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平成10年度から始まった事業効果フォロー

アップ検討調査(農林水産省委託調査)は12

年度で当初の調査計画を終了した。この調査

の主たる目的は、一言で言えば担い手への土

地集積を中心にほ場整備事業が農業構造にど

のような影響を与えているかの実態把握にあ

る。

そのような課題の背後に、ほ場整備が近年、

構造政策と直接関連づけられるようになって

きた事情がある。日本農政の大きな課題であ

る生産性の高い稲作経営体の育成の契機とし

てほ場整備が重視されるようになり、ほ場整

表1 事業タイプ別地区数
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備後の担い手の特定と担い手への利用集積、

経営耕地・作業受託地の連担化等がハード事

業やソフト事業の要件として組み入れられて

きたのである。本調査の課題はその様に変化

したほ場整備事業の効果の検証ということで

もある。

1.実施地区と事業タイプ

表1にあるように3年間で32地区の現地実

態調査を実施した。今回の調査目的との関連

で重要である、ソフト事業を同時に実施した

地区(25地区)についてみると中国、四国、

東海での調査事例が少ない。これはやはり担

い手を特定し、それへの利用集積と経営耕地

等連担化を進めることが、中山間地の多い地

域や都市化が進んだ地域では困難が多いこと

の反映であろう。それらの地域、特に中山間

地域ではその地域的特徴を考慮したほ場整備

事業を必要としていることを消極的に示して

いるものと思われる。

事業タイプ別に見ると、ハード事業のみを

実施した地区が7地区、ソフト事業を合わせ

て実施した地区が25地区である。ハード事業

も徐々に大区画化を進めるようになってきて

いる。

ハード事業のみの地区の実施事業は一般県

営ほ場整備事業が中心である。ハード事業と

ソフト事業を合わせて実施した地区では、低

コスト化水田農業大区画ほ場整備事業と21世

紀型水田農業モデルほ場整備促進事業の実施

地区が25地区中13地区である。次いで担い手

育成基盤整備事業と担い手育成農地集積事業

の実施地区が7地区と多い。

利用集積を進める為の県単事業も見られる。

調査地区の新潟県三島町三島南部地区と三和

村三和北部地区、茨城県の玉造町沖州地区で

県単のソフト事業を実施している。新潟県の

「農地集積促進ほ場整備支援事業」は担い手

育成基盤整備事業実施地区において、高生産

性農業区の50%以上で担い手(3ha以上、50

歳から概ね60歳まで)が経営する2ha以上の

連担した生産団地が形成された場合に、前年

度のほ場整備費の5%を推進費として交付す

るものである。合わせて補助残の5/6は無

利子の融資を受けることができる。この事業

は平成9年度からの「高生産性農業集積促進

加算」という国の事業に引き継がれている。

茨城県の県単事業「担い手背成大区画ほ場整

備事業推進事業」は、担い手育成基盤整備事

業・低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業

実施地区で農作業受託を含む担い手(事業採

択から原則5年後3ha以上、申請時に55歳以

下)の農業生産面積が受益面積の概ね40%以

上、ほ場の大区画化が受益面積の概ね50%以

