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Ⅰ．はじめに
　日本の水田稲作農業の存続が危ぶまれて久
しい。平成 5 年に 1 俵 23,000 円以上だった
生産者米価は、現在では 12,000 円程度とお
よそ半額にまで下がっており、水田農業をこ
れまで支えてきた零細兼業農家の多くは離農
しつつあり、大規模稲作経営体も専従者あた
りの規模拡大が十分にできず、稲作農業の継
続とそれによる農地の保全が困難になってい
る状況である。
　これに対し、コメの加工品開発や食育によ
るコメの消費の拡大といった新たな需要創出
の取り組みや、コメの輸出の奨励、外国産米
の輸入制限の維持、大規模経営体への所得補
償や多面的機能支払い、飼料米や奨励作物を
奨励するための補助、コメ以外の農業を主と
する複合経営への転換等々、多種多様な施策
がとられている。
　これらはいずれも重要な施策だが、それで
も施策のベースとなるのは、水田稲作経営の
大規模化による生産コストの削減であろう。
日本の稲作農業の経営規模が他の先進諸国の
それと比べてあまりに小さいのは周知のこと
で、それらとまったく同等の農業を目指すの
ではないにせよ、まずは、できる限りの経営
規模の拡大・生産コストの削減を目指すべき

ものと考える。
　そうした中で、平成 28 年に新たな土地改
良長期計画が閣議決定された。また、それを
受けて翌平成 29 年に土地改良法が改正され、
農地中間管理機構に貸し出された農地を対象
とする、農業者の事業申請・同意・費用負担
を必要としない新たな圃場整備事業が創設さ
れることになった。
　土地改良長期計画では、産業政策として、
これまでの農地の利用集積および農地の大区
画化を一層進め、稲作の生産コストを一層削
減することが政策目標とされた。その中で、
これまでの大区画圃場整備に加え、1枚が 5	
ha を超える巨大区画水田を整備すること、
専従者 1人あたりの規模拡大、集落を超える
広域での担い手経営体の創出や土地利用の
ゾーニング等が組み込まれており、重要な指
摘と考えるが、この点についてはあまり議論
がなされていないようである。
　そこで以下では、日本の稲作農業での農地
の利用集積の現状と課題を示した上で、真の
低コスト稲作を行うための必要条件、利用集
積の進め方と巨大区画水田整備の効果、その
実施上の課題と対策等について、国内外の大
規模稲作経営および巨大区画水田の事例を参
照しつつ論考する。
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　またその上で、土地改良法の改正によって
新たに創出される圃場整備事業について注目
される点、留意すべき点について論述する。

Ⅱ．農地の利用集積の現状と課題
1．利用集積の現状

　戦後の農業基本法以来、稲作農業の経営規
模拡大はつねに農政の目標とされてきたが、
比較的最近まで農地の「集約化」は進んでこ
なかった。農工の所得格差から離農して農地
を中核農家らに売却することが想定された零
細稲作農家は、当時、相対的に米価が高かっ
たこと、水田の保有が資産的に有利だったこ
と、農業の機械化や圃場整備の進展、栽培技
術や作業のマニュアル化や農協への外注等に
より稲作が少ない労力で可能になったこと等
の理由から、農地を手放さずに 2種兼業化し
た。そのため、中核農家らの農地売買による
稲作経営規模の拡大は進まなかった。
　しかし、昭和 55 年の農用地利用増進法で
「利用権設定」という新たな農地貸借の仕組
みが制度化され、「利用集積」という農地貸
借による経営規模拡大の道が開かれ、近年に
なって米価が下落して零細兼業農家の多くが
農地を貸し出すようになり、担い手農家の経
営規模拡大が進展しつつある。
　農林水産省の調査によると、ここ数年の集
積率は頭打ちの状態ではあるものの、現在、
全国の農地の 50％以上が担い手農家に集積
されている。これは平野部や山間部、水田や
畑のすべてを合わせた農地の集積率であり、
平野部の「圃場整備済み」の水田地帯だけで
みた場合、その集積率はより高率となろう。
実際、経営規模が 100	ha を超える大規模稲

作経営体も今や珍しくなくなっている。日本
の稲作農業の大規模化が、有史以来初めて進
みつつある、というのが現状といえる。

2．利用集積の課題

　しかし、大規模稲作経営体の経営が安定し
ていて問題がないかというと、必ずしもそう
ではない。
　生源寺眞一教授が指摘したように、現状の
日本の水田地帯では、稲作経営体が経営規模
を大きく拡大しても 10 ～ 15	ha 程度で新た
な機械セットと専従者を追加して用意する必
要があるため、大規模経営体の平均費用は
10 ～ 15	ha 程度を超えると下げ止まってし
まう 1）。これは、現在の大規模稲作経営体が、
経営体としての経営規模を拡大できてはいる
ものの、そこで経営に関わる専従者 1人当た
りの経営規模、機械や施設の投資当たりの経
営規模を拡大できていないためである。
　専従者 1 人あたりの経営規模が 10 ～ 15	
ha というのは、現在の標準的な米価が
12,000 円 / 俵でコメの収量が 8俵 /10	a 程度
であることを考えると、1人当たり 1,000 ～
1,500 万円の売り上げということになる。こ
こから、機械の償却費や材料代、水利費、地
代等を支払えば、大半は経営体の手元に残ら
ない。しかもこれは現在の米価での試算で、
かりに米価が 10,000 円、8,000 円と下落すれ
ば、経営体として持ちこたえるのは相当困難
になろう。
　こうしたことから、現在・今後の利用集積
では、専従者 1人あたりの経営規模の拡大と
いう、いわば「集積の中身」の改善が重要な
課題となる。もちろん、農地の集積率を上げ
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ることは重要だが、大規模稲作経営体の安定
的な経営のためには、今後はそれだけでは不
十分であり、この点は、平成 28 年度に策定
された土地改良長期計画でも、「一人当たり
の経営規模の拡大、…集落を超えた農地集積
や、土地利用のゾーニングにも留意して取り
組む」との文言が組み込まれ、解決すべき政
策課題として明示されている。

