
  
  北海道の国営農業農村整備事業に対する受益農家の評価

  誌名 農村計画学会誌 = Journal of Rural Planning Association
ISSN 09129731
著者名 森,繁

山本,忠男
井上,京
長澤,徹明

発行元 農林統計協会 (発売)
巻/号 31巻
掲載ページ p. 375-380
発行年月 2012年11月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



北海道の国営農業農村整備事業に対する受益農家の評錨
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I はじめに

北海道の農業は，その高い食料自給率(平成20年度カロ

リーベースで210%)1) が示唆するように，わが国の食料

基地として重要な位置を占めている。しかしながら，そ

の基盤を整備する農業農村整備事業費は平成22年度以降

大きく減少し2) 事業の計磁的な実施が危慎されている。

また，留と地方の役割分担から直轄事業，補助事業などの

制度の見直し，さらには道州制の検討など実施体制のあ

り方についても議論がなされている出)。さらに，平成

24年度時点で政府は環太平洋連携協定 (TP P) に参加

すべく協議を開始しようとしており，わが圏の農業の方

向自体が不透明な状況にある。このようなわが国農業を

取り巻く状況の下で、農業農村整備事業の政策効果合評価

し，今後の農業農村整備事業のあり方を検討することは，

わが盟農業を再生し，農村を振興するための重要な課題

である。

政策効果を評価する手法として，事業主体である習が

経済指襟，統計資料，現地調査により総費用総便益比を

含め多角的に評価し，学識経験者による審査を経て決定

される事後評価制度がある。したがって事業の効果など

は制度的にすでに検証されていると言えるが，今後の農

業農村整備事業のあり方を考える上で必婆な受話農家の

具体的受益享受J惑や，事業実施後の農業農村整備事業に

対する農家認識については十分に明らかとはなっていな

し、。

農業農村整備事業の評価に額する研究は数多く，たと

えば圏光は公共事業の経済評価の必要性と費用便益分析

を事後評価へ適用する場合の改善点を指摘し，関場整備

事業の事業後の効果発現状況を明らかにしている 3)。伊

藤は集落排水事業の費用便益分析の手法を確立するため，

北海道の集務排水事業完了地誌の事業評価を行っている

心。また矢野らは北海道北東部の町村を対象に農家の土

地改良事業に対する効果や期待の意識識査を千料、分析し

ている 5)。このように従来の研究は評価の手法開発や特

定の事業に関する評価を内容とするものが多く，効果に

対する受益農家の認識を広域的に比較検証した研究は見

当たらない。

このため，本研究は北海道において実施された関営農

業農村整備事業のうち事後評価を終えた地区の受益農家

を対象に，事業の効果に対する認識や圏営事業に対する

考え方などを調査し，受益農家側から見た事業効果の検

証と課題の抽出を倒的とする。なお研究の対象は，

規模が大きく基幹的な整備を実施し，また事業の事後評

価に関する資料が比較的長期にわたり公表されている閤

営農業農村整備事業とした。

H 研究方法

北海道における国営農業農村整備事業の公共事業評価

制度では，平成 13年度より平成22年度まで約 100地思を

対象として事後評価が実施され，その結果は農林水産省

のホームページで公表されている 6)。このうち平成 17

年度からは総費用総便益比が公表され，平成 22年度まで

55地臨が評価されている。本研究の調査地区はこの 55

地毘から 20地区を選定した。これらの地区は母集屈であ

る 55地区の事業穏5JIJIE2) 営農形態別i:t3)受益者数割合

を基本に母集闘を代表するよう選定した。 20地区の受益

者 1，543名に対して平成 23年 12月から平成 24年 1月に

かけて郵送法によりアンケートを行ない， 565名 (36.6%

)の有効回答を得た(表1)。

森ら7)は，平成 17年度以降の 55地慌の事後評価結果

を総費用総便主主比，農業就業者年齢，戸当たり農業所得に

ついて分析している。本研究ではこの結果を参考に調査

項毘を設定した。具体的には，全地誌で総費用総便益比

が1.0以上あることを確認したが，その要因を分析する
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表 1 欝査対象地区の概要

