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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 ７ 回） 

 

                    日 時：平成28年11月22日（火）10：06～11：56 

                    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）論点整理を受けての検討事項について 

 （２）その他 

３．閉  会 

 

【配布資料】 

資料 論点整理を受けての検討事項 

参考資料 
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午前１０時０６分 開会 

○事務局 ただいまから第７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、誠にありがとうございます。 

 本日、高橋委員長でございますが、体調がすぐれず欠席とのことでございます。第１回の検

討会におきまして、安藤委員が委員長代理に指名されておりますので、本日は安藤委員に委員

長の務めをお願いしたいと思います。 

 本日の検討会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、佐藤農村振興局長も所要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、それから参考資料１、参考資料２、参考資

料３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、お手元のチューブファイルでございますが、第１回から第６回の検討会資料を綴って

おりますので、適宜、参考に御覧いただきたいと思います。 

 それでは、安藤委員長代理、以降の議事進行について、よろしくお願いいたします。 

○委員長代理 高橋委員長が欠席ということで、私が代理を務めさせていただきます。この議

事次第に従って進めさせていただければと思っております。 

 議事次第の２に入りたいと思います。 

 この検討会では第５回におきまして、論点整理及び今後の主な検討事項等を整理いたしまし

た。これに従って、前回、第６回検討会から、検討を深めてきたということでございます。 

 本日は、前回の議論も踏まえまして、転用期待を抑制するための手法の検討方法と課題につ

いて、さらに検討を深めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事の２の（１）の論点整理を受けての検討事項についてのうち、順番にという

ことになると思いますが、Ⅰの転用利益の徴収について、事務局から説明をお願いしたいと思

います。それでは、よろしくお願いいたします。 

○事務局 事務局でございます。 

 論点整理及び今後の主な検討事項につきましては、参考資料２という形で配付させていただ

いておりますので、適宜御覧いただければと思っております。 
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 それでは、お手元の資料、論点整理を受けての検討事項を御覧ください。 

 表紙をめくっていただきますと、目次となっております。 

 転用期待抑制の検討方法として考えられる、３つの手法ごとに項目立てをしてございます。 

 このうち、まず１つ目の項目でございます、転用利益の徴収について説明をさせていただき

たいと思います。 

 説明に当たりましては、今御覧いただいている資料と、お手元に配付しております参考資料

１を活用いたしまして説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料の右下１頁を御覧ください。 

 転用利益の徴収の検討方向（案）でございます。 

 転用利益の徴収につきましては、農地の流動化を推進する必要性が高く、かつ、農地の転用

期待が高い地域を対象に、転用利益の一部を徴収し、それを農地の流動化の促進と地域の農業

振興に要する費用に充てることができる仕組みを検討してはどうかということでございます。 

 その場合の主な課題を、次の２頁から３頁にわたって整理しております。 

 資料の右下２頁を御覧ください。 

 主な課題として、５点挙げてございます。 

 １点目ですが、転用利益の徴収を行う対象区域をどのように決めるかという点でございます。

具体的には２つございます。 

 ①といたしまして、農業振興地域、農用地区域、市街化区域等との関係について、どのよう

に考えるかということでございます。 

 ②といたしまして、区域を決める主体は誰かということでございます。ここで、この①の課

題につきまして、参考資料１により補足したいと思います。 

 参考資料１の右下２頁を御覧ください。 

 農業振興地域と都市計画区域の関係を示しています。 

 農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振法でございますが、この法律に基づきます

農業振興地域と農用地区域、それと都市計画法に基づきます市街化区域等が図に示すような関

係にございます。 

 農地流動化のための転用利益の徴収を行うエリアと、これらのエリアとの関係をはじめ、転

用利益の対象区域についてどのように考えるかということが課題の①になります。 

 資料の右下２頁にお戻りください。 

 主な課題の２点目でございます。転用利益の徴収方法をどうするかという点でございます。 
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 具体的には、①といたしまして、税として徴収する方法。②といたしまして、農地転用許可

の手続の中で徴収する方法。③といたしまして、先ほど説明した①、②でもない新たな制度を

立ち上げて、その中で徴収する方法の３通りの方法が考えられるのではないかということでご

ざいます。 

 続きまして、資料の右下３頁を御覧ください。 

 主な課題の３点目でございます。転用の態様に応じた取り扱いについて、どのように考える

かという点でございます。 

 具体的には３つございます。①といたしまして、農地法第４条、自己が所有する農地を転用

する場合の取り扱いについて、どのように考えるかということでございます。 

 ②といたしまして、賃借権、使用貸借権等による場合の取り扱いについて、どのように考え

るかということでございます。 

 ③といたしまして、公共転用の取り扱いについて、どのように考えるかということでござい

ます。 

 この①から③の３点の課題につきましては、こちらも参考資料１により補足をしたいと思い

ます。 

 まずは、①及び②の課題につきまして、参考資料１の右下４頁を御覧ください。 

 農地転用許可制度における農地転用規制の範囲を示してございます。ここでは４つのケース

について整理しておりまして、一番上のケースが自己が所有する農地を転用する場合でござい

ます。 

 このケースでは、Ａさんが所有する農地を宅地に自己転用するときには、水色の矢印により

まして農地法の４条許可が必要となりますが、農地の売却益は発生いたしません。 

 農地転用規制がなくなった宅地をＢさんに売却したときに、売却益が発生することになりま

す。 

 ２番目の所有権移転を伴う農地の転用では、農地法第５条の許可が必要となり、この時点で

農地の売却益が発生いたします。 

 ３番目の賃貸借による農地の転用、４番目の使用貸借による農地の転用では、農地法第５条

の許可が必要となり、一番上のケースと同様に農地転用許可後、農地転用規制がなくなった宅

地を売却したときに、売却益が発生することとなります。 

 このように、農地を宅地にする場合、農地転用規制がかかる時点で売却益が発生するものと、

農地転用規制がなくなった後に売却益が発生するものがあるということ、また、賃貸借の場合
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には農地転用規制がかかる時点で発生するのは売却益ではなく、賃料による利益であることに

留意する必要があるのではないかと考えてございます。 

 次に、③の公共転用に関する課題につきまして、同じく参考資料１の右下３頁を御覧くださ

い。 

 農地転用許可制度における公共転用の取り扱いを示してございます。 

 １、２とありまして、まず１として国、地方公共団体が設置するものについて整理してござ

います。国、都道府県、指定市町村が設置するもので、上段の学校、社会福祉施設、病院、庁

舎及び宿舎につきましては、転用許可権者と協議が成立すれば許可があったものと見なされる

ことになりますが、下段の上記以外の施設につきましては許可不要となってございます。 

 また、指定市町村以外の市町村が設置するもので、上段の土地収用法対象事業につきまして

は、括弧書きの施設を除き許可不要となってございますが、下段の上記以外の施設につきまし

ては許可が必要となってございます。 

 ２といたしまして、国、地方公共団体以外の者が設置する施設で、許可不要の主なものにつ

いて整理しておりまして、ここにあるような高速道路や鉄道施設等がございます。 

 このように、公共転用につきましては、ほとんどの場合において許可が不要となっておりま

すが、一部には許可を要するものや協議を要するものがございます。 

 また、前回の検討会でも触れましたが、転用利益を徴収する場合、土地税制との関係におき

まして、公共事業のための土地の譲渡等には、5,000万円の特別控除が適用されるということ

になります。公共転用の取り扱いにつきましては、これらの点について留意する必要があるの

ではないかと考えてございます。 

 資料に戻っていただきまして３頁です。主な課題の４点目です。 

 転用利益の算定方法、徴収する水準をどうするかという点でございます。 

 具体的には２つございます。①といたしまして、転用利益の算定式をどのようなものにする

か。特に、農地として売却する場合の価格は推定になることから、どのように算定するかとい

うことでございます。 

 転用利益につきましては、第２回検討会におきまして、抽象的には転用目的農地価格と耕作

目的農地価格の差額として捉えられるのではないかと整理されたところでございます。 

 転用目的農地価格につきましては、転用許可の時点で売却価格から捉えられるものもあれば、

売却行為そのものが存在しないものもございます。 

 また、耕作目的農地価格につきましては、全てのケースにおきまして推定価格を算定するこ
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とが必要となります。これらのことも踏まえ、転用利益の算定方法を検討する必要があるので

