかなか貸し付けたいけれどもという部分が結構出ているのか

なという感じがしました。 

 また、この年齢構成では、「農地転用できるようにしておきたいから」というのが、やはり

高齢者にいけばいくほど多くなるという点でも、高齢者は過去に農地転用や何かの事例を見て

いることが比較的多いので、やはり若年層になってくると簡単にはいかないというような、現

実に対する直視みたいなものが大きいのかなという気がいたしました。 

 あと、市町村アンケートの10ページの関連ですけれども、千葉県内でもインターチェンジの

周りだけ開発できるようにというような形をとっているところがあるのですけれども、それに

対するのは19％ということで比較的少なくて、相変わらずロードサイドへの出店等が多いのか

なというところが、市町村がやっている政策とは少し違うのかなと。そういった意味では、市

町村としては、逆に自然にしておくと余り開発圧力がないけれども、政策的に、意図的にイン

ターチェンジ周りとかに出していくという意図があるのかもしれないですけれども、実際には

それほどないのかなというところで、政策とのギャップみたいなところを少し感じました。 

 以上でございます。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 いろいろと細かく見ていただきましたけれども、今の点につき、先生方から特に何かご発言

ございませんか。 

○委員 転用期待と同程度のメリットというのは、資料３の15ページのところで出ていまして、

これがやはりパーセンテージが高いんですよね。このメリットが実際どういうことをイメージ

して農家が答えたかと、これは一番気になるところですけれども、例えば転用を規制するとす

れば、財産権の保証で、それをもし売った場合に得られる金額を補償してほしいと、こういう

ことだとすると、例えば先ほど私が気にしていた転用地価の影響を受けているとすれば、それ

はかなり高い価格で想定するわけですよね。もしその影響がないとすれば、それは非常に安い

価格になると思うのですけれども、この農村の奥にまで転用地価の影響があるかないか、ある
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いはこのメリットというときの期待価格をどれぐらいまで考えているかということは、この先

考えなければいけないところになるのかと思っております。 

 これが 初に私がコメントした内容との関連性が深そうなので、補足的なコメントという形

でさせていただいた次第です。 

 以上です。 

○委員長 ありがとうございました。 

 今の点は、15ページと、それからあとクロス集計した市町村アンケートの25ページあたりと

かかわってくると思います。25ページを見ると、線引き区域で一番高い数値になっていて、あ

と非線引き、都市計画がない地域が大体同じぐらいですけれども。ここら辺のメリットの意味

内容ですね。事務局から、どのようなイメージで市町村が答えたのかが分かりましたら、ある

いは、こちらの質問票をつくる際にどういう意図でつくられたかというあたりをお願いします。 

○事務局 先ほどのその他意見といいますか、それから自由意見の中に出てきますけれども、

やはり担い手を育成していくとか、例えば、具体的に出てくるのは、相続未登記の農地を流動

化しようと思ってもなかなかうまくいかないとか、そういう話であったり、あと、中間機構に

対して貸すときの条件だったり、いろんなことが書かれた部分もございますので、必ずしもお

金を渡すとか、そういうことだけではなくて、総合的な農業対策ということで、要はその上に

書かれております、例えば転用利益を徴収するとか、転用規制を厳格化する、かなり強制的な

措置ではなく、もうちょっといろんなメリットを農家として受けられるような対策を講ずるべ

きという形で市町村が選択をしているのではないかと推測しております。 

○委員長 そうしますと、そのメリット措置の中身は必ずしも金銭的な側面だけにとどまらな

いのではないかと。それで、回答では、いろいろこのメリット措置の中身について回答してい

るのもあった。今すぐにはわからないかもしれないけれども、そんなような理解でよろしいで

すね。 

○事務局 アンケートですので、なかなか回答した方々がどういうふうにお考えになってとい

うところがわからないのですが、今の流動化の関係でも、いわゆる奨励金と言われるようなも

のをお支払いしていますから、「転用期待と同程度のメリット措置」ということでいうと、市

町村の担当者の方々は、そのあたりの政策をよくご存じで書いていらっしゃると思うので、そ

ういった流動化についての様々な金銭的な奨励措置というのを、恐らくはイメージしていらっ

しゃるのだろうと思います。 

 その上で、それ以外の、その他の意見なども考え合わせると、やはり転用期待というものか
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らすると、何らかの形で 後はお金にはね返ってくる、農業振興施策も含めてですね。あと、

