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第1章 は じめに

第1節 研究の目的

1-1 巨大区画水 田整備の必要性 と整備の現状

今後の我が国の水 田稲作においては、コメ生産量の主要なシェアを占める平坦地の水 田

の生産 コス トを削減す ることが望まれ る。競争力 を持 った生産コス トを実現す るためには、

労働生産性すなわち耕作者一人 当た りの耕作 (経営) 規模 をなるべ く大き くすることが必

要 である。そのためには、農地の利用集積 (貸借) によって担い手農家の水 田経営規模を

数10ha以 上に拡大 し、利用集積 された多数の小規模水 田群 を集団化 して、一枚一枚の水 田

を数ha以 上の巨大区画水田 として整備することが望まれる。

農林水産省では、昭和61年 の高度利用集積大区画 ほ場整備事業で50a以 上の区画を受益

面積 の2/3以 上、平成元年の低 コス ト化水 田農業大区画ほ場整備事業で1ha以 上の区画を同

1/4以上 と、区画規模 の拡大 を奨励 してきた。平成4年 の 「新農政」(新 しい食料 ・農業 ・

農村政策 の方向) を受 けて平成5年 に創設 され、現在のほ場整備事業の主流 となっている

担い手育成基盤整備事業で も、平坦地では1ha程 度以上の区画 を創出す るよ う指導がなさ

れてお り、実際、1ha程 度の標準 区画による 「大区画水 田整備」が全国で進め られてい る。

しか し、担 い手農家の 目標経営規模 を数10ha以 上 とした場合 、1ha程 度の区画では労働

生産性 の点で不十分であ り、本論 で取 り上げたよ うな少 なくとも3～5ha以 上、さらにはア

メ リカ等 で見 られ る10ha以 上の区画の方が望 ましい。

しか し、印旛沼土地改良区の兼坂祐氏 (現副理事長) が土地改良区受益地内の角来工区

で2.5ha (昭和55年 完成)、 臼井第一工区で6.8ha (昭和61年 完成) の巨大区画水 田を創出 し

て以来15年 以上がたつにもかかわ らず、現在 までに行われ た圃場整備事業で一枚でも巨大

区画水田を創 出 した事例 は、筆者 が調査 した限 り全国で数地区あるにすぎない。

1-2 区画規模の規定要因

区画の規模は、平坦地 の場合、基本的に稲作農家の経営規模 によって規定され る。 しか

し、経営規模 を拡大 しただけでは巨大区画水田は創出できない。利用集積 に応 じた地主 ら

の水 田群 (担い手農家の借地 ・小作地) は零細で、かつ分散 してい るからである。巨大区

画水 田を創 出す るためには、何 よ りも利用集積 された零細かつ分散 している水田群を集団
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化す ることが必要である (Fig.1-1)。

この利用集積地の集団化 の難 しさが、巨大区画水田の創出を制約 ・規定する大きな要因

となってい る。実際、現在 ほ場整備事業を実施 している地区では、事業実施前 に担い手農

家への農地の利用集積 が10ha以 上に達 してい る場合です ら、巨大区画水田が創 出され るの

はごくまれで、ほ とん どの場合1ha程 度の 「大区画」 を標準 区画 として採用す るに とどま

っているが、 こうしたことからも、利用集積地の集団化の難 しさが巨大区画水 田創 出の大

きな阻害要因になっていることが うかがえる。

なお、区画規模が、圃場の排水性や灌概効率等の工学的 (施工) 技術や、圃場での農作

業 の仕方や作付け方法等 の営農的技術によって規定 され るとい う考 え方があ り、実際、そ

うした研 究 も多数な されてい る。 しか し、アメ リカ等ではすでに10ha以 上の水 田が一般 に

見 られ るのであ り、巨大区画の創 出を決定的に制限す る工学上 ・営農上の要因が存在す る

とは考 えにくい。少 な くとも数ha程 度の区画規模までは、そ うした技術上の制約は決定的

な問題 にはな らないもの と考え られ る。

Fig.1-1 農 地 の利 用 集積 ・集 団化 ・巨大 区画 化 の関係
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1-3 再整備 を前提 とした圃場整備 との違い

本論 のよ うにほ場整備事業の際に利用集積地を集 団化 して、一気 に巨大区画水 田の創 出

を 目指す考え方 とは別に、当面は1ha区 画程度の 「大区画水 田整備」 を実施 し、将来、農

地の利用集積お よび利用集積地の集団化が進展 した段階で再整備を実施 して巨大区画水 田

を創 出すればよい、 したがって、当面は、将来の巨大 区画の創 出に矛盾 しないよ うな 「大

区画水 田整備」を実施すればよい、といった考 え方がある。農林水産省 が推奨 してい る 「圃

区均 平方式」や、有 田 (1997) の 「等高線 区画道路抜 き工法」は、こ うした再整備 を前提

とした圃場整備方式 として提案 されたものである。

しか し、わが国の当面の農政上の課題 として挙げ られている 「構造政策」(担 い手農家

の経営規模拡大) をよ り早 く実現す るためには、農地の利用集積および利用集積地の集団

化を行 って一気 に巨大区画水 田を創 出す るといった圃場整備整備の方がよ り望ま しい。

加 えて、再整備 を前提 とした圃場整備には、将来の巨大区画化のための再整備 の実施が

不確 定な段 階で、将来の巨大区画水田整備 を容易にす るための工事 (圃区均平等) を行 う

ことを想定 しているが、受益農家が負担金 を支払ってまでそのよ うな追加的工事を受け入

れるか、 といった懸念がある。

また、仮 にそ うした再整備 を見込んだ圃場整備 ができた として も、一度1ha程 度の 「大

区画」 として整備 されて しまった水 田が、近い将来、巨大区画 として再整備 される可能性

は低 いことも懸念 され る。 このことは、現在実施 されている 「再区画整理事業」が、10a

程度の区画で整備 された地区を対象に実施 され てはいるものの、30a区 画で整備 された地

区ではほ とん ど実施 されていない、 といった事実か らも予想 され よう。

さらに、本論 の第6章 で示 したよ うに、再整備 を前提 とした圃場整備 は、本来的な巨大

区画水 田 と比較す ると、農道 ・用水路 ・排水路 といった圃場施設が過剰 に整備 され、巨大

区画水 田整備 に期待 され る事業費削減効果 が消失するおそれ もある。公共事業の事業費の

見直 しが求め られている現在、 この点は再整備方式の問題 として軽視できないもの と思わ

れ る。

なお、今後の農業政策の変更 (構造政策の取 りやめ) によ り巨大区画水 田整備 の必要性

がなくなる可能性 もない とは言えず、そ うした農業政策の転換 に合 わせ て容易 に圃場 を改

変 ・再整備 できるよ うな、柔軟性 をもった圃場整備手法については、別途検討する意義 は

あろ うが、構造政策が取 られている現状では、巨大区画水 田整備手法 を提示す ることの方

が、 よ り重要な課題 と考 えられる。
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1-4 研究の 目的

以上を受 けて本研 究では、わが国において現在 までに一枚でも巨大区画水 田を創 出 した

地区の悉皆的調査および分析 を行 うことによ り、巨大区画水 田内への利用集積地の集団化

の実態 を明 らかに し、利用集積地集 団化の方策 を提示することを目的 とす る。

また、巨大 区画の規模 ・形態 を制約す る と考え られ てきた、換地の 「接道長制約」(後

記) の問題 について検討 し、接道長制約が顕在化する条件 と顕在化 した場合 の対策につい

て明 らかにす る。

さらに、巨大区画水 田に付帯す る農道 ・用水路 ・排水路等の圃場施設 について調査 ・分

析 し、巨大区画水田整備 によって削減 しうる圃場施設を明 らかに し、巨大区画水田による

圃場施設 の建設量削減効果 を求 め、これを実現する際の留意点についても検討する。

第2節 研究の概要

本論文 では、わが国において実際 に巨大区画水田を創出 した圃場整備事業地区を悉皆的

に調査 ・分析 し、それ によ りわが国において数ha以 上の巨大区画水 田の創 出を阻害 してい

る主要な要因である利用集積地の集団化手法、巨大区画の規模 ・形状 を制約す ると考 えら

れてきた換地の 「接道長制約」の実態 と対策、巨大区画水 田整備 による農道 ・用水路 ・排

水路等の圃場施設の建設量削減効果 について検討す る。巨大区画水田の創出に関 して検討

すべ き課題等 と本論各章 との関係 をFig.1-2に示す。

論文は、利用集積地の集 団化に関する研究 (第3章～第4章) と、換地の接道長 に関す

る研 究 (第5章)、 巨大区画化 による圃場施設削減効果 (第6章) とに分かれ る (Fig.1-2)。

集団化 に関 しては、換地処分によって利用集積地を巨大区画内に集団化す る方策 (第3章)

と、利用集積地 の所有権は集団化せずにいわゆる 「耕作権」のみ を集団化する方策 (耕作

地調整)(第4章) とに分 けて検討 している。

まず、第3章 では、換地処分によって利用集積地を集団化 して巨大区画水田を創 出する

方策につ いて検討する。30a程 度 の区画で 自作農家を前提 とした圃場整備で耕作地=所 有

地 を集 団化す る場合でも、換地処分には多 くの困難 があったが、利用集積地を集団化 して

巨大区画水 田を創出す る場合は、よ り大 きな困難のあることが予想 され る。そ こで、実際

に換地処分 によって利用集積地を集 団化 して巨大区画水田を創出 した事例を悉皆的 に調査

・分析 し、換地処分による利用集積地 を集団化 して巨大区画水 田を創 出す る困難性 と、実
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際に換地処分によって巨大区画水田を創出できていた事例 の特性 について明 らかにす る。

第4章 では、耕作地調整によって利用集積地 を集団化 して巨大 区画水 田を創 出する方策

につ いて検討す る。換地処分 による利用集積地の巨大区画内への集 団化が困難 な場合で も、

巨大区画内に換地を受けた自作農家 と、巨大区画外 に換地を受 けた地主お よび耕作者 (担

い手農家) とが耕作地を交換調整 (耕作地調整) す ることで、担い手農家の耕作地 を巨大

区画内に集 団化できる可能性がある。 このよ うな方策で実際に巨大区画水 田を創 出 した地

区を悉皆的に調査 ・分析 し、耕作地調整による集団化の可能性お よび問題点 とその解決策

を明 らかにする。

第5章 では、巨大区画水田の規模 ・形態を制約す ると考 えられてきた、換地 の接道長 に

つ いて検討す る。 これ まで、地主や 自作農家は、換地について将来の宅地転用等の個別利

用 に対応 できる形状であることを望むため、個々の換地は一定長以上道路 に接す る (接道

長 を確保す る) 必要があるが、彼 らの所有規模は零細で、かつ、所有者 ごとの換地の集団

化が困難なため接道長を十分確保 できない場合があるため、巨大区画内に換地を定め られ

ると十分な接道長 が確保で きず、場合 によっては巨大区画水 田の創出を困難 にす ることが

懸念 されてきた。 そこで、実際 に巨大 区画水 田を構成する利用集積地等の換地の接道長 を

調査 ・分析 し、接道長制約が顕在化する条件 と、顕在化す る場合の対策 について検討す る。

第6章 では、巨大区画水 田整備 によって生 じる圃場施設 (農道、用水路、排水路等) 建

設量 (延長、規模) の節減効果について検討す る。巨大区画水田の場合、区画規模 の拡大

によって従来の30a区 画や1ha区 画での圃場整備 と比べて道水路 の密度 が下が り、圃場整

備事業の建設量が削減 できる可能性がある。そ こで実際に創出 された巨大区画水 田につい

て圃場施設 を調査 ・分析 し、建設事業量削減 の有無 とこれを実現す るための方策 について

検討す る。
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担い手農家への農地の利用集積

農地売買/貸 借,
個人/法 人/集 落,…

利用集積地の巨大区画内への集団化

第3章 換地処分

第4章 耕作地調整

巨大区画の規模 ・形状を制限する条件の検討

第5章 換地の接道長

巨大区画水田整備の効果

第6章 圃場施設の建設量削減

第7章 結論

Fig.1-2巨 大区画水田の創 出に関する検討課題 と本論各章の関係
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第2章 既往の研究 と研究課題の限定

第1節 既往の研究

1-1 換地処分による利用集積地の集団化 に関する研究

1) 自作農段階の耕作地集団化に関する研究

戦後間 もない頃までの耕地整理に伴 う換地処分は、従前地の図面に整備後の区画図を重

ね、整備後 の区画内に 占める従前地面積 の割合が もっとも高い農家の土地をその区画に換

地す るとい う、いわ ゆる 「原地換地」方式が用い られていた。

これ に対 し、新沢 ・小出 (1953) は、 自作農家の耕作地 (=所 有地) 集団化の重要性 を

指摘 した上で、換地処分 による耕作地集 団化の方策 として、圃場整備事業地 区を土地の豊

度差 と位置 によ りいくつかのブロックに分 け、その中で耕作地が集団化するよ うに換地 を

定めるといった 「ブ ロック別集団化」方式 を提案 した。

また、佐藤 ・新 沢 (1970) は、耕作地 の集団化をより徹底 させ る方法 として 「序列換地」

方式 を考案 した。 これは、圃場整備後は土地の豊度差は原則 として解消 され るため、土地

の優劣は土地の位置 (通作距離) の差のみで評価 され ることに注 目し、農家 ごとに分散す

る従前地群 の通作距離の和 (OD) を求め、ODの 大きさを農家それぞれが受ける集団化

メ リッ トの大 きさに対応す るものとみな し、ODに よって農家 を序列化 し、その順序に し

たがって換地位置を選定す るとい うものである。その後、佐藤は換地に関す る一連の研究

で序列換地方式 を発展 させた (佐藤: 1972, 1973)

また、石 田 (1990) は、圃場整備 における換地計画が実質上集落 ごとに作成 されている

ことに注 目し、換地紛争 の実態調査 ・分析 を行 って、集落の農家間の社会的関係 によって

合理的な換地計画の実現が促進/阻 害 され る場合のあることを示 した。

この他、集団化を実施す る上で法制度重要な問題である従前地 と換地の 「照応性」につ

いては、森 田 (2000) が換地計画に関す る過去の判例 を整理 し、「照応性」 とは従前地 と

換地ですべての条件 を勘案 ・比較 した結果 により換地を従前地 とみなすのにふ さわ しくな

っている状態を示す とし、換地 の面積や位置 といったそれぞれの要素が従前地 と同等であ

ることは必ず しも必要でないとしている。
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2) 換地処分による利用集積地の集団化に関する研究

換地処分によって利用集積に応じた地主らの水田群を借手農家の耕作地として集団化す

る方法 に関す る研究 は、 自作農家が中心だった昭和40年 代頃まではほ とん どな されていな

い。その中で、新沢は圃場整備事業実施地 区の全域での協業を前提とした場合の換地手法

について先駆的 に研究 し、こ うした場合は個々の農家の所有地は換地処分によって原則 と

して集 団 化す る必要 はな い とした (新 沢: 1965)。

その後、昭和55年 に農用地利用増進法が制定され、農地の流動化が農政上の課題 となっ

てか ら、 これ を前提 とした換地処分による耕作地集団化の理論的な研究がなされるように

なっ た。例 えば佐藤 (1980) は、農 村 地域 にお ける資産的土地保有の拡大によ り、地主 (貸

手農家) の換地を借手農家の耕作地として集団化することが難 しくなっていることを指摘

し、 こうした集団化 を地主に促すためには、集団化に協力 した地主の圃場整備事業費の負

担金を国 ・県が肩代わ りす る等の動機付け等 の措 置 が必要 とした。また 、広 田 (1995) は、

借手農家を主体 とした換地の集団化は地主の利益 と一致 しないため困難 とし、所有権 と「耕

作権」を切 り離 した上で耕作権のみを集団化する手法の可能性 について言及 している。 ま

た、森 田 (2000) は 、土 地改 良法 にお け る換地処分制度について体系的な研究を行 い、そ

の中で耕作者主義の換地の集団化の重要性について述べ る一方で、換地選定には 「照応の

原則」か ら地主 (貸手農家) の意向も反映すべ きで、耕作者 と所有者の両者の利益の調和

に配慮すべ きとした。

これ らはいずれ も理論的な検討を主 とした研究で、その成果は示唆 に富む。 しか し、地

主の換地の集団化の実証的なデータについてはほとん ど示 されていない。

一方、 地主の換地の集団化 についての実証的な研 究としては、関野 ・佐藤 ほか (2000)

や 下荒 地 ・佐 藤 ほか (2000) 等 が ある。 ただ、 これ らは地主の換地の貴重なデータを示 し

てい るものの、いずれ も1ha程 度の標準区画で圃場整備 を実施 した1地 区を調査対象 として

お り、巨大区画水 田創出地区を分析 した研究ではない。

1-2 耕作地調整による利用集積地の集団化に関する研究

耕作地調整による利用集積地の集団化についてのま とまった研究は、 これまであま りな

され てい な い。

そ の 中で 岡本 (1984) は、干 拓 地 の水 田地帯で一部の農家が収益性の高い疏菜等の畑作

を行 う際に、農地の所有権 はそのままで 「耕作権」の交換 を行って、干拓地のブロックの
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一つをすべて畑地 とした事例を紹介 し、こ うした耕作地の調整による地 目別集 団化の可能

性 を指摘 した。また、広 田 (1995) は、大区画水 田整備 のための耕作地集団化の方策 とし

て、所有権 と 「耕作権」を切 り離 した上で 「耕作権」のみを集団化する手法の可能性 につ

いて言及 した。また、犬塚 (1995) は、農用地利用の秩序化のためには農地の所有権 と 「耕

作権 の」徹底 した分離が必要 として、そのための農地関係制度の改正点を指摘 した。以上

はいずれ も有益な示唆に富む研究ではあるが、その内容は理論的検討に とどまってお り、

実証的 な研 究 とはなっていない。

耕作地調整 に関す る事例調査研究 は、農業経営の分野でい くつかの研究が見 られ る。た

とえば八巻 ら (1991) は、30a区 画程度の圃場 における 「交換耕作」について実態調査 を

行 い、「交換耕作」の実現条件 として、交換耕作による耕作地集団化の効果が地権者 に十

分理解 され てい るこ と、圃場条件 (豊度、用水掛か りの難易等) に差がないこと、農地転

用の期待がないこと、 といったことを挙げている。 また、後藤 (1996) は、圃場整備事業

実施後 に借手農家間で耕作地を交換 した事例を複数紹介 し、こ うした方策が分散 した大規

模借地農家 の耕 作地集 団化に有効 とした。 しか し、これ らにはいずれ も巨大区画水 田の創

出 といった視点はなく、そのため、本論 で明 らかにするよ うな、 自作農家や地主の耕作地

調整参加動機に関す る分析はほとん どな されていない。

1-3 大区画水田の規模 ・形態に関す る研究

戦後の 自作農家 を主体 とした稲作農業において、水田の区画の形態 が基本的には農業経

営の零細性 、階層性、耕地の分散性 といった社会的要因によって規定 され ることを初 めて

明 らか に したのは、新沢 ・小出 (1963) である。氏 らは、 こうした社会的制約 の下で、圃

場 の規模拡大が どこまで可能かを示 し、また、それに付帯す る農道 ・用水路 ・排水路等の

圃場施設の規模等についても詳細な検討を行った。 また、新沢 (1969) は、封建制、戦前

の地主制、戦後の 「自作農制」 といった土地所有制の諸形態 と当時の技術水準が、水 田の

圃場形態に及ぼす影響を明示 し、将来の資本農場制における圃場形態についても言及 した。

昭和50年 代半ば以降、農地の利用集積 による稲作農家の経営規模の拡大 と、それに見合

った耕区 を作 るための大区画水 田整備が進 められるよ うになると、大区画水 田の区画形態

を制 限す ると考 えられていた技術的な問題 について、多 くの研究がなされ るようになった。

た とえば、水 田の排 水性 か ら区画 の規模 を論 じた多田 (1989)、 農業用水の利用量 と大区

画水 田との関係 を述べた渡辺 ら (1989)、 農作業者の労働環境か ら区画規模 を論 じた石 田
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(1996)、 技術的発展段階 と圃場形態 との関係 を論 じた冨 田 ら(1989)や 清 野 ら(1995)、

水 田の均平 といった技術的側面か ら区画 規模 を論 じた 山路(1989)や 長 利(1996,1997)、

先駆的な巨大区画水田を実施 した地区の 圃場施 設 を分析 した楊 ら(1995)や 猪坂(1994)

