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ご存 じのようにわが国の農業生産を取 り巻く環境

は、グローバル化の進展に伴う輸入農作物の拡大な

どの外的要因や、農業者の高齢化と後継者不足など

の内的要因が相まって、年々厳 しくなっている。ま

た、lll上の過半をriめる農村地域では農林業の長期

低迷や暦住人日の減少と高齢化、地域活力の友退な

どに1尚まされている。近年は耕作放棄地の増加に加

えて野生動物による農林業被学も深刻化 し、社会空

間としての無住地化が多くの農村で起こっている。

こうした現象の加速、蚕食的発生を食い止めるため

に総務省は2008年度から集落支援員の設置を提育

し、回上交通省も同年に閣議決定された回i上形成計

画の中で「1地域居住を推奨するなど、色々な形で農

村地域を支える動きが生まれている。ただし、これ

らは今後増える回塊の世代に期待するところが大き

く、ヽ 該世代が高齢化 した後の展望は描けていない。

このことからうかがえるように、長期的視野に立て

ば農村、都市の区別なく2006年から現実に始まった

総人[1の減少という大きな問題が立ち家がっている

と声える。

本稿ではこのような状況 下で講 じられている農業

政策
1 にはどのようなものがあり、それらは都市に

とってどのような意味を持つのかについて、いくつ

か考えるところを述べてみたい。

戦後わが回の農業政策の根幹となっていた農業基

本法が抜本的に兄Hさ れ、新たに食料 ・農業 ・農村

基本法 (以下、新基本法)と して出発したのは 1999
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年 7月 であった。それ以降、わが国では農業政策は

