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最新統計から見た水田整備状況と農業構造の概観
一属地統計と属人統計の結合による予備的考察一

明治大学農学部農業経済学科専任講師　橋口卓也

はじめに

本稿では、2001年3月31日現在で実施され、最

近になって小地域の数値が一般に使用可能になっ

た「第4次土地利用基盤整備基本調査」のデータ

と、2005年2月1日現在で実施され、同様に利用

が可能になった2005年農林業センサスのデータを

用いて、水田の整備状況と農業構造との関係につ

いて考察することを課題としたい。

周知のように、センサスデータは、農家や農業

経営体を対象とした全数調査であり、最もよく農

業構造を示すデータであるが、属人統計でもあり、

圃場の整備率など属地データについては、必ずし

も充実しているとは言い難い。例えば、2005年セ

ンサスの農山村地域調査において、地目別の耕地

面積が調査はされているが、圃場の整備状況につ

いては調べられていない。また、2000年センサス

までは、農業集落調査において、水田についての

み圃場整備面積を聞いていたが、2005年センサス

で実施された農業集落調査(農山村地域調査の農

業集落用調査票によるもの)では調査項目から落

とされてしまっている。
一方、土地利用基盤整備基本調査については、

これまで、1975年、1983年、1993年の3次にわた

って実施されてきているが、順次、精度の向上が

図られており、第4次調査については圃区単位か

つ農業集落別の農地の立地条件や整備条件などが

集計され、農地センサスとしての性格を備えてい

ると言うことができよう。

これら、2つの性格の異なる統計データを組み

合わせることによって、通常では表章されない幾

つかの興味深い数値について整理していくことと

したい。なお、本稿で扱う地域単位としては、現

段階での2005センサスの最少公表単位である旧市

区町村(大半が、いわゆる「昭和の大合併」前の

市区町村)を基本としている。

1.水田の整備状況

センサスデータを組み合わせた分析の前に、第

表

1水田の区画形状別状況(全国農業地域別)
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4次土地利用基盤整備基本調査のデータ単独によ

る水田の整備状況について、地域別の違いにも留

意しながら、数値を整理してみたい。

まず、いわゆる地域小ブロック(「農林統計に用

いる地域区分」の「全国農業地域の細分化」され

たもの)別の区画形状別の水田の状況を示したも

のが、【表1】である。

一般的には
、20a以上の整形区画圃場の面積割

合をもって「整備率」としており、その際には、

農振農用地面積が分母に用いられることが多い。

ここでは、区画形状が不明のものを除いた全水田

面積を分母としているが、その値について注目す

ると、最も整備率が割合が高いのは、北海道で約

9割の水準である。その次に、割合が高い順に北

関東、東北、北陸と続いている。逆に、最も割合

が低いのは、四国の約2割という水準であり、そ

の後、南九州、山陽、山陰の順となっており、従

来から言われてきた「東高西低」の状況を改めて

確認することができる。

表2水田の整備状況(全国農業地域別)

次に、第4次土地利用基盤整備基本調査では、

区画形状の他に、農道、用水、排水、傾斜 1)など

の項目が調べられている。【表2】において、地域

小ブロック別に、農道、用水、排水の状況を整理

した。

【表2】によれば、幅員4m以上の農道完備田

率は、最も高い北海道が68.7%であり、一番低い

四国の14.7%とは54.0ポイントの差がある。一方、

幅員3m以上の農道完備田率では、87.1%の北海

道と一番低い四国の57.0%の差は30.1ポイントで、

幅員3m以上農道の完備については、全国的にあ

る程度の進捗をみていると言える。用水の完備田

率 2)、排水良好の水田率については、全国計の数

値がそれぞれ81.5%と93.9%となっており、かな

り高い水準にあり、それゆえ地域小ブロック別の

差異も、それほど大きくはない。

2.水田の整備状況と経営田面積減少率

(1)水田の区画形状との関係

以下では、上記で確認した水田の整備状況と経

営田面積 3)の減少率との関係を見ていくことにし

たい。まず、水田の区画形状との関係をグラフ化

したものが、【図1】である。

図1水田の区画形状と経営田面積減少率
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ここでは、【表1】にしたがって、「整形田率」

