
ほ場 整 備 地 区農 地 流 動 効 果 調 査 へ の コメ ン ト

宇佐 美 繁

1.ほ 場整備事業の政策的位置

1960年代以降の土地改良事業は、従来の用排水

改良事業を中心と したものから、機械化段階の対

応するほ場条件の整備へと重点を移した。それは

機械を中心とした地域農業の編成替による労働生

産性の向上、その結果としての低価格での食糧供

給を意図 したものであった。当初、60年代にそう

した農業生産の担い手 として期待されたのは自立

経営農家であり、70年代へ入ってからは中核農家

という名称がそれにとってかわった。さらに利用

増進事業が開始され、利用増進法が制定される70

年後半か ら今日にかけては、「中核農家を主体 と

した地域農業の担い手の育成」へと表現がかわっ

て、中核農家それ自体〈個別経営主体の育成〉と

中核農家を中心とした地域営農集団く集団的土地

利用主体の育成〉の二つを含むものへと変化 して

きているようである。こうした変化の背景には、

兼業農家の位置づけの変化がある。自立経営育成

を言うときは、兼業農家は農地を売却 して 離農

〈自作地有償移動による自立経営農家への農地所

有権の集積〉することが想定されでいたし、中核

農家育成へと変ったときは、兼業農家は農地を所

有したままでの離農く賃貸借による中核農家への

農地利用権の集積〉が問題とされ、集団的土地利

用が問題とされるような段階では、兼業農家 も何

らかのかたちで地域農業の一端を担 うものとしな

がら、事実上中核農家を中心とした大面積「経営」

を、地域農業の担い手として育成 しようとするも

のであった。

こうした変化の過程は、一面では農外労働市場

の変化く政策の期待するシェーマに対応 して整理

すると大都市労働市場の膨張に対応する離村離農

→労働市場の全国的拡散に対応する在村離農→不

況過程での在村兼業〉があったとして も、他面で

は、兼業農家の所有する農地を、どのよ うに生産

的 ・効率的に利用するか、生産効率の高い経営に

どのように して包摂 していくか、という方向で一

貫 し、そうした方向で農地流動化を計るために、

兼業農家の土地所有者意識へ、政策のほうが身を

すりよせていく過程であった。ほ場整備事業は、

それが機械の運行効率を高め、大面積経営の有利

性を増大させるものであるだけに、如上のような

構造変化の基礎条件 として期待され続けてきたの

である。

2.三 地域の報告

三つの報告は、ほ場整備事業が行なわれて も、

直接的には農地流動化あるいは面積的な規模拡大

へ結びつくものでないことを明 らかにした。

群馬県甘楽町沖地区の場合、受益者が150戸 あ

りながら、換地後の農地移動は小作地 売 買1件

(644㎡)だ けであり、ヤ ミ貸付 も9件(9,040
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㎡)に すぎない。借り手はいないわけではない。