食料政策及び農村政策と不可分なものとして一体的

に実施されている。新基本法に基づ く 「食料・農業・

農村基本計画」(以下、基本計画)は これまで2度 に

わたり策定され、現在、2010年3月 に策定された3

度目の基本計画が実施されているところである
2。

今回の基本計画は今後 10年程度を目標に定めら

れている。胃頭ではこれまでの政策で流れを変える

ことができなかった農業所得の大幅な減少や担い手

不足の深刻化、非効率な農地利用、農山漁村の活力

の低 下等の事実を直視 し、その反省に立った政策の

転換が謳われている。その_上で農業政策をわが国の

国家戦略の一つに位置づけ、「国民全体で農業・農村

を支える社会」の創造を日指すとしている点が特徴

であり、国家の基盤としての農業および農村の次世

代への継承が強く意識されている。これは食料供給

に対する不安や農村地域の活力低下など、農業や農

村の環境悪化が国全体に及ぼす影響を憂慮 し、その

解決は単独の省庁で果たせるものではなく、政府が

一体となって図るべきとの姿勢を前面に打ち出した

ものと言える。

基本計画では具体的な数値 日標 として、例えば

2020年度までに供給熱量ベースでの総合食料白給

率 50%(2008年 度 41%)を 達成することや、農地面

積 461万 haの確保 (2008年度 463万 ha)を 掲げて

いる。またこうした目標値を達成するための基本政

策として、食の安全 ・安心、品質確保を狙いとする

「消費者ニーズに適った生産体制への転換」と次の2

つがあげられている。

①戸別所得補償制度の導入

今回の基本計画で打ち出された新政策の1111こと

言われ、一般にはコメの生産調整に協力した農家が

その生産にかかる費用の一部を一律に補填されるこ



とからばらまき施策との批判も多い。しかし、この

制度はコメ生産農家が農業を続けられる環境を整え

ること、麦や大豆、飼料作物等の栽培についても助

成を行うことによって農地を有効に利用し、食料白

給率の向上を図ること、がセットで実施されるもの

である。つまり、地域によらずわが同で広 く展開さ

れているにもかかわらず、国際競争力で大きく後れ

を取っている土地利用型農業を支援することによっ

て、農村地域の土地利用の多 くを占める水田の管理

を継続 させようとする狙いがあると言える。2011年

度からは本格的に力を入れるため、前年比 7.40/0減の

農林水産予算のうち実に35.20/0が害Jりヽてられるこ

とになっている。

② 6次 産業化による活力ある農山漁村の再生

生産するだけの農業 (第一次産業)で はなく、加

工して (第二次産業)販 売する (第二次産業)ま で

をすべて生産者あるいは生産組織が行う農業の6次

産業化は各地で盛んに取 り組 まれているが、ここで

は農産物のみならず、バイオマスや太陽光 ・水力 ・

風力等の再生可能エネルギー、農山漁村の風景、伝

統文化などあらゆる地域資源を活用するビジネスを

農業者による生産 ・加工 ・

販売の一体化や、農業と第

2次 ・第 3次 産業の融合

等により、農山漁村に由来

する農林水産物、バイオマ

スや農山漁村の風景、そこ

に住 む人の経験 ・知恵に

至るあらゆる「資源」と、食

品産業、観光産業、十T産 業

等の「産業」とを結び付け、

地域 ビジネスの展開と新

たな業態の創出を促す農

業 ・農村の 6次 産業化 を

推進 します。

構築することによって、農山漁村そのものの6次 産

業化を目指そうとしているのが特徴である (図1)。

つまり、農山漁村を複数の産業が孤立する無機的な

空間ではなく、多様な産業が有機的に結びついた一

つの活動体として新たな価値を生み、機能させよう

としていると吉える。すでにツーリズムの面では多

様な事業が試行されてお り、雇用の創出と所得の確

保、若者や子どもの定住の兆 しがみられる。

(2)都 市とつながりのある施策

都市が現在の農業政策と関わりを持つと考えられ

る分野としては、都市近郊での農業に関する施策や

11地利用に関する施策があげられようっ具体的には

次のような施策が基本計画に示されている。

①都市農業の振興

都市に隣接する農地で展開されている農業は、新

鮮で安全な農産物の供給や農業体験の場の提供、災

害時のオープンスペース、ヒー トアイランド現象の

緩和、緑地空間の提供といった多面的な役割を担っ

ている。この前提に基づいて、これらの役割に対す

る都市住民の一層の理解を促すことや、都市農地の
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特集 ●都市計画制度の見直しに向けて

