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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 ４ 回） 

 

                    日 時：平成28年３月25日（金）10：00～11：30 

                    場 所：農林水産省 共用第３会議室 

                        （農林水産省 北別館８階） 

 

会 議 次 第 

 

１．開  会 

２．議  事 

 （１）関係者現地ヒアリングの結果について 

 （２）その他 

３．閉  会 

 

【配布資料】 

資料１ 関係者現地ヒアリング概要 

資料２ アンケート調査結果の追加集計整理 
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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４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。 

 私は農村振興局農村計画課課長補佐の久保でございます。議事までの進行を務めさせていた

だきますのでよろしくお願いいたします。 

 本日の出席状況でございますけれども、末松農村振興局長は所用により欠席いたしますので、

ご了承お願いいたします。 

 なお、三浦農村政策部長は所用により11時30分ごろまでの出席とさせていただきますので、

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、それから資料１、

資料２でございます。資料漏れがないかご確認をいただきたいと思います。よろしいでしょう

か。 

 また、お手元のチューブファイルでございますけれども、第１回から第３回までの検討会資

料をとじておりますので、適宜参考に御覧いただければと思っております。 

 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。お疲れさまでございます。 

 それでは、議事次第の２の（１）ですが、関係者現地ヒアリングに、この２月、３月と、事

務局中心に委員の先生方も含めて行ってまいりましたので、その結果を、関連の資料とともに

ご説明をお願いいたします。 

○事務局 では、資料の説明をさせていただきます。 

 お手元の資料の、資料１の「関係者現地ヒアリング概要」を御覧いただきたいと思います。 

 本検討会といたしまして、転用期待の流動化に及ぼす影響等について検討することを目的に、

現地ヒアリングを実施したところでございます。 

 お手元の資料の３ページを御覧いただければと思います。 

 こちらで、アンケート調査結果等によりまして、転用期待の状況と、地域の地域性とを考慮

いたしまして、現地関係者ヒアリングの対象県として、この表にございますように、宮城、千

葉、富山、島根、大分の５県を選定いたしました。また、市町村の関係でございますけれども、

農家アンケートにご協力をいただいた仙台市、佐倉市、南砺市、松江市、宇佐市で、それぞれ
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ヒアリングをすることといたしたところでございます。 

 ５ページでございますけれども、このヒアリングにおきましては、都道府県の関係者、それ

から市町村の関係者、それから農業者の方々、それから転用事業関係者の方と、この４つのカ

テゴリーのヒアリング対象者ごとに、その隣にありますヒアリング事項についてヒアリングを

実施してきたところでございます。 

 なお、今回のこのヒアリングにご参加いただいた委員の皆様、ありがとうございました。 

 各地域ごとのヒアリングの詳細版につきましては25ページ以降にありますが、これを使いま

すと時間がかかりますので、９ページ以降にその主要な意見を整理した表を作成いたしました

ので、こちらで説明をさせていただきます。 

 まず、９ページからでございます。 

 こちらが都道府県の関係者、農振、転用だとか農地の流動化、それから農地の中間管理機構、

それから県農業会議の担当の皆様にお集まりいただきまして、ヒアリングをしてきたところで

ございます。 

 まず、都道府県の農地転用や農地流動化の状況という関係でございます。 

 まず、宮城県におきましては、震災復興のための住宅移転等の転用が、25年をピークに大幅

に増加したところでございますけれども、その後落ちつきつつあるという状況のようでござい

ます。 

 それから、農地の流動化でございますけれども、こちらにつきましては、流動化は着実に進

み、集積率は毎年１％ずつ上昇し、集積率は50％になっているという状況ということでござい

ます。 

 千葉県につきましては、農地転用件数、面積は、近年微増傾向ではございます。東日本大震

災以降、沿岸部から内陸部へ住宅移転とか学校等の公共施設の移転も行われている状況になっ

てきている。それから、中間管理事業の実績については、26年は低位であったけれども、27年

は増加する見込みになっている。 

 千葉県は、農外収入を得やすい環境ということもあって、農地活用への関心が薄いというこ

ともあって、農地集積にはマンパワーが必要であるというような話がございました。 

 富山県につきましては、平成に入って転用、面積とも減少傾向でございまして、大規模転用

は少なくなっているとか、富山県では集落営農を推進しておるわけでございますけれども、集

落営農数はもう増えないで、集落営農自体は、集落農地を守るということをメインテーマとし

て組織されているために、経営面積は拡大しない。そういうこともあり、個別経営体の規模拡
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大にも取り組んでいこうということでございます。 

 島根県につきましては、農地の転用件数、面積とも16年から25年の10年間で約７割減少して

きている。特に21年の転用規制の厳格化で減少しているということとか、流動化の関係では、

中間管理事業の実績は増加しつつある。圃場整備を進めた地域では流動化が進んできていると

いうことでございます。 

 大分県では、農地転用関係では、太陽光発電施設の関係でかなり増加したけれども、昨年の

系統接続を中断するというようなこと以降、大幅に減少してきている。 

 中間管理事業につきましては、地域に浸透してきているということがございまして、ただ、

利用権設定等は進みつつあるんですけれども、中山間地域などでは、高齢化などによって担い

手への集積というのがなかなか難しくなって、統計上は担い手への集積率が下がってきている

状況にあるというお話でございました。 

 続きまして、地域における転用期待に対する意識の状況という関係でございますけれども、

宮城県では、開発圧力がある一部の地域を別として、転用期待はあまりないんではないか。 

 千葉県では、バブルのころは顕著だったと感じるけれども、今後同じことはないと思う。 

 それから、転用期待は、東京近郊とそれ以外とは違い、開発機会のないところでは、期待は

少ないのではないか。 

 それから、主要道路沿いでは、転用期待は多少あるけれども、担い手がいない条件の悪いと

ころでは、貸したくても相手がいないというようなお話がございました。 

 それから、富山県では、転用期待は、市街化が進んでいるところや幹線道路沿いにはあるけ

れども、山間地や条件不利地域は、具体的な転用の話が少ないから抑えられているのではない

かというような話。 

 それから、島根県では、幹線道路沿線や都市部であれば企業に売りたい人はいるが、山間部

は転用期待はほぼないというようなお話。 

 それから、大分県では、転用期待についてはあまり聞かないとか、農業後継者のいない高齢

者は、開発の話があれば乗る傾向はある。そもそも開発案件が少ないというようなお話がござ

いました。 

 続きまして、11ページでございます。 

 こちらは、転用期待が貸借による農地流動化の阻害要因となっているのかということについ

てでございます。 

 宮城県につきましては、転用期待が農地流動化の阻害要因とはなっていないのではないか。
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それから、担い手が長期ビジョンを立てられず、規模拡大がままらない状況。また、圃場整備

