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砂 論文4

傾向スコアマッチング法による

農地・水・環境保全向上対策のインパクト評価
一北海道における共同活動支援を対象として一

Impact Evaluation ofMeasures to Conserve and Improve Land， Water and the Environment Using Propensity Score Matching Method: 

A Case Study of Hokkaido Prefecture 

高山太輔*中谷朋昭**

Taisl:lkeT北KAYAMAヘTomoakiNAKATANI** 

(*明海大学経済学部 付北海道大学大学院農学研究院)

(*Faculty ofEconomics， Meikai University， **Research Faculty of Agriculture， Hokkaido University) 

I はじめに

わが国の農地や農業用水等の農村地域資源の保全管理

は，農業集落を中心とした共同活動により行われてきた。

しかし近年，過疎化，高齢化，混住化による集落機能

の低下により，農村地域資源の適切な維持管理が困難に

なってきている。このような状況に対し 2007年より「農

地・水・環境保全向上対策J(以下，向上対策)が導入

されている削)。この対策は (1)資源の適切な維持保全，

施設の長寿命化，生態系保全・景観形成を目的とする地

域ぐるみの共同活動(共同活動支援)と (2)農業者ぐ

るみで化学肥料・化学合成農薬を大幅に低減するなど環

境保全に向けた先進的な営農活動(営農活動支援)を実

施する活動組織を支援する 2段階から成り立っている。

特に前者は，農業者だけでなく，地域の住民や都市住民，

NPO等の非農家グループを含む地域ぐるみの共同活動

へ支援を行うものである。このように向上対策は，資源

の保全や環境保全型農業を推進する農業集落の構成員を

中心とした活動組織への直接支払制度となっており，そ

の効果について定量的な評価を行う必要がある。しか

し集落の向上対策への参加要因については一定のコン

センサスが存在するが1)2) 3) その影響については事例

分析や事後評価が中心 1)4).5) 6) となっており，統計学的

手法によって向上対策の効果を測定した研究は見あたら

ない白)。

本稿の目的は，インパクト評価の手法を利用して，向

上対策の共同活動支援が農業集落に与えた影響を評価す

ることである。農林水産省 5)では共同活動支援の効果と

して農地の保全管理，農村地域の活性化，農業用施設等

の維持機能等への影響が検証されている。そこで本稿で

は，農地の保全管理，農業集落の活動，農村地域資源の

保全活動に与えた影響に焦点を絞り，定量的な評価を行

う。具体的には，北海道を事例として農林業センサスに

おける農業集落レベルのパネルデータを作成し，共同活

動支援に参加した農業集落を処置群，それ以外を対照群

として，傾向スコアマッチング法及び傾向スコアマッ

チングを用いた「差分の差J(Difference，in-differences， 

以下 DID)推定法により，共同活動支援への参加が農

業集落へ与えた影響を明らかにする。北海道を分析対象

とする理由は，農村構造の特徴i主3)から農村地域資源管

理の持続性が最も危慎される地域でありぺまた，向上

対策への参加集落と不参加集落のサンプルサイズを十分

に確保できるので，本稿の手法に適しているためである。

本稿の構成は以下の通りである。第2節では，北海道

における向上対策の実施状況について概観する。第3節

では，向上対策の効果の測定方法について説明し，分析

に用いるデータセットの作成方法について記述する。第

4節で農地・水・環境保全向上対策の農業集落へのイン

パクトを推定する。第5節をまとめとする。

E 北海道における実施状況

北海道における向上対策の実施状況を簡単に整理し

ておく。 2010，年度時点において道内 179市町村 (35市

129町15村)のうち 102市町村 (22市74町6村)で

705組織により共同活動支援が取り組まれた。協定農用

地面積は42万6，262haである。道内の対象農用地面積出)

116万6，898haのうち約 37%がカバーされている。地目

別でみると，田が16万3，732ha，畑が 19万7，330ha，草

地が6万5，200haである。それぞれカバー率は， 70%，

50%， 12%となっており， どの地目においてもカバー率

が全国で最も高い。また，活動組織，取組面積の 2007
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年から 2010年にかけての増加率は，それぞれ1.48倍，