はないかと考えてございます。 

 ②といたしまして、転用利益を徴収する水準について、どのように考えるかということでご

ざいます。 

 転用利益が算定された場合、このうち徴収する額はどの程度の水準にすべきかということで

ございます。 

 論点整理でも留意点として整理されておりますが、憲法第29条との関係、いわゆる財産権の

保障との関係でどの程度に設定すべきか、非常に難しい課題であると考えてございます。 

 なお、これらを検討する上では、現場での転用利益の算定の実現性や、実効性を考えたとき、

比較的簡易な方法を採用することができないかという視点も重要ではないかと考えております。 

 主な課題の５点目、地域農業にどのように還元するかという点でございます。 

 具体的には、転用利益を徴収する区域と、還元する区域との関係について、どのように考え

るかということでございます。 

 例えば、その徴収する区域と還元する区域とは、同一の区域とすべきなのか。あるいは、還

元する区域と徴収する区域の大小関係や重なり方などについて、どのように考えるかというこ

とでございます。 

 以上、１つ目の項目であります、転用利益の徴収につきまして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、書面によりあらかじめ御意見を

いただいております。参考資料３として配付させていただいておりますので、ご紹介いたしま

す。 

 参考資料３、表紙をめくっていただいて、１頁、２頁に跨がっております。 

 読み上げさせていただきます。 

 １．対象区域。転用利益を還元する対象区域を市町村が新たに指定するのであれば、市町村

内を旧村単位など複数の区域に分けて指定し、それぞれの対象区域で徴収した転用利益は、当

該対象区域に還元する仕組みとすべきである。 

 仮に、徴収した転用利益を市町村全体に還元するのであれば、対象区域は農業振興地域など、

既存の線引き制度との関係で一律に決定されるべきである。市町村が農業振興地域内の特定の

地域について新たに対象区域を決めるとなると、線引き制度に屋上屋を重ねることになり、対

象区域指定という新たな業務負担を市町村行政に負わせることになる。また、対象区域の指定

をめぐって利害関係が生ずるため、政治的な介入を招きかねない。 
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 ２．徴収方法。転用利益を一定の方法によって算出して、これを課税標準として課税するこ

とは、転用利益の算出が技術的に難しいだけでなく、自己転用した後、さらに譲渡した場合に

転用利益と譲渡益の二重課税を調整する必要も生じ、税制として複雑になる。また、既存の税

制との調整措置を設けることで、新たな租税回避行為を生むことにもなりかねない。 

 したがって、転用利益そのものに課税するのではなく、農地の転用許可の手続において許可

申請手数料などの名目で徴収するのが現実的である。具体的な徴収方法としては、証紙の貼付

による納付などのほか、これを国民健康保険税の例に倣って、地方税法の規定に基づいて徴収

する方法が考えられる。 

 ３．転用の態様に応じた取り扱い。転用目的の譲渡のみならず、自己転用、賃貸借、使用賃

借、公共転用の区別なく、一律に徴収することが望ましい。なお、公共転用も含めて転用目的

の譲渡の場合には、徴収を確実にして譲渡者の負担感を軽減するため、譲受者を特別徴収義務

者として譲渡代金から控除して代わりに納付させる方法も考えられる。 

 ただし、農業用施設用地などへの転用など、農業振興に必要な転用の場合には、徴収猶予制

度を設けることも検討すべきである。この場合、農業用から農業用以外の用途に用途変更また

は譲渡された場合には、利子税も含めて徴収猶予分を徴収する方法が考えられる。 

 ４．転用利益の算定方法・徴収水準。例えば、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に一定率を乗じて計算する方法が考えられる。

徴収水準は、転用利益のおおむね５割程度とすることが望ましい。 

 ５．地域農業への還元。徴収した転用利益は、その転用によって具体的な影響を受ける範囲

の地域に還元すべきである。そのことによって、対象となる農地の転用の是非や転用後の利用

方法について、地域の農業者や住民など関係者の合意形成に寄与することになる。 

 このため、転用利益の地域農業への還元の業務は、市町村が直接担うのではなく、転用利益

を還元する対象区域ごとに地域農業への還元を担う「地域運営組織」を設立し、具体的な還元

方法は対象区域に任せる方法としてはどうか。この場合の地域運営組織は、任意組織でなく、

ＮＰＯ法人または市町村が過半の議決権を有する形の一般社団法人とし、市町村が法人の設立

や運営に関与することで地域代表制を付与することとする。その上で、市町村または都道府県

が徴収した転用利益を交付金等としてこの地域運営組織に対して交付する形が考えられる。 

 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○委員長代理 ありがとうございました。 

 森先生からかなり詳細なコメントをいただきましたので、これがたたき台の一つになるかも
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しれません。 

 ただいまの事務局からの説明と、参考資料３を踏まえまして、これから各委員の先生方の御

意見をお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 Ⅰは、１から５まで分かれており、詳細に議論する必要があるかもしれませんので、順番に