Table 1 Outli丹邑 oftheproject studied 

i校長室

品質

労働時節

盤整業所得

後継者

災害葬

祭落の結束

3.0 2.0 

アイテムレンジ

臨 2 効巣の要因と影響度
Fig. 2 Benefit factors and its effectiveness 

が多く， 65歳以上は市町村の 23%に対して田答者が 17

%であった。なお，センサスの平均年齢は 57.3歳と同じ

であるが，両者の年齢構成には有意な差 (p<O.o1)が認め

事業符( j]IJ 1也i正と党wuml1l 受統者数 イi!QJ[，il符数 ["1キ字率
かんがい1JI'A<事業 八(水IU) 159 17 

B (水111・先J1) 57 21 35.1覧

c (士nl) 77 36 
1) (舟11) 171 59 

総合i災地1m従 'J~去を E (知i・総) 63 26 
F (民主) 53 12 32.4覧

G ((舟再fii1 ・麟) 45 20 
11 (Á.~) 58 13 

1氏名，1;申Jl¥HJド水‘ド梁 1 C水11I・珂IJ) 35 16 
J C舟I1・燃) 163 74 42.5覧
}く(知J) 117 54 
し(知J) 90 28 

段上世ImJiH子主主 M(封J1) 77 21 

O N ((側先JI・-際NE)) 
23 骨 3し3%
12 5 

j災地 Ilf議選手詫琵ii'W~ ド (水111・先IJ) 110 40 
Q CA<1ll・知i・紛) 85 22 
lミ(舟11) 50 22 36.2覧

TS (( 舟先1il1 ) -Nt ) 72 25 
26 15 

合 1543 565 36.6% 

1.0 0.0 

られた。

事業効果

事業効果の有無については， r大いに効果あり jから「効

果なしjまで 5段階の尺度に対して， rまあまあ効果あり」

と「大いに効果あり jをあわせて 89%が効果ありと由答

した(図1)。さらに「どちらとも言えなし、j， rあまり効

果なしJを「効果なし」に加えて集計しまあまあ効果

あり J，r大いに効果あり J との 3項問を営農形態Jjll，事

業種別ごとにクロス集計し残差分析した結果，営農形態

別では「水回J，r水EE'畑」の「効果なしj と「畑・酪」

の f大いに効果あり Jが，事業種別では旬、んがい排水」

の「効果なしj と f農地開発j の「まあまあ効果あり j

注)χ2検定により有効回答と受益者iこは有意な差はなく，回答
者は受益者を代表していると判断された。

2 

ため図 lに示す「事業効果があったかj を5段階で，ま

た罰 2に示す「効果の要国j を質問項目とした。また国

営事業の意義についての農家意識を知るため f国営事業

の必要性Jと「必要な現出j を訊ねた。さらに受益地匹

の農業就業者のほうが，その存在する市町村全体の農業

就業者の平均年齢より若く，農業所得は高いという結果

を得た。その要国として後継者の有無や事業による経営

面穣の増加が考えられ，その関係を分析するため調査し

が特に有意であった(表 2，表 3)。

次に効果の内容を「収量J，r品質J，r所得j， r労働時

間J，r災害J，r後継者J，r集落の結束j に区分して，区

分ごとに「増加J. r変わらなし'J.減少Jなど 3段階の

カテゴリーを設けて質問し，効5裂の有無を隠的変数とし

て数量化E類により'fIJJjIJ分析を行った。園 2，こ要霞別の

影響度を表わすアイテムレンジを示す。アイテムレンジ

は f収量j であれば「増加」から f減少」までの 3段階

のカテゴリー数量の最大値 (0.251)と最小値(-l.696) 

の羨(1.947)となり，レンジが大きいほどg的変数に与

た。

なおアンケートの分析には，エクセル統計 2010(株式

会社社会情報サービス)を利用した。

結果

回答者の概要

回答者の平均年齢は 57.3歳であり，年齢構成は鴎 3

のとおりである。出答者の傾向をつかむため，調査地区

が主義する市町村の年齢別農業経営者の割合 (2010年農林

業センサス 8) )と比較すると，回答者は 60歳から 64歳
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効薬はなかった