3．大区画水田整備の必要性　～ 30a 区画水

田の限界

　1 人あたりの稲作経営規模の上限が 10 ～
15	ha/ 人程度に留まっている主たる要因は、
農作業効率を大きく左右する 1枚 1枚の水田
区画の規模・形態および付帯する水利施設が、
大規模経営に見合った水準で整備されていな
いことにある。未整備水田や 10	a 区画水田
はもちろん、現在平野部の主要な水田地帯で
「整備済み」とされている 30	a 標準区画水田
でも、経営規模 /人の十分な拡大は難しい。
　たとえば 100	ha の水田水稲作を行う経営
体の場合、30	a 区画だと経営する水田数は
330 枚以上におよび、少数の専従者ではとて
も耕作しきれないし、水田の水管理や排水路
の維持管理だけでも膨大な労力を要する。30	
a 区画水田では、10 ～ 15	ha ／人の稲作経営
が限界なのである。
　もともと 30	a 標準区画水田は、昭和 36 年
の農業基本法で政策目標とされた農業の機械
化による経営規模の拡大（農業構造の改善）
を受けて、昭和 38 年から制度化された圃場
整備事業で本格的に導入されたものだが、し
かし、当時目標とされた経営規模の拡大は、
現在求められているほど大規模なものではな

かった。また、それが多くの農家に受け入れ
られて普及したのは、労力の軽減によって兼
業化が容易になるためで、実態としても、現
在求められている大規模経営のための圃場整
備として普及したわけではない。
　もちろん、30	a 標準区画での圃場整備が
現在の農地の利用集積に果たした効果・役割
は大きい。30	a 区画で整備された水田は、
未整備水田や 10	a 区画で整備された水田と
は整備水準がまったく異なる。単に区画面積
が 3倍になっただけではなく、区画の長辺が
それまでの 50	mから 100	m へと 2倍に拡大
し、機械の作業効率が大きく向上したし、ま
た、用水路と排水路が分離されて排水路を深
く掘り下げることが可能になり、落水時の迅
速な地耐力確保が実現してトラクターやコン
バインの導入が容易になった。また、農道も
それまでの 2	m 程度から 4	m 程度にと拡幅
され、中型農業機械の通作が容易になった。
区画面積の拡大だけでなく、区画の形状、付
帯水利施設や道路が大幅に改変され、中型農
業機械の導入による効率的な農作業が可能に
なる整備だったのである。こうした、機械化
を可能にする圃場整備が行われていなかった
ら、現在の 50％を超える農地の集積率や、
100	ha を超える大規模稲作経営体は実現・
創出されていなかっただろう。
　しかし、今後米価が下落した場合でも十分
持続可能な低コスト稲作を目指すのであれ
ば、専従者 1人当たりの経営規模をより拡大
する必要があり、現在の 30	a 標準区画水田
では不十分で、大規模経営に適した大区画水
田に改変してゆかなければならない。日本で
大規模稲作経営が期待される平野部の優良な
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水田地域は、ほとんどが 30	a 区画で整備済
みの状態だから、今後は利用集積と合わせて
こうした水田の再整備を推進してゆく必要が
ある。

Ⅲ．真の低コスト稲作の必要条件
1．必要な経営規模 /人　～米国・豪州の事

例を参考に

　では、どれだけの経営規模 /人が必要とな
り、また、どのような大区画水田整備が必要
になるのか。参考になるのは、先進国で大規
模稲作経営を行ってコメを国際市場に輸出し
ている米国、豪州の事例である。
　米国、豪州の農業というと、経営規模は数
千 ha で、規模ではとてもたちうちできない
とされることが多いが、それは樹園地を含む
田畑に牧草地等を合わせた“土地”の経営規
模であり、稲作の経営規模はそこまで大きく
はない。さらに、稲作にかかわる農業従事者
1名あたりの経営規模だと、より小さくなる。
　例えば豪州では、毎年の水稲作付け面積は
確保できる灌漑用水の量によってかわるが、
渇水でなければ国全体で 15 万 ha 程度で、
それをおよそ 2000 の水田稲作（複合）経営
体が作付けしている。経営体で平均すると
75	ha である。筆者がかつて訪問した農場の
中で、水稲作付け規模が比較的大きい
Kirkup 農場では、経営農地は 930	ha で、麦、
水稲等の複合経営を行っていたが、水稲作付
け面積は最大でも 270	ha 程度であり、これ
を 3名の専従者で耕作していた。1名あたり
80	ha 強である。また、Gardiners 農場でも
450	ha のうち 120	ha が水稲作で、稲作の専
従者は 2名であり、1名あたり 60	ha 程度で

ある 2）。
　また、大規模稲作経営で有名な米国カリ
フォルニア州の国府田農場では、たしかに経
営農地面積は 2800	ha 以上と大きく、稲作だ
けでも例年 2000	ha 程度を作付けしている
が、その一方で数十名の労働者を雇用してい
る。コメの精米・パッケージ等も行っている
ため、稲作だけの専従者は不明だが、1人あ
たり何百 ha という規模にはならないであろ
う 3）。
　米国・豪州では複合経営ということもあり、
日本での十分な水稲経営規模の断定は困難だ
が、少なくとも豪州の水稲作並みの 60 ～ 80	
ha/ 人程度の規模は必要であり、当面はこれ
を目標にするとよいと考える。

2．必要な水田区画の規模と形態

　これだけの経営規模／人を実現するために
は、どのような水田の区画規模と付帯する圃
場施設が求められるのか。再び米国・豪州の
例を見ると、現在、米国では 1/4 マイル四方
（400	m × 400	m）の 16	ha 区画水田が当た
り前になっており、最大 64	ha の超巨大水田
まである。ただ、日本では、こうした超巨大
区画水田を何枚も連坦させられるのは一部の
地域に留まるだろう。
　一方、豪州の水田区画はそこまで大きくは
なく、1区画は 5	ha 程度であり（図-1 のベイ。
20	ha 程度のパドックといわれる用水ブロッ
クに固定の中畦を入れて 5	ha 程度に分けて
いる）、それで 60 ～ 80ha ／人の稲作経営規
模を実現できている。
　また、注目すべきなのは、水田に付帯する
用水路・排水路、給水口・排水口、農道といっ
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た「圃場施設」の少なさである。用水路・排
水路は 20	ha のパドックに給水するだけで、
5	ha の水田区画の間は田越し灌漑が行われ
ていることが多い。そのため、水田面積あた
りの水路延長および給水口・排水口の数は、
日本の 30	a 区画水田と比べると 10 分の 1～
数 10 分の 1 しかない。こうした圃場施設の
節減により、圃場整備の建設コストは大幅に
安くできており、また、用排水の管理や水利
施設の維持管理労力・費用も削減できている。
　また、水路はパイプラインではなく開水路
で、土水路も多い。管理すべき施設を減らせ
ば、こうした比較的原始的とも言える圃場施
設でも、少人数の専従者で十分管理、維持管
理してゆくことが可能なのである。
　5	ha 程度の区画規模であれば、日本の平
野部水田地帯でも、普通に何枚も連坦させて
創出できる。広大な北海道や八郎潟干拓地の
ような特殊な場所に限定されるものではな
い。このことは、平野部で 30	a 区画で整備
済みとされている水田地域では、道路で囲ま
れた農区（30	a 区画が 20 枚で 6	ha）が何枚も
連坦して整備されていることからも（図-2）、

