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２

議事

３

閉会

○藤原次長

地権者の所在が不明な農地の集約化

先日 も議論してい ただきました 地権者の所在 不明の農地 の集約化とい うこと

で、端的に申し上 げますが、事 務局から出さ せていただい ている論点 表にもござい ますよ
うに、財産管理制 度を使用した 事例ほか、幾 つかの事務的 なお願いを させていただ いたそ
の結果の御報告を今日はいただくということでございます。
それでは、八田座長、よろしくお願いします。
○八田座長

お忙しいところをいつもお越しくださいまして、ありがとうございま す。
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それでは、早速、御説明をお願いいたします。
○室本部長

それ では、前回宿 題をいただき ましたので、 宿題から御 説明します。 この資

料をごらんいただきたいと思います。
A4の横バージョ ンです。１枚 めくっていた だきまして、 財産管理人 制度の活用の 状況が
どうだという御質 問をいただき ました。農政 局、県を通じ て調べた結 果、国営事業 では１
地区、この表の一 番左側でござ いますが、そ して、県営の 地区では２ 地区、確認で きてお
ります。相続財産管理人、もしくは不在者財産管理人制度を活用したと 。
この申立日、選 任日と書いて ございますけ れども、それ ぞれごらん いただくと、 大体１
カ月から２カ月ぐ らいで、この 管理人が選任 されている。 期間的には さほどかかっ ていな
いということであります。
この選任の後、 家裁のほうか ら権限外行為 の許可を得て 、土地改良 事業を円滑に 実施す
べく、参加、不参 加の表明をさ れておるとい うことでござ いまして、 ２ページ目を ごらん
いただきたいと思 いますが、調 査段階から同 意をとるとい う御説明を したところ、 調査段
階と実際に着工す るときに同意 率がどれだけ どういうよう になってい るのかという 御質問
をいただいており ます。過去５ 年間に着工し たＡ地区から Ｊ地区まで1 0地区で調べ てみた
国営の農地再編整備、国営の圃場整備を調べた結果、このような形にな っておりま す。
調査段階に比べ て実際の法定 同意が下がっ ている例が３ つぐらいご ざいます。Ａ 、Ｂ、
Ｇ、Ｊでございま すけれども、 ４地区ありま す。この辺は 人間関係の 確執とか農業 情勢の
先行き不安とか、 そういったも のが中心で不 同意というこ とにしたい という意思で もって
こういうように同意率が下がっている状況でございます。
３ページ目をご らんいただき たいと思いま すが、同じく 今度は調査 と同意徴集手 続にど
れだけの時間を要 したかという のを10地区で 調べておりま す。地区調 査の前の地域 整備方
向検討調査という のが事前の調 査になります けれども、2.6年、平 均してかかっ ている。地
区調査が3.9年、同意徴集には大体39日、40日弱を要しております。
４ページ目をご らんいただき たいと思いま すが、先般、23 年度に着手 した地区の同 意率、
全部90％以上で100 ％が６割程度 ございまし たという御説 明をしたとこ ろ、ほかの部 署はど
うなっているのだ という御質問 をいただきま したので24年 度をごらん いただきたい と思い
ますが、107地 区で調べてみ た結果、同意率100％ が７割、い ずれも90％ 以上になって いる。
平均99％というところです。
もう一枚めくっ ていただきま すと25年度に 着工した地区 ですね。これ も100％同意 が65％
を占めていて、90％未 満が１地区ご ざいます。26年度 に着手した地 区、これも100％ 同意が
65％、90％未満が１地区という状況でございます。
最後のページに 、事業実施に 向けてさまざ まな調整が行 われますと いう説明を前 回差し
上げましたけれど も、例えば地 域整備方向検 討調査、２年 間、これは ２年ぐらい行 うので
すが、地区の課題 を把握し、事 業の範囲、区 域を概定して 整備構想を 策定する。そ の段階
で地元と非常に濃 密にかかわり ます。工区の 受益者に対す る説明会、 地区の代表者 だけを
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集めて行う会議、 そういったも のを繰り返し ながら意向を 把握してい くというよう な作業
を行います。
その次のステッ プの地区調査 、これも２年 間くらい要し ております けれども、今 度は事