された農地でなければ買い手は見つからない。農地をしっかり管理する借り手でなければ、農

地を貸さないというような話がある。また、世代交代が進めば、流動化は必然的に進むと見込

まれるというお話でございました。 

 千葉県では、地域による差が激しい。都市部に近いほど転用期待は高い。ただ、そのことが

貸借による流動化の阻害要因ではなく、人間関係などが要因であると感じますというお話でご

ざいました。 

 富山県では、転用期待が流動化の主要な阻害要因にはなっていないのではないか。兼業農家

では、農地を自分の資産という考えはもう薄れてきており、早く誰かに貸したいという思いが

強い。条件不利地域等の農地では、借り手の担い手がいないので、預けたくても預けられない

状況である。 

 島根県では、幹線道路沿線は中間管理事業の希望がなく、貸し借りの要望もないけれども、

転用期待が要因となっているわけではないようである。それから、転用期待があるから農地を

貸さないわけではないというお話でした。 

 大分県では、転用期待はあるかもしれないけれども、流動化の阻害要因ではない。他の要因

が大きいのではないか。流動化の阻害要因としては、相続未登記や担い手不足、自分の土地は

自分の手でやるという意識が強いことや、流動化のためのエネルギーが足りていないというよ

うなお話がございました。 

 農地流動化を進めるためにはどうすれば良いかということについてお伺いしてきたわけです

けれども、宮城県では、農地を流動化させるためには長期スパンでの対応が必要であり、長期

的視野に立った安定した施策が必要である。農地の出し手より担い手への支援が必要とか、転

用期待や流動化への支障がないので、転用期待を抑制するための新たな対策というのは、特に

必要ではないのではないかというようなお話がございました。 

 千葉県では、転用利益の還元については、業者にそれを上回る利益があれば、多少転用が減

ったとしても対症療法にしかならないのではないか。転用規制は今でも十分厳しくて、これ以

上厳格化する必要があるのかというようなお話がございました。今後、時間と労力をかければ、

着実に流動化の実績は上がっていくのではないかというお話でございました。 

 富山県では、農地の出し手に対してメリット措置があるので、農地の受け手に対しても直接

的なメリット措置を講じてほしいという話。 

 転用利益の徴収については、結果として転用が抑えられるのかよくわからない。 
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 それから、転用規制の厳格化については、現行の基準を踏襲すればよいのではないのかとい

うお話がございました。 

 島根県では、農地の出し手よりも受け手への支援を多くするとか、条件不利地への支援が必

要。あと、相続未登記農地に係ります所有者同意を簡易にすれば、流動化は進むのではないか

というお話。 

 それから、転用利益の地域還元については、地域に恩恵があると優良農地がかえって転用さ

れてしまうのではないか。 

 それから、転用規制の厳格化については、農地が動かなくなり、かえって耕作放棄地がふえ

るんじゃないかというようなお話がございました。 

 大分では、中山間では集積したくても集積が進まないので、平野部の土地利用型農業ができ

るようなところに絞って集積を進めるようなことをしてはどうか。 

 また、圃場整備事業にあわせて、担い手に貸すような換地計画をつくることが効果的ではな

いのか。 

 さらに、転用規制が強化されるということになれば開発ができなくなり、中長期的に見て地

域のためになるか疑問であるというようなお話がございました。 

 以上が都道府県ヒアリングの概要でございます。 

 続きまして、13ページです。今度は市町村の転用とか流動化の担当者の方々にヒアリングを

してきております。 

 まず、仙台市の、地域における農地転用や流動化の状況でございますけれども、これは県と

よく似ておりますけれども、やっぱり震災復興のための転用が25年をピークに増加したけれど

も、その後減少に転じております。 

 流動化については、1,000ヘクタールの集積がなされ、農地の利用集積が増加しつつある状

況。 

 千葉県の佐倉市では、太陽光発電施設の案件が多かったけれども、売電価格が下がって減少

傾向。流動化については、担い手がもう既に手一杯の状況になって、広いところは集積もスム

ーズですけれども、条件不利なところは残りやすい状況と言っていますというお話でございま

した。 

 富山県の南砺市では、転用につきましては、 近分家住宅がふえていますが、そのほかでは

資材置き場などがふえております。それから、中間管理事業の実施状況については、集落営農

の法人化の際に活用して、少しずつ増えてきている。 
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 松江市につきましては、25年に市街化区域編入があって、転用は増えたという状況だそうで

す。 

 それから、大分県宇佐市でございますけれども、近年太陽光発電施設の転用が増加したけれ

ども、価格引き下げ等によって大幅に減少してきている。農地流動化の集積率につきましては、

60％程度集積がしておる。中間管理事業に取り組み、徐々に浸透し、集積率は伸びつつありま

すという状況でございました。 

 転用期待に対する意識の状況ですけれども、仙台市につきましては、市街化区域とか鉄道駅

の周辺、道路沿いなど、地域や場所によっては転用期待があるのではないかというお話。 

 それから、佐倉市では、農業で生計を立てている人の中では、転用期待の意識は感じない。

相続後の土地持ち非農家の中には、バブルのイメージが残っている人もいるのかもしれません

というお話でございました。 

 また、南砺市では、バブル前やリーマンショック前に比べて、転用期待はそれほど大きく変

わっていない。転用実績がなく、民間による転用が期待できないため、転用期待が少ないので

はないかというお話でございました。 

 松江市では、高齢で後継者が期待できない農家は、転用したいという気持ちや期待が高いと

感じます。所有者の多くは、転用して儲けたいというのではなくて、農地を所有する負担から

解放されたい思いがあるというお話でございました。 

 宇佐市は、中には転用期待を持っている方はいるかもしれないけれども、農家はほとんど意

識していないのではないか。山間部では、借り手もなくて耕作もできないから、転用してでも

誰かに使ってほしいという消極的意味での転用期待があるのではないかというお話がございま

した。 

 続きまして、15ページでございます。転用期待が流動化の阻害要因となっているのかという

ことにつきましては、仙台市では、転用期待が農地流動化の阻害要因とはなっていないのでは

ないか。貸したいという要望に対して、受け手側が応えられていないという状況です。また、

相続とか売却時に合意解約が円満に行われており、転用期待が流動化を阻害していないのでは

ないかというお話や、一方、流動化の制度・支援策が変更されて、なかなか市として対応でき

ていないというようなお話がございました。 

 佐倉市では、転用期待については、転用相談のほとんどが事業者からのものでございまして、

所有者自身が転用期待を持っているとは限らないのではないか。今でも農地を貸してほしいと

いう話があれば、それに応じていただいているし、現時点では転用期待が流動化の直接的な阻



 8

害要因になっている事例は把握していませんというような話がございました。 

 南砺市につきましては、転用期待が流動化の阻害要因になっていない。農地転用との関連性

は強くないのではないかというお話とか、集落営農の法人化をしようとする際に、特に水田の

場合には、自分たちで耕作するとの年配者の意識が足かせとなって、この協業化がなかなか進

まないというようなお話がございました。 

 松江市では、転用するまでの間だけでも貸し出しをすれば農地の管理をしてもらえるわけで

すので、実際に転用したいというときには契約を解除すれば良いので、流動化の阻害要因には

ならないのではないかというような話。 

 宇佐市では、転用期待が農地の流動化の阻害要因になっているとは感じませんが、こちらも

実際の転用の際に合意解約が円満に行われているというお話です。 

 続きまして、農地の流動化を進めるためにはどうすればよいと考えるかという点でございま

す。 

 仙台市では、一定期間安定した制度スキームとか支援事業を安定した制度設計にしてもらい

たいというお話がございました。また、仮に転用規制をさらに厳しくすると、農村地域での振

興にとってマイナスになるのではないかというような話がございました。 

 佐倉市では、仮に転用規制を厳格化しても、流動化についての変化はないと思う。そもそも

農業で儲かれば転用の心配もないというお話とか、仮に転用利益を徴収しても、費用さえ負担

すれば転用できるとなれば、逆に転用を助長してしまう可能性を排除できないのではないかと

いうようなお話がございました。 

 南砺市では、法人化を進め、経営体ごとに集約ができれば良いのですけれども、そもそも集

約化が課題であるというお話とか、転用期待について、流動化との関連性があまりないと思う

ので、利益徴収とか厳格化の必要というのはないのではないかというお話がございました。 

 松江市では、こちらも貸し手ではなく、借り手にもメリットがある仕組みが必要ですとか、

圃場整備のハードルを下げることが必要ではないかとか、転用利益の地域還元については、財

産権の話もあるので、徴収するほうがそもそも難しいのではないか。それから、転用規制の厳

格化については、今でも十分厳しいという話でございました。 

 宇佐市につきましては、農地を貸したら取られるという意識がいまだにあるので、こういう

誤解を解いていく必要があるというお話がございました。 

 それから、流動化のための経営転換協力金というのはインパクトがあるんだけれども、要件

がなかなか適合しない場合があるので、要件緩和をできないかというようなお話。 
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 あと、10年以上の貸し付けというのは長いのではないかとか、そもそも担い手が不足してい