１から進めていきたいと思います。 

対象区域をめぐる問題ですが、こちらはいかがでしょうか。 

○委員 参考資料３で、かなり具体的な意見が出されているのと、どれも難易度の非常に高い

課題なので、基本的には難しいのかなというのが総合的な結論ですけれども、少なくとも短期

間に仕組みをつくるというような問題ではなく、しっかり考えないといけないと思います。 

 １の対象区域ですけれども、そもそもこれが非常に難しくて、例えばこの検討方向（案）、

１頁目に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高い地域と書いていま

す。これはどちらも定義が難しいですが、まだ農地の流動化を推進する必要性が高いというの

は、政策的に決められるのかなと思います。基本的には、農地の集約があまり進んでおらず、

かつ耕作放棄地というか、使われていない農地の割合が多いような地域がベースで、政策的に

流動化を推進して、そして集約化を進めていくというようなことが政策的に望まれる地域とい

うことで、こっちは決められるのかなと思いますが、もう一方の農地の転用期待が高い地域と

いうのは、これは事実上決めることが不可能です。なぜなら、転用期待というのは、そもそも

農家の気持ちの問題なので、推しはかることがまず非常に難しいし、はかろうとしても正直に

答えてくれるかどうかわからないという問題があるので、もしこれで対象区域を決めるとする

と、参考資料３にもありましたけれども、想定される転用利益は、転用後の価格と耕作目的で

の農地の価格が、例えば割合が何倍以上とか、差がどれぐらいとか、客観的なものを使わない

と決められないのではないかと思います。理論的にやろうとすればですね。 

 例えば、大都市の近辺は、基本的には価格差が大きくなりそうなので、市町村レベルぐらい

で、まずは大きく選別した上で、次に、農振区域や農用地区域を考えていく。 

 筆ごとに判断する方法は、市町村の負担が大き過ぎるという話と、線引きのときもそうです

けれども、個人的な利害関係がかなり強く反映されるので、既存のゾーニングと連動させると

いうのが、技術的にはやり易いだろうと思いました。 

 いずれにしろ、この１でストップしてしまいそうで、２までいかないという印象を受けまし

た。 

 以上です。 
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○委員長代理 ありがとうございます。 

 まず、検討方向の（案）の最初の、そもそもその地域をどう設定するかという問題ですね。

地域を選定するということ自体の困難さという問題と、１の対象区域を選ぶとすれば、こうし

た難しい問題が生じないような、わかりやすいものを示さないと難しいでしょうということだ

ったように思いますが、他に御意見があればお願いいたします。 

○委員 たまたま先日、農用地区域からの除外の話や、生産緑地を売買するという話を聞きま

した。対象区域については、地域農業への還元方策とも関係してきて、市町村が区域を決める

としても、地域農業を実際に担う人間がどうなのかというところを、今までヒアリングやアン

ケートで聞かせていただいてきましたけれども、区域を決めるということは非常に難しいなと

感じております。 

 参考資料３の、線引き制度に屋上屋を重ねるということがまさにそれに近い話で、市町村の

農政セクションが決められるとしても、それを地域全体としてオーソライズするのはどういう

形でやっていくのかというところや、都市計画部局等との調整が多く発生してくる話なので、

促進の観点からすると、やはりそこの辺を単純に、かつ負担がない形にしないと、この区域を

決めるということの行為そのものが、誰かの首を絞める形になるのではないかと非常に気にな

るところでございます。 

○委員長代理 いずれにしても、区域の設定が非常に難しいということで、もし簡便的に行う

とすれば、参考資料１の２頁でお示しいただいた、色塗りをしたところのここということを、

一律に決めてしまえばそれでいいということになるかと思いますが、例えば、乱暴な意見です

けれども、農用地区域に限定するとか、あるいはもう少し広くとって農業振興地域まで含める

といったことが考えられるでしょうか。農振地域の外ということはあり得ないというか、でき

ないと思います。２つの地域をどう設定するか、あるいは市町村をどう選定するかということ

を抜きにすれば、この２つしかないのかなと思います。 

 これは委員長代理ということでなく、私個人としての感想です。どちらがいいかというのは、

多分難しい議論になるだろうと思います。 

 そして、この農用地区域や農振地域の設定そのものが、こうした転用利益の徴収を実施する

地域という意味合いを持ちますので、農振地域の設定が持つ意味がより重くなってしまうとい

うことだと思いますけれども、そうした議論がこの後にあるのかなと思っています。 

 一応、そういう議論になっていく可能性があるということを頭の片隅に置きながら、２番目

の徴収方法をどうするかということについて、またお２人の先生から御意見を伺えればと思い
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ます。 

 税として徴収するか、転用許可の手続の中で徴収するか、それとも新たな制度をつくるかと

いう、そういう３つの選択肢というか、論点整理がされていて、参考資料３で、農地転用の許

可の手続において何らかの許可申請手数料などの名目で徴収するのが現実的ではないかという

ことと、それから、国民健康保険税の例に倣って、地方税法の規定に基づいて徴収するという

方法もあるだろうし、印紙を多分、貼る形での徴収ですよね、こういうやり方もあるだろうと

いうことで、既存の制度に乗っかって徴収ということになるかと思いますが、どうでしょうか。

税金がよいか、許可手続で取るか。新たな制度というのはなかなか大変かとは思いますが、こ

ちらもどうでしょうか。 

○委員 これもまた非常にハードルの高い問題です。 

どちらも考えなければいけないことがあって、これは４の転用利益の算定方法や徴収水準と

関係していて、手数料というのは一般的には一律というか、１件当たり幾らみたいなのが一般

的なイメージだと思います。できても㎡当たり幾らにして、大きな面積を転用する人はそれだ

け手数料も多くなりますよと。だけど、その㎡当たりの単価は場所によって変わるものではな

いというのが手数料の基本的な考え方だと思います。 

 ４で、転用利益に見合った大きさで取っていこうとすると、手数料の考え方とは合わないと

いうか、相入れないような気がします。そうすると次の選択肢として、税の一種みたいなもの

ということになっていくと思いますが、税は３の転用の態様と関係しているように思い、例え

ば参考資料４の上から２つ目の所有権移転を伴う農地の転用で、これは５条許可で、所有者Ａ

から所有者Ｂに行くので、このときは譲渡所得課税が発生します。もともとの農地は何か非常

に安い値段を計算上入れ、その差額の一定割合を税として徴収するので、これは基本的には転

用利益に近いものになっているはずです。 

 そう考えていくと、この上から２番目のケースは税という形で取らなくてもいいかもしれな

いし、上の自己転用の場合には、これもなかなか難しくて、最後の宅地、所有者Ｂまで行けば

譲渡所得課税が発生するけれども、行かない間はずっとそれが実現しません。キャピタルゲイ

ンが理論的には発生しているけれども実現していない状態です。 

 だから、譲渡所得課税との関係をどう考えるかを、この図を見てすぐには解けないので、難

しいと思っており、もしやる場合には、結局は手数料でもなく課税でもない新しい呼び名にし

ないと多分いけないんじゃないかと思います。 

 それは、負担金みたいな発想じゃないかと思います。今までずっと農地であったけど、農地
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であることをやめる、つまり、農地の出口を通るための負担金みたいな、そういうことを考え

ていかないと、さっきの手数料ではうまくいかないし、課税だと既存の税制との調整というか、

二重課税だとかそういう問題があり、少し出口賦課金みたいな発想なら考えられるのかなと思

いました。それでも、面積に応じてというところは分かりますが、場所に応じてというのは、

もう一段難易度が上がるというような印象です。 

４番までいきますが、場所に応じてやるとするならば、参考資料３にあるように固定資産税

の評価額を使うしかないと思います。 

○委員長代理 ありがとうございます。 

２から４までは一緒に議論したほうがいいということで、２から４まで含めて、御意見が

出たところです。難しい話ですけれども、他に御意見がありますか。 

○委員 今、負担金か出口賦課金という話がありましたが、社会的にこういう制度を示したと

きに、一般国民がどう受け取るのかというところも考えなければならない。 

 税というのもおかしいし、手数料だと面積について検討が必要で、また、地域差というのを

明確に水準として出すためには、地域差がなぜあるのかということの論拠を示す必要があり、

それは非常に難しいと思います。 

 そうすると新たな制度という形になるのかもしれませんが、流動化の促進の観点からこうい

う制度というか、区域と転用利益に対する賦課というか負担金を支払うという義務が生じると

いう、非常に難しいお話ですけれども、そのあたりが一番落ち着きどころ、社会に出たときの

受け入れられ方としてはよいのかなと思います。 

 参考資料３の転用利益のおおむね５割程度という水準が、どういう根拠で出されているのわ

かりませんが、これについては、負担金という形にしたとして、どのくらいの徴収水準にすべ

きかというのは非常に難しいと思います。 

 ただ、流動化を促進するという観点にかなった、受け入れた人間が高過ぎると感じない、受

け取る側と出す側との合意が得られるような高すぎない水準というのを、緻密に考える必要性

があると思います。 

 以上です。 

○委員長代理 ありがとうございます。 

 新しい制度を作るにしても、その制度が実社会の活動に対して何らかの阻害要因をもたらす

ようなものにしてはいけないということですね。変に新しい制度を拙速につくると、むしろ

色々な問題を生じさせてしまう可能性があるので、そうした問題が生じないような制度にしな
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いといけない、そういうことも考えなければいけないということだと思います。参考資料３を

