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第４回脱成長ミーティング録 

 

日時：2014 年 11 月９日（日）14：00～17：00 

場所：ピープルズ・プラン研究所 

 

【報告１】 

報告者：白川 真澄（ピープルズ・プラン研究所） 

テーマ：人口減少をめぐる論争 

 

報告１（白川）では人口減少をめぐる主な議論の概略を紹介する。その論点の１つとして

「地方消滅」論があるが、それに対してむしろ地方へ人が流入する傾向が強まったり中山

間地や農山村から独創的な地域づくりの試みが出てきているという反論もある。報告２（小

口）では、その具体的な事例をご紹介していただく。 

 

Ⅰ 人口減少の与える影響―３つの論点 

１．急激な人口減少社会に入り込む日本 

以前から言われてきたことではあるが、特に今年に入り人口減少問題が急速に政治問

題化してきた。各経済誌がしきりに特集を組んでいるほか、『中央公論』が人口減少問

題で「増田レポート」を３回続けて掲載、『世界』も特集を組んだ。 

 

（1）下表の通り、日本の総人口は 2010 年の１億 2806 万人をピークに減少し始め、現在

の出生率の傾向からすると、2050 年には１億人を割り込み（1965 年の水準）、2060

年にはピーク時から 4132 万人、32％減少して 8674 万人になる（1950 年の水準）と

推定されている。 

 

      総人口    生産年齢人口    労働力人口（＊１） 

            （15 歳～64 歳）  （カッコ内は 15 歳～64 歳） 

1990 年  １２,３６１   ８,５９０     ６,３８４（6,024） 

2000 年    １２,６９３      ８,６２２         ６,７６６（6,273） 

2010 年    １２,８０６      ８,１０３         ６,５９０（6,005） 

2030 年  １１,６６２      ６,７７３         ５,６７８（4,576） 

2060 年      ８,６７４      ４,４１８             （単位：万人） 

（＊１）労働力人口とは 15 歳以上の人口に労働参加率を掛けたもので、就業者(休業者を

含む)と失業者の合計を指す。他方、15歳以上で働く意思や能力のないもの、病弱者、

学生、専業主婦などは非労働力人口とされる。 
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（2）高齢化率は 2010 年の 23.0％から 2030 年の 31.6％、2060 年の 39.9％にまで上昇する。 

（3）生産年齢人口は 2030 年までに 1,330 万人、16％減少して 6,773 万人になり、2060 年

までに 3,685 万人、45％減少し、4,418 万人になる。平均で毎年 74 万人ずつ減少する

計算。 

 

２．人口減少がもたらす３つの衝撃（悲鳴）。 

この急激な人口減少に対して主に以下の３つの問題が指摘されている。 

（1）経済が成長できなくなる！ 

（2）社会保障制度が維持できなくなる！ 

（3）地方が消滅する！ 

 ⇒これに対して私たちは、どう答えるか。以下、この３つの問題について考える。 

 

Ⅱ ゼロ成長でも豊かに生きる（VS 経済成長ができなくなる！） 

「経済が成長できなくなる！」という指摘に対する私の結論は「それはそうだろう」。

人口減少下の日本では、ゼロ成長あるいは１％以下の低成長になることは避けられな

い。しかし、だからと言って豊かに生きることは不可能ではない、むしろ好ましい面

もある。 

 

１．経済成長の３つの要素 

経済成長（毎年の GDP の継続的な増大）は、労働力（労働力人口×労働時間）、資本

（貯蓄率など）、生産性（＝全要素生産性、労働生産性や技術進歩）の３つの要素によ

って規定され、各要素の減少・低下は経済成長率をマイナス方向に導く。 

 

２．労働力人口の減少 

なかでも経済成長の最大の要素である労働力人口が、生産年齢人口の急減に伴って大

きく落ち込む。 

（1）労働力人口の推計には、経済成長率や女性・高齢者の就労率などいくつかの要素が入

り込むので単純ではないが、ゼロ成長が続き労働市場への参加が進まない場合、2030

年の労働力人口は、下表の通り 2010 年に比べて 954 万人、14％減少し、5678 万人に

なる。平均して毎年 48 万人ずつ減少すると推計されている。 

（2）他方、２％の経済成長が続き女性などの労働市場参加が進む場合は、2010 年に比べ

て、377 万人、6％減少して 6,255 万人、毎年の平均減少は 19 万人にとどまる。 

 

2030 年の労働力人口の推計（労働政策研究・研修機構「平成 24 年 労働力需給の推計」） 

 実質 GDP ゼロ成長で労働市場参加が進まない場合  ５,６７８ 

 同１％成長で労働市場参加が一定程度進む場合    ５,９００ 
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 同２％成長で労働市場参加が進む場合        ６,２５５ 

  2010 年の実績                   ６,６３２   （単位：万人） 

 