上になった場合に貸付地・3作業委託地の事

業費農家分担金を補助(県3/4、市町村1

/4)するものである。

2.集団化の取組み－換地と利用権設定、

交換耕作
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(1)特徴的な換地実施地区

換地はどこの地区でも難問である。多くの

地区はほ場整備前の所有地の場所を基準にし

て所有地をまとめる方法をとっている(所有

権に基づく原地換地)。区画の拡大によってほ

場枚数は減るし、地区によっては2枚までに

団地化する等の考えで進めているが、完全に

1団地化するわけではない。

他方で少数ではあるが担い手の経営耕地を

集団化するという考えを持って換地を行った

地区がある。秋田県角館町雲然、宮城県河北

町大谷地、群馬県伊勢崎市清水、新潟県三和

村三和北部、三重県桑名市上之輪、滋賀県木

之本町伊香具、鹿児島県大隅町笠木原等の地

区である。これらは全てソフト事業の実施地

区であり、このことが担い手の経営面積の団

地化を考慮した換地の実施を進めることにな

った要因であろう。取り組みの内容を見ると、

宮城県河北町大谷地、新潟県三和村三和北部、

鹿児島県大隅町笠木原の三地区は強弱はあれ

担い手の経営耕地の集団化という考えの下に

換地を実施したので幾らかでもそういう内容

を持った換地が実現した地区である。その中

でも滋賀県木之本町伊香具地区は事前に貸付

意向も把握し担い手農家の経営耕地の集団化

という観点を一層貫いている。

農用地利用のゾーニングの手法を取り入れ

一層この観点を徹底したのが、秋田県角館町

雲然地区、群馬県伊勢崎市清水地区と三重県

桑名市上之輪地区である。秋田県角館町雲然

地区では、①育成すべき経営体への利用集積

を行う区域、②自家飯米等の作付けを行う区

域などのゾーンを設定している。そして小規

模・飯米農家の理解を得るために住宅地や幹

線道路に隣接する耕作に便利な農地を自家飯

米等の作付けを行う区域としている。また既

に育成すべき経営体に利用権設定されている

農地、事前の調整活動で整備後利用権設定を

行うことが合意されている農地、さらには作

業の受委託が合意されている農地については

育成すべき経営体の経営耕地、作業受託地の

集団化が実現するように換地が行われている。

群馬県伊勢崎市清水地区の特徴はゾーニング

に加え農地所有者の意向を踏まえて水田の区

画を、5.5haのスーパー区画、20～30aの中区

画、10aの小区画の三つに分けたことにある。

スーパー区画には農作業を全て委託したい農

家の所有地を換地し、担い手である三ッ橋機

械化組合が一括して作業受託を行っている。

中区画は当面自作したい農家に換地されてい

る。小区画農地は国道沿いで土地評価が高い

農地の所有者用に国道沿いに設置したもので

ある。これら二つの地域でこのようなことが

可能であった一つの理由は事前の綿密な意向

調査と利用調整が行われたからである。三重

県桑名市上之輸地区の場合はほとんど全ての

農家が営農組合に参加し、不参加の農家が圧

倒的に少数の場合に実現したもので、これら

組合不参加の自己完結型農家の農地を地区の

隅にまとめて換地している。組合不参加者の
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ほとんどが地区外農家であるということがこ

