参議院農林水産委員会／2013 年 12 月 3 日

【主 な質 疑項 目】
１ ． 農地 中間 管理 機 構法 案 に おけ る 持 続 可能 な家 族農 業経 営 の 位 置づ け
につ いて
２ ． 農地 中間 管理 機 構 と これ まで の農 地 利用 増進 事業 や 農 地利 用 集積 円
滑化 団体 との 違い につ い て
３ ． 農 地の 貸 し手 の公 募、貸 付 先決 定ル ール と人・ 農 地プ ラン の関 係に
○山田俊
つい 男君
て
４ ． 条件 の悪 い農 地 へ の 農地 中間 管理 機 構の 対応 につ いて
５ ． 農地 中間 管理 機構 の 運用 の 一 定 年 限 度後 の見 直し につ いて

○山 田俊 男君
山田俊男 であり ます 。
本日は 、衆議 院の 方から も宮腰 先生始 め皆さん 大変あ りが とうご ざい
ます。衆 議院で もこ の農地 中間管 理機構 法案の議 論を徹 底し てやっ てい
ただきま して、 大幅 な修正 も含め てこう して参議 院に持 って きてい ただ
いたとい うこと を承 知して いると ころで あります 。そう した 中でも 、何
点か法案 の内容 並び に衆議 院での 議論の 内容を是 非お聞 きし ておき たい
というこ とであ りま す。
まず、 申し上 げま すのは 、我が 国農業 の特性か らしま して 、また 地域
社会の安 定とい う観 点から しまし ても、 持続可能 な家族 農業 経営を つく
り上げる という こと がまさ に我が 国の水 田農業の 基本的 、土 地利用 型農
業の基本 的な方 向で はない か、こ んなふ うに考え ている とこ ろであ りま
すが、こ のこと が農 地中間 管理機 構法案 にしっか り位置 付け られて いる
のかどう か、そ のこ とを狙 いにし た法案 なのかど うかと いう ことに つい
てきちっ と聞き たい と、こ んなふ うに思 うんです 。
といい ますの は、 どうも 内閣の 成長産 業化方針 の下で 、や やもす ると
規模拡大 や競争 力強 化、農 業の成 長産業 化という 観点だ けが 優先し てい
るんじゃ ないか とい うふう に受け 止めざ るを得な い よう な側 面もあ るわ
けであり ます 。財 務省の 財政制 度等審 議 会、つ い最近 開催 されま したが 、
そこにお きまし ても 新規参 入の加 速化を 促して新 規参入 を進 める、 農業
生産法人 の要件 の見 直しを 進める 、こん なふうに 言って おり まして 、こ
の農地中 間管理 機構 法案に つきま しても 新規参入 、具体 的に は企業 参入
を目指す という 方向 を打ち 出して いるよ うに見受 けられ るわ けであ りま
すが、一 体この 法律 の狙い とする ところ 、何なの かとい うこ とを大 臣に
まずお聞 きして おき ます。
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○国 務大 臣（ 林芳 正君 ）
農地中 間管理 事業 は、農 地の所 有者と 利用者の 間に機 構が 介在 を する
ことによ りまし て、 農地利 用の再 配分を 適切に行 うこと によ り地域 の農
地利用を 最適な 状態 にして いくと いうこ とでござ います 。
貸付先 決定ル ール は、機 構が作 成をし まして知 事の認 可を 受ける こと
になって おりま す。 借受け 希望者 のニー ズを踏ま えて公 平、 適正に 調整
するとと もに、 地域 農業の 発展に 資する ものとし ていく こと が基本 であ
ると、こ れは八 条に 定めて おると おりで ございま す。
具体的 にはそ れぞ れの都 道府県 におい てその農 業事情 を踏 まえて 作成
していた だくこ とに なりま すが、 農地の 借受けを 希望し てい る者の 規模
拡大又は 経営耕 地の 分散錯 圃の解 消に資 するもの である こと 、それ から
既に効率 的、安 定的 な経営 を行っ ている 農業者の 経営に 支障 を与え ない
こと、新 規参入 した 者が効 率的、 安定的 な経営を 目指し てい けるよ うに
すること 、それ から 借受け 希望者 のニー ズを踏ま えて公 平、 適正に 調整
