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農地水施策における住民による水路等補修活動の評価

三重県多気町勢和地域の事例より

An Evaluation of the Activities that Residents Repair the Terminal Irrigation Waterway on Measures to Conserve and 

Improve Land， Water， and Environment 

A Case Study of Seiwa Village at Taki Town in Mie Prefecture 

遠藤和子*

Kazuko ENDO * 

(*農研機構農村工学研究部門)

(*Institute for rura1 engin巴ering，NARO) 

I はじめに

平成 19年度から始まった農地・水・環境保全向上対策

(農地水施策)注 1)は，平成 27年度より「農業の有する

多面的機能の発揮の促進に関する法律J (日本型直接支

払制度)の元，多面的機能支払交付金(以降，多面支払)

として実施されている。平成 23年度には，農地周りの水

路・農道等の長寿命化のための補修・更新などの活動に

対する支援(向上活動支援)が拡充され(農地・水保全

管理支払と名称変更)，多面支払においても，農地維持支

払(共同)，資源向上支払(共同)に加え，長寿命化に取

り組む場合には交付単価が加算されるなど，地域住民の

創意工夫，積極的取り組みにより，施設の機能を保全管

理していく政策手法で貫かれている。

施設の全面更新に大きく期待できない現在，この手法

は，着実に効果を発揮している 1)。従来実施してきた共

同作業に単に日当を支払う取り組みでは，個人へのパラ

マキとの批判を免れ得ない。しかし，交付金を活かし地

域固有の課題解決に取り組むことができれば，地域振興

や人的資本への投資にもつなげることができるだろう。

本施策に対しては，そのような活動のレベルアップに期

待する側面があると考えられ，そのため，あえて住民活

動に交付金を充てる本施策の意味を検証する評価が必要

と考える。農地水施策については，すでに多くの政策評

価が見られるが(例えば，高山ら 2)など) ，このような

観点から，水路の補修など地域固有の具体的課題解決に

取り組んでいる事例を対象とする，事例分析が適当と考

える。

本稿では，このような問題意識から，三重県の多気町

勢和地域資源保全・活用協議会(以降，協議会)による

多面支払活動と，施設の補修を技術的に支援する水土里

サポート隊の役割に注目する。当協議会では，農地水施

策を契機に，平成 19年度より施設の補修に積極的に取り

組んできた。例えば，農地水施策初期の 5年間で開水路

目地詰め補修は 7，500m，農道のコンクリート舗装は 700

mに及び，本施策を活かし実績を挙げてきた事例である。

協議会の事務局を担う立梅用水土地改良区の高橋事務

局長は，施設の長寿命化のための活動を支える施策が，

今後も不可欠であり， W活動経費に見合う効果が確実に発

揮されているか否かを自ら説明していく必要がある』と

考えている。また，算出された効果を活動に参加する住

民にも理解してもらえれば，さらなる参加促進と活動の

発展につながると期待している。

本稿では，このような現場の考えや施策の特徴を踏ま

え，農地周りの水路・農道等の長寿命化のための住民に

よる補修活動についての評価を試みる。そこから，住民

組織への直接支払という政策手法の意味を考察する。な

お，評価の期間は，事例地域において実績データの出揃

っている平成 19~23 年度の 5 ヶ年とし，以降，この期間

の活動を農地水活動と称す。

E 補修活動の評価方法

1 年減価償却費の節減効果

農業水利施設は，高度経済成長期にその多くが整備さ

れたため，更新時期を迎える施設の増加が課題となって

いる。そこで，近年，施設の機能をできるだけ長持ちさ

せて維持管理していくために，ストックマネジメント施

策が重視されている。

マネジメント事業は，施設の整備と違い，機能診断調

査，機能保全計画の策定，補修など，ソフト事業が中心

となるため，経済効率性評価が義務付けられていない。

そのため，圃光 3)は，マネジメント事業による施設の総

合耐周年数の延長を施設の長寿命化として定量化し，機
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能保全計画の情報と併せて費用使益分析を実施すること

で，当該事業の経済評価手法を提案している。

本稿では，農地周りの水路や農道など，末端施設の補

修活動を対象とする。補修は様々な箇所に所々及んでい

るため，個々の補修活動を積み上げ，農地水活動として

の評価を行うための工夫が必要となる。そこで，上述の

評価手法の中から，施設の総合耐用年数の考え方(後述)