1.66倍と，全国で最も高くなっているが，全国的な傾向

と同様に，伸び率は停滞している。さらに，北海道は農

家一戸当たりの経営耕地面積が大きいため， 1活動組織

当たりの平均取組面積 (604ha)は府県 (53ha) と比べ

て大きく， 1活動組織が保全に取り組む開水路などの平

均施設数も多くなっていることが特徴として挙げられ

る。

E 実証分析の方法とデータ

1 実証分析の方法

本稿の目的は，農地・水・環境保全向上対策の共同

活動支援への参加が農業集落に与える影響を定量化す

ることである。その際の向上対策の効果は，向上対策

に参加した農業集落に対する平均処置効果 (average

treatment effect on the treated，以下 ATT) として捉

えられる。

ここで，y; (1)を農業集落tが向上対策に参加した

場合の成果指標(結果変数)， y; (0)を農業集落 iが向

上対策に参加しなかった場合の成果指標(結果変数)と

する。 D;は農業集落iが向上対策に参加した場合に1，

そうでない場合に Oをとるダミー変数とし，X;は農業

集落iの特徴を表す。

このとき，処置群に対する平均処置効果は，

A7T =E(Y;(l) -Y;(O) I D片足)

=E(Y;(l) I D;=l， X;) -E(Y;(O) I D;=l， X;) (1) 

で表される。すなわち ATTは，ある農業集落について，

向上対策に参加した場合の成果指標と，向上対策に参加

したという条件の下で，もし向上対策に参加しなかった

場合の成果指標の期待値の差として表されることにな

る。しかし第2項は，向上対策に参加した農業集落が

もし参加しなかった場合に達成される成果指標であり，

観察することができない。

この問題への対処法として本稿では， Rosenbaum and 

Rubin8
)が提唱した傾向スコアマッチング (Propensity

Score Matching: PSM)法を利用する。 PSMとは，着

目するプロジェクトへの参加確率を，観察可能な各主体

の属性や特徴などから求め，プロジェクトへの参加者と

非参加者をマッチングさせる方法である。この方法によ

り対照群として、選ばれた非参加者の観察可能な特徴は，

マッチングされた参加者の観察可能な特徴と類似してい

ることとなる。その結果，非参加者の成果指標の平均値

は，もし参加者がプロジェクトに参加しなかった場合の

反事実的状況 (counterfactual)の成果指標の平均値の

代理として利用することが可能となる。
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傾向スコアとして向上対策参加前の農業集落の特徴

によって決定される向上対策への参加確率を用いれば，

ATTのPSM推定量は

A打ヒE(Y;(l)ID;=l， P(X;)) -E(r;(O) ID;=O. P(瓦))(2) 

で表される。向上対策への参加が農業集落の観察可能な

属性によって決められている場合，傾向スコアを用いて

処置群を同等の向上対策参加確率(同様の特徴)を持つ

対照群とマッチングさせることにより，マッチングさせ

た向上対策不参加の農業集落の成果指標の期待値を，処

置群の農業集落が処置を受けなかった場合における成果

指標の期待値の代理として用いることができる。

さらに本稿で用いる一部の結果変数のデータでは，二

期間パネルデータが利用可能であるため. DID法を利

用した ATTのDID-PSM推定値を求めることができ

る九 DIDを用いるメリットとして，観測不可能なもの

も含め，成果指標に影響を与える時間によって変化しな

い要因の影響を取り除くことができる。

ATTのDID-PSM推定量は，

Aπ四月:M=主主[(Y:(l)-Y;(1)) 

-z: w(P(x;よP(X))(Y;(O)-Y;(O)) ] (3) 

