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口特集論考口

農山村の持続性を議論する分析視角を強化するために

For Strengthening of Analytical Standpoint to Exposition about Rural Sustainability 

山下良平*・栗田英治判・土屋ー彬***

Ryohei YAMASHITA， Hideharu KURITA and Kazuaki TSUCHIYA 

1 はじめに

(1)本稿の主旨

農村計画学会(以下，本学会と略記)では，農山村あ

るいはその周辺を研究対象の空間的な射程として，様々

な事例研究を蓄積させてきた。近年の急激な人口減少と

人口の偏在，あるいは自治体財政状況の逼迫傾向を踏ま

えるならば，上記のような地域をより豊かに，持続的な

ものにするための研究課題は，これまでにも増して多様

化することは間違いない。

本稿は，本学会が多様な地域課題に対して意義ある議

論の場となるように，本学会及び本学会と関連が深いテ

ーマを扱う他学会(以下，関連学会と総称)の研究動向

の整理を出発点とする。そして，過去 10年間程度を目

安にした既往研究の整理結果を踏まえて，関連学会の動

向との比較から，本学会誌でさらに議論を深めることが

期待される部門を提案する。この試みが，特に若手研究

者や学生が研究課題を模索し具体的なテーマを設定す

る際の一助となれば幸いである。

(2)取り扱う部門

限られた紙幅で網羅的に議論することは不可能であ

る。そのため，著者らで上記の視点から検討すべき内容

を議論した結果，①農山村の持続可能性を規定する重要

と思われる要素，②近年，本学会であまり議論されてい

ない内容，という条件から， r交通Jr福祉Jr防災」の

各部門に焦点を絞った。

交通問題については，農山村の定住可能性を検討する

うえで，居住可能範囲を規定する重要な課題という見方

である。経験的には，大半の過疎地域が直面する課題と

いう理解であるが，本学会誌を過去 10年分参照しでも，

2000年代に年 1本程度の論文が掲載されていたのみで

ある。

福祉問題についでは，超高齢化時代をむかえ，農山村

の担い手として期待される住民の健康問題は不可避であ

るという見方である。大きく分けて，農村居住者の福祉・

健康という主体面の課題を扱った研究と，保健休養・健

康増進などの場としての農村という空間面の課題を扱っ

た研究がある。本学会においては，両面の研究論文がい

くつか見られるが，包括的な検討が出来るまでの知見は

蓄積されていない。

防災問題については，東日本大震災の例を出すまでも

なく，今後も予想される大災害時において，農山村地域

の防災・減災， レジリエンスの面で課題は山積している。

今後に有益な「復興知」を継承するためにも，今まで以

上に研究の進展が期待される部分である。

2 イ固別テーマのレビ.ユー

(1)交通問題

まず，対象とした研究論文のほぼ全てに共通して，導

入部分で「公共交通の利用者は減少し維持が困難であ

るJrしかしながら，地域の交通弱者にとっては重要な

移動手段であり，採算性のみで判断してはいけない」と

いう主旨を明記している。それほどまでに，農山村地域

の主たる公共交通手段である地方鉄道やパス事業が，利

用収入という点から限界に達していることがうかがい知

ることができる。これらの地域を抱える多くの自治体が

財政難に見舞われるなかで，かつて 2000年代に本学会

で議論された研究1)， 2)， 3)， 4)は，より細かな移動ニーズに

応えるコンパクトな輸送サービスの確立を志向したもの

であった。

他方で，関連学会では別の方向性，即ち「それでも公

共事業としで鉄道やパスは保持すべき妥当性がある」と

いう点を，様々な指標によって傍証する事例研究が進ん
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でいる傾向が顕著である。一例を挙げるならば，利用者

