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はじめに

平成10年度のアンケート調査結果は、平成

9年度完了のほ場整備事業地区(表等ではほ

場整備地区と略記)158と土地改良総合整備

事業地区(同じく土地総地区)60を対象とし

ている。ただし地価及び小作料については旧

市町村・集落を集計単位としているので集計

数は地区数よりも多くなっている。

注:表9、表10のみ面積による。その他の表は、
地区数。ただし地価・小作料に関する表は
旧市町村・集落数による。ただし本文中で
は地価・小作料の分析においても地区とし
ている。

1.調査地区の概要

(1)実施地区の規模

地区の規模は受益面積でみると表1、表2

のとおりである。ほ場整備事業地区は田の受

益面積50～100haと200ha以上の地区が、29.1

%と24.7%と多い。しかし農業地域別に見る

と違いが大きく、200ha以上の地区が多いの

は北海道、東北、九州である。逆に50ha未満

という規模の小さい地区が多いのは北陸、四

国である。畑の受益面積も地区によって差が

表1農業地域別受益面積別地区数(ほ場整備地区)
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表2農業地域別受益面積別地区数(土地総地区)

ある。土地総地区も全体では同じように50～

100haと200ha以上の受益面積の地区が多い。

ただし200ha以上の地区の割合がほ場整備地

区に比べて高い。

受益者数でみると、表3、表4のように

100～200人規模の地区の比重はほ場整備地区

も土地総地区も同じ程度であるが、その規模

を境にほ場整備地区では200人以上の規模の

地区が57.7%を占めるのに対して、土地総地

区では逆に100人未満の地区が47.1%を占め

ている。受益者数で見ると受益面積で見たの

とは異なってほ場整備地区の方が土地総地区

よりも規模の大きい地区の比重が高い。農業

地域の特徴をほ場整備地区についてみると東

山、東海、近畿で受益者数の多い地区が多く、

逆に北海道、東北、北陸、四国で受益者数の

少ない地区が多い。これは受益面積と受益農

家の規模の地域的特徴から理解できる。

表3農業地域別受益者数別地区数(ほ場整備地区)
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表4農業地域別受益者数別地区数(土地総地区)

(2)事業負担金

IOa当り事業負担金は、表5のようにほ場

整備地区では200～500千円の地区が45.6%で

最も多い。500千円以上の地区が19%あるが、

逆に100千円未満の地区も17%ある。農業地

域別では、500千円以上の地区の比重が高い

のが北陸(46.2%)、北海道(33.3%)、東

北(29.4%)、九州(26.1%)である。また

東北は100千円未満の地区の比重が47.1%と

極端に高い。整備前の区画の大きさ別でみる

とおおまかには未整備地区、10a地区、30a

地区の順に事業費負担額は高いことがわかる。

これに対して土地総地区は事業費負担200千

円未満の地区が80%を占める(表6)。しか

し事例が少ないが東海は2事例とも200千円

以上である。

表5事業負担金別地区数(ほ場整備地区)
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表6事業負担金別地区数(土地総地区)

(3)事業着工年度

事業着工年度をみると、表7のように1984

年以前着工地区が34.8%、1985年以降着工地

区が64.6%である。84年以前着工地区の割合

が全国平均より高い地域は、関東(42.9%)、

東山(35.0%)、東海(47.1%)、近畿

(83.3%)、九州(52.2%)である。逆に東

北、北陸、四国は90年以降の実施地区が多い。

土地総地区は1990年度以降の実施地区が71.7

%を占める(表8)。

表7農業地域別着工年度別地区数(ほ場整備地区)
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表8農業地域別着工年度別地区数(土地総地区)

(4)水田のほ場区画の大きさ

表9と、表10は事業実施前後(実施前と事

業計画による区画)の水田の区画の変化を地

区数ではなく面積割合によって見たものであ

る。表9によりほ場整備地区についてみると、

全体の面積を100とした時、未整備水田を30

～50a区画にする計画面積(以下「未整備→

30～50a」と略す)と「未整備→30a未満」

の計画面積がそれぞれ、37.9%と30、6%を占

めている。つまり今回の調査対象となったほ

場整備地区では、未整備水田を30～50a区画、

あるいは30a未満区画に整理する事業が、面

積で見ると7割弱を占めているのである。次

いで「10a→30～50a」が15.2%と続いてい

る。まだ50a、1haという大型のほ場の造成

は少ない。既に30a区画となっている水田の

再整備・大区画化という取り組みも、現在の

ところ2.0%と例外的である。整備前の区画

毎に見ると、当然の事であるが未整備よりも

10a、さらに30aと区画が大きくなるに従っ

て、計画された区画も大きなものの比重が高

くなっている。

土地総地区はほ場整備地区に比べて区画の

大型化志向が強く、区画を30a以上とする計

画面積が94.3%(ほ場整備地区では61.4%)