３．ゼロ成長は避けられない 

労働力人口の減少は、経済成長を根本的に制約し不可能にする。また、高齢化に伴っ

て貯蓄率も低下し、資本不足に陥っていく。したがって、生産性が労働力や資本の減

少を補って余りあるほど上昇しないかぎり、経済は成長せず、ゼロ成長あるいは低成

長になることは避けられない、というのが私の結論。 

しかし脱成長という場合、やむなくゼロ成長になるケースと、むしろゼロ成長を選び

取るという二つの面がある。私は両方の面で脱成長は当然と考えているが、人口は減

少しても、実質２％、名目３％の経済成長をすることによって問題は解決できる、と

いうのが安倍政権のスタンス。 

 

４． 安部政権の人口減少対策 

人口減少対策の柱は、出生率の向上、女性の活用（活躍）、海外労働力の受入れの３つ。 

（1）労働力人口の急激な減少を緩和・補完するための安倍政権の方策の第１は、人口目標

を立てること。人口目標の設定は、産めない女性・産まない女性に対する抑圧となる

面がある。国として人口目標を設定することは恐らく戦後初めてのことと思われるが、

女性の合計特殊出生率（一人の女性が一生に産む子どもの平均数）を 2030 年までに（人

口の再生産が可能とされる）2.07 に引き上げる。これによって、8,674 万人と予測され

ている 2060 年の総人口を 1 億人に維持する。しかし現在の出生率 1.43（2013 年）、出

生率の高い先進４ヵ国の平均 1.93 から見て、2.07 は空想的と言わざるを得ない。 

（2）女性の労働市場への参加を促し、女性の労働力率を引き上げるという「女性が輝く社

会」が安倍政権の目玉政策の一つ。日本の女性の働き方は、出産・育児のためにいっ

たん退職し、子育てが一段落すると、大多数が非正規雇用で仕事に復帰するという M

字型就労曲線が続いている（下図参照）。そこで、30～39 歳の女性の労働力率を引き上

げる。安倍政権の「女性活用（活躍）」策では、25～44 歳の女性の就業率を約５％向上

させ、2020 年に 73％にする目標が掲げられている。 

①30～59 歳の女性の労働力率が 2.2％しか上昇せず M 字型曲線が解消されない場合に

は、女性の労働力人口は 2030 年までに生産年齢人口の減少にともなって 393 万人減

る。労働力率が 10.7％上昇する場合には、57 万人の減少にとどまる（労働政策研究・

研修機構「平成 24 年労働力需給推計」）。 
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②可能であれば就業したいが介護や育児などのために働けない女性は 315 万人、うち

育児のために働くことを諦めている女性は 105 万人とされる。そこで、育児支援を

すれば働く女性は 100 万人増える、と試算される（「経済財政白書」2014 年版）。 

③安倍政権の女性活用策の矛盾と限界。 

◆ 子育て支援サービスの拡充（待機児童解消のために５年で 40 万人分の保育の確保、

学童保育の定員 30 万人増）を打ち出す一方で、「家族による助け合い」＝自助の最

優先（女性に育児・介護の負担を負わせる）を強調しており、女性に対して非常に無

理な要求を突き付ける形となっている。 

◆ 女性の労働参加のためには、男性の働き方の抜本的転換（残業をなくすなど）によ

る家事・育児への参加（性別役割分業の廃止）が必要不可欠だが、安倍政権は労働

時間の規制緩和（残業代ゼロ労働の対象拡大）によって長時間労働を野放しにする

政策を進めており、一貫性のない矛盾した政策となっている。 

④安倍政権の女性活用策の実効性は疑わしいが、稼ぎ主の男性の賃金が下がっている

現状では、女性の労働参加は否応なく進むだろう。しかし、女性の労働力率が仮に 10％

上がるとしても、毎年 17 万人しか労働力は増えないので、毎年 48 万人も減る労働力

人口の減少をカバーすることは困難。 

（3）３つ目の対策は、外国人労働者の受け入れを拡大すること。日本で暮らす外国人（外

国人登録者数）は、特別永住者（在日韓国・朝鮮人など）38 万人を含めて 203 万 8 千人、

人口の 1.6％（2012 年末）。2002 年の 174 万 6 千人から 2008 年の 214 万４千人に増

えた後は漸減してきている。うち外国人労働者数は 71 万 7 千人。 

基本的には外国人労働者の受け入れは進めるべきというのが私の考え方である。だが、

日本は、特定の資格や技能をもつ労働者（「高度人材」）だけを受け入れ、単純労働に従
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事する外国人の受け入れを厳しく制限（「労働鎖国」）。ただし、技能実習制度の形で外

