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論説

真の地方創生は過疎地域の価値創造から

Genuine Rural Revitalization Through Value Creation in Underpopulated Regions

●早稲田大学教授

宮口侗廸

Toshimichi Miyaguchi

【梗概】 昨年，日本創生会議（増田寛也座長）が「2040年までに896の自治体が消滅する」と予
測する報告書を出して大きな話題となったが，
「過疎問題」はすでに1970年ごろから取り組んでき
たものであった。近代化の過程では都市の価値一辺倒の思考によって開発・発展が進められてき
た。
今日緊急の課題として突きつけられている人口減少・高齢化と共に過疎問題を通して，われわ
れはもう一度，国土の5割強を占める過疎地域＝農山村・漁村の人間論的・社会論的価値を再発
見し，多様性が調和し人々が互いに支え合う豊かな社会を築いていくことが，本当の「地方創生」
に繋がる道ではないかと思う。

ることはもちろんだが，直接的には日本人の土

１．伝統社会を変容させた高度経済成長時代

地の使い方の結果に他ならない。そして日本は

（１）日本の自然相と伝統社会の特徴
自然的存在としての地表空間は，沙漠もあ

南北に長い国であるにもかかわらず，九州から

れば，高山地帯もあり，大河がつくった肥沃な

東北までそれほど極端な違いがないことが特

平野もあるように実に多様である。人間はその

徴といえる。

生きる営みによって，自然の多様性の上に新た

稲作の伝来以来，われわれの先祖は大変な

なる多様性を上乗せしてきた結果，多様な農

努力を重ねて水田を増やし，単位面積当たり

村風景や都市がつくり出されてきた。

の収量を増やしてきた。平野部だけをとれば，

世界には山に木が生えていないところがいく

江戸時代において既に日本の人口密度は世界

らでもあるが，日本は山々に樹木がしっかり生

で群を抜いていた。低地での水田造成が可能

えた恵まれた国である。これは自然条件によ
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山口県徳山市のすり鉢棚田

スペインの農村風景（7 月）

だった土地では，背後の山が直接農地にされな

県庁所在地ないしはそれに準ずる都市とその近

いであくまで補完的に利用され，村人がみんな

隣である。第三に，地方中枢・中核都市，す

でおおらかに使う入会地となってきたことも，こ

なわち県都レベルの都市に通勤することが極め

れと表裏一体の事実である。そしてそれを可能

て困難な地域で，多くは山村・離島である。こ

にしてきたのは，夏の暑さと同時に水が得られ

の地域は前二者に先行して人口減少と高齢化が

る自然である。

進行した。近年では高齢化率が 50％を超える

日本の水田は「一粒が千粒にもなる」と言わ

地域も出てきた。

れるように，欧州の小麦畑の 6 ～ 8 倍の価値が

1970 年代に入り，人口減少と高齢化が進行

あるとされ（鯖田豊之），水田が三反もあれば食

し始めた遠隔過疎地域を支援するために過疎

べていけた（「三反百姓」）。一方，畑作による

地域支援立法が時限立法として制定され（1970

麦の収穫に限界のある欧州では，食べるための

年），その後 10 年ごとに修正を加えられてきた。

家畜を増やすことで人口を支えようとした。そ

また 1970 年は，減反政策（本格的な生産調整）

の結果，山の木々は伐採されて多くは牧草地や

が始まった年でもあり，このころ過疎地域では

放牧地として利用された。

単に過去の伝統を受け継ぐだけではだめだとい

またわが国は 7 割近くを山地が占めるが，山

う流れが出てきた。
伝統的に日本では一子相続的に＜家＞が受け

間に存在する集落の多くは，元来水田の乏しい

農村であり，焼畑，畑作，山菜・キノコ類の採取， 継がれながら農山村が維持されてきたが，一子
淡水魚や鳥獣の捕獲など，多彩な営みによって

相続は狭い土地の分散を防ぐには最も単純で

生活を成り立たせてきた。それでも基本的には， よい方法であった。後継者とそれ以外とが区別
歴史的展開の中で，千枚田などのように可能な

され，地元に不要な次三男は村を後にして都会

限り水田を広げて営んできた。

に出て行った。とくに高度成長期は親世代がま
だ 40 ～ 50 代だったから，彼らにあまり危機感

（２）高度成長期後の社会変容

がなく，長男すら都会に送り出すようになった。

前述のような自然相の特徴を持つ日本の伝統

当時は高度成長と過疎対策によってインフラ整

社会は，戦後の高度成長期を経て大きく変容

備に予算が投じられ，農山村においては農業を

したが，大きく三つに分化したと思う。第一に， 営みながらもできる日雇い仕事があったこともそ
経済成長の牽引となった大都市である。第二に， うした動きを後押ししたように思う。
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ところがそれから 30 ～ 40 年を経過して過疎