等 が ある。

また、土地所有制による耕地形態の規定性 を認 めた上で、現状では一気 に巨大区画水田

整備 を実施す ることは困難 とし、段階的に区画規模を拡大するための圃場整備手法の提案

もな された。 圃区均平方式 による整備 を提 案 した須藤(1986)と 有 田 ・木村(1997)が 再

整備を前提とした道路抜き工法型等高線区画でのほ場整備 を提案 している。

しか し、区画割 りを本質的に規定す る土地所有制 と耕地形態 との関係 について、現在進

められている農地の利用集積を踏まえて論 じた ものは少ない。前記の新沢の研究の他は、

利用集積地の集団化の問題を論 じた佐藤 (1989)や 、利用集積 された個々の換地の接道長

と区画割 りの関係 の問題 を検討 した広田 (1995,1998)、 協 業 経 営 に適 した ほ場整 備 につ

いて検討 した佐久間(1979)、 実際 に巨大 区画水田を創出した地区の事業経緯等を紹介 し

た兼 坂(1988)等 が ある に と どま って い る。

第2節 研究課題の限定

前記の よ うに、本論文 では、巨大区画水 田を創 出するための利用集積地の集 団化手法、

巨大区画水 田の規模 ・形状 を制約する と考 えられてきた換地の 「接道長」の問題、巨大区

画 と して圃場整備することによって もたらされ る、農道や用排水路等の圃場施設の建設量

の削減効果 に絞 って検討 してい る。検討にあたっては、以下のよ うにい くつかの条件につ

い て限 定 した。

2-1 地 形 条件

まず 、巨大区画水田整備 を実施す る地域 を、整地の土工量が小 さい平坦地 とした。傾斜

地は、巨大 区画化のための整地費が膨大 にな り、巨大区画水田 として整備することが必ず

しも望ま しい とは考 えられないか らである。

2-2 利用集積の タイプ

担い手農家の経営規模拡大には、農地取得 (所有権の移転)に よる方法 と借地 による方
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法 とがあるが、本論では借地で規模拡大 したケースについてのみ扱い、農地買収で規模拡

大 した ケー ス につ い ては扱 わ な い こ と とした。 現在 、 水田の売買価格は多くの地域で農地

本来の価格に近づきつつあるが、それで も北海道や東北地 方の一部の地域を除 く地域では

今で も担い手農家が採算の取れる価格 よ りも高 く、農地売買による規模拡大は、一般には

あま りみ られないか らである。

なお、ここでい う借地は、農地法の賃借権の設定、農業経営基盤強化促進法の利用権設

定、当事者 同士の合意のみ に基づ くいわゆる 「ヤ ミ小作」(全 作業受託 を含む) のすべて

を含む。 ただ し、基幹三作業受託 を含む一部作業の受託については、借地に至る過渡的形

態 とみな し、借地 には含 めていない。 本論で農地の利用集積 とい うときは、以上のすべて

の借地の意味で用い る。

2-3 利用集積の進展

巨大区画水田整備を実施する地区において農地の利用集積  (借地) が進んでいることを

与件 とした。す なわち、巨大区画水田整備 (圃場整備)  事業の実施前あるいは実施期間中

に担い手農家へ の農地の利用集積が進 んでいる場合の、その利用集積地の集団化について

検討することとし、利用集積 をいかに引き起 こすかについての検討は行わない。また、圃

場整備事業が農地の利用集積の進展に もた らす効果 ・影響 についても検討 しない。

なお、農地の利用集積 さえ進 めば利用集積地は 自然 と集 団化 し、集団化 の問題 自体がな

くな る とい う議論 が ある が、本 論 の第4章 、5章 、 7章 で示 したよ うに、利用集積が進ん

だ状態でも担い手農家が事業地区に複数いる場合や、 一部に残 る自作希望農家の扱い、利

用集積 された個々の地主の所有地集団化の必要性等、 集団化の問題は依然 として大きな問

題 と して残 ることは強調 しておきたい。

2-4 稲作経営体

本論文では、巨大区画水 田を耕作 ・経営する稲作経営体 として、耕作者一人当た りの耕

作規模が数10ha以 上の専業的な家族経営体および営農組合等の生産組織 を想定 している。

巨大区画水 田整備 がもっ とも必要なのは、こうした経営体 と考えられ るからである。実際、

事例分析 を行 った地区で巨大区画水田を耕作 しているのは、こ うした経営体のみである。

集落の全員が型機械を出合い作業的に稲作を行 う 「集落営農」や 、都市住 民等が行 うレク

リエーシ ョンとしての稲作農業は検討対象 から除いている。
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第3章 換地処分による利用集積地の集団化

利用集積 された水田群を巨大区画水田の創出予定区域 内に集団化する方法 には、換地処

分によって利用集積地を所有権 ごと集団化する方法 と、所有権とは別に耕作する権利のみ

を集団化す る方法 (耕作地調整) とがある。 この うち、本章では換地処分による利用集積

地の集団化 について検討す る。

第1節 問題の所在

従来の 「自作農」段階で実施 されてきた30a区 画程度の圃場整備では、水 田の耕作者 と

所有者が一致 してお り、換地処分による耕作地の集団化 は、個々の農家ごとに所有地を集

団化すれば よかった。集団化に際 しては、従前地 と換地の 「照応性」が必要で、換地を受

ける農家が 「照応性」を理解 しやす い方式 として、従前地の密集地 (母地) の周辺に換地

を集 団化す る、いわゆる 「母地換地」方式が採 られてきた。

しか し、利用集積 に応 じた地主の水 田を集団化 して巨大区画水 田を創出す る場合は、複

数の地主らの換地を連担的に集団化する必要が生じる  (Fig.3-1)。 巨大 区画 水 田は数ha以

上 の面積 であるのに対 し、地主の水 田所有面積は 一般 に高々1ha程 度 と零細で、地主 ごと

に換地を集団化す るだけでは面積的に不十分だからである。

こうした複数の地主の換地を連担的に集団化する換地処分方式は、原則 として従来の「母

地換地」方式 とは矛盾 し、その実施が困難であることが予想 され る。巨大区画を集落から

遠い等の相対的に不利な場所に創出する場合は、巨大区画水田創出予定区域内に従前地を

所有 しない地主 らは、不利 な条件 を受け入れてま で巨大区画内に換地 を受 けないだろ う。

もちろん、巨大区画水 田を相対的に有利な場所に創 出す るのであれば、地主らは巨大区画

内へ の換地 を受け入れ るだ ろうが、その場合は巨大区画内に従前地を所有する自作農家ら

が、有利 な場所である従前地周辺の換地に固執 して、巨大区画外への換地を忌避するはず

で あ る。

とはい え、巨大区画水田を創出 した地区の中には、換地処分によって利用集積地を集団

化 した地 区 が あ った。 そ こで 、以 下 では 、実際に換地処分によって利用集積地を集団化し

て巨大区画水田を創 出 した地区を対象 に悉皆的 に事例調査 ・分析 を行 い、換地処分による

利用集積地の集団化 による巨大区画水 田創 出の可能性について検討する。
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Fig.3-1 巨大 区画創 出の た めの換地 処分 方式
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第2節 調査対象地区

2-1 調査対象地区の選定

平成10年 から11年 にかけ、全国の道府県庁 の圃場整備事業担当者 を対象 に電話で聞き取

り調査 を行 い、一枚 が3ha以 上の巨大 区画水 田を創 出 した地 区の有無 を確認 した。 また、

その後、農業問題 に関係する学会誌、雑誌や、農林水産省 の職員等からの聞き取 りで、3ha

以上 の巨大区画水 田を創出 した地区についての情報収集 を続 けた。

そ の結果、得 られたのが、五輪崎地 区 (宮城県松山町)、 下伊場野地区 (宮城県松 山町)、

河合 地区 (福井 県福井市)、 臼井第一 工区 (千葉 県佐倉市)、 臼井第 四工区 (千葉県佐倉

市) の5地 区である (*)。 そ こで、 これ ら5地 区について悉皆的に現地調査 を行った。

利用集積地の集団化手法 を調査 したところ、この5地 区の うち五輪崎地区と下伊場野地

区は換地処分 により利用集積地 を集団化 し、河合地区は耕作地調整によ り利用集積地 を集

団化 し、臼井第一工区と臼井第四工区は換地処分 と耕作地調整の両方を組み合わせて利用

集積地 を集 団化 していた。そ こで、本章では換地処分で利用集積地を集団化 して巨大区画

水 田を創 出 した五輪崎地 区、下伊場野地区、臼井第一工区、臼井第四工区について検討 を

行 う。

(*) この他 、北海道深川市 には5ha以 上の巨大 区画水 田を1枚 創 出 した地 区と2枚 創 出 し

た地 区が1地 区ずつ あるが、この事例 は大規模農家 の所有地 を集団化 して巨大区画水田を

創出 した事例であ り、本研究で前提 とした利用集積 された水田の集団化 による巨大区画水

田の創 出 とは条件が異 なるため、調査対象地区からは除外 した。

また、岡山県岡山市には10haの 巨大区画水 田を創出 した事例があるが、このの事例は県

が農地を買い上げて県の農業試験場が巨大区画水 田として整備 したもので、やは り利用集

積 を伴 う巨大区画水 田整備 とは異なるため、調査対象地区か ら除外 した。

さらに、岐阜県海津町の高須III期地 区では、8haの 圃区均平がなされ てい る箇所が1箇

所 あ り、集団転作の際 には8haの 区画 として利用 されている。 しか し、水稲 を作付 けする

年 は畦畔 を入れて1ha程 度の区画で利用 しているため、調査対象地区か ら除外 した。
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2-2 調査対象地区の概要

Table 3-1に 調 査対 象 地 区の概 要 を示 す。

Table 3-1 調 査 対象 地 区の概 要

※地区面積はいずれ も水田面積

※集積面積は担い手農家らの耕作地面積の合計

(事業計画書等の資料 と聞き取 り調査によ り作成)
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第3節 換地処分による巨大区画内への利用集積地集団化の事例分析

3-1五 輪崎地区

本 地区は基本 的には1ha  (125m×80m) と50a (125m×40m) の標 準 区画 を採 用 して

お り 、 その中で1区 画だけ担い手農家の耕作地の換地 を集団化 して5.3haの 巨大区画水田を

創 出 し て い る (Fig.3-2)。

巨大区画が創出 された区域は、周 囲の水田よりも標高がやや低 く、従前はしばしば冠水

す る排水不良区域だった。 また 、集 落 か ら遠 く、整備後も幹線排水路が斜めに通るため不

整形地 として残 る場所であ り、地元農家からは耕作には相対的に不利と考えられていた区

域 で あ る。 そ のた め 、巨大区画内に従前地のあった自作農家らは不利な区域から外に換地

を出せ るため、この位置に巨大区画を創出することに同意 してい る。

この担い手農家は従前か ら地区内で所有地6.3ha、 借 地8.5ha (貸手農 家 は10名) の約15ha

の水 田を耕作 していた。そ の うち巨大 区画内に換地 を集団化 したのは所有地3.5haと 借地

1.8ha (地 主2名)  である。担 い手農家 の従前地は巨大区画の近 くに集 まっていたものの、

地主2名 の従前地は集落の近 くにあ り、従前地か ら遠い この区域 に換 地を集 団化 している

(Fig.3-3のX)。

この地主 (貸手農家) が こうした不利な場所への換地を受け入れたのは、彼 らがこの担

い手農家 に長期 間の農地貸出を望んだため と考え られ る。すなわち、 この地主 と担い手農

家 とは親戚関係 にあ り、農地貸借 も過去10年 以上継続 していて、小作料の支払いや農地の

管理方法等の農地貸借上の問題について信頼関係が形成 されていた。担い手農家によれば

「2人の地主か らは水 田に関わる一切 を任 され ている」 との こ とで あ る。 また 、 この担 い

手農家は本地区最大の経営規模を持ち、後継者もあることから長期間の安定した農地貸借

が 見込 まれ 、借地 に出 した農地 を担い手農家の都合で返 され るおそれ も小 さい。 こ う した

理由からこの地主 らは担い手農家に長期的に農地を貸 し続 けることを望み、不利な場所で

あってもよ り安定的な貸借関係が見込める巨大区画内への換地の集 団化を受け入れたもの

と推察 され るのである。

一方 、その他 の地主 らの従前地は、集落か ら離れた位置に集めることが難 しかったため、

集落か ら幹線水路の間、幹線水路からJR線 の間 、JR線 か らそ の先 の3つ の ブ ロ ック内

で 、地 主 らご とに換地 を50a～1ha程 度 の標 準 区画 に集 団化 し、それ らを連担化 して1～2ha

の団地 を形 成す るに とどま った (Fig.3-3)。
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この地主 らが集落か ら遠い不利な場所への換地を受け入れず、地主ら同士の換地の集団

化が徹底 しなか ったのは、彼 らが50a～1ha程 度 の 区画 な ら担い手農家に農地を借 りて も

らえる と判断 したため と考え られ る。 実 際 、 この担い手農家は経営規模15ha程 度 に対 し本

人 と息子が耕作 してお り、労働力に余裕があって規模拡大を強 く求めているため、50a程

度の区画で も借 りている。 また、仮 にこの担い手農家に借地を断 られ ても、本地区には他

に経営規模5～10ha程 度の担 い手農家が23戸 あ り、50a～1ha程 度の区画であれば彼 らに借

地 を頼 めばよい。 こうした理由からこの地主 らは、巨大区画創出のためにあえて不利な場

所に換地を集団化しなかった と考 えられるのである。

た だ、 ここで挙げた地主 らの中には換地上の特殊地 (谷地 田) を除 く と水 田を0.8aし

か所有 していない者 がいて、 この地主は換地を集落から離れた ところに受けて他 の地主 ら

の換地 と集団化 し、1ha区 画を形成 して巨大区画に連担化 させている  (Fig.3-3のY)。 所 有

規模がきわめて零細で、 自分の換地だけでは区画が小さすぎて担い手農家に農地を借 りて

もらえないおそれがあるため、不利な場所への換地を受け入れて他の地主らや担い手農家

の換地に集団化 した もの と考 えられ る。

なお、耕作地の集団化が標準区画の50a～1ha程 度にとどま らず2ha程 度にまでなってい

るの は 、本 地 区 が2ha以 上 の生産団地 を地区の50%以 上つ くることで圃場整備 の事業費の

最大10%に 相当す る補助金が上乗せされる21世紀型水田農業モデルほ場整備促進事業の採

択 を受 けているためである。本 地 区 の事 業費 は10a当 た り約160万 円で、2haの 団 地要 件 を

クリアすれば平均的な所有規模  (1.2ha) の農家 で190万 円程 度 の補助 金 を得 るこ とがで き、

これ が換地の集団化 の促進要因 となった。
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Fig.3-2 五輪 崎 地区 の概要
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Fig.3-3 五 輪 崎 地 区 の耕 作 地 集 団化

(換地 計画原 案等 よ り作成)
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3-2 下伊場野地区

本地区も基本的には1ha区 画 と50a区 画の標準区画 で圃場整備 を行 ってお り、その中で1

区画だ け農業生産法人の耕作地の換地 を集団化 して6.2haの 巨 大 区 画 水 田 を創 出 した

(Fig.3-4)。 集 団 化 さ れ た の は 、 従前から農業生産法人に農地を貸 し出 していた地主9名 と

法人の代表者兼オペ レー タ1名 の所 有地 で あ る(Fig.3-5)。

五輪崎 地区と違 って本地区の場合、巨大区画水 田は地主 らの居住す る集落に近いところ

に配置 された。 そのため、彼 らは巨大区画内への換地の集団化 を受 け入れた。

一方、 巨大区画内にもともと従前地のあった 自作農家 らは巨大区画の外に換地を受ける

こ とに な る。 一見、 彼 らの換地は従前地 よりも集 落か ら離 されて問題にな りそ うだが、 本

地 区は地 区周辺 を取 りま くよ うに複数の集落が分布 してお り、彼 らの居住集落はこの巨大

区画の区域 か らやや離れた ところにあった。そのため、彼 らの換地は巨大区画の区域外に

出 され る こ とで 、居住集落か らの距離の近い場所 に位 置するよ うに計画 されてお り、彼 ら

もこの区域 での巨大区画水 田の創 出を受 け入れている。

Fig3-4 下伊場野地区の概要
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Fig.3-5下 伊 場 野 地 区 の耕 作 地 集 団化

一 時 利用地指定書等より作成
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3-3  臼井第一工区

本地区では、圃場整備事業の実施にあわせて事業地 区内の農地所有者 のほぼ全員か らな

る農事組合法人 (土地改良区の役員 らは 「地主組合」 と呼称) に約90%の 農地 を利用集積

した。地主組合 に参加 しなかったのは、自作の継続 を希望 した農家7戸 (全115戸 中) のみ

である。

自作農家7戸 の うちの6戸 はA集 落在住の農家で、換地処分でA集 落に近い区域 に集 団化

された (Fig.3-6)。 なお、A集 落 にもっ とも近い区域は、事業区域界 との関係 で圃場整備

後 も区画が不整形のまま残 るため、土地改良区では この区域を創設非農用地の区域 とし、

佐倉市に公園用地 として売却 してい る。A集 落の自作継続者の中には従前地が三角 田だっ

た者 もあ り、 この措置 により換地は整形化す るといったメ リッ トがあった。

このよ うに、本地区では換地処分によって自作継続希望者の所有地を事業地区内の相対

的 に有利な場所に集団化 し、それ によ り利用集積地が集団化 して、6.8haと3.5haの 巨大 区

画水 田を創 出 した。

ただ し、換地処分 によって利用集積地が完全に集団化できたわけではない。A集 落に近

い区域 の うち市道に接す部分については、利用集積 に応 じた農家が従前地を所有 してお り

換地 もその場所に固執 したため、A集 落 の自作継続者の換地 を配置す ることができなかっ

たのであ る (Fig.3.-6)。地主組合 では この部分 について、次章で述べる耕作地調整 によっ

て集団化 を行ってい る。
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Fig.3-6臼 井 第 一工 区 の耕 作 地集 団化

一 時利用地指定書等 より作成
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3-4  臼井第四工区

本地 区は3.4haの 巨大区画水 田を創 出 している(Fig.3-7)。 本地区も前記 の臼井第一工区

と同様、圃場整備事業 と同時に事業地区内の地主(貸 手農家)全 員(41戸)か らなる農事

組合法人(地 元農家 は 「地主組合」 と呼称)を 設立 してお り、地主組合が1戸 の担い手農

家に農地を貸 し出 した。担い手農家は水田経営面積が20ha程 度の稲作専業農家で、本地区

には農地を所有 していない。

本地区では、圃場整備事業実施前 は担い手農家への農地の貸出はほ とん どなかった。 し

か し、土地改良区では換地計画原案 を作成す る前に農家全員に対 して農地貸出の意向調査

を行 ってお り、担い手農家 に農地を貸 し出す者 と自作を続 ける者 とを明らかに していた。

土地改良区ではこの意向調査の結果 を用いて、個々の農家の換地を徹底 して1団 地に集団

化 した上で、さらに貸 出希望農家 同士の土地が集団化す るよ うに換地を定めた。その結果、

分散 していた貸手希望農家(地 主)の 従前地は、換地では担い手農家の耕作地 として50a

～1ha程 度の3つ のブ ロックに集団化 された(Fig.3-8)。

ただ、本地区内の沼に近い区域は、従前 は隣接する沼よ りも田面が低 い排水不良地で、

圃場整備後は客土に よって排水不良は解消 されたものの、換地計画原案作成頃は地主 らに

相対的に不利な区域 と思われていた。そのため、地主 らの換地をこの区域 に集 めることは

できず、耕作地 としての換地の集 団化は徹底 しなかった。地主 らも、耕作地 として50a～1ha

に集団化 していれ ば借手はつ くため、あえて不利 な場所の換地を受け入れ てまで区画面積

を拡大 しよ うとは しなかったもの と考 えられる。結局、沼に近い区域 はもともとこの区域

に従前地を所有 していた 自作農家 が換地を受 けている(Fig.3-9)。 その後、地主組合では

換地の集 団化が徹底 できなかった箇所 で耕作地の調整 を行って、中央の農 区を1区 画 とし

た3.4haの 巨大区画水 田を創 出 した(Fig.3-8)。

Fig.3-10は 、 こうした地主同士の換地の集団化が個々の農家の どの よ うな換地選定に よ

って達成 されたかを見 るため、換地設計基準で特殊地扱い された市道沿いの土地 を除 くす

べての農地について従前地 と換地の位置の移動距離 を求 めたものである。 これよ り、換地

は基本的 には従前地 の周辺 に定められているものの、小面積 の従前地の移動距離が比較的

大 きいこ とか ら、所有者 ごとの換地の集団化は面積 の大きい従前地の周辺に小面積の従前

地 を移動 させて行 ってい ることが読み とれ る。

その一方で、地主の小規模な従前地の中には、従前地が1団 地だったものでも従前地 ―

換地の移動距離が大 きいものがある。 これ らの換地はいずれ も他の地主の換地に集団化 さ
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れている。五輪崎地区の事例で も見 られたよ うに、こ うした極めて零細な従前地のみ を所

有す る地主は、担い手農家に借 りて もらえるだけの区画規模 を確保す るために、他の地主

の換地 に集 団化す るよ うな換地を求 めたのだろ う。 また、地主組合が設定 した小作料 が3

俵/10aと 周辺地区の相場 の1～1.5俵/10aよ り極 めて高かった ことも、こ うした換地の

集 団化 を促進 した一因 と考え られ る。

なお、巨大区画 を創 出 した区域の従前地 (底地) を所有 していた自作農家が換地を受け

た場所 を見 ると(Fig.3-9)、 巨大区画の外 に換地 を受けた自作農家は、基本的 には沼か ら

の距離が従前地 とほぼ等 しい区域 内に換地を受けてお り、住宅団地へのアクセスの点では

よ り容易な位置に換地を受けているものが多い。一部、沼の近 くに換地を受けた農家 もあ

るが、これは この農家の より大きい従前地が沼の近 くにあ り、これに集団化 したのである。

この ように、巨大区画の底地を所有す る自作農家は、換地処分によって従前地 よ りも有利

な位 置に換地を受け られ るのであれ ば、換地を巨大区画の外に受 けることに合意す る可能

性が高い。
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Fig.3-7臼 井 第 四工 区の概 要
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Fig.3-8 臼井 第 四 工 区 の耕 作 地集 団化