国人労働者を低賃金・無権利の状態で働かせてきた（約 15 万人）のが実情。 

① 安倍政権は、技能実習生として外国人の受け入れ拡大、2020 年の東京五輪までは

建設業では実習終了後または再入国後２～３年まで追加で働けるとした。また、国

家戦略特区でやろうとしている家事支援の女性労働者受け入れも、女性の人権を守

る意味で非常に問題が多い。 

② 安倍政権の右翼ナショナリズム的体質もあって、永住権の付与など定住につながる

外国人の受け入れは認めず、建設業などで期間限定の低賃金の出稼ぎ＝使い捨て労

働力として利用するというご都合主義的な政策を取っている。 

③ 生産年齢人口の減少を補うためには、毎年 64 万人の外国人労働者の受け入れが必

要だが（内閣府「経済財政白書」2003 年版）、急増した時期（90 年代～2000 年代前

半）でも毎年平均５万人の入国に留まっており、労働力人口の減少をカバーするだ

けの大量受け入れは困難。彼ら・彼女らを対等な市民として処遇する環境や制度を

整備しないままの泥縄式受け入れ政策の破綻は必至。 

 

こうして見て来ると、人口目標を立てて出生率を増やす、女性の労働市場への参加を

増やす、外国人労働者の受け入れを拡大するという３つの政策によって労働力人口の

急激な減少をカバーすることは不可能と言わざるをえない。 

 

５．生産性の上昇 

労働力の減少は避けがたいとの認識が広がる中で、生産性（全要素生産性）の向上が人

口減少対策の主な柱と見做されている。 

（1）経済成長の必要性を主張する人たちも、労働力人口の減少が避けられないことを認め、

経済成長のための鍵は生産性の上昇にある、と考えはじめている。 

「持続的な成長を達成するためには、労働人口の減少を補ってなお上回る生産性

の上昇を持続させなければならない」（盛山和夫『経済成長は不可能なのか』）。 

「日本がやがて世界一の人口オーナス[総人口に占める生産年齢人口の割合が低

下する]国家になる……ということを考えれば、日本は『世界で最も生産性を高め

ることによって経済を成長させ』ねばならない」（小峰隆夫「確かな未来としての

日本の少子高齢化」）。 

（2）生産性の上昇のためには、教育投資や技能訓練（人的資本投資）によって労働者の生

産性を高め、イノベーションを進めることが必要になる。 

（3）労働力人口が減少する時代は、労働者１人ひとりの人間としての価値も、労働力とし

ての価値も高くなる。若者や女性をスキルのない低賃金の非正規労働者として使い捨

てる従来のやり方は、行き詰まりだしている（「すき家」やワタミは、時給を 1500 円に

上げてもバイトが集まらず、多くの店舗を閉じざるをえなかった）。特に建設、飲食サー
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ビス、介護の分野では労働力不足が顕著に現われてきている。 

（4）教育と職業訓練によって労働者の知識や技能を高め、生産性を向上させる（労働の質

を高度化する）方向への転換は、時代の要請である。それによって、労働者の賃金を引

き上げ、労働時間を短縮し、労働に充実感を得ることが可能になることも期待される。

それ自体は悪いことではなく、むしろ積極的に進めるべきことだろう。 

 

６．低生産性部門の切り捨てと高生産性部門へのシフト 

しかし、経済成長のために生産性の高い経済構造を追求すると、生産性の低い部門（代

表的には農業や介護）の労働者を解雇し、訓練によって労働者の知識や技能を向上させ

て生産性の高い部門（製造業の輸出向け部門や IT 部門）に移すこと（「成熟産業から成長

産業への失業なき労働移動」＝安倍政権の「成長戦略」13 年 6 月）になる。 

国内市場は縮小するから、これからは海外市場しかないという認識で、付加価値の高

い製品を生産・輸出して経済を成長させる（「スウェーデン・モデル」）というのが、安

倍政権の基本的な経済戦略と考えられる。 

 

７．高生産性部門が抱える問題 

“生産性の高い部門に質の高い労働力を投入して成長する”路線は、根本的な限界を

抱えている。 

（1）生産性が高いということは、当然ながら人手がいらないということ。いいかえると生

産性の高い部門（たとえば情報通信業）は、雇用を増やす力が弱い、あるいは雇用を減

らす方向に働く。雇用の機会を提供できるのは、むしろ生産性が低いとされる医療・

介護や農業の分野とも言える。 

産業別の就業者数の 10 年間の変化をみると（下表）、情報通産業の就業者数は約 80％

と大きく伸びているが、就業者数自体の増加数は 72 万人とあまり多くはない。製造業

の生産性は決して低くはないが、工場の海外移転などで就業者数は 1,000 万人を切る

までに減少している。むしろ人手を要し生産性が低いとされる飲食業（表の数値には

ないが）、医療・福祉、とりわけ介護の分野で就業者数が増えている。 

したがって、雇用を重視するのであれば、生産性の低い部門ほど大事にするべきだ、

と私は思う。生産性の低い部門で就業者が増えるということは、経済は成長しないと

いうことになるが、雇用や生活の安定という点からはむしろそちらを選ぶべきではな

いか。先に紹介のあった内橋克人氏も「これからの産業としては、医療・福祉・介護

の領域と農業・食と再生可能エネルギーの３つの分野を地域で自給していくことが大

事」と主張されているが、生産性の高い分野を伸ばすという今の政策とは逆の方向を

取るべきではないかと私も考えている。 
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        産業別の就業者数の変化（2000 年～2010 年） 

