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中越地震被災地における棚田の区画再生案の提案
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A proposal for redemarcation of terraced paddy fields in the
impacted area of the Niigata Chuetsu Earthquake
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Abstract
The Niigata Chuetsu Earthquake resulted in significant structural damage in the terraced paddy field areas.
Particularly, landslides and slope collapses severely altered the original topography in some areas near to the
epicenter. Because of the difficulty in restoring farmland in such areas to the original form, the government
introduced a“disaster restoration-related land readjustment project”, which allows improvement and reorganization
of farmland collectively. In the planning process, the provincial government sought academic advice from Niigata and
Shinshu universities from the perspective of landscape conservation. In response to the request, both universities
presented individual proposals on the basis of“parallel levee contour plots”. In this paper, we would like to introduce
the fundamental concept of the Niigata University proposal for land readjustment in devastatingly affected areas.
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地災害関連区画整備事業は，被災農地の災害復旧事業に併せ

はじめに

て，隣接する未被災農地を含め一体的に区画整理を行うもの

新潟県中越地震は，震源地周辺の中山間地域に壊滅的な被

であり，農地の再編を伴う．同事業は，適用できる条件が，

害を与えた．とりわけ，被災地域の景観を特徴付けていた棚

面積の５割以上が被災し，かつ未被災地を含む箇所に限れら

田の被害は大きく，地滑りや斜面崩壊により地形自体が原形

れるが，中越地域では適用可能と考えられる地区も多いこと

を留めないものも多く見られた．こうしたことから，中山間

から，大きな効用が期待される．これは，通常の災害復旧事

地域の復興が危ぶまれたため，新潟県は「震災復興ビジョン」

業が，農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に

の中で，新たな地域復興に対応できる「創造的復旧」を指向

関する法律（暫定法）の原則として「壊れた施設を原形に復

した．また，中山間地農業の活性化にかかわる方針として，
「中

旧」するものと定められているため，被災箇所の個々の効用

山間地の段階的復興と魅力を生かした新産業の計画的生み出

と機能を回復するのが目的であり，改良的な復旧は認められ

し」や「産業の持続的発展のための条件整備」などを挙げた

ないのとは異なる．

（新潟県農地部，2005）．中越地域の，とりわけ中山間地域の

事業実施地区では新潟県が区画整理の案を作成したが，棚

復旧においては，単なる復旧ではなく，過疎化，高齢化に対

田景観保全の側面からの検討を知事から求められた．原案は

応したものであることが，内外から強く求められていたので

平坦地と同様の矩形区画の形成に重点を置いた案となってい

ある．

た．そこで，県は新潟大学および信州大学に意見を求め，県

こうした中で，災害復旧事業による個別農地の復旧と併せ

を窓口に「A工区区画整備検討委員会（委員長・三沢眞一）」

て，農地集団を改良的に復旧する「農地災害関連区画整備事

が発足した．委員会では，新潟大学と信州大学が等高線区画

業」が，被害が著しく原形復旧が困難である考えられた３地

形成の観点から，それぞれ棚田の区画再生案を作成・提示し，

区（旧山古志村２地区，小千谷市１地区）に導入された．農

検討を重ねた．本報では，新潟大学案の考え方を紹介する．
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れた原案は図－２のようなものであった．しかし，残土量は

対象地区の概要

当初予定と異なり大幅な減少が見込まれたため，受け入れ土

A工区は旧山古志村にあり，従前から地すべり地形の中に

量に応じた計画案の修正が求められていた．

拓かれた典型的な棚田地域であった．今回の地震により，事

新潟大学による棚田再生案

業地区の農地面積5.40haのうち4.37haが被災した（図－１）
．
地区は，北から南に傾斜する凹型の谷を形成しており，斜面

計画案の作成においては，①営農作業の能率向上，②圃場

崩壊，土砂流入，地すべりによる沈下，亀裂などの被害が複

管理作業の負担軽減と安全性の確保，③移動土工量の削減，

合的に発生した．

④将来への対応性，⑤景観への配慮以の５つの柱を基軸に据
えた．これらを実現する方法として，平行畦畔型等高線区画
（有田・木村，1997）による棚田の区画整理案を提案した（図
－３）
．
営農作業の能率向上
近年では，中山間地でも機械化が進んでおり，区画の整備
は田植え機，トラクター，コンバインなどの農機の導入を見
据えて行う必要がある．農業機械の作業能率は，単位面積作
業 あ た り の 回 転 数 少 な い 圃 場 ほ ど 高 い．
（ 有 田・ 木 村，
1997）
．すなわち，同面積であれば，耕区の長・短辺長の比
率を大きくとることにより，作業能率を向上できる．新潟大
学案は元の地形の等高線に沿って区画を配置することによ

図－１

り，長短辺比を大きくとっている．長い区画であるため曲折

対象地区 （震災前の農地）

部が発生するが，既往の実験の結果から，曲折角150°以上で
事業地区は，これまで基盤整備の経験がなく，区画は小規
模・未整備であった．用水は田越し灌漑であり，水源は溜め

あれば長方形区画に準ずる作業性が確保できるとされている
（木村，西口，1987）
．

池と湧水に依存していた．また，事業計画では，周辺復旧工

また，原案は圃場面積を少しでも大きく確保するため，鋭

事の残土（90,000㎥）の処分場とすることが予定されており，

角を有する不整形区画が目立つ．この不整形部は農機での作

埋め立てにより勾配を緩和し，従前と比べて大面積の農地を

業が不可能であるため，手作業となり，作業能率は著しく低

確保することが期待された．こうした条件に対応して作成さ

下する．新潟大学案は，長辺畦畔の平行条件を保つにより，

図－２

県作成の区画整理原案 （Ａは区画面積を，Ｈは田面標高を示す）
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図－３