るので、担い手の確保が重要である。平場の条件のよい水田とか、中山間の条件の悪い畑など、

農地の状況に応じた対策を講じる必要があるのではないかというような話がございました。 

 続きまして、17ページからが、地域の農業者の方にお集まりいただきまして、お話を聞かせ

ていただいております。 

 まず、どのような条件が整えば、担い手へ農地を貸しやすくなるのかということにつきまし

てでございますけれども、仙台市では、信頼される受け手と基盤整備された農地が重要である。

圃場条件がよければ、農家の代がわりによって白紙委任であっても流動化は進みます。また、

価格安定とか上昇している状況でないと、なかなか担い手の規模拡大、投資ができませんとい

うお話でございました。 

 それから、佐倉市では、貸し借りする書類の手続が大変だ。所有者も借りる側も、手続の煩

雑さがストレスになっていますというお話でございました。。 

 それから、南砺市では、区画の小さなところでは大型機械での作業がやりにくいので、貸し

手はいても受け手が出てこないことが問題となっているんです。それから、山沿いの農地を担

い手にやってもらっていますけれども、担い手も畦畔の管理等や水管理に労力がかかって困っ

ていますという話があるんだというお話でございました。 

 それから、小作料の指標を公的機関が示すことによって、安心して貸し借りができるように

なるのではないかというようなお話がございました。 

 それから、松江市では、農地の条件の良いところとか、悪いところとかありますが、この受

け入れ農家間で調整しながら、これらをお互いに調整して受けられるようにしているというお

話とか、条件の良いところであれば勝手に流動化していくのではないかというお話がございま

した。 

 宇佐市では、やはりこちらも小作料などの問題や不在地主などの問題があって、行政に仲介

をして欲しいというお話とか、受け手が安心して農地を受けられるような施策を講じてほしい

というお話がございました。 

 それから、転用期待の意識について聞いておりますけれども、仙台市では、市街化区域の周

辺等には開発圧力があって、市街地に介在する未整備農地などで転用期待を持っているような

人がいるのではないか。若い人は転用期待は少なく、高齢者が消極的な意味での転用期待が高

い傾向があるのではないかというようなお話がございました。 

 佐倉市では、農地管理が大変なので手放したい農家がいるのではないかとか、転用期待につ
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いては、 近はもう諦め気味の人が多いのではないか。昔のように地価は上がらないと感じて

いますというお話がございました。。 

 それから、相続などによって農地を所有した人の中には、転用したいという気持ちの人もい

るのではないかというお話がございました。 

 南砺市では、転用自体は、もう自分の住居ぐらいということでございまして、農地を出した

い人は幾らでもいるけれども、受ける人がそもそもいないのが今の状況。 

 それから、転用機会があれば農地を処分したいという農家が大半ではないか。20年ぐらい前

であれば代替農地を探してもらう人が多かったけれども、今はそんなことを言う人もいない状

況になってきています。 

 松江市では、転用期待は、以前は高かった時期がございますが、今はほとんどないとか、道

路計画があるようなところの農地を持っている人は、転用期待を意識しているのではないかと

か、転用期待は、土地持ち非農家には多いのではないかというようなお話でございました。 

 宇佐市では、転用期待は市街地の介在農地にあるかもしれないけれども、これで貸さないと

いうことはあまり聞いたことがありませんというようなお話でございました。 

 続きまして、19ページで、転用期待があるから農地を貸さないことがあるのかということで

ございます。 

 仙台市では、転用期待で農地を貸さないということを聞いたことがない。それから、農地を

貸しても必要なときに返してもらえるために、転用期待があったとしても、貸すことにに問題

はないのではないでしょうか。農用地区域など、優良農地が転用できないことをみんなが認識

できている。転用期待よりも担い手、ネックは人ということで、担い手の人材育成が大事です。 

 それから、やっぱり今の米価の関係では、なかなか担い手が投資に踏み切れず、規模拡大が

できないということでございます。 

 また、兼業農家の営農意欲も低下してきている。兼業農家が機械更新をしようとするときが、

集積が進むタイミングではないでしょうかというお話でございました。 

 佐倉市では、昔は大手企業が来て農地を買った。今ではもう考えられないこととというよう

な話とか、農地の賃貸借について、やっぱり契約書の書類作成等の手間ですとか、過去には農

地が戻ってこないなどの話があったことから、こういう流動化の書類提出を嫌がる人が多いん

ですというような話がございました。また、基盤整備が進めば流動化は進むのではないかとい

う話もございました。 

 南砺市は、農地を貸さない人は、農地は大切な財産であり、耕作できるうちは自分で管理し
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ないといけないと思っている高齢者が多いというお話でございました。 