「20a以上区画率」「30a以上区画率」の3つの指

標によって、それぞれと経営田面積減少率との関

係を見ている。

その結果、概ね、その率が高まるほど経営田面

積の減少率が低くなっていくという状況を見るこ

とができる。これは、通常の認識とも合致する極

めてごく当然の結果ではある。ただし、3つの指

標を比較した場合には、「整形田率」が、最も明瞭

な関係を示していると言える。
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が高いことを確認した整形田率と用水完備田率と

の関係を確認することにしたい。【表3】は20%刻

みで、整形田率と用水完備田率を示し、その交わ

る部分に全体を100とした水田賦存量のシェアを

示したものである。表中に太枠で囲んだ部分、す

なわち、整形田率と用水完備田率がほぼ同じとい

う部分に賦存する水田のシェアは合計72%強であ

り、両者の指標自体の相関も高いということがう

かがえる。

表3整形田率と用水完備田率との関係

(2)農道・用水・排水条件との関係

次に、農道、用水、排水との関係について、「幅

員4m農道以上完備率」「幅員3m以上農道完備田

率」「用水完備田率」「排水良好田率」の4つの指

標によって、それぞれの指標と経営田面積減少率

との関係を整理したものが【図2】である。

図2農道・用水・排水条件と経営田面積減少率

表4整形田率と3m以上農道完備田率との関係

ここでも、いずれの指標においても、概ね整備

状況が良くなるにつれて、経営田の減少率が小さ

くなっていくという傾向を確認することができる

(「排水良好率」の50～60%は例外的)。その中で

は、用水完備田率や幅員3m以上農道完備田率に

おいて、特に明瞭な関係を確認することができる。

(3)指標間相互の関係

そこで、次に、先ほど経営田面積減少率と相関

続いて、整形田率と幅員3m以上農道完備田率

との関係を整理したものが【表4】である。【表3】
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と同様に20%刻みで、整形田率と幅員3m以上農

道完備田率を示し、その交わる部分に全体を100

とした水田賦存量のシェアを示したものである。

ここでは、安中に太枠で囲んだ部分の水田シェア

合計68%強であり、やはり両者の指標の相関も高

い。

もっとも、これらについては、ある意味当然の

ことでもある。圃場整備事業が単に、圃場を拡げ

て整形に整備するのみならず、農道の整備や用排

水の整備を伴っているからである。先に、経営田

面積減少率との関係において、整形田率との関係

以外に、用水完備田率、幅員3m以上農道完備田

率との相関が高いことを確認した。本来であれば、

これらの指標間の相互の関係について、さらなる

組み合わせがあるが、省略して、以下では整形田

率を水田の整備状況に関する代表的指標として取

り扱うこということにしたい。

3.水田の整備状況と農地流動化

(1)借入田面積率

これから、農業構造を示す幾つかの指標に着目

して、水田の整備状況との関係を見ていくことに

したい。まずは、農地の流動化ということに関し

てである。流動化を表す農業センサス上の指標と

しては、「借入耕地面積」と「貸付耕地面積」があ

るが、後者については土地持ち非農家や自給的農

家が、その主な給源と考えられる。しかし、両者

については、センサスにおける調査対象としては、

地目別の内容など詳細が明らかでない。したがっ

て、ここでは、販売農家の借入耕地面積に注目し、

特に経営耕地面積に占める割合である「借入耕地

面積率」を、その指標として採用する。この指標

については、特に地目別にもそれが計測可能であ

るので、「借入田面積率」と表現することにしたい。

【図3】は、整形田率と借入田面積率との関係

をグラフ化して示したものである。このように、

整形田率が高いほど、借入田面積率が高いという

関係が示されている。

図3整形田率と借入田面積率

一方、先に【表1】で示したように、整形田率

は地域的な差異もある。そこで、特定の地域小ブ

ロックについて、整形田率と借入田率との関係を

見たものが【図4】である。ここでは、全般的に

整形田率が低い、山陽と四国をピックアップして

いる。その結果、ここでも概ね、整形田率が高ま

るにつれて借入田面積率が高いという関係を確認

することができる。

図4整形田率と借入田面積率

(2)借入田面積率の増加

上記で見た内容は、2005年次のものであったが、

次に、2000年と2005年のセンサスデータを比較す

ることによって、借入田面積率がどれだけ増加し
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ているかということを見る。

【図5】は、借入田面積率を2000年と2005年と

を比較しつつ、増加ポイントも示したものである。

このように、整形田面積率が高いほど借入田面積

率の拡大幅も大きいということが示されている。

図5整形田率と借入田面稽率の増加
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ただし、センサスの一般的な表章内容からは、