で表される。ここで，tは向上対策参加後.sは向上対

策参加前を表す。 Nは処置群に属する農業集落数，Tは

処置群.Cはマッチングされた対照群を表す。 Wは向上

対策参加農業集落と不参加農業集落の傾向スコアによっ

て決まるウェイトである。

2 データセットの作成

向上対策の対象となるのは，共同活動支援では地域ぐ

るみの共同活動を実施する組織である。共同活動支援組

織の構成員には，農業者だけでなく非農業者も含まれて

いる。また，活動組織の区域は，集落単位や水系単位な

と地域の実情に応じて設定されている。向上対策への

参加要因を分析するためには，活動組織ごとの特性を持

つデータを用いることが望ましい。活動組織ごとのデーし

タを作成するには，農業者や非農業者の属性からデータ

を集計する必要があり，活動組織が存在しない地域にお

いても農業者や非農業者の属性からデータを集計しなけ

ればならない。しかしデータの制約や活動組織が存在

しない地域をどのような単位で集計するのかなどの問題

があり，データセットの作成が難しい。そこで次善の策

として社会生活の基礎的な単位である農業集落への影響

を捉えることとする。

本稿で用いるデータは，農業集落の属性や地域情報等

を5年ごとに把握することができる北海道の陀010年

世界農林業センサス・農業集落カード』である。分析に



は〆向上対策開始前の 2005年と開始後の 2010年のデー

タを用いる。ただし酪農地帯でああ旧釧路支庁，旧宗

谷支庁，旧根室支庁に属する農業集落は，他の支庁と農

業条件が大きく異なるため分析から除外した。

次に，処置群と対照群の選定について述べる。共同活

動支援の実施に関する指標は， 2009年までに農業集落

内に共同活動支援の協定農用地を有するかどうかを表す

ダミー変数とする。この指標を用いて，傾向スコアを導

出する。さらに，参加時期によって向上対策の効果が異

なると考えられる。前述の処置群を 2008年以前に向上

対策に参加した処置群(参加から評価までの期聞が2年

以上)と 2009年に向上対策に参加した処置群(参加か

ら評価までの期聞が l年)に分けて， ATTを推定する

ことにより，参加時期を考慮した向上対策への効果を推

定することができる。共同活動組織の協定農用地の位置

は，水土里ネット北海道より提供された GISを用いて

作成された活動組織の区域図を利用し，農業集落内に協

定農用地が存在するかどうかを判断した。すなわち，本

稿における向上対策の評価は，農業集落内に協定農用地

がある場合の農業集落への影響を捉えでいることに留意

が必要である。ただC_，草地のみを協定農用地としてい

る農業集落は除いた。草地のみを協定農用地としている

農業集落に対する共同活動支援の効果は，田・畑を協定

農用地としている農業集落への効果と大幅に異なる可能

性が想定されるためである。これより，処置群は 2，084

集落，対照群は 1，571集落となった。なお， 2008年以前

に向上対策に参加した処置群は 2，009集落， 2009年に向

上対策に参加した処置群は 75集落である。

変数

プ口ビット推定に用いた変数

平地農業地域

中間農業地域

山間農業地域

DID旧市町村まで30分-60分

DIDI日市町村まで60分以上

中山間地域等直接支払制度

販売農家数

非農家率

第二種兼業農家率

65歳以上農業就業人口率

水田率

借入耕地率

回の区画整理率

一戸当たり平均耕地面積

販売農家数増減率

経営耕地面積増減率

結果変数

経営耕地面積(対数)

耕作放棄地率

耕作放棄地率(回)

不作付地率(回+畑)

不作付地率(回)

不作付地率(畑)

開催回数

議題(農業生産)

議題(農道・農業用用排水路管理)

共同活動支援の結果変数として，農地の保全管理，農

業集落における寄合活動，地域資源の保全活動に着目す

る。農地の保全管理の指標は，経営耕地面積，耕作放棄

地率，耕作放棄地率(田)，不作付地率(田+畑)，不

作付地率(田)，不作付地率(畑)とする。農業集落の

寄合活動の指標は，寄合の開催回数，各議題に関する寄

表1 変数の定義と基本統計量

Table 1 Definition and Descriptive Statistics ofVaiables 

2005年 2010年
定義

Mean S.D. ササンイプズル S.D. 
サンプル
サイズ

平地農業地域であれば1，それ以外O 0.43 3655 
中関農業地域であれば1，それ以外O 0.27 3655 
山間農業地域であれば1.それ以外O 0.16 3655 
DID旧市町村まで所要時間が30分-60分であれば1，それ以外0 0.26 3655 
DID旧市町村まで所要時間が60分以上であれば1，それ以外O 0.06 3655 
中山間地域等直接支払制度に参加していれば1.それ以外O 0.l7 3655 
販売農家数 11.36 7.37 3655 
(非農家数/総戸数)xl00 44.87 32.72 3655 
(第二種兼業農家数/販売農家数)x100 12.40 15.37 3655 
(65歳以上農業就業人口/農業就業人口)xl∞ 36.23 15.05 3655 
(水田面積/経営耕地面積)xl00 47.l7 42.l3 3655 
(借入耕地面積/経営耕地面積)xl00 18.52 13.66 3655 
(回の区画整理面積/回の経営耕地面積(属地))x100 45.40 48.50 3655 
経営耕地面積 (ha)/販売農家数 16.l5 12.64 3655 
2000年から2005年にかけての販売農家数の増減率 2.36 206.l7 3655 
2000年から2005年にかけての経営耕地面積の増減率 ー10.24 16.40 3655 