 それから、転用期待があって貸さないという人は多分いないけれども、自分で耕作できなけ

れば、転用の機会があるときまで担い手に農地を預けて機会を待っているということもあるの

ではないのか。 

 それから、担い手に農地が集まってくるのは、もう時間の問題ではないのかというような話

がございました。 

 松江市では、転用期待で農地を貸さないということはないのではないのか。貸し借りしても、

合意すれば解約は可能です。 

 宇佐市では、荒廃農地は収益がなくても水利負担があるので、地主は貸したがっているとか、

流動化が進まない要因としては、相続未登記の問題があるのではないでしょうか。また、農家

は信頼できる人にしか農地を貸さないということがあるのではないでしょうかということが、

農業者のヒアリングの概要でございます。 

 続きまして、転用事業関係者でございます。21ページでございます。 

 こちらは、都市計画の担当者の方とか、宅建協会とか不動産協会の役員の方など、あと自営

の不動産等の担当者の方等にヒアリングをさせていただいたところでございます。 

 まず、地域における農地転用を伴う開発の状況とか見込みということでございます。こちら

も、宮城県仙台市では、市街化区域拡大のために農地をかなり転用したけれども、バブル崩壊

後はコンパクトシティー構想を掲げ、今後はもう市街地を拡大しない方針ですというような話。 

 千葉県では、人口が増加している東京近郊と、人口減少している県南部に二極化してきてい

る。農用地区域内農地でも、ただでも良いので引き取ってほしいと言われることがある。高齢

化によって農地を維持できないということではないのでしょうかというような話。 

 富山県では、四、五年前にやや回復して、大き目の開発が見られるようになったところです

けれども、また 近は落ちついてきているという状況。 

 また、少子化が進行している情勢の中で、将来的には住宅の開発は減っていくという認識を

持っていますというお話がございました。 

 島根県では、人口減少によって開発事業者の意欲も低下してきているというお話とか、大分

県では、大分市とか別府市では、ミニ開発はすぐ売れる状況になっている。その要因としては、

消費税増税前の駆け込みですとか、地価が以前よりも安くなったことなどからではないかとい

うお話とか、もう大規模な公共事業については、ほぼ終わっているというお話。 

 それから、企業進出とか工場拡張とかの話がありますが、既存の空き地があるので、その相



 12

談が多いというお話でした。 

 続きまして、開発に係ります土地選定を、どのような条件を重視してやっていくのかという

関係でございます。 

 宮城県仙台市では、切り土、盛り土が可能で造成費が安い、地価も安い山を基本に開発して

きているところでございますというお話とか、千葉県では、調整区域の緩和区域を開発するに

当たっても、道路の幅員が４メートル未満のところではなかなかできませんという話とか、今

は土地価格が下がって、区画整理事業を実施しても、保留地処分ができるか不安があって、な

かなか難しくなっているんだというお話。 

 富山県では、まず市街化区域であるかどうかということを見る。市街化区域の近郊でも 近

売り始めているけれども、農用地区域内の開発はしようがない。それから、分譲住宅の開発は

利便性の高いことが条件である。それから、農用地区域内農地を潰してまで開発する案件は、

だんだん少なくなっていますねというお話がありました。 

 島根県では、価格、立地、利便性の観点から選定をするということ。ただ、農用地区域は除

外基準が厳しいため敬遠します。価格よりも立地条件が重要であるというお話がございました。 

 大分県では、道路等の整備状況とか、学校、スーパー等の施設があるかどうかということを

重視していますと。また、市街化区域以外の農地の転用は、手続に手間とコストがかかるとい

うこともあって、できるだけ避けていますというお話がございました。 

 それから、23ページでございます。開発に伴って土地の価格はどのように変化するのでしょ

うかというようなことを聞いてきております。 

 仙台市では、公共事業が地価に与える影響は大きいのではないでしょうかというお話とか、

土地の仕入れ値が分譲価格を左右する。市街化区域の場合には、分譲価格の５割が土地の仕入

れ価格の目安というように考えてやってきているようですというお話がございました。 

 千葉では、造成された土地の価格から逆算するということで、開発利益は大体２割という考

え方でやっていますというお話がございました。 

 富山では、市街化区域内で取得する土地の相場というのは、大体地域ごとに決まっているよ

うな状況でございますと。宅地を購入する者は大体30代ということもあって、この年代の所得

を想定して、価格を逆算をしているところでございますというような話がございました。 

 島根県では、固定資産税評価額で大体計算をしているということがございますというお話と

か、大分県では、土地の仕入れ値は販売価格から逆算するということをしています、販売価格

の３分の１程度を土地の仕入れ値の目安としているところでございますというような話がござ
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いました。 

 後に、開発プロセスはどのようなものかということでございますけれども、仙台市では、

公共事業は、大体場所を決めたら、団体とか地権者、地元の有力者に打診をして交渉等を進め

ていきますというような話とか、 近は、代替農地を求める農家は少なくなっていますという

お話がございました。 

 千葉県でも、代替農地の希望は減ってきていますねというお話でございました。 

 富山県では、ある程度面積が集まった段階で図面を引いて、この辺の土地なら売りに出るだ

ろうというところに飛び込んで話を進めていますというお話とか、以前は、農家の人は米をつ

くりたいため、市街化区域内の水田を売ったら調整区域内でたくさんの代替農地を取得してい

たけれども、今は代替農地を求められることも少なくなっていますという話がございました。 

 島根県でも、後継者がいない農業者から開発を持ちかけることがありますというような話と

か、 近は代替地を求められることはなくなってきていますと。 

 それから、大分県では、農地の代金はもう要らないので、かわりに宅地を欲しいと言われる

ようなこともありますというお話がございました。 

 以上が今回のヒアリングの概要でございます。駆け足で説明したので、聞き取りにくくて申

しわけございませんでした。 

 では、よろしくお願いします。 

○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関係者現地ヒアリングの結果の説明を踏まえて、委員の先生方のご

意見をお伺いしたいと思います。あるいは、ご質問を承りたいと思います。 

 なお、島根県、千葉県のヒアリングに参加してくださいました委員には、補足とか感想があ

りましたらお願いできればと、まず参加いただいた委員から、補足等、感想がございましたら

出していただけますでしょうか。 

○委員 私は島根県に行かせていただいたのですが、転用事業関係者からのヒアリングという

のは非常に興味深く、私としては初めての経験でした。 

 今の報告でも各県の状況がきちんと整理されていましたように、宅地を購入するものは大体

30代の人たちであり、この年代の所得を想定して住宅の販売価格を逆算しているという富山県

のヒアリングの結果がありましたが、同様の状況は島根県にもあてはまります。大体一戸建て

を買う場合の金額は3,000万ぐらいだと言っていました。それぐらいの金額で買い手がつくよ

うなものを分譲しないと売れないと。 
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 逆に言うと、3,000万で分譲すれば、新築を求めて一戸建てを買う人がいるということなん

ですよね。そうすると、もちろんその場所がどこかという場所の制約の問題がありますが、今

は車社会ですから、ある程度開発が可能であれば、もしかするとそういうところにわっと住宅

が建つ可能性もあるかもしれないと、お話を伺いながら考えていたところです。 

 ただ、実際には、あまり辺鄙なところに住宅をつくるのは、やはり業者としてもリスクがあ

ります。そのあたりを見定めながら、土地の仕入れ値段と、売れ行きとを考えながら、「この

あたりはいける、このあたりは無理」という判断をされているんだろうと思いました。それが

私からの補足といえば補足になるかもしれません。 

 それからもう一つは農業者からの意見ですが、これは松江市の市役所の方からも伺うことが

できた内容だと記憶していますが、転用期待で農地を貸さないということはないということで

す。たとえ農地を貸していたとしても合意解約ができますし、農地を利用権設定で貸せば、契

約期間が過ぎれば返ってくるのです。転用を期待して農地を自分で管理するのは大変な作業で

すし、管理をせずに荒らしてしまうと後々大変なことになるので、地主としては農地を貸すこ

とが合理的な選択であり、転用期待があるから農地の流動化が進まないという問題にはならな

いということです。これと同様のことは農業者等のところにも書いてありましたが、市役所の

方もそのように言われており、それが強く印象に残っています。法律をしっかりそのまま運用

すれば何の問題もないという話を現地で伺ってきたということです。 

 以上の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。 

○委員 私は千葉県に行かせていただきました。一番印象深かったのは、基本的には、ただで

ももらって欲しいという発言です。そのとき、事務局の方も「千葉でもそうですか」と、ちょ

っとびっくりしたという話をしていました。全国の中でも千葉県は優良農地がたくさんありま

すし、一方で宅地化の開発圧力もまだまだある状況ではあるのですが、そういった中で農業の

用地というのは、本当に、ただでも貰って欲しいと言われたというところが非常に印象に残っ

ています。 

 今日、ほかの地域も拝見させていただきますと、結構デベロッパーの利益、仙台だと粗利で

すけれども３割とか、千葉県で２割で、島根なんかだと粗利が８％～10％ぐらいという感じで、

かなり地域差はあるんだけれども、逆に、そういった意味では、利益というよりは、まずはニ

ーズがあるかどうかというところに関係していて、そういった意味では、今回の命題である転

用の意識が阻害、転用期待が阻害要因になっているかというと、どうもそういう意識は比較的
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少ないのかな。他の地域の状況も拝見させていただきまして、どの地域でもそういうところは