当然その税制措置なども含めて、転用しなくても農家の方々が農地を維持できるような支援策

というようなものをイメージされてということだと思います。 

○委員長 ありがとうございました。 

 今の点については、とりあえずよろしいでしょうか。 

 それでは、何かございましたら、お願いいたします。 

○委員 読み方が難しいなと思っていたのですけれども、市町村のアンケートを見ると、一言

で言うと、転用期待はあるけれども、そんなにそれが流動化の支障にはなっていませんよとい

うことなのかなと思いました。 

 というのは、７ページで転用期待そのものの存在については、山間農業を除けば半分ぐらい

は意識しているんじゃないかということだけれども、実際にそれが流動化の支障になっている

かというと、13ページを見ると圧倒的に赤いところが小さいですよね。なので、大きな結論と

しては、存在しているけれども、そんなには影響してないのではないかということかと思いま

した。 

 次の14ページも、質問の仕方が、そもそも転用期待が農地流動化の支障となっている場合に、

どんな必要があるかで、大体皆が支障になっていないと思っているので、多分この（２）は答

えようがありませんという感じと思います。このため、ここより後ろの質問は、やや信頼性が

落ちるなと思って見ていたところです。 

 農家のアンケートでは、これはなかなか読み方が難しいと思って見ていたのですけれども、

問11、その中でも特に「いつでも農地転用できるようにしておきたいから」、これがやや問題

のある回答なんですよね。 

 ただ、これは問10で１を選んでいる人だけなので、つまりそういう農地が今ある人だけに聞

いているので、そういう農地がある人というものの属性をやっぱりきっちり見ておかないと、

問11とほかのものをたくさんクロスしても、多分本当に大事なのは問10で、どういうところで

こういう遊休農地が出てきているのかという、そちらの属性が大きくきいているのではないか

と思います。 

 是非、問10と色々な問とのクロスをつくっていただいて、どういう場所なのか、あるいは年

齢なのか、あるいは経営形態なのか、特に、どうやら地域的には、どこでも割と満遍なく出て

いるみたいですね。例えば、25ページを見ると、これは都市計画区分ですけれども、余り変わ

りません。どの区分でも２割ぐらいはあるということですよね。 
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 だから、地域よりはむしろ何か別の要因でこれが出てきているのであれば、そちらと多分い