業計画書の案、具 体的な計画を 示した上で、 代表者会議、 地元説明会 、こういった ものを
複数回繰り返しな がら、出席者 を確保しなが ら、受益者に この事業を やりましょう か、ど
うしましょうかと 、参加されま すか、どうさ れますかとい う判断を聞 いていくとい うこと
で、調査段階の同意は99.5％ということになっております。
最後の同意徴集 手続、たまた まこの地区は ２カ月ぐらい 要しており ますけれども 、同じ
く高い出席率のもと、同意をとれば99％という状況であったということ でございま す。
前回の宿題に関 しては以上で ありますけれ ども、前回、 このヒアリ ングの場で２ 点提案
されたと承知して おります。１ 点は同意率で 所在不明者の 農地を棄権 とみなして、 分母、
分子からそれを外 すべきではな いかという点 。もう一点は 、そもそも の３分の２同 意を２
分の１に引き下げればどうだということであったかと承知しております 。
改めて私どもの 考え方を申し 上げますが、 まず、分母、 分子から除 くということ は、結
局同意要件の緩和 ではないか。 緩和につなが るものである ということ であって、私 どもの
事業というのは私 有財産である 農地に手を加 えて改変して 強制的に費 用を徴収でき るとい
う側面があって、 つまり、財産 権と公益性の 微妙なバラン スとして３ 分の２以上、 これを
要件としておりま す。したがい まして、これ を結果として 緩めること は財産権の制 約に当
たるおそれが大であると考えております。
強制力を持つ土 地改良事業の ３分の２要件 というのは、 憲法で保障 された財産権 、29条
でございますが、 公共の利益の 観点からの制 約と公益の確 保と財産権 というものに 対する
絶妙かつ重要なバ ランスによる ものだという ことでござい まして、例 えば土地区画 整理事
業、市街地再開発 事業、防災街 区整備事業等 でも３分の２ 要件が設定 されておりま す。今
申し上げた３つの 事業の要件と しては、所有 者の３分の２ 以上に加えて 地権者の３分 の２、
面積要件でも３分 の２というこ とで、土地改 良法よりはか なり厳しい 要件になって いると
承知しております。
そもそも、私ど もの事業の特 質に触れてみ ますと、過去 からの地縁 とか地形とか 農業用
水のつながりでも って一定の地 域を縛って、 その地域の中 の受益者か ら同意をとる という
特徴を持っており ますので、抜 けたい人はど うぞお抜けく ださいとか 、所在不明者 がいる
のでそれを棄権に みなして分母 分子から外す ということ自 体がそもそ もこの法制度 の趣旨
に合わないものだ と考えており まして、しか も区画整理が 終わった後 、その地域全 体が一
体的にまとまって 営農をやって いただくとい うことがあっ て、初めて 地域の農業振 興が図
れるというものだと考えております。
したがいまして 、例えば地域 の半分近くが 事業に反対だ という中で やってしまう という
ことを仮に考えた 場合、賛成者 と反対者がい がみ合って、 水の配分に ついてもうま く調整
ができないといっ たことが考え られるわけで して、そうい う意味では 地域のきずな を崩し
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かねない、そういった提案ではないかと考えております。
このことから、 現在、各市町 村は３分の２ 要件という法 律の要件が あるにもかか わらず
丁寧な説明を繰り 返しやって、 なるべく全員 同意もしくは それに準ず る高率の同意 をとろ
うということで努力をされているのだと考えております。
まとめていいま すと、そもそ も憲法29条に 反するという 判断をされ かねない非常 にデリ
ケートな立法措置 を、今のとこ ろ本件は業者 提案だと伺っ ております が、例えばほ かの案
件のように六団体 からの提案と かいろんな形 で声が大きい というよう なところも私 ども聞
いておりませんし 、こういった 特例措置を活 用する市町村 も、仮に立 法措置された として
もあらわれてこな い。活用して も実際提訴さ れて苦労する のは事業主 体である、業 者では
ないということか ら、あえて現 段階でこうい うことを特区 に盛り込む というのは適 当では
ないと考えており ます。ぜひ市 町村、特にこ の案件は養父 市から出て きております ので、
養父市長さんの御意見も聞いていただければと思っております。
私どもとしては以上でございます。
○八田座長