将来回復することはあり得ない。ゆえに人口減

地域では，親世代は既に 80 代に入り仕事もし

少を前提にして，生活水準の高くなった現代に

にくくなるだけではなく，
（臨時の）仕事もなく

ふさわしい地域社会のしくみをつくり出す努力

なり，残されたわずかな人たちが田畑や山林を

をせざるを得ない。住民が生きているという実

かろうじて維持している現状である。

感を持てる地域社会の実現が，産業の育成と
並んで大きな地域づくりの柱であるという認識

この間，地方圏の各地域の歩みは，大都市

が重要である。

を中心とする都市が拡大する中でそれとどうか
かわるかに規定されてきた。歴史的・伝統的に

２．過疎問題とどう向き合うか

同じ傾向に安住しがちな農山村の人々の頭から
は，都市化とは別のタイプの地域発展の発想

（１）過疎法を中心とする取り組み

は生まれてこなかった。その結果，高度成長

すでに述べたように，1970 年に初めて時限

時代の中で大都市や県都レベルの都市と直接

立法として制定されてから 10 年ごとに改定され

かかわりのもてない地域は「過疎」に泣くこと

てきたが，次のように微妙にその名称を変えて

になった。

きた。

21 世紀に入りすでに拡大成長の時代は終わ

「過疎地域対策緊急措置法」
（1970 年）

り，それぞれの地域が人材を含む地域の資源

「過疎地域振興特別措置法」
（1980 年）

を活かして，地域発の価値づくりを進めていか

「過疎地域活性化特別措置法」
（1990 年）

ざるを得ない時代になった。まさに「時代にふ

「過疎地域自立促進特別措置法」
（2000 年，そ

さわしい新しい価値を内発的に作り出し，地域

の後 2010 年に改正され 2015 年まで延長，さ

に上乗せしていく」，地域づくりの時代の到来

らにその後 2021 年まで延長）

である。都市には都市の価値があり，農村は

第一次の延長である第二次においては「振

農村であることに，山村は山村であることに価

興」という無難な言葉が使われ，第三次にお

値があるはずだ。ところが，高度成長期を通

いては「活性化」という表現となり，地域づく

じてわれわれは，小さい町は大きい都市に劣

りの時代に入った。私は 2000 年の第四次のと

るとか，都市まで遠いところはろくなところでは

きから総務省の「過疎問題懇談会」の委員とな

ないなど，地域を単純な格差の概念で位置づ

ってこれにかかわるようになったが，このとき

けてしまった。地域には豊かで多様な資源と，

私は「自立促進」という言葉に見られるとおり，

それを生かす可能性をもった人がいるはずであ

困っている過疎地域を助けてやろうという発想

り，大都市経済とは別の価値をそれぞれの地

だけではなく，過疎地域の価値（「過疎地域に

域で創造する時代を迎えたと考えるべきであ

担ってもらう役割」）にも触れるべきだと主張し

る。

た。

人口減少地域においては，何かうまくことが

過疎地域は都市とは異なり，少数の人間が

運ばないとその原因を人口減少に押し付けてし

今までとは違う力を身につけ，広大な空間を使

まうことがよく見られる。そのような発想から

いこなすことによって，よりレベルの高い生活

は良い結果を生まないことは明らかだ。出生率

を実現するという理念に立つべきであり，この

が低く人口減少傾向が今後も続く現実の中で，

発想こそ「自立」に向かう方向を作るのである。

中小都市や農山村がかつてのような人口を近い

過疎地域は自然の中で自分の「なりわい」を育
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生きる，都市とは別の暮らし方があることが，