つでも農地転用みたいな話が関連しているのか。１つは年齢とか、それから後継者がいるほう

がむしろこの農地転用で置いておきたいみたいなほうが多いのですね。だから、多分それは何

か見かけ上そうなっていて、真の要因はどこかに隠れているのではないかと思うのです。 

 普通に考えると、後継者がいる方がそういうことはおきないはずです。だから、年齢だとか、

何か別の真の要因はどこかに隠れちゃっていて、ちょっとそこが見にくいなと思っていたので、

ぜひ何か。そもそも遊休農地がどういうところで出てきているか。それをもう少し細かく見て

いただくと、いつでも農地転用できるようにしておきたいからというものの解釈も、もう少し

明確になるかなと思いました。 

 以上です。 

○委員長 ありがとうございました。 

 とりわけ農家アンケートの問10を中心にお話しいただきましたが、市町村アンケートの14ペ

ージの支障となっている場合、新たな対策を講ずる必要があるかないか、これは支障となって

いると答えた市町村だけが回答しているわけですよね。 

○事務局 全部です。 

○委員長 これは全体ですか。本当だ1,574だ。 

○委員 だけど、もともと支障となっていないようなところだと、もう、自動的に多分「わか

らない」が多いですよね。 

○委員 そこだけを抽出して集計してもらったほうがいいかもしれないですね。 

○委員長 そうですね。 

○委員 支障となっているという、13ページの問４について、「ややそう思う」ぐらいまでの

ところだけで、集計していただいたほうがいいのかなと。 

○委員長 そうですね。そこはある意味じゃ技術的な問題だから、やろうと思えばすぐにでき

ますね。 

○事務局 多分できると思います。やってみます。 

○委員長 それから、問10、11ですね。この問10のクロスが25ページ、26ページですね。ここ

ら辺は、先ほどの委員のお話でも、もう少し聞き方を工夫してみると、もう少し本当のことが

わかるかもしれない、そういうご趣旨ですね。 

○委員 あと、この年齢とか、それから後継者のあるなしだとか、そういうところと、この遊

休地が出ているかどうかというもののクロス集計をされたら。今、地域別はもう出ているので、
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これでいいと思いますけれども。 

○委員長 そうすると、それも技術的な問題というか、やればできますよね。 

○事務局 はい。また改めて分析させていただきます。 

○委員 他の委員のご指摘を受けての発言となります。資料４の35ページで、年齢を見ますと、

「いつでも農地転用できるようにしておきたいから」というのは若い人ほど低くなっています。

例えば、これが都市近郊だとすると、若い人がまだ農業を続ける意欲があるので、まだ農地を

転用したくないと思っている、あるいは、まだ自分が若いので相続を射程に入れた土地活用な

どの対策を立てるのはまだ早いと思っていることを反映した結果かもしれません。 

 また、気になっているのは、例えば、都市的地域、平地農業地域、中間農業地域と山間農業

地域を一緒にして中山間地域とすると、それぞれサンプル数が大体200を超えますが、この農

業地域類型別に、この図を作成してみると、もしかすると都市的地域ではこうした傾向（若い

人ほど農地の転用に消極的）が強く出ているとか、あるいは中山間地域では「貸し付けたいが

借り手がいないから」の割合が非常に高く出るとか、そうした結果が、年齢の違いも入れてい

くと出てくるかもしれないと思いました。現在の表は２つのクロスですが、さらにもう一つク

ロス集計をかけたら、地域特性が出てくるかなと思いました。 

 ただし、余りサンプル数が減ってしまうと、パーセンテージを出す意味がなくなるのが厄介

なところです。都市的地域で、こういう農地があると答えているのが154で、平地が193で、中

間が182で、山間が39なので、中間と山間を足すと200を超えますので、もしかしたら傾向が出

てくるかなと思ったということです。もちろん、この作業をしても結果は出ないかもしれませ

んが、もしかすると何か新しい発見があるかもしれません。 

○委員長 ありがとうございました。 

 今のは、農家アンケートの35ページのクロス集計、問11関係をクロスのクロスといいますか、

もう一つクロスをかけて地域ごとに出してみたらどうかということです。ご指摘ですけれども、

これもやろうと思えばできますよね。 

○事務局 そう思います。サンプル数がかなり限定的になるのですが。 

○委員長 そうすると、今までの委員の先生方のご意見等をお聞きしますと、検討会のメイン

テーマである転用期待が農地の流動化に支障を来しているかという点と、もしそうだとすると、

転用利益の公共還元の必要があるのではないかという、２つあったわけですけれども、第一の

前者で恐らくそれは、全国的に見ればあるとは言えない。ないであろうと。あるいは強くはな

いであろうということは、このアンケートを御覧になった先生方の共通のご意見であるという
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ふうに、恐らく考えてよろしいかと思います。 