経営耕地面積 (a)の対数値 9.36 0.96 3655 9.18 1.76 3655 
(耕作放棄地面積/(所有耕地面積+耕作放棄地面積))x100 1.77 5.07 3655 1.61 5.40 3655 
(耕作放棄地面積(回)/ (所有耕地面積(田)

1.82 8.22 2476 1.91 26.62 2476 
+耕作放棄地面積(回)))x 100 

(不作付面積/経営耕地面積)x 1∞ 2.89 6.95 3623 3.7l 8.l6 3623 
(不作付面積(回)/経営耕地面積(田))x 100 2.43 7.l4 247l 3.73 11.14 2471 
(不作付面積(畑)/経営耕地面積は田))x 100 7.73 16.61 3532 7.97 15.80 3532 
寄合の開催回数 11.13 9.52 3655 
農業生産に関する寄合を行えば1，それ以外O 0.82 3655 
農道・農業用用排水路等の管理に関する寄合を行えば1，それ以外0 0.65 3655 

議題(集落共有財産・共用施設管理) 集落共有財産・共用施設の管理に関する寄合を行えば1.それ以外O 0.63 3655. 

議題(環境美化・自然環境の保全) 環境美化・自然環境の保全に関する寄合を行えば1，それ以外O 0.73 3655 
実行組合 集落内に実行組合があれば1，それ以外O 0.91 3655 
農地の管理 集落内で農地の保全活動をしていれば1，それ以外O 0.36 3637 
河川・水路 集落内で河川・水路の保全活動をしていれば1.それ以外0 0.30 3516 
農業用用排水路 集落内で農業用用排水路の保全活動をしていれば1，それ以外O 0.55 3300 

注:1)所有耕地面積=経営耕地面積+貸付耕地面積ー借λ耕地面積。
2)聞の区画整理率と非農家率は2000年の値である。
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合開催の有無(農業生産にかかる事項，農道・農業用用

排水路等の管理，集落共有財産・共用施設の管理，環境

美化・自然環境の保全).実行組合の有無とする。農業

集落による地域資源の保全活動の指標は，集落内の資源

(農地，河川・水路，農業用用排水路)の保全活動の有

無とする。

なお，農業集落の寄合活動と地域資源の保全活動の指

標は. r20l0年世界農林業センサス・農業集落カード』

に2010年のデータしか収録されていない。そのため，

これらの効果は，傾向スコアマッチングを行った平均処

置効果である。表 1は分析に用いた諸変数の定義および

記述統計である。

N 推定結果

1 '傾向スコアの推定とバランス検定

表 2は，傾向スコアを求めるために，共同活動支援参

加の有無を被説明変数としたプロピット推定の結果であ

る。プロピット推定における説明変数は，平地農業地

域ダミー，中間農業地域ダミー，山間農業地域ダミ-

DID旧市町村までの所要時間ダミー，中山間地域等直

接支払制度への参加の有無控5) 販売農家数，非農家率，

第二種兼業農家比率. 65歳以上農業就業人口比率，水

田率，借入耕地率，回の区画整理率，一戸当たり平均耕

地面積，販売農家数増減率，経営耕地面積増減率，旧支

庁ダミーである住6)。

表2 向上対策参加に関するプロピットモデルの

推定結果(限界効果)

Tab!e 2 Probit Estimation 

推定値 標準誤差 限界効果

平地農業地域 0.325問 0.102 0.126 ... 

中間農業地域 -0.781 ... 0.103 -0.304・H
山間農業地域 -0.749'" 0.115 ー0.291・H
DID旧市町村まで30分-60分 -0.016 0.062 -0.006 
DID旧市町村まで60分以上 0.105 0.113 0.040 
中山間地域等直接支払制度 0.500・H 0β75 0.184 ... 

販売農家数 -0.001 0.004 0.000 
非農家率 -0.003叩 0.001 -0.001 ... 