 

            2000 年      2010 年            増減   

製造業     １２００.０    ９６２.６         ▲２３７.３ 

  情報通信業         ９１.０      １６２.７            ７１.７ 

  建設業            ６３４.６      ４４７.５         ▲１８７.１ 

  卸・小売業      １２０２.８      ９８０.４         ▲２２２.４ 

  医療・福祉        ４２７.３      ６１２.８          １８５.５ 

  農林業            ２９５.４      ２２０.４           ▲７５.０ 

                                 （単位：万人） 

                            （労働経済白書 2013 年版） 

                                

（2）日本から輸出する製品が世界市場を席巻するのは困難（輸出を伸ばせる技術力の高い

高付加価値の製品は重要だが、限られている）。円安にもかかわらず、輸出量は足踏み。 

（3）セーフティネットを整備しないまま、労働市場の流動化だけが進む（「成長戦略」の

「雇用改革」）／非正規雇用の拡大（労働者派遣法の改悪）、正社員の解雇規制の緩和・

撤廃、解雇が容易な「限定正社員」の導入。 

 

８．ゼロ成長が精一杯 

労働力人口の急激な減少をカバーするため、女性の労働参加や外国人労働者の受け入

れ拡大、生産性の向上の対策をしても、ゼロ成長が精一杯。 

(1) アベノミクスは、今後 10 年で年平均名目 GDP 成長率３％、実質２％の高い経済成長

の復活を掲げるが、1991 年のバブル崩壊後実質２％を越える成長をした年は１度もな

い。また、潜在的成長率（労働力、資本、全要素生産性の３つの要素をフル回転して達成

可能な成長率、経済の底力＝実力を表す）は 80 年代の 4.4％から 2001～2010 年は 0.8％

に低下している。これからについても、IMF を含めて大方は 1％を切るだろうと見てい

る。そのことを前提にして、雇用の安定や生活の質の向上をどのように図っていくかが

まさに問われている。 

(2）日本だけではなく、米国やドイツを含めて先進国は長期にわたって低成長が続かざる

をえないという「長期停滞」論（サマーズ）も、出ている。 

 

９．脱成長・ゼロ成長（あるいは低成長）に移ることは避けられないが、豊かに生きること、雇用の

創出・安定と生活の質の向上を実現することは可能である。 

 

Ⅲ 人口減少の下で社会保障制度は維持できる（VS 社会保障制度が維持できなくなる！） 

脱成長を主張する議論の中で、まだ解けていない問題がこの社会保障制度の問題。「経
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済成長をしないと税収が増えず、社会保障を維持できなくなる」という議論は、経済

成長を主張する人の間ではかなり強くある。これは貧困や格差の問題と取り組んでい

る人の間でもある主張（ex.宮本太郎氏。中央大学法学部教授。専攻は比較政治、福祉政

策論。とくに福祉政策および福祉国家の比較分析が研究テーマ）。 

 

１．高齢者人口の急増 

人口減少と人口構成の高齢化率に伴い、現役世代（生産年齢人口）の急激な減少が生じ

る。 

 

生産年齢人口  高齢者人口     高齢化率   Ａ／Ｂ 

         （Ａ）     （Ｂ） 

2000 年   ８６２２万人   ２２０１万人   １７.４％   ３.９ 

   2010 年   ８１０３    ２９２４     ２３.０％   ２.７ 

   2025 年   ７０８４    ３５６８     ３０.３％   ２.０ 

   2040 年   ５７８７    ３８６８     ３６.１％   １.５ 

   2060 年   ４４１８    ３５５４     ３９.９％   １.２ 

 

２．一人の高齢者を現役世代 1.5 人で支える時代の到来 

こうした人口構成の変化（現役世代の急減と高齢化者世代の増大）は、年金・医療・介

護など、高齢者世代の生活を支える現役世代の税と社会保険料の負担を急激に増やす

ことになる。現在（2012 年）は現役世代の 2.6 人で 1 人の高齢者を支えているが、2025

年には 2.0 人で 1 人の高齢者を、2040 年には 1.5 人で 1 人の高齢者を支えることにな

る。そういう意味では、人口減少はこの社会保障問題に一番大きな影響を与える。 

 

３．賦課方式（親の世代への「仕送り」方式）の社会保障制度 

日本の社会保障制度は、現役世代が負担する税と社会保険料を、高齢者向けの年金と

医療・介護サービスの費用に充てる賦課方式（親の世代への「仕送り」方式）をとって

いる（介護年金は 45 歳から 65 歳の年代で支える）。年金、医療、介護は、現役世代が納

付する社会保険料を財源にして年金（現金）と医療・介護サービス（現物）を、主とし

て高齢者世代に給付する社会保険の仕組みをとっている。ただし、社会保険料の収入

だけでは支出が賄いきれず、多額の税が投入されている（基礎年金の１／２、介護保険

の１／２、老人医療保険の１/３）。 

 