のような換地を容易にしたと思われる。ゾー

ニングの手法を取り入れ担い手の経営の効率

化を重視した換地が実現した背景は、改めて

整理すれば次のようになろう。①事前の綿密

な意向調査が実施されている点である。②清

水地区や上之輸地区のように担い手(上之輪

地区の集落組織的な生産組合も含め)が特定

され、それと無関係に自作する農家が少数派

になっているために、担い手の経営の効率化

を重視した換地が貸付農家・作業委託農家と

なった多くの土地所有農家の同意を得やすく

なっていることである。③もちろん事業費の

農家負担を軽くするためにソフト事業が導入

されていて、担い手の経営耕地の集団化が何

らかの方法で(換地という所有権によるか利

用権の利用調整によるかはあるにしろ)必要

であったことがそれらの取り組みの基礎にあ

ることは言うまでもない。

(2)貸借等による集団化

農地の集団化はほ場の区画が大きくなるこ

とによつてまず進む。さらに経営耕地の集団

化(特に担い手農家の)を進めるためには、

所有権レベル(=換地による)か利用権レベ

ルかで取り組む必要がある。所有権レベル、

つまり換地によって経営耕地の集団化を進め

るのは困難が多いので、上で見たように換地

において経営耕地の集団化を実現すべく取り

組んだ地区は少ない。多くの地域は賃貸借や

交換耕作によって利用権のレベルで担い手を

中心とする経営耕地の集団化を実現している。

貸借によって担い手農家の経営耕地の集団

化を実現した事例として兵庫県出石町室見台

地区がある。町の強いイニシアティブによっ

て全ての地権者と農協(農地保有合理化法

人)との間に利用権設定を行い、再設定を通

して担い手の経営耕地の集団化を実現してい

る。見事な土地利用調整であるが町の強い指

導によって実現しているので今後どの程度定

着するか見守る必要があろう。新潟県三島町

三島南部地区では一時利用地の指定結果に対

する、①従来の関係での利用権設定や作業受

委託の結果であるために担い手へ集積した農

地の連担化ができていない、②担い手以外の

規模拡大農家が将来とも受け手農家としての

責任を果たしていけるように経営組織体に指

導していく必要がある、③集落の推進協議会

の代表の任期が1年のために集積事業の継続

性、集落農業の方向付けに困難があるとの反

省を踏まえて連担化に取り組んでいる。まず

出し手が受け手を選ぶのでなく集落が受け手

を選び集落が配分するという、つまり集落が

責任を持って取り組むという体制を、ソフト

事業の取り組みと絡めて徹底した。そのため

には、意見が自由に出せるように、出し手農

家と受け手農家・自作農家とに分けて集まり

を持つ等の工夫をしながら十分な話し合いを

積み重ねたことは言うまでもない。そのこと

によって利用権レベルで担い手への団地的集

積を実現している。
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交換耕作によって担い手の経営耕地の集団

化を実現した地区として茨城県内原町五平地

区がある。この地区でも担い手農家への農地

集積を進めるために地権者に「所有と利用と

は全く別」であり集積しても権利には何ら影

響がないこと、担い手への農地集積が実現し

ないと負担金が高くなることを強調したとい

う。しかしそれでも自作希望の農家がいて団

地的集積は難しかった。その為に交換耕作の

方法で担い手の耕地の団地的集積を実現した

が、その際に地区内の最も土質の良い農地を

提供し、そこに移ってもらう工夫をして理解

を得ている。

3.担い手経営のタイプ、経営形態

(1)担い手経営の形態

担い手のタイプが個別農家であるか生産組

織であるかを地域別に見たものが表2である。

概していえば関東、近畿では個別農家の比重

が高く、東北、北陸、中国、九州では生産組

織の比重が高いと言える。組織の場合には担

い手農家のみによって組織されたものよりも

オペレーターが特定されていても集落の農家

の多数が参加する集落組織的形態が多い。ま

た表としては掲げていないが、ハード事業の

みを実施した地区とハードとソフト事業を合

わせて実施した地区とに分けて見ると、前者

7地区中では個別農家が担い手の地区が6地

区、生産組織が担い手の地区は1地区である

のに対して、後者25地区では、担い手が農家

である地区が8地区、生産組織である地区が

11地区、農家と生産組織の両者が担い手であ

る地区が6地区である。つまりソフト事業の

実施地区が条件クリアの為に生産組織を担い

手として設立している場合が多いものと思わ

れる。

表2担い手の形態別地区数
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ハード事業とソフト事業を合わせて実施し