第二種兼業農家率 ー0.013... 0.002 -0.005 ..事

65歳以上農業就業人口率 -0.006 ... 0.002 -0.002 ... 

水回率 0.015.... 0.001 0.006山

借入耕地率 0.001 0.002 0.001 
回の区画整理率 0.004 ... 0.001 0.002'" 
一戸当たり平均耕地面積 0.002 0.003 0.001 
経営耕地面積増減率 -0.002帥 0.001 ー0.001.. 
販売農家数増減率 0.003 0.002 0.001 
サンプルサイズ 3655 
Pseudo R2 0.3698 
Log likelihood ー1573.839

注 1)**. ***はそれぞれ有意水準5%.1%を表す。
2)被説明変数は，共同活動支援への参加の有無である。参加集落は2.084.非

参加集落は1，571である。
3)プロピットモデルの推定には，旧支庁ダミーが含まれている。
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向上対策への参加の有無をプロピット推定した結果

は，以下のように要約できる。

第 lに，集落の立地条件を表す変数である平地農業地

域が正で有意，中間農業地域と山間農業地域が負で有意

となっている。田の区画整理率は正で有意となっている。

農業条件が良い農業集落ほど向上対策への参加確率が高

い。第2に，水田率が正で有意となっている。全国的に

畑より水田が共同活動支援の取組面積の割合が大きいこ

とと整合的な結果となっている。北海道においても水田

地帯を中心に共同活動支援の取組が広まっている。第3

に，第二種兼業農家率と非農家率が負で有意主なってい

る。第二種兼業農家や非農家は農業所得を主とする専業

農家や第一種兼業農家と比べ，向上対策への参加から得

られる便益が相対的に低いと考えられる。そのため，農

業集落内の兼業農家や非農家が多くなれば，向上対策参

加への同意が得にくくなることが反映され，このような

結果となったのであろう。第4に. 65歳以上農業就人

口率が負で有意となっている。集落内の高齢化が進むと

参加確率が低くなる。第5に，経営耕地面積増減率が負

で有意となっている。経営耕地面積が減り続けている集

落は参加確率が高くなる傾向にある。また，中山間地域

等直接支払制度が正で有意となっており，中山間地域等

直接支払制度に参加している農家は，向上対策にも参加

する確率が高くなっている。

プロビット推定より求められた傾向スコアを用いて，

向上対策への参加集落と参加確率の近い不参加集落のマ

ッチングを行う。マッチングの際，共通サポート条件を

課し，半径マッチング (RadiusMatching) と局所的線

形回帰マッチング (Locallinear regr巴ssionMatching) 

を用いた。半径マッチングでは半径 0.01以内であれば

ベアとじてマッチングした。なお，マッチングにおいて，

地理的なミスマッチを避けるため，マッチング時に処置

群と同じ旧市町村内の農業集落を対照群としてマッチン

グさせた九マッチング後に，処置群とマッチングさせ

た対照群の聞で差がないかを確認するためにバランス検

定を行ったヘマッチング後のプロピット推定で用いた

説明変数の平均値の差を t検定すると，概ね全ての変数

で統計的な有意差は見られなかった。また，マッチング

後のプロピット推定より得られる疑似決定係数 (0.019)

は低くなっており，尤度比検定においても，説明変数が

向上対策への参加に影響を与えないとする帰無仮説は，

有意水準 10%(p=0.772) でも棄却できなかった。これ

らの結果から，マッチングにより向上対策への参加集落

と不参加集落との聞で差がないことが確認された。この

向上対策への参加集落と不参加集落を用いて，式 (2)

と (3)に従って ATTを推定する。



2 推定結果

表3は向上対策への参加期聞を考慮していない向上対

策の ATTである。パネル Aは，共同活動支援への参

加による農地の保全管理への平均処置効果を示してい

る。推定値の標準誤差は. 200回反復のブートストラッ

プ法により算出した。この結果から向上対策が農地の保

全に影響を与えるとはいえない。パネルBは，共同活

動支援への参加による農業集落の活動への平均処置効果

を示している。結果変数のデ}タが2010年分しか存在

しないため，推定値は傾向スコアマッチングを行った平

均処置効果であるσ 推定結果をみると，実行組合の有無

以外の変数が，マッチング法にかかわらず，全ての結果

変数において正で有意となっている。これは，共同活動

支援への参加が，集落内での寄合開催回数の増加と，向

上対策と直接関連する議題を取り上げる寄合活動の開催

を促していることを示す結果となっている。このように，

共同活動支援への参加が集落活動の活性化を促している

ことが伺える。集落機能の低下により農地・農業用水等

表 3 推定結果

Table 3 Result ofMatching Estimation 

before Radius LLR サンプル
matching matching matching サイズ

A農地の保全管理(傾向スコア DIDマッチング)
経営耕地面積(対数) 0.051 -0.021 -0.007 3655 

(0.027) (0.033) (0.045) 