 もう少し、ですから先ほど幾つか注文がありましたように、クロスのさせ方とかをもう少し

工夫してみると、もっと興味深いデータが出てくるかもしれないので、それは引き続きお願い

することにしたいと思います。 

 今申し上げた点の前者が一般的に言えるとすると、必然的に後者はあえて議論しなくてもい

いということになるのでしょうか。つまり、転用利益が農地の流動化を阻害しているとは言え

ないということが一般的に言えるとすれば、公共還元のあり方をどうにかしろということは、

論理的にはこの委員会の付託外の事項になるというふうに考えてよろしいでしょうか。 

○事務局 まず、そこの点ですね。転用利益の還元というもの、これは唯一の方策ではないわ

けですけれども。ただ、そこの点について、ないとまで言い切る、結論を出すのは、まだそん

なに急いでいただかなくていいのかなと考えています。 

 ただ、委員長がおっしゃるように、このアンケート結果、市町村の担当の方、あと農家の

方々のアンケート結果などからいうと、転用期待が流動化に支障を及ぼしているということに

ついては、全体的に懐疑的な意見が強いのかなと思いますので、その転用利益の還元というこ

とを考えるときに、やはりこの点をよく頭に置いて、今後議論を進めていただく必要があると

考えております。 

○委員長 そうしますと、引き続き利益の還元も、まだ検討事項としておくということですね。 

○委員 余りいいかげんなことを言っちゃいけないけれども、この農家アンケートですね。資

料４の９ページ見ると、さっき言ったように、問10と問11で、やはり問11の１が問題ですよね。 

 これは、もともとそういう農地を遊休化しているのが28％なので、全体から見ると0.28掛け

る0.25で、７％ですね。市町村アンケートを見ると、13ページの転用があるため貸さないなど、

要するに農地流動化の支障となっていると思いますかというのは、全体で見ると、「かなりそ

う思う」というのが２％で、「ややそう思う」が14％なので、７％ってかなりいい数字だと思

います。大体それぐらい、どうやら問題のある事例は、100あると７つぐらいはそういう事例

みたいだと。それを大きいと考えるか、小さいと考えるか、あるいはその７に対してはこうい

うことをやったほうが良いか、やらないほうが良いかという感じだと思います。 

 ですから、全体で見ると、７％ぐらいそういうことが生じているらしいというところまでは、

これらのアンケート間で整合しているのかなと思ったので、それをどれだけ政策努力で潰して

いくと流動化がどれぐらい動くかみたいな、そういう効果も見ていくのかと思いました。大き

い、小さいの判断は難しい数字だと思いますね。 
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○委員長 どうもありがとうございました。 

