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口特集論考口

農業農村施策における農村計画の視点

一北陸地域を題材として一

Rural Planning Perspectives on the Agricultural and Rural Policies 

雑賀幸哉*

Yukiya SAIKA 

はじめに

農村計画学会誌に「農村計画系人材の育成」というテ

ーマでの投稿を依頼されて，最初に頭に浮かんだことは，

農村計画学とは何かということでした。農村計画学会の

HPには， I農村計画学会は，豊かで美しい農村環境と，

活力と魅力にあふれた農村社会を目指す・・・場」とさ

れていますが，このような農村計画の視点は農業農村政

策においてどのように位置づけられているのでしょう

か。「食料・農業・農村基本法」では，基本理念として

①食料の安定供給の確保，②多面的機能の発揮， ③農業

の持続的な発展，④農村の振興が掲げられています。い

ずれも農村計画の視点が必要なものですが，なかでも多

面的機能の発揮と農村の振興は，農村計画の視点が重要

と思われます。

本稿では，北陸農政局管内の動きを題材に，農村計画

の視点から，近年大きな変貌を遂げつつある農業 ・農村

の現状やそれに応じた農業農村施策を紹介するととも

に，農村計画としての課題，役割に言及することで，テ

ーマである 「農村計画系の人材の育成」に幾ばくかでも

寄与できればと考えています。

2 農村の視点からみた農業の現状

平成 26年度から始まる新たな農業農村施策の目玉の

一つは，農地中間管理機構を通じた担い手への農地の集

積 ・集約化を加速させることです。農地流動化のための

制度は，米の生産調整の開始と時を同じく，昭和 45年

の農地法の改正まで遡ります。その後，政府は農用地利

用増進法や農業経営基盤強化促進法を制定し農地の流

動化に努めたにもかかわらず，機械化や基盤整備によっ

て効率化された農作業の時間と労力は兼業化に向けら

れ，担い手への農地の集積は遅々として進みませんでし

た。しかしながら，ここ 10~ 15年の聞に農地の集積は

急速に進み， 2010年のデータでは農地面積に占める担
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い手の耕作面積は 49%に及んで、います。

北陸管内 4県 (新潟， 富山，石川，福井)における経

営耕地面積も急速に拡大しており， 10ha以上を耕作す

る経営者の面積が 15年で 5倍以上に増加し農地面積

に占める 10ha以上の大規模経営体が耕作する割合は，

1990年の 5%から 2010年には北陸管内平均で 28%とな

っており， 50%を超える市町村もめずらしくありません。

農家の高齢化や後継者不足の深化により，ここにきて

ようやく農地の集積・集約化が進むようになったのかと

思われます。このような変化は，農政の長年の悲願では

あるものの，生源寺教授が「日本の稲作には経験したこ

とのない変化が始まった。」と表現されているように，

大きなインパクトがあります。特に，兼業農家の急速な

農業離脱により，これまでも農家と非農家が混住してい

る農村に，新たに土地持ち非農家というジャンルの住民

が生まれ，農村の中でも限られた者だけが農業を営むこ

とになり，今後の農村のあり方への影響は大きいものが

あると考えます。
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3 農村計画に関連する農業農村施策

農林水産省では，農業を足腰の強い産業としていくた

め，担い手への農地の集積・集約化を更に加速化させ.1今

後 10年間で，担い手の農地利用が全農地の 8割を占め

る農業構造の確立j(農林水産業・地域の活力創造プラン)

を目標としています。一方で，農業を産業として捉えた

産業政策と車の両輪の対をなすものとして，農業・農村

の有する多面的機能の維持・発揮を図るための政策(地

域政策)を推進しています。

地域政策としては，集落機能が低下し農村コミュニ

ティが失われつつあるという現状を踏まえ，集落コミュ

ニテイの共同管理等により，農地が農地として維持され，

将来にわたって多面的機能が十分に発揮されることを確

保するために， I中山間地域等直接支払制度」ゃ「農地・

水保全管理支払交付金(旧農地・水・環境保全向上対策)j

等を実施してきており，平成 26年度からは日本型直接

支払制度として，これらの制度の更なる拡充を図ってい

ます。

中山間地域直接支払制度では，対象となる農地の 8割

にあたる 68万 haの農地に農業生産条件の不利を是正

するための交付金が支払われ，中山間地域の農地が維持

されています。また， 農地 ・水保全管理支払交付金は，

148万haの農地において，交付金を活用 した集落によ

る農地，農業用水等の保全活動やこれら地域資源の質的

向上を図る活動が行われており，平成 26年度からは多

面的機能支払として，制度の更なる拡充と法制化を行っ

ています。

また，I農村の振興に関する施策Jとして，農業・農

村の 6次産業化，都市と農村の交流等を推進するための

各種施策を実施しています。農業・農村の 6次産業化と

は，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，新たな付加価値を

地域内で創出し雇用と所得を確保するものです。北陸

管内では， 99件の事業が6次産業化・地産地消法の認

定を受けています。都市と農村の交流においては，グリ

ーン・ツーリズム，小学生による農山漁村での宿泊体験

やU . 1 . Jターン等を推進するために， I子ども農山

漁村交流プロジェクト」ゃ「田舎で働き隊!jといった

施策を実施しています。

4 農村の視点から見た農業 ・農村の課題

地域政策として位置づけられている「中山間地域等直

接支払j，I多面的機能支払」そして各種「農村の振興に

関する施策」は，稲作農業の劇的な構造変化を受け止め

て，農村の維持，活性化を図ることができるでしょうか?