耕作放棄地率 -0.017 0.105 -0.232 3655 

(0.177) (0.200) (0.426) 

耕作放棄地率(回) -1.075 -0.223 0.912 2476 

(1.705) (0.978) (1.532) 

不作付地率(回+畑) -0.779 -0.151 -0.195 3623 

(0.269) (0.581) (0.741) 

不作付地率(回) -2.639 -0.314 ー1.026 2471 

(0.665) (1.l66) (1.348) 

不作付地率(畑) 自1.353.. 1.l06 -0.419 3532 

(0.608) (1.561) (2.011) 

B農業集落の活動(傾向スコアマッチング)
開催回数 4.363 2.299 ..・ 2.246.. 3655 

(0.279) (0.758) (1.044) 

議題:農業生産 0.218 0.068 .. 0.136 3655 
(0.015) (0.035) (0.043) 

議題:農道・農業用 0.421 0.235 ••• 0.225'" 
3655 

用排水路管理 (0.014) ， (0.041) (0.048) 

議題・集落共有財産・ 0.225 ..・ O.lll 0.161 
3655 

共用施設管理 (0.016) (0.046) (0.054) 

議題:環境美化・自 0.259 ..・ 0.174.... 0:177"・
3655 然環境の保全 (0.014) (0.046) (0.047) 

実行組合 0.100 ・・・ 0.019 0.070 3655 

(0.010) (0.017) (0.039) 

C地域資源の保全活動(傾向スコアマッチング)
農地 0.349 ... 0.241 ..・ 0.214..・ 3637 

(0.014) (0.047) (0.044) 

河川・水路 0.281 ..・ 0.119 0.135 ..・ 3516 

(0.016) (0.048) 守 (0.046)

農業用用排水路 0.361'" 0.299"・ 0.248 ..事 3300 

(0.015) (0.045) (0.051) 