を用いることにより，地域全体の総合耐周年数の延長，

および年減価償却費の節減を算出し，評価を試みること

にする。

施設の年減価償却費は，定額法を用いれば注2)，以下の

(1)式で求めることできる。

年減価償却費=整備費用/耐周年数・・・・・・・(1)

ここに，補修活動の評価を加えるには， (2)式のように補

修費と耐用年数の追加分を加え定義する。

補修後の年減価償却費=(整備費用+補修費)/ (補

修にかかるまでの年数十追加耐用年数) ・・・・・ (2)

(2)式では，標準耐用年数に対する追加耐用年数の割合に

比して，初期投資に対する補修費の割合が大きければ，

年減価償却費は，補修以前の(1)式より高くなることを示

している。逆に，標準耐用年数に対する追加耐用年数の

割合に比して，初期投資に対する補修費の割合を安価に

抑えることができれば，年減価償却費は(1)式よりも低下

し，補修により節減されることになる。つまり，ここで

の効果は，追加耐用年数を長くするような補修作業が可

能であるか否か，または，整備費用を安く抑える補修活

動が可能であるか否かに起因する。

本稿の事例において，補修費用は，物財費，労賃，機

械費等に相当する。農地水活動の特徴を考慮すれば，地

域住民が作業を行うことにより労賃を低下させることが

できるか否か，地域住民による作業が追加耐用年数の延

長を可能にするか否かが注目点となる。

2 総合耐周年数の概念の適用

事例地域において補修の対象となる施設は，農地周り

の末端水路や農道であり，整備された時期や適用された

事業，工種の異なる施設を複合的に含む。そのため，単

一の耐用年数を設定することができない。園光は，前述

の経済評価手法の中で，この問題を解決するために，総

合耐用年数の概念を用い長寿命化を定量化している。総

合耐用年数は，土地改良事業の費用便益分析で用いられ

ている概念であり，次の(3)式で表すことができる。

総合耐用年数=全体の施設の整備費合計/各工種施設

の年減価償却費合計 ・・・・・・・ (3)

また， (3)式は， (2)式を基にすれば，次の(4)式のよう

に表すことができる。
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表 1 補修活動の対象となる施設と分類

Tab1e 1 Grouping ofthe faci1ities which are the targets ofrepair 

activities 

A 

B 

県営ほ場整備により整備された水路

(昭和 60年~平成 10年にかけて整備)

A1 補修済み部分

A2 :未補修部分

団体営などのほ場整備により整備された水路

(昭和 55年頃に整備)

B1 :補修済み部分

B2 .補修できていない部分

団体営などの事業で敷設した開水路

(昭和 45年頃に整備)
C ‘………日……………………………………

C1 :補修済み部分

C2 .未補修部分

D Iコンクリート敷設した農道

補修後の総合耐用年数=(全体の施設の整備費合計+

補修費合計)/ (補修後の年減価償却費合計)・・・・ (4)

事例地域には，県営のかんがい排水事業により整備さ

れた立梅用水，県営・団体営等のほ場整備事業に付随し

て整備された水路および農道，団体営の事業で敷設され

た末端の水路などがある。これらの施設は，整備された

時期や用いられた事業(整備費用)が施設ごとに異なる

ため，それごとに整備費用，耐周年数，年減価償却費を

算出し，総合耐周年数を求めることにする。なお，土地

改良区が管理する立梅用水本線は，農地水活動による補

修の対象外であるため，本稿では評価の対象としない。

事例の補修活動では，住民による機能診断の結果から

優先順位を決め，補修の必要性の高い部分から順次作業

を実施していく。そのため，補修が完了している部分と

完了していない部分とが，ある施設の中に混在している。

そこで，本稿では，表 1のように対象施設 A，B， C 

を A!，A2， B!， B2， C!， C2に分類して考える。こうし

た分類を設けることで多くの仮定を置きながらも，事例

地域全体での評価が可能となる。なお，施設 Dについて

は，活動主体である住民らにとってみれば，正しく「補

修j ではあるが，砂利道からコンクリート道へ機能が更

新される点に配慮し，年減価償却費の試算においては，

新規整備として扱うことにする。

表 1の整理に基づき，補修を実施しない場合の年減価

償却費合計と，補修を実施した場合の年減価償却費の合

計は， (5)式， (6)式で表すことができる。

補修前の年減価償却費合計

=L  (施設Xの整備費用/施設Xの耐用年数)