すること 、こう いう ことが きちっ と踏ま えられて 作成を して いただ くと
いうこと になる こと が必要 だと考 えてお ります。
したが って、 この 貸付け に当た っては 、当該地 域にお ける 担い手 が十
分かどう か、こ うい うとこ ろも考 慮して 、担い手 が十分 いる 場合に は既
存の法人 経営や 家族 経営な どの担 い手の 経営発展 を重視 した 貸付け を行
う、担い 手が十 分い ない場 合、新 規参入 を積極的 に推進 して いく必 要が
あると。 こうい うふ うに考 えてお りまし て、持続 的可能 な家 族経営 をつ
くるか新 規参入 や企 業参入 を目指 すか二 者択一で はなく て、 それぞ れに
合ったこ とをや って いただ きたい と、こ ういうふ うに思 って おると ころ
でござい ます。
○山 田俊 男君
我が国 農業は 、今 大臣も おっし ゃって いられた わけで あり ますが 、大
変作物も 多様で あり ますし 地域も 多様で あります 。そう した 中で様 々な
形での家 族農業 を中 心とす る経営 がなさ れて、こ れらも また 地域を しっ
か り 支え ている とい うこと であり ます。 農地の利 用もそ れか ら所有 の形
態も多様 であり ます 。そし て、大 事なこ とは、そ れぞれ に長 い歴史 があ
る、そ うい う中で 築き上 げられ てきた 内 容である という こと であり ます 。
これま でも、 当然 のこと 、この 利用を どう高め るかと いう 観点、 利用
集積をど う進め るか という ことで 、農地 保有合理 化法人 であ ったり 、さ
らには農 地利用 増進 事業で あった り、そ れから農 地利用 集積 円滑化 団体
ですね、 これら の取 組がず っとな されて きたんで すが、 これ らの取 組と
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今回の機 構の提 案と はどこ が違う のかと いうこと を是非 お聞 きした いと
思います 。
○国 務大 臣（ 林芳 正君 ）
今お話 のあり まし た農地 保有合 理化事 業でござ います が、 この実 績は
低調に推 移をし てお りまし て、二 十三年 度でまだ 八千ヘ クタ ールと いう
ことでご ざいま す。 これは やはり 、農地 保有合理 化事業 が売 買を中 心に
しており まして 、な かなか 出し手 、受け 手、農地 保有合 理化 法人と も消
極的な姿 勢であ った こと、 また、 この出 し手、受 け手の 個々 の相対 の協
議を前提 として おり まして 、地域 全体と して農地 流動化 を進 めよう とい
う機運が できて いな かった という こと、 それから 財政支 援も 不十分 であ
ったこと 等々が 原因 である と いう ふうに 考えてお るわけ でご ざいま す。
また、 農地の 出し 手を代 理して 受け手 を探して 契約を 締結 する農 地利
用集積円 滑化事 業の 実績、 これは 二十二 年度が一 ・八万 ヘク タール 、二
十三年度 は三・ 二万 ヘクタ ールと 拡大を している わけで ござ います が、
これも農 地の受 け手 がいな ければ 成果が 上がらな いと、 それ からや はり
相対取引 を中心 とい うこと で、分 散錯圃 、これが 抜本的 解消 につな がっ
ていかな いと、 こう いう限 界があ るとい うふうに 考えて おり ます。
したが って、 今回 のこの 農地中 間管理 機構を中 間的受 皿と してや って
いくこと によっ て、 まず機 構 はリ ース方 式を中心 として いこ うとい うこ
とで、機 構が借 り受 けて担 い手に 転貸を するとい うこと で何 回か段 階的
に変更し ていく こと も可能 としよ うと、 こういう ことで あり ます。 それ
から、地 域の関 係者 の話合 いによ る人・ 農地プラ ンの作 成見 直しと やは
りセット で取り 組ん でいく という こと、 それから 財政支 援も 充実さ せる
こと、こ ういう こと で成果 を上げ ていか なければ ならな いと 、こう いう
ふうに思 ってお りま す。
特に機 構が農 地の 所有者 と利用 者との 間に介在 しまし て再 配分を 適切