どうもありがとうございました。

それでは、委員の先生、何かありますか。
○本間委員

公益 性と財産権を どうバランス をとるかとい うことで、 全面的にこれ を改正

しよう、全国展開 しようという ことではなく て、要望があ ったところ はもう少しき ちんと
精査して、その地 権者、利用者 を含めて、も う少しヒアリ ングした上 で特区として 検討に
値するかどうかと いうことです 。もう少し我 々のほうでも 意見を聞か なければいけ ないか
もしれない部分が あると思うの ですが、全面 的な開放を求 めているわ けではないの で、あ
る事業者から上が ってきて余り よく知らない で物を言って いるのでは ないかという お話も
前にありましたけ れども、そこ はもう少し上 がってきた背 景について 我々も考える 必要が
あるかなという気がしております。
ただし、分母分 子のところに 関していいま すと、３分２ の規制緩和 、要件緩和と いうこ
とに当たるかどう かのところは もう少し議論 する必要があ るかと思い ます。つまり 、排除
するのではなくて 、判断のつか ないところを どうするかと いうことで すね。そこに ついて
は見解の不一致と いいますか、 あくまでも議 決権とみなす のか、それ とも、そこに ある財
産の処分に関して簡単に面積としてみなすのか。
面積でいえば地 権者はわから なくとも、面 積としてはそ こにあるか ら当然分母と して入
るよというお考え だと思うし、 しかし、それ の利用という か、あるい は措置という か、そ
ういうことに関し て決めるため の議決権とい うことで言え ば、地域全 体に対する意 思決定
の権利をエリアに 置くのか、又は エリアの地 権者に置くの か、その場合 わからない地 権者、
棄権者をどう扱う のかというこ とは、特区で あれば当事者 に任せると いうことも一 つの案
ではないかという 気がするので す。だから、 一般化して、 全てほかの 地域について も不明
になった地権者は 議決権から外 せということ ではなくて、 その地域地 域で、地元に 決断を
委ねるという方法もあるではないかという気はします。
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○室本部長

今の １点目、業者 さんの提案と いうことで、 先ほどもう 少し話を聞い てみな

ければいけないと いうことをお っしゃいまし たので。要は 、工事を早 く請け負いた いがた
めに２分の１で判 断してしまっ てという思い なのか。きょ うはこの場 で御議論させ ていた
だいているように 、いろんなな ぜ３分の２か という長い歴 史の中で決 まってきた経 緯等を
承知の上、これを変 えるべきかと おっしゃっ ているのかで も、全く議論 は違うと思い ます。
ですから、私ども もぜひともそ れは業者さん と養父市さん のほうに聞 いていただけ ればあ
りがたいなと思っております。
２点目の議決権 をどうするの かという問題 は、そもそも 私どもの事 業の成り立ち が、先
ほど申し上げたと おり、まずは 水のつながり で１つの地区 をつくるわ けです。例え ば10人
の人間がいて２人 が所在不明者 であるという ときに、２人 を除けばほ かが仮に賛成 だとし
たら８分の６で75 ％ですから事 業を実施でき ますね。そう すると、棄 権された人間 という
のも８分の６は同 意したという のと同じなの です。裏を返 すと、８分 の２、反対し ている
という方々が所在 不明者の持っ ている議決権 として作用さ せてしまっ ているという ことに
論理的にはなろうかと思います。
そういうことが そもそも許さ れるのかとい うことで、私 どもとして は不同意とし て一旦
そこで判断を入れ て、結果的に ３分の２強制 を働く世界に しておいて 、公益性のた めの事
業を合体してしま うということ をやっている までの話なの でございま して、議決権 をどう
働かせるかどうか というのは、 元に戻ります けれども、地 縁とか血縁 、水のつなが りとい
う集団の中にいて 、やはり同じ ように財産権 の問題を同等 として扱っ ていくという ことが
大切なことではな いかと思いま す。その分子 分母から外す ということ は一定の区域 から除
外するに等しいわけです。私どもの事業の成り立ちから言うと。
○本間委員