保全に関する制度の見直し、市民農園や農産物直売

所の整備、農業体験や交流活動の一層の促進を通 し

て都市の農業を振興することが謳われている。ただ

し、これらの方針はどちらかと言えば都市住民を消

費者、もしくは多面的な役割の受益者とみなしてい

る点が後で述べる施策とは異なる。

都市計画では都市の中での農地、農業をどのよう

に位置づけるかについて盛んに議論 されてきた
3。

今から20～ 30年 前は、まだ市街化区域内の農地は

あくまでも宅地等への転用予備地であ り、農地の保

全や農業の継続が主張されることは少なかった。 し

かし今世紀に入ってから、都市が内包する 「農」は

都市を存続 させる上で必要不可欠なものと肯定的に

捉える
4′

考えが定着してきた。これには経済の停滞

等により市街化[え域内の農地が約 9万 haも 存在 し

ている事実も影響 しているだろう。都市計lBl‐におけ

る 「農」のとらえ方の変化と今日1の基本計画におけ

る都市農業の振興施策の重点化は、農業政策と都市

政策の協力が相互に切望されていることを示してい

る点で意義深い。

②都市と農村の交流

都市の成熟化や食の安全 ・安心への関心の高まり

などもあり、農村地域に対する都市住民の興味関心

は依然として冷める気配がない。人材不足という構

造的問題を抱える農村にとって、農村に興味を持つ

都市住民とのイベント等を通した交流が人の移動や

起業といった新たな可能性を生み、農村の活性化に

つながるという事実は、すでにこれまでの各地での

取り組みが証明してきた。この流れを今後も継続す

ることにより、農村にはない外部の視点や手法を利

用した農村の地域資源の発掘 ・活用の推進が目指さ

れている。ここでの都市住民の位置づけは貨幣を通

じたつながりに限られる消費者としてよりも、もっ

と多くの意味でのつながりを持つ農村住民にとって

の
“
伴走者

"と
いう色合いが濃厚である。すなわち、

これまでよりも強いコミットメントが者再市住民に期

待されていると言える。

③集落機能の維持と地域資源 ・環境の保全

人口減少や高齢化の進行等により農村の環境その

ものが荒廃の危機を抱えていることが、回上保全や

食料の安定供給等の面で都市に及ぼす悪影響は計り

知れない。ここでは2000年度から始まった中山間地

域等直接支払制度や2007年度から導入された農地・
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水 ・環境保全向上対策の継続、自然災害に負けない

農村づ くりなどがあげられている。これらはいずれ

も、食料生産にとって欠かせない農業水利施設や道

路といった農業のインフラの維持管理活動を下支え

するための施策と呼ぶことができる。

④教育や医療 ・介護の場としての農山漁村の活用

近年、さまざまな研究によって農村の環境やそこ

での体験が子どもや高齢者、障がい者等に対 して教

育的効果があり、加えて心身機能の回復。向上や健康

の維持 ・増進といった役割もあることが実証されて

いることを受け、農村という空間を教育や医療・介護

の場に活用することが目指されている。具体的な内

容としては体験型ツーリズムの推進があげられ、子

どもを中心とした利用者に対する教育的効果のみな

らず、農村への経済効果も期待されている。先進国が

将来像を考える上で福祉は重要な産業の一つになり

得ることが多くの識者に指摘 されている
5)が

、この

施策は福祉の一つのあり方を示すモデルと言える。

(3)国 民全体で農業 ・農村を支える時代ヘ

以 上をまとめると、現在の農業政策は従来と同様

に産業としての農業の活性化を基軸としながらも、

空間としての農村をいかに守るかという視点からの

施策一具体的には資源の有機的利用(6次 産業化)や

耕作に対する支援 (炉f別所得補償制度)一 がこれま

でになく重視されている印象が強い。以前は農村に

属住する人びとが施策の担い手であり、享受者でも

あるという前提で政策をセてることができたが、現

在は農村の人口が減少 し高齢になっているため、支

援をしようにも施策を担える十分な人手がない。今

後も総人回の減少が見込まれる状況では、農村の住

民以外の人びとを積極的に巻き込み、国民の総力を

あげて農村を支える体制を整えなければならないと

いう危機意識が今般の政策に伏流 していると考えら

れる。農村という空間は、国民全体が管理に関わら

なければならない時代に入ったのである。

また表 1に示すように、2005年の基本計画で示さ

れた施策では、都市に関係するものとして 「都市と

農村の共生 。対流」があげられる程度であったが、

5年 後の今回は前節でみたように、都市の存在感が

大きくなっている。特に、都市の周辺も含めた農業

の振興が独立した一項目として扱われている点が大

きな変化と言えよう。



表 1 食 料 ・農業 ・農村基本計画の目次 (一部)の 比較

1 .

( 1 )

(2)

(3)

(4)

(5)
( 6 )

(7)

2005年

食料の安定供給の確保に関するた策
食の安全及び消費者の信頼の確保
望ましい食生活の実現に向けた食育の推進
食生活の改善に資する品目の消費拡大
地産地消の推進
食品産業の競争力の強化に向けた取組
食料の安定輸入の確保と不測時における食料安全保障
l■l際協力の推進

2.農 業の持続的な発展に関するお策
(1)呼 ましい農業構造の確立に向けた担い子の育成 ・確保
(2)人 材の育成 ・確保等
(3)農 地の有効利用の促進
(4)経 営安定対策の確 立
(5ヽ経営発展に向けた多様な取組の推進
(6｀経営発展の基礎となる条件の警備
(7)農 業生産の基盤の整備
(8)向 米循環機能の維持増進
3.農 村の振興に関するた策
(1)地 域資源の保全管理政策の構築
(2)農 村経済の活性化
(3)都 市と農村の共生:。対流と多様なi体の参lalの促進

'