た地区についてのみ地域別に見ると、関東と

近畿では担い手が農家の地区が多い。関東5

地区中、担い手が農家の地区が3地区、農家

と生産組織の両者が1地区、生産組織が1地

区である。近畿3地区は全てが担い手は農家

である。東北8地区は全てハード事業とソフ

ト事業を実施しているので表2の通りである

が、8地区の内訳は順に2地区、2地区、4

地区である。その他の北陸、東海、中国、九

州のハードとソフト事業実施地区では担い手

は生産組織のみ、あるいは生産組織と個別農

家の両方であり個別農家のみが担い手となっ

ている地区はない。

なお担い手の生産組織の多くは機械の共同

利用・共同作業組織であるが、富山県大門町

大門東部地区、熊本県酒水町酒水永地区、大

分県杵築市八坂地区の生産組織は共同経営で

ある。その中で八坂地区の組織は唯一法人化

(農事組合法人)されていて、県下初の特定

農業生産法人ともなっている。

また担い手が個別農家である14地区のうち

5地区は補完組織を持っているが、その場合

の補完組織は担い手農家による機械の共同利

用・共同作業組織として組織されている地区

が多い。

(2)担い手経営の経営形態

表3は担い手(担い手である生産組織のオ

ペレーターを含む)の経営形態を見たもので

ある。転作の存在、また米価の下落等稲作環

境の悪化を反映しているものと思われるが稲

単作経営形態と複合経営形態が同じような比

重で存在し、私が考えていたよりも複合形態

の担い手が多い。また地域別に見ると東北や

九州などの農業の中核的な地域で複合経営形

態の担い手が多い地区が相対的に多く存在す

ることが分かる。

現在の状況、つまり農業労働力の排出を農

外労働市場が必要としていないこと、稲作生

産の効率化だけでなく、あるいはそれ以上に

食料自給率の向上が第一の課題になっている

という状況において、ほ場整備は稲作の生産

の合理化のみでなく農業総生産の増大に結び

つくことが要請されている。担い手の総生産

の増大のみでなく地域農業の総生産の増大に

結びつくかどうかが次の課題として問われて

いる。

4.担い手経営の土地集落状況と集積方

法

(1)集積状況

表4は担い手への地区の農地の集積状況

(担い手の自作地面積、借入地面積、3作業

受託地面積の合計の地域の農地面積に占める

割合)が概略でも計算できる地域について集

計したものである。当然のことであるがソフ

ト事業の実施地区の方が集積率は高い。

また表5は集積の方法として、借地と作業

受託(3作業受託)のどちらを主にしている

 

122



表3 担い手(生産組織のオペを含む)の経営形態別地区数

表4 担い手への農地集積率別地区数

表5 集積内容別地区数
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かを見たものである。担い手の規模拡大にお

いて借地を主体とする地区と作業受託を主体

とする地区は拮抗している。東北において作

業受託を主とする地区が多いことが目につく。

またハード事業のみを実施した地区とハード

と同時にソフト事業も実施した地区とを比べ

てみると、前者では全てが借地主体であるの

に対して後者では作業受託を主体とする地区

が多くなっている。ソフト事業の要件をクリ

アするためには作業受託での規模拡大の方が

容易だからである。

担い手経営への農地集積率が分かる地区に

ついて、担い手のタイプと集積の方法によっ

て見たものが表6である。集積率70%以上の

地区が7地区ある。農家による借地拡大型が

いこう。滋賀県木之本町伊香具地区の調査集

落赤尾集落は1990年には水田耕作10a以上の

農家は33戸いたが95年には24戸に減少してい

る。1戸の農家に集中する形で進んできた分

解がほ場整備を契機に一層加速化されている。

つまり担い手である1戸の認定農業者が約18

haに規模拡大を遂げる一方で水田経営面積10

a以上の農家はその農家も含め13戸に減って

いる。地権者48戸からなる赤尾農地組合が組

織され農地の賃貸借は組合が調整し、契約も

組合を通して結ばれている。報告書でも「組

合が農地利用を調整することで農地利用をス

パッとやめた農家が多い」と報告されている。

兵庫県出石町室見台地区は町主導でプラン通

りに担い手への集積を進めた色彩の強い地区

表6 担い手のタイプと集積方法別集積率(%)

滋賀県木之本町伊香具・兵庫県出石町室見台

・佐賀県福富町高度利用地区、農家による作

業受託型が秋田県角館町雲然地区、農家と生

産組織による作業受託型が群馬県伊勢崎市清

水・新潟県三島町三島南部地区、生産組織に

よる作業受託型が福島県原町市高地区である。

まず農家による借地拡大型の地区から見て

である。担い手が明確化していない地区であ

ったために事業要件をクリアするためには町

が強いイニシアティブを発揮する必要があっ

たといえる。そのイニシアティブは全ての地

権者が合理化法人である農協に利用権を設定

し所有と利用を完全に分離したこと、あらか

じめ決めた担い手の基準を厳格に適用し担い
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手を決め、担い手と事業実施地区にしか水田

を所有していない農家に(ただし飯米分の水

田面積)のみ利用権を再設定するとしたこと

に現れている。このような取り組みが可能で

あった一般的背景としては事業実施地区は低

湿地のため、また集落に保有する水田は中山

間地域にあるため条件が悪く農業に対する取

り組みが消極的である農家が多かったこと、

事業実施地区は周りの集落からの出作地域で

ありそれぞれの集落にも水田を所有する農家

が多いことが挙げられよう。そのような条件

を背景に農家負担金を少なく(実際はゼロ)