私が見た感じで言いますと、３の転用の態様に応じた取り扱いの問題から恐らく考えられたの

かなと思いました。これらを区別するのではなく、公共転用も含めて一律に取る必要があると

いうことになります。そうすると、先ほど御意見がございましたが、自己転用の場合の取り扱

いが難しくなります。まだ実現していない利益に対する課税となるからです。売った場合には

利益が確定しますので、それに基づいて税金を取ることはできますが、それができないとなる

と、４の固定資産税評価額を使うのがいいのだろうということになると思います。しかし、農

村地域では路線価がないところもありますので、倍率方式で計算ということになるか、そのあ

たりの詳細はわかりませんが、広く使われているものを使いましょうということになると、固

定資産税の評価額を使っての徴収は一律の事務手続がこのような形でできるのではないかとい

う、制度の実現可能性を考慮して、このような提案を森先生が出されたのではないかと考える

次第です。 

 いずれにしても、この事務局に示していただいた、参考資料１の４頁にあるように様々なケ

ースがあり、制度の運用を一律に行って不平等が生じないようなものにしなければ実社会に歪

みが生じるということですね。そこを考えると、なかなか難しいと思います。 

 それから、農地が売却された場合には、譲渡所得税が課されますが、長期譲渡所得の場合に

は、売った価格の５％が取得原価となりますから、高い価格で売れるとすると、農地評価より

も高い仕入れ原価になるため、転用利益に対する課税はむしろ緩くなるかなという感じはいた

します。これはその地域の農地の価格がどれぐらいかにもよりますけれども、譲渡所得税では

完全に転用利益を捕まえることはできない可能性がありますので、固定資産税の評価額の増分

に対して転用利益を徴収し、さらにそこからその土地が売買された時には、譲渡所得税からそ

の徴収された分を差し引くということは可能かもしれません。 

 そのあたりの具体的な税務の関係は、森委員がいらっしゃったら改めてお伺いしたいと思い

ますが、この課題４の整理から制度を一律に運用することのできるかどうか、そのことが課題

３の徴収水準にもかかわってきて、そして徴収方法ともセットになった提案になっていると、

こういう構図になっているということだと思います。 

 そして、徴税回避行動が引き起こされ、実社会に歪みが生じるようなことがない仕組みにし

ていかないといけません。また、ゾーニングとの関係で、この地域と決めた場合には、そこに

は規制が入ってくるということですから、ゾーニングにどのような意味を持たせるかというこ

とも考える必要があるという、そうした問題の一連の構図が見えてきたということになるかと
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思います。 

もう一つ委員からご提案がありました。農地からの出口課税という、農地ではなくなるこ

とに対する課税というご提案があったわけですが、これは農地をやめることに対して、どうい

う根拠でどういうお金を取ったらいいのかということだと思います。例えばの話ですけれども、

農用地区域で土地改良事業をしっかり行っているような場合には、そこに国費も投入されてお

りますので、その農地が転用されてしまうような場合、例えばその土地改良投資の残存部分な

り補助金でまかなわれた部分については、ご返却いただくということは考えられると思います。

ただし、その農地を長期間使っていれば、ほとんど償却してしまっているかもしれませんので、

そこは難しい問題があるかもしれません。また、その残存価値をどのように評価するかという

問題もありますし、インフレーションやデフレーションの影響もみていかなければならないか

もしれません。しかし、この考え方でいくと土地改良が行われていない農地についてはそうし

た徴収はしなくても構いませんという話になってしまいます。そうなりますと農地が持ってい

る社会的な便益が失われることに対しての徴収ということになります。だが、それは簡単には

計算ができない、難しい話になってしまいます。あまり私が話すと議論が混乱しますので、こ

のような考え方もあるかなという程度でにとどめておきます。もうちょっと出口課税、出口負

担金について話をしていただければと思いますが、どうでしょうか。 

○委員 ジャストアイデアみたいな感じで、議論の材料にしていただこうというような意味も

ありましたが、出口課税よりも出口負担金の方がよいと思います。 

出口負担金の場合は農家じゃない方が払うというのが基本だと思います。つまり、農地は

基本的には守るべき非常に貴重なもの、特に農用地区域の場合そうであって、それを他の用途

に転用するということであれば、新しい用途として使う人がその分を負担するというのがやは

り基本かなと思います。 

 そうすると、自己転用のときにどうするかという、ちょっと難しい問題が起きて、その場合

は同じ所有者Ａでも、後で使っている人は本当は同じ人だけれども、人格としては違う人格な

んだというように理解するしかないのかなと思います。 

○委員長代理 自己転用の場合にも、本当の住宅を建てるケースと、農業用施設を建てるケー

スとがあります。参考資料３では、農業用施設は農業振興のために必要なものだということで、

分けて考えたほうがいいのではないかとされていますが、いずれにしても、自己転用の問題は

どうしても残ります。そこをどう考えるか。 

 それから、売った側ではなくて、転用利益を享受している側というか、買った側のほうから
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徴収するのがよろしいのではないかという、そういうことですよね。私もそれがいいかなと思

いますが、どうでしょうか。 

 次に、徴収した利益をどう使うか、ということになりますが、参考資料３では対象区域は、

新市町村ではなくて旧村単位で、使う場合にはそのお金を、市町村の関与がある、地域代表制

を確実に持った地域運営組織というものに与えてはどうかというのが参考資料３でのご提案だ

ったと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 

○委員 今のお話で大分整理されてきたかなと思います。先ほど委員長代理がおっしゃられた

農地の担ってきた社会的便益とか、今まで公的に投資してきたもの、そういうものを実際に転

用する側が、農地ではない利用の仕方をするということに対して負担するという考え方は、一

般の国民に対してもということでは非常にわかりやすい話だというふうに思っています。 

 ただ、この地域運営組織が地域代表制を付与するというようなことは大事だと思いますし、

私も旧村の単位というのは、地域農業への還元を考えた場合には非常に大事だとは思いますが、

実際上はこの運営組織がその地域の中で、どういう権限を持って、どういう方々が担うのか。

また、還元された収益をどう使うのかということに対しての権限を持つということになると、

この組織のありようというのがかなり重要になってきて、変な組織がこれを狙って入ってくる

ようなことは避けたいし、農協等との調整も大事なことだと思います。ただ、これが今後その

地域農業をどう担っていくかというところの、まさにその合意形成とかそういう一つのプラッ

トフォームになれるのであれば、その意義というのは非常に大きいと思うので、そういう形と

いうのは望ましいと思うんです。しかし、合意形成するにしても何にしても負担が発生します

ので、時間的なものとか、面倒くささだとか、そういう部分をどう調整すればいいのかという

のが、気になるところです。組織が、実際にどうなるのかというところですね。 

○委員 理想的には、参考資料３でご提案されている形がいいと思うんですが、なかなかこう

いう組織というのは、つくること自体がハードルが高くて、あるエリアから取ったものをある

エリアに還元してあげるということ自体は、まだ議論したほうがいいと思いますけれども、基

本的には主体は、原則は地方公共団体ではないかと思います。 

 例外的に組織がつくられているところは、その組織が関われるような構造なのではないかと

思います。 

 そうだとすると、あとはあくまでもその地域の流動化、あるいはその農家の集積に資すると

いうことなので、そこは市町村に任せるしかないのかなというのが基本的な私の今の考えです。

理論的には取ったところに返すというのが美しいのですが。 
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○委員 現実的に、区域の指定で、市町村内の農用地区域の全部を対象区域としていれば、基