にやって いくと いう ことで 、地 域の農 地 利用を最 適な状 態に してい くと 、
そういう 明確な 意思 を持っ てやっ ていく という点 が今ま での スキー ムと
異なるポ イント であ ると、 こうい うふう に考えて おりま す。
○山 田俊 男君
大臣、 今のお 話を 聞いて おりま して、 かなり国 は思い 切っ て農地 の有
効利用と いう観 点に 踏み出 してい くとい う姿勢が うかが える わけで あり
ますが、 もっと 言う と、こ れまで の取組 に比べて 国によ る一 定の農 地の
公的管理 という 色彩 を強め たもの なのか どうか、 そうい うふ うに受 け止
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めるんで すが、 いか がです か。
○国 務大 臣（ 林芳 正君 ）
この機 構、条 文で 書いて いる機 能、ま た今から やって いく ことを どう
いうふう に見る かと いうこ とです が、公 的管理と いいま すよ りは、 なか
なか相対 で実際 には 皆さん がこう したい と思われ ている こと がなか なか
実現でき なかっ た。 実は、 人と農 地プラ ンの中で も、こ うい う機構 があ
ればこう いうこ とが できる のにな という ことが現 場でも 随分 出てき てお
りますの で、介 在す ること によっ てその 地域によ ってよ り望 ましい 状態
をつくっ ていく と、 こうい うこと だと考 えており ます。
○山 田俊 男君
私自身 は、農 地の 利用調 整の必 要性と いうこと につい ては 大変必 要だ
というこ とで確 信を 持って います 。
野党の ときに 、今 日お見 え の宮 腰先生 の部会長 の下で 、私 は担い 手育
成総合支 援新法 とい うのを そのチ ームの 座長とし て取り 組ま せてい ただ
きました 。その 柱の 中に、 ヨーロ ッパに おけるサ フェー ルの 取組を 勉強
してこよ うとい うこ とで個 人的に 行って まいった わけで あり ますが 、そ
のサフェ ールの 取組 を見て 、やは り大変 大きな勉 強をさ せて いただ いた
わけであ ります 。
御案内 のとお り、 サフェ ールは 農地の 売買の情 報が一 番先 に入る 仕組
みになっ ていま して 、フラ ンスで あれば 全国土の 情報が すぐ 入るよ うに
なってい て、必 要な 農地の 先買い 権を持 っている わけで す。 これま でお
よ そ 、 平 均的に 言う と、そ うした 農地売 買情報の 二割に つい てはこ のサ
フェール が先買 いし て保有 してい るとい う取組で す。そ して それを 、新
規就農を やりた いと いう担 い手に 優先し て渡して いく、 ない しは規 模拡
大をした いとい う経 営に対 して優 先的に これを出 してい くと いう取 組を
していま して、 何と この五 十年間 で、フ ランスで あれば 、平 均経営 規模
が十五ヘ クター ルか ら、何 と最近 は五十 ヘクター ルに拡 大し ている 。も
うこれだ けの取 組を 、長い 時間を 掛けな がら一定 の理念 の下 にやっ てい
るわけで す。
どんな 理念か とい いまし たら、 それこ そ農地耕 作者主 義と まで も 言え
るような ものか とい うふう に思い ますけ れど、サ フェー ルが 預かっ た農
地、買い 上げた 農地 は、そ れこそ 新規就 農する人 には、 その 農地の そば
に隣接し て住ま なけ ればい けない 。さら にまた、 規模拡 大を したい とい
う人には 、その 既存 の農地 から離 れて何 と五キロ 以内じ ゃな いと駄 目だ
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と、五キ ロを超 えた 場合は 特別の 許可が 必要だと いう形 で、 まさに 地域
の中にお きます 安定 的な農 業経営 体をし っかり育 成して いく という 理念
に基づい た取組 がな されて いる。
農地中 間管理 機構 に、今 大臣に お聞き しました が、そ うし た理念 があ
るのかど うか。 これ は奥原 局 長に 聞きま す。
○政 府参 考人 （奥 原正 明 君）
お答え いたし ます 。