あまり効果はなかった

どちらとも震えない

まあまあ効桑はあった

大いに効果はあった

密 3 匝答者とセンサス農業経営者の年齢構成
Fig. 3 Differences of age structure between questionnaire ofthis 

study and the national census 

60 

回 1 事業効果があったかj という謂いへの回答
Fig. 1 Answers to the号uestionasking whether the respondent feels 

benefit from the project 
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表 2 営農形態別効果の有意性
τable 2 Effect significant of each farming type 

霊ま幾形態 効果なし まあまあX!J!)荘あり 大いに効果あり
全体 8. 3% 37.3覧 54.5% 
水田 十** n.s 一**

水田・:1:岡 + ** n.s n.s 
水田・:上田・瀦 n. s 十* n. s 

土担 一* n.s n. S 
畑・酪 n.s 一* 十**

置告 n.s n.s n. S 

注:1)対立 5%，**は 1%有主主， n. s i士有意性のないもの。

注:2)全体の割合より大きい(小さし、)ものを+(一)で示した。

表 3 事業種別効果の有意性
Taわle3 Effect significant of each project 

事業緩別 効果なし まあまあ効巣あり 大いに効果あり
全体 8.3詰 37.3覧 54.5% 

かんがい排水 + ** n.s n. S 
総合長基地開発 n.s 日.S n.s 

直結明察 n.s n.s n.s 
差是地際発 n.S 十** 一**

屋基地再編界再発 n.s n.s n.s 

注:1)対立5%，料iま1%有吉章， n. Sは有意性のないもの。

注:2)全体の割合より大きい(小さし、)ものを十(ー)で示した。

える影響が大きいことを示す。分析の結果，農業所得の

増加，収量の増加，品質の向上が事業効果を認識する要

因であり，労働時間の減少や後継者の確保，災害の減少，

集落の結束など、は影響が小さい。なおサンプルスコアに

よる判別的中率は82%であった。また所得の増加には収

量の増加と品質向上との多重共線住はなく，それぞれ独

立した項目として取り扱った。

事業種別の効果要因を分析するため，国 2のf収量J，

f品質jなど 7項目の効果要四ごとに，函 lの「効果あり」

から「効果なしJまでの 5段階と f増力日J，r変わらずj， r減

少jなどの 3段階をクロス集計し，が検定した結果を事

業種別に整理したものを表 4に示す。この結果，労働時

間について，かんがい排水事業や夜轄明渠排水事業は効

果発現の要問として判断できるが，商整備事業で、ある総

合農地開発事業，農地開発事業，農地再編整備事業は効果

との有意な関係が認められなかった。また，直結明渠排

水事業で災害，後継者の確保に有意な関係があった。

3 国詰事業の必要性

国常事業が必要であると認識する受益農家は 84%で

あった(図 4) 0 r必要あり j と答えた理由を表 5の項

目について回答を求め，主成分分析により解析した

い=471) 0 r予算の確実性J，国が関与することの誇

表 4 事業種別の効果婆閣との有意性

T昌弘le4 Effect factor significant of each prqリect

事業後~IJ 絞量 品質 所得 労働時間 災害|後継者 集認の結束

かんがい排水事業 *キ *本 *ネ *キ 日.s n. s n. s 

総合農般開発事業 ネキ ** 本家 n. s n. s n. s n. s 

直轄明婆排水事業 ネキ ネネ ネネ ネ *ネ * n. S 

農地開発事業 持.$ 本 ネ* n. S n. s 日.$ *本

農地再編開発事業 *キ ネネ 不* n. $ n. S n. S n. $ 

注)*1土5%，料{土 1%有意， n. S は蒸気lできなかったもの。

必要な
b 、
5弘

密 4 国営事業の必要性に対する司答
Fig. 4 Answer to the necessity of government情。peratedproject 

りj など第 l成分では「間営事業の信頼性J(こ関する内

容と判断された。 -}j， 第 2成分では「負担金が少なし'j，