一時利用地指定書等 より作成
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Fig.3-9 臼井 第 四 工 区 の 巨 大 区 画 の 底 地 の 動 き

一時利用地指 定書等 よ り作成
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Fig.3-10 臼井第四工 区の従前地-換 地 の移動距離

換地計画書 、換地 図、従 前図等 か ら作成
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第4節 考察

以 下の考察では、原地換地せ ざるを得ない特別な条件の土地 を除いた一般的な水 田を対

象 とす る。特別な条件 の土地 とは、例えば 日陰地や谷地田等の圃場整備後 も大き く不利な

条件が残る土地や、幹線道路や住宅地に接する等の宅地転用の見込みのある特別有利な土

地等で、通常の換地設計基準で 「特殊地」 とされ る土地である。

4-1巨 大区画水田の創出位置～底地所有者の合意

利用集積に応 じた地主の土地を換地処分によって集団化して巨大区画水田を創出する場

合、巨大区画内に従前地(底 地)を 所有 している自作農家 らの換地を、巨大区画の外に定

める必要が生 じる。その際、巨大区画 を集落か ら近い等の圃場整備事業区域内の相対的に

有利 な場所に配置す ると、自作農家 らは換地を巨大区画の外に出す ことによ り換地が従前

地 よ りも不利 な場所 に移動することになるか ら、巨大区画外への換地 を受 け入れない可能

性が高い。そのため、巨大 区画は底地 を保有 している自作農家が巨大区画外に換地を受け

ることに同意 しやす いよ うに、事業区域内の相対的に不利な場所 に設定 され るもの と考え

られ る。

実際、五輪崎地区では集落から遠い従前の排水不良地という不利な条件の場所に巨大区

画水 田を配置 し、ここに分散 していた担い手農家 と地主の換地 を集団化 した。 こうした場

所でなけれ ば、巨大区画の区域内に従前地があった 自作農家の換地を区域外 に出す ことが

難 しいと、担い手農家や地主 らが判断 したためである。また、下伊場野地区では居住集落

近傍 とい う地主 らとって有利 な場所 に地主 らの換地を集めて巨大区画水田を創出 していた

が、 この場合 も巨大 区画内に底地を保有 していた 自作農家 らは、巨大区画の外 に換地を出

す ことで、そ こか ら離れた 自分 らの居住す る別の集落の近 くに換地を受けていた。 また、

臼井第一工区では、 自作農家 らの換地 を集落に近い場所に集団化することで、利用集積地

と 「自作地」の区域分 けを実現 していた。

4-2地 主の換地 を巨大区画 内に集団化する難 しさ

地主は、基本 的には この ように不利 な場所に配置 された巨大区画内への換地を受け入れ

な い 。

もちろん、地主 には担い手農家に農地を借 りて もらいたいとい う意向がある。そのため、
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巨大区画が不利な場所に配置 された場合でも、農地 を借 りてもらうために巨大区画内の換

地を受け入れる可能性があ りうる。 しか し、現在のわが国の一般的な稲作農業地域では、

担い手農家の経営規模拡大が不十分で労働力に余裕があるため、担い手農家は巨大区画で

な くて も数10a～1ha程 度 の区画 であれば農地を借 り受 けている。 そのため、地主は基本

的には巨大区画を創出する積極的な動機を持たず、巨大区画水田創出のためにあえて不利

な場所の換地 を受け入れ ることはない もの と考え られ る。

実際、五輪崎地区では大多数の地主 らが、集落からの距離が従前地 よりも遠い場所への

換地を忌避 し、従前地 の密集地付近に換地を集団化 して1～2ha程 度の団地を構成す るのに

とどまった。また、臼井第 四工区では地主 らが従前の排水不良地に換地 を集 めることを忌

避 し、従前地が近 い地主同士で換地を集団化 して、50a～1ha程 度の区画面積 を確保す る

のに とどまった。 これ らは、上述 したよ うに、地主 らは担 い手農家に農地 を借 りてもらう

ために換地 を集団化することはあって も、借 りてもらえるだけの区画規模が確保できて し

まえばそれ以上に換地を集団化する動機は薄れ、不利な場所への換地を受け入れてまで巨

大 区画内に換地 を集 めることは望まない ことを示す事例 と考えられ る。

4-3 地主が不利な場所への換地 を受け入れ る場合

このよ うに、地主は集落か ら遠 い等の不利な場所に創出 された巨大区画水田内への換地

を基本的には受 け入れない。地主がこ うした換地を受け入れ る場合 もあったが、それは以

下の ような特別 な理 由がある場合だった。

1) 所有規模がきわめて零細な地主の場合

所有規模がきわめて零細な貸手農家は、分散するみずからの従前地を換地で集団化する

だけでは区画面積が零細すぎて、担い手農家 に農地を借 りて もらえないおそれがある。そ

のため、 こ うした地主は担い手農家 に農地を借 りて もらうために、担い手農家の他の耕作

地に換地 を集団化す ることを望み、不利 な場所に配置 され た巨大区画であってもその中へ

の換地 を受 け入れ る可能性がある。五輪崎地区で所有規模0.8aの 地主が従前地 と比べて

集落か ら離れた場所 に換地を受け、他の地主 らの換地 と集団化 して巨大区画に連なる団地

を形成 した事例 は、 こうした換地の可能性 を示 している。

今後、米価が さらに下落 した場合、担い手農家が専業的な稲作経営を成立させ るために

は、経営規模 を数10ha以 上に拡大 して生産コス トを引き下げることが必要 になる可能性が
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高い。その場合には、担 い手農家は作業効率の より高い、よ り面積 の大きい区画を借地 と

して求めるよ うになるだろ う。そ うした場合 は、所有規模 が1ha程 度の一般的な地主であ

っても、所有地を集団化 しただけでは担い手農家が求 める区画規模 を確保できな くなる可

能性 もあ り、そのため、 こ うした地主で も集落から遠い等の不利 な場所 に創出 された巨大

区画内へ の換地 を受け入れ るケースが出て くるもの と推察 され る。

2) 地主が貸借関係の長期継続を求める場合

地主が 自分の所有地を担い手農家に長期間貸 りて もらうことを望んでいる場合は、地主

は集落か ら遠い等の不利な条件の場所 であって も、よ り安定 した貸借の継続が見込まれ る

巨大 区画内への換地を受 け入れ ることがある。

五輪崎地区では2名 の地主が不利 な場所の巨大区画への換地を受 けたが、彼 らと借手で

ある担い手農家の間には従前か ら10年 以上 も農地貸借が継続 してお り、小作料の支払いや

農地管理についての信頼関係があった。また、 この担 い手農家は地区最大の経営規模 を持

ち後継者 もあることか ら稲作経営の長期継続が見込まれ、地主 らに とっては貸 し出 した農

地を担い手農家か ら返 され る懸念も小 さかった。 こ うした理由か ら地主 らは この担い手農

家へ の農地の長期貸出を望み、集落か ら遠い従前の排水不良地 とい う不利な条件の場所で

あるにもかかわ らず、巨大区画内への換地の集団化 を受 け入れたと考 えられる。

4-4 巨大区画内に地主の換地を集める促進要素

この ように、換地処分による巨大区画内への利用集積地の集団化には、不利 な場所 に創

出 され る巨大区画水田への換地を地主が受 け入れない、 とい う本質的な困難性 がある。不

利 な換地 を受け入れる地主は、前項で挙げた ような特別 な条件 を持った農家である。

逆 に言 えば、 こうした特別な農家が多数存在す る地区では、換地処分 によって巨大区画

水田を創 出す ることも可能だろ う。その際、地主の不利 な条件の換地の受け入れ を促進す

る方策 として、以下のよ うなものが考え られ る。

一つ は、数ha規 模 の巨大区画水 田の創出を要件 とした、圃場整備事業費の上乗せ補助の

実施である。実際、五輪崎地区では、担 い手農家が耕作す る2ha以 上の連担地を圃場整備

事業地区内の農地面積の50%以 上にすれば圃場整備事業費が最大10%ま で上乗せ補助 され

る21世 紀型水 田農業確立対策モデル事業の補助金 により、巨大区画以外 の担 い手農家の耕

作地 も2ha以 上 に連担 していた。
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また、臼井第四工区で見 られたよ うに巨大区画 として貸 し出 された水 田の小作料を引き

上げることも、地主の巨大区画への換地の集団化を促進 しうる。担い手農家に とって小作

料 の引き上げは負担になるが、その分、経営面積が拡大できれば収益は減少 しない。 臼井

第 四工区の場合 も、地 区内の巨大区画水 田は新たに借 り受けた土地で、余剰の労働力 と農

業機械 を巨大区画の耕作に用いたため、高額の小作料 を支払っても担い手農家の稲作 によ

る収益は全体 として上がった。

4-5 巨大 区画 内の換地の減歩 ・事業費負担

本章で分析 した地区では、巨大区画 と小 区画 とで農家の事業費負担 と減歩 を区分け して

いない。農家は巨大区画、小区画のいずれ に換地を受 けたかに関わらず、面積に対 して一

律 に事業費 を負担 し、減歩 を受けている。

しか し、第6章 で述べ るよ うに、巨大区画水田は小用排水路等の圃場施設が省略 され、

圃場整備事業にかかる費用が小区画水 田よりも安 くなる可能性があるし、また、圃場施設

に要する減歩 も小 さくな るか ら、この点は今後検討 が必要 になる可能性がある。 巨大区画

内の換地の事業費負担 と減歩 とを軽減す ることができれば、巨大区画内への利用集積地の

集団化を促進できる可能性 もある。

第5節 小括

圃場整備事業で農地の利用集積 に同意 した地主の換地を集団化 して巨大区画水田を創出

す る場合の、集 団化のメカニズムについて検討 した結果、以下の点が明 らかになった。

(1) 巨大区画は集落か ら遠い等の圃場整備事業地区内の不利な条件 の場所に配置 される可

能性 が高い。

(2) 地主は基本的には不利な場所に創 出された巨大区画内の換地を受 け入れない。

(3) 地主の所有規模が極 めて零細だった り、地主が貸借関係の長期継続 を強 く望んでいる

といった特別 な条件 がある場合は、地主は不利な位置に創 出された巨大区画であって

も、その区画内の換地 を受 け入れ ることがある。

(4) こ うした特別な地 主 らの不利 な巨大区画内への換地の受 け入れを促進す る方策 とし

て、 巨大区画の創出を要件 とした補助金の交付や小作料の増額があ りうる。

―33―



第4章 耕作地調整による利用集積地の集団化

第1節 問題の所在

1-1 耕作地調整とは

耕作地調整 による巨大 区画内への利用集積地の集団化 とは、農地の所有権 とは別 に、そ

の土地 を耕作す る権利 (いわゆる 「耕作権」) のみを巨大区画内に集団化する方法である。

Fig.4-1は 利用集積 地を耕作地調整によって集団化 して巨大 区画水 田を創 出す る手法 につ

いて模式化 した ものである。

まず 、圃場整備前の事業実施地区の状態を示 したのがFig.4-1の アで、ほ場整備事業実施

前 の担い手農家 の借地は地区全体 に分散 している。

次いで、換地処分でいわゆる 「照応性」の原則 に従 い、 「母地換地」方式等で換地を所

有者 ごとに従前地の密集地付近等 に集団化す るよ うに定める。 これ により、担い手農家に

利用集積 された耕作地 (小作地、利用集積地) は、基本的には連担化せずに地主単位 で分

散す る。 また、巨大区画水 田の創 出を予定す る区域内には、 自作の継続 を希望する農家 ら

の換地が含 まれる (同イ)。

その上で、巨大区画創 出予定区域外の利用集積地の 「耕作権」を有す る担い手農家 と、

巨大区画内に換地を受 けた自作農家の間で 「耕作権」を交換 し、巨大区画内に担い手農家

の耕作地 を集 団化す るのである (同 ウ)。

1-2 耕作地調整の長所と問題点

耕作地調整に よる利用集積地の集団化の最大の長所 は、利用集積地の所有権 と 「耕作権」

を分離す ることによ り、所有権は換地処分で所有者 ごとに換地の 「照応性」を確保 して配

分す る一方で、「耕作権」のみを集 団化 して巨大区画内に集団化できるとい うことである。

これによ り、前章で示 した換地処分 による巨大区画内への利用集積地集団化の本質的な困

難性は回避 され る。

しか し、その一方で問題点 もあ りうる。一つは、 自作継続農家 が耕作地調整を受け入れ

る動機付けである。す なわち、耕作地調整 を行って巨大区画水 田を創 出する場合、巨大区

画予定区域 内に換地 を受 けてい る自作農家 らは巨大区画の創 出か ら直接的なメ リッ トを受

けない。そのため、彼 らが耕作地調整に応ず るか どうかが耕作地調整の成否のポイン トに
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なると考 えられ るのである。

も う一つは、担い手農家 に農地を貸 し出 して換地は巨大区画の外に受けた地主が、自作

継続農家 との新たな農地貸借関係に切 り替 えることを受 け入れ るか、 とい うことである。

担い手農家 と違 って 自作農家は一般 に零細かつ兼業で、将来にわたる安定的な農地の貸借

関係 は期待できない。 また、農地や 圃場施設の維持管理が粗放的になるおそれ もある。地

主が このよ うな 自作農家に、あえて農地の貸借関係 に切 り替えるためには、やは りなんら

かの措置が必要 だろ う。

そ こで、以下ではこ うした問題点に留意 して、実際 に耕作地調整 によって利用集積地 を

集団化 して巨大区画水 田を創出 した地区を中心に事例分析 を行い、耕作地調整による巨大

区画水 田創出の可能性 と、上記問題点への対応策について検討 を行 った。
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ア)ほ 場整備前

イ)所 有者ごとに従前地 を集団化 した換地

ウ)耕 作地調整による担い手農家の
耕作地集団化

Fig.4-1耕 作地調整 による巨大 区画水 田創出予定区域への利用集積地の集団化
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第2節 調査対象地区

2-1 調査対象地 区の選定

まず、前章で記 した、平成10年 ～11年 に実施 した全国の道府県庁の圃場整備事業担当者

を対象 に電話で聞き取 り調査等か ら得 られた3ha以 上の巨大区画水 田を創 出 した5地 区の

中か ら、耕作地調整 によって利用集積地を集団化 して巨大区画水田を創 出した河合地区 (福

井県福井市)、 臼井第一工区 (千葉県佐倉市)、 臼井第 四工区 (千葉県佐倉市) の3地 区

を調査対象地区 とした。

また、巨大区画水 田の創出にまでは至 らなかったものの、1～2ha程 度 の区画での圃場整

備 を行い、耕作地調整 を行って担い手農家の耕作地を数ha以 上の団地 として集団化 した南

張地 区 (三重県浜島町)、 白浜地区 (熊本県熊本市) か らも、耕 作地調整 の実現 に有用 な

情報が得 られたため、これ らも調査対象地区として加 えた。

2-2 調査 対 象地 区の概 要

調 査対 象 地 区 の概 要 をTable4-1に 示 す。

Table4-1 調 査対 象 地 区の概 要

※地区面積はいずれ も水田面積

※集積面積は担い手農家 らの耕作地面積 の合計

※河合地 区は未施工の第一工区 (43ha40戸) を除く

(事業計画書等の資料 と聞き取 り調査により作成)
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第3節 耕作地調整による巨大区画内への利用集積地集団化の事例分析

3-1 河合地区

本地区は圃場整備事業の着工と同時に1つ の営農組合 を設立 し、この組合に事業地区の90

%以 上の農地を利用集積 し、利用集積 され た農地 を集団化 して、営農組合の耕作地 として

最大5.1haの 巨大 区画水 田を創出 した。

未施 工区域 (Fig.4-2) の農家 を除 くと、圃場整備事業地区内に農地 を所有 しているのは143

戸。 その うち、組合設立当時に稲作を行っていたのは82戸 。営農組合 には当時の耕作者の

うち79戸 の農家が組合員 として参加 している。 また、未施工区域か らも19名 の農家が組合

員 として参加 している。 オペ レー タは9名 登録 してお り、 この うちの専業農家1戸 を中心に

耕作 を行 っている。組合員 は農業機械の購入費や農業施設の建設費 として年間10aあ た り

22,000円 程度 を出資す る一方、配 当として40,000円 程度を受け取っている。

本地区の場合、換地計画原案 を作成する時点では どの農家が農地 を貸 し出すか不確定だ

った。そのため、換地はあ くまで所有者 ごとに集団化 し、営農組合の耕作地 としては集団

化 しなか った。また、区画は最大100m×500mの 農区均平を行 った ものの、小用排水路は200

m間 隔、給水栓 と排水 口は30m間 隔で配置 し、零細 自作農家が耕作を希望 した場合、畦畔

さえ入れればいつでも30a区 画 で利用できるよ うに整備 した。

地元の土地改 良区では、事業計画 当初 か ら面工事直後 の2年 間 (平成11～12年) は、農

地の整地 を兼ねて営農組合が地区の水 田のすべてを耕作す るよ うに決めていた。 この間、

営農組合 は農 区をそのまま1枚 の耕 区 とし、大型機械を用いて耕作 していた。 この間に前

記の ように営農組合への農地の利用集積が進み、結果 として営農組合の耕作地の集団化 も

進んだ。

しか し、平成13年 になって も営農組合 に参加 しなかった農家が3戸 あ り、また、営農組

合 に参加す る一方で飯米用の水田の確保 を望む農家等 も8戸 あった。彼 らの換地予定地は

事業地区全体に分散 してお り、その場所で耕作 され ると営農組合 の耕作地は巨大区画の状

態 を保 てなくなる。そのため、営農組合ではこうした農家 と話 し合って耕作地を調整 し、

営農組合 の耕作地を巨大区画 として残す ように した。

耕作地調整の対象 となった自作継続希望農家は、Table4-2に 示 した11戸 である。耕作地

調整に応 じた農家に対 し、営農組合か らは特に代償 は支払われていない。彼 らがこ うした

耕作地の変更に応 じたのは何故だろ うか。
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まず、A01～C03の 農家 については、営農組合 に参加 して配当を受けてお り、営農組合

の作業効率が高 くなれば、それだけ配 当も高 くなるとい うメ リッ トがある。 このため、耕

作地の調整 を受 け入れて、営農組合 の耕作地の巨大区画化 に協力 したもの と考 えられ る。

また、耕作地の調整 によって、彼 らの耕作地は集落近辺の通作に有利な場所に移動 してい

る(Fig.4-2)。 こうした有利 な場所への土地 の移動 も、彼 らが耕作地調整 を受け入れた動

機付 けとなっただろ う。 さらに、B02、C01～03の 農家は耕作面積 が比較的大き く、 これ

だけの面積 をそれぞれの換地予定地で耕作す ると、耕作地は2～4団 地程度に分散 して し

ま う。耕作地調整 によって彼 らの耕作地は1区 画に集団化 されてお り、 こうした耕作地集

団化のメ リッ トも彼 らが耕作地調整に応 じた理由の一つだろ う。

一方 、D01～03の 農家は営農組合 に参加 してお らず、営農組合の作業効率が上がった と

ころで配 当増等の直接 の利益は得 られない。 しか し、D0Iの 農家 も耕作地調整によって耕

作地 を一箇所 に集 団化 できるメ リッ トがあった。1.2haと0.8haに 分かれ ていた換地予定地

を耕作地調整 し、耕 作地 を2haの1団 地に集団化できたのである。

なお、現在、この農家は この団地のその他の換地取得予定者 の合意 を得た上で、この2ha

の団地すべてを施設園芸用地 として利用するために盛土 している。換地予定者が こうした

盛土 に合意 したのは、盛土が農業上の利用を目的 としてお り、住宅等に農地転用す る場合

と違 って土地の返却時にそれ ほど大きな問題が生 じないため、 と推察 され る。

また、D02とD03の 農家は耕 作地調整 によって耕作地が事業区域外の営農組合 の元耕作

地(Fig4-2)に 移動 した。 この水 田は集落から離れた場所 にあるため、一見彼 らは不利 な

耕作地を受 け入れた ように見えるが、そ うではない。本地区は農区均平の際に地区外で実

施 された河川改修 の工事残土を客土 してお り、そのため工事直後の水 田からは礫が多数 出

て、耕作 に支障が生 じていた。D02とD03の 農家 はこれ を嫌い、礫除去の必要のない事業

地区外の水 田を自分 らか ら耕作地 として望んだのである。

一方、耕作地調整に伴 う地主の借手変更については、前記のよ うに自作続行者11名 の う

ち8名 は営農組合 に属 してお り、組合の一員 として耕作 を行 っているか ら、借手 は営農組

合のまま変更 してお らず、問題はなかった。営農組合に属 していない3名 の 自作農家の耕

作地 についても、耕作地調整後、 自作農家への借手の変更は行 っていない。農地の保全お

よび小作料 の支払い等はすべて営農組合が責任をもって行 ってお り、 これによ り地主は実

質上 の借手変更に伴 う不安 を緩和 させてい る。
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Fig4-2河 合地区の耕作地調整

事業計画平面図 と営農組合での聞き取 り調査等よ り作成
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Table4-2河 合地区で耕作地調整に応 じた自作農家