ないんだなと感じました。 

 ただ、一方で人的な問題というのが厳しいという話とか、あるいは、そもそも担い手がいな

いという意見があったので、その辺の問題というのは、以前にもこの研究会、アンケート等で

もありましたけれども、そのあたりの改善が必要なのかなと思いました。 

 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。 

 ちなみに、今、委員のお話しされた千葉県と島根県は、アンケート調査では、千葉県が一番

転用期待による流動化への影響が、アンケート調査では「ある」という地域で、島根県では、

逆に一番低い地域で、ちょうどその両極の地域に、委員の先生方に行っていただいて、その違

いとかが、あるいは共通点とかが見えてくるわけですけれども、事務局の方は、これは両地域

とも同じ方が行かれていますよね。これは行かれた感想とか、感じはどうでしたか。 

○事務局 率直な感想でございますけれども、大体、今、委員がおっしゃられた内容と同じで、

明確に違いというか、そういうものを特に感じたということではなくて、何か両地域も、根っ

こにあるところは全く同じかなというのが率直な感想です。 

○委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ほかの先生方も含めて、あるいはほかの地域も含めてご質問等を承りたいと思い

ます。 

 どうぞ。お願いします。 

○委員 ２点質問させていただきます。１点目は、例えば13ページの資料のところの松江市の

ところで、「地域の転用期待に対する意識の状況」のところですね、所有者の多くは転用して

儲けたいのではなく、農地を所有する負担から解放されたいという話ですが、この「負担」と

いうものが具体的にどういう中身なのか。大きく分けて２つ考えられると思います。一つは金

銭的な負担ということですよね。固定資産税については宅地が高いので、それを指していると

は思えないですから、例えば、土地改良の賦課金が、地域によっては農地の賃貸料よりも高い、

逆ざやが生まれているというようなことを指して、そういう金銭的な負担ということを言って

いるのか。あるいは、その地域によって、農地を仮に貸したとしても、農地所有者が畦畔の草

刈り等を負担するという慣習がある地域があって、要は、貸しても農作業から解放されない、

地主の責務として、地域の慣習としてそれを負担させられてしまう、そういうことが負担感に

なっているという意味なのか、そこをもしわかれば教えていただきたいというの一点です。 
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 もし、仮にそういうことがあるとすれば、その転用期待というものが転用利益で誘導されて

いるのではなくて、農地所有不利益みたいなものから誘導されている可能性があるので、そこ

に何か解決策があるのかなというふうに今感じたものですから、その辺の状況を教えていただ

きたいというのが一点。 

 それから２点目が、11ページのところですが、同じく島根県のところです。「転用期待が貸

借による農地流動化……」というところの、その幹線国道沿線は農地中間管理事業の希望がな

くて、貸し借りの要望がないけれども、その転用期待が要因になっているわけではないという

ことですが、では、どういう理由で農地中間管理機構の要望が出てこないのか、転用以外の要

因で、何かそういう流動化の阻害要因があるとすれば、どういうことなのかというところを、

ヒアリングした中身から推測できることがあれば教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員 初の問題については私から。私も島根県に行きましたので。 

 農地を所有する負担からの解放という点ですが、例えば、宇佐市では、これは19ページに記

されているように、荒廃農地は水利負担があるので地主は貸したがっているという回答があり

ます。この調査でいうところの宇佐市がどこなのか、私も確とはわかりませんが、ここには駅

館川という非常に大きな河川があって、そこはかなり水利費が高いはずです。大河川下流域は

排水機場がある関係で水利費が高いため、そうした負担が明確に認識される傾向にありますが、

松江市の場合には、そうした問題はないように思っています。これは私の認識ですが、農地を

管理するのは大変で、年をとってまでやりたくないという意識が強く出た結果ではないかと思

っています。農地を借りてくれる人もいないので、もう管理しなくていいようなものにしてい

きたいという、そうした意向があるものと思います。 

○委員 みずから耕作せざるを得ない状況だからということなんですね、借り手がいないとい

う。 

○委員 借り手がいない中でも農地を守らなければならないという意識から農地に縛りつけら

れているということでしょう。草刈りをしないと周りからも文句を言われるし、実際に周囲に

いろいろと迷惑をかけるので、 低限の管理をし続けなければならない。でも身体が限界でも

うできない、何とかしてくれ。そういう感じでしょうか。それが 初の点についての私からの

回答になります。これでよろしいでしょうか。 

○委員 同じ点、千葉で、例えば21ページで、「ただでも引き取ってほしいと言われる」とい

う、これはどういうことなのか。要は、やっぱり借り手がいないから自分で耕さざるを得ない



 17

ということなのか、貸していても要らないという意味なのか、どちらでしょうか。 

○委員 貸していてもというよりは、需要さえあればという感じです。 

○委員 要は、自分で耕作せざるを得ない状況だと、借り手がいないんだと、そういうことで

しょうか。 

○委員 そういうことです。 

○事務局 農家の多くの方々は、田んぼなり畑があるときに、それを耕さなきゃいけないとい

う義務感を持っていらっしゃると思います。もちろんだんだんと耕作放棄が増えていますけれ

ども、多くの方が、特に今60代、70代、80代、みずから農業をしていらした方、今も続けてい

る方、こういった方々は、やっぱり農地を荒らしたくないという思いがあって、一つには自分

たちの義務感もお持ちでしょうし、あと周りの目というのもあって、とにかく荒らしたくない。

荒らさないということで、これがちょっと前でしたら、自分で耕すというのが 優先になって

いたわけですけれども、もう、例えば機械が壊れたとか、自分のなかなか足腰が立たないとか、

いろんなことがあると、もう人に任せるので構わないから、誰かがやってくれるんであれば貸

したいという意味での負担からの解放というのが一番目の理由かなと思います。 

○委員 そうだとすると、その転用期待があるから流動化が進まないのではなくて、逆だとい

うことですよね。自分で耕作できず、農地を貸したくても借りてくれる人がいないから、やむ

を得ず転用でもできないかという、因果関係が逆だという可能性もあるということですね。 

○事務局 おっしゃるような面もあるだろうと思っています。転用期待があるから流動化が進

まない、流動化が進まない主な要因が転用期待だというふうに100％言い切ることができない

のと同じように、逆に転用期待というのが、ある意味、流動化が進まなかった結果として、消

極的な意味で、誰も借りてくれないのであれば転用できたらいいという構図かというと、そこ

もまた言い切れないのかなという気がいたします。 

 今回、どの地域でも多いのではないかと思ったのは、消極的な転用期待というような言い方

がなされていますが、要するに、転用の話が転がってくれば、いつでも応じたいと。担い手の

方はもちろんそんなことを思っていないわけですけれども、土地を持っているだけ、農地を持

っているだけという方なり、かなりお年を召した方ですね、アンケート結果でも、むしろ若い

人よりもお年を召した方が、転用できるんだったらしたいというような希望を持っていらっし

ゃる率が高かったと記憶していますけれども、そういう思いというのは、全国的に、地方も含

めて強いのかなという気がいたしました。 

 私たちこの農地政策に関わる者の中では、やはり貸したら帰ってこないという、この農地改
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革以来の意識をいかに払拭するかというのが一つ大きな課題として、これまで取り組んでまい