• (5) 

補修後の年減価償却費合計

= L (施設Yの整備費用/施設Yの耐周年数)



+ 2: (施設Zの整備費用十補修費/施設Zの補修に

かかるまでの年数十追加耐用年数)

・・ (6)

ただし， X: A~D ， Y : A2， B2， C2， D， Z : A!， 

B!， C! 

ここで， (5)式と(6)式の差分を求めれば，補修による年

減価償却費の節減を， (3)式と(4)式の差分からは，施設全

体の耐周年数の延長を求めることができる。

E 事例の概要

1 立梅用水と勢和地域

本報告で対象とする三重県多気町勢和地域(旧勢和村)

は，三重県のほぼ中心に位置し松阪市の南に隣接する。

平成 18年に旧多気町と合併し現在の多気町となった。人

口 5，011人(平成 23年)，耕地面積 628ha，総農家 628

戸 (2010年農林業センサス)であり，水稲作，畑作，お

茶，しいたけ栽培などを主とする純農村地帯である。

勢和地域には，今から 193年前に完成した自然流下の

開水路，立梅用水がある。本線延長は約 28kmであり，

取水する櫛田川が谷底深く低地に位置することから，上

流部の飯南町に取水堰を持つ。そこから隆道，山腹水路

を経て 5つの集落をめぐり，かんがい水を供給している。

延べ 247，000人もの人力を要して文政 6年 (1823年)に

完成し，当時において約 160haの開田をもたらしたとさ

れる 4)。田畑をめぐる用水は，米づくりに活かされるほ

か，家々をめぐり生活の様々な場面で活用され，また，

子どもの格好の遊び場，生き物たちの棲みかとなった。

村を守ることは用水を守ることであり，そうした中で培

われてきた農村の秩序が，勢和地域の歴史，伝統文化の

楚を築いたと言われているの。

先人たちの苦労により建設されてきた水路は，長く農

民たちが維持管理を担ってきた。戦後，兼業化の進展と

ともに農業農村整備が進み効率的な農業が志向されるよ

うになると，農家の後継者は，農業や水利施設に関心を

示さなくなったへそのような中，多くの困難を経て建

設されてきた立梅用水の歴史的価値が忘れ去られるかも

しれないという危機感が，土地改良区の役員や職員の中

に募っていった。

この状況を打破していくのが， 1993年より土地改良区

と地域住民が共同して始める「あじさい一万本運動j で

ある。住民らが，一本一本挿し木で育て，水路沿いに移

植したあじさいは，現在では 3万本を超える。 6月に開

催されるあじさい祭りでは， 1万人を超える観光客が訪

れ賑わいをみせる。あじさいは，農村景観を良くするだ

けでなく，人々の関心を水路に寄せ，先人の苦労により

水路が拓かれ，それを農業や生活に活かしてきたという，

多様な価値の再評価につながっていった 5)。

あじさい運動の経験は，W地域資源を活かそうとする住

民の活発な活動こそが地域を発展させる』という勢和流

地域づくりを形作ることとなった。この勢和流地域づく

りは，演劇，農村レストラン「まめゃん小水力発電「彦

電J，勢和小学校オリジナルコミュニティスクーノレなどを

次々に生み出し，農地水活動，多面支払活動にも継承さ

れている。

2 協議会の設立と水土里サポート隊

勢和地域では，平成 19年度より農地水活動に取り組む

にあたり，それまでの住民活動の蓄積を活かし地域資源

の保全と有効活用をさらに進めることを目的に，多気町

勢和地域資源保全・活用協議会を設立した。協議会は，

自治会(10集落)，小中学校，保育園，図書館，老人会，

ボランティア組織，農村レストラン「まめやJ，営農組織，

土地改良区等，多様な主体 (19団体4支援組織)で構成

されている。活動の基盤は，水路清掃や草刈等の共同作

業を行う個々の集落にあり，旧村を構成する 10集落すべ

てが参画し注3)，集落集合体を形成しているところに本協

議会の特徴がある。

事務局は立梅用水土地改良区内にあり，契約職員 l名

が活動にかかる事務手続き，機能診断や施設補修の記録，

年 4回発行する広報誌作り，そして活動報告会の企画運

営等を担っている。長年の住民活動において中心的な役

割を果たしてきた土地改良区が事務局を担うことにより，

協議会設立が実現し，また，協議会設立は，本稿の対象

とする住民による水路等の補修活動に取り組む契機とな

っている。