てながらそこに人の生き方を育ててきたのであ

るから，都市の生活に対しては
「対極的な価値」， 国として健全な状態だと考えている。そのような
暮らしが多数の人口を支えることが困難なのは

別の価値がある。

自明の理であって，むしろ少数の人によって自

そしてこの第四次の過疎法の中で述べられた
過疎地域の役割は次の三つである。

然との共生を含む現代人の暮らし方の育成が求

① 多様で美しく風格ある国づくりへの寄与

められるのである（「多自然居住地域の創造」）。

② 国民が新しい生活様式を実現できる場とし
（２）平成の大合併の功罪

ての役割

平成の大合併について地方の声を聞いてみる

③ 長寿高齢化社会の先駆けとしての役割
少し前までは，定年退職を控えた団塊の世

と，
「むしろ合併しない方がよかった」と言う声

代の人たちを中心に農山村に関心を示していた

がある。財政規模の大きな都市に吸収されれ

が，最近は若い世代にもその関心が広がりつつ

ばいいことがあるだろうと期待して合併したとこ

ある。その背景には，お金の豊かさはあっても， ろもあったようだが，後になってみると考えが
忙しさと格差が目立つ都市での生活に疑問を感

甘かったと嘆いている。一方，厳しい現状に耐

じる若者が増えてきたことがあるだろう。例え

えて自分たちでやっていこうと決断した地方は，

ば，地域おこし協力隊のような若者が農山村に

今なかなかしっかりした行政をやっている。
例えば，高知県の大豊町は，集落が点々と存

入っていって，自然を生かした新しい暮らし方，
若者のセンスを活かした暮らし方を追求するよ

在する中，斜面の道路だけで総延長距離が 500

うになってきた。3.11 東日本大震災の影響もあ

キロもあるような大きな町だが，住民にもお金

るかもしれないが，世の中の空気が変わってき

がないことを明示し，何に予算を使うべきか，

たのを感じる。

しっかり議論している。そのような長い道路を

過疎地域の問題性をどう考えるべきか。私

修繕する予算がないために，町では地区ごとに

は＜都市的な発展に代わるもう一つの発展の図

資材を置いて住民たちで対応するように話し合

式＞をつくり出すことができなかったことだと考

いをやって進めている。それでは限られた予算

えたい。必要なのは「人の数」ではなく，地域

は何に使うのか。奥地の集落から都市の病院に

に合う発展をつくり出す「力ある人とそれを支援 （交通手段のないお年寄りでも）行けるように，
デマンド・タクシーや無料バスなどの行政措置

するしくみ」である。つまり，過疎地域は人の
数が足りないために新しい発展ができないので
はなく，力ある人が足りないのである。時には
地元の伝統がその「あしかせ」になることもあ
るだろう。ともあれ，空間を活かし，資源を活
かすことができるように，人が力をつけることが，
過疎地域が元気な居住の場になる唯一の道で
ある。場合によっては，力ある人を借りてくるこ
とも必要だろう。
多数の人口が生きる都市に対して，広大な空

大豊町の高知おおとよ製材

間に散らばってその足元や空間の資源を使って
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を取っている。そうした行政の支出に関しても，