注 1)**. ***はそれぞれ有意水準5%.1%を表す。
2)括弧内は.200固反復のプF トストラップ法で求めた標準誤差宅ある。

の資源管理が困難となっていることを背景に向上対策が

導入されていることを考えれば，向上対策は目的どおり

集落機能の活性化を促進しているといえる。パネルCは，

共同活動支援への参加による地域資源の保全活動への平

均処置効果を示している。結果変数のデータが2010年

分しか存在しないため，推定値は傾向スコアマッチング

を行った平均処置効果である。推定結果をみると，マッ

チング法にかかわらず，全ての変数が正で有意となって

いる。これは，共同活動支援への参加が集落の資源保全

管理活動の実行を促し，地域資源の保全に結び、ついてい

ることを意味する。例えば，農業用用排水路であれば，

草刈りや泥上げ等の共同活動が行われることによ 1り施設

の保全につながる。このように，向上対策の目的どおり，

共同活動支援への参加により集落内の地域資源保全活動

が行われ，農地・農業用水等の資源の保全管理が行われ

ていることを示す結果となった。

表 4は農業集落の参加時期を考慮した向上対策の

ATTである。パネル Aでは，共同活動支援への参加に

よる農地の保全管理への効果に関する全ての変数が参加

期間にかかわらず有意となっていない。向上対策では活

動組織により「遊休農地発生防止のための保全管理Jが

行われているが，その効果は見られない。 Lかし，パネ

ルCの「農地」の保全活動の有無に関する指標は. 1年

では有意となっていないが. 2年目以上では有意となっ

ている。このように「農地」の保全活動の有無は I年目

から影響が表れておらず，集落内の耕作放棄地や不作付

地といった指標に実際に影響が表れるまでには，時間が

かかるのかもしれない。

次に，パネル BとCをみると，評価までの期聞が l

年の処置群を用いた ATTにおいて，マッチング法によ

らずに有意となっている変数は. i議題:農道・農業用

用排水路J.i河川・水路J.i農業用用排水路」だけであ

る。代表的な地域資源である農業用排水路の保全管理に

ついては. 1年目から寄合等で議題にあげられ. i河川・

水路J.i農業用用排水路」の保全活動に結びついている

ことがわかる。 2年以上の処置群を用いた ATTは，マ

ッチング法によらず「実行組合」以外の全ての変数にお

いて正で有意となっている。向上対策への参加期聞が2

年以上になると活動項目が増えていることがわかる。，こ

のことから，参加 I年目から様々な活動が行われ，その

効果が即効的に表れるわけでなく，集落内の寄合活動や

地域資源保全活動の活動項目が徐々に増えながら集落内

の活性化に結びついていくのであ忍う。

傾向スコアマッチング法による農地・水・環境保全向上対策の1~パクト評価 377 



表4，向上対策参加期間別の推定結果

Table 4 Result ofMatching Estimation 

1年 サンプル 2年以上 サンプル
向上対策への参加から評価までの期間 before Radius LLR サイズ before Radius LLR サイズ

matching matching matching ，matching matching matching 

A農地の保全管理(傾向スコア 010マッチング)
経営耕地面積(対数) 0.144 ••• -0，014 -0.008 1646 0.048 -0.022 ー0.005 3580 

(0.025) (0.024) (0.022) (0.025) (0.034) (0.046) 

耕作放棄地率 -0.014 0.029 0.289 1646 -0.017 0.118 -0.259 3580 
(0.203) (0.256) (0.353) (0.173) (0.210) (0.433) 

耕作放棄地率(回) -2.077 -1.691 -1.120 836 1.067 -0.174 0.932 2462 

(1.912) (2.452) (1.106) (1.710) (0.915) (1.505) 

不作付地率(田+畑) -0.669 0.460 0.149 1627 -0.783 .. 。250 -0.212 3548 
(0.463) (0.568) (0.957) (0.313) (0.608) (0.798) 

不作付地率(回) -0.442 4.990 -0.729 831 ー.2.657... -0.491 ー1.014 2457 

(1.772) (3.866) (3.704) (0.640) (1.431) (1.278) 

不作付地率(畑) 0.216 0.802 1.213 1619 -1.415 .. 1.160 -0.484 3457 

(1.127) (1.468) (1.376) (0.656) (1.683) (2.142) 
B農業集落の活動(傾向スコアマッチングi
開催回数 3.878 .. 2.168 1.554 1646 4.381叫 2.321 .. 2.275 3580 

(0.938) (1.308) (1.154) (0.320) (0.959) (1.094) 

議題:農業生産 0.240 ・・ -0.022 -0.020 1646 0.218 ... 0:083 ・・ 0.145 3580 
(0.033) (0.029) (0.039) (0.013) (0.038) (ω48) 

議題:農道・農業用用排水路管理 0.415 .. 0.317 ... 0.238附 1646 0.422 ・帥 0.221 ・・・ 0.224 3580 
(0.046) (0.109) (0.081) (0.014) (0.047) (0.050) 

議題:集落共有財産・共用施設管理 0.218 .. .-0.033 心.029 1646 0.225 ... 0.135 ... 0.171 3580 

(0.049) (0.081) (0.080) (0.016) (0.050) (0.052) 

議題:環境美化・自然環境の保全 0.336 .. 0.184 0.096 1646 0.256 ... 0.173叫 0.182 ... 3580 
(0.032) (0.110) (0.068) (0.016) (0.048) (0.054) 

実行組合 0.143 .. 0.011 0.025 1646 0.099・" ， 0.021 0.073 3580 

(0，009) (0.012) (0.018) ，(0，010) (な021) (0.039) 

C地域資源の保全活動(傾向スコアマッチング)
農地 0.387 .. 0.144 0.099 1630 0.348 ... 0.257 ... 0.221 3562 

(0.064) (0.137) (0.093) (0.014) (0.049) (0.047) 

河川・水路 0:297 .. 0.225'" 0.170軸 1602 0.280・H 0.099帥 0.134 3441 

(0.057) (0.090) (0.065) (0.014) (0.049) (0.049) 