を占め、さらにその内50a以上とする面積も

28.9%(ほ場整備地区7.2%)ある。整備前

との関連で見ると「30a→30～50a」が全体

の61.3%、「30a→50～100a」が14.9%を

占めている。

以上の様に、ほ場整備地区では未整備だっ

た水田、土地総地区では30a区画の水田につ

いて事業が行われている。
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表9計画の区画形状別面積の割合(ほ場整備地区・水田)

表10計画の区画形状別面積の割合(土地総地区・水田)

農業地域別に地区数でその様子を見ておこ

う。まずほ場整備地区について表11で事業実

施前の水田区域をみると、農業地域間の違い

が大きいことがわかる。関東、東山、近畿、

中国、四国、九州など多くの地域は未整備だ

った地区が圧倒的に多いが、東北や北陸は10

a区画の地区が64.7%、76.9%を占め、北海

道は30a区画の地区が33.3%を占める(ただ

し総地区数は北海道全体で3地区と少ない)。
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表11農業地域別事業実施前の水田区画(ほ場整備地区)

以上のまとめとして、ほ場整備地区につい

て整備後、地区として30a、50aという大き

な区画のほ場がどの程度造成されているかを

表12として示しておく。30a以上の区画が50

%以上を占める地区は72.2%ある。しかし50

a区画の水田が50%以上を占める地区は僅か

に9.5%に過ぎない。また30a以上の区画が

50%以上を占める地区において50a以上の区

画の水田が30%以上を占める地区(30a区画

以上の面積割合が50%以上でかつ50a以上区

画の面積割合が30%以上の地区)はまだ12.7

%(3.2+3.2+6.3)しかない。

表12整備後のほ場区画面積割合別地区数(ほ場整備地区・水田)

57



2.水田価格の動向

表13は事業実施による水田価格の変化を事

業実施前の地価水準別に見たものである(ほ

場整備地区)。全体としては上昇した地区と

下降した地区が同じ程度存在する。事業実施

前の地価水準をとってみると、地価の低かっ

た地区で地価が上昇した事例が相対的に多く

見られる。特に50万円未満、50～100万円の

地区では上昇した地区が過半を占め、下降し

た地区は極めて少ない。逆に100万円以上の

地区では下降した地区がかなりの割合を占め

ている。なお畑については表は載せていない

が上昇・横ばいの地区の割合は水田について

の結果と同じ程度であるが、不明の地区が多

く、下降の地区の割合が低くなっている。水

田価格の上昇要因としては表14にあるように、

「ほ場整備の実施」が76.3%と圧倒的に多い。

逆に水田価格の横ばい・下降の要因としては、

表15にあるように、「米価などが低いこと」

が63.3%と最も多く、続いて「生産意欲の減

退」、「農地の買い控え」、「農業後継者の

不在等」が挙げられている。「生産意欲の減

退」、「農地の買い控え」、「農業後継者の

不在等」も「米価等の低さ」を主要な原因と

しているのだから地価の横ばい・下降は、一

言で言えば農業環境の厳しさによるとまとめ

ることができよう。つまりほ場整備の実施は

地価の上昇要因ではあるが、農業環境の厳し

さがそれを上回り地価下落をもたらしている

地域も多いというのが現実なのである。最後

に表16で農業地域別に水田価格の変化を見て

表13事業実施前地価水準別にみた水田価格の変化(ほ場整備地区)
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表14水田価格の上昇要因(ほ場整備地区)(複数回答)

表15水田価格の横ばい・下降要因(ほ場整備地区)(複数回答)

59



表16農業地域別水田価格の変化(ほ場整備地区)

おこう。この表からわかることは、北海道、

東北、九州という農業中核地域で水田価格の

下降した地区が多い(それぞれ100%、72.7

%、53.2%)ことである。農業中核地帯であ

るがゆえに農業環境の厳しさがストレートに

影響していると言うことであろうか。

次に土地総地区について見ておこう。表17

によると土地総地区では、水田価格が上昇し

て地区はわずか10%弱で下降した地区が50%

を占める。この点、ほ場整備地区と大きく異

なっている。その要因を見ると、上昇要因で

は表18にあるように「ほ場整備の実施」をあ

げた地区が42.9%に過ぎず、ほ場整備地区に

比べて極めて低い。むしろ「売りに出される

農地が少ない」をあげる地区の方が57.1%と

多い。横ばい・下降要因についてはほ場整備

地と違いはない(表19)。
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表17事業実施前地価水準別にみた水田価格の変化(土地総地区)

表18水田価格の上昇要因(土地総地区)(複数回答)
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表19水田価格の横ばい・下降要因(土地総地区)(複数回答)