ほ場整備を実施するために農家は縛りがかか

っている期間中は我慢しているという側面も

ある。佐賀県福富町高度利用地区の場合は担

い手の経営面積が自作地が34.lha、借地等

10・8ha、作業受託面積6.2haと報告されてい

る。この地区は一般型の県営ほ場整備事業で

ありまたソフト事業が実施されていないので、

事業要件として担い手を特定する必要はない。

蓮根や玉葱等野菜と稲作の複合地域であり担

い手が多く存在することが担い手への高い集

積率の数字となっているものと思われる。

次は作業受託型の地区であるが、まずは農

家による作業受託型の秋田県角館町雲然地区

である。ここは先に触れたが、報告書によれ

ば「各集落において貸付・委託候補者を掘り

起こすと共に、担い手農家と委託農家の血縁

・人間関係等を把握し、円滑な流動化をすす

める」目的で集積に向けた事前の調整活動が

徹底的に行われた地区である。事業の実施過

程では担い手を個人にするか組織にするかの

検討があったようだが、事前の調整活動で担

い手要件である耕作面積5haをクリアできる

と見通される農家6戸が担い手と認定されて

いる。6戸の耕作面積はほ場整備前後で、19

ha(うち事業地区内11ha)から43ha(同31

ha)と2.3倍(同2.8倍)になっている。なお

31haの内訳は自作地11.8ha、借地2.3ha、3

作業受託面積が17.3haである。

農家と生産組織による作業受託型が群馬県

伊勢崎市清水・新潟県三島町三島南部地区で

ある。群馬県伊勢崎市清水地区は小規模な農

家が多くその地域一帯の担い手である三ツ橋

機械化組合に以前から作業委託したいという

気運があったが、ほ場条件が悪くそれが出来

なかった地区である。ほ場整備を契機に組合

への作業委託が進んだのだが元々それが目的

で事業導入が行われた面もあるのである。ま

た先に触れたように換地のやり方もその方向

を促進するものであった。三島南部地区は16

戸の個別農家と3生産組織が担い手である。

担い手の耕作面積は、事業実施前、自作地

71.4ha(事業実施地区内58.lha)、借地12.4ha

(事業実施地区内8.2ha)、3作業受託地0.3ha

(事業実施地区内0.3ha)、合計84.lha事業実

施地区内66.6ha)から事業実施後、自作地

37.lha(事業実施地区内29.6ha)、借地50.Oha

(事業実施地区内43.8ha)、3作業受託地87.1

ha(事業実施地区内73.4ha)、合計183.6ha
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(事業実施地区内158.6ha)に増加している。