その実現可能性は容易に想像できる。
　平成 28 年度に閣議決定された土地改良長
期計画でも、「5	ha 程度の巨大区画水田につ
いて、給排水口の削減を通じた管理の合理化
等を図る観点からも、現場適用性に留意しつ
つ推進する」とされており、今後は日本でも、
平野部で豪州並みの真の低コスト稲作農業を
目指す地域では、こうした 5	ha 程度以上の
水田区画での整備を行ってゆくべきである。
　なお、上記のように現在日本では、5	ha
程度以上の水田区画を「巨大区画水田」と呼
称している（土地改良事業計画設計基準及び
運用・解説　計画「ほ場整備（水田）」付録
技術書）。本来、米国の 16	ha、64	ha といっ
た区画こそが巨大で、5	ha は巨大というよ
りは大区画程度だが、これまでの圃場整備事
業で 1～ 2	ha 程度の水田を大区画水田と呼
称しており定着もしているため、これと区別
するためにこの用語が用いられている。

3．真の低コスト稲作の必要条件

　豪州程度の巨大区画水田なら日本でも整備
可能であり、肥料や諸材料の価格、栽培品種

図-1　オーストラリアの巨大区画水田の概念図
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や収量の違い等はあるにせよ、基本的には日
本でも豪州と同等の、真の低コスト稲作経営
は可能と考えられる。
　とはいえ、水田を巨大区画化するだけでは
60 ～ 80	ha/ 人という大規模稲作作業はでき
ない。使用する農業機械や栽培方法も合わせ
て大規模経営に見合ったものに変更する必要
がある。豪州の大規模稲作経営では、1）水
田区画は 5	ha 以上で何枚も連坦していて、2）
250 馬力トラクター等の超大型の農業機械を
効率よく使い、3）移植ではなく直播で作付
けする、という方法で 60 ～ 80	ha/ 人の経営
規模を実現していた。
　この、水田の区画規模、農業機械の規模、
栽培方法、そして経営規模（1人当たりの規
模および全体規模）は、一つ一つ別々で拡大・
変更しても十分な効果を持ち得ない。たとえ

ば、経営の全体規模が 20	ha 程度であれば、
250 馬力ものトラクターの購入は過剰投資と
なるから、80 馬力程度の中型トラクターの
方が望ましかろう。また、中型の機械を使う
のであれば、30	a 区画水田と 5	ha 巨大区画
水田とでそれほど大きな作業効率の差は生じ
ないから、わざわざ巨大区画にするよりは、
現状の中小区画水田で移植をし、水管理を丹
念に行って収穫量をあげ、品質を向上させる
方が収益があがる、ということにもなろう。
　このように経営規模、区画規模、機械規模、
栽培方法は一つのシステムとして互いに関係
しあうのであって、最適規模のセットが一つ
のパッケージとして決まる 4）。「区画面積を
5	ha まで拡大しても農作業効率はそれほど
向上しないから、メリットは少なく、むしろ
用水管理や栽培管理等でのマイナス面が大き

図-2　30 a 標準区画で整備された水田地域
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図-2 30 ａ標準区画で整備された水田地域 
  道路で囲まれた範囲が「農区」で、この地域では 4～8 ha。 

写真は Google Earth より引用 
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くなる」等の議論がなされることもあるが、
それは、区画規模だけを拡大すればそうなる
ということである。
　たしかに 10 ～ 15	ha/ 人程度の経営規模で
あれば、30	a ～ 1	ha 程度の区画規模で 80 馬
力のトラクター等の中小機械を使い、移植栽
培で作付けする、ということで最大の収益を
上げられるのであろう。同様に、60 ～ 80	ha
／人という経営規模であれば、上記の豪州の
ようなセットが最適になる。そして、どちら
のセットがより低コストで稲作が行えるかと
いえば、後者であることは、米国・豪州の大
規模稲作農業を見れば明らかだろう。
　真の低コスト稲作を目指すのであれば、60
～ 80	ha/ 人の経営規模が必要で、その実現
のためには、区画規模だけでなく、機械規模、
栽培方法も合わせてパッケージとして、一気
同時に拡大・変更することが必要である。

Ⅳ．巨大区画水田に対する「技術的懸念」
と効果
1．技術的な懸念　～部分最適ではなく全体

最適を

　すでに 30 年以上前に、印旛沼土地改良区
で 7.5	ha 区画の水田がつくられ、また、福
井市の農事組合法人ハーネス河合では 15 年
以上前に 5	ha 前後の区画を何枚も並べる圃
場整備事業を実施しており、いずれも乾田直
播で稲作を続けてきている。また近年では北
海道の上士別地区等で 5	ha 前後の区画を連
坦して創出する圃場整備が行われており（最
大区画 6.8	ha）、いずれも現在まで施工上・
営農上の大きな問題は生じていない。こうし
た事実から、日本国内であっても、5 ～ 10	