次にほ場整備後の水田価格の上昇要因とし

て大きいと思われる水田区画の変化を取り、

それが地価の動向にどのように影響している

かをほ場整備地区について見ておこう。表20

は事業実施地区について事業前後の水田区画

の変化を見たものである。この表の水田区画

の変化による地区類型、A～L毎に地価がど

のように変化したかを見たものが表21である。

この表でかろうじて言えるのは、事業前夫整

備であった地区(A、B、C、D、E)の方

が事業前10aに整備されていた地区(F、G、

H、1、J)に比べて地価が上昇している集

落等が多いということである。しかし事業前

夫整備であった地区について、整備後どのよ

うな大きさの水田が造成されたかは地価の動

向とあまり関係が見られない。しいていえば

3地区の事例で少ないが未整備だった地区で

50a区画の水田が80%以上造成された地区

(E)は地価が下降した集落がなく、上昇し

た集落が66・7%となっている。この分析を農

業地域毎に行えばもう少し言えることがある

のかもしれないが、サンプル数が少なくなり

過ぎるのでここでは全国一本の数字だけにし

ておきたい。
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表20地区類型別地区数(ほ場整備地区・水田)

表21農地価格の変化(田)(ほ場整備地区)
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3.水田小作料の動向

表22、23はほ場整備後の水田小作料の変化

を見たものである。ほ場整備地区では54.9%、

土地総地区では68.4%の地区で水田小作料は

下降している。ほ場整備地区を見ると、事業

実施前の小作料水準10,000～20,000円の地区

を境に、それより小作料が低かった地域では

上昇した地区が多く、逆にそれより高かった

地域では下降した地区が多い。表23の土地総

地区はサンプル数が少ないがここについても

同じ傾向が読み取れる。

先の地価の変化(表13、17)と比べてみる

と、地価の方が小作料に比べて上昇した地区

が多く、下降した地区が少ない。

表22事業実施前小作料水準別にみた水田小作料の変化(ほ場整備地区)
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表23事業実施前小作料水準別にみた水田小作料の変化(土地総地区)

その変化を事業実施前後の小作料水準でみ

たものが表24、25である。ほ場整備地区につ

いてみると先に触れた様に事業実施前水田小

作料5,000円未満、5,000～10,000円の地区で

小作料が上昇した地区が多いが、上昇程度で

は5,000円未満の地区が著しいことがわかる。

またこの表で事業実施前小作料が10,000～

15,000円、15,000～20,000、20,000～30,000、

30,000～50,000円であった地区は、事業実施

後も同じ小作料水準である地区が過半を占め

ていることがわかる。先の表22ではこれらの

地域はむしろ下降した地区の比重が高く表れ

ている。下降ではあるが同じ小作料水準の範

囲内での下降地区が多いということである。
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表24事業実施前後の水田小作料水準の変化(ほ場整備地区)

表25事業実施前後の水田小作料水準の変化(土地総地区)
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表26はほ場整備地区において事業実施後水

田小作料が上昇した地区の上昇率を見たもの

である。上昇率10%未満、10～20%に地区が

それぞれ21%ずつで合計42%を占める。40～

50%上昇した地区も18.4%、100%以上上昇

した地区も13.2%ある。100%以上上昇した

地区は全て事業実施前小作料が10,000円未満

であった地区である。この表で見ても小作料

水準が低かった地域で上昇率が高かったこと

がわかる。土地総地区は上昇した地区が全体

で7地区と少ないので表は割愛する。表27、

28は事業実施後水田小作料が横ばいないし下

降した地区の下降率を見たものである。ほ場

整備地区についてみると(表27)、下降率10

～20%、20～30%という地区が多く、全体の

53.4%を占める。50%以上下降したという地

区も5.9%ある。土地総地区では(表28)、

下降率10%未満、10～20%、20～30%という

地区を合わせて74%である。ほ場整備地区に

比べて下降率40～50%、50%以上という大き

く下降した地区の比重は低い。事業実施前の

小作料水準で見た場合、ほ場整備地区では小

作料水準が高かった地域ほど下降率の大きい

地区が多いように見える(ただし1万円未満

の地区はサンプル数が少ないが、30～40%と

高い下降率を示している).しかし土地総地

区については、事業実施前の小作料水準と下

降率との間に相関を見つけ難い。

表26事業実施後水田小作料上昇地区の上昇率(ほ場整備地区)

67



表27事業実施後の水田小作料が横ばい・下降地区の下降率(ほ場整備地区)

表28事業実施後の水田小作料が横ばい・下降地区の下降率(土地総地区)
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つぎに農業地域別に見て見よう。表29、30