ったわけですけれども、その点については、ある程度施策を講じてきた効果もあるということ

だと思うのですが、かなりそういったものが払拭されてきているのかなという気もいたします。

一方でまだまだ残っているというような話も、たしか宇佐であったと思いますが、そのあたり

を見ていかなきゃいけない。 

 あと、ヒアリングは、私たちから見ても非常に興味深いコメントが多々聞かれたところでは

ありますが、こういったアンケートにしても、ヒアリングにしてもそうですけれども、当然、

悉皆でやることはできませんし、あと、私たち国の役人が現場に出ていってお話を伺うという

ことになると、どうしてもよそ行きのコメントになる。これはアンケート調査でもよく言われ

ることですけれども、例えば食事のアンケートなんかをやると、実際の食事の内容とアンケー

トで答えている内容が全然違うとかいうようなことは、よく聞かれるわけで、そういう意味で

は、この５つの事例をもって全てを語るということは控えなきゃいけないのかなとは思ってい

ます。 

 もちろん、参考にしなければいけないというのは多々あるとは考えていますけれども、その

あたり、少し引いて見るということは必要だろうと考えております。 

○委員 あと11ページのところの、幹線国道沿線の中間管理事業の要望がない、けれども転用

期待が原因ではない、それは、じゃ、何が原因なのか。 

○委員 これは私が結構しつこく聞いた結果です。島根県でも、道路沿いは転用期待があるで

しょうと聞いたところ、「いや、そんなことではないですよ」と言われたときの回答がこれだ

ったということです。 

 道路の沿線はそれなりに転用の可能性があると私は思っていましたし、実際に家も建ってい

ました。ただし、そうしたところは、農地としてはあまり条件の良いところではなく、借り手

もつかないです。そのことはもう自明のような状況です。そうすると、農地中間管理事業も、

借り手がいないと引き受けてくれないので、引き受けたら機構に赤字がたまるだけですから。

そうするとそうした農地は機構には出てこないですし、貸し借りには乗りません。そうしたと

ころだったと記憶しています。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 よろしいですか。 

○委員 はい、ありがとうございます。 

○委員長 どうもありがとうございました。 
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○委員 大変丁寧に、各主体にヒアリングしていただいて、とても興味深く聞かせていただき

ました。 

 それで、全般的な感想になりますが、転用期待は、やっぱりその条件によっては、まだそう

いうものがありそうなところもあるけれども、ほとんどのところは、昔のような意味ではない

ということでいくと、農家の皆さんが、転用を期待しているというのは、もうだんだん都市伝

説化してきているのかなという感じがいたしました。 

 それで、一部の区域について、まだその転用期待があるのはどういうところかというと、そ

れも、どうも住宅地への転用を期待したものは、ミニ開発ぐらいならあるかもしれないけれど

も、もう大規模なものについてはほとんど考えにくいと。これは、多分近郊でさえ非常に考え

にくいということなのかなと思って聞いておりました。 

 たまたま、昨日の国交省の会議で、埼玉の似たような話を、今度は逆側からの話でしたが、

何が一番そういうもので大きいかというと、ヒアリングの中にもありましたが、やはりインタ

ーチェンジが大きい。だから宅地の中でも住宅地じゃなくて、物流系のニーズというのはまだ

まだあるし、そのインターチェンジができる市町村へのヒアリングによると、インターチェン

ジ周辺は農地のことが多いけれども、開発の構想や期待を、農家というよりは自治体が持って

いる場合も結構あって、そういう一部のところについては、もしかするとまだ転用の期待とい

うのもあるのかなと。事業者が持っているのか、自治体が持っているのか、農家が持っている

のかはよく分かりませんけれども、まだ実際にニーズも結構あるということで。実は、昨日、

大規模な物流施設をつくられている事業者の方のお話もありました。千葉の流山で、インター

の横で第一種農地を十何ヘクタールだったか、初めて一種農地を転用して整備した物流の基地

がありますという話があるので、むしろ、そういうものについては、農地の保全や転用という

側からは注意していかないといけないのかもしれません。 

 条件限定というか、非常に局所的にそういうことが起きてきているのかなと思って聞いてい

ました。 

 その意味では、圏央道などはおもしろいのかなという気がしました。 

 それから、こういう転用期待が流動化の阻害要因になっているかどうかということについて

は、仮にあると言ったところで、それは実際には阻害にはならないで、やめようと思えばやめ

られるからということなので、これについては、もうおしなべて、仮に転用期待が見られるよ

うなところでも、それが流動化の阻害要因になっているとは言えないということで、大体もう

結論として間違っていないのではないかなというのが今日聞いた印象です。確かに５つのとこ
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ろですし、千葉だと佐倉なのでなかなか。ちょうど中間ぐらいのところなんですよね、人口が

まだ増えているところと、半島の人口が減っているところの本当に中間ぐらいのところなので。

まだそういう宅地化のニーズがある限定的なケースを、もし追加的なヒアリングをされるとい

うことであれば、されるのが良い。そこで本当に流動化の阻害になっていないかどうかをチェ

ックされれば、大体潰すべきところは全部潰して、結論を出してもいいのかなと思いました。 

 以上です。 

○委員長 ありがとうございました。 

○委員 ちょっと今のに追加させていただきます。佐倉は、確か、まさにインターチェンジ周

りの土地利用の緩和がやられていまして、まさに、農家の方ではなく自治体の転用期待が非常

に高い。ですから、先ほどの流山の事例などが出てしまうと、他でも同じようにすれば売れる

のではないか。今は工業団地が来ず、千葉県内は物流ばかりなので、その辺の期待があるなと。 

 あと、私は去年まで千葉県の大店法の答申委員をやっていました。毎月５件ぐらいは、県内

で大規模なものが出てきており、その５件のうちの３件ぐらいは、ロードサイドですけれども、

元の地目が何だっかたというと、２年前、３年前までは農地という場合が、まだ結構あります。

そういった意味では、千葉ですと、ロードサイド店みたいなものへの転用とか、そういう圧力

はまだまだあるのかなという感じがいたします。 

 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。 

 今回のアンケート調査を見て、私もちょっと驚いたのは、そもそも担い手がいなくなってい

るわけですから、そうすると、そもそも流動化自体が進まない状況があると。そこでは、仮に

転用期待があろうがなかろうが、流動化はそもそも進まないわけですから、その転用期待をど

うするかということよりは、むしろ流動化を進めるための担い手をどうするかという、アンケ

ート結果で出てきていた幾つかの指摘というのは、まさにそのとおりだと思いました。 

 それから、逆に流動化の需要がある、だからそれなりに流動化しているところでも、転用期

待は、今はないというのもアンケート結果から出てきました。したがって流動化への影響はな

いという流れも見えてきたような気がします。 

 だから、流動化しているところで転用期待がないところでは関係ないと。これもあり得る推

理ですよね。 

 だから、あと残るのは、担い手がいて、かつ転用がなされているところ、そこをどうするか、

そこはどうなのかという話で、その辺は千葉あたりであり得るかなと思ったんですけれども、
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先ほどの委員の方々のお話で、局所的には出てきているかもしれないということですよね、流