(4)快 適で安全な農村の暮らしの実現

4.団 体の再編整備に関する油策

'羊)・は都市と関係のある施策項目を表す

つての

ことつての農村

これまで都市政策と農業政策はあまり連携するこ

となく、個別に取 り組 まれてきた。 しかし総人回の

減少という背景をもとに農業政策は都市を積極的に

巻き込んだ方向に転換 しようとしている。現在の農

業政策が H指 す 「田民全体で農業 ・農村を支える社

会の創造」とは、取 りも直さず農村にとつての都市

の位置づけを示 したものと:ギえる。では、都市は農

村をどのようにみているだろうか。

(1)希 求される都市像

lll土の戦災復興や食料増産が至上命題であった終

戦直後の時期から高度経済成長期にわたって、長い

問農村は食料やエネルギー、労働力などのあらゆる

面で都市への供給源としての役害Jを担ってきた。 し

かし1990年代に入り経済が低成長の兆 しを見せて以

降、農村の疲弊が誰の目にも明らかになると同時に、

そこに賦存 している、あるいは賦存 していた多様な

資源の価値に対する認識が生まれ、それが約 20年か

けて深化 し、農村の持続的発展なしには都市の存続

はあり得ないとの合意が形成されつつあるのが現在

と言える。これまでは一方的に恩恵を受ける立場、す

なわち貨幣という手段を通じての消費や利用を通 じ

てのみ農村に関わつてきた都市が、これからは農村

2010年

1.食 料の安定供給の確保に関するお策
(1)食 の安全と消費者の信頼の確保
(2)国 産農産物を軸とした食と農の結び付きの強化
(3)食 品産業の持続的な発展と新たな展開
(4)総 合的な食料安全保障の確立
(5)輸 入国としての食料安定供給の重要性を踏まえた国際交渉への対応

2.農 業の持続的発展に関するた策
(1)戸 別所得補償制度の創設と生産 ・経営関係施策の再整理
(2)農 業 ・農村の6次 産業化等による所得の増大
(3)意 欲ある多様な農業者による農業経営の推進
(4)優 良農地の確保と有効利用の促進
(5)農 業災害による損失の補てん
(6)農 作業安全対策の推進
(7)農 業生産力強化に向けた農業生産基盤整備の抜本見直し
(8)持 続可能な農業生産を支える取組の推進
3.農 村の振果に関するお策
(1)農 業 ・農村の 6次 産業化
(2)都 市と農村の交流等

・

(3)都 市及びその周辺の地域における農業の振興
・

(4)集 落機能の維持と地域資源 ,環境の保全
・

(5)農 山漁村活性化ビジョンの策定
4.食 料 。農業 ・農村に横断的に関係するた策
(1)技 術 ・環境政策等の総合的な推進

|(2)「 農」を支える多様な連携軸の構築
'

1査     蝉

を当事者として支える、言い換えれば資源の維持に

も携わる
“
管理者

"の
立場としても農政側から大い

に期待されているのは、前章でみた通りである。

果た して都市はそうした農業政策側の期待に応

えることができるだろうか。総人口が減少段階に移

行した現在は、農村と同様に都市も高齢化 し、さま

ざまな問題を内包している。失業者や非安定就業者

が増え、コミュニテイとのつなが りが切れ、誰にも

看取られぬまま亡くなる高齢者等が後を絶たないな

ど、かつての都市の魅力は色褪せ、漠然とした不安

が都市を蝕んでいる。都市が興隆 し拡大していた時

代には、農村から多くのヒトやモノが都市に流入し

たように、一方が他方の吸引力として作用する現象

はすべての国々で起こってきた。それは都市が農村

にとって多くの魅力に満ち、人びとが食べてゆける、

あるいは明るい未来を描ける場所であったからに他

ならない。しかし、都市がこれからどのような方向

を目指 しているのか、人口減少時代の理想的な都市

像とはどのようなものなのか、はまだ明らかにされ

ていない。都市計LBl‐に求められるのは、これからの

都市像を示すことではないだろうか。

もちろん同じことは農村にも当てはまる。もし人

[]減少下における理想的な農村像が提示され、それ

が人びとにとって魅力的に映るのであれば、農村が

都市に対する吸引力を持つ時代に逆転するだろう
6)。

そうした意味では都市と農村が互いにヒトという資
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源を奪い合う時代になっているとも言えよう。