が事業実施前の小作料水準である。ほ場整備

地区も土地総地区も20,000～30,000、30,000

～50,000円という地区を合わせると60%前後

を占める。ほ場整備地区について、30,000円

以上の地区の比重を見ると東北が66.7%と最

も高く、次いで九州が50.0%、北陸が46.7%

と高い。東北は50,000～100,000円の地区も

16.7%ある。逆に小作料水準が低いのは東海

である。15,000～20,000円の地区が44.4%を

占める。近畿もそれに次いで低い地区が多い。

また小作料5,000円未満という地区は北海道

では33.3%を占め、東海でも11.1%を占めて

いる。土地総地区についても東北は小作料水

準が高い地区が多く、次いで北陸、九州も高

い地区が多いという傾向はほ場整備地区と同

様である。しかし土地総地区では関東も小作

料が高い地区の比重が高くなっている。

表29事業実施前の水田小作料(ほ場整備地区)
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表30事業実施前の水田小作料(土地総地区)

表31、32は事業実施後の水田小作料水準の

変化を農業地域別に見たものである。ほ場整

備地区についてみると北海道、東北、北陸、

中国、四国、九州では下降した地域が過半を

占める。特に北海道では100%、四国では

71・4%の地区が下降している。土地総地区で

は下降した地区の割合は68.4%でほ場整備地

区の54.9%よりも高い。ほ場整備地区で上昇

した地区の割合が高いのは関東、東山、北陸、

東海、近畿である。その中でも東山は38.5%、

北陸は46・7%、東海は38.9%の地区が上昇し

ている。
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表31事業実施による水田小作料の変化(ほ場整備地区)

表32事業実施による水田小作料の変化(土地総地区)
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事業実施後小作料水準が上昇した地区の上

昇率をほ場整備地区について見たものが表33

であるが(土地総地区は全体で7地区とサン

プル数が少ないので割愛)、バラツキが大き

い。関東、東海、九州に上昇率が高かった地

区が一定の比重で見られる。逆に横ばいある

いは下降した地区の下降率を見たものが表34、

35である。これもバラツキが大きいが(特に

ほ場整備地区)、例えばほ場整備地区で30%

以上小作料が下降した地区の割合をとってみ

ると、北海道33.3%、東北13.3%(ただし全

て50%以上下落)、関東5.9%、東山0%、

北陸50.0%、東海ll.1%、近畿40%、中国55

%、四国23.1%、九州19%となる。北海道、

北陸、近畿、中国で下降が著しい地区が多い

ことがわかる。逆に下降率10%未満を取って

見ると、北海道0%、東北20%、関東41.0%、

東山66.6%、北陸0%、東海11.1%、近畿40

%、中国5%、四国23.1%、九州26.1%とな

る。関東、東山、近畿で下降率の小さかった

地区が多かったことがわかる。近畿は下降率

が大きかった地区と小さかった地区と分散し

ている。同じことを土地総地区で見てみると、

下降率30%の地区が多いのは北陸と近畿でほ

場整備地区と同様な傾向である。しかし下降

率10%未満の地区が多いのは関東、東海、中

国で、これはほ場整備地区とは異なっている。

表33事業実施後、水田小作料が上昇した地区の上昇率(ほ場整備地区)
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表34事業実施後、水田小作料が横ばい・下降した地区の下降率(ほ場整備地区)

表35事業実施後、水田小作料が横ばい・下降した地区の下降率(土地総地区)
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最後に小作料の変化をほ場区画の変化との

関連で見ておこう。表36がそれである。地区

類型は先の表20による。これによると上昇し

た地区が多いのは地区類型、E(上昇地区の

割合33.3%)とJ(同33.3%)で共にほ場整

備後50a以上の区画が80%以上造成された地

区である。次いでC(同25.5%)、I(同

25.0%)、G(同21.1%)、D(同19.4%)

で上昇した地区の比重が高いが、これらの地

区も50a以上区画の水田が50～80%、あるい

は50a以上区画のほ場は50%未満であるが30

～50a区画のほ場が50%以上造成された地区

である。逆に上昇した地区の比重が低い地区、

A(上昇地区の割合13・7%)、B(同ll.1

%)、F(同0.0%)、H(同12.0%)はH

を除いていずれも30a以上あるいは50a以上

という区画の造成された割合が低い地域であ

る。ほ場整備によってどの位の大きさの区画

のほ場が造成されたかということと小作料の

上昇との間には関係が見て取れる。

表36小作料の変化(田)(ほ場整備地区)
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本協会は、平成10年度、農林水産省の委託により「事業効果フォローアップ検討調査

(農地流動化促進効果調査)委託事業」を実施し、その一環として、平成9年度に事業が

完了したほ場整備事業地区及び土地改良総合整備事業地区を対象に同事業の実施を契機と

した農地価格・小作料の変化とその要因等に関するアンケート調査を実施した。

本報告書は、その結果を収録したものである。
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