断につながっていないのではないか。これがマ

住民との話し合いをしっかりやって有効に使お

イナス面の一つだ。

うとしている。
３．地域の多様性を活かす地域づくり

ところで，2012 年から全国に残る 180 余りの
村長が集まる「全国村長サミット」が毎年開か

（１）人間論的価値

れている。平成の大合併の風の中でも「村」の

農山村の存在価値は，人が自然と共生して

まま存続した自治体は，合併議論が出たとき

生命を育む生産の場であることに尽きる。ここ

に，村の将来について相当議論を重ねたはず

から派生するソフトで多面的な価値が農山村に

だ。そのような村が集まって話し合いをすれば

あるということは，いまやかなりの人の共通認

熱い議論が交わされ，いいアイディアも出てく

識になっていると思われる。これらの多面的

る。

価値のほとんどは，人が住みながら生命を育
む生産の場であることから派生してくるもので

私の育った岐阜県境に近い村は，富山市と

ある。

合併した。当時，私も新市計画委員会の委員
長を任され，いい合併になるよう努力した。い

第一次産業という言葉が示すように，農山村

い面としては，救急車が村の入り口に常駐する

で農産物や林産物を生産することは自然から

ようになったことがある。全国的に見ると，学

価値を取り出すことである。そして自然は極め

者が合併の会議・プロセスに関与して合併につ

て多様で複合的な存在である。この多様な自

いて議論したケースはほとんどなかった。一般

然を識別し，その変化に応じて産物を作ること

には住民代表を選んで合併協議会を開くのが

は，科学技術とは別の，人間の五感と肉体が

関の山だったため，議論もなおざりになること

磨き上げてきた能力が発揮されることに他なら

が少なくなかったようだ。

ない。つまり，農業や林業自体に「人間論的

今回の合併で過疎町村が大きな市に合併し

価値」があるということなのである。農山村を

た場合，その地域は「一部過疎」の認定を受

訪れた都市の人たちは容易にそれを感じ取るこ

ける。平成の合併前に過疎地域だったところ

とができる。

は，そのまま過疎地域としての扱いを受けるこ

無機質的な都市の中では，人々は美術・音楽・

とができる措置を「一部過疎」という。そこで

演劇などのアート，さまざまなスポーツに接す

合併前の村のときと同じように，こういうことに

ることによって人間の五感と肉体が磨き上げて

予算を使いたいと意見を出しても，市の上層部

きたワザに感動する。都市では多数のファンの

で意見が通りにくくなったという話を聞く。こう

存在が，ワザをさらに磨く力となる。これが，

いうことは全国に相当あることだろうと思う。合

都市の持つ人間論的価値である。ただしこのよ

併後も過疎の扱いを受けてはいるのだが，以

うな接点を持たない人にとっての都市生活は空

前のようにスムーズには行かないのである。
「そ

虚にならざるを得ない。

こだけ特別扱いするわけには行かない」という

これまでの画一的な農業政策の中では，多

のだが，特別扱いをするのが過疎法のそもそ

様な農山村空間の価値を低下させるような方向

もの意味なのに，市の中枢部がなかなか理解

の施策も取られてきたことは確かである。しか

してくれないのである。同じ量の過疎対策予算

し自然を扱うワザがそんなに単純化されるもの

が流れてはいるのだが，現場に近いところの判

ではないことは，つくる人によって米や野菜の
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味が違うことからも容易に理解できる。経済成

るかな？」と心配する関係である。そういう思

長期を経て都市生活が普遍化されたこの時代

いが行きかう社会の価値が，いまこそ見直され

に，今改めて農山村の多面的な価値が議論さ

るべきではないか。これは東日本大震災後にお

れ，手作りや手仕事といった五感に訴えるもの

いて指摘された点でもあった。

が大切にされようとしていることは，人間性の

ただ，古い地域社会をそのまま現代に受け継

回復が重要な命題になる時代に極めて大きな意

ぐことは矛盾を増すだけでもある。この時代に

義をもつ。

創造されるべき地域社会のあり方についてのは

農山村がめざすべきは，無理に勝ち組になる

っきりした教科書がない段階では，いろいろな

ことではなく，自分たちの土地や資源を何とか

地域に生まれつつあるしくみから，それにふさ

活かして，負けない状況を持続させることでは

わしい芽を読み取らなければならない。この点

ないか。そのためには，今の時代に通用する農

で，地域間交流の価値がクローズアップされ，

のワザを磨き，地産地消も含めて，国民に対し

多くの試みが行われていることは喜ばしい。
地域に新しい発展の方向をみつけるために

て安全で美味しい農産物をつくることが必要で

あろう。
「あのばあちゃんの野菜は特別美味しい」 「交流」が大きな力になることは早くから認識さ
といわれるような，
「なりわいとしての農業」ある

れていた。
「四全総」
（第四次全国総合開発計画，

いはそのような「新しいなりわいを育てる」こと， 1987 年）においては「交流ネットワーク構想の
これこそ人間の底力である。食べ物が世の中に

推進」という表現がなされた。

必要である以上，農山村の人たちこそ，自らの

交流という言葉には二つの意味があるが，一

力によって消費者とのいい関係を直接作り，望ま

つは双方向からの流れである。ある地域とある

しい状況をつくり出すことができるのである。

地域の間にモノや人が両方向から流れることに
よって，両地域の生産・消費のキャパシティは

（２）社会論的価値
バブル崩壊後の停滞期を経験しながら，成
長しない経済の下でどんな豊かさを追求できる

高まり，当然ながら経済は活性化する。最近は，
これに加えて文化的影響，さらには情報の流れ
も大きな比重を占めている。

かを，多くの人が素直に考えられる時代が来た

もう一つは，違った系統が互いに入り交じっ

と思う。ここで「ものの豊かさ」から「こころの

たり，行き来したりすることである。とくに「入

豊かさ」へと一足飛びに行く前に，私は「地域

り交じる」のが，違った系統の「人」である場合，

社会の社会論的豊かさ」とでもいうべきものを

そこに大きな相互的影響が現れる。この他から

考えたい。

の影響によって，それまでとは違ったものの見

「こころの豊かさ」は，一人ひとりが自分なり

方やセンス，さらには自ら慣れ親しんだものと

に，文化という言葉で代表されるような楽しみ

は違ったしくみを知ることを一つの成長と考え，

なり感動を持てることだと思うが，それよりもそ

それを自分の地域に生かすことによって，地域

の個々人が住んでいる地域社会を，社会システ

に今までなかった価値を生み出すことができる

ムとして持続的に豊かにしていくことこそが先行

のである。
土地や資源についても，単なる過去のやり方

して問われるべきだと考えるからである。
農山村は小さな社会で顔見知りの関係が生き

や都市経済の論理に基づく利用とは違った利用

ている。
「あそこのばあちゃん，今日どうしてい

の仕方があることを知れば，新しい持続的な生
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真の地方創生は過疎地域の価値創造から