補修活動は，集落での取り組みを基本としつつ，水路

の目地詰めや農道へのコンクリート敷設など，技術的に

困難な面について水土里サポート隊(以降，サポート隊

と称す)の支援を得て行われる。また，毎年夏に各集落

からの要望を受け，集落区長や住民，サポート隊，事務

局らが機能診断を実施し，その結果を受けて補修計画が

立てられ，補修施設や補修方法が決定されている。

サポート隊は，立梅用水本線の管理を担う専従員 2名

を隊長，副隊長に，各集落から選ばれた l名ずつの隊員

10名を加えた 12名で構成されている。隊は，本線の補

修にも従事するため，協議会ではなく土地改良区に所属

しているが，補修活動の他にも，協議会主催のイベント

の支援など農地水活動を多方面から支えている。

W 試算に用いるデータの算出方法
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1 評価の対象とする施設の整備費用

評価の対象とする施設の初期の整備費用は次のように

算出した。施設 Aについては，まず，施設 A地区県営ほ

場整備事業の清算設計書に基づき注4)，面積あたり整備費

用 82.5万円/10aを得た。次に，清算設計書より，工事

費のうち水路工の占める割合がおよそ 67%であることを

把握した。これらより，面積あたり整備費用 82.5万円/

10a に，水路工割合 67%と当該地区の整備面積 120haを

かけ，施設 Aの整備費用 663.3百万円を得た。なお，整

備費用は，国交省の公表する建設工事費デフレーター(平

成 17年度基準)のうち農林関係公共事業の 1987年の値

186. 1J を用い現在の値に換算している注5)。

施設 Bについては，事業が多様であり実際の事業費か

らの算出が困難であった。そこで，当該地区の整備にか

かわった経験のある県職員へのヒアリングに基づき，施

設 Aのうち，地形条件において最も傾斜地割合の高い工

区の整備費用を施設 B の整備費用に充てることにした。

前述の清算設計書より，整備費用は 125万円/10aと定

めることができ，これに，施設 Aと同様，当該地区面積

(147ha) と水路工割合 67%をかけ，施設 Bの整備費用

1，231.1百万円を得た。

施設 Cは，町単独事業による二次製品の敷設，あるい

は現場打ちにより整備された水路である。これについて

は，前出の県職員へのヒアリング，施設 A地区清算設計

書の内容から，二次製品の価格や人件費などを考慮し，

水路延長あたり 8，000円/mで試算することにした。

2 評価対象施設の水路延長

E章(6)式であらわ した補修後の年減価償却費を算出

するには，補修済み施設と未補修施設の初期整備費用を

分離する必要がある。協議会事務局へのヒアリングから，

施設 Alの水路延長は 3，000m，施設 Blは 3，000m，施設

Clは 1500mと把握できた。 しかし，A2， B2， C2につい

表 2 評価対象施設毎の水路延長と整備費用

Table 2 Length of the waterway and the improvement cost by 

facilities for evaluation 

対象 | 面積

施設 I (ha) 

A 120 

B 147 

C 361 

水路延長 (m)
整備費用

(百万円)

A全体 __ ~g?g2o. し…… 663.3
A1: 3，000 66.3 

A2 : 27，300 I 597.0 

B全体 36，000 I 1231.1 

BI : 3，000 I 102.6 

B2 : 32，700 I 1128.5 

C全体: 8包盟_j 主主
C1: 

C2 : 

1，500 

87，500 

12.0 

700.0 
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図 1 事例における活動別の交付金割合

Fig.l Proportion ofthe expense by the activities in this case study 

注 1)費目名称は事例の報告書に基づく。基礎部分は集落共
同活動への交付分，農村環境向上活動は環境形成活動への
交付，運営経費は土地改良区への事務委託費等，そして，
農地 ・水向上活動が施設の補修にかかる費用に相当する。