生産組織の参加農家の事業実施前の自作面積

が事業実施後は3作業受託地に計算されてい

るために、そのことを考慮し自作地に変化が

ないとすれば、事業実施後内訳は自作地71.4

ha(事業実施地区内58.2ha)、借地50.Oha(事

業実施地区内43.8ha)、3作業受託地62.2ha

(事業実施地区内56.6ha)、合計183.6ha(事

業実施地区内158.6ha)となる。生産組織の

構成農家の自作地・借地を3作業受託として

計算すると、自作地を除いた事業実施地区内

の借地と3作業受託地の合計面積に占める両

者の割合は34%と65%で作業受託が中心とな

る。しかし生産組織の組合員農家の自作地を

組合の立場から把握した3作業受託地として

でなく自作地とすると、先の借地と3作業受

託地の割合は44%と56%となり、借地の比重

もかなり高い地区であることが分かる。三島

町は安定兼業地帯であり利用権設定率も県内

では高い地域である。その中にあって三島南

部地区はほ場条件が悪かった為に利用権設定

率も町の水準よりも低かった地区である。事

前の意向調査でも他人に任せたいが63.6%も

あった。それを基礎にしながら、ソフト事業

の導入もあって集落毎の推進体制を整えて議

論を進めたことが高い集積率につながってい

ると思われる。農家が主体的に取り組むとい

う姿勢を確立するために事業実施要望書を町

に出させたり、貸付・委託農家が自由に意見

を言えるように担い手農家・自作農家と出し

手農家に分けて説明会を開催する等の工夫や

町独自に集積促進助成金を貸付農家、借入農

家に出す制度を設けたこと等も流動化を促進

したであろう。

生産組織による作業受託型が福島県原町市

高地区である。原町市は担い手を育成すると

いうことを市の方針として明確にして多様な

独自施策を展開してきた所である。この高地

区は土地利用調整組織として営農改善組合が

できそのもとで集合的利用権等調整事業が取

り組まれ移植稲作、乾田直播稲作、大麦転作

の三つに区分された土地利用が実現している。

それが基盤にあって担い手による機械の共同

利用・共同作業組織に高い率で作業委託が集

まっているのである。

以上から担い手への利用集積率が高い理由

を次のように整理できよう。①元々基盤とし

て兼業化の進展を中心に流動化が進む条件が

あったということである。にも係わらずほ場

条件が悪く進まなかった流動化がほ場整備に

よって阻害条件を取り除かれて進展したとい

う点である。②集落を基盤にした利用調整が

真剣に行われているということである。また

推進の過程で三島町に見られるように工夫が

行われている。③その地区にか、あるいはも

う少し広い地域にか、あるいは市町村等に利

用調整を含め事業を推進する熱意を持ったり

ーダーがいるということである。④加えて市

町村単独の施策がそれを後押ししている地区

も見られる。⑤同時に言うまでもなくそのよ
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表7 10a当たり工事費別地区数

表8 10a当たり工事費の農家負担別地区数
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うな利用調整を進めることが事業費の農家負

担金を軽減するという地権者全体にとって共

通の利益になるという点が大きい。

5.事業費について

事業費については表7と表8に整理した。

10a当たり事業費には相当な開きがある。

100万円未満は2地区ありどちらも県営ほ場

整備事業(一般)である。富山県大門町大門

東部地区は「集落営農による農地利用形態に

合わせて畔を取り払って区画を大きくしたと

いうのが実態であり」「傾斜もほとんどな

い」ために安かったのである。逆に事業費が

高かったのは兵庫県出石町室見台地区である。

ここは1区画1.2ha、2.4haの均平区という大

区画ほ場でありかつ用排水ともパイプライン

化されている。しかし町の施設用地の為に非

農用地を大きく生み出し農家負担をゼロにし

ているので高い事業費でも実施できている。

次に実際の10a当たりの農家負担率、負担

額を見てみよう。表8によれば農家負担率ゼ

ロの地区が3地区、5%未満の地区が7地区

(表8で5%未満の地区が10地区となってい

るが、これにはゼロの3地区を含んでいるた

め)あることが分かる。表9で農家負担ゼロ

の地区はハード事業のみの地区が2地区とソ

フト事業も実施した1地区である。3地区と

も非農用地を創設し売却している。埼玉県深

谷市明戸南部地区はソフト事業を実施してい

ないが工事対象区域122.9haの中で共同減歩

で1.99haの非農用地を生み出し、市に森林公

園用地として売却し、農家負担をゼロにして

いる。青森県田舎館村田舎館地区はソフト事

業の実施に加え、宅地開発を視野に入れた非

農用地の創設80a(受益面積全体は102.4

ha)で農家負担金がゼロとなっている。

1%以上5%未満の地区は7地区あるが全

てソフト事業を実施している。加えて5地区

は非農用地の創設を行っている。非農用地の

創設を行っていない2地区は福島県原町市高、

岡山県総社市槙谷の2地区であるが、槙谷地

区の場合は市の負担率を19.125%に高めるこ

表9 10a当たり農家負担率が低い地区
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とによって低い農家負担率が実現している。