※営農組合での聞き取り調査により作成

※A01～A03は 所有地の一部を営農組合不加入地 とした農家

B01～02、C01～03は 所有地のすべてを営農組合加入地とし、

その一部の面積を自分で耕作地 している農家

D01～D03は 営農組合に参加 していない農家
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3-2 臼井第 一 工 区

前章で示 した ように、本地区では90%以 上の農家が 「地主組合」に参加 して農地 を利用

集積 してお り、 自作の継続 を希望 した農家は115戸 の うち7戸 のみだった。 このように農地

の利用集積 が進展 した ことと、前章で見た換地処分による集団化 によって、利用集積地の

換地はほぼ集団化 し、6.8haと3.5haの 巨大区画が創出 され た。

その上で、地主組合 は さらに事業地区内の 自作希望農家 との間で耕 作地 を調整 して、

3.5haの 巨大区画を4.7haに 拡大 した。地主組合は利用集積 した農地 をま とめて2名 の担い手

農家に貸 し出 している (兼坂: 1985)。

耕作地調整 は地主組合 とA集 落在住の 自作希望農家6戸 の間で行 われ た。Fig.4-3とFig.4-4

に耕作地調整 による 自作希望農家 らの耕作地の移動 を示す。耕作地調整によって地主組合

に利用集積 された水 田の集団化が さらに徹底 し、巨大区画水 田の規模 が拡大 していること

がわかる。

本地区で耕作地調整に応 じた 自作農家には、前記 の河合地区のよ うに耕作地調整によっ

て耕作地が集 団化 した り、特別有利 な土地 に移動す るといった メリッ トは見あた らない。

また、後述する白浜地区のよ うに担い手農家の耕作地の集団化によって補助金が得 られ る

こともない。

それに もかかわらず、彼 らが こうした耕作地の調整 に応 じたのは、調整に応 じなかった

場合 に生 じる地主組合 との不和 を回避 したためと思われる。す なわち、この地区の農地所

有者全員が加入 している地主組合 との関係 を悪 くす ると、地域 での社会的関係が保てなく

な るおそれ がある。また、彼 らはいずれ も兼業農家で農業後継者がお らず、将来、稲作農

業をや めて農地 を貸 し出す可能性 が高い。そ うした場合には、 この地主組合に耕作を依頼

す る可能性 もあるだろ う。 これ らの理由から、彼 らは、耕作地調整に応 じて、地主組合 と

の良好 な関係 を保つ よ うに したもの と推測 され る。
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Fig.4-3臼 井 第 一 工 区 の 自作 希 望 農 家 の換 地

一 時 利用地指定書 と聞き取 り調査 に より作成
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Fig.4-4臼 井 第 一 工 区 の耕 作地 調 整

一時利用地指定書 と聞き取 り調査 によ り作成
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3-3臼 井第四工 区

前章でも述べたよ うに、本地区では換地処分による集団化 と耕作地調整 による集団化を

組み合わせて、3.4haの 巨大区画水田を創出 した。

本地区の場合、土地改良区が圃場整備事業の実施 に先だって、事業に参加する農家 に営

農意向調査 を実施 して、農 地の貸出を希望する農家 と自作継続を希望す る農家 とを明確に

した。 そ して、貸手希望農家 (地主) の事業地 区内の農地をすべて農事組合法人 (地区の

役員は 「地主組合」 と呼称) に利用集積 した。 自作農家は地主組合には参加 していない。

その上で土地改良区は地主組合に利用集積 された土地を集団化す るように換地計画原案を

作成 した。 こうした取 り組み によ り、地主組合 に利用集積 された水 田の換地予定地はかな

り集 団化 した (Fig.4-5)。

しか し、事業区域 の うち、隣接す る沼付近の区域 は従前の標高が沼の水面 よりも低い湿

田で、農家か らは不利な条件の土地 と思われていたため、 この区域に地主の換地 を集 める

ことはで きなかった。その結果、事業地区中央の農区には、地主組合 に農地 を利用集積 し

なか った2戸 の農地 が残 った。1戸 は 自作農家 (Fig.4-5のA) で、1戸 (同B) は事業実施

前か ら従前地 を借 りていた零細 な借地農家である。

そ こで地主組合は彼 らと耕作地調整 を行 って、彼 らに事業地区中央 の農 区の外で耕作 し

てもらい、中央の農 区を地主組合の耕区 (巨大区画) とした。また、彼 らの耕作地調整後

の耕 作地面積 を交換前の面積 とほぼ等 しくするため、彼 らの耕作地調整後の土地の隣接地

を耕作す る小規模借地農家Cに も耕作地調整 に協力 して もらってい る (Fig.4-5)。地主組

合 と農家A、B、Cは 相対で耕作地を交換 してお り、交換先の農地所有者 との間で新たな

貸借関係 は結んでいない。

以上の農 地の利用集積 と集団化の進展を受けて、土地改良区は地区中央の農 区を巨大区

画 水 田 と して整 備 し、 3.4haの 巨大 区 画水 田 を創 出 した 。整備後、地主組合は この巨大区

画 を1戸 の担い手農家に貸 し出 した。

耕作地調整 に応 じた3戸 は、地主組合や担い手農家か ら特別 な代償 は受けていない。ま

た、沼の近 くの農地はた しかに圃場整備前 は湿 田であった ものの、圃場整備後は客土によ

って他 の水 田と同 じ高さにまで嵩上げ され てお り、耕作地調整で耕作地の土地生産性が良

くなった とはいえない。また、耕作地 と集落の距離 も目立って近 くなってはいない。彼 ら

が交換 に応 じた理由は何だろ うか。

これは、基本的には前記の臼井第一工区 と同様、耕作地調整に応 じることで、この地区
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の水 田農業で中心的な役割 を担 っている地主組合 との不和 を回避 し、地域における良好な

社会的関係 を保 った もの と思われる。

また、 自作希望農家Aに ついては、耕作地調整 を行った2年 後には離農 して地主組合に

農地 を貸 し出 してお り、 こうした離農志向の強い自作農家だった ことが耕作地調整 を受 け

入れた要因の一つ になっているもの と思われ る。 こうした離農志 向の強い農家の場合、 自

分の所有地 (換地) は巨大区画水 田の中に集団化 して担い手農家 に借 りてもらい、当面の

耕作地 としては他 の地主 らか ら借 りた方が よい。その方が、将来 自分が離農 した場合、所

有地 に借 手が確 実についているか らである。 こ うした理由もあって、この農家は耕作地調

整 に応 じたもの と推測 され る。
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Fig.4-5 臼井 第 四 工 区 の耕 作 地 調 整

一 時利 用地指定書 と聞 き取 り調査 によ り作成
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3-4 南張地区

本地区では、圃場整備事業の実施 とほぼ同 じ時期に事業地区内の農家全員か らなる営農

組合 を設立 し、 この組合に事業地区内の農地の50%以 上を利用集積 (全作業委託) した。

現在、営農組合 ではオペ レー タ1名 が20haを 耕作 している。利用集積に同意 した農家は61

戸 (事業地区の農家 の約75%) である。

本地区 も前記の臼井第四工区 と同様、営農組合への農地の利用集積 を希望す る農家 (61

戸) と自作継続 を希望す る農家 (18戸) とが、換地計画原案を作成す る段階ではっきりと

分かれていた。 しか し、本地区は谷地 田であ り水田ごとの区画形状や法面の大小等の条件

差が圃場整備後 も大 きく残 るため、換地 を従前地の位置か ら離 して定 めることが難 しく、

営農組合に利用集積 した地主の換地 を徹底 して集団化す ることはできなかった。

一方、 本地 区は21世 紀型水田農業モデルほ場整備促進事業の採択を受けてお り、地区面

積の50%以 上を経営規模5ha以 上の担 い手農家の耕作す る2ha以 上の連担地 とす ることで、

最大で圃場整備 事業費の10%に 当たる補助金 (助成金) の交付を受けられ る可能性があっ

た。 そ こで土地改良区では、事業地区中央の比較的平坦で1ha程 度 の区画規模 を確保でき

る区域 を営農組合 の生産団地 として指定 し、この区域内に換地を受けた 自作希望農家につ

いては耕作地調整 を行って生産団地 の外 に彼 らの耕作地 を移 し、営農組合 の耕作地の連担

化 を行 った。 こ うした耕作地調整によって、 自作農家の耕作地は地区の縁辺部の不整形な

水 田に追い出 され るかたちになった (Fig.4-6)。耕作地調整 に応 じた 自作農家 は、13戸 に

のぼ る (Table4-3のA01～A13)。

自作希望農家 がこ うした不利 な場所への耕作地の調整 を受け入れたのは、基本的には前

述 の21世 紀型水 田農業モデルほ場整備促進事業の要件 を満たすためであろう。本地区は谷

地 田であるため圃場整備 事業費が312万 円/10aと 高 く、事業費の10%に 当たる助成金は

平均的 な所有規模 (44a) の農家 で141万 円の事業費負担金の軽減になる。 こうしたきわ

めて大きい金銭的 メ リッ トがあったため、 自作希望農家 らは耕作条件が不利 な土地であっ

て も耕作地 の調整 に同意 したもの と考えられ る。

また、これ に加 えて土地改良区では、Table4-3に 示す ように耕作地調整 に応 じた自作農

家に対 し、調整 後の耕作地を集団化 した り (7戸)、 耕作面積 を増やす (5戸) といった配

慮 をしてい る。 こうした措置も耕作地調整を促進す る要因 となったもの と考え られ る。
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Fig.4-6南 張 地 区 の耕 作 地 調 整

事業計画平面 図 と聞き取 り調 査等 よ り作成
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Table4-3 耕 作 地 調 整 に よ る 農 家 の メ リ ッ ト (南 張 地 区)

(土 地 改 良 区 資 料 「生 産 団 地 集 積 状 況 図 」 等 よ り作 成)

※Aは 耕 作 権 交 換 を 実 施 して い な い 農 家 、Bは 実 施 し た 農 家

※面 積 は い ず れ も ほ 場 整 備 事 業 区 域 内 の 面 積
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3-5 白浜地 区

本地区は圃場整備事業の実施 とほぼ同時に事業地区の農家全員が参加す る営農組合を設

立 し、地区のすべ ての水 田を営農組合 に利用集積 した。現在、地区の全水 田50ha) を営農

組合のオペ レータ8名 が耕作 している。

本地区の場合 、事業計画当初か ら新 たに施設園芸 を開始する意向の農家が42戸 あ り、電

気の手当や通作 に便利な集 落近傍の区域に換地 を受 けることを望んでいた。 しか し、本地

区は海 に近いため農作物は潮風による塩害 を受 けがちで、農地の価格 は海岸か らの距離に

よって大 きく異なってお り、施設園芸希望者 の換地は集落近傍に集団化できず、事業地区

の全体 に分散 した (Fig.4-7)。

施設園芸 がこのよ うに地区内に分散 した状態て開始 されると、営農組合 の稲作の作業効

率は低 くなる。 そのため、営農組合では、 こうした施設園芸希望者の農地 も含 めてすべて

の事業地区内の農地を一旦営農組合に利用集積 し、施設園芸希望者 の耕作地を集団化す る

よ うに耕作地 の調整 を行 った (Fig.4-7)。 その結果 、42戸 の農家が集落近傍に63,110m2の

施設 園芸用地 を確保 した。 これ は彼 らの換地面積 の合計153,559m2の41%を 占める。残 り

の59%は 水 田として営農組合 に耕作を委託 している。

施設園芸希望農家がこ うした耕作地の調整に応 じた理由 としては、耕作地調整 に応 じる

ことで集落近傍 の施設園芸に適 した区域の土地を確保できた ことがある。また、施設園芸

農家 の うちイチ ゴを栽培す る農家15戸 は、1団 地 当た りの換地面積 が平均1499m2と 小 さか

ったが、耕作地調整に よっていずれ も3000m2程 度の団地 を確保 できている。 こうしたメ リ

ッ トがあったため、彼 らは耕作地調整 を受け入れた ものと考え られる。
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Fig.4-7 白浜 地 区の 耕 作 地 調 整

事業計画平面図等より作成
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第4節 考察

4-1 耕作地調整による巨大区画創出の可能性

臼井第四工区で見 られたよ うに、巨大区画水 田が圃場整備事業地区内の不利 な場所に配

置 された場合、地主 は担い手農家への農地の利用集積 を受け入れた場合でも、巨大区画内

への換地集団化は受 け入れない場合がある。 また、河合地 区や 臼井第一工区で見 られたよ

うに、換地計画原案を作成 した後で農地の利用集積 が進んだ場合は、換地計画原案の変更

が難 しいため、農地 の利用集積 に応 じた地主の換地 を巨大区画内に集 めることは難 しい。

これ らの場合 は、利用集積 に応 じた地主の換地が巨大区画の外に分散す る一方、巨大 区画

内には 自作継続を希望す る農家の換地が残 る。 このよ うに、換地 による耕作地の集団化だ

けでは、巨大 区画の創 出が困難な場合があるのである。

しか し、こ うした場合で も、巨大 区画内に換地を受けた 自作農家 らと、巨大区画外に換

地を受 けた利 用集積地の耕作者である担い手農家 との間で、 「耕作権」を交換調整す るこ

とで、巨大 区画内に担 い手農家の耕作地 を集団化 し、巨大区画水 田を創 出することができ

る。実際、本報 で事例分析を行った地区は、いずれ もこ うした耕作地調整の手法を用いて

担 い手農家 の耕作地を集団化 し、数ha以 上の巨大区画水 田を創 出 していた。

4-2 自作農家が耕作地調整 に応 じる場合

前記のよ うに、耕作地調整 を行 って巨大区画水 田を創 出する場合、巨大区画内に換地 を

受 けている自作農家や零細借地農家は巨大区画の創 出か ら直接的なメリッ トを受 けない。

そのため、彼 らに耕作地の調整 に協力 してもらって巨大区画外 に耕作地 を移 してもらうた

めには、彼 らに対 して巨大区画創出以外の何 らかの動機付けが必要になる。本報 で研究対

象 とした地区では、 こうした動機付け として以下のよ うな ものがあった。

1) 耕作地の条件が有利になる場合

河合地区では、巨大区画内に換地を残 した 自作希望農家の多 くは、換地を数 カ所に分散

して受 けていた。 これ らの地区では耕作地調整 によって彼 らの耕作地を巨大区画外に出す

際 に、それ ぞれの耕 作地 が1団 地に集団化す るように配慮 していた。 このよ うに、圃場整

備後 も個々の 自作農家 らの換地が分散 している場合は、耕作地調整による耕作地の集団化

が自作農家 らの耕作地調整 を受 け入れ る動機付 けとな りうる。
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また、河合地区では自作希望農家の耕作地 を通作に有利な集落に近い場所や、石礫 除去

の必要がない圃場整備事業地区外の農地 に移 していた。 このよ うに、耕作地調整 によって

条件のよい耕作地が得 られ るのであれば、これ に同意する自作農家 もある。

さらに、 臼井第四工区では一部の自作農家が耕作地調整 を行ったことで耕作地の面積が

所有地の面積 よ り大き くなっていた。 自作希望農家が耕作面積の拡大を希望 している場合

は、 このよ うな耕作面積の拡大 も自作希望農家が耕作地調整 に応 じる動機付け となる。

2) 所有地の一部を担い手農家に貸出 している農家

河合地区で見 られた ように、自作の継続 を希望す る農家の中には、飯米 を確保できる程

度の面積 の水 田を 自分の耕作地 として確保 した上で、残 りの水田を担い手農家に貸 し出 し

ている農家 がある。 こ うした農家は自作農家であると同時に地主で もあ り、担 い手農家の

耕作地が集団化 ・巨大区画化 して農作業の効率が上がれば、 より高額な小作料や配 当とい

う直接的メ リッ トを得 られる可能性がある。そのため、 こうした農家は耕作地調整 に同意

す るもの と考え られ る。

3) 離農志向の強い 自作希望者

臼井第 四工区では、 自作希望農家が耕作地調整 によって巨大 区画の予定区域外 に耕作地

を うつ したが、この農家 は2年 間だけ耕作を行 った後 に離農 していた。離農後 のこの農家

の換地 と耕作地 は、いずれ もこの農家 と耕作地を調整 した担い手農家が耕作 している。

このよ うに、近い将来離農 して担い手農家に農地を貸 し出す ことを想定 している農家は、

担い手農家 との耕作地の調整 を受 け入れ る可能性が高い。耕作地調整に応 じることで 自分

の換地は担い手農家に借 りてもらえることが確定 し、離農後に借手がつかなくなる不安が

なくなるか らである。

本報 で研 究対象 とした地 区の場合 、河合地区で施設園芸を行っている専業農家 を除 くと、

ほとん どの農家は零細な稲作農家で、将来の離農 を視野に入れているもの と推測 され、 こ

うした 自作農家の離農志向によって耕作地の調整が実施 しやす くなっていたことも考 えら

れ る。

4) 補助金

南張地区では、圃場整備事業 と一体的に実施 され るソフ ト事業である21世 紀型水田農業
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モデルほ場整備促進事業の採択 を受けてお り、地区面積 の50%以 上を経営規模5ha以 上の

経営体の耕作す る2ha以 上 の連担地 にす ることができれば、圃場整備事業の補助率が最大

で10%上 乗せ され る可能性 があった。そのため、 白浜地区の自作希望農家 はこのソフ ト事

業の採択要件 をク リアす るために、耕作地調整後の水田が耕作条件の不利 な不整形地 にな

る場合です ら耕作地調整 を受け入れ ていた。 こ うした ことか ら、担い手農家の耕作地集団

化を要件 とした圃場整備事業費の補助金の上乗せ は、 自作希望農家が耕作地調整 を受 け入

れ る大きな動機付 けになるものと考 えられる。

また、本報で示 した地区では見 られなかったが、担い手農家が自作希望農家の転作割 り

当て面積 を引き受 ける場合は、巨大区画内に換地を受 けた 自作希望農家は耕作地調整に応

じて巨大区画を担い手農家の転作ブロックとすることで、転作奨励金の団地加算金が得 ら

れ る可能性がある。 こうした補助金 も自作希望農家が耕作地調整 を受 け入れる要因になる

だろ う。

5) 集落内や地域内の社会的関係

本報 で研 究対象 とした地 区は、いずれ も集落や事業地区内の農家のほぼ全員が参加す る

営農組合等 を設立 してお り、ここに農地を利用集積 していた。 自作継続 を希望す る農家で

あっても、 このよ うな自分 が所属する集落等の農家のほぼ全員が参加す る営農組合等か ら

耕作地の調整 を申し込まれ た場合は、不本意ではあって も集落内での社会的関係 を保つた

めに耕作地調整 に応 じることもあると思われ る。 臼井第一工区の事例は、前項までに挙げ

た自作農家が耕作地調整を受 け入れた どの場合 にも当てはま らず、こ うした地域 内の社会

的関係 を保つために耕作地の調整 に応 じた とものと推察 される。

4-3 地主の意 向

前記 した ように、耕作地調整 は、正式な法手続 をとった場合、担い手農家と地主の農地

貸借関係 を解消 し、新たに担い手農家 と自作継続農家、 自作継続農家 と地主の間にそれぞ

れ貸借 関係 を結ぶ ことによって実現す る。 しか し、耕作地調整の対象 となる地主は、担い

手農家 との貸借関係 を破棄 し、実際の耕作者である自作継続農家等 と新たに貸借 関係 を結

ぶ ことを忌避す る可能性 が高い。経営規模 が零細で兼業の自作農家等は、担い手農家に比

べて将来営農規模 を縮小 ・断念す る可能性が高 く、地主にとっては農地貸借関係が継続 さ

れないおそれ があるか らである。
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実際、調査対象地区では、いずれ も担い手農家 と自作希望農家等の耕作者同士の合意に

よって耕作地調整 を行 っていた。地主 と耕作地調整後の実際の耕作者 である自作希望農家

との間に新たな貸借契約 は結ばれてお らず、地主に対す る農地の管理責任や小作料の支払

いは担い手農家 が負ってい る。担い手農家 と地主の貸借 関係 が継続 しているのである。

4-4 法制度上の問題点および対応策

前項のよ うな耕作者 同士 (担い手農家 と自作継続農家) の話 し合いによる耕作地調整は、

現行の法制度上の問題が ある。現在の主要な農地貸借 は農業経営基盤 強化促進法の利用権

設定によって行 われているが、 この農地貸借では、担い手農家 が地主か ら借 り受けた農地

を 自作農家等に貸 し出す といった、いわゆる農地の 「又貸 し」を認 めていないか らである。

これ を正式 な法手続 を踏 まえた ものとし、かつ、地主の合意が得 られ るようにする方式 と

して、以下のよ うなものが考えられ る。

1)「 裏書 き」方式*

地主 と自作継続希望農家が新たに農業経営基盤強化促進法に基づいた農地貸借 (利用権

設定) を結ぶ際 に、農業経営基盤 強化促進法 の手続き とは別 に担い手農家が地主に対 して、

小作料の支払い、農地お よび圃場施設の管理等について責任 を持つ旨を約束す る、 とい う

方式 である。 これによ り、地主が 自作希望農家の農地管理等 に不満を持った場合は、担い

手農家 にその点 を改善す るよ う求めることができるか ら、地主の 自作継続農家への農地貸

出の不安 は軽減 され 、貸借契約 の促進が期待 される。

*佐 藤洋平教授 (東京大学) の提案による。

2) 農用地保有合理化法人の活用

農協や地方公共団体 の農業開発公社等は、農用地保有合理化法人の認証 を受 けることが

でき、認証を受 けると農地貸借 (農業経営基盤強化促進法の 「利用権」) の仲介 をするこ

とができる。地主は農用地保有合理化法人に農地 を貸 し出 し、借手農家 は農用地保有合理

化法人か ら農地を借 り受 けることにな る。

圃場整備事業実施地区を対象 とした農用地保有合理化法人が存在す る場合 は、 こうした

法人を耕 作地調整 の媒体 として活用す る方式があ りうる。 これ により、地主が農地 を貸 し

出す相手は農用地保有合理化法人 とな り、地主が零細 自作農家 に農地を貸 し出 した場合 に
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生 じうる農地管理等 に関す る不安は解消 され うる。