ha 程度の巨大区画水田であれば、施工や営
農等の技術からみて決定的致命的な問題はな
いと言えるだろう。
　しばしば懸念される問題点として、例えば、
巨大区画化によって初期湛水時に強風の影響
を強く受け、水田区画の風上側が湛水状態を
保てず初期除草剤の効きが悪くなる、均平の
精度が悪くなり湛水深にムラができてイネの
生育に影響する、区画が大きいと初期湛水や
中干し後の湛水時に区画の奥まで用水が届き
にくく湛水時間がかかる、地表地下の排水性
が悪くなる、等々の指摘がある。
　これらについて、たとえば秋田県八郎潟干
拓地の大潟村では、入植農家の多くには当初
から 1.25	ha の大区画水田が合計 15	ha 配分
されたが、田植え時期には日本海から強風が
吹くため、農家もそれを問題視していた。こ
れは現在も変わらない。しかし、そうした農
家であっても、近年になって経営規模をさら
に拡大するため、1.25	ha 区画水田の畔を撤
去して 2.5	ha、3.75	ha にとさらに区画規模
を拡大し、農作業効率の向上を進めている。
これは、風対策という一面からみれば区画規
模は小さい方がよいが、経営コストの削減と
いう全体の目標からみれば区画規模は大きい
方が望ましいからである。湛水時間や排水性
等の水管理上の問題についても同様のことが
言えよう。
　このように、水田区画の規模・形態を計画
する際は、個々の技術的観点からの「部分最
適」ではなく、低コスト稲作が実現できると
いう、最終的な、いわば「全体最適」を目標
として、そこから逆に区画規模・形態を決め
てゆく必要がある。
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　なお、こうした部分的な課題について検討
する場合でも、すべてを土木工事で対応する
必要はなく、営農での対応も考えるべきであ
る。前記の米豪の巨大区画水田では、用排水
路の密度を徹底的に小さくしているが、灌漑
前に水田の四周にトラクターで溝をほり、用
水を圃場の奥まで届きやすくしている。この
溝は落水時の排水でも利用される。このよう
に、水管理上の問題は営農で対応できること
もあるから、区画規模の縮小につながる用排
水路を増やすような土木工事は、できるだけ
避けるべきと考える。

2．水田区画の規模・形態、圃場施設の決ま

り方

　かつて、昭和 30 年代に 30	a 標準区画を導
入する際にも、従来の 10	a 区画水田と比べ
て「大きすぎて農作業が困難になる」「丹念
な水管理ができない」「大きくすることのメ
リットがない」等々の批判がなされてきた。
前記のように、農業者の経営は、経営規模、
基盤となる水田の区画規模・形態、使用する
農業機械、栽培技術がセットとなって最適化
されているから、区画規模を拡大しようとす
ると、それまで小規模区画に合わせて形成さ
れてきた栽培技術や農業機械規模が制約条件
となって、実現が困難またはデメリットが大
きいものと見なされるのである。
　しかし、今から 50 年以上前に、すでに新
沢嘉芽統博士が『耕地の区画整理』等で明ら
かにしたように、平野部の水田区画規模や用
排水路等の形態はその時代の土地所有制や農
業経営で規定されて決まり、それに合わせて
農業機械や水管理・営農技術等が開発・改良

されるのであり、その逆ではない 5）6）。
　30	a 区画段階の区画規模・道水路配置は、
新沢博士の原理的検討を受けて元日本大学の
岡本雅美教授が明らかにしたように 7）、経営
規模が 1	ha 程度と零細で、経営地が分散し
ており圃場整備後の集団化も 2～ 3カ所程度
までに留まるから、区画規模は 30	a 程度に
ならざるをえない。そして、その小規模な区
画すべてについて「個別的水利用・土地利用」
が可能なように整備を行うため、現在のよう
に多くの道水路が必要になっている。圃場整
備の施工、栽培管理や農作業等の技術的な制
約のために 30	a 区画水田が採用されている
わけではないし、また、これだけ密な道水路
が必須というわけではない。このことは、大
規模経営の先進国である米国・豪州の区画規
模や道水路のレイアウトが、日本とはまった
く異なっていることからも明らかだろう。
　目標とする経営規模が変わり、さらなる大
規模化が必要な現在、現行の 30	a 区画水田
の区画規模・形態や道水路配置にとらわれず、
真の低コスト稲作を実現する大規模経営のた
めに必要な、望ましい水田区画と圃場施設の
デザインを新たに検討すべきである。

3．巨大区画水田のメリット

　水田の区画規模を拡大する目的は、基本的
には大型の農作業機械の作業効率を向上させ
ることだが、それ以外の重要な効果として、
付帯する圃場施設（用排水路、給水口、排水
口、農道、畦畔、進入路等）を大きく削減で
きることがある。
　換言すると、区画規模を拡大しただけで、
末端用排水路や給水口等の圃場施設が現在の
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30	a 区画水田と変わらず密に設置されるの
なら、大規模経営に本格的に適合した水田と
はならない。たとえば、巨大区画水田に引水
する給水口が、現在の 30	a 区画の圃区や農
区のように 30 ～ 50	m に 1 箇所ずつあれば、
60 ～ 80	ha/ 人の水田経営規模だと 200 箇所
以上の給水口を 1人で操作することになり、
頻繁な配水操作はほとんど不可能になる。用
水を掛け流しにするか、用水管理のために人
員を新たに確保する必要が出てこよう。また、
これら膨大な用水路・排水路・農道のため、
毎年多くの維持管理労力と補修等の維持費用
が必要となり、大規模経営体の稲作生産コス
トを押し上げる。さらに、そうした施設の整
備のため、圃場整備の事業費も高くつく。事
業費の大半は用排水施設や道路の建設費だか
らである。
　巨大区画水田整備では、こうした用排水路
や給水口を極力削減することが可能になる。
それにより、現在、稲作経営の大規模化にと
もなって懸念されている用水管理や圃場施設
の維持管理の問題は、ほぼ解消される。管理
すべき施設自体が大幅に減るからである。ま
た、何より圃場整備の事業費が大幅に削減さ
れるから、その分を事業推進のための支援策
に使うことも可能になるだろうし、毎年限ら
れた公共事業予算の中で、より広く速い巨大
区画水田整備を実施することも可能になろ
う。さらには、自然災害や水田の洪水調節地
利用等で水田地帯が被害を受けても、復旧に
要する費用は安いはずだから、水田の災害等
に対する防災対策にもつながりうる。
　また、ほかにも以下のような、コスト削減
等に資する効果が見込まれる。