(2)こ れからの成長をどう考えるか

昨年末から政府は環太平洋パー トナーシップ協定

(TPP)へ の参加が日本経済の浮揚に対 して必要と

の姿勢を打ち出している。これに対する識者の兄解

は2つ に分かれているが、日本の農業一特に土地利

用型作物 一は TPPへ の参加により危機的な状況に

陥るとの兄方が大勢を[liめている。ただ本稿では、

都市や農村の将来像を描 くにあたっての根元的な問

いとしてこの問題は 「H本 が経済成長を今後も追求

することで社会の繁栄を獲得 しようとするのか、そ

れ以外のモデル (価値観)の 構築によって社会の持

続を[1指すのか」と読み替えて考えたい。

波頭
Tや

平川
ぷ はGDPの 推移などからH本 は成

長段階をすでに終えて成熟段階に入っていると指摘

している。そのため、成熟社会では経済成長をH指

すよりむしろ、『社会全体で生み出された価値をど

のように分け合うか』
7あ

るいは 『成長 しなくて

もやっていけるための戦略』
ふ

が大切になると述べ

ている。総人回の高齢化、減少化に多くの人びとが

先行きの不安を感 じている中、成長戦略という選択

肢だけを用いて将来像を描 くことが不安の払拭につ

ながるとは考えにくい。規模の減少を前提に立てら

れた戦略というオルタナテ イブが強 く求められてお

り、それに基づ く都市 ・農村像の提示が都市計画や

農村計画には期待されている
9。

スな計画の時代ヘ

これまでの時代は第一次産業を中心とする農村と

人「]が集積 し産業が高度に発達 した都市を分けて考

えることが自然であったが、現在の農業政策が表す

ように、これからは多くの地域において双方が融合

した姿と捉えることによつて政策が実施されなけれ

ば回土全体を適正に管理できないと思われる。

そうした現実に今最も向き合っているのが、平成

の大合併によつて誕生 した新しい市であろう。多く

の市が農林業を中心 とする町村と合併することで、

都市計i可はもちろん農業振興についても政策の対象

範囲を大きく俊更する必要が生 じているっEIlの農業

政策の行き誌まりを反映 して、農業振興に関する政
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策や計画が長期にわたって更新されない合併以前の

市町村は少なくないが、合併によつて自治体の人口

が増えることは農業政策にとっては明るい要素と言

える。農村にとっての伴走者と期待される都市住民

を呼び込みやす くなるなど、農村の6次 産業化のよ

うな施策は、広大な農村地域を新たに抱えた新市で

こそ実現される可能性が高いと思われる。

また二
｀
二大都市圏のような人口密度の高い都市でも

農業や農村との距離はますます近づいている。長年

村づ くりをお手伝い している関西のある都市でも、

ベッドタウンに隣接 した集落では将来ビジョンの中

でベッドタウンの住民との交流を描 くことが当たり

前になっている。こうした場画で痛感するのは、そう

した話し合いの段階から都市、農村の区別なく人びと

が集える機会の創出である。ベッドタウンでも集落と

同様に高齢化と空き家の増加が顕在化 していると聞

く。一方農村部では人の問題に加え、土地についても

農地を資産と捉える意識はかなり薄れ、多くの農地が

放置されて見向きもされない土地余 りの時代がそこ

まで来ている。このような都市と農村に共通する空洞

化の問題は、一体的に検討する以外に新しい解決の

道はなかなか兄つからないのが現実ではないか。す

なわち繰 り返 しになるが、これから必要なのは都市

計画でも農村計画でもない、都市農村計画という地

域の捉え方であろう。

(くき や すあき)
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界の後退や移転による集落の終え方、社会として成立す
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