ては施設の量を既知のデータから把握することができな

かった。そこで，本稿では， 1資源の密度」データ:

24.6mJ10a注6)と地区の田面積をかけて得られた概数を末

端水路総延長と仮定し，これと補修済み水路延長との差

分を来補修水路の延長と定めることにした。さらに，前

述において求めた整備費用を施設の延長比に基づき Al

とA2，BlとB2に按分した。施設 Cについては， C1， C2 

に 8，000円1mをかけ，初期整備費用を定めた(表 2)。

3 補修にかかった費用の考え方

事例の農地水活動における協定面積は，田 550ha，畑

150haの計 700haであり，交付金は平成 19年から 23年

の5ヵ年で77.9百万円に上る。このうち，補修にかかっ

た費用(農地 ・水向上活動)は， 44.7百万円 (57%) で

あり農地水活動の中でも施設の補修に多くを割いている

ことがわかる(図 1)。内訳は，サポート隊への賃金注7)

28.7百万円，材料費 9.0百万円，機械リース代 3.4百万

円，保険代 2.0百万円，燃料代1.3百万円，その他 0.4百

万円となっており，およそ 2/3が賃金である。

補修にかかった費用 44.7百万円は，表 1の分類毎に次

のような考え方で分けることにした。まず，サポート隊

の出役日数比が，水路補修(施設 Al，Bl， Cl) 農道コ

ンクリート敷設(施設 D)において， 205日:30日であ

ったことから，賃金，保険料，その他にかかった支出額

を205日:30日の比で按分することにした。材料費につ

いては，協議会事務局へのヒアリングに基づき，水路補

修分 (Al，Bl， Cl) を 6.9百万円，農道コンクリート敷

設費用分 (D)を2.1百万円とした。そして，燃料費，機

械リース代を材料費と同じ比率で，水路補修分，農道コ

ンクリー ト敷設分に按分した。水路補修分については，

補修済水路延長比に応じ按分し，以上の整理から施設分

類毎の補修費を定めた(表 3)。



表 3 補修費

Table 3 fby grouped faciliti r-----_. ---.;、J

対象施
実際の 公共工事労賃 公共工事労賃シ

補修費 シナリオ (a) ナリオ (b)
設

(百万円) (百万円) (百万円)

(全体)15.0 35.7 27.2 
A1 

・H........・ ......H....・H・H・- ・ ・・・・・-“・..............................・

(賃金)10.0 30.7 22.2 

15.0 35.7 27.2 
B1 

-・・・・・・・・・6・・・・・ ・4・e・e・‘ ー ・・6・・6・e・e・-‘

10.0 30.7 22.2 

7.5 17.9 13.6 
C1 

・曹司・ ・ー・ーーーーーーーーーーーー・ ・・H・......・H・・・H・H・H・H・........_.