山の物流施設の話とか、一種農地が転用されたとかいう事例など。そういう局所的なところで

は、流動化している地域、流動化が可能な地域で、転用期待があるがゆえに流動化が進まなく

なっているということは、まだ完全には否定し切れていないように思われます。 

 ですので、そこのところをもう少し見ておく必要があるのかなと思われます。 

 そこで、市町村アンケートで転用期待が高く、また流動化の支障となっているとの回答割合

が高い地域で、千葉はそうでしたが、今回の調査結果からは、佐倉では明確にはわからなかっ

たわけですが、追加的にヒアリングを実施してはどうかと考えておりますが、いかがでしょう

か。特にご異論ございませんでしょうか。 

 では、そういうことで、事務局で追加のヒアリングの実施に向けた調整をお願いしたいと思

います。 

 他に、このアンケート調査につきまして何かございますか。 

 私から１つだけ伺いたかったのは、相続未登記で流動化の阻害要因になっているという意見

が大分県でありましたが、相続未登記の場合には、利用権を設定する場合に登記名義人の承諾

を得る必要がありますか。 

○事務局 21年に基盤強化法を改正しまして、共同相続が発生しているときに、民法規定に準

拠しまして、権利者の過半の同意があれば利用権設定等ができるように緩和なりをしてきてお

ります。 

 そうはいっても、探したり、その書類を、そもそも共同相続な状態ですから、どれだけ相続

人がいるのかとか、そのためにいろいろと調査をしないといけないということで、そこではや

はり大変だというお話がございました。 

○委員長 ありがとうございました。 

 それでは、どうぞ。 

○委員 １つだけ補足的に。さきほど粗利の話が出ていましたけれども、一般論として言うと、

大体、20%から25％ぐらいが標準的だと思うので、仙台の30％以上というのは、特別な震災復

興需要だとか、そういう影響で、逆に島根で８％ということで、宅地へのニーズが相当落ちて

いるのだなという印象を受けました。 

 普通は 低でも２割ぐらいだと思います。２割ぐらいないと、多分儲けがそこそこ出てこな

いので、これはそういう意味で言うと、両側にそういう事情があって。千葉あたりでしたか、

20％というのは。それが平均レベルぐらいなのかなと思います。 
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○委員長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○事務局 15ページのところで、貸していても転用話があれば、合意解約すれば良いという話

がありますが、通常、例えば10年で貸していて、途中の５年でもう打ち切るというときには、

普通の契約だと違約金だとか何とかという話が通常だと思いますが、この宇佐や松江の事例で、

その辺は把握されたでしょうか。 

○事務局 私は宇佐市に行きましたけれども、特に金銭的なものを払うということはないよう

です。やはり、お互いの信頼関係がありますので、そういう特別の事情があるならばというこ

とでお返ししますということでした。 

○事務局 この検討会の目的は転用そのものを抑制することではなく、転用は起こるけれども、

それまでの間貸さないということがもしあればどうしましょうかという話なので、合意解約は

もちろん当事者同士の話し合いなので、一つの事例が全てに当てはまるというわけではないで

しょうけれども、もしそういうことが可能だということになれば、とりあえず貸しておいて、

何か話があったらこうすればいいというのが一つの取っかかりになるかなと思ったものですか

ら質問させていただきました。 

○委員長 どうぞ。 

○委員 島根県でも離作料に関する話は出ませんでした。これは、以前の時代であればかなり

大きな問題だったと思いますが、利用権設定の時代には、それはもうほとんどないと考えて良

いと思います。 

 終的にどのように問題を整理していくかというときに、２つに分けて整理する必要がある

と思っています。まず、当該地域に転用期待そのものがあるかどうかという問題です。そして、

これがある場合に、ここで議論しようとしているような問題が存在することになるわけです。

転用期待がない場合は問題がないといったら言い過ぎかもしれませんが、まず、その点を明確

にしなければなりません。そして、その転用期待も、今までは漠然と議論してきましたが、イ

ンターチェンジが与える影響は大きいという話と、住宅の転用圧力というのは随分下がってき

ているという話がありましたが、どのような転用期待なのか、どのような用途での農地転用な

のかということも、細かく分けて整理していかなければいけないということです。この転用期

待そのものについてまず整理を行う必要があるというのが１つ目です。そのうえで２つ目が、

今の解約の問題です。実際に転用期待がある場合に何が問題になるのか。それが、転用すると

きに問題なく農地を返してもらえるので何も問題はないですよ、という話になっているのか、
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それとも、今部長さんが懸念されたような離作料の問題ですね、借り手がゴネてお金を支払わ

なければならないといった問題があるのかどうかという点です。もし、こうした状況がなけれ

ば全く問題はないということになります。しかし、実際には、私たちの目に見えないところで

もしかするとあるかもしれません。それが２つ目の問題になります。それが直接的に農地制度

で対応しなければいけない問題になってくると思いました。 

 これまでもいろいろと要望を出しながらも、なかなか結果が出ないお願いばかりをしていて

大変恐縮なのですが、例えば農地の貸し借りの合意解約がありますよね。その解約された農地

はその後どうなったのか、円満に返還されて転用されているのか、それとも、やっぱりそこで

いろいろな問題が生じているのか。そのあたりのデータ等があれば、そのあたりから少し調べ

てみると、何かわかるかもしれません。 

 ただ、この前もお願いして作業をしていただきながら、この後でその結果の報告があると思

いますが、追加で集計作業をしていただいても明確な結果が出てこないように、これもやって

はみましたが思うような結果は出ませんでしたということになるかもしれませんが、一応農地

の賃貸借の満期解約、途中解約などの状況を調べてみてはどうでしょうか。そうした制度に基

づくものについてはデータがあると思いますので、そこから実際のところはどうだったのかと

か、具体的に現場でどういった問題が生じていたのか、いないのか、といった情報を集めてい

ただけますと、今議論されていたようなことが少しはわかるかのではないかと思いました。 

 以上が私からのコメントです。 初の島根県の状況についての説明で、あとは私からのコメ

ントになります。 

 以上です。 

○委員 関連して。利用権設定した農地について、解約をしたときの補償といいますか、そう

いうものが仮に問題になるとすれば、少し地目とか作目別に見てみないとわからないんじゃな

いかなと。 

 私の経験からすると、水田で、途中解約して何か、借り手が補償を求めるというのは見たこ

とがないです。ただ、例えば果樹とか、あるいは野菜経営で土づくりをやってきて、投下した

過去の費用を求償したいというのは十分あり得る話だと思いますので、仮にそれが論点になる

とすると、そういうふうに作目なり地目ごとに見てみないと、一般化することができないので

はないかと思いましたので、付け加えさせてください。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 あと、コメント等よろしいでしょうか。 
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 今、先生方から出たあたりは、追加ヒアリングのところで生かしていただくことにしまして、

また引き続きよろしくお願いいたします。 

 それでは、その次の、議事の（２）その他ですけれども、それは資料２になります。前回の

第３回でアンケート調査結果を出していただいたときに、追加集計をしてほしいという検討会

の希望があり、それについての報告ということになります。 

 では、よろしくお願いいたします。 

○事務局 では、資料２の「アンケート調査結果の追加集計整理」という資料でございます。 

 まず、２ページ、３ページを御覧いただきますと、これは市町村アンケートの追加集計の関

係です。こちらは３つの項目について整理しております。 

 まず、この２ページ、３ページというのは、市町村アンケートの３（４）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ですか」というアンケートでございます。 