新潟大学による区画整理案 （Ａは区画面積を，Ｈは田面標高を示す）

将来への対応性

この不整形部を回避した．
圃場管理作業の負担軽減と作業安全性の確保

震災復興ビジョンでは，中山間地の再生として棚田やはざ

畦畔法面の除草をはじめとする維持管理作業は直接生産に

掛けを利用した高付加価値米の生産や営農再編による生産の

結びつく労働ではないが，それに要する労力は多大である．

合理化が謳われている．しかし，中山間地の立地的・社会的

特に，傾斜地では畦畔除草の面積は，農地の区画形状や配置

現状を鑑みると，従来の小規模な区画では生産性やコスト面

によって大きく変化する（有田・木村，1994）．このほか，

での問題が残る．将来の区画規模拡張の要望に対して柔軟に

区画の配置しだいでは，道路と圃場の間に急勾配の進入路が

対応可能な区画の計画が必要である．こうした条件を充たす

発生し，作業の安全性を低下させる．高齢化が進む中山間地

区画は，畦畔を取り除くことによって区画拡大が出来るもの

においては，除草面積の縮小と共に，段差の大きい畦畔法面

であり，①区画間の段差がない，あるいは出来るだけ小さい

上での滑落等による事故防止等の安全性面に配慮した区画の

こと，②隣接区画の連続性が保たれていることなどの条件が

形成が強く求められる．これには，圃場間の段差の縮小が基

求められる．

本的な課題になるが，原案では区画間の段差は最大４ｍに達

原案では，全ての隣接する水田の田面標高が異なるほか，

する一方，新潟大学案では，最大段差は２mに抑えることが

畦畔の連続性がないため，区画の再編には大きな移動土量が

できた（図－４）．また，原案では，道路・圃場間にも大き

伴い，区画形状の変更も大幅に実施しなければならない．一

な段差が生ずるため最大高低差２mの進入路が発生するが，

方，新潟大学案では，中央の長細い区画を仮畦畔によって２

新潟大学案では，進入路なしで出入りが可能である．

耕区に分割しているが，将来の担い手の減少や生産法人化等

移動土工量の削減

によって作業の更なる効率化が求められた時に，必要に応じ

大量の盛土による区画の形成は，構造的安定性が乏しくな

て仮畦畔を撤去することにより区画の拡張が可能である．こ

るため，好ましくない．盛土の安定には長期間を要し，整備

れは，畦抜き工法と呼ばれ，区画の拡張方法として最も簡便

後の不当沈下などの原因ともなるほか，今回の震災でも盛土

なものである（有田・木村，1982）
．畔抜きによって，最大

部の被害が大きかった．

区画では42aの面積を確保できる．

図－５に両案における切盛りの状況を示すが，濃い色は切

景観への配慮

盛り土量の多い箇所である．当初案の盛土量は75,500㎥，切

震災復興ビジョンでは，グリーンツーリズムなどの地域資

土量が4,600㎥，差し引きの持ち込み土量が70,900㎥であるが，

源を活用した産業の振興も謳っている．対象工区は，北側に

新潟大学案では盛土量が62,400㎥，切土量が6,100㎥，差し引

隣接して闘牛場があり，多くの観光客が訪れる立地条件にあ

きの持ち込み土量が56,300㎥と少なく，約15,000㎥の削減が

る．この観光客の目当てはもちろん伝統行事である牛の角突

可能になるうえ，盛土高も抑制できる．
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図－４

原案と新潟大学案の段差の比較 （水田内の数字は田面標高）

図－５

図－６

原案（左）と新潟大学案（右）の区画配置と土工量の比較

当初案（上）と新潟大学案（下）の景観の三次元表現
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きであるが，山古志の棚田の風景を楽しみに訪れる観光客も

成した．平行畦畔型等高線区画は，相互の区画の高さ調整を

多い．対象地区は，景観戦略的にも重要な拠点の役割も担っ

行うなど，三次元的な空間計画が必要であるため，従来の平

ている．

面図を用いた手法では導入が困難である．これに対応したソ

以下の２点は中山間地の景観形成上重要であると考えられ

フトウェアの開発も行われているが，現状では操作性に課題

る．第１に棚田の景観は生産活動を通じて形成される．生産

を残しており，これが等高線区画普及の障害の一つとなって

性が低く，使い勝手の悪い農地は，放棄される危険性が高く，

いる．

耕作放棄地では短期間で雑草が繁茂し，景観も悪化する．

筆者らの試みは市販のGISによって効率的な計画設計が出

第２に，周囲の地形が複雑な中山間地では，地形に即した区

来ることを示した．GISの中級者以上であれば簡便に扱える

画および法面の整備により，全体的な調和が図られる．

うえ，土工量計算や三次元表現など説得力のある設計が短期

新潟大学案は従来の棚田の形態をそのまま再現するもので

間で可能である．実際に，筆者らが素案作成から全ての作業

はないが，新たな景観形成に繋がるシンボル的な意味合いを

完了までに費やした時間は，正味２日間であった．今後は，

持たせることができるであろう．図－６は工区全体を俯瞰で

初級者でも計画案が策定できるよう，操作マニュアルを作成

きる東側の県道からの景観を三次元で表現したものである．

し，普及対策を講じる予定である．また，今回は，原案の設

当初案は，単調な幾何学模様が連続し，法面が目立つ．一方，

計図を作成したコンサルタントから提供された標高データを

新潟大学案は弧を描いた階段状のテラスが上部から下部へと

使用したが，２mメッシュの電子標高モデルは全国で整備さ

無理なく配置されている．巨大な法面は形成されず，曲線が

れているので，これも活用できる．

適度に反映される．
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