農業用用排水路 0.526 .. 0.323 ... 0.174帥 1418 0.355 .. ・ 0.295叩 0，253 3230 

(な046) (0.116) (0.084) (0.016) (0.049) (0.051) 

注 1)* *. 傘**はそれぞれ有意水準5%，1%を表す。
2)括弧内は.200回反復のブートストラップ法で求めた標準誤差である。

V まとめ 慮した先進的な営農活動を支援することである。本稿の

分析結果は，向上対策が農村資源や農村環境の保全，活

本稿の目的は，インパクト評価の手法を利用して，農 動組織の活性化に寄与していることを示すものであり，

地・水・環境保全向上対策に関して農業集落レベルの効 向上対策のような農業集落等への直接支払は，これらの

果を明らかにすることであった。具体的には，農林業セ 目的達成に向けた有効な施策であるといえる。

ンサスによる北海道の農業集落データを用いて傾向スコ 最後に，主に分析手法適用の観点から，本稿の限界と

アマッチングを行い，向上対策の共同活動支援が，農業 今後の課題を挙げておきたい。第 1に，処置群の選別の

集落内の農地保全，農業集落の活動，地域資源の保全活 際，集落内の協定農用地の面積を考慮に入れていないこ

動に与えたインパクトを推定した。 とによる，効果の大きさの問題である。協定農用地の規

本稿の分析から得られた結果を要約すると以下の通り 模により，発現する効果が違うことが考えられる。第2

となる。第1に，共同活動支援への参加は，集落内の寄 に，本稿の分析は北海道lを対象としており，本稿に類似

合活動や地域資源保全活動の活性化を促す効果が認めら した結果が他の地域でも認められるのか，言い換えれば，

れた。第2に，参加 1年目から様々な活動が行われるも 向上対策の外部妥当性を検討する必要がある。

のの，その効果が即効的に表れるわけでなく，集落内の

寄合活動や地域資源保全活動の活動項目が徐々に増えて
付記

本稿執筆にあたり，水土星ネット北海道の千葉正志氏からデ
いくことがわかった。 ータと資料を提供いただいた。記して感謝したい。なお，本稿

向上対策の目的は，農地・農業用水等の資源や農村環 は.JSPS科研費若手研究 (B)(24780220)および基盤研究 (B)

境を守り，質を高める地域共同の取り組みと，環境に配 (25292131)による研究成果の一部である。
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注

注 1)2011年度からは. I営農活動支援Jが向上対策から切り

離され. I環境保全型農業直接支援対策Jとして独立した

施策となった。そして.これまでの「共同活動支援」に加え，

集落(活動組織)が行う水路，農道路肩，ため池の補修や，

農道舗装の更新等，施設の長寿命化のための補修・更新な

どの活動(向上活動支援)に対し追加的な支援が加えられ，

対策名が「農地・水保全管理支払交付金」に変更された。

注 2)わが国における農業政策の評価に関する研究は，事例分

析やクロスセクションレベルの事後評価がほとんどであ

り，インパクト評価の視点から政策効果を統計的に分析し

た研究は少ない。その中でも高山・中谷 11) は，差分の差

推定により，中山間地域等直接支払制度が北海道の耕作放

棄地増大を抑制していることを明らかにしている。

注 3)芦田 7)は北海道の地域資源管理の特徴として①農家一戸

あたりの経営耕地面積が大きく，資源管理の負担量が大き

いこと，②農家減少率が高く，一戸あたりの資源管理の負

担量の増加スピードが大きいこと，③専業的農家の割合が

高く，また，集落に占める農家割合が高いため，資源管理

が営農のために行われていること，④転作率が高く，その

地域差も大きいため，転作率の高い地域において，共有資

源の維持管理コストの負担問題が生じていること，を指摘

している。

注 4)対象農用地面積は. 2005年農林業センサスにおける農

振農用地区域内の耕地面積に農業振興地域土地利用統計

(H17.3.31現在)の採草放牧地を加えた面積である。

注 5)農業集落の中山間地域等直接支払制度への参加有無に関

する変数の作成は高山・中谷川を参照した。

注 6)松下 2) 高山 3) を参考に説明変数の選択を行った。なお，

r2010年世界農林業センサス』には，非農家率と田の区画

整理率の作成に必要なデータが記載されていないため，次

善の策として. 2000年のデータで代用Lた。
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