４．賦課方式の年金制度の弱点 

ほとんどの国が採っているこの賦課方式は、現役世代が増える人口増大の時期には安

定的に機能するが、少子高齢化が進行して高齢人口が増え現役世代が減ると、弱点を
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さらけ出す。年金や医療・介護サービスの水準を維持しようとすると、高齢者に給付

する支出が急激に膨らみ、現役世代の負担を大幅に引き上げざるをえなくなる。逆に、

現役世代の負担増大を抑えようとすると、年金や医療・介護サービスの給付を大きく

削らざるをえなくなる。 

(1)日本では、高齢化に伴って年金・医療・介護などの社会保障給付費が急激に増えてきた

が、今後さらに膨らむ。社会保障給付費は 2000 年で 80 兆円弱だったのが、2025 年には

その倍近い 151 兆円に膨らんでしまう。これをどうするかが社会保障制度改革の議論で

あり、そのために消費税を上げようという話になってきた。 

     

        社会保障給付費の推移 

1980 年度  ２４.８     2010 年度  １０５.５ 

   1990 年度  ４７.２     2015 年度    １２１.９ 

   2000 年度  ７８.１     2025 年度  １５１.０ 

                        （単位：兆円）  

 

(2)社会保障給付は色々あるが、公的年金制度に絞って見てみると、賦課方式は次のように

表わされる。 

  年金保険料×現役世代人口＝年金受給額×高齢人口 

 

  したがって現役世代が負担する年金保険料は 

  年金保険料＝年金受給額×高齢人口÷現役世代人口、となる。 

 

年金受給額を一定とすると、年金保険料は 2010 年には 0.36×年金受給額、2025 年に

は 0.50×年金受給額(1.4 倍に増える) 

 

(3)賦課方式の下では、年金受取額／保険料負担額の比率が世代間で大きく異なるという世

代間不公平が生じる。1935 年生まれの人は 8.3 倍だが、1995 年生まれの人は 2.3 倍に

下がる（厚労省の 2004 年の試算）。 

 

５．積立方式への変更提案と問題点 

そこで、新自由主義の「自己責任」論の立場から、賦課方式（世代間連帯の方式）をや

めて、積立方式に移るべきだという提案がされている（八田達夫、鈴木亘）。これは、

自分が現役時代に保険料を積み立て、それを株式や債券で運用した元利合計を高齢時

に年金として受け取るという方式である（民間の保険と同様のシステム）。   

    年金受給額＝年金保険料×（１＋年利率）ｎ   ｎ：年数 
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(1)積立方式は、人口構成の変動の影響を受けないから安定的である。ただし、積み立てた

保険料が株式や債券で運用されるから、利子率の低下や株価の下落によって損失を被る

というリスクを抱える。今回、GPIF（＝年金積立金管理運用独立行政法人、以前の年金福

祉事業団）は年金管理運用方針を変更し、国内外の株式運用資産の比率を各 12.5％から

25％、全体で 50％を株式で運用することに変更。株式市場に年金資金が流入することで、

株価浮揚効果があると言われている。米国では、積立方式による個人年金に依存する人

が多いが、リーマン・ショックで受け取るべき年金を失ってしまったケースが続出した

（日本では賦課方式を採りながら、130 兆円もの公的年金の積立金を株式や国債で運用して

いて、ここ 10 年間で発生した運用損は株式の運用によるものであるという資料を、民主党

が出している）。 

(2)賦課方式から積立方式への移行には大きな困難が立ちはだかる。現役世代は、高齢者世

代の年金を賄うための保険料を支払うと同時に、自分たちの年金を賄うために保険料を

支払うと言う「二重の負担」を負うからである。 

(3)積立方式は、所得のない人や低所得の人が生活できる水準の年金を受け取れるだけの十

分な保険料を積み立てができない、という問題を引き起こす。したがって、生存権を保

障するためには、現在 1,000 万人を越える年収 200 万円以下の層など、十分な保険料を

積み立てることができない人びとに対して、税による最低保障年金を給付する必要が生

じる（現行の賦課方式の下でも、社会保険料を最低 25 年間支払わないと年金を受給する資

格を得られない。また、国民年金の場合、40 年間支払って満額でも月 6.４万の年金しか受け

取れず、生活できないという問題がある）。 

 

６．賦課方式継続を前提とした場合の対策 

賦課方式を維持しつつ社会保障制度を持続させるためには、どのような工夫や改革が

可能かつ必要か。人口構成の変動にともなって現役世代の負担が増すことは避けられ

ないが、世代間の負担と受給の関係の不公平をできるかぎり是正する、ということが

原則になる。以下、公的年金制度※に即して見てみる。 

※国民年金加入者（1,864 万人、平均年金月額 5.5 万円）、厚生年金加入者（3,472

万人、平均年金月額 15.1 万円）、共済年金加入者（441 万人）、第 3号被保険者（978

万人）に分立している。 

 