 今、見開きの３ページが前回、第３回の時の資料でございまして、その追加集計をしている

ものが２ページ側。比較できるように整理させていただいております。 

 この問いについて、都市計画区分など、地域区分ごとにクロス集計、分析してみてはどうか

というご提案がございましたので、やってみたところでございます。 

 具体的には２ページでございます。どういうところで転用期待が強いと感じるかというもの

につきまして、都市計画の線引き等区分毎に、それぞれ抽出して示しております。 

 例えば、青い線が線引き都市計画のある市町村でございますけれども、やはり市街化区域の

周辺だとか、鉄道駅とか、国県道沿道とかインターチェンジとか、こういうところで他の地域

よりも高くなっています。 

 一方、都市計画がないという緑の線で見ますと、そういうところには当然といっては変です

けれども、あまりそういう施設がないということもあって、低いウエートになります。 

 一方、特に転用期待の意識が強い地域はないというところが一番多くなるという結果です。 

 続きまして、４ページ、５ページでございます。 

 こちらは、市町村アンケートで「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

の転用期待が流動化の支障となっていると思いますか」という問について整理したものでござ

いますが、この次の問いの関係、要は転用期待が高いと感じていない地域まで一緒に整理する

と、なかなかそこは見えないんじゃないのかということで、この問いに対して、「かなりそう

思う」、「ややそう思う」という市町村を抽出して、それを分析をしてはどうかというお話が

ございましたので、４ページにそれを整理しております。 
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 その部分を抽出しまして、次の問いである「流動化の支障となっている場合、新たな対策を

講じる必要があると思いますか」の答えを見ておりますと、従前のものと比べて、かなりその

「必要がある」という答えが高くなっております。 

 それから、「どのような対策を講ずるべきか」ということで従前のものと比較しますと、こ

の「転用期待と同程度のメリット措置を講じる」というものが高くなっております。「効果的

な対策を思いつかない」というものは、逆に減っております。 

 続きまして、６ページ、７ページの関係でございます。今と同じものにつきまして、都市計

画の線引き区分毎に整理しております。 

 やはり、その転用期待のために流動化に支障があるというところだけ抜き出してみておりま

すけれども、その線引き区分のいずれにおいても、対策を講ずる必要があるというふうにお答

えされているウエートが高くなっております。 

 続きまして、８ページ、９ページにつきましても同様の傾向になるわけでございますけれど

も、特に変化があったのは、この転用利益に対する課税等の徴収という関係で、これの非線引

き都市計画区域のみというところについては、逆にそれが少なくなる一方、転用期待と同程度

のメリット措置というところについては、線引き都市計画なり都市計画はないという地域での

ウエートが高くなってきているという状況が見えるかと思います。 

 続きまして、今度は11ページ以降に、農家アンケートの追加集計を２つ整理しております。 

 まず、12ページ、13ページでございます。 

 これも先ほどと同じ体裁をとっておりますけれども、問10で、「あなたの所有農地のうち、

みずから耕作せず、他にも貸しつけていない農地がありますか」という質問をしておりますけ

れども、この「ある」というところをさらに分析したら、その状況がもうちょっと見えるんで

はないかとご提案がございましたので、それをやってみたところでございます。 

 12ページでございますけれども、そういう未貸付農地があるという回答をいただいた方だけ

を抽出し、それを年齢構成とか経営状況の内容で見ております。 

 まず、年齢については、多少の変化はあるものの、大きな変化は見られないのではないかと

思われます。 

 次の、問２の農業経営の状況につきましては、やはり専業的な農業経営の割合が９％ほど減

少している一方、農業以外の収入が主という兼業経営とか、自給的な経営とか、土地持ちの非

農家の方の割合というのが、それぞれ６％、２％、３％増加しているという状況になっており

ます。 
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 それから、次に14ページ、15ページでございます。 

 こちらは、農業後継者の有無で、まず問３で見ております。こちらにつきましても、農業後

継者がいるとか、確保できる予定という農家の割合が、それぞれ３％、４％減少している一方、

後継者がいない農家の割合は６％ほど増加するという状況になっております。 

 その下、問５の都市的施設の状況というものでございますけれども、こちらはあまり大きな

変化は見られないのではないかと思われます。 

 続きまして、16ページ、17ページでございますが、こちらは同じ内容で、今度は農業基盤整

備の状況について比較をしております。 

 こちらにつきましては、やはり基盤整備済みと回答している農家の割合が、従前に比べて約

10％ほど減少する一方で、未整備で営農条件が良好でないというふうに回答されていた農家の

割合は約９％増加したという状況になっております。 

 続きまして、今度は19ページ以降でございます。 

 これは農家アンケートの問11で、これは分かり辛くて申し訳ないのですが、先ほどの耕作し

ていない所有農地を他に貸しつけていない理由というものを、さらにその年齢とか、農業地域

区分ごとに比較してみてはどうかというようなご提案がございましたので、それをやってみて

おります。 

 まず、20ページから22ページについてです。農業地域類型で都市的地域というのが20ページ。

21ページが平地農業地域、22ページが中間及び山間農業地域というふうにそれぞれ抽出した上

で、先ほどの問いを年齢別に、いつでも転用しておきたいとか、いろんな項目がどのようにな

るかというものを比較しております。 

 こちらにつきましては、下の表を見ていただくと分かりますが、サンプル数が少なくて、な

かなか評価しにくいということでございまして、それぞれの説明は省略させてもらいますが、

その関係をそれぞれ農業経営の状態なり、後継者の有無ですとか、基盤整備の状況というもの

で比較を、一応集計はしてみたということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。24ページ以降も、結局サンプル数が少ないということで、

特に一般的な傾向は言えないということですね。 

○事務局 強いて言おうと思えば、言えないことはないですけれども、正しいのかどうかは、

ちょっと疑問です。 

○委員長 わかりました。ありがとうございました。 
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 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等がありましたらばお願いいた

します。 

 どうぞ、お願いします。 

○委員 私が、事務局の方々に無駄な作業をお願いしてしまい、申しわけないなと思いながら

お話を伺っていました。 

後の農業地域ごとの結果、20ページ以降のところで、少しですが何か言えそうだと思った

のは、都市的地域では「安心して貸せる」「信頼できる借り手がいない」とか「農地は家の財

産で他人に貸したくない」といった回答の割合が他の農業地域と比べると高くなっている点で

す。それらはやはり農地の転用を見込んでいる結果のように思われます。ここでいう「安心し

て」というのは、先ほど議論になりましたが、「離作料請求などをせず、問題なく農地を返し

てくれる人」ということを意味しているように思われます。その点は、都市的地域からあとの

アンケートの結果と比べてみると、この違いは分かるように思いました。この作業をしていた

だいた結果と申しますか、多分私の要望でしていただいたと思うのですが、全くの無駄ではな

かったということを言うために、１点だけコメントさせていただきました。 

 以上です。 

○委員長 ありがとうございました。 

 確かに20ページの４番と５番の項目に関しては、各地域とを比べると、都市的地域は、年齢

層全体について非常に高いですね。こういう回答になっている転用可能性を意識している可能

性があるというのは、おっしゃるとおりだと私も思います。 

 ただ、サンプル数が少ないので、どこまで一般化できるか分かりませんけれども、そういう

可能性はある。だから、クロス集計した意味はあったということだと私も思います。 

 あと、ほかにございますか。 

 それでは、ございませんようでしたらば、この辺で議論を終わりたいと思います。 

 用意された議題としては以上ですけれども、委員の皆様や事務局から、何かございますでし

ょうか。よろしいですか。 

 ご発言がないようでしたら、本日用意した議題は全て終了しました。 

 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、ご審議をいただきありがとうございました。 

 次回の検討会につきましては、追加ヒアリングを含めまして、改めて事務局より日程調整の
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ご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、本日の検討会は閉会させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

午前１１時３０分 閉会 

 