6.公社事業の寄与

公社事業との係わりはほ場整備実施前の時

点での購入と担い手農家あるいは新規参入者

への売却、賃貸借への介入等がある。まず売

買への介入が多く見られたのは兵庫県上郡町

船坂地区や新潟県三和村等である。船坂地区

では購入した農地は新規参入者と担い手農家

に事業実施後に売却している。賃貸借への介

入は兵庫県出石町室見台地区が顕著である。

先に触れたように全ての農地を合理化法人の

資格を持つ農協に貸付け、所有と利用を完全

に分離している。福島県原町市高地区のよう

に集合事業を実施した地区もある。

7.調査を通して感じた点

これまで触れてこなかった点で、調査を通

して感じられた幾つかの点について最後に列

記しておきたい。

①ソフト事業の要件クリアの為に苦労して

いる地区もあるが(例えばそれぞれの経営面

積の30%くらいは作業委託するように集落で

指導している地区もあるように)、概していえ

ばほ場整備を契機に農地を売却したり貸し付

けたり、あるいは作業委託したりという動き

が顕著な地区が多い。特別の利用調整の取り

組みをしなくても担い手への集積が進みソフ

ト事業の連担化条件もクリアできた兵庫県上

郡町船坂地区のような例もあるが、多くはソ

フト事業によって事業費が軽減できるという

共通の利害の上に集落の利用調整の取り組み

によって担い手への集落と連担化が実現して

いる。とはいえ、ほ場整備の実施と利用調整

の取り組みがあればどこででも、担い手へ農

地利用の集積と連担化が実現するというわけ

ではない。兼業化等が進み分解の基盤はある

がほ場条件の悪さに規定されて顕在化しなか

ったものが、条件整備によって顕在化したと

いうことが基底にあるということである。ほ

場整備、集落の取り組みそしてソフト事業は

ベクトルとしてあった分解を顕在化させたり

加速させたりするのである。

②ほ場整備を契機にした担い手と土地持ち

非農家への分解が顕著なのに驚かされる地区

も多く存在する。つまりほ場整備によって分

解を進めるということを超えて、分解が進ん

だ後の集落農業の在り方、集落の在り方を考

えるという視点をもってほ場整備に取り組む

必要のある時点に来ているということである。

兵庫県上郡町船坂地区でほ場整備を契機に分

解が進み、ため池の管理に困難をきたしてい

るという話を聞かされた。中山間地に存在す

るため池は防災機能も果たしているから重要

な問題である。このようにほ場整備を契機に

担い手を育てるという構造政策的視野を超え

て、地域農業を含む地域の在り方を考える視

野がほ場整備にとって必要になってきている

時代なのである。このような観点からほ場整

備の在り方や事業実施の仕組み等を考える必
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要があろう。

③調査は主に大区画ほ場整備地区について

行われた。今後ますます大区画ほ場整備の必

要性が増すであろう。調査地区から分かるよ

うに、大区画のほ場整備はそのほとんどが事

業実施前は10a程度の小区画で道路も狭いと

いう地区で取り組まれている。この点は同時

に実施されたアンケート調査の結果でも明ら

かにされている。ほ場条件が非常に悪いため

にほ場整備の必要性が地権者に強く認識され

て事業が実施されたのである。しかし今後は

既に30a区画に整備された地区での大区画へ

の再整備が徐々に大きな課題になって来るで

あろう。その時に現行の仕組みで対応が可能

かどうかは検討が必要である。先に触れたよ

うにいうまでもなく中山間地についてもその

ほ場整備事業の在り方は別個に検討を要する。

④ソフト事業は農家負担金を軽減する上で

大きな意味を持つ。ソフト事業の検証はある

一時点で行われるのでそこで作り出された構

造変化が安定的なものとして検証時点後も定

着するかどうかについては疑問を感じる地区

もある。定着させる為の施策でフォローが行

われる必要があるし、事業実施後の一層の集

積と連担化の促進のためにも、他の施策との

関連づけが必要になろう。

⑤担い手の経営耕地の連担化は流動化の進

展に従って何度かにわたって取り組まれる必

要がある。それゆえ換地の時点できれいな連

担化ができてもそれは経過的なものに過ぎな

い。それゆえ最も望ましいことは、農地の所

有と利用を完全に分離し、絶えず望ましい利

用形態を作り出す利用調整が行われることで

ある。そのような在り方が多くの地権者に支

持される様になるのは、分解が進み担い手の

存続が多くの地権者にとつて自分の農地を保

全する為に不可欠であることが理解される状

況が生み出された時であろう。それゆえそこ

に行くまでの時点での工夫や努カ－例えば自

作農家に最も便利で条件の良い土地を保証す

る等の－が必要である。

⑥ほ場整備が地権者の経営耕地全てをカバ

ーしない地区の場合には、未整備地区の存在

が農地流動化にブレーキをかけているという

状況も幾つかの地区で見られた。未整備地区

について担い手が受けてくれないために、機

械を所有し自作せざるを得ない。それである

ならば整備地区の水田も耕作を続けるという

ことになるからである。また作られた生産組

織の機械を地区外で使うことができないため

にオペレーターは組合の機械とは別に自分の

機械を持ち続けなければならないという地区

もある。
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※本報告は、農林水産省の委託により平成1O～12年度にわたり実施した「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)」の調査結果について分析を行ったも

のである。
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[総括表] (続き)
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