一歩 譲って、その 判断を地元に 任せるという ことも一つ あるのではな いかと

いう提案なのです。
○室本部長

財産 権に手をつけ る法律の中で 、地元に判断 を２分の１ でいいのか３ 分の２

でいいのか仰ぐという。
○本間委員

３分 の２ではなく て、不在の、 あるいは不明 の地権者の 扱いをどうす るかと

いうことについて 、地元の意見 を反映させる ということも あるのでは ないか。だか ら、２
分の１とかという話ではないのです。議決権の扱いだけの話。
○石垣課長

補足 させていただ きます。今、 10人のうち６ 人が賛成、 ２人が反対、 そして

２人が不明という 場合で申し上 げたときには 、同意の要件 を結果とし て緩めるとい うこと
になるのと同じだ と。ただ、そ この問題は、 ２人は明確に 反対の意思 を表していら っしゃ
るわけです。そう いたしますと 、８分の２の 反対で、結果 的には８人 で行うならば 事業は
実施されてしまう 。これはもう ３分の２に満 たないという ことで合理 的な範囲だろ うとい
うことになると思 うのですけれ ども、２人の 不明者につい ても８分の ６同意してい るとみ
なすということは 、財産権をど うしても強く 制約してしま う。その２ 人の反対を表 明して
らっしゃる方々は 、やはり自分 たちの意見が 軽く見られて しまってい るのではない かとい
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うことで、裁判に 訴えるという ようなケース も考えられる わけですけ れども、そう したも
のも含めて、市町 村にそうした 判断まで委ね るということ に今の先生 のおっしゃる ことで
すとなってしまう わけですが、 それは今、室 本が言いまし たように、 そここそがま さに財
産権と公共の利益 との微妙な綱 引きの上の中 での３分の２ という、こ れは全国であ れ、特
区であれ、同じ問 題でありまし て、これを市 町村に委ねて しまうとい うことは、む しろそ
れは逆に国として 責任はどうな るのかという 問題にならな いかと考え るところであ ります。
○八田座長

まず 、私権と公益 とバランスを とるというこ とが必要で 、その３分の ２とい

う基準は、そのこ とを考慮して できた基準で すから、その ３分の２と いう基準があ るにも
かかわらず100％す るということ は、私 権だけを尊重 する結果に なり、明らかに公益 を毀損
すると思います 。100％に している理由 が、も し３分の２で やると残り の人が文句を 言って
訴えるから、それ は怖いからだ というのは、 もう法治国家 にあるまじ きことであり ます。
公益は非常に重要 なものだと思 います。裁判 を受けて立ち 、必ず勝つ と、それが原 則であ
ると思います。
先ほどの話です けれども、こ れはいろいろ な例をつくる ことはでき るけれども、 当然不
明の人は元来自分 に責任がある わけです。不 明な人たちが 悔しかった らきちっと出 てきて
言えばいいわけな のです。不明 な人の意見が どうであった かというこ とを過度に重 視する
必要はないと思います。
しかし、彼らも 権利はあるか ら、前から言 っているよう に、例えば 地代などが発 生する
場合には当然後で その分はいく ようにすると いうような措 置は必要だ と思う。しか し、意
見を聞くときには、どちらの場合 もあり得る ので、例えば全 員で10人の うち不在者は ２で、
その人たちは賛成 しているが、 実際に意見表 明をした８人 のうち５が 賛成して反対 が３で
あるとしましょう 。その場合、 不在者をカウ ントしない今 の制度では 、否決されて しまう
のです。
ところが、不在 の人も含めた ら賛成のほう が３分の２を 超えている のです。にも かかわ
らず、今の制度は 不在の人のこ とも勘定に入 れたときの公 益を無視し て、不当にも これが
できなくなってし まうのです。 私権のほうを 尊重し過ぎて いる。そん なことはある べきで
はなくて、ニュー トラルにやれ ばいいのです 。いない人を 無理やり賛 成としてカウ ントし
ろと言っているわ けではないの で、ニュート ラルに扱えれ ばいいので 、その人たち はみず
から放棄したのだ から外れても らって、残っ た人の３分の ２で決める 。これは要す るに一
番考えるべきこと は、元来の３ 分の２という 基準は尊重す べきものだ ということで すね。
裁判に訴えられる かもしれない から避けるな どというのは 法治国家で あるまじきこ とだと、
それを繰り返し申し上げている。したがって、これは忠実にするのが当 然だと思い ます。
半分というのは 、これは違う と思います。 ３分の２が公 益だと決め た以上、半分 でやっ
とはだめで、３分の２でやっていくのが一番正当なやり方だと思います 。
実際問題として 運用で全部100 ％でやって いるというの は、これは考 えないといけ ないで
す。いがみ合いが あるとか何と かとおっしゃ ったけれども 、それは別 途処置すべき で、３
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分の２であるとい う制度をつく った以上、い がみ合いのた めに絶対100 ％でなければ いけな
いというのならば、法律に最初からそう書いておけばいいと思います。
○室本部長