フラン スのサ フェ ールで ござい ますけ れども、 日本語 では 土地整 備農
事建設会 社とい うふ うに翻 訳され ており ますが、 一九六 〇年 のフラ ンス
の農業基 本法、 これ に基づ きまし て複数 設立をさ れてい る組 織でご ざい
ます。こ こが農 地を 取得い たしま して、 これを、 今御指 摘ご ざいま した
ように、 新規就 農者 あるい は既存 の経営 体に譲渡 をする と、 こうい った
事業をや ってき てい るとこ ろと承 知をし ておりま す。
日本に おきま す農 地保有 合理化 法人そ の他の流 動化の 組織 につき まし
ても、こ の サフ ェー ルを参 考にし ながら 進めてき た、そ うい う側面 がご
ざいます 。今回 もそ の発想 の上に 立って 、より現 実的に 日本 におき まし
て農地の 流動化 を進 める、 担い手 への農 地の集積 あるい は集 約化を 進め
るために はどう した らいい かとい う発想 で検討し たのが 今度 の農地 の中
間管理機 構とい うこ とにな ります 。
今回の 機構は 、農 地の借 受け、 転貸を 基本とし ており ます が、そ の狙
いとする ところ は、 法人経 営体あ るいは 大規模な 家族経 営を 始めと する
担い手が 経営規 模を 拡大を して、 利用す る農地を 集約化 する と。こ れに
よりまし て生産 性を 高めて いくと いうと ころ にご ざいま す。 また、 地域
によりま しては 担い 手が不 足をし ている というと ころも 相当 ござい ます
ので、こ うした 場合 には青 年の新 規就農 ですとか 、ある いは リース 方式
での企業 の参入 、こ れを円 滑に進 めまし て、新た な担い 手を 育てて いく
というこ とも重 要な ポイン トでご ざいま す。
いずれ にいた しま しても 、担い 手に農 地を集積 、集約 化し て、地 域農
業を更に 発展を させ ていく 、これ が今度 の農地中 間管理 機構 の目的 でご
ざいます ので、 この 機能を 十分に 発揮を するため には、 家族 農業経 営を
含めて、 各地域 の農 業者の 方の徹 底した 話合い、 これに より まして 人 と
農地問題 の解決 方法 を明ら かにし ていく 。人・農 地プラ ンの 作成、 見直
しが適切 に進ま なけ ればい けない という ふうに考 えてお りま す。
こうい った地 域の 話合い を推進 をしな がら、今 度の機 構が 地域の 人・
農地問題 の解決 にう まく活 用され るよう に十分配 慮をし てい きたい とい
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うふうに 考えて おり ます。
○山 田俊 男君
今も局 長の方 から 人・農 地プラ ン等も きちっと 重視し なが ら取り 組み
ますよと いう話 があ りまし た。
ところ で、こ の貸 し手に ついて 、預か った農 地 を新し く貸 す貸し 手に
ついては 公募と いう 形を取 ること を法案 の中に入 れてお りま すが、 この
申込者は 誰でも いい んです か。特 に、農 業生産法 人をま だつ くって いな
い企業で もいい のか 。多様 な業種 がこれ またあり 得ると いう ことか もし
れないわ けです が 、そう いう形 での公 募 の運用を どんな ふう に行う のか 、
改めてこ こは聞 きた い。
○政 府参 考人 （奥 原正 明 君）
今度の 農地の 中間 管理機 構、こ れは農 地流動化 のツー ルで ござい ます
ので、農 地につ いて 権利を 取得で きる者 について の要件 は何 ら変更 して
おりませ ん。今 回、 この機 構が農 地の貸 付けを行 うに当 たり まして は、
この借受 けの希 望者 を募集 をいた しまし て、その リスト を作 って公 表す
るという ことに して おりま すが、 機構は この受け 手に対 して 転貸の 形で
貸し付け るとい うこ とにな ります ので、 リース方 式での 参入 が解禁 をさ
れており ます一 般の 企業も 応募す ること は当然可 能でご ざい ます。 ただ
し、この リース 方式 で企業 が参入 する場 合には、 農用地 利用 配分計 画の