 (1)高齢者世代への給付水準を引き下げる 

①確定給付方式（先に年金額を定めて必要な保険料を集める）から確定拠出方式（保険料

を固定しその枠内で給付する）へ転換する。これは、2004 年の年金改革で決定され、保

険料（厚生年金の保険料率および国民年金の保険料）は徐々に引き上げられるが、2017

年からは保険料率 18.3％、保険料 16900 円に固定される。これによって、年金の給付

水準は現役世代の年収の 59％から 50％に引き下げられる。 
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②将来的には、年金の給付年齢を引き上げる（例えば 65 歳→67 歳→70 歳）提案も出て

いる。米国は 2027 年までに 67 歳へ、イギリスは 2020 年までに 66 歳へ、ドイツは 2029

年までに 67 歳へ引き上げを予定。 

(2)女性をはじめ社会保険料を負担できる働き手を増やし、1 人当たりの負担を相対的に減ら

す。これにはある種の合理性があると考える。 

①女性の労働市場への参加を促進し、社会保険料(および税)を負担する担い手を増やす。 

②現在、年収 130 万円以下の労働者は、年金保険料の支払いを免除されている。また、

非正社員は労働時間が正社員の３／４（週 30 時間）以上ないと、厚生年金（企業の折

半負担が発生）に加入できず、国民年金に加入する人が多い。 

③したがって、非正規雇用労働者の時給を大幅に引き上げる（同一労働同一賃金の均等待

遇を企業に義務づける）と同時に、週 20 時間以上の労働時間でも厚生年金に加入でき

るようにする。これによって、多くの非正規雇用労働者も、老後の生活の保障を手に

入れると同時に、社会保険料を負担する担い手になる。 

 

７．高齢者の生存権を脅かす給付水準の引き下げ 

しかし、高齢者への給付水準を引き下げることは、多くの高齢者の生存権を脅かす。

現在でさえも生活できるだけの年金を受給できていない高齢者（国民年金だけで暮らし

ている人）や無年金の人（保険料の加入期間が 25 年に満たない、あるいは保険料が払えな

かったために資格のない人）が大勢おり、この状況をいっそう悪化させる。 

 

８．現在の社会保険方式の限界 

現在の社会保険方式のまま、高齢者に必要な年金を保証することは限界に来ている。

国民年金はすでに満額で月６万５千円を切り平均では５万円位、生活保護費の月８万

３千円をも下回っており、とても生活できる水準ではなくなっている。したがって、

生存権保障の観点からも、社会保険料を納めているか否かに関わりなく一定の所得に

満たない高齢者に対して最低保障年金を税によって給付する必要がある。 

(1)すでに基礎年金の１／２（2008 年度までは１／３）に税が投入されている。これは、社

会保険方式によって年金を維持することができなくなっていることを意味している。こ

れからの基礎年金部分はすべて税によって賄う方式に変えるべきだという主張がある

（日本経済新聞、日本経団連、連合など）。 

ただし、所得制限を定め、高額の厚生年金の受給者は対象外にすべきではないかと、私

は考えている。 

(2)基礎年金を社会保険料ではなく税ですべて賄う方式に転換することは、次のような問題

を解決できるメリットがある。①年金保険料の未納者（国民年金加入者1900万人の約40％）

や無年金者（約 100 万人）が大勢いる。②社会保険料（国民年金保険料は月 15,250 円）

のこれ以上の引き上げは、低所得者が増えているなかではもはや困難である。③国民年
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金保険料は定額であるから、低所得者にはより負担が重い逆進性がある。 

(3)これに対して、社会保険料方式の維持・改善を主張する人たち（朝日新聞など）は、次

のように反論している。①税方式を導入すると、税負担が急増する。②年金保険料を支

払い終えた高齢者が、さらに年金を支える税（消費税）を負担することになるから、二

重払いになる。③税方式に転換すれば、企業は負担（事業主の折半の負担分）が軽くな

るが、企業の社会保険料負担は国際的に見ても低い。④厚生年金加入者で高い年金を受

給している人の基礎年金部分まで税で賄う必要はない。④パートなど非正規雇用労働者

の厚生年金加入を促進して、保険料収入を増やすほうが重要である。 

 

９．新たな生活保障制度の導入の必要性 

格差と貧困が拡大する日本社会では、税によって最低保障年金（例えば生活保護給付並

みの月 8 万円）を一定所得（例えば月 10 万円）以下の高齢者に保障することが社会保障

制度の根幹に置かれるべきである。これを基礎にして、“税で運営する最低保障年金プ

ラス社会保険料で運営する所得比例年金”という単一の年金制度（スウェーデン方式）

に発展させることもできる。あるいはベーシック・インカム（すべての個人に対する一

律の所得保障）に導入に向かうこともできる。 

 