私ど も今でも数件 から二十数件 の訴訟を抱え ております 。これは我々 が事業

主体のものもあれ ば、県が事業 主体、市が事 業主体のもの もあるわけ です。そうい う訴訟
が進行する中で地 権者の同意を とり事業を進 めるというと ころをやっ ておりまして 、おっ
しゃったように訴 訟があるから という理由だ けではなくて 、先ほど申 し上げたとお り、都
会と農村というの は全然違う構 造があって、 やはり地域そ れぞれがま とまってなる べく仲
よくやる中で農業 を守っていき ましょうとい うのが基本で あると考え ていまして、 そのた
めに３分の２以上 だから３分の ２でやってし まえと考える 事業主体と いうのはほと んどな
いのではないかと思っているというわけです。
○八田座長

公益の不当な軽視だと思います。

○室本部長

ただ 、我々が、で は、３分の２ あれば事業に 着手します などという指 導がで

きるかというと、 これはまたな かなか難しい です。せっか く農村が一 つにまとまろ うと、
つまり、事業を行 うわけですか ら、私有財産 に手をかけて 、より使い 勝手がよくな る。そ
れをみんなそれぞ れお互いに納 得して費用も 負担して、維 持管理の費 用もみんなで 負担し
てやりましょうね という合意を とることに水 を差すことを 私たちはで きないわけで す。そ
こもお分かりいただきたいわけです。
つまり、強制的 にそこにタワ ーマンション をつくるので 、３分の２ 以上の同意が あれば
全部あとはもう撤 去して補償し て出ていけと いうことで移 転するケー スと農地を守 るとい
うこととは全然次 元の違う話だ と考えており ます。ただ、 委員おっし ゃるように３ 分の２
を100％に要するに 我々ががちが ちの指導を しておるので あれば、我々 は改めなけれ ばいけ
ないでしょうけれ ども、そうい うことはやっ ておりません し、やはり 事業を受ける 、行っ
ていく側がみずか ら判断して農 村のまとまり を欠かないよ うにという ことでやって いる知
恵だと我々は考え ております。 それに対して 、３分の２で あるから行 ってもいいよ などと
いう指導というのはなかなか難しいかなと考えております。
○八田座長

法律で３分の２と書いてあるのにそうなのですか。

○室本部長

それ は地域地域、 事業主体事業 主体が選択肢 で選んで、 先ほどやった9 0％未

満で着工している ところもござ います。です から、そこは 地域で選ん で判断をなさ ってい
るのだと思います。何も全員同意ばかりではありませんから。
○八田座長

そこ が本間先生の おっしゃるよ うに、最終的 に地域で選 んでいいのだ けれど

も、法律の要件と しては、先ほ どのように不 在者を除いた 形でできる と、そういう フレー
ムワークをつくろ うよと。その 上で実際にど う判断するか というのは 地元で判断す ればい
い。だけれども、この枠組みはそうしたらどうですかという話だと思い ます。
○室本部長

です から、分母、 分子を除くと いうことは、 同じように 不在者がもし 後で見

つかった場合、と りあえず除き ましたという ことで、もし 不在者をカ ウントしてお れば、
不同意として扱っ ておれば、こ れは事業でき ない場合があ ったとして 、それとも不 在者を
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分母分子から除外 したことによ って事業を着 工してしまっ たと。後で 不在者があら われて
反対だと。
○八田座長