開水路での整備：　水田に給水する最末端の
小用水路が開水路の場合、上流水田の耕作者
が引水時に水路をせき止めることも可能で、
耕作者間の引水の調整が必要なことが多く、
また、水路内のゴミ取りや草刈り等の日々の
管理も必要になる、といった理由から、現在、
小用水路や支線用水路といった圃場用水路の
パイプライン化が進められている。パイプラ
インの場合は、下流への送水が遮断されるこ
とはないから引水調整の必要性は軽減され、
また、休作田・転作田があれば必要性はさら
に少なくなる。また、水路内のゴミの除去や
草刈り等の日々の管理の手間もない。
　しかし、巨大区画水田のゾーン内では、単
一の経営体が営農をしており、他の経営体と
の引水調整の必要はない。また、小用水路は
省略可能であるし、支線以上の用水路につい
ても延長が短くなるため、日々の管理に要す
る労力も軽減されるから、豪州の巨大区画水
田で見られたように開水路で整備しても、水
管理や施設維持管理上の大きな問題は生じな
いはずである。
　開水路は建設費が抑えられる外、軽微な修
理や点検を専門業者でなく農業経営体や土地
改良区が自前で行うことが可能であり、大規
模経営体の専従者の余剰労働力を有効に利用
することで、維持管理費の金銭負担を安く抑
えられる可能性がある。
送水エネルギーの節減：　用水路をパイプラ
インで整備する場合でも、小用水路の省略に
よって送水に要するエネルギー（摩擦損失）
を大幅に節減できる。摩擦損失は原理的には
パイプの延長に比例し直径の 5乗に反比例す
るから 8）、延長が長く口径が小さい小用水路
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の廃止は送水エネルギーの削減効果が高く、
ポンプで加圧送水する場合等では電力使用量
が大幅に削減される可能性がある。
節水：　水田面積あたりの排水口の数が大幅
に減ることで、掛け流し灌漑を行った場合の、
排水口からの管理用水の量が減少しうる。ま
た、隣接する巨大区画水田の間で田越し灌漑
を行えば、管理用水量はさらに削減可能とな
る。また、水管理労力の節減により、大規模
経営体の水管理がこまめに行われ、掛け流し
の頻度が少なくなる可能性もある。豪州の巨
大区画水田で営農する前記のGardmers 農場
では、年間を通して paddock ごとに間断灌
漑を行っており、水田の灌漑用水量は日平均
で 10	mm 程度に抑えられている。これは、
灌漑用水の割当制に加え、こうした圃場施設
の節減効果によるものと考えられる。

Ⅴ．真の低コスト稲作のための圃場整備
事業
1．圃場整備事業の計画区域

　稲作農業は複数で行った方が協業・分業の
効果があるし、また、農作業以外の経営企画
や会計等の担当者も必要になるから、大規模
稲作経営体も複数人の専従者で構成されるこ
とが望ましい。そのため、経営体として必要
な経営規模は、最低でも水田 100	ha 以上、
大きくは数百 ha 規模になる。これは通常の
1集落内の農地面積よりも大きいから、上記
の圃場整備事業を実施するにあたっては、集
落を超えた複数集落を対象として地域の営農
計画や土地利用計画を策定することが必要に
なる。
　集落を超えて行われた近年の大規模稲作経

営体育成の取り組みや地域の営農計画、土地
利用計画策定の例としては、熊本県の「スー
パー重点地区」や福井県の「メガファーム」
などですでに実績がある。おもに旧村単位で
集落が連携し、それぞれ 100	ha を超える大
規模稲作経営体が創出されており、その取り
組みが参考になろう。
　一例として、福井市河合地区の農業生産法
人ハーネス河合では，旧村 8集落で「河合地
区を考える会」が設立され、大規模稲作経営
体の設立と大区画圃場整備事業の実施が検討
されていたが、そのうちの 3集落が連携して
営農組合を設立し、9割近い農地を営農組合
に利用集積し，4 ～ 5	ha の巨大区画水田を
連坦させる圃場整備を行い，200 馬力以上の
トラクター等の大型機械を導入し、乾田直播
を行って，150	ha の大規模経営（当初，専
従者 3名）を成立させている 9）。

2．利用集積の進め方

　上記の圃場整備事業を計画する地域につい
て、すべての水田を大規模経営体に集積する
必要はないし、また、すべきではない。平野
部であっても、集落の周辺や幹線道路や河川
などによって地域が分割される等して 5	ha
の巨大区画を創出できないエリアはかなりあ
り、こうした中小区画水田でしか整備できな
いエリア、すなわち大規模経営体にとっては
「条件不利地」となるエリアの水田までも集
積すると農作業の効率が格段に悪くなり、経
営規模 /人の拡大が十分にできなくなるため
である。
　また、農村地域には、当面は兼業を継続し
たい農家や、飯米・趣味の“農”を楽しみた
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い農家”がまだかなりいるし、施設園芸や高
収益作物での営農を指向する農家等がいる地
域も多い。こうした農家から一気に農地を借
り上げることは困難だし、あえて借り上げよ
うとすれば相当高額の小作料を設定する必要
が生じる等して、大規模経営体の経営を圧迫
するおそれもある。また、農村集落の活力の
確保や、大規模経営体の臨時の補助労働力の
確保等といった意味からも、こうした多様な
農家と大規模経営体とが共存する農村の方が
望ましいだろう。

3．ゾーニング

　地域に多様な農業経営体が共存する場合、
農地利用・整備計画の観点から重要なのは，
各経営体の耕作するエリアを、農業経営体の
種別（専業，兼業，自家消費的「農」等），
必要な単位農業経営規模（ha/ 人），作目（水
稲，露地野菜，施設園芸での野菜・花卉，果
樹・茶園，酪農等），水利施設整備の要否といっ
た属性によって分けて，その属性によって適
切な場所に耕作地を集団化し，適切な整備を
することである。
　一種のゾーニングだが，都市計画や農振計
画のゾーニングのように大きく線引きするの
とは違い，各エリアはモザイク状に分布する
形になる。前記のように平野部農業地域でも，
地理地形的に巨大区画水田が連坦的に確保で
きるエリアとできないエリアがあるためであ
る。
　ゾーニングのベースになるのは単位農業経
営規模（ha/ 人）の大きさであり，それによ
り望ましいエリアの規模が決まる。各エリア
は大別すると下記のようになろう。