が減少して廃線になった，あるいは廃線の危機にさらさ

れた地方鉄道沿線の住民は，少なくとも心理的には当該

鉄道の存在に強い象徴的価値を見出しており，廃止が地

域活力低下に影響するという共通の見解が示されてい

る5).6) 注~しかしながら，自治体が公的に運営費を支

援することに対しては，住民主体の導入プロセスが若干

の評価改善に繋がるもののへ利用頻度が低い場合やほ

ぽ受益しない場合，その方向性に対する住民の態度は低

調になる九したがって，地方鉄道ないしはパスは「存

在すること自体に(公的支援に見合う)貴重な意義があ

る」と理解を共有することは，実際には合意形成が容易

ではないことが明らかとなっている制。また，支援を

期待される行政自身が，さらにコスト意識を高めること

が求められるとの指摘もある九

やはり公共交通に対する地域住民の思い(態度)と利

用実態(行動)には若干の議離があるのが現実であり，

交通手段以外の社会的意義が事例研究で多く指摘してき

た削うえでの状態が，現在の交通サービスがおかれて

いる状況である O' よって かつて本学会でも盛んに議論

を蓄積させてきたデマンド型タクシ一等の実用化の成功

事例を積み上げることは重要である。それを踏まえたう

えで小括すると，例えば房安らに見られるように，農山

村地域の鉄道やパスの公共交通サ}ピスが有する機能を

可能な限り定量的に示すことが，広く社会に対する重要

性を示す説得的な根拠として重要な課題であると言え

る12)。さらに発展的に問題提起するならば，今日の急速

な人口減少の下では，住民構造や居住地の配置もめまぐ

るしく変化することが予想される。従って，交通サービ

スの存続のみを切り取って議論することも早晩限界に達

することは明らかであり，他の福祉や防災との政策統合

に資する実践的な提言を示すべきであろう。

(2)福祉問題

農村地域を対象とした福祉・健康に関わる研究担)は，

大きく分けて，農村に居住する者の福祉・健康に焦点を

当てたものと，保健休養・健康増進等の場としての農村

に焦点を当てたものがある。前者は過疎・高齢化が進む

農村地域の住民の健康状態そのものや，自治体等が提供

する医療・福祉などのサーピスを対象としたものであり，

後者は，農村地域や農地・森林などが有する多面的機能

のーっとして保健休養・健康増進機能や，そうした機能

を活用したケアやツーリズムに注目したものである。

本学会では，前者の研究とじて，農村地域における健

康診断の受診・非受診に関連する要因を明らかにした研

究 13) マルチレベル分析によりソーシャルキャピタルと
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地域に住む個人の健康との関係を明らかにした研究 14)