逆もある。

○室本部長

そうです。両方あるから申し上げているわけです。

○八田座長

そんなものは前提として置けないでしょう。

○本間委員

もっ と言うと、公 益性がそこに 反映されるべ きだと思う のです。今、 土地改

良事業を進めると いうことは何 も私的な集団 が勝手にやる わけではな くて、国費を 投じ、
なおかつ農業政策 の一環として やっているわ けだから、公 益性につい て本心を言え ば、公
益性優先のために ３分の２は守 りつつ、フレ ームとして議 決権という 手を使えない かとい
うことなのです。 もう一言言え ば、不在地権 者がいるため に工事が進 まないという こと自
体は、農業政策の観点からすると、もったいない話だと思うのです。
○室本部長

不在 者が多いため に工事が進ま ない、事業が 成り立たな いところがあ るとい

う前提でお話をい ただいていま すが、そうで はないわけで す。そうい う地区はほと んどな
いわけです。
○八田座長

この提案はそういうことでしょう。

○室本部長

提案 がそうかは御 確認いただけ ればいいと思 いますけれ ども、要する に私ど

ものやっている事 業というのは 本来100％に 近い、90 ％以上 、今のとこ ろもあります けれど
も、同意をとって 行う。半分に も達しないと か、３分の２ にも達しな いところは、 そもそ
も危なくて受益者が事業を申請してこないと思います。
○本間委員

それ は想定の話だ から。例えばこれま での話として は、10 0％全員合意 が地域

のこれからの運営 のためには望 ましいのだと いうお考えと その対応は よくわかりま す。で
も、そのために例 えば工期がお くれる、ある いは同意をと るのに時間 がかかる等々 がある
ときに、一時も早 く土地改良を 進めなければ いけないとい う方針とは 矛盾しますよ ね。個
人的に言いたいこ とは、土地改 良はやはり必 要ですよねと いうことな のです。事業 をやる
かやらないかは３ 分の２いるか どうかであな たたちが決め なさいとい うことではな くて、
やはり国の方針と して進めたい と思うから事 業を起こして いるわけで 、その推進の 一環と
して、例えばそこ に地権者がい ないところに ついては、や はり３分の ２は守りつつ 、議決
権のところでクリ アしてもっと もっと前進す るということ のほうが、 私は農業政策 として
正しい姿だという 気がするので す。財産権だ とか訴訟の問 題はもちろん あると思いま すが。
○室本部長

今の 実態で申し上 げますと、前 回触れました とおり、大 体所在不明の 地権者

の面積は平均して 大体３％弱な のです。その うち耕作放棄 地化してしま っている、つ まり、
もう使えない、農業 政策上支障を 来している のはそのうち の20％ぐらい なのです。つ まり、
掛け算すると0.6％ ぐらいです。 100haのとこ ろで６反だけ がそういう 状態になって いる。
それを解消したい がために、切 りかえる制度 であるとすれ ば、先ほど 申し上げたと おり、
差し迫った要望も もちろんあり ませんし、わ ざわざ制度を そういうよ うにしなけれ ばいけ
ない理由というのも成り立たないのではないかと思います。
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○本間委員

個人 的には、途中か ら入ってき ましたので100 ％承知して いるわけでは ないの

ですけれども、こ ういう案件が 上がってきて いるというこ とは支障が あるというこ とです
よね。
○八田座長

実際 、私は要望し ている人の話 を聞きました けれども、 本当に切実だ と言っ

ていましたから、それは要望があるわけです。
○室本部長

切実 な中身を教え ていただけな いですか。ど ういう意味 で切実なので しょう

か。
○八田座長

しか し、言ってい ることは２分 の１はともか く、３分の １は非常に理 屈に合

っているではない ですか。こう いう規制を尊 重するのは当 たり前の話 で、それがも んだい
になるなら、ぜひそうやってやりましょうというのが当然ではないかと 思うのです 。
○室本部長