①大規模稲作経営体のエリア：　60 ～ 80	
ha/ 人の単位農業経営規模を実現するため，
5	ha 程度以上の巨大区画水田が連坦してい
る数十 ha 以上の団地。団地は大きいほど農
作業効率が向上し，また，小用排水路等の灌
漑排水施設の削減効果が大きくなる。
②中規模経営体のエリア：　専従作業員当た
りの経営規模は 5～ 10	ha/ 人程度で，農地
の 1区画は巨大区画水田ほど大きくする必要
はなく，数	ha 程度のエリアである。専業の
露地野菜の経営体が耕作する農地がこれにあ
たる。
③小規模経営体のエリア：　大規模な農地面
積を必要としない労働集約型の施設園芸や，
零細兼業稲作や飯米づくり，家庭菜園，市民
農園等のエリアで，団地は 1	ha 未満から数	
ha 程度である。
　各エリアの選定手順は，まず，地理的地形
的な制約から確保することが難しい①のエリ
アを決め，次いでその周辺部に単位経営規模
の大きい順に②，③の団地を配置する。大き
さの異なるピースからなるパズルを，大きい
方から順にはめ込んでゆく要領である。
　なお，③で飯米や趣味の農業の場合は，集
落近傍に配置する方がよい。また，施設園芸
等の小規模な団地の場合は，巨大区画エリア
の周辺に点在しても問題は生じないから，空
いている空間にこだわらず，通作や出荷の利
便性を考慮して位置を決めてもよい。
　以上に加え，エリアの設定には，作目と灌
漑排水施設の要不要も検討すべきである。畑
地の場合，畑地灌漑施設の要不要にしたがっ
て団地を分けてそれぞれ別のエリアに集団化
することで，灌漑用水路の延長を削減でき，
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その建設費・管理費を削減できる。また、畑
地灌漑を導入する場合でも、低圧で大量の用
水を連続的に送水する水田灌漑のエリアと、
スプリンクラー等、高圧だが少量の用水を間
断的に送水する畑地灌漑のエリアとは仕分け
をした方が、灌漑のエネルギー効率や施設容
量の決定の点で合理的・経済的になる。さら
に，露地野菜のエリアを排水性のいい場所を
選べば、排水改良に要するコストを削減でき
る。肝要なのは，水利からみて各作目に適し
た場所に団地を配置することであり，それに
より水利施設の整備費・管理費を削減できる
可能性がある。

Ⅵ．事業実施上の課題と対策
1．利用集積地の圃場整備の基本的な問題点

　通常、圃場整備事業では、担い手農家等に
利用集積された農地については、農地の借り
手（耕作者）ではなく、貸し手（所有者）が
参加資格者となって事業に同意をし、費用を
負担している。つまり、上記のような、巨大
区画水田エリアを含む圃場整備事業が実施で
きるかどうかは、零細な土地持ち非農家らの
同意を得られるかどうかにかかっている。
　また、事業区域の中には、将来的には農地
を貸し出すだろうが当面は営農を継続する意
向の零細自作農家らも多く、彼らの意向も圃
場整備事業実施の可否およびその内容に大き
く影響する。
　農地が農地としての利用しかできず、農地
としての資産価値しか持たないのであれば、
大規模経営体にとって望ましい圃場整備は、
土地持ち非農家らにとっても望ましい圃場整
備となる。土地持ち非農家にとっては、より

高額の小作料を得られるような圃場整備が望
ましいことになり、それはまた大規模経営体
にとっても望ましい、稲作生産効率が高くて
持続的安定的な営農が見込める巨大区画水田
としての整備ということになろう。
　しかし、これまで平野部の水田地帯では、
中山間地域等と違って、農地は宅地や公共施
設用地等として開発・転用の可能性のある土
地資産としてとらえられてきた。だからこそ、
農業基本法が想定した農地売買による稲作農
業の規模拡大は進んでこなかったし、耕作者
の権利が強く保護された農地法の貸借も進ま
ず、貸借が進むにしてもいわゆる「ヤミ小作」
で、利用権設定という所有者有利の貸借が制
度化されて、はじめて公式に貸借が進んだの
だろう。
　こうした状況の下では、土地持ち非農家ら
は所有農地について、将来の土地利用・処分
の自由度が高い状態を求めるはずであり、借
り手がつくための基盤整備は求めるものの、
巨大区画水田のように単独での土地利用・処
分が困難になる農地の一部として整備される
ことは、基本的には望まない 10）。彼らにとっ
ては、農地の借り手がつくなら、巨大区画よ
り 1	ha 区画、1	ha 区画より 30	a 区画、30	a
区画より 10	a 区画の方が土地利用の自由度
が高く望ましいだろう。
　そして、30	a 区画水田であれば現状では
まだ借り手はつくから、零細農家や土地持ち
非農家は巨大区画水田整備には消極的となる。
結果、30	a 区画整備済みの水田地帯での大
区画水田への「再整備」は難しくなり、区画
の拡大をする場合でも一部の水田で畦抜きを
行うのみで、あとは老朽化した用排水路の更
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新やパイプライン化、暗渠埋設といった、実
質上 30	a 区画水田の単純更新に近い事業に
とどまるケースがしばしば見られる。
　利用集積地を対象とした圃場整備事業で
は、こうした土地持ち非農家ら意向が区画規
模の選択・決定に影響し、場合によっては事
業の可否も決まるから、これにいかに対処す
るかが巨大区画水田整備での基本的な課題と
なる。

2．実施するための方策

　とはいえ、近年になって農地の価格は下落
を続けており、平野部水田地帯でも地域に
よっては、農地転用の期待よりも水利費や固
定資産税の支払いや農地の保全管理に煩わさ
れる負担感の方が大きくなり、農地を売却し
たい、もしくは借りて管理さえしてもらえれ
ばよく、区画形態に強くはこだわらない、と
いった考え方を持った零細農地所有者が増え
てきている可能性がある。
　その正確な状況把握には今後の調査分析が
必要だが、こうした傾向が出てきている傍証
として、中山間地域だけでなく平野部の水田
地帯でも東北地方等では農地売買による経営
規模拡大も進みつつあることや、耕作放棄地
が広がりつつあること、また、5	ha 以上の
巨大区画水田とまではいかなくても、従来の
大区画画水田の規模を超える 2～ 3	ha 区画
での水田整備地区が増えてきていること等が
ある。こうしたことから、地域によっては上
述した巨大区画水田エリアを含む圃場整備実
現の可能性が高まりつつあるものと考える。
　その場合、こうした圃場整備を行うには、
巨大区画内に所有地（換地）が取り込まれる