１０．所得保障と現物サービス拡充の必要性 

人びとの生存権を保障する社会保障制度は、所得保障（年金、失業手当、生活保護な

ど）の拡充だけではなく、医療・介護・子育て・教育などのサービス（現物サービス）

の拡充が両輪となる。また、所得保障だけではなく、住む権利の保障（公営住宅の提

供、空き室・空き家の提供、家賃補助など）も必要不可欠である。 

 

１１．日本の税負担率の低さ 

したがって、税の投入(財政支出)が増えることは避けられず、税負担を引き上げること

が必要になる（「高福祉・高負担」社会への転換）。以下は、個人も企業も含めた国全体

の税負担率だが、日本はアメリカに次いで負担率が少ないのが特徴。スウェーデンは

新自由主義改革を取り入れ法人税をかなり下げてきたこともあって、国民負担率は思

いのほか年々下がってきている。 

 

            国民負担率の国際比較（2011 年） 

            日本 アメリカ イギリス ドイツ スウェーデン フランス 

国民負担率       39.8  30.8   47.4   51.2   58.2    62.1 

(うち租税負担率)     22.7   23.3   36.7   29.5    47.5     37.0 

(うち社会保障負担率)   17.1   7.5    10.7   21.7   10.7    25.2 

                                                   (対国民所得比、％) 
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(1)日本の国民負担率は、国際的に比べると低く、とくに税の負担率が非常に低い。税の負

担率を引き上げる余地は十分にある。1,000 兆円の借金を背負いながら国債が暴落しな

い一つの理由は、税率を引き上げる余地がまだあるとみられているからと言われている。 

(2)問題は、どの税負担を増やすかである。“増税とは消費税率の引き上げである”といった

常識がまかり通っているが、公正な税負担という立場からすれば富裕層への課税強化こ

そが先ず必要である。 

①所得税の累進性の強化（最高税率の引き上げ）も必要であるが、富裕層は株価上昇で大

儲けしている（個人金融資産が 1 年間で 1500 兆円から 1600 兆円へ約 90 兆円位増えてい

る）から金融課税（株式譲渡益などへの課税）の抜本的な強化が最優先されねばならな

い（所得税は累進制だが、金融課税は一律 20％）。 

②輸出向け製造業の大企業の経常利益は急増していることを考慮すると、法人税率は引

き下げるべきではない。租税特別措置の縮小・廃止、欠損金(赤字)繰り延べ控除制度の

縮小など、法人への課税ベースの拡大も必要である。海外の子会社への利益移転によ

る税逃れを許さず、グローバル・タクスを強化することも重要になる。 

 

１２．労働人口の減少とゼロ成長下の税収 

公正な税負担の増大にとって大問題は、人口減少とゼロ成長の下では所得税と法人税

は増えず、税収の伸びが期待できなくなるということである。 

(1)労働力不足によって賃金が上昇しても、労働力人口の減少に伴って給与所得の総額は低

下する。したがって、所得税率を引き上げたとしても、所得税収は増えず、低下する。

また、ゼロ成長が続けば企業の経常利益は増えず、法人税収も増えない。 

(2)所得税と法人税の比重が低下すると、消費税の比重が高まらざるをえない。脱成長の立

場に立っている広井良典さんも、これからの財源としては消費税が最もふさわしいと主

張している（消費税を上げる順番を間違えてはいけないというのが私の立場だが）。 

「私は所得税の累進性を高めることにも賛成です。ただ、それだけでは、全然足りな

い」。「財源として重要なのは消費税、相続税、環境税の三つと考えていますが、財源

として大きいのはやはり消費税です」（広井×橘木『脱「成長」戦略』）。 

(3)消費税には、負担の世代間公平性という長所があるが、低所得者層により重い負担を押

しつけるという逆進性がある。消費税率を引き上げる際には、逆進性の緩和・解消措置

を導入することが必要になる。しかし、人口減少とゼロ成長の下では、国内の消費市場

も縮小するから、消費税収も伸びなくなる。 

(4)経済成長に多くの人びとがこだわるのは、“経済成長がなければ税収が増えず社会保障が

維持できなくなる”という不安に呪縛されているからである。しかし、たとえ経済が成

長して企業の利益が増えても、トリックルダウン効果はもはや働かない（労働者の所得向

上に還元されない）から、税収は増えない。また、経済（＝企業）の成長のために法人税
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率引き下げが繰り返されるから、税収は低下する。 

 

１３．税依存の限界も 

人口減少が進行し脱成長経済に移る（市場経由の取引が増えない）時代には、税収も増

えないことを想定する必要がある。これが脱成長の立場から解けていない問題となっ

ている。したがって、税による所得保障や医療・介護サービスの提供に頼るだけでは

なく、無償の(非市場的な、コミュニティの)助け合いや協働の活動によるサービスの拡

充がいっそう重要な役割を果たすようになるだろう。 

 