f完了後の支払いが楽j など f国営事業の負担感j と分

類できた(表 5)。なお，この主成分は偶有値 1以上を

使用し，累積寄与率は 46%であった。また，国営事業が

「必要なし、J， rどちらとも言えなしリと答えた受益農家

は 15%と少ないものの，その理由についての主成分分析

(n=37)では， r技術に対する不信J，rアフターケアに立す

する不満Jなど「信頼性jに関する内容と， r工期がfそし、J，

f負援金が高し、j など「負担感Jに関する内容であった。

いずれも国営事業で「必要あり Jとしたグル…プと向様

の分類となったが，内容は否定的評価であった。

J.l1J，営農形態別に「必要あり J， r不必要」の間

をが検定した。その結果，事業穣男IJでは有意な差がなく，

営農形態別では r7l< 133 Jに不必要が多く， r畑」に必要が

多いという有意な差が得られた。

4 後継者の状況

後継者の有無により事業効果，国営事業の必要性など

基盤整備に対する農業者の意識が影響されると考えられ

たため，効果の婆関として f事業後に後継者ができたかj

またフェイス調査で「後継者の有無j を改めて間い，回

答の整合性を確認する質問項目を設定した。事業後に後

継者が確保されることは前述のように事業効果の大きな

要閤とはならなかった。しかし， 2010年農林業センサス

の「農業後継者の有無別農家数J9) によれば北梅道の後

表 5 必重要環自の主成分負荷量

Table 5 Factor loading of necessary reasons 

支ま
整備に対する負担金が少ない1i:1l

技術に信頼がおける
国の予算lま確実iこ篠保され工期が速い
隠が関与することで農業iこ誇呼を持つことができる

事業完了後に負担金を支払うのは楽である1E:2)

農業政策と連動している
完了後のアフターケアが良い

注:1)国営事業は補助率が高く灸抱金が少ない。

注:2)扇営事業では効果の発現する事業完了後iこ負担金を年毎に俄

還する。
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水際・畑蕊~

水田~

。覧 20弛 40% 60覧 80% 100% 

間後継者あり滋後継者なしむどちらともいえない

閲 5 営農形態院の後継者の割合
Fig. 5 Ratio of successor in each farming type 

継者のいる農家数の比率は 24%，出答者の間比率は 48%

で受主主地区内の後継者の比率が高い。さらに水E8J， 

「水田・畑Jにおいて後継者が確保されていないのに対し

てr7}く問・畑・酪J，r酪J，r畑・酪J， r畑」では後継者の

割合が高し、(図的。また事業種月IJと後継者のクロス集計

結果では fかんがい排水事業jで後継者が少なく， r直轄

明渠排水事業Jで後継者が多い結果となった。

5 経蛍農地面積

森ら 7) による事後評価結果の分析では，受益地の戸当

たり農業所得は受話地症を含む関係市町村のそれより大

きかった。この原閣は受主主地内の戸当たり農地面積が大

きいためと考察している。そこで本研究では，所得増と

函積増の関係を分析するため，事業による面積増加最と，

それ以外の離農跡地の購入や借地による街横増加量を調

し，さらに留 6に示す離農跡地取得の動機について質

問した。

その結果，面整備事業である農地開発，総合農地開発，

農地再繍整備において よる犠加Jは 31%， r離

農跡地の購入による増加j が 56%であった。また，かん

がい排水，在主轄明渠を加えた全事業における経営面積の

増加の f離農助:地の購入による増加jが 55%であり，離

農跡地の購入が経営面積拡大の大きな要閣であった。さ

らに離農跡地の取得動機を見ると， r自己所有地に近いこ

とJが 90%と大きく事業により整備された優良農地

だから」は 6%に過ぎなかった(図的。ただし取得した離

農跡地が地区内かどうかの質問に対して 76%が「地区内

の農地Jと答えている。

W 考察

1 事業効果

7)らが行った事後評価結果の分析では，給、費用総便

益比が全地区でし O以上あったが，今回の調査でも 89%

の受益者が効果ありと認、識していた(闇1)。このことは
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Fig. 6 Incentive of buying farm field 