のを受け入れる農家の土地を巨大区画ゾーン
内に集団化すること、逆に、巨大区画化を受
け入れない農家の所有地は巨大区画ゾーンの
外に集めることが必要になる。
　また、農地所有者の意向として、圃場整備
後に営農を継続するかどうかの違いもあるか
ら、これらを考慮すると、圃場整備事業に参
加する土地所有者は以下の 4 つに分けられ
る。
　1）巨大区画内の所有地を受け入れ、自ら
の営農予定なし
　2）巨大区画内の所有地を受け入れ、自ら
営農を希望
　3）巨大区画内の所有地を受け入れず、自
らの営農予定なし
　4）巨大区画内の所有地を受け入れず、自
ら営農を希望
　ゾーニングでは、このうちの 1）と 2）の
農家の所有地（換地）を巨大区画のエリアに
集団化し、3）4）をそれ以外のエリアに集団
化することになる。
　2）の営農希望者の耕作地確保には、3）の
農家の所有地を貸し出し、巨大区画エリア内
の 2）の所有地は大規模経営体に貸し出すと
いった、利用権だけを交換調整する「耕作地
調整」が有効であり，前記のハーネス河合の
事例等、各地で実績がある。また、3）以外
でも、1）の巨大区画ゾーンの端地と耕作地
調整することもできる。
　2）の農家に耕作地調整を受け入れてもら
うためには、彼らにとっての何らかのメリッ
トが必要になるが、それはさほど困難ではな
く、たとえばハーネス河合の事例では，耕作
地調整に応じた零細農家に対して集落近傍の
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通作条件のよい農地を提供したり，耕作地の
面積を増大したり，転作の割り当てを引き受
ける等の措置をとっている。また，2）の農
家の多くはいずれ大規模経営体に農地を貸し
出すことを想定していることが多く，その場
合は耕作地調整がさらに容易になる。

Ⅶ．土地改良法改正による新事業の効果
と留意点
1．今回の土地改良法改正の内容と背景

　平成 29 年の土地改良法改正で、「農地中間
管理機構が借り入れている農地について、農
業者からの申請によらず、都道府県が、農業
者の費用負担や同意を求めずに基盤整備事業
を実施できる制度を創設すること」が新たに
定められた。法改正の提案理由として、「農
地中間管理機構に農地を貸し付けた所有者は
基盤整備のための費用を負担する用意はな
く、このままでは基盤整備が滞り、結果とし
て、担い手への農地の集積・集約化が進まな
くなる可能性」があることが挙げられている
11）。
　この基盤整備事業の適用を受けた場合、農
地の貸手（所有者）も借手（耕作者）も事業
費を負担せずに、また、事業の申請手続きや
同意の徴集をすることなしに、いわば公的に
圃場整備事業を行ってもらえることになる。
その一方で、法に記されてはいないが、事業
の対象となった農地については、事業費のす
べてが公費で負担される以上、担い手への農
地集積という事業の効果が失われないように
するため、長期間にわたって農地貸出の解消
や農地転用は厳しく制限されることが想定さ
れている。

　本来、土地改良事業は耕作者の営農に適す
るような整備がなされるべきで、土地改良法
（昭和 24 年）でも、法が制定された当初から
現在まで「耕作者主義」がうたわれている。
それが実現するなら、法改正の提案理由とし
てあげられているような理由で圃場整備が滞
ることはないし、また、前記のように土地持
ち非農家等の所有者の意向で圃場整備の内容
が制約されることもない。しかし、少なくと
も圃場整備に関しては土地所有者が事業参加
者となっているのが実態であり、今回の法改
正が求められたのもそうした実態に起因して
いる。

2．戦後と現在の「耕作者」の違い

　この、法制度と実態とのズレは、土地改良
法制定当初に想定された耕作者と現在の耕作
者とが、異質なものであることから生じてい
る。
　もともと、土地改良法制定時の耕作者主義
は、地主制を解体させた農地改革の理念の下
で導入されたが、農地改革によってほとんど
の小作は自作農になったから、耕作者主義は
所有者主義でもあった。
　また、農地改革でも在村地主の場合 1	ha
程度の農地の所有は認められる等もあり、1
割程度の農地は借地として残ったが、その後
の農地法（昭和 27 年）での農地の貸借は、
多くが期間を定めないもので、その解除には
原則として知事の許可が必要であり、解約時
には実態として離作料が支払われるなど、耕
作者の権利を強く保護するものだった 12）。
　こうした自作農中心の農業への転換と、耕
作者の権限がきわめて強い農地貸借により、
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「耕作者主義」での土地改良事業に大きな矛
盾は生じていなかった。
　一方、現在の農地貸借のほとんどは、昭和
55 年の農用地利用増進法（現、農業経営基
盤強化促進法）で定められた利用権の設定に
よるもので、貸し手である農地所有者の権利
が強化された貸借である。
　この利用権設定による農地貸借は、前記の
農地法の農地貸借では、のちの農政の目標と
なった稲作経営規模の拡大が困難であるため
導入された。すなわち、農業基本法（昭和
36 年）で都市と農村の所得・生活環境の格
差是正のため、農業の機械化等による経営規
模の拡大（農業の構造改善）が農政の基本的
な施策とされた。その際、生活に十分な農業
所得があげられない零細農家が離農して、土
地を売却することで、中核農家の経営規模拡
大が進むことが期待されたが、土地が有利な
資産であったため零細農家は農地を売却せ
ず、また、農地法の貸借では貸地の返還・売
却が厳しく制限されるためにこれを忌避し、
結果、零細農家は二種兼業農家となって営農
を継続した。その後、農家の高齢化、後継者
不足によって農家の離農化志向が進んだが、
その場合も農地法の貸借によらない「相対（あ
いたい）」での貸借（いわゆる「ヤミ小作」）
が増えていった。
　昭和 50 年の農振法の農用地利用増進事業
およびその後の昭和 55 年の農用地利用増進
法による利用権設定の制度は、こうした農政
上の要請と実態とを受けたもので、借地期間
は短期を含む定期とし、貸借期間後の貸地は
必ず貸し手の手元に戻るという、貸し手の権
利を優先した新たな農地貸借の方法だった。