3) 農業生産法 人等による耕作地調整

圃場整備事業実施地区において、担い手農家、地主、 自作農家の全員を組合員 とす る農

家農業生産法人 を設立 し、そこに全員 の農地 を一旦貸 し出 して、地区を 自作希望農家が耕

作す るゾー ンと担い手農家が耕作す るゾーンとに分け、それぞれ耕作す る方式である。地

主は農地 を農業生産法人に貸 し出す ことになるため、前項 と同様 、自作農家 に農地 を貸 し

出す ことに対す る不安は解消 され うる。

前記 したよ うに河合地 区では11戸 中の8戸 の 自作継続農家が営農組合 に属 してお り、こ

の方式 に近い耕作地調整が実施 された ものと考 えられる。

4) 現行制度の改正

この他 、前節 の耕作地調整 の法制度上の問題は、現在の農地法、農業経営基盤強化促進

法等の法制度の改正によっても解消 され る。

もっ とも単純 な考え方は、農地利用権の 「又貸 し」を認 める、 といったことだろ う。地

主か ら一定期間の利用権 を得た担 い手農家は、その期間内で他者に利用権 をさらに設定す

ることを可能にす るのである。 これは、本章で実態を明 らかに した耕作地調整 を法制度上

も認める とい うことで、地主は担い手農家 との間の貸借関係を保持 できるため、 この よう

な方式を受 け入れ る可能性 はかな り高いものと言 える。ただ、この制度改正は、農地の利

用権に対す る考え方を根本 か ら考え直す必要が生 じるおそれ もあ り、 きわめて慎重 に検討

す る必要 があ り、現状では実現が困難 のように思われ る。

それよ りも容易かつ有効 な制度改正 としては、圃場整備事業 に関わった集落組織等を農

用地保有合理化法人 として認証できるよ うにする、 といった ことが考え られ る。実際、本

章で検討 したいずれ の地区でも、こ うした集落組織等の団体が耕作地調整に関す る合意形

成や事務処理等 を行 ってお り、これが合法的に耕作地調整 (利用権の再配分) を行 えるこ

とになれ ば、今後、耕作地調整 に係 る農地制度上の問題 は、円滑に処理できるようになる

もの と考 えられ る。

4-5 耕作地調整に応 じた自作農家の事業費 ・減歩の負担

前章で見たよ うに、巨大 区画水 田は小用排水路等の圃場施設が省略 され、圃場整備事業
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にかかる費用 と減歩 が小区画水 田よ りも軽減 されることか ら、小区画に換地 を受 けた農家

と巨大 区画に換地を受 けた農家 とで事業費 ・減歩の負担 を分 けて考 える必要が生 じうる。

耕作地調整 の場合 もこの問題は生 じる。 さらに、耕作地調整の場合は、 自作継続希望者

が巨大 区画水田に換地 を受けなが ら、実際に耕作地 として利用するのは小区画水 田等にな

るため、問題 は複雑化す る。 巨大区画水 田に対す る事業費 ・減歩負担の軽減措置 をとった

場合 、負担が軽減 され るのは基本的には巨大区画内に換地 を受 けた自作継続希望者になる

だ ろ うが、何 らかの事情で巨大区画水 田の事業費 ・減歩の負担が小区画水 田よ りも高 くな

った場 合 は 、 自作継続希望者が こうした負担増 を受け入れ るかとい う問題 も生 じよう。

本 章で分析 した地 区は、巨大区画 と小区画 とで農家の事業費負担 と減歩 を区分け してお

らず、こ うした問題は顕在化 しなかったが、今後 はこれが問題 となる可能性 もあるだろ う。

第5節 小括

(1) 担い手農家への農地の利用集積に応 じた地主の換地を巨大区画水 田の創 出予定区域内

に集団化できない場合でも、巨大区画内に換地を残 した自作農家 らと担い手農家 とで

耕作地調整 を行 うことで、担 い手農家の耕作地 を巨大区画内に集団化 し、巨大区画水

田を創 出できる。

(2) 耕作地調整 に 自作農家が応 じる場合 として、第一に 自作農家の耕作地の条件が よくな

る (通作距離 が短 くなる、豊度が高 くなる、耕作地が集団化す る、耕作面積が拡大す

る) といった場合があった。

(3) 第二 に、所有地 の一部 を担 い手農家に貸 し出している自作農家は、担い手農家の耕作

地が 巨大区画化すれば農作業の効率が高まって小作料の増加等のメ リッ トが得 られ る

可能性 があるため、耕作地調整 に応 じていた。

(4) 第三 に、離農 を想定 している農家 は、一見本人に直接的 ・即時的な利益がないよ うに

見える場合 でも、担い手農家への将来の所有地の貸 し出 しを視野にいれ、 自分の換地

は担 い手農家 に貸 し出 して借手を確保 し、当面の耕作地を確保す るために耕作地調整

に応 じていた。

(5) 第四に、集落内や地域内の社会的関係 を保つために耕作地調整 に応 じた と推測 される

自作農家 もいた。

(6) 第五に、耕作地集団化 を要件 とした助成金 を得 るために耕作地の調整 に応 じる自作農
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家があった。

(7) 耕作地調整 は、調整前の担い手農家 と地主の農地貸借 を保持 したまま、担い手農家 と

自作農家等 の耕 作者同士の合意によって行われていた。 この方式は、地主 にとって担

い手農家 との貸借 関係 を継続できるメ リッ トがあるが、こ うした農地利用権 の又貸 し

は現行の法制度 では認 められてお らず、問題がある。

(8) 上記の問題 を解消する方策 として、耕作地調整後の地主の農地管理 に担い手農家が責

任 を負 う 「裏書 き方式」、農用地保有合理化法人を地主 と借手農家の間に媒介 させ る

方式、 自作希望農家 を含む農業生産法人を設立 して法人内部 で耕作場所の指定を行 う

方式等があ りうる。

(9) この他、集落組織等 を農用地保有合理化法人 として認 める、 といった法制度の改正 も

検討 の余地がある。
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第5章 巨大区画水田の形状 ・規模の制約条件としての換地の接道長

第1節 問題 の所在

1-1 接道長制約とは

第3章 お よび第4章 で議論 したよ うに、大規模借地農家 (担い手農家) に利用集積 され

た小規模水 田群 を集 団化 して巨大区画水 田を創 出する場合、巨大区画の奥行 きを大きく取

ることが困難 になることが懸念 され る。広田 (1995) が指摘 した ように、 日本の場合、地

主の所有規模 は零細 で、 さらに換地を1箇 所に集団化することは困難であるため、換地巨

大区画の奥行 きを大きく取ると、巨大区画を構成する個々の換地の道路に接す る長 さ (以

下 「接道長」 と呼称)) が短 くな り、単独 では宅地 として も農地 として も利用が難 しい形

状 となって、将来の宅地転用や農業の再開等の可能性 を捨てていない地主 らの要望 と矛盾

す るおそれがあるためである。 これ が、広 田によって初めて指摘 された、換地の接道長 に

よる区画規模 の制約 (接道長制約) である。

巨大区画の奥行 きが短 く制限 され ると、農業機械 の作業効率の向上に制限が生 じる恐れ

が出て くるし、支線農道 と小用排水路の密度が高 くなるため、圃場整備事業の工事費削減

の点か らも望ま しくない。そのため、巨大 区画を創 出する際、接道長制約が どのよ うな場

合に顕在化するか、顕在化 した場合、 どのよ うな対策があるか明 らかにす ることは、重要

な課題 となっていた。

1-2 地主の宅地転用の期待

広 田 (1995) の議論 に したがって、巨大区画内に換地を受けた地主 ら (地主お よび耕作

地調整 に応 じた 自作農家) が将来の宅地転用 を期待 している場合、 どの程度の接道長が求

め られ、それによって巨大区画の形状がどのように制約 され るおそれがあるか、 もう少 し

具体的にみておこ う。

接道長の制約 がはっき りとわか るよ うに、面積500m2程 度 の零細 な換地 について考える

(Fig.5-1)。 巨大区画の奥行 きを200mと し、小排水路は埋設 (も しくは第6章 で述べ るよ

うに 「省略」) して、区画 の中央で換地を分 けるように配置す ると、換地の奥行 きは100m

にな り、換地の接道長 は5mと なる。Fig.5-1は 広 田 (1995) の模式図を参考に して作成 し

たものだが、換地 はFig.5-1の左図斜線部のように細長 くなるのである。
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こ うした換地 を宅地 として単独で利用す ることはほとん ど不可能だろ う。6～8戸 の建売

分譲住宅の開発 を考 えた場合で も、区画中央 の引き込み道路の分 も考えると、通作道 に対

して最低10m程 度 の接道長 は必要にな る。

そのため、地主 らに宅地転用の期待があって、換地 の接道長 を確保 したい といった要望

がある地 区では、Fig.5-1右 図に示す ように巨大区画の奥行 きを短 くし、それによ り換地の

接道長 を長 く確保す る場合があ りうる。宅地転用の期待がある地区では、巨大区画の形状

と面積 が換地の接道長の制約に より制限 され うるのである。

Fig.5-1 接 道長 に よる 巨大 区区画水 田の形 状 の制 限
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1-3 将来の個 別の農業上の利用

巨大区画の一部 として農地を一度貸 し出 した農家が農業を再開する場合 も、こ うした接

道長5m程 度の換 地では、実際に耕作す ることは難 しいだろ う。水田 として利用す る場合

は、機械作業のためには、機械の転回を考慮 して10m程 度の接道長が確保 されていること

が望ま しい。施設園芸用地 として利用する場合 も、施設 の幅を考えて、やは り10m程 度の

接道長 を確保 したい ところである。

しか し、一度離農 して水 田を貸 し出 した農家が再び営農に復帰す ることはまれであるし、

また、そ うしたケースが生 じた場合でも、前章で示 したよ うに担い手農家 らとの交渉 (耕

作地調整) によって代替農地 を確保できる可能性がある。そのため、農地 としての利用に

ついては、宅地転用の期待 がある場合 ほどには、接道長の確保 は求められないもの と考え

られ る。

1-4 巨大区画創出時に宅地転用期待を考慮する意味

以上の問題提起 に対 して、宅地転用の期待 を巨大区画創 出の制約条件 としてあげるべき

ではない、 といった見解があ りうる。巨大区画は優良な水田地帯で創出すべきである、宅

地転用 の期待が あるのは都市近郊の水 田地帯に限 られている、都市近郊の水 田地帯は優良

な水 田地帯ではない、 したがって、巨大区画の創出においてはそもそ も宅地転用の期待な

どは問題 にな らないはずだ、とい う意見である。

しか し、実際に巨大区画を創 出 した数少 ない地区の中には、前章までにとりあげてきた

臼井第一工区や 臼井第四工区、河合地区の ように都 市近郊 に存在 している事例が複数み ら

れ る。 このことか らも、宅地転用の期待=都 市近郊=巨 大区画創出の対象外、 といった単

純な図式は成 り立たず、事例調査による分析が必要なことがわかるだろ う。

また、一般論 として も、巨大 区画創出の前提 となる農地の利用集積 は、農業以外の就業

機会が多い都市近郊の方が進みやす いといった側面があ り、今後 も都市近郊で巨大区画の

創出が進 められ る可能性 はある。 こ うした地域 を対象 とする以上、宅地転用の期待を巨大

区画創 出の制約条件か ら外す ことはできない。

さらに、対象 とす る地区が経済区分上の 「都市的地域」ではな くとも、宅地転用の期待

がまった く無視できるか どうかは疑問である。すなわち、巨大区画の創出が求め られる優

良な水 田地帯 は、基本的には平野部 にある。 しか し、平野部は古 くか ら開発 が行われてお

り、特 に関東以西では通勤可能な程度の ところに市街地が形成 され ていることが多い。優
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良な水 田地帯で あっても、宅地転用の可能性をまった く無視できるわけではないだろ う。

以上 とは別 に、ほ場整備 を実施 した地区は宅地転用が規制 され るか ら農家がそ うした期

待 を持 つ はず がな い 、 とい う見解 もあ り うる。

た しか にほ場整備 事業 を実施 した地区は農振農用地区域に指定 され 、農地の転用お よび

転売は規制 され る。 しか し、こ うした線引きは見直 され ることがあるし、また例外規定 と

して農家住宅や農家の分家住宅、公共施設等については、農振農用地区域 からの除外およ

び農地法の農地転用許可がなされ うる。ほ場整備事業費の補助金返還義務 も、事業完了後8

年間たてばな くな る。そのため、特に都市近郊では、地権者 は巨大区画創 出のためのほ場

整備事業 を行いなが ら、その一方で将来の農地の宅地への転用 ・転売を期待 している場合

が多い と考え られる。

こ うした ことか ら、巨大 区画創出の制約条件 として貸手農家の宅地転用の期待 を考慮す

るのは妥 当であって、議論 の前提 として この条件を切 り捨てるべきではないと考 えられ る

ので あ る。
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第2節 調査対象地区

2-1 調査対象地 区の選定

接道長制約が顕著に現れ るとした ら、それ は利用集積に応 じた地主らの所有規模が極 め

て零細な場合である。そこで、巨大 区画水 田を創出 した地 区で、地主の所有規模 が平均20

aと 極めて零細な臼井第一工区を調査対象地区 とした。

また、接道長制約 は地主 らの宅地転用期待に関係す る可能性があることか ら、都市近郊

の地区 として上記の臼井第一工区の他、2.8ha程 度 の巨大区画 を創出 した上之輪地 区、巨

大区画水 田を創出 していない羽島中部地区を調査対象地区 とした。また、これ らと比較対

照す るため、都市か ら離れているいわゆる純農村地域の地区として 白浜地 区を選定 した。

2-2 調査対象地 区の概要

調査 対 象 地 区の概 要 をTable 5-1に 示 す。

Table 5-1 事例 地 区 の概 要

注: 集積面積は貸手農家の所有地 と耕作地。

面積はいずれ も水田のみの面積。

※は計画中につ き未定。現状 は本文に記載。
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第3節 巨大区画水田を構成する換地の接道長の事例分析

3-1 羽島中部地区

1) 地区の立地条件等

本地区は平坦 な水 田地帯に位置 している。市街化調整区域ではあるものの、新幹線の駅

か ら車で10分 程度の ところにあって、都市化の圧力 を強 く受けている地区である。地区の

水 田面積 は49haで 、地権者数は165戸 。平成8年 度よ り県営担 い手育成基盤整備 事業が実施

されてお り、現在、面工事が20%程 度終了 している。

地区ではほ場整備 事業が完了する頃までに営農組合 を設立 し、水田のほとんどを組合が

耕作す る方式 を検討 してい る。県土地改良事業団体連合会のアンケー ト調査によると、地

区の40%近 く (回答者127戸 中49戸) の農家がすでに農作業をほかの農家に委託 してお り、

また、現在 自作 している農家 も50%以 上 (同99戸 中52戸) が将来は営農組合等に水田を委

託 したいとしている。農地の利用集積 を前提 としたほ場整備事業が実施 されている地 区と

いえるだろ う。

2) 区画 と換地

区画 は集落周辺 を除 くとほ とん どが1ha区 画で整備 されている (Fig.5-2)。奥行 きは50m

と短い。 この県では、通常、平地でほ場整備事業 を実施す る場合は区画の奥行 きを100m

に している。 また、施設園芸の需要が見込まれ る地域でも、奥行 きは80mを とっている。

本地区で も当初 は奥行 き80～100mで 整備す る予定だったが、地元の意向を反映 して計画

を変更 し、50mの 奥行 きを採用 した経緯がある。

換地については、現在、換地原案が決まっていないため、その形状および面積 は不確定

である。 ただ、換地設計基準は作成 されてお り、所有規模 に応 じた団地数 に集団化 をはか

る旨が記載 されている。地元の土地改良区では、地区全体を4～5の ブロックに分け、その

中で換地の集団化を図 るよ うに計画 している。極端に零細な換地 をなるべ く作 らないよう

にす るための措置である。

換地の接道長 については、その長 さを10m以 下に しない旨が換地設計基準 に記載 されて

いる。現況 の土地所有状況 (Fig.5-3) と集団化 の計画を考慮す ると、換地の面積 はおおむ

ね500m2以 上 にな るか ら、奥行 きが50mで あることを考え合わせ ると、接道長10m以 上 と
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いった基準 は比較的容易 に満たす ことができるだろう。

また、通常の換地処分では10mの 接道長を確保できない零細な換地については、特別の

扱 いを行 うこ とが換 地設計基準に記載 されている。すなわ ち、水 田については、299m2未

満 の小規模 な換地は連絡道沿いや集落周辺の端田に配置 して、接道長を極端に短 くしない

よ うに しているのである。

さらに、地区に分散 している畑10.2haに ついては、農家 ごとの所有規模 が小 さいため、

小排水路沿いに通作道を追加 して、換地の奥行きを実質的に25mに して配置す ることが計

画 されている。 これ も、接道長 を確保す るための措置である。工区の役員によれば、換地

の接道長 はなるべ く12～13m以 上になるように決定 したい とのことである。

3) 10m以 上の接道長が求められた基本的理由

本地区は、前述 した ように市街化調整 区域ではあるものの新幹線の駅まで車で10分 程度

と交通の便 がよい。

これ を反映 して地価 も高い。隣接す る地区では、公共施設用地 (Fig.5-2の市の浄化セン

ター用地) として平成5年 に水 田が3900万 円/10aで 買収 された こともある。現在で も地

価は1000～1500万 円/10aと 、水田 としては極めて高い水準を維持 している。 また、相続

税 の納税猶予 を受 けている水 田も6ha以 上 あ り、 これ も本地区の農地価格 が依然 として高

いことを示 している。

また、従前は10a区 画で整備 されてお り、通作道 は、復員 は3m程 度 と狭いものの、100

m間 隔で配置 されていた。電気や水道 といったインフラも、従前から宅地が地区内に点在

していたた め、連絡道 と一部の通作道 に沿ってもともと整備 されている。生活排水 も農業

用 の小排水路を利用す ることができる。 こうした ことか ら、物理的 には地権者 ごとに個別

の宅地開発 を比較的容易に行 うことができる地区といえるだろ う。

さらに、市街化調整 区域かつ農振農用地区域 ではあるものの、前述 した ように、農家住

宅や農家 の分家住宅等であれ ば建設できる可能性がある。

こうした ことか ら、地主 らの中には、将来の個別の農地転用 を期待 している者 が多かっ

た ことが推察 される。そのため、彼 らはこ うした用途 に見合 うよ うな形状の換地を望んだ

のだろ う。 これが、本地区の換地に対 して10m以 上の接道長 が求められた基本的な理 由と

考え られ る。

区画の奥行 きが50mと なったの も、基本的にはこ うした農地転用の期待によるもの と考
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えられ る。本地 区の場合 、所有規模 が1000m2に 満たない零細な地権者 が多 く、奥行 きを100

m程 度 とった場合、接道長 が10m未 満 となるよ うな換地が多数発生す ることが予想 された。

そのため、区画 の奥行 きを50m程 度に縮小 し、接道長 を確保 したのである。

なお、こ うした換地は施設園芸用地や家庭菜園等 としての利用にも矛盾 しない。そのた

め、地権者が こ うした用途 を見 こんで換地の奥行きを短 くするよ うに望んだ と考えること

も不可能ではない。 しか し、前述 したよ うに、 この県ではこ うした利用が見込まれ る場合

は奥行 きを80mに しているのであって、50mに までは していない。 また、将来農地 として

の利用 を再開す る場合は、後述する白浜地区の ように代替地 を確保す る方法 もあ りうる。

宅地 としての利用が換地の接道長お よび奥行 きを規定 しているのであって、その結果 とし

て施設園芸等 にも矛盾 しない区画になっていると考 えるべきだろ う。

4) その他の要因

本地区は、前述の市の浄化センター (下水処理場) を近 くに建設す る関係 で、迷惑施設

の受 け入れ として市がほ場整備事業の事業費補助 を22.5%に まで引き上げてお り (通常 は

10～12%)、 ほ場整備事業費の農家負担 はゼ ロになっている。そのた め、道水路 の密度 が

大 きくな り、事業費が164万 円/10aと やや高 くなっても地権者は反対 しなかった。区画

の奥行 きを大きくして事業費を節減 した ところで地権者 には大きなメ リッ トはなく、その

ため、あえて接道長 を犠牲 に して奥行 きを大き くとろ うとは しなかったのである。 こうし

た ことも、換地の接道長の確保に地主 らを向かわせ る要因となっただろ う。
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Fig.5-2 羽 島 中 部 地 区 の 区 画 割 り (整 備 後 の 計 画)

(ほ 場 整 備 事 業 計 画平 面 図 と現地 調 査 に よ り作成)
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Fig.5-3 所 有 水 田 面 積 の 分 布: 羽 島 中 部 地 区