5.0 15.4 11.1 

7.2 14.7 11.6 
D 

3.7 11.2 8.1 
注 1)上段は全体の補修費を，下段はそのうちの賃金を示す。

V 試算の結果

表4に，追加耐用年数を 10年と仮定した試算結果を示

す注8)。それによると，補修前の初期整備費用は，全体で

2，613百万円，年減価償却費の合計が 72.4百万円であり，

そこから，地区全体の総合耐周年数は， 36.10年と試算

された。次に，補修費の合計は 37.5百万円であり，補修

後の年減価償却費合計は72.0百万円であった。そこから，

補修後の総合耐用年数は， 36.82年と試算された。

これらの試算より，追加耐用年数を 10年と仮定した場

合には，年減価償却費合計が 0.4百万円節減され，総合

耐用年数が 0.72年延長されることになる。この年減価償

却費の節減，および総合耐用年数の延長は， C2にみられ

る補修しない施設の長持ちによるものではあるが， Blの

ように施設によっては補修活動が年減価償却費を節減さ

せる可能性もあると考えられる。一方， Al， Clの改訂年

減価償却費は補修後の方が高く，追加耐用年数 10年程度

では，補修費が高くつくという評価になる注 9)。

しかしながら，事例地区において補修の対象となる箇

所は，早急な補修を必要としているところであり，年減

価償却費が増大するからといって補修を行わないという

判断にはならない。そのような観点から言えば，施設 Al

については，標準耐用年数に到達する以前に補修を必要

とするほどに施設の機能劣化が進行していることへの対

策を指摘することができる。また，施設 Clについては，

補修費の妥当性の検討と費用を抑制するための工夫が求

められることを指摘することができる。

表4には，追加耐周年数を 10年と仮定する場合の試算

を示したが，追加耐用年数を 5年から 25年に変化させた

場合の年減価償却費節減額を図 2に示す。図 2では，補

修費のうち，賃金部分を一般の公共事業労賃に置き換え

る試算を併せて示す。シナリオ (a)は，三重県公共工事

労務単価の普通作業労賃 9，525円/日 (6時間)をサポー

ト隊作業班 5名に適用した場合，シナリオ (b)は，普通

作業労賃は隊長，副隊長の 2名のみとし，他 3名は軽作

業労賃 7，200円/日 (6時間)を適用した場合を示す注 10)。

表4 試算の結果

Table 4 Estimation result 

補修前 補修後

対象
初期 標準耐用 年減価償却費 補修時点の 補修費 補修による追 改訂 改訂

施設
整備費用 年数 経過年数 加耐用年数 耐用年数 年減価償却費

① ② ③=①/② ④ ⑤ ⑥ ⑦=④+⑥ ③=(①+⑤)/⑦ 

(百万円) (年) (百万円/年) (年) (百万円) (年) (年) (百万円/年)

A 663.3 35 19.0 

A1 66.3 35 1.9 24 15.0 10 34 2.4 
吋・H・“““““・ .......・H・・町田町山町同一一円“ a・a・a・・a・・a・・a・，.，.，‘..................................

A2 597.0 35 17.1 17.1 

B 1231.1 35 35.2 

B1 102.6 35 2.9 32 15.0 10 42 2.8 
-・・・ ーーーー・ーーー・ -・・・・・・・・・・・・・・・・・“““““““““‘・“・・・・・・・・目島田島且 目‘・・・・・・・・・a・・・・・ -・・・・ーーー・ーーーーー・ー・・・・・・・・・・・. 咽'・・・・・・・・・・・・-・ -・・“・・ ・・・ ・町砂町砂町b・町砂町b・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

B2 1128.5 35 32.2 32.2 

C 712.0 40 17.8 

C1 12.0 40 0.3 42 7.5 10 52 0.4 
・a・・a・・a・司 ・・・H・.._..........・M・a ...........H・ ..-・H........ ・・・・・・・M ・・ ............“・・M・-“............................・・

C2 700.0 40 17.5 16.7 

D 7.2 15 0.5 0.5 

メロ込三ロ一r 2，613.6 72.4 37.5 72.0 

総合耐周年数 36.10 36.82 
注 1) 標準耐用年数は，鉄筋コンクリートで 40 年，コンクリート二次製品で 20 年~40 年である。事例では，県職員や土地改良

区へのヒアリングから 35年，または 40年とした。施設 Dは，コンクリート敷農道の標準耐用年数 15年を用いた。
2)補修時点の経過年数は，補修を完了した時点を平成 23年とし，整備時点を，施設Aについては昭和 63年，施設 Bについ
ては昭和 55年，施設 Cについては昭和何年としてそれぞれ示した。
3)運営経費の一部や無償労働の費用が含まれていないため，補修費(⑤)は過小評価されている可能性は否めない。
4)改訂年減価償却費(③)の合計には，補修前との比較から， A2' B2' C3， Dの年減価償却費を加算している。
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図 2 年減価償却費の節減