貸し手に安心感を与えることで農地の貸出を
促し、農業経営の大規模化を図るもので、こ
の施策は貸地志向の零細自作農家の意向と
マッチし、その後の米価の下落と行政の各種
誘導策もあり、農地の貸借が進んだ。現在、
日本の農地の約 50％は担い手農家等に貸し
出されているが、そのほとんどがこの利用権
設定による農地の利用集積によっている。
　このような短期の農地貸借で利用集積され
た農地の場合、借り手（耕作者）が圃場整備
事業のように効果が長期におよぶ事業の参加
者（費用負担者）になることは難しい 13）。
また、土地所有者も、土地の資産価値に関わ
る事業の参加・決定権を借り手の耕作者に渡
そうとはしない。そのため現在は、法制度上、
耕作者主義とはされているものの、実際は土
地の所有者が圃場整備事業の参加者になって
いる。
　また、こうした事情を受け、平成 5年の農
林水産事務次官依命通知「農業経営基盤強化
促進法の施行について（5構改 B第 847 号）」
では、「利用権の存続期間等が形式上は短期
になると考えられることにかんがみ、…土地
所有者が土地改良事業の参加資格者となるこ
とが、…実際的である」14）としている。

3．耕作者本意の事業の可能性

　今回創設される事業の特徴は「農業者から
の申請によらず、都道府県が、農業者の費用
負担や同意を求めずに基盤整備事業を実施で
きる」ことにある。
　通常の圃場整備は、制度上は事業参加者の
代表者が事業計画の概要および土地改良施設
の予定管理方法を作成し、事業参加資格者の
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同意を付して都道府県等に事業の実施を申請
して始まる。その際、前記のように圃場整備
の事業参加者は実態として零細土地所有者で
あり、彼らは農地の大区画化を積極的には望
まないから、耕作者本意の巨大区画での事業
は開始時点から制限されうる。
　一方、今回の事業では事業開始時の農業者
の同意・申請は不要であるため、都道府県は
自らが必要と判断する事業を実施することに
なる。これにより、都道府県営事業の担当部
署では、耕作者にとって真に必要な大区画で
の基盤整備事業の計画・実施が推進しやすく
なる、という効果がありうる。
　もちろんこのことは、土地所有者の意向を
無視して、都道府県が自由に耕作者本意の事
業を行えることを意味しない。土地の区画形
質の変更を伴う圃場整備を所有者の同意なし
で行うことは難しく、今回の事業でも換地処
分を伴う場合は、従来通り、換地計画決定の
ための権利者会議で、土地所有者も含む関係
権利者の 2/3 以上の同意を得る必要がある。
　また、換地処分を伴わない事業（畦抜きで
の大区画化や、整備後の施設維持管理費用・
労力が変わる用排水路の整備等）でも土地所
有者の了解は必要で、今回の改正でも農地中
間管理機構に農地を貸し出す際に、機構は貸
し手に対して土地基盤整備事業を実施する可
能性があることを伝える義務があることが明
記されている（農地中間管理事業の推進に関
する法律第八条第三項）。
　とはいえ、耕作者本意の事業の計画づくり
や推進が、通常の事業では制度上、事業参加
者の中の地域のリーダーなどによって始めら
れるのが、新たな事業では都道府県に変わる

ことの意味は大きくなりうる。事業の今後に
注目したい。

4．事業区域を団地的に確保する方法

　新たな事業では、対象は農地中間管理機構
が借り受けている農地に限られ、その借入期
間が相当程度あることが要件として挙げられ
ている。
　この場合、前記の巨大区画水田を連坦的に
整備できるだけの面積の農地を、団地として
機構が確保できるかが課題となる。圃場整備
事業の負担金がゼロという施策は利用集積を
促す要因となりうるが、その一方で、事業の
要件とされた長期の農地貸借や転用規制の強
化（法第九十二条の二）は、農地を貸し出そ
うとする土地所有者にはマイナスで、広範囲
ですべての土地所有者が機構に農地を貸し出
すとは限らない。
　小作料を高く設定する等、土地所有者に有
利な条件を付すことで集積地を増やし、結果
として貸し出された農地が広く団地化するこ
ともありうるが、担い手の収益を圧迫するこ
とになり、極端な対策はとりにくい。
　また、前記のように、平野部の農村地域に
は、まだ営農を継続したい零細農家等が当面
存在するし、地域全体の農地保全の観点から
も、こうした多様な農業者の存続は望ましい
面も多い。
　こうしたことから、前記Ⅳ．2で示したよ
うに、集落を超える範囲を対象として、耕作
者に適した巨大区画水田整備の実施を受け入
れる貸し手をつのり、地区を営農形態ごとに
ゾーニングして、機構に貸し付けされた農地
を大規模稲作経営体のゾーンに集団化して巨
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大区画として整備するのが望ましいものと考
える。集団化には耕作地調整の手法が使える。
また、集団化を別事業等で行い、その後に各
ゾーンを整備する 2段階の事業も考えうる。

5．すでに集積されている農地の扱い

　今回の事業では、すでに担い手に集積され
ている農地は事業の対象とはなっていない。
しかし、担い手の農地を集団化して、連坦す
る巨大区画水田として整備するためには、す
でに集積された農地も含めて圃場整備を行う
ことが望ましい。
　また、30	a区画での整備済み地区の中には、
ほとんど 100％の農地が担い手に集積されて
いるケースもある。しかし、集積率が高いだ
けではコメの生産コストの十分な削減にはな
らず、こうした地域こそ ha/ 人拡大のため
の圃場整備が必要であり、その効果も高い。
今回の事業とは別事業とする場合でも、圃場
整備費用や大型機械導入の補助を手厚くする
等の、巨大区画水田整備の推進策が望まれる。

注）本章Ⅶは、農業農村工学会誌に掲載され
た「改正土地改良法による新たな農地集積と
圃場整備への提言」15）を一部加筆・修正し
たものです。
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