です から、業者さ ん、工事を請 け負う側から すれば、早 く工事に着手 したい

という意味はわか りますけれど も、実際に事 業を指導する 、立ち上げ る市はどうお っしゃ
っているのかなというのが我々も非常に興味があって。
○八田座長

例えば市がどういうならばやるべきではないとお考えですか。

○室本部長

市が ぜひとも３分 の２要件を２ 分の１に下げ るべきだと 、自分たちも ２分の

１あったらゴーサインを出すよと言うのならば。
○八田座長

２分の１は別です。不在者を分母、分子から外すというものですね。

○室本部長

それ はもしそうい う御提案があ れば、そうい う要望を初 めて伺いまし たとい

うことだと思います。今まで１回もそういうことはないものですから。
○八田座長

それ は市がきちん と提案してく れれば別だけ れども、事 業者の提案だ けでは

ちょっとということですか。
○室本部長

事業 者の意図はど こにあるのか というのも我 々は図りか ねている。余 り軽く

見ているとなるとまた問題ですので。
○八田座長

しか し、筋は非常 に通った提案 だと思うので 、そちらと しては市がど う考え

るかということがやはり一つ大きいということですね。
○室本部長

それは大きいと思います。事業主体がどう考えるか。

○八田座長

わかりました。

○石垣課長

あと もう一点だけ つけ足させて いただきたい のですけれ ども、八田委 員、本

間委員からの御発 言の中で公益 性ということ が強くあった わけでござ いますが、そ こは３
分の２ということ でクリアする ということに なっていると いうことで ありまして、 その不
明者をどう扱うか ですね。不明 者の意思をど う扱うかとい う問題で、 八田座長は不 明者に
ついても５人、３ 人、２人とい う例でおっし ゃられました けれども、 不明者の２人 につい
て、８分の５の賛 成だと考える のが正しいの ではないかと いう御指摘 ではありまし たけれ
ども、この２人の 不明者の意思 をどう判断す るかというと ころは慎重 に扱うべきで はない
かというところは あると思いま す。ここがま さに微妙とい いますか、 非常に機微に わたる
ような問題ではないかと考えております。
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○八田座長

それ を一方的に全 部反対者だと 想定してしま う今のは明 らかに偏って いる見

方をしていると思うのです。
○石垣課長

そこ は見解の分か れるところで はないかと。 これは私ど も裁判所では ありま

せんので何とも言 えませんけれ ども、そこを どのように推 定するかと いうところは 非常に
微妙な問題。まさ にそこが裁判 でも手続の瑕 疵を問うとか 、そういっ たようなもの であれ
ば、それは八田委 員もおっしゃ られたように 恐れるに足ら ずというこ とかもしれま せんけ
れども、そこはま さに財産権と 公益性がせめ ぎ合っている ような部分 ではないかと 考えて
おります。判断が分かれるところだと考えております。
○八田座長

ということは、法制局を通るかどうかという話ですね。

○石垣課長

それもあります。

○八田座長

あとありますか。

○阿曽沼委員

１ 点だけ。すご く基本的な質 問ですが、不 明者、不在 者と認定をす る法制

的な手続は何かあ るのですか。 この人は不明 者だ、この人 は不在者だ と決めなけれ ばいけ
ないわけですね。例えばこの２年とか４年間の間にどうやって確定する のですか。
○室本部長

これ は財産管理人 制度を使う等 の場合、家庭 裁判所でそ れを公告して 、確定

させるということです。
○阿曽沼委員

４ 年間にそれを 確定した上で 、その人たち を分母から 外してしまう ことは

法的にできないということですか。
○石垣課長

現行 の中では、い ろいろ調べた 上でどこにい ったのです かということ になれ

ば不明者というこ とで不同意と いうことでし ています。今 おっしゃら れたような法 的に確
定するという手続があるわけではありません。
○阿曽沼委員

で も、それがない のに３分の ２と決めてい る理由がよく わからないの です。

３分の２で、その 中には不明者 も、いわゆる 不在者もいる 前提で３分 の２というの が決ま
っているとすれば 、たかが３％ だと言っても 、不明者だ、 不在者だと 認定するのは 、法的
にどうしていくのですか。
○室本部長

恐ら く土地改良法 もそうだし、 ほかの区画整 理も全部そ うなのだろう と思い

ますが、確定でき ないから不明 者なのだと思 います。つま り、確定で きれば、そこ は死亡
者だとか、あるいは アメリカに行 っています といったら、こ れは不明者 ではないわけ です。
○阿曽沼委員