本的にはそこに返すということになります。旧村というのがいつの時代の話のことなのか、よ

くわからないので、そういうところは判断できる材料が自分にないので、意見保留というよう

な感じでしょうか。 

 それから、先ほどの話に少し補足させてください。転用後の所有者なり利用者が支払うとい

う考え方でいくと、本当は農家の転用期待を減らしていることには全くならないんですね。な

ぜなら、取る主体が違うから。しかしながら、現実的に起きそうなことは、その分を転用後の

主体が見込むので、農家の手に渡る価格が多分抑えられることになって、結果的にそういう転

用行為そのものが抑えられていくんじゃないかという、そういう理屈立てになっています。農

家の転用期待を徴収して農家の期待を抑えるというのに、直接対応した手法じゃなく、婉曲的

な方法です。しかしながら、社会的には割と理解を得られやすいんじゃないかなというような

気がします。 

○委員 そうですね。 

○委員 結果的に、そういう転用が抑えられていくんじゃないかというようなことでしょうか。 

○委員長代理 ありがとうございます。 

 かなり整理していただきましてありがとうございました。お２人の委員のお話からしますと、

やはり市町村なり地方公共団体が徴収したお金を扱う、管理するのがいいのではないかという

意見だったと思います。やはり地方公共団体というのが妥当な線かなというのが、この委員会

において、３人の委員からは一応そのような意見が出たということにしたいと思います。 

 あと、利益の還元ですけれども、その地域で使うということもありますが、もう少し、踏み

込んで、農地から生じたものは農地へ返すということもあるかもしれません。例えばですが、

農地が減った分だけその農地がお金に変わっているとすれば、そのお金で農地を整備するとか、

あるいは農地を購入して増やすということも考えられるかもしれません。その増やす農地のエ

リアは別のところとなるかもしれませんが、農地を維持するための基金のような形で積んでお

くということも、可能性としてはあるのかなと思いました。これは、あくまでも私の個人的な

感想です。 

 Ⅰにつきましては大体、意見が出たと思いますので、ここで事務局からコメントをお願いし

ます。 

○事務局 ありがとうございます。 

 委員の皆様がおっしゃるように、非常に難しい問題だと思っていますし、それぞれが関連し
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ていて、切り離して議論をするのが難しいことでもあると思っています。 

 一方で、全てを一緒に議論をすると、全く議論が進まないということで、非常に難しい論点、

それぞれが難しい話だと思いますけれども、それをうまく切り分けてご議論いただいたと考え

ております。 

 対象区域は、委員の皆様がおっしゃるように非常に悩ましいところで、区域指定をきちんと

やろうとすればするほど、区域を決める人たちの負担が重くなってしまいます。一番簡単なの

は、例えば、委員長代理からも出ましたが、農業振興地域や農用地区域については全て対象に

するという形、要は誰も何も考えなくていいというのがお金を取りやすいようにするという意

味ではいいわけです。しかし、一方で、これまでアンケート調査やヒアリングをしてきた中で、

果たして転用期待が全国普遍的にあるのか、また、流動化を進める必要が高い地域が全国普遍

的にあるのかというと、もちろん８割に上げていかなければならないという状況はあるわけで

すから、日本全体としては当然その必要はありますが、地域で見ると例えば北海道は極めて集

積率が高いということもありますし、転用期待そのものも、例えばインターチェンジの周辺で

あるとか、開発プロジェクトがあるというようなところの周辺は騒がしくなったりするけれど

も、そういう話がないようなところでは転用期待を持っている人たちというのも、今どきほと

んどいないというようなお話もあるわけです。そうなってくると、あまり開発機会もないよう

な、かつ、担い手への集積もかなりの部分進んでいるというようなところでたまたま生じた転

用に対して、転用利益を取る、財産権に対する規制をかけるということになるわけですけれど

も、それが果たして憲法29条との関係で正当化されるのかというと、かなり難しいものがある

のかなと思っております。できるだけ機械的に決まったほうが区域指定がしやすいというのは

間違いないところで、そういう意味では委員の皆様方から御指摘のあった、例えば固定資産税

の評価額を使って、宅地の場合だと幾らぐらいで、農地の場合だと幾らぐらい、これを単純に

比較して、例えば何倍以上に開いたらというような考え方をとるというのは、まずその転用期

待というものをできるだけ客観的に図るという意味では、１つ示唆に富んだ考え方なのかなと

いう気がいたしました。 

 そういったことも考えながら、事務局で、また次に向けて色々と考えていかなければと思っ

た次第でございます。 

 徴収方法のところも、御指摘いただいたとおり非常に悩ましいところです。 

税ならば、税として取る理屈というものがありますし、何から取るのかということになっ

てきますし、既存の税との調整が必要になってくるかと思います。 
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 転用許可の手続の中で取るという場合には、例えば転用許可が不要のもの、公共転用の場合

などをどうするのかということが出てきますし、仮に手数料という話になってくると、委員の

皆様がおっしゃったように、通常、手数料というのは事務的にこういうような手間がかかると

いうのをモデル的に試算して、１件幾らとか、あるいは、もしかしたらものによっては面積が

増えて少し事務が増えるということが、こういうものに正当化されるかどうかというのはある

わけですが、規模に応じて事務が増える、あるいはその転用許可をする際には、例えば農業委

員会の方々などが現地に赴いて調査をしたりというようなこともございますので、転用面積が

広いと手間が増えるので、若干の差を設けるということはあるのかもしれません。そこから転

用利益、これは第２回の検討会だったと思いますけれども、転用利益というのは農地で仮に売

った場合の価格と、宅地として売った場合の差であると。ですので、農地を農地として売った

場合に当然、戦後の例えば農地改革で得た、または、高度成長期の頃に購入したという農地が

今と比較すればインフレの影響もありますけれども、価格は上昇しているわけです。 

 ただ、農地を農地として売る場合には、その差は問わないと。宅地として売る場合には、そ

こにまた大きな差が生じているはずなので、そこの部分を一定程度地域に還元していただくと

いうのが、この議論のスタート地点でございますので、そういった考え方とこの手数料的なも

のの考え方がなかなかうまくマッチするかというと難しいのかなと思います。いろいろお話い

ただいたように、自己転用の場合には当然お金はそこにはない。むしろ、自己転用する場合に

は、単に宅地にするだけで何も使わないということでは許可が出ませんので、建物を建てたり、

何らかの投資をしているはずです。そういうことからすると、その投資をした方、自己転用を

した方というのは、お金をむしろ持ち出しているはずなので、その方からさらにお金を取ると

いうことが現実的にできるのかどうかとかいうことも含めて、いろいろと考えていく必要があ

ります。 

 制度上取るということは整理できるでしょうけれども、実際にはお金がないところから強制

的に取るというのは、なかなかできることでもありませんので、そのあたりも含めて考えてい

かなければいけないと思います。 

 理屈の整理ももちろん重要ですし、実行可能性という点で、どこまできちんとお金が取れる

ような仕組みにするのかというところも非常に重要になってくると思っております。 

 そういう意味では、新たな制度の中で徴収するというのは、一気にそういった既存の仕組み

の縛りから逃れられるような気がするので魅力的なんですけれども、それはある意味、思考停

止を起こしているのとあまり変わりません。既存の仕組みで考えるのは面倒くさいから、新し
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い仕組みで取ってしまえと。そういうものが通じるほど制度というのは簡単なものではありま