Fig.2 Saving of the depreciation expense per year 

図2の試算によると，追加耐用年数が 5年程度では，

いずれのケースにおいても年減価償却費の節減はマイナ

スとなる。事例における施設の実態に基づけば，約 7年，

耐用年数が延長できれば対象施設全体の年減価償却費の

節減はプラスとなる。

VI 試算結果の考察

以上の試算結果を，立梅用水土地改良区の高橋事務局

長に示したところ，年減価償却費の節減効果は，プラス

でなければ効果はないのだろうか?という疑問が投げか

けられた。農地水活動による施設の補修は，夏場の機能

診断に始まり多くの手間暇をかけて実施される。これら

は，集落，協議会事務局，サポート隊三者の協力により

実現している。補修による水路機能の回復は顕著であり

注日) 地域の人々が協力し合い機能診断や補修作業を実

施し，その結果，施設の機能が回復するとしづ成果が地

域の人々に与える効果は大きい。それは，住民による水

路の自主的な点検，機能診断と補修への協力に波及 して

いると考えられる。

また，事例地区は，あじさい一万本運動を契機に，活

発な住民活動を展開するようになるが，農地水活動への

取り組みは，それまでの有志メンバー中心の活動から，

個々の集落活動を基盤とする|日村全体に広がる活動へと

発展を遂げている。活動の理解浸透を促しているのが補

修活動であり 注12) 理解が浸透した結果，補修活動には

関わらない部分も含めた協議会の活動全体に好影響がも

たらされているとすれば，補修活動は，人々の協調行動

を引き出し，農地水活動を実施する上での取引費用を低

く抑える状況を生み出している可能性がある。このよう

な理解に立つ場合，年減価償却費の節減が低く 抑えられ

ても，取引費用の低減が協議会の活動全般に及ぼす好影

響を考慮すれば，活動から充分な効果が得られていると

いう現場の反応も理解できないことではない注13)。

しかしながら，図2におけるシナリオ (a) (b) と実績
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との比較から，農地水活動による補修の効果は，サポー