(土 地 改 良 区所 有 の名 寄せ 帳 よ り作成)
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3-2 臼 井第 一工 区

1) 地区の立地条件等

本地区は首都圏近郊の平坦な水 田地帯に位置する。市街化調整 区域ではあるが、都心部

まで私鉄で1時 間程度で通勤できるところにあ り、ほ場整備事業の計画当時か ら付近に私

鉄の新駅を建設する予定 もあって、周囲一帯は将来の宅地化が見込まれる地域 である。

昭和60年 か ら63年 にかけて団体営 ほ場整備事業を実施 してお り、事業 と同時 に貸手農家

108戸 の水 田17.7haを2名 の大規模稲作農家 (担い手農家) に利用集積 し、 これ らを集団化

して巨大区画 を創 出 している。

2) 区画 と換地

Fig.5-4に 区画 (耕区) と換地の形状を示す。大規模稲作農家が耕 作す る区画 は7枚 あっ

て、その うち5枚 は、6.8ha、4.7ha、2.5ha、2.2ha、1.4haと いった巨大 区画等 として整備 さ

れた。 これ らを構成す る換地は101枚 にのぼる。換地の奥行 きは100～120mだ が、区画の

方は小排水路を埋設 して農区均平を行 ってお り、これによ り3枚の区画で奥行 きが200mに

まで拡大 され ている。

Fig.5-4か らわかるように、巨大区画を構成す る換地には極 めて零細なものが多い。1000

m2未満 の換地は39枚 あって、その占める割合は、面積で地区全体の10%、 農家戸数 で同36

%に のぼる。

この ように、零細な換地 が多数発生 したのは、地主 らの所有面積が零細で、 しか もそれ

が地区の内外に分散 していて、集団化が困難だったためである。地主の多 くは地区外 に主

要な水 田を保有 してお り、地区内にはごくわずか しか所有 していなかった。地区内につい

ては所有者 ごとの換地集 団化 は徹底 して行われ、ほぼ100%の 地主が整備 後の換地を一団

地 に している。 しか し、地区外に分散す る所有地までは、事業区域の外 にあるため換地で

集団化す ることはできず、 ごく一部の農家が地区の内外で農地の売買交換による集団化 を

行 うにとどまった。こ うして、極 めて零細な換地が大量に発 生することになったのである。

換地面積 が零細 であることを受けて、換地の接道長 も極めて狭小になった。Fig.5-5に 換

地の接道長 の度数分布 を示す。これか らわかるよ うに、接道長が10m以 下の換地は53枚 (全

区画数 の52%) と多 く、中でも5mの ものが20枚 (同20%) と多い。 単独では宅地転用が

困難 な形状 の換地が大量 に発生 したのである。
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3) 接道長確保のための措置

とはいえ、本地区では、換地の接道長 についてまった く配慮する必要がなかったわけで

はない。徹底 して行われ た換地 の集団化 は、零細な換地の数を極力減 らして接道長の確保

に寄与 しようとしたもの と考えられ るし、また、従前の所有面積が極めて零細な地主 らの

換地 については、接道長 を少 しでも大きく取れるよ う、特別な措置が取 られたのである。

Table5-2に 従前の所有面積 が500m2に 満たない地権者 の従前地 と換地 を示す。 これ か ら

わかる よ うに、いずれ の所有地につ いても、不換地 にす る (1戸)、 増歩換地 を して接道

長 を5m以 上にす る (4戸)、 奥行きの狭い端 田に換地を配分 して接道長を確保す る (8戸)、

といった措置が取 られている。また、所有地の換地集 団化 も徹底 して行われた。 こうした

措置 によって、換地の接道長 はほとん どが5m以 上になっている。

このよ うに、本地区では、地主 らの換地の接道長 をなるべ く大 きく取るために、換地上

の配慮 をしていた。 しか し、羽島中部地区で見 られたよ うに区画の奥行きを短 くするとい

った ことまでは してお らず、これに より5mと いった単独では宅地転用が不可能な接道長

の換地が大量 に発生 している。地主 らの換地の接道長に対す る要望はあるものの、それは

羽島中部地 区ほど強 くはな く、そのため5mと いった単独では宅地転用が不可能な接道長

の換地が受け入れ られたのである。

4) 狭小な接道長が許容 された基本的な理由

前述 した ように、本地区は立地上は将来の都市化が見込まれ る地域に位置 してお り、地

主 らの転用 ・転売期待は極 めて大 きいもの と考えられ る。にもかかわ らず、なぜ、地主 ら

はこ うした接道長の短い換地を許容 したのだろ うか。

これは本地区の地理 ・地形的な条件 によるものと考 えられる。 もともと本地区は従前は

かな りの部分が河川水位 よりも標高の低い低湿地であって、転用ができる状態ではなかっ

た。また、確かに都 市化圧力の強い地域ではあるが、地区自体は大 きい沼 と鉄道敷地に挟

まれていて、既存の集落か らは隔絶 されている。上下水道や電気等の宅地化 に必要なイ ン

フラもない。地主 らが単独 で水 田を転用 ・転売す ることは難 しい地区 といえるだろ う。

こうした地区で水 田の転用 ・転売 を行 うためには、地区全体か地区を団地的に区切 った

ブ ロックごとに宅地 としての整備 をすることが必要になる。将来、地主 らの多 くが宅地開

発をもとめ、こ うした整備が実施 されることもあ りうるが、その場合は換地等で個々の換
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地 を宅地転用に見合 うように割 り直す ことができる。そのため、当面は宅地転用が不可能

な区画割 であっても、地主 らはこれ を受け入れたのだろ う。

この ように、た とえ都市近郊にあっても、地主単独での宅地転用 ・転売が困難 な地区で

は、個々の換地の接道長 はそれほ ど問題にはな らないと考 えられる。地主 らにとって重要

なのは所有地の面積であって、換地の形状については、関心事ではあるものの、事業への

参加不参加 を決定す るような要因にはならないのだろ う。

5) その他の促進要因

とはいえ、こ うした換地の形状は地主 らに とって望ま しいものではない。彼 らがこ うし

た換地 を受け入れた積極的な理 由はなんだろうか。

一つには、 ほ場整備事業が地主 らにとってきわめて有利な条件 で実施 された とい うこと

がある。前述 した ように、本地区の従前地 は標高が河川水位 よ りも低 く、農地 としてはも

ちろん、宅地転用を考 えた場合でも劣悪な状態 にあった。 ここに、隣接する沼か らの浚渫

土を入れて、6m近 くの盛 り土を行 ったのである (兼坂, 1988)。 これは、将来の宅地転用

を考 えた場合でも必要 な工事だった。 しかも、余剰地等の売却 により事業費の金銭負担 は

ゼ ロで減歩 もなかった。 こ うした有利 な事業 を実施す るための必要条件 として、地主 らが

狭小 な接道長の換地 を許容 したとい うことがあるだろ う。

また、整備後の水 田に対 して、極 めて高額な小作料が設 定された とい うこともある。本

地区では、ほ場整備事業に参加 して、所有農地 を巨大区画の一部 として貸 し出せば、10a

当た り7万 円程度の小作料を受 け取ることができた。本地 区の従前の コメの収量は10a当

た りで7～8俵 、粗収入で15万 円程度であ り、また、周辺地区の小作料は3～4万 円程度だっ

たか ら、7万 円 とい う小作料は破格 の高 さだった。 巨大区画 を作 り出す ことで、土地の労

働 生産性 が格段に高ま り、 これに加 えて、経営規模 がもともと大 きく、生活 に必要な所得

を十分に確保できていた担い手農家が これを請け負ったことによ り、こうした小作料の設

定が可能になったのである。 こうした高額小作料の設定 も、地主 らが狭小な接道長 の換地

を受け入れ る要因になっただろ う。
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Fig.5-4 臼井第 一 工 区の 区画 と換 地

(一次利用地指定図と聞き取 り調査によ り作成)
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Fig.5-5 換地の接道長の分布: 臼井第一工区

(換地等明細書 と一次利用地指定図よ り作成)
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Table5-2 小規模 換 地 の扱 い: 臼井 第 一工 区

対 策 a: 不 換地

b: 増 歩

c: 端 田に換 地

d: 事業前に売却

e: 事業前に購入

(換地等明細書、一次利用地指定図、農業委員会資料 より作成)
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3-3 上之輪地 区

1) 地区の立地条件等

本地区 も平坦な水 田地帯 に位置 している。市街化調整区域ではあるが、政令指定都市の

中心部まで私鉄 を使 って30分 と近 く、都市近郊に位置する地区といえる。

平成5年 か ら10年 にかけて県営担 い手育成基盤整備事業が行 われた。水 田面積は19.8ha

で関係地権者 は78戸 。事業 と同時に地区の全員からなる営農組合を結成 し、その うちの73

戸の所有す る水 田18.6haを 小作地 として集め、巨大区画を作 り出 した。耕作者は営農組合

のオペ レータ5名 である。

2) 区画 と換地

Fig.5-6に 区画 (耕 区) と換 地 の形態 を示す 。 この うち、豊 度 の点 で特殊 な 区域 (特別 ゾ

ー ン) を除 く と、 営農 組 合 の 区画 は13枚 で、 これ を構 成 す る換 地 は99枚 で あ る。1ha以 上

の 区 画 は9枚 で 、 最 大 区画 は2.8haと な って い る。 区画 の奥 行 きは75mと100mで 、 小排 水

路 は埋設 してい ない。

本地区 も、1000m2以 下の零細な換地が12枚 と多い。 これは、一つには、前述 した臼井第

一工区同様 、地主の所有す る水 田が地区の内外に分散 していて、地区内の所有規模が小 さ

かったためである。 また、前述 したよ うに地区内に特殊な条件か ら換地を集団化できない

区域があ り、一部の換地 は分散 したまま残っている。 こうした結果、地区内の換地面積 は

小 さくなったのである。

換地の接道長 も、こ うした換地の零細性 を受 けて、10m未 満のものが12区 画 (全区画数

の13%) と多 くなっている。本地区においても、地主は単独での宅地転用がきわめて困難

な接道長 を受 け入れ たのである。

3) 零細な換地の扱い

本 地 区で も、所有 規模 の小 さい地権 者 につ いて は、換 地 の集 団化 を徹底 して行 った。 ま

た、 それ で も発 生 した小規 模 な換 地 につ いて は、特 別 な措置 を取 った。

Table5-3に 、特 別 ゾー ンを除 く区域 内に1000m2未 満 の従 前地 を所 有 して いた農 家 を示す 。

従 前 地面 積 が500m2以 下 の農 家 につ い て は、不換 地 に した り (3戸)、 端 田に換 地す る (3戸)

とい っ た措 置 を と り、接道 長 が5m以 上 にな る よ うに してい る。
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このよ うに、本地 区で も地主の換地の接道長を大きく取 るため換地上の配慮 を行ってい

た。 しか し、区画の奥行 きを短 くはせず、そのため単独では宅地転用が不可能な接道長の

換地が発生 した。地主 らの換地の接道長に対す る要望はあるものの、羽島中部地区ほど強

くはな く、 こうした短 い接道長の換地が受 け入れ られたのである。

4) 狭小な接道長が許容された基本的な理由

前述 した よ うに、本地区も政令指定都市 中心部まで私鉄 を使って30分 と近 く、都 市近郊

に位置す る地区 といえる。 それにもかかわ らず、地主がこ うした転用 ・転売の困難な接道

長 を受け入れたのは、やは り単独での転用 ・転売が困難であるような地理 ・地形的条件 に

あったため と思われ る。すなわち、Fig.5-6に 示 したよ うに、本地区は鉄道敷 と河川 とで周

辺か ら分け られてい る。残る一方は住宅地が広がるが、そこか らごく近い部分 を除けば、

単独 での農地転用 ・転売 は困難だろ う。 こ うした条件があったため、地主は この ような狭

小な接道長 の換地 を受け入れたのである。

5) その他の促進要因

本地 区では、 臼井第一工区 と違って、特別有利なほ場整備事業が実施 された り、高額な

小作料が設 定 された りは していない。事業は減歩率3%で 実施 され、事業費の農家負担 も

約20万 円/10aあ る。臼井第一工区のように宅地化 に見合った盛 り土をしたわけで もな く、

平地部のほ場整備事業 としては、ごく一般的な事業が行われた といってよい。小作料に し

て も、整備前後 とも10a当 た り1.5俵程度であ り、これ は周辺地域 と比較 しても特別高 く

はない。 地主が狭小な接道長 を許容 した積極的な要因 として、これ らを挙げることはでき

ないのである。

本地 区の場合、 こうした狭小な接道長の換地が許容 された積極的要因 としては、「耕作

放棄 の回避 」があった。すなわち、本地区の場合、従前は稲作専業農家がお らず、水 田の

借手がいない状態だった。 そのため、事業前の平成2年 頃には、面積に して1haほ どの耕作

放棄地が発生 しは じめていた。本地区では、 こうした問題に対処す るため、ほ場整備事業

を実施 した上で営農組合を組織 し、組合による水 田の管理 ・耕作を行 うことにした。 ほ場

整備事業 によって巨大区画を作 り出すことで稲作の労働生産性 を上げ、兼業農家のオペ レ

ータで も地 区全体の稲作 を継続できるよ う、体制 を整 えることに したのである。

地主に とっては、借手がつかず に水田を耕作放棄地に して、自分で草刈 り等の管理作業
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をす るよ りは、小作料 を受け取って管理作業をや ってもらった方がよい。 巨大区画 を創 出

す ることは農地 を借 りてもらうための必要条件であ り、そのため地主は狭小な接道長の換

地 を受 け入れ てでもこうした事業に参加 したのだろ う。

また、Table5-3に 示 したよ うに、地区内の所有面積 が小 さい地主の中には、地区外にか

な りの農地 を所有 している者がいる。改良区役員によると、この うちのかな りの農地が市

街化区域内の農地 とのことである。地主の一部 には、 このよ うに宅地 として転用 ・転売が

可能な用地はす でに確保 しているか ら、地 区内の所有地については単独転用が不可能な形

状 に換地 され てもかまわない、 とい うよ うに考 えた者 もあっただろ う。

Fig.5-6 上 之輪地 区の 区画 (耕 区) と換 地

(換地等明細書、一次利用地指定図より作成)
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Table5-3 小規 模換 地 の扱 い: 上 之輪 地 区

措置a: 不換地 b: 地区外 との事前交換

c: 端 田 に換 地

(換地等明細書、一次利用地指定図、聞き取 り調査 よ り作成)
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3-4 白浜 地 区

1) 地区の立地等

本地 区は平坦な干拓水 田地帯に位置 している。地域の中核的な都市は丘陵を挟んで地区

の反対側 にあ り、車でも1時 間程度かかる。そのた め、周辺では宅地開発 はほ とん どな さ

れていない。線 引き上 も都市計画区域には指定 されてお らず、将来の宅地化は期待 しにく

い地区 と言 えるだ ろう。

ほ場整備事業は昭和63年 か ら平成6年 にかけて行われた。水 田面積 は50haで 関係地権者

は183戸 。事業 と同時に農地所有者全員か らなる営農組合 を設 立 し、整備後は地区の水 田

すべてを営農組合の専業オペ レー タ8名 が中心になって耕作 してい る。

2) 区画 と換地

Fig.5-7に 区画 (耕 区) と一部 の換地について示す。区画 は2ha程 度のものが多 く、最大

区画は2.8ha。 区画の奥行 きはいずれ もお よそ100m程 度で、一部125mの 区画が ある。小

排水路は埋設 していない。 これ らを構成す る換地は300枚 以上にお よぶ。

本地区の地権者 は、臼井第一工区や上之輪地区 と違って、地区外にはほ とん ど水田を所

有 してお らず 、地区内の水 田所有面積はそれほ ど小 さくない。それにもかかわ らず換地は

小 さいものが多い。 これは、後述するよ うに所有地の換地集団化 があま り行われず、同一

農家の小規模換地が分散 したまま残ったためである。

このため、本地区で も接道長の短い換地が大量に発生 している。Fig.5-8に 換地の接道長

の度数分布 を示す。接道長が10mに 満たない換地 は65区 画で、これ は全区画数の21%に の

ぼる。本地 区についても、地主 らは単独での宅地転用がきわめて困難な接道長 を受 け入れ

た ものとみてよい。

3) 換地処分による集団化

本地区では、前述 してきた地 区で行われたよ うな小規模換地の発生 を抑制 しよ うとする

措置や 、発生 した小規模換地について一定以上の接道長 を確保す るための特別 な措置は、

ほ とん ど取 られ なかった。

特 に 注 目され るの は、換 地 処分 に よる個 々の農家 の所 有 地 の集 団化 があ ま り行 われ なか

っ た こ とで あ る。Table5-4は 、1000m2未 満 の小 規模 換 地 を持つ 貸 手農 家55戸 の うち、小 さ
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い換地を持つ者 か ら順 に12戸 を選び、彼 らのすべての換地を列挙 したものである。 これか

らわかるよ うに、小規模換地の所有者の多 くは地区内に他の換地を持 っている。 臼井第一

工区や上之輪地 区では、換地処分で所有地集団化を行って地区内の小規模換地を減 らす措

置が取 られていたが、本地区ではそ ういった措置は取 られなかったのである。

これ は、基本的には、本地区では事業計画時か ら地区の水 田全体を1つ の営農組合が耕

作す るこ とになってお り、区画 としては団地を形成 してい るか ら、所有地をあえて集団化

す る必要はなかったためである。

ただ、 これだ けでは前述 した臼井第一工区や上之輪地 区と条件 は変わ らない。本地区の

場合 は、換地の接道長 を一定以上確保する必要がな く、これ によって所有地の集団化 はそ

れほ ど進まなかったもの と考え られ る。

また、整備後 も解消できない稲作上の条件差が存在す ることも、集団化があま り行われ

ない要因 となった。Fig.5-7に 示 したよ うに本地区は海 に面 していて、台風 の際には海 に近

い水 田ほど塩水をかぶ り、収量が落 ちる。そのため、現在でも小作料 につ いては海岸沿い

か ら順 に5つ の ゾー ンに分かれ、0.75～1.25倍 の差が設け られている。 こ うした条件差があ

るため、換地処分による個々の農家 の所有地の集団化は困難だったのである。

4) 狭小な接道長が許容 された理 由

こうした接道長 の短い換地が許容 されたのは、都市から離れていて将来 の宅地化がほと

ん ど期待できない とい う本地区の立地上の特性によるもの と思われる。前述 した ように本

地区は市街地か ら車で1時 間程度 と離れ てお り、また、公共交通機 関は路線バ スがあるだ

けで、それ も1時 間に1本 通 るのみである。集落内の地権者 が分家住宅等を建てることもほ

とん どな く、ま して都市への通勤者 で外部か ら地区周辺 に住宅用地を求める者 はない。実

際、周辺での農地転用 もほ とん ど進んでいない。こ うした情勢か ら、水田の価格 も80～100

万円/10aと 他の地区に比べてかな り安い。 このよ うに、農地の宅地転用の可能性 がきわ

めて小 さい と見 こまれ ることが、地主 らが接道長 の狭小な換地を受け入れた基本的な理 由

と考え られるのである。

5) 農業 目的での耕作権の交換

本地区では、整備後、 自作継続希望者 として施設園芸 (ハ ウスイチ ゴ栽培) に取 り組む

を者 が出てきた。ハ ウスを建設するためには、用地について一定以上の面積 と接道長が必
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要になる。本地区の狭小な接道長の換地は、その際、問題 にな らなかったのだろ うか。

これ については、地区では施設園芸団地区域 (Fig.5-7参照) を設 定 し、施設園芸希望者

とそれ以外の農家 との間で耕作地調整 を行 うことで対処 している。

Table5-5に 、施設園芸農家の換地 と、耕作地調整によって確保 された施設用地を示す。

施設 園芸農家のほとんどが 自分の換地 を水 田として貸 し出 し、その一方で施設用地を施設

団地の所有者 か ら借 りてお り、 こうした耕作地調整 によって施設 区域 内に2000m2以 上の用

地を確保 していることがわかる。

接道長 については、施設園芸希望農家の換地 はいずれ も1000m2以 上あって、接道長が狭

小な区画はなかった。 しか し、仮に接道長が狭小な換地 しか持たない農家があった として

も、 こうした耕作地調整 によって施設園芸 に適 した用地 を確保できたはず である。

このよ うに、自作続行希望者であって も耕作地を調整す ることによって用地を確保でき

る可能性がある。施設園芸等の農業上の利用を考えて、換地の接道長 を一定以上にす ると

いった措置は、必ず しも必要ではない。
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Fig.5-7 白浜地 区の 区画 (耕区) と換 地

(一次利用地指定図 と聞き取 り調査 により作成)
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Fig.5-8 換地 の接 道長 の分布: 白浜地 区

(換地等明細書 と一次利用地指定図よ り作成)
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Table5-4 小 規模 換地 の分 散状 況

県道沿いの特殊地を除 く

(換地等明細書お よび一時利用地指定図よ り作成)
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Table 5-5 施設 園芸農家の換地 と耕作地調整 によって確保 された施設用地

(白浜営農組合規約書 と聞き取 り調査 により作成)
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第4節 考察

羽島中部地区で見 られ たよ うに、都市近郊にあって地権者が将来の宅地転用を期待 して

い る地域 では、基本的 には広 田 (1995, 1998) も指摘 してい るよ うに、巨大 区画 を構成す

る貸手農家 の個々の換地について、単独での宅地転用が可能にな るだ けの接道長 を確保す

ることが求 め られ るもの と考えられ る。また、その結果、区画の奥行 きを短 くせ ざるをえ

ず巨大区画水 田の創出が阻害 されることもあ りうる。

ただ し、都市近郊に位置す る地区であっても、個々の換地について、こ うした接道長 を

確保 しな くてよい場合 もある。地形的な条件等か ら単独での転用や転売が期待できない地

区では、接道長についての制約 は緩和 され るのである。 これ に、高額小作料の設定や農家

負担 の小 さい事業の実施 、あるいは耕作放棄の危険性 回避 といった、ほ場整備事業を促進

す る要因が重な ると、狭小な接道長の換地が地主 らに許容 され ることがあ りうる。臼井第

一工区や上之輪地区の例 は、 こうした可能性 を示す もの と言 える。

一方、 白浜地区の事例 が示す よ うに、都市から離れた ところにあって地主らが将来の宅

地転用 を期待 できない地域では、換地の接道長 は必ず しも問題にはな らない。地主 らの関

心は換地の面積 と農業上の豊度 にあって、換地 の形状にはほ とん ど無関心 といって よい。

新沢 (1965) が提案 した持分権による換地 と、形式的 に似た ような換地が行 われ うるので

ある。

以上を、水 田の利用集積 と区画の形態 との関係 といった点か らま とめると、以下の よう

になるだろ う。す なわち、利用集積が進んだ段階における区画の形態は、換地の接道長 を

媒介 として、地主 らの所有の零細性 と階層性お よび所有地の分散性 の影響 を受 け、奥行 き

が長 い巨大区画水田の創 出が制約 され ることがあ りうる。 しか し、 これは絶対的なもので

はない。 地主 らが将来の宅地転用を期待 できないよ うな地区では、地主 らは接道長が短 く

な る巨大区画水 田内の換地 を受 け入れ る。

今後、優良な水 田地域では、ほ場整備事業 を実施 して数ha以 上の巨大区画 を創 出す るこ

とが求め られる。区画の奥行 きを大 きくとることにより、労働生産性 の向上がだけでなく、

本論第6章 で示す圃場施設 の建設量の削減や、末端 の道水路延長 の縮小に よる整備後 の維

持管理費 の削減等 も期待できる。都市近郊 で地権者 が単独での宅地転用 を期待 しているよ

うな地区を除 くと、換地の接道長 についての制約は顕在化 しない し、また、制約 を受 ける

場合で も、臼井第一工区や上之輪地区で見 られたように、不換地や端田の利用等 といった
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対策 もあ りうる。 ほ場整備事業の計画段階で、接道長の制約 を過大視 して巨大区画の創出

を行わない といった ことは避けるべきである。

本章 の 引 用文 献

広 田純 一 (1995): 大 区画 ほ場整 備 にお ける区画割 の考 え方 、農 土誌63 (9)、p.15-20.