 地域類型でも多少差は出てくるかもしれないけれども、全国レベルでいうと、今委員がおっ

しゃったような７％前後あたりということですよね。それをどう扱うかということは、引き続

き、またこの委員会の検討課題とさせていただきたいと思います。 

 それでは、ほかに何かございますか、今の点というか、このアンケートの件につきまして。 

 よろしいですか。 

 それでは、その次の議題ですね。その他についてということで、現地関係者ヒアリングにつ

いての、事務局からの説明をお願いいたします。 

○事務局 では、お手元に委員限りということで、資料配付をさせていただいておりますけれ

ども、関係者現地ヒアリングの実施（案）というものをお配りしております。これは、第２回

検討会におきまして、関係者とのヒアリングをしてはどうかということでございました。 

 今回、この転用期待に関するアンケート調査結果が出たところでございますので、これらの

結果なり、今までの議論なりを踏まえながら、さらに自治体関係者だとか、農業者とか、転用

事業者という関係の皆様方に、地域の現地に赴いてヒアリングしてはどうかというふうに考え

ております。 

 タイミング的には、なかなかお忙しいと思うのですけれども、２月上・中旬あたりに都道府

県なり、市町村の農地の転用なり、流動化の担当者なり、農地中間管理機構の担当者なり、都

道府県農業会議の担当者という方に来ていただいて、ヒアリングをしてはどうかと。それから、

また、農業者ということで、担い手農家や農地の所有者にお集まりいただいて、お話を聞かせ

ていただければということにしてはどうかと。また、転用事業者といたしましては、農協の不

動産とかを担当されている方だとか、開発事業者ということで、なかなかどういう人というの

は難しいですけれども、不動産関係のいろんな協会が各県段階とかにありますので、そういう

方に来ていただいて、お話を聞いてはどうかというふうに考えております。 

 それから、実際のやり方でございますけれども、この検討会の委員の皆様と我々事務局が全

国５カ所程度の現地に赴いて、関係者の方からヒアリングしてはどうかと思っております。 

 なかなか委員の皆様方、大変お忙しいと思われますので、もし出席できないときには、事務

局でヒアリングした上で、結果を報告するという形にしてはどうかと思っております。 

 ヒアリングをどこで行うかということでございますけれども、これは今までの議論なり、そ

れから後ろに参考といたしまして、今回の市町村アンケートにつきまして、都道府県別にクロ

ス集計をした結果をつけさせていただいておりますし、委員限り配付資料の３番目に、各県ご
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との農地の集積状況の表をつけさせていただいております。これは参考でございますけれども。 

 こういったものを見ながら、比較的流動化が進んでいる地域なり、それから転用期待の多い

地域なり、逆に少ない地域といったところがいろいろとあるわけですけれども、そういうもの

を見ながら、東北とか関東、それから北陸、近畿、九州、こういうところから都道府県を１つ

選んだ上で、その県に、例えば市町村の都市に比較的近いところの市町村なり、平場の市町村、

それから中山間の市町村と、類型的には３つぐらいの方に代表して来ていただいて、ヒアリン

グしてはどうかというイメージで考えております。 

 それから、また、自由な意見交換ができるように、ヒアリング自体は非公開の形でやっては

どうかというふうに考えております。 

 ２ページ目でございます。ヒアリング項目の案につきましては、これは前回第２回の検討会

のときのものをほぼそのまま移植しております。今回のアンケート等でさらに補足して聞いて

いくべきことや今後の検討に向けてさらに聞いてはどうかということをヒアリングしてはどう

かというふうに考えております。 

 いろいろと内容的に、さらにこうすべきとか、それから実施方法についてもこうすべきと、

いろいろと委員の皆様方の意見があろうかと思いますので、お伺いできればと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、何かご意見、あるいはご質問等ありましたら、

お願いいたします。 

○委員 私は、この領域は専門ではないので正確に言うことができないのですが、先ほどのア

ンケートの結果もそうですが、農地の転用というのは結局、農業サイドからすると受け身の話

ですよね。転用価格にしても、どういうところの農地が転用されるかにしても受け身でしかあ

りません。そうだとすると、この自治体の関係者のヒアリングのところでは都市計画サイドと

いうか開発サイドの方々、農業、農政関係とは違う都市計画サイドの方々の意向や、彼らがマ

スタープランをどのように策定しているのかといった点について、そのあたりの事情は私には

わからないところが多いので、他の委員からアドバイスをいただければと思いますが、そうし

た部署や組織もヒアリングの対象に含めたほうがよいのではないかと思いました。道路の問題

もあるでしょうし、商業地域の開発の問題もあるでしょうし、そうしたものを含めないと、農

地の転用はわからないところがあるように思いますので、調査対象を広げてみたらどうかと思

うのですが、どうでしょうか。 
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○委員 よろしいのではないかと思います。これはヒアリングで、そんなに数は行けないと思