そ この定義をし ないと物事が 進まないとす れば、不明 は不明のまま でいく

のか、そこはきち っと定義した 上で議論して いくのかとい うことが問 われるかもし れませ
んね。
○室本部長

一般 的には事業の 開始に当たっ て、法務局と か役場、そ こからずっと 追って

いって、あるいは 聞き取り調査 をして、あそ この息子さん はどこに住 まわれていま すか的
な調査をずっとか けて追ってい くわけです。 ２年も３年も 調査期間中 かけて、これ はわか
らないという場合 には不在者と いう扱いにし ています。だ けれども、 おっしゃるよ うに確
定できるのかとい うと、それは 法的に確定さ せるというの はまた別の 制度が要るの だと思
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います。
○八田座長
○阿曽沼委員

それは阿曽沼先生のおっしゃる確定なのです。どういう基準ですかと いう。
そ のときにどう いう基準をつ くるのか。こ の２年と２ 年で４年とい う期間

がせっかくあるわ けですから、 そこの中でき ちっと定義を しておいた ほうがいいよ うな気
がするなという意見です。
○八田座長

どうぞ。

○藤原次長

不明 者の定義も大 事でございま すが、最後に 議論になり ました、まさ に不明

者を今は未同意と して扱ってい るのですが、 そういう画一 的な現行制 度のままでい いのか
どうかというとこ ろが最大の論 点だと思いま すので、引き 続きそちら は農水省にも 御検討
いただきたいとい う、先生方の 問題意識を反 映するべくお 願いしたい と思います。 また農
水省側からお話が ございました ように、そこ に例えば市の 判断が、今 の論点にかか わるこ
とができるのかど うかという意 味も含めて、 きちんと養父 市の意向も 私どもとして 、お聞
きしたいと思います。
いずれにしても 、時間がござ いませんし、 かつ、この項 目が特区の 諮問会議でも 一応総
理指示の対象にな ってございま すので、農水 省におきまし ても真剣に 御検討いただ きたい
と思っている次第でございます。
○室本部長

今、 そちらのほう で取りまとめ られた内容で ございます けれども、基 本的に

何回も繰り返し申 し上げている のは、今、差 し迫ったニー ズとかそう いう緊迫した 特区の
中で措置をしなけ ればいけない 、そういう事 態

はないと いうことを 繰り返し申し 上げて

おきたいというこ とと、所在者不 明の扱いは、私どもとして も従前から 問題意識があ って、
遠い将来あるいは 近い将来なの かもわかりま せんが、人口 減少の中で どういった状 況があ
らわれるのかとい うのを問題意 識として持っ ておりまして 、これは特 区ではなくて 、土地
改良法本体の中で どういうふう に対応してい けばいいかと いうのを検 討する時期が 来るの
だろうと考えております。
ですから、拙速 に特区の中で 棄権としてみ なすとかとい う対応より も、むしろ将 来的に
制度を検証、検討 して、どうい う対応をとっ ていくべきだ というのを 考える、こち らのほ
うが大筋ではなか ろうかと考え ておりますの で、最後、付 言させてい ただきたいと 思いま
す。
○八田座長

しか し、実質的に 要望がわざわ ざ来ているわ けですから 、これは市の 見解も

伺ってやりたいと思います。
○藤原次長

そこ はまさに八田 先生がおっし ゃったように 具体的要望 が出ていると いう話

と、これは特に養 父市でござい まして、これ までも幾つも 養父市から 提案が上がっ ており
ますが、本当に全 国どこからで も出ていい提 案が養父市の 事業者から 出て、それが 制度改
正につながったケースなどもほかにもございます。
そういう特区に 指定された地 域の土地柄だ と思いますし 、かつ制度 的にも区域会 議とい
うところから上が りましたら、 これは閣議決 定しておりま す基本方針 に書いてござ います
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けれども、まさに 優先的に政府 で真剣に検討 するというこ とになって おります。養 父市の
議論ですので、こ れは区域会議 にいつ上がっ てもおかしく ない話だと 思いますので 、引き
続き早急に検討をお願いできればと思います。
○八田座長

それ では、どうもあ りがとうご ざいました。ま たよろしく お願いいたし ます。
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