せん。やはりこのあたり、１番、２番、３番それぞれについて、今日いただいた御意見も踏ま

えながら検討を深めていかなければならないのかなと思っております。 

 ４番の転用利益の算定方法・徴収水準というのも、これも非常に難しい問題でございます。

例えば、算出式をどのようにするのかということについても、どうしても仮定で考えなければ

いけないところが出てきます。 

 事務局からの説明でも申し上げましたけれども、譲渡所得の課税の場合には、譲渡した価格

は当然把握できますので基本は購入した額ですが、昔に取得したものでわからないという場合

には一律５％を掛けて、いずれか高いほうを採用し、その差額としています。そこに長期であ

れば基本は20％、短期であれば40％を掛けるというような形になっているかと思います。いず

れにせよ、現実に存在する数字を使えるわけです。 

 転用利益の場合には、先ほど申し上げたように、売ったという場合には現実に存在する数字

が使えるわけですが、例えば自己転用の場合には売ったという数字が存在しませんし、そもそ

も農地として売った場合には幾らになるのかというところはフィクションにならざるを得ない

ので、やはりそのあたりをどうするのかというのは、非常に難しい問題があろうかと思います。 

 このため、固定資産税の評価額をベースにして考えていくというのも、これも１つ示唆に富

んだ御指摘と思っております。 

 一方で、土地改良について残存部分を返してもらうというようなお話もありましたが、残存

部分を返すということに関して言うと、補助金適正化法に基づいていろいろ事細かに、この工

種については何年という形で、あとはそれが年を追って逓減していくというような形で補助金

を返還しなければいけないというようなこともございますし、土地改良の場合にはそれに加え

て土地改良区が特別徴収金を取るというようなこともございますので、土地改良をしたかしな

いかで、お金を取る・取らないを決めていく、あるいはその水準を決めていくというのは、既

存の仕組みとの関係において、なかなか整理が難しいのかなと思いました。 

 あと、地域農業にどのように還元するかというところも、その区域指定と同様に非常に悩ま

しい問題だと思っています。お金を取られる側の人たちのことを考えると、やはり自分のとこ

ろで取られたお金は自分の身近で使ってほしいとお考えになるでしょうし、一方であまりそれ

が狭過ぎても近親憎悪みたいな話にもなりかねないでしょうし、区域指定そのものが利害関係

に絡んできて、難しい問題になってくるというのは御指摘のとおりだと思います。 

 そういう意味で、参考資料３の旧村、おそらくこの旧村というのは昭和30年の昭和の大合併
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の前の旧市町村の単位だと思います。私たち、特に農業関係者、農業、農政の関係者で旧村単

位というと、そのように使いますので、おそらくはそれなのかと思います。 

 これは１つ示唆に富んだ、また考え方なのかなと思いますし、そういったものをベースにし

て、市町村が区域指定するというお話が出ていますが、例えば市町村で具体的に考えていただ

くというようなことも考えられるのかなと思います。現在の市町村だと浜松とか仙台とか非常

に大きな市から、非常に小さな町村までありますので、区域指定をする人たちの負担を減らす

ということからすると、できるだけ機械的に定められるほうが望ましいのでしょうけれども、

あまり機械的に定め過ぎると何故こんなに広くなっているのかなとか、何故こんなに狭くなっ

ているのかなということにもなりかねません。このあたりがなかなか悩ましいなと思います。 

 地域運営組織を活用するということは、確かにその実行の段階でお金を使っていただくとい

うところでそういった組織を使うというのは、これも非常に示唆に富んだ御指摘だと感じます。 

 一方で、例えば指定管理制度ではないですけれども、お金を取ってお金を配るところまでは

市町村が行い、一種の補助金みたいな形で地域運営組織に使っていただくとか、またはその地

域を何か担う方々がいらっしゃれば、任意団体のような形でもいいと思いますが、使っていた

だくというような方法もあるでしょうし、どちらかというと参考資料３の地域運営組織に任せ

るべきではないかというのは、直接どのように還元するかというよりは還元するときの一手法

なので、少なくともそれを活用することはできると思いますが、それに限定する必要まではな

いのかなという気がいたしました。 

 いずれにせよ、非常に難しい問題についてご議論いただきまして、非常に感謝いたします。

一方で、議論をお願いしておいてこういう言い方をするのも何ですけれども、これだけ難しい

お話ですので、きょうこの検討会でこの後のお話も含めて結論が出せるというような話でもな

かろうかと思っております。 

 しかしながら、非常に示唆に富んださまざまな御意見を頂戴しましたので、この御意見を踏

まえて、また次回の検討会に結びつけていきたいと考えております。 

○委員長代理 ありがとうございました。 

○委員 Ⅰのところで言い忘れたことがあります。徴収水準の話ですけれども、参考資料３の

５割という話に関する単なる情報提供ですが、多分、５割というのは所有者と公共が折半しま

しょうというのが１つの考え方だと思います。 

 たしか、区画整理事業は減歩をして宅地を増進させますが、実証的に調べてみると、あれも

ある種の転用益で、それを公共と地主さんが折半している、減歩率などを調べてみると、実態
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としてはかなりそれに近いことが行われているという研究があったような気がします。調べら

れると１つの根拠になるのかなと思いました。 

○委員長代理 ありがとうございました。 

 土地改良の転用決済金や区画整理事業など、関連分野にとっても参考となる情報もあったか

と思います。ここで結論を出すことはできませんが、年明けもこの会議が続きますので、いろ

いろと情報を集めつつ、もう少し網を絞り込んでいっていただければと思います。 

 残された時間を使い、ⅡとⅢの２つを分けて議論していく必要があるかと思います。 

 それでは、次にⅡの転用規制の強化につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料の右下４頁を御覧ください。 

 転用規制の強化の検討方向（案）でございます。転用規制の強化につきましては、農地の流

動化を推進する必要性が高く、かつ、農地の転用期待が高い地域を対象に、転用規制を強化で

きる仕組みを検討してはどうかということでございます。 

 その場合の主な課題を５頁に整理しております。 

 資料の右下５頁を御覧ください。 

 主な課題として３点挙げております。 

 １点目ですが、転用規制の強化に対して地方の理解が得られるかという点でございます。こ

の点につきましては、前回の検討会でもお示ししたとおりでございますが、平成21年の農地法

改正による農地転用の厳格化以降、毎年全国から多数の農地転用規制の緩和に関する提案が寄

せられているところでございます。 

 例えば、市町村のまちづくり計画等に合致するなどの一定の条件を満たす施設については、

農地転用許可を可能にするですとか、市町村の活性化につながる施設等については、農地転用

許可を可能にするといったものがございました。 

 このような多くの規制緩和の要望がある中で転用規制の強化をすることに、地方の理解が得

られるかということでございます。 

 主な課題の２点目でございます。財産権の保障との関係をどのように整理するかという点で

ございます。 

 具体的には、転用規制の強化は農地転用できる範囲を狭め、財産権を制約することになるか

ら、慎重な検討が必要ではないかということでございます。 

 先ほどの転用利益の徴収につきましては、利益は徴収されますが、転用は実現すると。これ

に対しまして、転用規制の強化につきましては、転用そのものをさせない、または、転用でき
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る範囲を狭めるということになるわけでございまして、財産権への非常に強い制約になります