認可要件 として 、こ れは農 地法と 全く同 様でござ います けれ ども、 地域
との調和 要件が 書い てござ います 。ちょ っと読み ますと 、地 域の農 業に
おける他 の農業 者と の適切 な役割 分担の 下に継続 的かつ 安定 的に農 業経
営を行う と見込 まれ ること という ことが 要件にな ってお りま す。
したが いまし て、 この機 構の運 営によ りまして 、地域 の取 組とか 調和
が崩され たり、 日本 農業の 根幹が 変わる といった ことに はな らない とい
うふうに 考えて おり ます。
○山 田俊 男君
どうも 、今そ う説 明をお 聞きし ました が、法案 の当初 の多 くの議 論の
中で、産 業競争 力会 議等が もう貸 付けに 当たって は公募 を徹 底すべ きだ
というこ とで、 全国 から広 く申込 者を募 るべきだ という 議論 があっ た。
そうした 中で、 今も お話の あった 人・農 地プラン 、地域 にお ける安 定し
た経営体 をつ く って いくと いう形 での地 域の人・農 地プラ ンにつ いては 、
これはも う配慮 しな いんだ という 議論が あったや にお聞 きし ました 。そ
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うした議 論を、 それ こそ衆 議院の 農林水 産委員会 で相当 の質 疑をや って
いただい たとこ ろで ありま す。
本日は 衆議院 農林 水産委 員会の 宮腰筆 頭理事に おいで いた だいて いる
わけであ ります が、 当然公 募のこ とも含 めまして 、それ から 、公募 でな
いとすれ ば競争 入札 をやる のか、 それと もそうじ ゃなく て別 の貸付 けル
ールをき ちっと 定め て対処 するの か、そ れから、 人・農 地プ ランを 局長
は生かす という ふう に言い ました が、具 体的にど んな議 論が あって 、ど
んな形で の法案 修正 になっ たんで しょう か、お聞 きしま す。
○衆 議院 議員 （宮 腰光 寛 君）
まず、 修正の 経緯 であり ますけ れども 、衆議院 での審 議を 行う中 で、
民主党さ んの方 から 、人・ 農地プ ランを 法制化す ること 、そ れから 機構
による農 地集積 は人 ・農地 プラン と連携 すること 、三番 目に 、施行 後五
年を目途 に機構 の事 業を検 討し、 農地中 間管理事 業推進 法の 廃止を 含め
た必要な 措置を 講ず るもの とする こと、 この三点 が修正 要望 として 出さ
れました 。また 、与 党の方 からも この公 募の在り 方につ いて 懸念が 示さ
れたとい うこと もあ りま す 。
我々と いたし まし ても、 機構に よる農 地集積を 進める 上で 人・農 地プ
ランとの 連携は 重要 と考え ており まして 、同時に 、一方 でこ の農地 中間
管理事業 推進法 の廃 止を法 律に盛 り込め ば、機構 に農地 を貸 す者が いな
くなって 制度が 動か なくな る懸念 がある というこ とで、 与野 党で精 力的
に修正協 議を行 った 結果、 人・農 地プラ ンを念頭 に置い た協 議の場 の設
置の規定 を設け る、 つまり 協議の 場につ いて法制 化をす ると いうこ と、
それから 当初の 附則 第二条 の検討 条項に いろんな 見直し 規定 を置い たと
いうこと であり ます 。
今先生 が懸念 をし ておい でにな ります 公募の進 め方あ るい は貸付 けの
ルール、 これ自 体が 修正さ れたわ けでは ありませ んけれ ども 、機構 が公
募を進め たり貸 付先 決定ル ールを 決めた りする際 には人 ・農 地プラ ンと
の関係を 考慮す るの は、こ れは当 然自然 なことと 考えて いる わけで ござ
います。
○山 田俊 男君
大変あ りがと うご ざいま した。
ともか く、地 域の 取組、 地域の それか ら農業者 の持続 的な 経営発 展と
いうこと を念頭 に置 きまし て、そ して、 本当に目 指すべ き農 地利用 をち
ゃんとや ってい る経 営体を つくり 上げて いくとい う取組 を是 非この 貸付