地域農業の中心である養蚕、こんにゃく農家の場

合は 「現在の経営で手一杯」で現状維持のようで

あるが、酪農経営の場合は、「飼料 自給率が低く、

経営圧迫要因になっていることから、飼料確保の

ための経営農地の拡大を望んで」おり、現にヤ ミ

の借 り入れ も、酪農家に集中しているようである。

問題は、農地流動化の一方の 「担い手」として期

待 されている1ha未 満層の動きである。これらの

農家は 「世帯主又は息子が他の職業に従事 し」農

業 は 「自家飯米又は管理的耕作」という状況の二

兼農家のようであるが、「農地 を手離したくない

意向が強 く」 「貸付 けを考えるもの」も23戸中4

戸だけであ り、しかもその中の2戸 は 「正規の貸

付 けを否定」している。

兼業農家のこうした対応について報告者は 「い

ずれ息子が農業へ帰 ってくるだろうからそれまで

管理 している」という農家が多く、そ れ故 逆 に

「あととりがいなくなると徐々に貸 しに出す農家

が増加するだろう」という見通 しをもっている農

家が多いことを紹介 していた。つまり農地流動化

は今後のあととりの動向如何にかかわっており、

目下のところ動きはきわめて停滞的である。

その場合、一つは、兼業農家は、ほ場整備の前

と、30a区 画になった後とで、農作業の仕方、生

産手段がどのように変ったのか、とくに機械作業

にはどのよ うに対応 しているのか、もし個別で中

型機械を使用 しているとすれば、ほ場整備後にお

いても機械を更新 してまで行っているのかどうか、

といった点が問題となるであろう。ほ場が大型化

した場合、中型機械の利用が不可欠 となり、機械

を導入 して も経済効率が低い零細経営の場合は、

その更新期に作業委託 もしくは経営委託へ転 じる

ことが多いと考え られているからである。今一つ

は、あとつぎの兼業条件の問題である。在宅通勤

兼業なのか他出なのか、在宅の場合、農作業を少

しでも手伝 っているのか、他出の場合、奥さんが

いるのか、どこの人なのか、どのよ うな職業で、

賃金水準はどのようなのか、といった点が、今後

(農業へ)帰 って くるかどうかを見通す一つの判

断基準を提供することになるであろ う。

宮崎県国富町の場合、報告の中心が町の概況、

総合開発事業、ほ場整備事業の経過と概要および

小作地関係、相続慣行 との関連、不換地の申し出

に対する対応、作物別換地、従前地と換地との関

連等におかれ、換地処分後の権利移動については、

その実績を報告されるにとどまった。そのため、

農地移動の階層性等詳細な内容については報告書

の完成を待つ しかないが、ここで も流動化の実績

は乏 しいようである。当日配られた資料か らみる

と調査対象地域における換地処分後の農地移動は、

72年か ら56年までの10年 間で、自作地有償移動11

件1880、 賃借権の設定ゼロ、使用貸借による権

利の設定1件106a、 農用地利用増進事業による

利用権設定15件271aに とどまっている。

ここでも、ほ場が大区画に整備された後で兼業

農家がどのような状態で営農を続けているのか。

一戸だけあるという 「聞きとりでは把握出来ない

ほどアチコチに借りまくっている」農家の場合、

貸 し手はどのような農家群であったのか、「水 が

なかったときには出来なかったようなことが(土

地改良事業の結果)や れるようになった」とこの

農家が語 っているとすれば、そうしたかたちでの

規模拡大がこの地域全体に共通するものとして展

望できるのかどうか、等々のことがもう少し詳 し

く教えてもらいたい点、として残 る。

高知県安芸市土居地区の場合、以上の二つとは

異 って農地賃貸借関係の展開は活発である。しか

し、水田のほ場整備事業が期待する 「土 地 利 用

型」の規模拡大の方向としてではな く、施設園芸

(ハウスでのなす、ピーマン)の ための賃貸借で

ある。ほ場は30～40a区 画の連たん団地として造成
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されたが、「なす」は夫婦で30α、「ししとう」は

5aが 夫婦二人で消化 しうる標準であるため、専

業農家の手余 り地および整備されたほ場を もつ二

種農家(貸 した後は非農家)の 土地が貸 しに出さ

れることになる。借り手はハウス、タバコ等の専

業農家であるが、そもそも専業であった農家でな

くとも、借りることによって専業農家になるケー

ス(29戸 中2戸 が純すいの借地農家)も 含まれる。

つまり、安芸市における農地流動化は、確かにほ

場整備事業の結果 もたらされたもの(ハ ウスをっ

くるためには30～40aの まとまった土地で、排水

条件がよく、水が 自由に使えることが条件 となる)