４．最後に

産活動の創造にも繋がる。そして過去にできな
かったことができるようになる。これこそ「拡大

平成の大合併以後の過疎地域は，人口で

型ではない地域の成長・発展」ということに他

8.4％，面積で 54.1％を占める。見方を変えれ

ならない。

ば，過疎地域とは少数の人々が広大な空間を面

例えば，人が減って農業用水の管理が困難

倒見ている地域なのである。従って，いたずら

になったときに，多額の中央予算を投じて，コ

に人口減少・高齢化を嘆くのではなく，集落の

ンクリートに変えること
（物理的対応）ではなく， 中の農地，里山，そして豊かな動植物の資源を
農家以外の人や都市の人たちを巻き込んで，ホ

持つ奥山などを活用する方策を地域から生み出

タルやメダカの生きる用水の維持作業に参加し

し，外から訪れてくる人と望ましい関係を構築

てもらう方法である。これは美しさや風格とい

する中で，少数で今を生きるしくみを育てていく

った総合的な観点で空間の価値を高めるための

ことが重要だと思う。
残念ながら全国では既に多くの奥地集落が消

「社会論的解決」である。

滅している事実もある。そのとき「むらおさめ」

これに関連していうと，最近，私が座長を務

める総務省の過疎問題懇談会で「集落ネットワ （島根大学・作野広和）という発想も議論され
ーク圏の形成」という政策を打ち出した。過疎

て良いのではないかと思う。厳しい状況にある

集落になると山間部に点在する 5 軒，10 軒しか

集落に住む人々が周囲とのいい関係の中で，悲

ない集落は支えあう力がどうしても低下する。そ

劇的ではない「おさめ方」を自ら学び考えるこ

こで何キロか離れたところにやや大きな集落が

とができれば，被害者意識の中でこの国の来し

あれば，そこに集める（移動させる）のではな

方を怨むことは避けられるのではないか。

く，それぞれのもつ機能をうまくネットワークで

近年「限界集落」ということばがよく聞かれ

結びながら，互いに支えあうようなしくみを作ろ

るが，この言葉の出現によって過疎問題に注目

うというのである。そのために人と人との繋がり， が集まることについては意義なしとしない。し
役割分担などを地区ごとに相談する。田舎の集

かし単純な数値で集落を特別視するようなこと

落は顔見知りの関係ではあるが，集落間となる

にはいささか抵抗感がある。

と意外にもそれをつなぐ人がいないので，ファ

おそらく過疎指定地域にはそのような限界集

シリテータのような役割を持った人が仲介して

落，あるいはそれに近い集落が少なからず存在

進める。例えば，集落ごとに似たようなお祭り

するであろう。そうしたときにこのような集落を

をやっていた場合に，一緒にやることも一案で

そうでない集落と二分するよりは，それらの集

ある。こうした発想は，地元の人からはなかな

落を大きく括って新しい仲間社会としてネットワ

か出てこない。

ーク化し支え合うしくみをつくっていくことの方
が自然ではないかと思う。

もちろん日常生活の交通手段やこれにかかわ
る医療体制など，都市とは比べ物にならないほ

今後しばらくは全体の数（人口）が減る流れ

ど厳しい現実があることも事実だ。しかしそれ

は避けられない。過疎地域はあくまでも少数社

らに対してネットワークの構築など行政サービス

会ではあるが，都市に育つ人から田舎はいいな

によって対策を講ずることができれば，過疎地

と見られる価値をもつ「豊かな少数社会」であ

域は人の暮らす場として決して劣る場ではない

れば，ほどほどのところまでは若い世代が少し

のである。

は住み着くと思う。そのためには「昔ながらの
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生活」というよりは，自分たちの工夫をも加え
た新しい暮らし方を創造していくことが大切だろ
う。
地方に出かけて首長に会うと「先生，また何
人（人口が）減りましてね」というのが挨拶にな
っている。それに対して「何人減ったと嘆くこと
は止めなさい」と答えている。そこばかりに目
を向けるのは止めて，一人でも二人でも力ある人
が入ってくれば，ものすごい価値をもたらしてく
れるし，未来に向けた創造的発想が生まれてく
る。地域の総生産力が低下しても一人当たりの
価値が増えれば発展だと前向きに考えたいもの
である。
（2015 年 4 月14 日）
※ 本文中の写真は全国過疎地域自立促進同盟
発行『過疎情報』No.474（2015 年 3 月 25 日）
の著者論文より引用。
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