ト隊の賃金の低さに起因している ことがわかり，手放 し

で評価できる結果ではないことが指摘される。

一方，サポート隊メンバーは，退職後，第二の人生の

活躍の場として活動しており ，かっ，賃金の低さを埋め

てもなお余りある地域からの信頼を受けている。サポー

ト隊としての活動が彼らの潜在能力発揮の機会になって

いることを考慮すれば，活動を成立させている仕組みこ

そが評価されるべき点であろう。

試算の結果は，概数で表される費用を扱い，大胆な仮

定の下導かれているため，結果も WI0年ぐらい長持ちさ

せる丁寧な補修作業が，施設や補修費用の条件によって

は年減価償却費の節減に結びつく可能性がある。』という

程度に止まざるを得なかった。 しかし，結果の考察から

は，活動組織の仕組みゃ，人々の協調行動こそが評価さ

れる点であることが示唆された。このことこそが，住民

活動への交付金充当の本質的な意味であり ，まさしく農

村協動力の蓄積という評価につながるのではないかと考

える。

また，年減価償却費の節減効果は，プラスでなければ

本当に効果はないのだろうかという事務局長の反応は，

意外なものであった。 しかし，評価を行う意味は，試算

結果として表される補修費用の効率性を重視しつつも，

結果の解釈を通し，活動の意義を改めて問い直し納得す

る点にもある 6)ことを，事務局長とのディスカ ッション

を通し示唆を得た。

vn おわりに

多気町勢和地域資源保全 ・活用協議会による農地水活

動と，施設の補修を技術的に支援する水土里サポート隊

の役割に注目し，住民による施設の補修活動の評価を行

った。その結果，施設や補修費用の条件によっては，追

加耐用年数が充分である場合に，年減価償却費の節減に

結びつく可能性があることがわかった。また，活動の仕

組みこそが評価されるべきであり，住民活動への直接支

払は，その点にこそ意味があることも考察された。

現在，本事例は，専従事務局員の発意により勢和小学

校オリジナルコミュニティスクールを発足させた。当該

事務局員は，農地水活動を通し自らが立梅用水の多様な

価値に気づき活動を興したのである。このように，農地

水活動の発展は，次の活動を興すための人的資本への投

資につながる可能性があると考える。本稿では，この点

に言及できなかったが，それについては今後の課題とし

たい。
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注

注1)この場合の農地・水・環境保全向上対策は，①共同活動へ

の支援と②営農活動への支援のうち，①共同活動への支援

を指す。

注2)本稿における年減価償却費の求め方は，土地改良事業にお

ける経済効果の測定に必要な諸係数について (60構改 C第

690号 昭和 60年 7月 l日 最終修正:平成 15ij三3月 31

日農振第 2624号)で定められた式「工種別年工事費=工種

別工事費/当該施設耐周年数」を参考に，定額法を用いて

いる。

注3)旧勢和村 10集落のうち，立梅用水の受益地は 5集落のみで

あり，非受益地である 5集落も協議会に参画している。

注4)施設 Aについては，面工事などを含む全体の工事費の中か

ら，水路工分を評価の対象とすることとし，当該地区県営

ほ場整備事業の清算設計書から水路工割合を求めることに

した。ただし，入手できた清算設計書は 10工区中 3工区の

みであったため， 3工区の平均から 10aあたり整備費を算

出し，そこに地区全体の整備面積をかけ，施設 Aの整備費

用を求めざるを得なかった。入手できた 3工区は，当該地

区の地形条件の多様性(傾斜地を含む割合)をそれぞれ代

表する工区であり， 3工区の平均値を用いることに妥当性

があると判断した。

注5)ここで用いたデフレーターは，施設 A地区清算設計書が作

成された時点である 1987年の値を用いている。なお，施設

Bおよび施設 Cについても，当該清算設計書のデータをも

とに算出しており，同じく， 86.1を用いて現在価値に換算

している。

注6)平成 17年度資源保全実態調査の結果(農村振興局 (2006)) 

より， r資源の密度jデータ 府県，水田型，開水路の場合

の延長， 24.6m110aを面積にかけ四捨五入して求めた。

注7)サポート隊の日当水準は， 1，000円/時間であり， 1日あた

り6時間作業に従事している。なお，補修作業の経済的効

率性を考察する場合，集落住民が補修作業に従事する部分

(実績では無償)についても，本来費用に含めるべきであ

るが，集落住民は機能診断活動への出役と補修作業前に実

施する草刈や清掃を主として担っており，費用としての推

計が困難であった。そのため，本稿では費用に含めていな

し、。

注8)補修の対象となる箇所は，漏水があるなど，機能の健全度

で言えば，早急な補修を必要とするランク (S-I) である。

そのため，事例における補修活動は，必ずしも予防保全に

なっているわけではなく，本来のストックマネジメントの

趣旨から外れることになるかもしれない。しかし，早急な

対処を可能とするのは，現状において，農地水活動(現在

は多面支払活動)以外にはなく，現場ではこの方法を採用

している。以上の状況から，追加耐用年数の起点を補修時

点(施設の耐用年数が実質的に限界に達した時点)に置き，

試算を行った。

注9)すべての施設の改訂年減価償却費合計が当初と比べて減じ

たのはお C2施設の長持ちによるところが大きいが，一方で，

Al施設の機能劣化が初期の耐用年数に比して早い段階で

起きていることが， Alの改訂年減価償却費を押し上げてい

る要因となっており，施設が長持ちしなかった影響も存在

する。また， Alは，初期の整備費用が安価であり元々の年

減価償却費が低く抑えられていることから，同じ補修活動

を行っても， Bl施設に比べると改訂年減価償却費が高くつ

いてしまう点も指摘される。このように，総合耐用年数と

いう考え方を用いた本稿の評価方法では，農地水活動によ

る補修活動の費用効率性を的確に把握できなかった点もあ

り，方法の妥当性について検討する必要はある。

注10)公表される労賃は， 8時間あたりの日額である。サポート

隊の出役は， 6時間/日であることから，試算に用いる労

賃は 6時間あたりに換算している。

注11)協議会が発行する広報誌には，補修後の状況に関する集

落区長のコメントが記載されており， ~目地補修をしてい

ただし、たおかげで渇水期にも心配がなくなった』など，

機能回復への言及がみられる。

注12)本稿における評価対象期間の後になるため，参考情報に

とどまるが，協議会広報誌(農地・水・環境保全活動 水・

土・里通信 平成 25年度第 2号の記事 rr機能診断」を

行いましたJ) によると，集落から申請のある補修要望件

数は年々増加しており，そのことに対し『この要望の多

さは活動が地域に浸透し確実な成果の表れではないかと

感じています。』と述べられている。

注13)本稿では，取引費用を低く抑える状況を実証するに価す

る具体的データを把握していない。しかし，現場では，

補修活動の効果は協議会の活動全体に及んでいると感じ

ており，今後，多面支払活動の評価を行う上で重要な論

点になると考える。そのため， r補修活動から充分な効果

が得られているJという現場の感覚と併せ言及しておき

たい。
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