国営事業の各工穣の効果を受益者自身が実感しているこ

とを示す。また事後評価結果ではかんがい排水事業の総

費用総使益比は他の事業より低かった7)が，今出の調査

でも同様に「効巣なしj とした胆答者が旬、んがい排水

で、有意な差を持って多かった(表 3)。営農形態別

でも f水田Jで効果なしとの回答が多く(表 2)，水田を

対象とするかんがい排水事業は，減反政策，米価の低迷

など外部要因によって所得が減少し効果が減じられたこ

とと，本来不足する水E8.F潟水が事業前から受益地内で調

整されていた結果，効果が実感されなかったと推測され

る。逆に f効巣あり j が有意な差を持って多かったのは

「畑・酪j であった(表 2)。とりわけ直轄明渠排水事業

J地Eでは，排水効果の向上により付加価値の潟い野菜

の導入が進みilペ収量，品費，所得の増加に結び付いた

ことがアンケートの回答内容からも認められた。

効巣菱自のヰヰj見IJ分析の結果(図 2)では， ~又量の増加，

所得の向上，品質の向上が大きな要国であった。質問項

自には「事業後に後継者ができたかJ，r洪水被容などの

災害は減少したかJ，r匹画の拡大，かんがい設備の整備

などにより労働時間は短縮したかJ，r事業実絡や管理に

伴う集落の結束が強まったかJなど，効果の多面|症を仮

定した質問も行ったが，効果の要国としては小さかった。

次lこ，事業男IJの効果要隈(表りでは，労働時間が面

整備事業で効果なしと認識されたが，これは新たな農地

造成による経営面積の拡大が労働時間の増加を引き起こ

したことによると考えられる。農地再編整備事業は区画

整理が中心の事業であるため労働時間の短絡が間られて

いると考えられるが，今回の調査では農家に効果の認識

がない。この原菌は，今回の識査地匹が畑作や離農地帯

の大規模な畑を主体とした農地再編整備地区であるため

水田の大思画化のような大きな労働時需の短縮が実感で

きないことによると考えられる。

一方，直轄明渠排水事業の効果として災害の減少に有

意な関係があったが，これは排水効果が大きいことを示



している。なお，直轄明渠排水事業で後継者確保の効果

が大きいのは，排水整備により新規作目の導入が進み，所

得が増加し後継者の確保が進んだ結果と推測される。農

地開発と集務の結束の有意性については，アンケート結

果だけでは考察できなかった。

このように，事業による効果はそれぞれの事業の持つ

特徴ある工種を的確に反映したものであり，また水田の

かんがい排水事業のように米価の低迷など外的要盟も反

映したものであることが受益者の評価から実証できた。

2 ~営卒業の必要性

効果に対する認識とともに，国営事業自体に対する認

識を調査するため， r必要J， r不必要」とその理由について

質問した。「必要」が 84%と高かった(関心が，受議農

家にとっては消極的な意味での必婆性，すなわち「あっ

たほうがよしリと考えた結果とも思われる。ここで重要な

ことは，その理由である。主成分分析の結果から(表 5)，

受益者がf霞営事業の信頼性Jとf低い負担感j を国営事

業の必要な理由としており，国営事業の持つ確実な財政，

高度な技術や高い補助率などの特質を的確にとらえてい

る。 f不必要jの理由が必要と同様にf信頼性jとf負担感j

に分類されたことも国営事業の評価は f信頼性J と「負

担感j に強く影響されることを裏付けている。また「政

策との連動性」や f圏の事業を行うことの誇り」なども

国営事業の f必要性」の要因であるとの図答があり，国

営事業の今後の在り方を考えるうえで重要な知見である。

かんがい排水事業などの事業種別では事業開に有意な

差が見られず，営農形態別でr7.k83J(こ「不必要Jが多く，

「畑j に「必要j が多いことは事業効果と同様に f水田j

での効果の実惑が小さいことが原因である。工期の長期

化に言及していることからも水田受議者の評価は厳しい

ことを示唆している。なお，アフタ…ケアの良し悪しは個

別農家への対応が反映しているものと考えられ，評価が

臨難であった。

3 後継者の状況

効果の要盟として f事業後に後継者を確保したJ とい

う胆答は少なく，後継者の問題と国営事業実施との関に

関連性は認められなかった。森ら 7) は事後評価結果の分

析で受益地内の農業就業者の年齢が関係市町村の農業就

業者よりも若く，意欲ある農業者が多いという結果を示

した。本研究での後継者の有無の調査結果でも f後継者

あり」の割合は北海道全体の「後継者あり」の割合の 2

{をあり，受益地底において後継者が確保されていること