水田のみを取り出しての経営耕地面積規模別の農

家数が不明であるので、以下では、水田率の高い

地域のみを取り出した内容となる。ここでは、第

4次土地利用基盤整備基本調査の数値で水田率

70%以上を抽出した。

その結果、【図6】のように、全体として整形田

率と大規模農家率との関係性はかなり明瞭である。

ここでは、大規模農家として、経営耕地面積3ha

以上と5ha以上の2種類の数値を取り上げている

が、いずれにおいても整形田率が高くなるほど大

規模農家率が大きい。

(2)3ha以上農家率の変化

次に、同様の観点から、今度は2000年から2005

年にかけての大規模農家率の変化として、3ha以

上農家率の変化を見たものが【図7】である。

図7整形田率と大規模農家率の変化

4.大規模農家の形成

(1)大規模農家の存在状況

以下では、上記で確認した農地流動化の内容と

も関連するが、その結果形成された大規模農家層

がどれだけ存在するのかといった点を確認してい

くことにしたい。

図6整形田率と大規模農家率

ここでも、整形田率が高いほど、大規模農家率

の増加ポイントが高いという傾向をうかがうこと

ができる。ただし、その増加幅というのは必ずし

も大きくはない。おそらく、経営耕地規模別農家

数の増減分岐点がかなりせり上がってきている状

況とも関係していると考えられる。5ha以上農家

率で見れば、その点については、もっと明瞭な変

化を認めることができるのかもしれないが、逆に
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率の絶対数自体が小さいことから、ここではその

整理を省略した。

(3)平均経営耕地面積と変化

さらに、整形田面積率と平均経営耕地面積との

関係、その変化を整理したものが【図8】である。

きく影響することから、最初から一定面積以上の

麦作付がある県のみを抽出している。【図9】では、

麦作付面積1,000ha以上と、麦作付面積2,000ha以

上の2つのパターンで、上記のことを示した。

図9整形田率と麦の作付状況

図8整形田率と平均経営耕地面積

これまでに確認した整形田面積率と大規模農家

率との関係性と同様に、やはり整形田面積率と平

均経営耕地面積との間にも明らかな関係性が認め

られる。ただし、2000年から2005年の変化という

ことについては、非常に微々たるものだというこ

とが言える。特に、整形田面積率が30%未満の3

つの階層においては、いずれも平均経営耕地面積

の減少が見られる。ここには、都市的な転用など

が発生している都市的な地域も含まれていると想

定される。

5.水田の整備状況と麦・大豆の生産

(1)麦の生産状況

生産調整が続けられている現状では、水田にお

ける転作対応の可否ということも、水田の整備と

の関係では重要な要素である。

そこで、整形田率と麦の生産状況の関係として、

【図9】において、麦の作付率との関係を示して

いる。ただし、麦の作付に関しては気象条件も大

ここでは、整形田率が20～30%、あるいは30～

40%という部分で一定の麦作付面積率が高くなっ

ているが、全体を俯瞰すれば、整形田率が高くな

るほど麦の作付面積率も高くなるという傾向を見

ることができる。もちろん、麦の作付に関しては、

機械作業等の効率性という点からの圃場の形状や

大きさの状況も重要であるが、排水条件等も重要

な要素として絡んでくる。この点については、先

に述べたように、圃場整備事業が区画整理ととも

に、用排水条件の改善という形で一体的に行われ

ている事情に鑑み、そのことも整形田率が代表し

ているのであろうということを再度、確認してお

きたい。

(2)大豆の生産状況

最後に、整形田率と大豆の生産状況の関係とし

て、【図10】において、大図の作付率との関係を示

している。ここでも同様に、最初から一定面積以

上の麦作付がある県のみを抽出し、2つのパター

ンで示したものである。
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図10整形田率と大豆の作付状況

ここでも、整形田率が30～40%という部分で大

豆の作付面積率が高くなっている。また、麦ほど

ではないが、やはり全体を俯瞰すれば、整形田率

が高く方が大豆の作付面積率も高いという関係が

見られる。ただし、そもそもの作付率の水準自体

が麦と比べると、かなり低いというもの事実であ

る。

おわりに

冒頭にも述べたように、第4次土地利用基盤整

備基本調査は、圃区単位での調査がなされ、農業

集落コードも付されていることから、集落レベル

での農地の諸条件に関する数値の集計が可能であ

る。今後、集落単位での2005年農林業センサスデ
ータとの結合により、集落レベルでの分析も行う

ことができるようになる 4)。

本稿では、旧市区町村単位のデータを取り扱っ

たが、しかも、一部を除いて地域小ブロック別の

分析などは行わず、北海道と沖縄を除く、ほぼ全

国一本の数値整理にとどまつている。さらに、対

象とした地目は田に限定している。そのような意

味で、まさに予備的な考察にすぎないが、このよ

うな形での属地統計と属人統計を結び付けての分

析は、あまり見られなかつた。今後、多様かつ詳

細な分析が実施されることが望まれる。

(注)