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ルールを 具体化 する 中でや ってい ただき たい、 こ んなふ うに お願い する
し、やっ ていこ うじ ゃない かと、 こう申 し上げる 次第で あり ます。
ところ で、も う一 点お聞 きした いんで すが、こ れは大 臣に お聞き しま
すが、農 地中間 管理 機構は 貸借を 基本と している と。そ こで 、機構 が借
りた農地 の滞留 を防 ぐため に、貸 せる当 てがある 場合の み借 りると いう
ふうなこ とが言 われ ている と。
これ、 まずも って 、法律 の中に そんな 規定があ るとい うこ とはあ りま
せんよね 。とす ると 、これ は運用 の中で こういう ことを 進め るとい うこ
とですか ね。こ れ、 この運 用の仕 方いか んにより ますと 、条 件の悪 い農
地はほっ ておか れる という ことに なりか ねないと いう気 がい たしま すし 、
さらに、 いいと ころ だけ、 平場の いい農 地だけ借 り上げ て、 そして それ
をそれこ そ外部 から の公募 に応じ た者に 渡してい くとい うこ とにな った
んでは趣 旨にも とる んじゃ ないか と、今 おっしゃ ってい ただ いた、 とい
う思いが するわ けで ありま すが、 その点 いかがで すか。
○国 務大 臣（ 林芳 正君 ）
この農 地中間 管理 機構は 、農地 を借り 受けると きに、 当該 地域に おけ
る借受け 希望者 の募 集に応 じた者 の数、 それから その応 募の 内容そ の他
地域の事 情を考 慮し て農地 の借受 けを行 うことに してお りま す。こ れ 八
条に書い ており ます 。
機構が 行う借 受け 希望者 の募集 は地域 ごとに行 うとい うこ とです から 、
農地を借 りよう とす るとき に、そ の個々 の農地に それぞ れ受 け手が いる
かと、こ ういう こと ではな くて、 地域全 体につい て受け 手が いるか どう
かと、こ れで判 断を すると 、こう いうこ とになり ます。 した がって 、例
えば、極 端な例 です が、地 域全体 につい て受け手 の候補 者が 全くい ない
と、こう いう場 合は 機構は 借り受 けない というこ とにな るわ けです が、
そうでな い場合 は借 り受け ること は可能 でありま す。一 つず つの土 地に
ついて明 示的に いな いから といっ て借り 受 けられ ないと いう ことで はな
いと、こ ういう こと でござ います 。
したが って、 機構 として は、日 ごろか ら幅広く 借受け 希望 者の発 掘、
これに努 めるこ とが この事 業を適 切に進 める上で 非常に 重要 である と、
こういう ふうに 思っ ており まして 、そう いうこと をやっ てい くこと で円
滑に農地 を借り 入れ ること ができ ると考 えておる ところ でご ざいま す。
○山 田俊 男君
どうぞ この運 用を 本当に しっか りして いただき たいと 、こ んなふ うに
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お願いし ます。 貸付 けルー ルの、 今大臣 のおっし ゃった ルー ルをし っか
り守って いただ きた い、こ んなふ うに思 います。
し かし 、その 場合 も、ど うも借 り手が いない場 合は、 山の 条件の 悪い
ようなと ころを 往々 にして それじ ゃ誰も 手が着か ないと 、農 地中間 管理
機構もそ のこと につ いては 関心も 示さな いという ことに なっ てしま うん
じゃない かとい う気 が一つ するわ けであ ります。 さらに また 、どう もこ
の農地中 間管理 機構 のこの 規定並 びに議 論の中で 、機構 が借 りた農 地の
滞留を防 ぐため に貸 せる当 てのあ る場合 のみ借り ると言 われ ている 。こ
れだと条 件の悪 い農 地はほ ってお かれる ことにな るわけ だし 、それ から
もう一点 、機構 に一 旦農地 を滞留 させま した、し かし、 借り 手のな い農
地 は 返す という 規定 や議論 がある わけで あります 。返さ れた 農地は どう
いう行方 をたど るの か。耕 作放棄 地にな るか、な いしは 太陽 光のソ ーラ