ので、より慎重な対応が必要ではないかということでございます。 

 主な課題の３点目ですが、規制強化の手法として具体的にどのようなものを採用するかとい

う点でございます。 

 具体的には、「例えば」とあります。①として、現行の仕組みを前提といたしまして、要件

を厳しくするなどによりまして、転用規制の厳格化を行う方法。②といたしまして、現行の仕

組みそのものを見直す、転用規制の抜本的見直しの方法の２通りの方法が考えられるのではな

いかというふうにしております。 

 以上、この転用規制の強化につきましては、ご説明させていただきました。 

 続きまして、先ほどと同様、森委員の御意見をご紹介いたします。 

 参考資料３の２頁目を御覧ください。 

 転用規制の強化でございます。読み上げさせていただきます。 

 転用規制の強化は、私権の制限につながることで容易ではないが、公共性とのバランスにお

いて再検討すべき課題と考える。公共性とのバランスを図る上で、地域の合意形成を転用の前

提とする制度が考えられるが、前述の地域運営組織を設立した区域においては、当該地域運営

組織の同意を転用の許可の条件とすることで、無秩序な転用を防止する効果が期待できる。た

だし、その場合、自由な転用ができなくなることを恐れて、地域運営組織の設立に消極的にな

る弊害も予想されることから、地域運営組織に対する行政からの助成など、何らかのメリット

措置が必要となる。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長代理 ありがとうございました。 

 それでは、転用規制の強化につきまして、これは１、２、３をまとめた形でよろしいかと思

いますけれども、委員の先生方から御意見、コメントをいただきたいと思います。 

 最初の規制強化に関しては、かなり難しいだろうという、そういう説明がされていたように

思いますが、いかがでしょうか。 

○委員 規制強化が難しいのは、農政も都市計画も同じなので、難しいことはそのとおりだと

思いますけれども、難しくてもやらなくちゃいけないことは多分やらなくちゃいけないという

ことに帰着するのかなと思います。 

 あとは、どの程度の強化ということなのかということかなと思います。非常に厳しいゾーニ

ングというのは建築のほうにもあって、例えば工業専用地域というのは工場以外つくれないと
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いう、すごくきついゾーニングです。 

 だから、ゾーニングとして決められている、農地以外使えませんよみたいな、そういうこと

は都市の中の世界ではあり得るので、憲法違反だとかいうことは聞いたことがないので可能だ

と思いますが、例えば今の農用地区域を、農地転用は一切だめですよというようなことを、現

況からそこのレベルまで一気に強化できるかどうかというと、ほとんどそれは無理だろうなと

いう気がいたします。 

 ただ、そういう意味では強化の方向のベクトルはゼロじゃないといけないということはなく

て、やっぱりそこは程度の問題じゃないでしょうかとしか言いようがない。とりあえず、そん

なところです。 

○委員長代理 ありがとうございます。 

○委員 国際的にも農地というのが社会的便益じゃないですけれども、なくなるということに

対して、一般住民の方などは、そこに対して何かできないかということを割と主張なさる。 

 もちろん財産権の保障との関係はありますが、先ほど来のロジックで言えば、実際に転用で

利益を得る方が負担金支払うとか、そういう部分は、あくまで地域指定を従来のものをある程

度反映するのであれば、それはもともとはそういう区域として設定されているんだから、そこ

をこういう社会的なバランスの中で今後の国の全体の話として、農業というのが以前の昭和の

時代よりは多分、一般の国民の方は社会的便益みたいなものを重視している傾向にあるので、

そういった意味ではこの転用、規制強化というのは今の時代からいうと逆かもしれませんけれ

ども、そういう地域に対してどういう影響を、農地が転用されるとどういう弊害があるのかと

いうことを考えていただければ、割とコンセンサスは得られやすいのかなと考えます。 

 ただ、ここで参考資料３にあるような、この地域運営組織を今後の転用の許可の条件とする

というようなところは非常に高いハードルでもあるし、もしこれが市町村のある部分が担うと

すると非常に難しい立場になってしまうので、それこそ財産権の阻害を公共がするという話に

なってしまうので、そこらあたりはどういう合意で今後、その転用を許可するのかというとこ

ろが非常に難しいかなと思います。 

○委員長代理 ありがとうございました。 

○委員 この転用規制の強化は、Ⅰの転用期待の徴収と密接に関連していると思います。 

○委員 そうですね。 

○委員 もともと日本の所有権の構成要素というのは、使用・処分・収益が自由にできるとい

うことなので、使用に対する規制がこの転用規制のほうで、収益に対する規制がさっきの転用
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期待のほうなので、これらは一体で見てどちらのバランスを強くするかというように考えない

と、それぞれ独立にということじゃないと思います。特に財産権の問題でいうとですね。 

○委員長代理 ありがとうございます。 

 法律家の高橋委員長がいないのが辛いところですが、私も同じ意見です。基本的には規制強

化の方向に行かないといけないということだと思いますが、なかなか色々と難しい問題もある

ということです。 

 しかし、一応、公共の福祉に反しない限りの私有財産権ということですから、その公共の福

祉の論理をどうつくっていくか、そして、この公共の福祉の論理の中に先ほどの転用利益の徴

収という問題がどう位置づけられるかということが改めてここで出てきたということなのだと

思います。 

 参考資料３にある地域運営組織の提案というのは、多分、地元のことは地元の人たちが一番

よくわかっているので、性善説に立てばある程度の転用はその地域の活性化のために必要だか

ら認めるけれども、それ以外については自制が働くだろうし、その方がうまくいくだろうとい

うことだと考えるのですが、しかし、果たして本当にそれで大丈夫かという問題はやはり残る

わけです。こうした地域に自主的に判断をさせていくというのは都市計画のほうでは地区計画

制度のようなものもあったと記憶していますが、どうでしょうか。 

○委員 市町村内分権というのは、かなり先進的なところで、例えば建築協定制度というもの

があります。これは地域の人が基本、全員同意でつくった協定に沿った形で建物の建て方など

を決めているもので、これには通常、協定運営委員会という地元組織ができて、市町村に確認

申請が出てくると、運営委員会に送って、そちらでまずはチェックしてもらうということをや

っているところもあります。 

 ただし、そこがイエス・ノーの最終的な権限を持っているわけではなくて、それはあくまで

も確認機関が持っており、当然、確認機関はそういうことを考慮した上でその確認を出さない

といけないということが一般的で、そういう例はありますが、運営委員会というのは法律には

位置づけられていなくて、あるいは、場合によってはまちづくり条例みたいなものでそういう

こと、神戸などが割と先進的にそういうことをやっていましたが、どちらかというと市町村の

条例でそういうことを自主的にというか、自発的にやっている例が多いのかと思いました。 

 それともう一つ、現実に今でも転用には、農業委員会が関係していますよね。あれはある種

の地域運営組織だと思うんだけれども、そことの関係がどうなるのかなと思いました。 

○委員長代理 ありがとうございました。 
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 この点につきましては、どうでしょうか。事務局の方から御意見がありますでしょうか。よ

ろしいですか。 

 それでは、次のⅢの農地規制の状況の周知等による農地流動化への誘導につきまして、事務

局からご説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、３つ目の項目でございます。 

 農地規制の状況の周知等による農地流動化への誘導について、ご説明させていただきます。 

 資料の右下６頁を御覧ください。 

 検討方向（案）でございます。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

施策の展開を検討してはどうかということでございまして、例えば、①といたしまして、現在、

許可時点で判断が行われている農地転用規制上の農地区分を、あらかじめ図面等で示すことに

より、農地の規制状況を周知することが考えられます。②といたしまして、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

力を呼びかけるなどにより、農地流動化に誘導することが考えられます。 

 その場合の主な課題を、７頁に整理してございます。 

 資料右下７頁を御覧ください。 

 主な課題として２点ございます。 

 １点目は、いかにして効率的・効果的に施策を実施するかという点でございます。具体案と

して３つ例示してございます。 

 ①といたしまして、図面の作成でございます。例えば、原則として転用が許可されない第１

種農地を、あくまでもある特定の時点の判断であるということで参考情報としてあらかじめ図

面で示すといった方法が考えられます。 

 ②といたしまして、「農地情報公開システム」の改良でございます。前回の検討会で説明い

たしました、通称・全国農地ナビでございますが、一筆ごとに農振法の農用地区域か否かがわ

かるような格好になってございます。例えば、このシステムに①と同様に第１種農地の情報を

のせることが考えられます。 

 ③といたしまして、流動化施策の周知でございます。これまでの現地ヒアリングの結果から、

年配の世代を中心に長く農地や農業に携わってきた方々には、農地は貸しても必要なときに返

してもらえることが大分浸透してきたように見受けられる一方で、農業や農地をあまり知らな

い息子・娘世代とか。農地制度についてあまり勉強していない農家では、農地は貸したら返っ

てこないと思われているケースがあることが浮き彫りになったところと考えております。 
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 このため、農地流動化に向けた農地の貸借につきましては、基盤強化法による利用権設定に