は確認できたが，受益地鼠内の農業就業者が相対的に若

いということを検証することはできなかった。

4 経嘗農地面積

森ら 7)の事後評価結果の分析では，受益地内の経営農

地面積の増加は関係市町村の経営農地面讃の増加より多

く，それが戸当たり農業所得の増加に結びついていると

している。そこで本研究では国営事業による効果を確認

するためアンケート調査を行ったが，面整備事業による

増加はあるものの，その寄与の程度を数値で表すことは

できなかった。経営農地面積の増加は離農跡地の購入や

借地によるところが多く，事業実施との関係を実証する

ことはできなかった。離農跡地取得の動機(図的から，

受益者は第一に自己所有地周辺の農地を購入するが，器

営事業地区はそれを包含する広い受話地を持つため，結

果的に地区内の農地を購入したことになる。

また自答に「とにかく農地がほししリという意見もあり，

かんがい排水事業の水利権のある農地のように明確な付

加価値のある場合を除き，国営事業での整備を意識して

購入しているわけで、はない。

V おわりに

本研究では事業の評価を農家の撹点で検証した。受益

農家が作物の増収効果，所得増加効果，品質向上効果を

評価していること，冨営事業について負控金が少ないこ

とばかりでなく，予算の確保，閣の関与，克了後のアフ

ターケア，技術的信頼，そして政策との連動などの f圏

営事業の信頼感」があることを評価していることが明ら

かとなった。また，事業男IJでは「直轄明渠排水事業J，営

農形態別では f娼」などに後継者が多く，事業による排

水効果の向上や畑地かんがいの整僚により新規作物が導

入され所得が向上したことがその要因と考えられ，国営

事業の新たな評価が示唆された。一方，米価の紙迷や減

反政策の影響を受けた水沼地帯の農業者は，かんがい排

に政策との矛盾を感じ密定的見解を持っており，

畑地帯の肯定的見解と対熊的な結果となった。

本来政策実現手段である農業農村整備事業は政策と密

接な関連を持って進められているが，政策の変更に邸時

に対誌できない事業の性格から，農業者の意向と翻離を

きたすという課題も明らかとなった。

最近の北海道における農業農村整備事業の政策展開と

して，従来の畑作地帯の農地再編整備事業とは異なる水

自の大誌面化を医的とした農地再編整備事業が農業者の

要望を受けて数多く実施されている。これは水問地帯の

米価低迷による所得低下の対抗策として水田地帯におい

て農業生産法人法 5) を設立し経営規模の拡大と農作業，

農業機械の共同化や農作業の受託による所得の向上に活

路を見出そうとするもので，政策と農業者の意向が一致

した好例としてその成果が期待される。これらの事業の

事後評価を含めた政策効果の検証が引き続き必婆である。
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また， i環境への配題、J，i所得補償と基盤整備j， i将来

の基盤整備の必姿性j などに対する農業者の認識を明ら

かにして，事業制度や実施主体のあり方など多角的な検

討を進め，より効率的な農業農村整俄事業の方向性につ

いて考究する必婆がある。
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注1)例えば f地方分権改革推進法J(平成 18年 12月 15

5法律第 111号)第 5条には，地方分権改革の推進

に関する園の施策として，圏は盟が本来果たすべき

役割を重点的に担い，住民に身近な行政はできる限

り地方公共団体に委ねることを基本として，適切な

役割分担をするよう権銀委譲の推進を定めている。

注 2)事業種別とは，かんがい排水事業，総合農地開発

直轄明渠排水事業，農地開発事業，農地再編

整備事業など，農林水産省が要綱で定めた事業制度

の名称であり，採択基準，補助率，事業工種が事業

制度ごとに定められている。

注 3)営農形態は， i水田J，i水田・熔J，i熔J，i畑・酪j，

「麟J，i7ka.畑・艶」など，事後評価警に記載さ

れている地臨別の営農形態を言う。本研究で実施し

たアンケートの回答者の営農形態も評価警の営農

形態と変わらないことを確認した。

注 4)直轄明渠排水事業 J地慌(表1)では，排水の整備

により長芋の導入が可能となり，海外への輪出など

所得の大憾な増加が克られた 10)。

注 5)水問地帯の農地再編整備事業 Na地区 11) では，

を契機に二つの生産法人が設立された。
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