筆者は，上記視点を念頭に，北陸管内において機会を

捉えては農業者の方々と意見交換を重ねており，参考と

なりそうな事例をここに二つ紹介したいと思います。

(1)中山間地域における事例

富山県南砺市の中山間地域にある旧上平村と旧平村で

は，農業機械の共同組織として設立した農業公社が，現

在では，農家の高齢化等によって農作業ができなくな

った農地を耕作しています。全体の農地面積 70~ 80ha 

の内 60~ 65haを受託しており，経営規模は大きいで

すが，10 ~ 20a区画の小規模な圃場であり集落間の距

離もあるため効率的な経営には限界があり，基本的に小

作料は払えていません。中山間地域等直接支払は受けて

いますが，すべて公社の経費に充てざるを得ない状況で

す。

同地域では，農業公社に農作業を一元化し水管理や

草刈り等は個々の農家の協力を得て，農地の維持がなん

とか図られています。中山間地域等直接支払が農地の維

持に果たしている役割も大きいと思います。しかしなが

ら，極端に高齢化している現役世代がリタイアした後の

展望は描けていません。 5~ 10年後には農地を引き受

ける担い手がいなくなるとの懸念は，集落営農等で比較

的健全な農業経営を行っている他の中山間地域でもよく

聞かされる話です。

(2)平地における事例

福井県あわら市にある轟木と新田は行政的には 2つの

集落ですが，集落等の行事は共同で行ってきた経緯等か

ら， 1つの集落営農組織として農業生産法人を立ち上げ

ています。両集落の農地には，認定農業者や自作農家が

耕作する農地が一部ありますが，80%にあたる 65haを

同生産法人で受託しています。同生産法人では，農作業

の中心となるのは数名の組合役員ですが，農作業に参加

する組合員には，農作業への出役に応じた労務手当に加
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え，農地の所有面積に応じて 5万円 /10aを上限として

法人の利益を分配し農作業に参加できない方には 17.

000円/10aの小作料とすることで，組合員による農作

業への積極的な参加を促し，集落の共同作業による農業・

農村の維持を図っています。

同法人は徹底した省力化を図っているのですが，中心

となって農作業を行っている組合役員に対する手当も一

般組合員による出役単価で、支払っていることも，反当た

り5万円の配当を可能とさせている要因であり. I組合

員全員が力をあわせることが集落営農を継続していく上

で重要jとの組合役員の強い思いによって支えられてい

る制度ではあるかと考えます。

5 農業・農村政策における農村計画の役割

先に取り上げた二つの地域は. 60ha規模の農地を受

託し，中山間地域においては中山間地域等直接支払を活

用しながら農地を維持し平地では効率的な農作業を行

うことで相応の収益をあげています。しかしながら，ど

ちらの地域も課題として認識しているのは，農地の集積

に伴い新たに生まれる土地持ち非農家にどのように農作

業や集落活動に関心を持ってもらうかではないかと考え

ます。 300haを超える農地を経営する大規模法人の方も，

土地持ち非農家になった方々にいかに農業や農地に関心

を持ってもらうかが大事との認識を示していました。

農地法は，平成 21年度の改正によって，これまで「農

地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であ

る」としてきたことを改め. I農地を効率的に利用する

耕作者による・・・権利の取得を促進」する方向に転換

しましたが，あわせて「農地について所有権又は貸借

権・・・を有する者は，当該農地の農業上の適正かっ効

率的な利用を確保Jしなければならないと規定し耕作

者だけでなく所有者にも一定の責務を定めています。す

なわち，土地持ち非農家は農家ではないが，農地の農業

利用について責任を負う存在ということになります。
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担い手への農地の集積・集約化が進んでも，農地や水

路の維持，水管理などは担い手だけで賄えるものではあ

りません。非農家，特に土地持ち非農家の協力は不可欠

です。中山間地域等直接支払や多面的機能支払は，集落

活動を促す役割を果たしており，現状では，農地や水路

の維持や水管理に土地持ち非農家の協力を得られている

ようですが，それは，産業としての農業をリタイアしで

も農地維持や集落活動に関心が高い現役世代に負ってい

るところ大きいと考えられ，次世代に引き継がれでも，

同様の協力が得られるか不透明と言わざるを得ません。

農業に関わってこなかった次世代が土地持ち非農家にな

ることを視野に入れて，土地持ち非農家の方々にどのよ

うなf支割をff!ってもらうのか，そのためにはどういった

システムが必要なのか，今後の地域政策のあり方を考え

る時期にきており，まさに農村計画学が重要な役割を果

たすことが求められているのではないでしょうか。

6 さいごに

農政局には「農村計画部Jがあり，農地転用許可，土

地改良区，地質等調査，国営土地改良事業計画などなど

幅広い分野を担当しており，様々な分野の人材が集まっ

ていますが，農村計画系という分野は存在していません。

京都大学農村計画分野の HPに. I農村計画学(は)・・・

地域課題の解決に貢献するという実学的な特性を備え

た学問」と示されているように，農村計画は，都市計画

や土地改良事業計画のように特定の計画を策定するもの

ではなく，農業・農村のあらゆる課題を解決するための

学問であることから，特定の人材系を形成していないの

ではと思います。それゆえに. I農村計画系人材の育成」

というテーマにストレートに応えられませんでしたが，

ご容赦いただければと思います。

さいごに，こういう機会を与えていただいた学会誌編

集委員の方々に紙面を借りて感謝申し上げます。
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