ーメーカ ーの格 好の 商売の 対象に なって しまうん じゃな いか という 気が
するんで すが、 この 点、ど んなふ うに考 えておい でにな りま すか。
○国 務大 臣（ 林芳 正君 ）
まず、 この中 間管 理機構 が借り 受けた 農地でご ざいま すが 、二十 条に
おいて、 相当の 期間 を経過 しても なお当 該農地の 貸付け を行 うこと がで
きる見込 みがな い場 合には 解除が できる と、こう いうふ うに してお りま
す。この 規定は 、漫 然とそ の相当 の期間 が経過す るのを 待っ て契約 を解
除させる と、こ うい うこと を狙っ ている のではな くて、 逆に この規 定を
置くこと によっ てき ちっと 一定の 期間内 に機構が 努力を して 貸付先 をき
ちっと発 掘する と、 こうい うこと を求め ている趣 旨でご ざい ます。
したが って、 借受 け希望 者の公 募を行 うところ にとど まら ず、例 えば
ほかの地 域の法 人経 営され ている 方、そ れからリ ース方 式で 参入し たい
企業の誘 致、こ うい うこと を行う など工 夫をやっ ぱり機 構が やって 、貸
付けを解 除して 所有 者に返 すとい うこと が極力起 こらな いよ うにし てい
く必要が あると 、こ ういう ふうに 思って おります 。
また、 八条で 既に 森林の 様相を 呈して いるなど 再生利 用が もう困 難な
耕作放棄 地など は借 り受け ないよ うにし ておりま すが、 機構 が借り 受け
ない農地 につい ては 農業委 員会等 の手続 によって 非農地 化す る方向 で調
整を進め ていく 必要 もある と、こ ういう ふうに考 えてお りま す。
○山 田俊 男君
宮腰衆 議院農 林水 産委員 会筆頭 理事に もう一つ お聞き した いんで すが 、
今こうい う形で 貸付 けのル ールで あった り、それ から滞 留の 農地の 扱い
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であった り、この 機構が 具体的 にどう 借 りて、それを さら にどう 貸して 、
そしてそ れをス ムー ズに進 めるの かとい う大事な こ とが ある と思う んで
すね。そ の具体 的な 運用を どんな ふうに 展開する かとい う、 それで 地域
に合った ものに 農業 経営を つくり 上げて いけるか どうか とい う大変 大事
な運用の 事項が 多々 あると いうふ うに思 うんです が、こ の運 用のこ とに
ついて、 一定の 期間 、年限 をもっ て見直 しますよ という 規定 を入れ られ
たやに承 知して いる んです が、い かがで すか。
○衆 議院 議員 （宮 腰光 寛 君）
附則第 二条の 検討 規定で ありま すけれ ども、当 初五年 後を 目途に とい
うことで さらっ とし た規定 になっ ており ましたけ れども 、修 正協議 の中
で、機構 に対す る賃 料に係 る助成 の見直 しを含む 農地中 間管 理事業 等に
対する国 の財政 措置 の見直 しを始 め、事 業の在り 方全般 につ いて検 討を
加えると いうこ とを 明確化 をさせ ていた だきまし た。ま た、 検討の 結果
講ずる措 置につ いて 、法制 上の措 置を明 確化する と。そ れか ら、第 二十
六条第一 項の協 議の 場に関 し、そ のより 円滑な実 施を図 るた めの法 制上
の措置の 在り方 に関 する検 討規定 を追加 するとい うこと とい たしま した 。
今先生 のおっ しゃ ったの は、事 業の在 り方全般 につい て検 討を加 える
というこ とを明 確化 したと いうこ との中 に含まれ ている とい うこと であ
りまして 、全く 新た な仕組 みを創 設 をす るわけで ありま すか ら、こ の運
用につい て、こ れは 極めて 大事で ありま すので、 これは しっ かりと その
検証をし た上で 、問 題点が あれば しっか りと中身 を見直 して いくと いう
ことはと ても大 事な ことで あると いうふ うに思っ ており ます 。
○山 田俊 男君
大変あ りがと うご ざいま した。
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