農山村の公立病院の経営改善の方策とガパナンス構造の

あり方を明らかにした研究 15) などがある。後者の研究

では，健康に関する意識調査に基づき農業の持つ健康増

進機能に着目した研究 16) 市民の消費支出の観点から森

林セラピーのビジネス化を検討した研究 lぺ健康サービ

スを取り入れた都市農村交流事業の評価とあり方を考察

した研究 18) 健康保養を意図するルーラル・ツーリズム

と包括的ケアサービスの連携体制構築のための要件と課

題を明らかにした研究 19) などがある。

一方，関連学会においては，前者の研究の例として，

過疎地域における高齢者福祉施設を対象に広域基幹施設

と小規模施設の組み合わせを検討した研究玖広範な地

域を対象とした調査にもとづき，高齢者の見守り体制構

築に向けて包括的な検討を行った研究 21)利用者の属性

調査にもとづき，高齢者通所系施設の役割と施設体系を

考察した研究 22) 中山間地域の医療・福祉施設について，

地理情報等を用いて定量・空間的なアプローチを試みた

研究お)241 などがある。前節で整理をした交通計画等

とも関連する形で，本学会においても，農村地域の包括

的な医療・福祉の空間計画を検討していくよでの，基礎

的かっ定量的な知見を蓄積していくことが重要と考え

る。ーまた，健康状態や保健休養等の機能に関する研究に

おいては，生理・心理的なデータ等にもとづくエビデン

ス研究由).26)が不可欠である。農村居住者の健康，農業・

農村の有する保健休養・健康増進機能，両面において，

本学会でも，一定のエビデンス研究の充実を図っていく

ことが必要と考える。

(3)防災問題

さまざまな自然災害が近年相次ぐとともに，南海トラ

フ地震などによる甚大な被害が予想される中，防災・減

災に関する取り組みがいっそう求められている。東日本

大震災をはじめとする災害は農村部に甚大な被害をもた

らしたが，こうした地域での高密な災害対応インフラ整

備は現実的でなく，減災のための土地利用計画や地域防

災活動が災害対策の中心になる。そこで本節では，これ

らのテーマについて研究動向を整理した。なお災害後の

復旧復興や集団移転については本誌でも既に多くの蓄積

がみられるので，本稿では対象としていない。

減災のための土地利用計画を考える第一歩として，一過

去の被害の分析から学ぶことが重要となるが，本学会で

は東南アジア訂).28)での研究以外はまとまった知見が近

ι 年みられない。関連学会では，居住地 29) 農地玖樹林

地 31)の被害など土地利用別の被害実態は数多く調査さ

れているものの，経済的被害などの観点から土地利用



全体をいかに配置するべきかという議論はいまだ少な

い 3九国土のグランドデザイン等でもコンパクト化が強

く主張される時代背景下において，土地利用全体の再編

成を災害の観点から検証していくことは研究の重要な役

割であろう。また，過去の被害や災害リスクを理解した

上で，次は有効な対策のあり方を検討していくことにな

るが，現在の土地利用規制の主要な手段である災害危険

区域については，リスクコントロールの手段としてはほ

ぼ機能しておらず玖仮に指定出来た場合についても，

区域内の適切な土地利用のあり方が明確になっていな

い制なと制度運用上の多くの課題を抱えている。東

日本大震災後に指定された多くの災害危険区域や類似す

る土砂災害警戒区域について，その運用実態を逐次評価

し，改善策を探っていくことは今後重要になろう。

防災・減災意識醸成や避難行動などの地域防災は，本

学会が特に強く関係すると思われる分野ではあるもの

の，目立った研究成果は近年みられない。関連学会では，

災害リスク認知や避難意識醸成に対して， 日常的な自然

との関わりあ}ソーシャルキャピタル担}住民主体の計

画づくり訂言い伝え却)など，本学会にも関係の深い

要素が有効であることが明らかにされつつある。今後は，

こうした認知・意識に加えて，交通(急峻な地形など)

や健康(高齢者の運動能力低下など)といった，農村地

域に特有の地域条件も考慮した避難行動に関する分析の

深化が求められる制。人口減少下で自助や公助の拡大可

能性が限られる中で，こうした分析をベースとして，い

かに共助の領域を広げる実効性のある対策を提案してい

けるかは，本学会にとっても重要な議論であろう。

3 まとめ

本稿では，農山村の持続性を多角的に検討するにあた

って，本学会の議論が手薄な部門を選択して，関連学会

の研究動向を整理した。本学会でも議論すべきであると

いう点については，、著者らの議論による評価軸に依拠し

た部門選択であるが，周辺学会では興味深い研究が多く

蓄積されていることが改めて確認出来た。関連学会でこ

れほど盛んに議論が進められているということからも，

本稿で採り上げた部門は決して「トレンドから外れてい

る」という訳ではないと思われる。そこで¥これらの研

究動向を踏まえて，本学会らしい独自の視点を加えて研

究を設計することの意義は大きいと考える。

注

注 1)なおこの点は，農村計画学会でも例証されており 7) 全

く議論が抜け落ちている訳ではない。

注 2)詳細は. r運輸と経済j2009年 12月号 IO}に地方交通に

おける合意形成問題が特集されているので，参照されたい。

注3)詳細は割愛するが，公共交通が地域のソーシャルキャピ

タルを高めているという報告も多数見られる。

注4)福祉・健康に関する研究の整理にあたり，論点が異なる

と考えられる，障がい者等を対象にした研究(就労，バリ

アフリーやケア等)は，今回の整理の対象からは除外した。
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