1)第3次と第4次の調査手法の違いについては、メッ

シュ単位のデータを把握する調査手法からGIS

を用いる調査手法に変更し、傾斜度については農地

の団地ごとの傾斜区分を500mメッシュごとに手作

業で求める方法から、一般に団地よりも狭いポリゴ

ンごとの傾斜度を標高データから電算機を用いて

算出する方法に変えたとされている。その結果、結

局、第3次と第4次のデータを直接的に比較するこ

とは難点があると言わざるをえない。

2)ここにおける「用水完備」の定義は、用排水が分離

され耕区毎の用排水操作が可能、ということであっ

て、未完備の水田が天水田を意味するというわけで

はない。

3)「経営田面積減少率」と表記するのは、農業センサ

スデータを使用しているからである。水田賦存量の

推移を見るのに、属人データを使用するのは本来は

望ましくない。しかし、中長期の旧村データを見る

ことができるものとしては唯一の存在であると言

える。

4)(財)農林統計協会独自の販売データとして,従来

のものに近い形式で2008年3月下旬に「農業集落カ

ード」が整備される予定とのことである。ただし,

そこでも農業集落別の農家戸数データは販売農家

数に止まり,自給的農家数は明らかにされないとの

ことである。



〔編集後記〕

○全国農地保有合理化協会機関誌「土地と農業」

No.38をお届けします。この機関誌は毎年1回3

月に発行しているものです。今号では、平成19

年度において行われた調査研究報告を5本掲載

しましたので是非ご一読下さい。

○平成18年度の合理化事業実績の集計結果によ

ると、都道府県及び市町村段階にあるすべての

農地保有合理化法人の実績は次のとおりでした。

買入面積は、前年比18.4%増の約8,300㌶と5

年ぶりに8,000㌶の大台を突破しました。また近

年、順調に実績を伸ばしている借入面積も約

16,100㌶に達し、前年比33.6%増と極めて大幅

な増加となりました。この結果、買入・借入の

合計面積は約24,400㌶と合理化事業の活用が急

速に進んでいる結果となりました。

18年度末保有面積(ストック)では、売買で

約39,700㌶(5年以上の長期リース農地を含

む。)、貸借で約72,000㌶、合計約111,700㌶とな

っています。これらの農地のすべては、平成20

年度以降に、政策が目指している経営体に集積

されていくことになります。

○昨春来の農地政策改革の議論の中で、合理化

事業(法人)については、体制が脆弱・全国的

に低調・受け身・中間保有リスク問題等々、限

界説が種々取り上げられました。このような指

摘は確かにあると思います。

しかしながら農地保有合理化法人、とりわけ

都道府県農業公社では事業制度発足以来、長年

の経験とノウハウをもって、様々なリスクヘッ

ジ対策を(一部については国の支援を得ながら)

講じつつ、自ら目標を定めた農地保有合理化事

業推進プランに基づき、中間保有再配分(売買・

転貸)に取り組み、上記のような実績を上げて

いるのも事実であり、平成21度予算や「21年度

中に新たな仕組みとしてスタートできるよう法

制度上の措置」の中で、合理化事業が適正に評

価され、その活用が図られるような仕組みを期

待したいと思っています。

○今号で紹介された各先生方の調査研究でも、

合理化事業が担い手育成などに果たした役割や、

面的集積のために極めて有効な手法であること

が評価されています。

都道府県農業公社は、今後とも農地構造政策

の推進のために「補完」的役割に甘んずること

なく、合理化事業は勿論のこと、「新たな面的集

積システムの実施主体となり、加えて、市町村

段階における新たな面的集積システム実施主体

への支援活動を行う組織として、中核的な役割

を果たしていく」旨を、去る3.月6日の通常総

会の場で申し合せ、了承されたことも付け加え

ておきます。

(平成19年3月/調査広報部長 小野甲二)
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