新 沢 嘉芽 統 (1965): 土地 所有 制 が耕 地 形態 に及 ぼす 影響 、農 林省 報 告書 、p.21-37.
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第6章 巨大区画水田整備にともなう圃場施設の削減

第1節 圃場施設の建設量削減の可能性

圃場整備 を行 う場合、区画の規模 を拡大すると整備すべき圃場施設 (用水路、排水路、

農道等) の密度 (延長) が低減 され、圃場整備事業の工事量を削減できる可能性がある。

この点を最初に指摘 したのは新沢 ・小出 (1963) である。氏 らは、整備する区画の長辺

長を拡大す ることで通作道、小用水路、小排水路の密度 を減 らす ことができ、それ により

圃場整備の工事量および工事費を削減 できるとした。また、佐久間 (1979) は、30a区 画

程度の区画規模 で圃場整備 を行 う場合 でも、圃場整備事業地区で協業経営 を行 う場合は、

小用水路や連絡道 を省略す ることで、圃場整備 の工事量を削減できる可能性 がある とした。

こうした効果は、巨大区画水 田整備の場合も当然期待できる。そ こで、本章では、実際

に創 出 された巨大区画水田の圃場施設 について調査 ・分析を行い、巨大区画水 田整備 によ

る圃場施設の削減の可能性 について検討 した。

なお 、以下では圃場施設 の名称 として、従来の圃場整備 にな らって 「通作道」 「小用水

路」 「小排水路」等 を用い る (Fig.6-1)。

Fig.6-1 圃場 施設 の名 称
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第2節 巨大区画水田の圃場施設の実態

第3章 お よび第4章 で調査 ・分析 した巨大区画水田創 出地区 (河合地区、五輪崎地区、

下伊場野地 区、臼井第一工区、臼井第四工区) を対象 に、巨大 区画水 して整備 された水 田

の圃場施設 について悉皆的調査 ・分析 を行 い、巨大区画水 田整備 における圃場施設の削減

の可能性 について検討 した。

調査対象地 区の巨大区画水 田の圃場施設の概要 をTable6-1に 示す。 この表か らもわかる

よ うに、河合、五輪崎、下伊場野、臼井第一の4つ の地区については、圃場施設 の密度は

従来 の30a～1ha程 度 の区画での圃場整備 を行 った場合 とほぼ同 じになっているものの、

臼井第四工区については小排水路が省略 され る等、従来の圃場整備 と比べ、圃場施設建設

量の削減 が見 られた。

以下、それぞれの地区について、圃場施設 を現状のよ うに整備 した経緯 と、生 じた問題

点等について検討する。

Table6-1 巨大 区画 水 田創 出地 区 の圃場 施設

*最 大区画の 「幅」 は通作道方 向の長 さ、「奥行」は通作道 と直行す る方向の長 さ

*通 作道幅員は有効幅員

(圃場整備 事業計画概要書および現地での聞き取 り調査によ り作成)
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2-1 河合地区

本地 区では、圃場整備事業の計画当初、農地の利用集積 をどこまで進め られ るか、利用

集積 した水 田を どこまで集団化できるかが不確定だった。そのため、圃場施設 は30a区 画

としても利用 できるよ うに整備 された。その結果、巨大区画の圃場施設は、30a標 準区画

の圃場整備 の農 区 とまった く同 じ密度で整備 された (Fig.6-2)。通作道 、小用水路、小排

水路は200m間 隔で整備 され、用水路 (パイプライン) の給水栓 と小排水路への排水 口は

ともに30m間 隔で設置 されている。

小排水路 は硬質 ポ リエチ レン管で地下に埋設 してお り、地表排水を受けるように設計 さ

れ たためため、直径 は50cmと 大きい。そのため、排水路工 (支線 のみ) にかかる費用は10

a当 た り38万 円 (事業費全体の26%) と、工種別費用の中でもっとも大き くなってい る。

また、小排水路 は通作道の下に配置 された。その方が区画の中央に配置す るよ りも、排

水 口の操 作が楽になるとい う理 由か らである。また、排水路の上部を通作道 として利用す

ることで潰れ地を少な くできるとい う効果 もあった。

通作道 の高 さは50cmと 高い。通作道 か ら圃場へ の進入を容易にす るため通作道の高 さ

をもっと低 くしたい、 といった要望が地元農家の間にはあったが、本地区の通作道 は一般

車両も通 り、整備後は市道 として福井市に移管 され ることになっているため、一般道の施

工基準 に合 わせて農道の高 さを50cm以 上取っている。

また、地元農家の一部には、通作道の法面の勾配 を緩 くして、通作道の どこからでも圃

場への進入が可能な 「農道 ターン」方式で通作道を整備 して欲 しいといった要望 もあった

が、(1) 通作道の高 さが50cmと 高 く農道 ター ン方式を取 り入れ る と潰れ地が大き くな るこ

と、(2) 一般車両が通行する道路では、農道 ター ンで農作業を行 うと道路に泥の固まりが残

り、一般車両の通行 が困難 になること、(3) 巨大 区画水 田の場合、機械作業の方向が通作道

と並行 にな る可能性 もあ り、通作道 でター ンしない可能性 もあること、 といった理由か ら

農道ター ン方式 の農道整備 は行 わなかった。
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Fig.6-2 河 合 地 区の 巨大 区画水 田の圃場 施設
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3-2 五輪崎地区

本地区の巨大区画水 田は、幹線排水路 と幹線農道 に接す る不整形なエ リア (三角地) に

配置 され た (Fig.6-3)。

巨大区画水 田か らの地表排水は、幹線排水路に直接排水 してい る。ただ し、幹線排水路

か らの距離が200mを 超 える部分については反対側 に小排水路を設 けている。 この小排水

路は地中に埋設 している。

また、小用水路は通作道沿いに配置 されている。 巨大区画水田にはこれ ほど長い小用水

路は不要で、実際、巨大区画水田で耕作を行っている担い手農家 も北側の幹線農道側 の給

水栓は使 っていない。 しか し、 この巨大区画水 田の場合、隣接する農区が複数の 自作農家

の中小区画で構成 され てお り、 これの潅概 のため小用水路 を延長する必要があった。

通作道 の幅は5mと やや広いが、 これ は巨大区画水 田の耕作 に用い られ る大型 の農 業機

械 の幅 が2.5m程 度 あ り、隣接す る農区の 自作農家 の農業機械 と通作道上ですれ違いをす

るために確保 している。

また、農道 の高 さは従来の圃場整備 と同様30cmと された。土地改 良区職員によれば、 こ

の高 さは水 田湛水時 の地耐力確保のためだけでなく、水稲の深水管理 (冷害対策) のため

にも必要 との ことである。

Fig.6-3 五 輪崎 地 区 の巨大 区画水 田の 圃場 施設
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3-3 下伊場野地区

本地区の巨大区画水 田も幹線排水路沿いに配置 され た。

巨大区画は9haの 農 区の一部 として整備 された。農区内には巨大区画の他 に3枚 の1ha程

度の大区画があ り、1ha程 度の大区画はそれぞれ異なる自作農家 らが耕作 している。 これ

らの大区画水田の取水 ・排水のため、小用水路 と小排水路が通作道に沿って配置 された。

結果、通作道 、小用水路、小排水路の密度 は、従来の30a区 画の圃場整備 の場合 と大差な

くなってい る (Fig.6-4)。

地表排水 はこの幹線排水路 と、通作道沿いに配置 された小排水路 に排水 している。小排

水路の方 は通作道 と圃場 とを分断させ ないよ うに、地下に埋設 してい る。

Fig.6-4 下伊場野地区の巨大区画水 田の圃場施設
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3-4 臼井第一工 区

本地区は、圃場整備事業の実施計画 を作成 した当初は、長辺100m短 辺50mの50a区 画

で整備す る予定だった。そのため、圃場施設はすべて50a区 画 として独立 して利用できる

よ うに整備 された。通作道、小用水路、小排水路は200m間 隔 に整備 され 、給水栓、排水

口、暗渠の水間は50mご とに並んでい る (Fig.6-5)。

小排水路 は埋設 し、通作道沿いに配置 してい る。区画の中央部 に配置 しなかったのは、

河合地区 と同様 、落水時の排水 口の操作が容易になるためである。 また、同 じ理由か ら暗

渠の集水渠 も通作道沿いに配置 した。 しか し、 この配置に した場合、1本 の小排水路およ

び集水渠が2つ の巨大区画水 田の排水を受けることにな り、区画 ごとの独立 した排水 コン

トロール が難 しい。本地区では2枚 ある巨大区画水 田の うち1枚 で集団転作 (小麦+大 豆

等) を行 ってお り、稲作期間中の転作田の地下水位を下げることができず、十分な乾 田化

ができない といった問題が生 じている。

通作道 は高 さ15cmで 整備 され、アスファル ト舗装 され てい る。高 さが低 いた め通作道

か ら巨大 区画内に直接機械 を入れ られ るよ うになっている。これだけ農道の高 さが低いと、

圃場の湛水時に道路がぬかるむおそれもあるが、土地改良区役員の話ではこれまで通作道

がぬかるんだ ことはない とのことである。 なお、かつて担い手農家 は圃場内で機械作業 を

行 う際、 この通作道上で機械 をター ンさせ ていたが、現在では耕起作業はター ンの回数 を

減 らすため通作道の平行方向で行 ってお り、通作道上でターンをす る頻度は減少 している。

通作道の有効幅員 は4mで 、これは調査対象地区の中で後述す る臼井第 四工区 と並んで

もっ とも狭 い。減歩を抑 えるため幅員を必要最小限に とどめた結果だが、本地区では利用

集積が進 んでお り耕作者の数が極 めて少ないため、農業機械を通作道上ですれ違 いさせ る

必要がほ とん どな くな り、4m幅 員でも大型農業機械の通作上、問題は起きていない。

なお、現在、巨大区画水田の地下排水のコン トロールは圃場内に埋設 された暗渠で行 っ

ているが、操作す る水間は1箇 所 のみで (小排水路 と支線排水路 を結ぶ場所)、 他の水 關

は使 っていない。また、給水栓の一部 も使 われていない。 このことか らも、本地区で も巨

大区画水 田 としては過剰な圃場施設が整備 されたことが うかがえる。
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Fig. 6-5 臼井第 一 工区 の 巨大 区画 水 田の 圃場施 設
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3-5 臼井 第 四 工 区

本地 区は上記 の4地 区と異な り、圃場整備事業の計画 当初か ら農地の利用集積 に応 じる

農家 と自作継続 を希望す る農家が明確に分かれてお り、また、換地処分 と耕作地調整 の組

み合 わせ によって利 用集積水 田を集 団化 して巨大区画水 田を創出できることが確定 してい

た。 また、隣接す る臼井第一工区の圃場施設整備の経験か ら、巨大区画水 田を通常の圃場

整備 の農 区と同様に整備す ると圃場施設が一部で過剰になることもわかっていた。そのた

め、本地区では巨大区画水 田の圃場施設を削減す るため、以下の ような工夫がな された。

最大の特徴は、地表排水用の小排水路を建設 しなかったことである。地表排水は支線排

水路に設 けられた排水 口に直接流 してい る (Fig. 6-6)。

地下排水は暗渠のみで行 い、暗渠の集水渠は区画の中央部に配置 した。また、水間は支

線排水路 と暗渠を連結す る2箇 所のみ設置 した。

また、小用水路 も支線用水路 を結ぶ よ うには配置 されず、100m延 ば したのみ でそれ以

上の部分 は省略 された。

通作道 の有効幅員は臼井第一工区と同様で4mと した。本地区は臼井第一工区と違 って、

巨大 区画に隣接す る農 区が多数の 自作継続希望者 の耕 区となっているため、田植 等の農作

業で農業機械のすれ違 いが困難 になるおそれ もあったが、巨大区画水 田を耕作す る担い手

農家 は通作道の うち連絡道にごく近い箇所か ら巨大区画水 田内に農業機械 を入れてお り、

通作 目的で通作道 をほとんど使 っていないため、通作道沿いの混雑は問題 となっていない。

通作道の高 さは、臼井第一工区 と同様15cmで 整備 され、アスファル ト舗装 されてお り、

通作道 か ら区画 に直接入ることができるようになっている。
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Fig. 6-6 臼井 第 四工 区 の巨大 区画 水 田の 圃場施 設
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第3節 考察

3-1 巨大区画水田で省略 され る圃場施設

1) 小排水路

巨大区画 として水 田を整備す る場合、「小排水路」 は省略 できる可能性がある。洪水時

の地表排水は 「支線排水路」に直接流せばよく、地下排水は暗渠のみで制御で きる可能性

が ある。実際、臼井第四工区ではそのよ うな整備がなされていた。また、五輪崎地区では、

地表排水は基本的には幹線排水路に直接流 してお り、小排水路は補助的に一部 を建設す る

のに留めている。

臼井第四工区 と五輪崎地区以外の地区では、従来の圃場整備 と同 じように小排水路を建

設 していたが、下伊場野地区の場合は農区の一部が 自作農家の耕作地であるため小排 水路

を配置せ ざるを得ないとい う事情があった。また、河合地 区と臼井第一工区の一部では農

区=巨 大区画を実現 しているが、圃場整備事業 の計画時点で農地の利用集積 と利用集積地

の集 団化が不確定で、農 区すべてを巨大区画 として利用できないおそれがあったため、小

排水路を配置せ ざるを得なかった。 このように、いずれも巨大区画水田そのものに小排水

路が必要だったわけではな く、それ以外の特別 な事情があって小排水路 を建設せ ざるを得

なかったのである。

2) 小用水路

巨大区画水 田整備 では 「小用水路」の一部の建設を省略できる可能性 がある。 実際、臼

井第 四工区では小用水路 を支線用水路か ら100mの み延 ば し、そ こか ら先の小用水路の建

設 は省略 していた。 この100mの 小用水路についても省 略できる可能性 もある。小用水路

を省略す る と給水 口の数が少な くなって給水にかかる時間が長 くなるおそれ もあるが、こ

れ については支線用水路か らの給水 口の数 を増や した り給水 口の規模を拡大す る等 して対

応 できる可能性 もある。

臼井第 四工区以外 の地区では、いずれ も小用水路を従来の30a～1ha区 画程度 の圃場整

備事業 と同 じ密度で建設 していた。 しか し、これ も前記の小排水路 の場合 と同様 、特別 な

事情があったためで、巨大区画水 田そのものに小用水路が必要 とい うわけではない。す な

わち、河合地区 と臼井第一工区は、圃場整備事業の実施計画時点で農地の利用集積 と利用
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集積地の集団化 が不確定で、現在の巨大区画 について30～50a程 度に分割 して も利用でき

るよ うに小用水路等 を配置 してお く必要があった。また、五輪崎地 区と下伊場野地区では

隣接す る農 区が 自作農家の複数の中小区画で構成 されているため、巨大区画側の必要性 と

は関係 な しに通作道沿いに小用水路 を配置せ ざるを得なかったのである。

3) 通作道

巨大区画水 田では、 「通作道」の通作機能は縮小す る。従来の30a～1ha区 画程度 の圃場

整備の場合、それぞれの区画は基本的には通作道 にのみ接 してお り、通作道がなければ農

業機械 を圃場 に直接入れ ることができないが、巨大区画の場合は 「支線農道」から圃場に

機械 を入れ ることも可能であ り、通作上は 「通作道」の配置は必ず しも必要ではない。

しか し、第5章 で検討 したよ うに、 日本の場合 、巨大区画水田は利用集積に応 じた多数

の地主等の換地で構成 され るため、換地の接道 (接道長が どれほ ど短 くても) を確保する

ために 「通作道 」は配置せ ざるを得ない。実際、巨大区画水 田を創 出 した地区でも、通作

道 を省略 した地区は見 られなかった。

・通作道の幅員

巨大区画水 田の場合、 「通作道」の本来の通作機能は縮小 され、交通量はほ とん どない

のだか ら、幅員 はそれ ほど大き くする必要がない。 臼井第一工区や 臼井第四工区で見 られ

たよ うに、4m程 度 の幅員で十分である。 巨大区画水 田で用い られ る大型の トラクターや

コンバイン等は車両幅が2.5m程 度あるか ら、道路幅員が4mで は車両のすれ違いが困難 に

なるこ とも懸念 され よ うが、巨大区画水 田の場合 「通作道」を利用す る農家 は1戸 のみで

あ り、車両のすれ違いが必要になることはほとんどない。

臼井第一工区 と臼井第四工区以外の地区では通作道 の幅員 として5m以 上が確保 されて

いたが、五輪崎地 区と下伊場野地区の場合、隣接する農区が複数の 自作農家が耕作す る小

区画 として整備 されたため、大型の農業機械のすれ違いができるよ うに5mの 幅員 を確保

していた。 また、河合地 区では、通作道 は圃場整備後に一般車両 も通 る市道 として市に移

管 され るため、一般道 として十分な幅員 を確保する必要があった。 このよ うに、いずれ の

地区 も特別 な事情があって5m以 上の幅員が確保 され たのであ り、巨大区画水 田そのもの

の耕作上の必要性 か らこうした幅員が確保 されたわけではない。
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・ 通作道の高さ