加えまして、近年では農地中間管理機構による流動化を進められておりまして、今は安心して

農地を貸すことができることについて周知を図ることが考えられます。 

 これら３つ以外の案も含めまして、予算面等からも効率的で、農家の方々に対しても効果的

と言える施策を検討する必要があるのではないかということでございます。 

 主な課題の２点目でございます。施策の展開に向けて地域の協力が得られるかという点でご

ざいます。事務手続の増加などの点で、農家・農業者を含め、地方の協力が得られるかという

ことでございます。 

 以上が３つ目の項目の説明でございます。 

 続きまして、森委員からの御意見をご紹介いたします。 

 参考資料３の２頁目の下のほうでございます。 

 農地流動化への誘導。農地区分をあらかじめ図面等で示すことは、地方行政による住民への

情報開示にもなり、望ましいと考える。また、農業振興地域制度における農用地区域の線引き

の適正化に寄与することになると考える。 

 農地転用許可について相談があった場合、農地流動化に誘導することも有効と考えるが、そ

の際、新たに農地中間管理機構に貸しつけた場合の農地の固定資産税等の軽減措置や転用した

場合の固定資産税の負担増についても説明し、保有コストの面から農地流動化のほうが有利で

あることを農業委員会の担当職員等が適切に説明できるようにする必要がある。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長代理 ありがとうございました。 

 それでは、今のご説明につきまして、先生方から御意見やコメントをいただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○委員 この農地ナビというものが全農地について整備されているということであれば、それ

を利用するというのが一番自然かなと思います。これは図面もあるんですよね。ウエブ上で、

図面でチェックができると。一般的に、最近まちなかは、ほとんどの市町村がそういう仕組み

を導入して、ウエブで見ると自分がここに何が建てられるかとか、ここは何とか地域がかかっ

ているとか、そういうことがわかるので、それと同じことを農地でもやればいいということだ

と思います。 

 そのときに、その農地区分が事前に決まっていないという話ですね。それはどうするのかな

という気はしますが、厳しい区分は、事前に決めたほうがいいのではないでしょうか。事前に
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決まっていないということ自体が、本来、何を意図していたかということですが、あらかじめ

農地をランキングして、それを事前にお示しするというのは、やっぱり大きな情報公開の流れ

だと思います。案件が出てきたときに個別に判断するほうが、労力は少なくて済むんだけれど

も、最低限、甲種と１種ぐらいは決めてしまえばいいという気がします。 

 ウエブ上だと、条件が変わって農地区分が変わっても比較的簡単に修正できるので、これが

基本的な方向かなと私は思います。 

○委員 私もナビを公開するというのが一番だと思っております。できるだけ負担を少なくと

いうところと、新しくつくるのではなくて、今まであるものでという意味でリーズナブルだと

思っております。 

 先ほどからの話だと、例えば甲種や第１種だったら負担金が高いのかというところも出てく

るのかなという感じもしています。 

そうなると事前に決めるのは難しいですけれども、ただ、やはり農地の今後の集約化など

を考えると、なるべくそういうところで農地転用が起こることは避けてほしいというのを、外

部の人間に対して見せるということは重要だと思います。 

 自分たちがどういう関係にあって、というところも含めて、ほとんどの方は隣近所ぐらいは

わかっているんだろうけれども、全体としてどうなのかというものも含めて、わかるといいの

かなというふうに思います。 

 ですから、この転用規制の強化とこのいわゆる農地のランキングみたいなものが、リンクす

るのかどうかというところ。必ずしも負担増のほうにいかなくても、そこのところがリンクす

ると、やはりある程度農地を守ることにもつながるので、そのあたりを考えていただけると一

番いいのかなというふうに思います。 

○委員長代理 ありがとうございます。 

 できればというか事前にこういう図面は用意されていたほうが望ましいということだと思い

ます。ただ、今、御指摘にありましたように、出口負担金の金額に反映されるような状況にな

ってくると、市町村が作成して事前に住民に示すとなると実際は大変ですよね。そういう問題

があるわけでして、地方公共団体か農業委員会になるのかわかりませんが、そのあたりの方々

が矢面に立たされてしまうという問題をどうしたらいいかという課題は残されています。とは

いうものの原理原則論からすれば、当然、事前に示されるべきだということだと思います。 

 次に農地の流動化ですけれども、これについては今のところは御意見がありませんでしたが、

利用権設定は期限が終われば必ず返ってくるということを周知徹底し、あるいは参考資料３に
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ありますけれども、農地として保有してほかの方に利用していただいたほうが一番得ですよと

いうことをしっかりとアピールして農地所有者の方々に伝えることは必要だという点について

は、私も異論ありません。 

 もう一つ、私が気にしている点は、よい農地であったとしても担い手の方がいないと農地を

守れないという問題です。ゾーニングという線を引いただけでは農地は守れないということで

す。そうした受け手と申しますか、耕してくれる人がいない状況の下で、優良農地が貸し出し

に出てきた場合にどうしたらよいかという問題があります。例えば、農地の利用者がいないと

ころではソーラーパネルなどでの転用でかなり農地が減っていくという事態もあるわけです。

結局、転用圧力はあるけれども、農地を耕す担い手はそれなりにいて、どう彼らに耕させるか

という時代とは状況が違ってきている中での農地の守り方ということも考えていかなくてはな

らないということです。ただし、それはこうしたゾーニングだけの話では済まなくなってきま

す。そういうものも折り込んだ農振計画というか、農地利用計画というのは、果たして可能な

のかどうなのかという問題です。そういう議論になってくるかもしれません。これはこの委員

会に与えられた課題とは直接関係しませんが、この委員会ではどちらかというと都市近郊の圧

力の高いところを想定した議論をしていますが、日本全国でみた場合、そうした問題を抱えて

いる地域のほうがむしろ多いのではないかと思う次第です。 

 大分時間が過ぎてしまい、終わりを急ぐようで申しわけないのですが、次回までの宿題も含

めて、何か申し述べておいたほうがよろしいということがあるようでしたら、お２人の先生か

らお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 

○委員 今の委員長代理の御意見を考えると、今は、転用を想定したゾーニングではないと思

います。農地区分が、あくまで農地の管理というか、今後の長期的な意味での管理区分でもあ

るような部分を、やはりマネジメントというものを少し視野に入れたこのゾーニングを考えて

いただくのが一番いいのかなと思いますので、担い手や中間管理機構が営農できるのかとか、

あるいは、ある程度最近の会社とか組織にそういうところが賃借が可能なのかとか、そういう

ところも考えながらやっていただけるといいのかなと思いました。 

○委員長代理 アーバンフリンジの問題にもかかわるかもしれないと思います。それでは時間

になりましたので、議事進行を事務局にお返ししたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○事務局 安藤委員長代理、ありがとうございました。 

 本日は大変貴重な御意見、ご審議をいただき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、１月ごろに実施する予定としております。改めて事務局より

議題、日程調整等の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、第７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５６分 閉会 