うので、どういうところに行くかですよね。 

 だから、転用期待が全く無さそうなところを選んで５つ行ってもしようがないし、かといっ

て、あるところばかり行って良いのかというと、それもちょっと。だから、整備中の高速道路

の沿道の市町村、特に大都市圏の環状型の高速道路は、物流基地がどこも足りないので、めち

ゃくちゃ転用期待は上がっているところばかりだと思います。そういうところばかり狙って行

くのも、少し問題があると思うので、どうミックスして行くか。そういう宅地型の転用だと都

市計画に聞くというのは非常に意味があると思いますけれども、今日の議論でもあったように、

太陽光型の転用は、都市計画に聞いてもほとんど何も分からないので、行く場所によって相当

狙いをつけて、今回のアンケートでどういうパターンで答えているのかということから選んで

いった方が良いのではないかと思います。 

○委員 このアンケート調査結果について、「強く意識されている」に「転用期待がある程度

意識されている」を含めると、例えば、千葉、埼玉なんかは強く意識されているというのは

10％台だけれども、ある程度というところまで含むと61％、67％となっています。４ページで、

10年前より強くなっているというところに、例えば、埼玉、千葉があります。先ほどの三重は、

シャープとか、いろんな関係で、宅地なのか、ロードサイドなのか、工場なのか、太陽光発電

なのか、そのあたりも。香川は四国の中でも高いですけれども、そういうのが実際にどうなの

かというところを、少し実態を把握していくのかなと。 

 前に千葉の太陽光発電のお話もさせていただき、80ヘクタールというのをお話しさせていた

だきましたけれども、千葉県で、大店法の審議会やっていますと、毎月５件は県内で大規模店

舗が出ているという実態が続いているので、そういった意味では、農業も結構盛んにやってい

ますけれども、ロードサイド店とかの問題があったり、一方で安房とか鴨川に行くと医療難民

とかという感じで、限界集落に農地を持っていても、そんなになってきているというような状

態があるので、その辺、プロトタイプというか、狙い撃ちしないと、多分、他の委員がおっし

ゃられたように、どこでも同じようなものだけを聞いても仕方がないので、その辺がちょっと

気になります。 

○委員長 ありがとうございました。 

 ３委員、いずれもほぼ共通していて、要するに、同じような結果が出てくるようなところで

調査しても仕方ないので、転用の種類とか地域性、その２つでしょうかね。それによって、聞

く相手方も多少違ってくるであろうということですよね。場合によっては、安藤先生が言われ
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たような都市計画サイドの人に調査に加わっていただく、ヒアリングの対象として加わってい

ただくということも考えたほうがよろしいのではないかということだと思います。私もそうだ

と思います。 

 手法としては、まず５つの都道府県選ぶわけですよね。その５つの都道府県の中で、具体的

な自治体を１つだけ選ぶのですか。 

○事務局 これから調整しないといけないのですが、３つぐらいかなと思っています。 

○委員長 ３つとして、先ほどおっしゃった都市、平場、中山間とお考えになっていたわけで

すか。 

○事務局 そんなイメージです。 

○委員長 そうすると、それぞれの都道府県の中で３つ選んでもらったものが、それぞれ共通

のような特徴ではなくて、それぞれの転用の種類とか、転用期待が違っているような、転用期

待の種類が違っているようなものを仕組んで。 

○事務局 時間の都合もありますので、１つの会場に３市町村来てもらうなら、その自治体関

係者を一緒にヒアリングしてはどうかと、思ったりもしています。市町村まで行くと、移動に

ばかり時間がかかるかなと思っています。 

○委員長 それは、要するに１カ所に集めてということですよね。来ていただいてという。 

○事務局 イメージ的には、そう思っています。ご意見いただければ、検討します。ただ、そ

れぞれに行くとなると、かなり皆様、忙しい中で難しいかと、思っています。 

○委員長 本当だったら、それぞれ行ったほうがいいのだろうけれども、なかなか難しいかも

しれないですよね。来ていただくという形になるのはやむを得ないかもしれないですね。 

○事務局 県庁所在地です。 

○委員長 ええ。 

 ほかに何かございますか。 

 では、今、委員の先生方から出たご意見を踏まえて、ちょっと選定を進めていただければと

思います。 

 それでは、今日の議題は２つですので、この辺で議論を終えたいと思います。 

 何か先生方からございましたら、別件でありましたらお願いいたします。 

 もし無いようでしたら、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、大変ご貴重なご意見、ご審議いただきまして、ありがとうございました。 
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 次回の検討会でございますが、先ほどの現地関係者ヒアリングを２月とご説明しましたけれ

ども、その実施した後の３月ごろに第４回を開催する予定として考えております。 

 改めて事務局より議題、日程調整のご連絡を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。 

 以上をもちまして、本日の検討会は閉会と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３６分 閉会 