通作道 の高 さは、アスファル ト舗装をすることで低 く抑 えられ る可能性がある。実際、

臼井第一 工区 と臼井第 四工区では、アスファル ト舗装をほ どこ して通作道 の高 さを15cm

に抑 えていた。 圃場整備事業終了後15年 がたつ現在まで、道路がぬか るんだ り傷んだ りと

いった支障は生 じていない。

それ以外 の地 区では 「通作道」の高 さは従来の圃場整備 と同様30cm以 上 を確保 してい

たが、五輪崎地 区や 下伊場野地区では東北地方 に位置するため冷害の恐れがあ り、深水管

理を行 うため通作道 の高 さは最低でも30cm以 上の高 さが必要 とい う特別 な事情があった。

また、河合地 区の場合は前述 した通 り 「通作道」が圃場整備後に福井市 に移管 され、一般

車両 も通行す る市道 になるため、市道 の道路設計基準に合わせ て通作道 の高 さを50cmに

す る必要があった。 いずれ も 「通作道」の本来 の機能 とは別の要求か ら30cm以 上 の高 さ

が求 められ たのであ り、一般 に通作道の高 さは30cm以 上必要 とい うわけではない。

通作道 の高さを低 くす ることによ り、(1) 道路分の減歩が小 さくなる、(2) 道路建設 にかか

る土工量が減 る、(3) 通作道か ら圃場への農業機械 の進入が容易になる、 といった メリッ ト

があるか ら、なるべ く高 さを低 くお さえるべ きだろ う。

なお、河合地区の事業で検討 されたよ うに、通作道 の高 さを高 く保ったまま道路の法面

勾配 を緩 くとって 「ター ン農道」 として整備すると、(1) 農道分の減歩が大 きくな る、(2) 道

路建設にかか る土工量が増える、(3) 整備後の道路の管理 (草刈 り等) の労力が増える、 と

いった問題が生 じる。 また、臼井第一工区で見 られたよ うに、巨大区画水 田の場合、区画

の長辺は通作道 の方向 となるか ら、機械作業は通作道の平行方向で行った方がより効率的

になる。 この場合、通作道 で機械はター ンしないか ら通作道のター ン農道化 は意味 をなさ

なくなる。 こ うした ことか ら、通作道の高 さを高 くたもったままターン農道 としての整備

を加 えることは、好ま しくない場合が多いもの と考えられ る。

3-2  巨大区画水田の圃場施設配置のモデル

以上 の検討 をもとに、巨大区画水 田の圃場施設 の配置をモデル化す ると、Fig.6-7の よ う

にな る。従来の圃場整備 の農 区 とは異 な り、「小排水路」 と 「小用水路」が省略 されてい

る。灌漑用水 は支線 用水路か ら直接取水 し、地表排水は支線排水路に直接排水す る。地下

排水 は暗渠で行 う。

この方式では、200m×300mの 巨大区画 の場合で、全体の用排水路の密度は500m/6ha
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か ら200m/6haに 低 下す る。従来の圃場整備 の40%程 度 である。補節で示 したように、従

来実施 され てきた一般的な圃場整備事業では、用水路工 と排水路工の事業費に占める割合

は55%程 度だか ら、巨大区画水 田整備 による圃場施設削減効果 により、圃場整備事業の事

業費が削減 され るこ とが期待 される。

従来の圃場整備 巨大区画水田整備

Fig.6-7 巨大 区画水 田の圃場 施設 配 置のモ デル
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3-3 ゾー ン分 けの必要性

五輪崎地区や 下伊場野地区で見 られ たように、巨大区画水田に隣接 して多数の小規模区

画水 田か ら構成 され る農 区が配置され ると、小規模 区画側には従来の通作道、小排水路、

小用水路が付帯す るため、巨大区画水 田にも結果 としてこれ らの圃場施設が付帯す ること

になる。

巨大 区画水 田整備 による圃場施設 の建設量削減効果を得るためには、巨大区画 を創出す

る区域 と中小区画で整備す る区域 とをゾー ン分 けす ることが必要である。

3-4 耕作地の調整 を計画する時期

臼井第 四工区では、圃場整備 事業の面工事の計画を作成す る時点で、すでに担い手農家

への農地 の利用集積 と耕作地集団化の見通 しが立っていた。そのため、巨大区画には小用

水路 と地表排水用の小排水路は設置 されず、取水は支線用水路か ら圃場 に、地表排水は圃

場か ら支線排水路に直接行 ってお り、工事量が削減 できている。

一方、 河合地区、 臼井第一工区では、 圃区均平や農区均平を行ったあとに担い手農家へ

の農地の利 用集積や利用集積 された耕作地の集団化 を行 って、一部の圃区 ・農区を巨大区

画水 田 としたため、農区 ・圃区は零細 自作農家の耕作 と矛盾 しない ように整備 され、巨大

区画化 された水 田も畦畔 を作って分割すれば数10a程 度の区画 として利用できるよ うに小

用排水路や給水栓 、排水 口が設置 されていた。

このよ うに、圃場整備事業によって巨大区画水田を創出す る場合、農地 の利用集積や耕

作地 の集団化の計画 を面工事の計画の後回 しにすると、巨大区画が創出できた場合で も、

そこに巨大 区画 としては過剰な圃場施設が整備 される といった問題 が生 じうる。面工事で

圃区 ・農 区均平だけ行 っておいて、後から利用集積 された担い手農家の耕作地 を調整 して

一箇所に集団化 し、その場所 を巨大区画水 田とす るといった方法は、 圃場整備事業の建設

費削減 とうい視点か らは望ま しくない。面工事の計画 に先立って、農地の利用集積 と換地

処分および耕作地調整等による利用集積地集団化の計画について、見通 しを立ててお くべ

きである。
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補. 大区画水田整備の事業費の現状

前記のよ うに、巨大区画水 田整備 により、圃場施設の建設量が削減 され る可能性がある。

これによ り、圃場整備事業の事業費 も削減できる可能性 もある。 巨大区画水 田整備による

圃場整備 事業の事業費削減 の可能性 を示すため、現在実施 されている 「大区画水 田整備」

事業 を対象 に、事業費の総額お よび圃場施設の建設が事業費全体 に占める割合 について実

態調査 を行 った。

1 調査方法

「大区画水 田整備 」事業 として、平成10年 までに全国で実施 され た担い手育成基盤整備

事業 (以 下、「担い手育成事業」) と低 コス ト化水 田農 業大区画ほ場整備事業 (以下、 「低

コス ト事業」) を対象 とし、事業費の実態について求 めた。資料 は、全 国の都道府県のほ

場整備担 当者 に事業計画概要書 の郵送 を求 める等 して入手 した。資料を入手できた地区数

は、担 い手育成事業は27県519地 区 (うち3地 区は記入不備。使えるデー タは516地 区)、

低 コス ト事業は、23県131地 区 (同121地 区) である。

また、工種別の費用の検討 については、地区の立地条件等の違い も考慮す る必要がある

ため、調査対象地区を平成10年 度までに三重県内で実施 された担い手育成事業 と低 コス ト

化事業の実施地区 (15地 区) に絞った。工種別費用のデータは事業計画概要表を用い、地

区の立地条件等は県の出先事業所等 に聞き取 り調査を行って確認 した。

2 総事業費

Fig.1に 低 コス ト事業 と担い手育成事業 の10a当 た りの平均事業費 を示す。平均事業費

は、低 コス ト事業で173万 円/10a程 度、担い手育成事業 で162万 円/10a程 度だった。

なお、各地 区の事業年には着工年 を用いた。
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Fig.1 低 コス ト事業 と担い手育成事業の事業費 と地区数
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3 工種別費用

1) 立地条件等と工事費の関係

三重県で平成10年 度までに大区画水田整備事業 (担い手育成事業 と低 コス ト化事業) を

実施 した15地 区について、10a当 た りの工種 区分 (道路工、整地工、用水路工、排水路工、

測量試験費等) ごの と工事費 とを求めた。結果をFig.2に示す。

地区ご との工種区分 ごとの工事費にはバ ラツキが見 られ るが、 これは着工年度の違 いに

もよるが、地区の傾斜、地区内の住宅地の分散状況 、従前の整備状況 といった立地条件 に

よって も影響 を受 ける。Tabie1は これ らの立地条件 を地 区ごとに整理 した ものである。 こ

れ よ り、例 えば、傾斜が大きい地区 (A8等) では整地工が大 きく、地区内に住宅が散在

しているよ うな地区 (B2等) では道水路密度 が大きくなるため道路工、用水路工、排水

路工がやや大き くなっていることが読み とれ る。また、従前の水田が30a区 画で整備 され

てい る場合 は (C1)、 道路や一部の排水路 は従前のものをそのまま使 うた め、道路工 と

排水路 工の費用が安 くなっている。
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Fig.2 各地 区の 工種 区分 での10a当 た りの工事 費

(事業計画概要書 より作成)

Table1 各 地 区 の概 要 と工事費

(事業計画概要書よ り作成)
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2) 一般的な地区における工種別事業費

Table 1か ら大区画水 田整備 を実施す る 「一般的な地区」 として、 地形勾配が小 さく、

地区内に住 宅地が分散 してお らず、従前地 が未整備 か10a区 画程度 で整備 され ていた地

区 (D1～～D3地 区) を選 び、工種別 に事業費に占める割合 を求 めた (Fig.3)。

D3地 区が他の2地 区 に比べ る と排水路工の割合が高いが、 これ はこの地 区が輪 中地帯

にあって、圃場整備事業の中で排水機上を建設 しているためである。この点を加味す ると、

工種別 の事業費はおお よそ で、測試等 (測量試験費等の こと) 15%、 整 地工15%、 道路

工15%、 用水路 工25%、 排水路工30%と いえるだろ う。巨大区画水 田整備 によっ て建設

量の削減 が見込 まれ るのは用水路工、排水路工、道路工の3つ で、 これ らは工事費の70

%程 度 を占めてお り、平坦地では巨大区画水 田整備 によって圃場整備事業の事業費が大き

く削減 されることが期待 される。

本 章 の 引用 文献

新 沢嘉 芽 統 、小 出進 (1963): 耕 地 の 区画整 理 、岩波 書 店、p.121-153、400-418.

佐 久 間 泰 一 (1979): 請負 や 協 業 を前提 とす る場 合 の大 区 画ホ場整 備 の 可能性 とそ の難 易、

農 土論 集 (81)、p.61-68

Fig.3 一般的地区にお ける工種別 工事費の割合

―108―



第7章 結論と今後の課題

第1節 結論

本論では、巨大区画水 田を創 出 した地区の悉皆的調査 と分析 を行い、利用集積地を集団

化 して巨大区画水田を創 出す る方策 (換地処分による方策 と耕作地調整に よる方策) につ

いて検討 した。 また、巨大区画の規模 ・形態 を制約すると考 えられてきた、換地の 「接道

長」について検討 した。 さらに、巨大区画水 田に付帯す る農道や用排水路等の圃場施設に

ついて調査 ・分析 し、巨大区画水 田整備 によって削減 しうる圃場施設 とそれによる圃場整

備事業費 の削減効果について検討 した。その結果、以下の点が明 らかになった。

1－1 換地処分による利用集積地の集団化

巨大区画水 田創出のための利用集積地の集団化手法の一つである換地処分による利用集

積地の集団化 には、巨大区画水 田はほ場整備事業実施地区内の相対的に不利 な場所 (集落

か ら遠い等) に創 出 されやす く、利用集積 に応 じた地主が不利な場所への換地 を受 け入れ

ない、といった本質的な困難性がある。

地 主には担 い手農家に農地を借 りてもらいたい とい う意向はあるものの、現在 のわが国

の一般的な稲作農業地域では、担い手農家の経営規模拡大が不十分で労働力に余裕がある

ため、担 い手農家は巨大区画でな くて も数10a～1ha程 度の区画であれば農地 を借 り受 け

ている。そのため、地主は巨大区画内に換地を受ける積極的な動機 を持たず、巨大区画水

田創 出のためにあえて不利 な場所の換地を受け入れ ることはない。

実際、巨大 区画水 田を創出 した地 区の中には、地主がこ うした不利 な換地 を受 け入れ る

ことで巨大 区画内への利用集積地の集団化を実現 していた地 区もあったが、これは地主の

所有規模 が極めて零細な場合や、地主が長期 間の安定 した農地貸借を望む といった特別な

条件が存在す る場合だった。

1-2 耕作地調整による利用集積地の集団化

一方、 耕作地調整による利用集積地の集団化では、上記 の換地処分 による集団化の困難

性 は回避 できる。換地は所有者 ごとに従前地の周辺に 「照応性」 を確保す るように配分 し

た上で、換地処分で巨大区画外 に配置 された利用集積地の耕作者 (担い手農家) と、巨大
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区画内に換地 を受けた自作農家等 との間で、所有権 とは別に耕作す る権利 だけを交換す る

ことで、担い手農家の耕作地を集団化 して巨大区画水 田を創出す ることが可能なのである。

その際、問題点 の一つ として、巨大区画内に換地を受けた自作農家 らに対 し、巨大区画

外の他人 の土地 での耕作 を受 け入れてもらうための動機付 けをいかに確保するか、といっ

た ことが ある。耕作地調整 によって巨大区画水 田を創出 しても、 自作農家は基本的にはメ

リッ トを受 けないか らである。

しか し、この動機付けの確保は、地主に不利な換地を受け入れ させ る場合 と比べる と難

しくはない。実際に耕作地調整によって利用集積地を集団化 して巨大区画水 田を創 出 して

いた地区では 自作農家が耕作地調整を受け入れ る動機付け として、(1) 耕作地調整後の耕作

地が有利な場所 になった、(2) 耕作地調整後 の面積が増加 した、(3) 所有地の一部 を担い手農

家に貸 し出 している農家 だった、(3) 近い将来の離農 を想定 している農家だった、(4) 集落内

や地域内の社会関係 を保 った、といったことがあった。 この程度 の動機付 けであれば、一

般的 な稲作地帯な ら確保することは可能である。

また、も う一つの問題 として、耕 作地調整の対象 となる地主が、担い手農家 との貸借 関

係 を破棄 し、実際の耕作者 である自作農家等 と新たに貸借関係 を結ぶ ことを忌避す る、 と

いったことがある。経営規模 が零細 で兼業 の自作農家等は、担い手農家 に比べて将来営農

規模 を縮小 ・断念す る可能性 が高 く、地主にとっては農地貸借関係が継続 されないおそれ

があるか らである。

実際、調査 ・分析を行 った地区では、いずれ も担い手農家 と自作農家等の耕作者 同士の

合意 によって耕作地調整 を行 うことでこの問題を回避 していた。この ような耕作者同士 (担

い手農家 と自作農家) の話 し合いに よる耕作地調整 は、現行の法制度上の問題があるが、

これ については、本論で示 した (1)「裏書き」方式、(2) 農用地保有合理化法人を活用する方

式、(3) 地区の全員参加型 の農業生産法人による耕作地集団化、等によって、合法的に耕作

地調整 を進 めることが可能 と考 えられ る。また、(4) 圃場整備事業に関わった集落組織等 を

農用地保有合理化法人 として認証できるよ うにする、 といった法制度 の改正 も、検討の余

地 がある。

1-3 巨大 区画水 田の形状 ・規模の制約条件 としての換地の接道長

大規模稲作農家 (担い手農家) への農地の利用集積を行い、利用集積地を集団化 して巨

大区画水 田を創出す る場合、創 出された巨大区画は、多数の地主お よび耕作地調整に同意
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した 自作農家の零細な換地か ら構成 され ることになる。

こ うした場合、巨大区画の奥行 きを大き く取ると、 これ を構成す る個 々の換地は道路 に

接す る長 さが短 くな り、単独 では宅地 として も農地 として も利用が難 しい形状 となって、

将来の宅地転用や農業の再開等の可能性 を捨てていない地主の要望 と矛盾 し、 これが制約

条件 となって巨大区画 の奥行 きを大 きく取れないことが懸念 されていた。

そ こで、先駆的に巨大区画水田を創出 した地区を中心に実態調査 を行 った ところ、懸念

され た とお り都市近郊のよ うに近い将来宅地化が見込まれ る地区では、個別転用 に有利な

接道長の大 きい換地が求 められ、巨大 区画水 田の奥行 きが小 さく制限 されていた。しか し、

その一方 で、 当面宅地化が期待 されない地区では、地主は換地の面積 さえ確保 できれば よ

く、接道長の ような換地の形態にまではほ とん ど無関心で、換地の接道長が短 くなる奥行

きの大 きな巨大 区画水 田の創出を受け入れ ていることが明 らかになった。また、都市近郊

であって も何 らかの理由で早急 には個別的な宅地転用が期待 できない地区では、将来の土

地区画整理 による区画の割 り直 しを地主は想定するか ら、当面は個別転用 の難 しい、接道

長 の短い換地 を受 け入れていることもわかった。 また、耕作地調整に応 じる自作農家の場

合 も、農家単独 での宅地転用が困難な地区では、短い接道長の換地を受け入れ ていること

がわかった。

さらに、一部の地主が換地の接道長の確保を求める場合は、彼 らの換地を地区縁辺部等

の奥行 きの短 い、接道長 を十分長 くとれる ところに定めて、求 められる接道長を確保す る

方策 もあることがわかった。

この よ うに巨大区画水 田の創出における換地の接道長制約は、農家が単独での宅地転用

を期待 していない地区では基本的には顕在化せず、顕在化 した場合でも回避 できる。接道

長制約 を過大視 して巨大区画水田の創 出を断念すべきではない。

1-4巨 大区画水田整備による圃場施設の削減

巨大区画水 田整備 では、 「小用水路」や 「小排水路」を省略 できる可能性 があるこ とが

明 らかになった。用水路工 と排水路工の圃場整備事業費に占める割合 は50%以 上だから、

小用排水路 を省略す ることで圃場整備事業費の削減効果 も期待 できる。

実際に創出 された巨大区画水田の圃場施設 (用水路、排水路、農道) の密度は、臼井第

四工区を除 き30a～50a区 画での圃場整備 の圃場施設密度 と変わ らなかったが、これ は、

(1) 圃場整備事業の計画 当初 は農地の利用集積お よび利用集積地の集団化の計画が不確実だ
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ったため、30～50a区 画でも利用できるような圃場整備 を実施 した、(2) 巨大区画が創 出さ

れた農 区内に零細 自作者 らの耕 作す る小区画水田が混在 してお り、これ の潅漑排水のため

巨大区画 に沿って小用排水路 を敷設せ ざるを得なかった、(3) 隣接す る農 区が零細 自作者 ら

の耕 作す る小区画水 田で構成 されているため、隣接す る巨大区画水 田にも結果 として小用

排 水路が付帯 した、 といった特別な事情があったためであ り、巨大区画そのものの必要性

か ら高い密度 の圃場施設 が整備 され たわけではなかった。

巨大 区画水 田整備 において圃場施設 を削減す るためには、圃場整備事業を計画す る段階

で農地の利用集積お よび利用集積地 の集団化の計画 をかため、巨大区画水田として整備す

る区域 を確定 してお くことが必要である。また、巨大区画水 田として整備す る区域 と小区

画水 田として整備す る区域 とをゾー ン分 けすることが望ま しい。

1-5結 論

このよ うに、農地の利用集積 を与件 とした場合、巨大区画の創出を阻害する と考えられ

てきた利用集積地の集団化および換地の接道長制約 といった社会的制約条件については、

それぞれ対応策 がある。

また、巨大区画水 田の創 出を阻害す る要因として、工学技術 ・営農的技術上の問題 も懸

念 され ようが、しか し、実際にアメ リカでは10haを 超える巨大区画が一般 に見 られ、また、

国内で も巨大区画水 田を創 出 した地区が数例ながらあるのであって、巨大区画水 田の創出

を決定的に阻害す る工学技術 ・営農的技術上の問題点があるものとは考えに くい。

本論 で示 した ように、巨大区画水 田整備 の実施によ り、労働生産性の高い稲作農業が可

能 にな るばか りでな く、小用排水路や農道等の圃場施設 の建設量が削減 され る効果が見込

まれ る。 また、圃場施設が減少す ることによ り、それ らの維持管理 にかかるコス トも削減

され る可能性 もある。

巨大区画水 田整備 の実施 は可能であ り、その効果 も高い。今後 、労働生産性 の高い稲作

農業 を目指す のであれ ば、数ha以 上の巨大区画水 田の創 出を目指すべきである。
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第2節 今後の研究課題

本論文では巨大区画水 田整備の必要性 と効果について検討 したが、巨大区画水田整備 に

よってもた らされ るマイナスの効果については検討 していない。 あ りうるマイナス効果 と

しては以下の2つ が考え られ、今後 の課題 として ここに挙げる。

2-1自 然環境への影響

本論文では巨大区画水 田整備 が自然環境 におよぼす影響 については考慮 していないが、

今後、巨大区画水田整備 を実施する場合、この問題 を避 けて通 ることはできないだろ う。

平坦地で圃場整備 を行 う場合は、区画の規模が大きくなっても土工量に大きな変化はなく、

自然環境 にお よぼす影響は大きくは変わ らない と思われ るが、 しか し、巨大区画水田ゆえ

の水管理 の仕方や圃場内作業の仕方があ り、そのことによって圃場内に棲息す る動物等の

生態系に影響 がで るおそれ もないとは言えない。今後検討 を要す るだろ う。

また、用排水路の管路化 ・省略によ り水棲動植物等の棲息 ・生育場所が失われ る等の懸

念 もある。 これについては、生態系の保全 に特化 した水路等のネ ッ トワークや場所を確保

す る、 といった対策があ りうる。その際、 こうした土地 を捻出す るための減歩 が懸念 され

るが、巨大区画水 田整備では営農上必要な圃場施設の密度 は減少するか ら、 こうした用地

の捻出がよ り容易 になる可能性 もある。

2-2集 落の維持

巨大区画水 田整備 は、農地の利用集積が進んで集落のほとん どの農家が地主化 し、農業

に従事 しな くなる、といった前提を含 んでいる。 この ことによ り、現在まで集落の農家に

よって受 け継 がれ てきたその土地の風俗 ・風習や、伝統行事等の継続が困難になることも

懸念 され る。伝統文化 の継承 といった視点が重視 されつつある現在、 こうした影響 につい

ても今後 は考慮す る必要があろう。

また、巨大区画水 田整備 を実施す る地区では、長期的には地主化 した農家が集落か ら出

てゆ くおそれ もある。 日本の場合、平坦な水田地帯は近 くに都市が発達 している場合 が多

く、集落か ら都市への通勤は可能だか ら、集落か ら家族全員が出てゆくケースは少ないよ

うにも思われ るが、都市があま り発達 していない地域では、 こうした 「挙家離村」により

集落が消失するおそれ もあるか もしれ ない。この点についても検討する必要があるだろ う。
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