であるが、面積的な規模拡大を伴うようなもので

はなかったようである。報告にもあったように、

こうした動き自体 は否定すべきことでもない し、

む しろ、施設園芸 に合せたほ場整備のあり方をも

考えてい く方向が望ましいであろう。

報告会の日も質問 したが、よくわからない点は

残された水田がどうなっているか、という点であ

る。安芸市の農業生産額は80億 円で、ハウス園芸

60億 、タバコ15億 、他に酪農220頭 とあって、米

は全 くネグリジグルな地位にあるようである。 し

か し耕地面積でみると、総面積1,182haの うち田

が936haで ある。ハウス220ho、 タバコ190haの

全部が田に作付されたとして も526hαの田が残さ

れることになる。専業分化が進行 し、専業農家が

施設園芸やタバコ等集約的作物部門へ特化 した場

合、稲作部門を省力的に処理 したいという意向が、

専業農家か らも兼業農家か らも出てきて、地域一

円の水田利用を特定のグループが担 う事例はかな

り多い(群 馬県木瀬、伊勢崎、熊本県高道、青森

県黒石等)。 稲作それ自体からの収益をほとんど

期待 しておらず、ハウスの面積にも、労働力条件

からの限界があるとすれば、それだけ稲作を集団

的に処理する条件 もあるように思える。そうさせ

ない条件が何であ るのか、そうした中で、専業農

家、兼業農家の稲作はどのような生産手段で行わ

れ、ハ ウスやタバコとの労働競合はどのように処

理 されているのか、今少 し詳 しく知 りたか った点

である。

3.ほ 場整備事業 と農地流動化

今度の三報告は、期せず してか複合経営地域へ

集中し、そうした地域におけるほ場整備事業が、

地域農業へ与えたインパク トがどのようなもので

あったかを明らかにした。 日本農業が水田単作的

地域だけでなく、様々の営農形態をもち、それ故

ほ場整備事業の効果 も、単純に面積的な規模拡大

の有無によって評価 されるものではないことを、

三報告から学ぶことが必要であろう。 しかし、今

日の焦眉の課題の一つが、ほ場整備事業と土地利

用型農業における農地流動化の関連にあることも

確かである。そのためには、動きのある地域を比

較検討の素材とすることも必要であろう。例えば

富山県砺波平野は、サカタニ農産や若林農園のよ

うな借地型大経営を叢生させている地域として有

名であるが、賃貸借が活発になったのは1960年 代

のほ場整備事業以降のことである。また吉田俊幸

氏が紹介 している富山市 中老田集落 の場合 も、

1960年代の1hα 区画のほ場整備の後に、集落の大

半の農家が農地保有合理化促進事業による10年 契

約のものも含めて賃貸借、作業受託に関係し、梨

園の集団化、大麦 ・大豆のブロックローテーショ

ン等様々のレベルでの集団的土地利用を実践 して

いる事例である。ここでは、農地賃貸借によって

稲作経営の規模拡大を図り、さらに 「稲作のみで

は経営の担い手を確保 しにくい状況」にあるため、

「集落」としての梨園を集団化 し、農業の担い手

を育成しようとした。二つとも、第一次構造改善

事業による1hα区画の区画整理を契機としたもの

である(r農 用地の集団的利用』農政調査委員会

1981年参照)。
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青森県黒石市浅瀬石地区は稲作とりんごの複合

経営地域であるが、1974年 にほ場整備事業が完了

したところである。ここでは浅瀬石水稲生産組合

帆}傘下の325戸 、158haの 水田を4団 地に区分し、

稲作の機械作業と集団転作地(一 団地5hα 前後で

4団 地)の 麦はAの 下部組織である浅瀬石生産組

合(Bオ ペ レーター15名)が 全面的に請負 って、

個別農家は稲作の肥培管理と総面積156hoの リン

ゴ生産へ集中する仕組みをつ くりあげている。転

作地は82年 になって40haと 増加 したが、このうち

20α は利用増進事業へのせて、生産組合(B}と農家

の賃貸借関係 としている。

これらはいずれもほ場整備事業を基礎的条件と

しながら、農地流動化あるいは集団的土地利用を

通 じて地域の農業生産構造を大きく変革 した事例

である。またほ場整備事業が意図する、土地利用

型農業における機械の効率的運用、労働生産性の

向上、という課題にも、個別的に、あるいは集団

的に応えるものとな っている点で も共通する。さ

らに達観 してみれば、北陸のような労働市場展開

地域、とりわけ自営兼業が広汎にみられる地域の

場合、借地型大経営を生み出す方向が主流となり、

東北のような労働市場条件の劣悪な地域の場合、

集団転作がらみの集団的土地利用の事例が多いよ

うに見受けられるようである。

三報告が対象とした複合経営地域でのほ場整備

のもった意味を、水稲単作地帯や酪農地域での動

きと対比し、さらにそれぞれの地域的条件を含め

て検討する作業は今後に残された課題である。そ

の場合、労働市場条件、農業生産の形態、農民層

分解の深度、といった客観的な条件の検討ととも

に、役場、農業委員会、土地改良区、農協等、地

域における農業関連諸機関がどのような活動を行

っているか、農民層の中にどのような リーダーが

形成されているか、といった主体的条件の検討 も

不可欠であろう。ほ場整備事業に関連する様々の

問題の処理の仕方だけではなく農地流動化、とり

わけ農地保有合理化事業や利用増進事業は、そう

した主体的な取り組みの状況に応じて、かなり異

った結果が出ているように思われるか らである。

うさみ しげる

(宇都宮大学農学部助教授)
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