Ⅳ 地方は消滅しない（VS 地方が消滅する！）――地域再生への創意工夫が始まっている 

 

１．消滅可能性都市 

日本創成会議（増田寛也座長）は、2014 年 5 月、2040 年までに 20～39 歳の女性の人

口が５割以上減る地域は、将来的に消滅する可能性があると規定して、そうした消滅

可能性のある市町村は全国で 896、全体の 49.8％に上るというレポートを公表した。

そのうち、2040 年時点で人口が 1 万人を切る市町村は 523 であり、「このままでは消

滅可能性が高い」と推定した。 

(1)「増田レポート」（増田編著『地方消滅』に収録）は、人口の再生産を担う 20～39 歳の女

性が自然減と人口流出によって 2040 年までに５割以上減るという指標を、全国の市町

村に当てはめた。 

(2)「消滅可能性都市」とされたもののなかには、県庁所在地や政令市の区を含めて、次の

ような市や区が含まれている。 

函館市（人口 27.9 万人、2010 年）、札幌市南区（14.6 万人）、青森市（30.0 万人）、秋田市

（32.3 万人)、日立市（19.3 万人）、千葉市花見川区（18.0 万人）、東京都豊島区（28.4 万

人）、大阪市西成区（12.1 万人）、寝屋川市(23.8 万人)、神戸市須磨区(16.7 万人)、広島市

安佐北区（14.9 万人）、大牟田市（12.3 万人）。 

(3)増田レポートは、このままでは地方からの人口流出がいっそう加速され東京圏に人口が

集中する、つまり「地方が消滅し、三大都市圏、特に東京圏のみが生き残る『極点社会』」

になってしまうと予測する。 

 

２．選択と集中 

増田レポートは、人口減少と東京一極集中に歯止めをかけるために、｢選択と集中｣の

考え方を徹底し、｢地方中核都市｣の充実に地方からの人口流出を食い止める「ダム機

能」を果たさせることを提唱している。「地方中核都市」とは、政府のいう「地方中枢

拠点都市」とほぼ重なり、政令指定都市と中核都市（人口 20 万人以上）のうち昼夜間

人口比率が 1 以上（昼間人口の方が多い）の都市で、全国で 61 あり、平均人口約 45 万
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人である。 

「地方における当面の人口減少は避けられない。この厳しい条件下で……『選択

と集中』の考え方を徹底し、人口減少という現実に即して最も有効な対象に投資

と施策を集中することが必要となる」（増田『地方消滅』）。 

「これまで……このままでは集落がなくなるからといって、各集落のインフラを

充実させて人口減少を押しとどめようとしてきた。しかし、すべての集落に十分

なだけの対策を行う財政的余裕はない」。 

「財政や人口制約の点からも、『防衛・反転線』となる都市の数には限りがある。

そう考えていくと、最後の『踏ん張り所』として、広域ブロック単位の『地方中

核都市』が重要な意味をもってくる。地方中核都市に資源や政策を集中的に投入

し、地方がそれぞれ踏ん張る拠点を設けるのである」。 

「山間部も含めたすべての地域に人口減抑制のエネルギーをつぎ込むのではなく、

地方中核都市に資源を集中し、そこを最後の砦にして再生を図っていく」。 

「中山間地等は一定程度の人口減少が避けられない。それでも、二次医療圏単位

（複数の市町村で構成される）では、高齢者の生活支援とケアサイクルを支える

だけの最低限の医療・介護資源を投入すべきである。同様に、インフラを全地域

に完備する余裕はもはやないが、コンパクトタウン化しつつ最低限のメンテナン

スは図っていく必要があるだろう」。 

 

３．増田レポート批判 

増田レポートは、全国の市町村に強い衝撃を与え、人口減少が多くの地域社会の崩壊

を招きかねないことへの危機意識を喚起させた。しかし、その内容や提言に対しては、

強い批判が起こった。その批判は、大別すると次のようにまとまられる。（配布資料＝

滝川一郎氏の批判「地方再生をめぐる攻防―机上の数値操作が問題ではない」（テオリア

2014 年 10 月 10 日号―資料添付）が的確に批判しているので参照されたい） 

 

(1)急激な人口減少によって消滅する（可能性がある）と推計された根拠――2040 年までに

20～39 歳の女性人口が半減する――が恣意的、ないし不正確である。 

◆市区町村別の人口推計（国立社会保障・人口問題研究所による）は、まだ精度が低い

にもかかわらず、精度の低い推計をもとに「消滅可能性が高い」と名指しした（坂本誠

「『人口減少社会』の罠」、『世界』14年 9 月号）。 

◆子どもの出生数の減少を問題にする際に、「20～39 歳の女性」の数だけを指標にしてい

て、安心して出産・育児ができる環境の整備といった社会的条件の有無を無視してい

る（滝川一郎「地方再生をめぐる攻防」）。 

◆若年の女性が半減する主要な理由が、もっぱら大都市への流出が続くこと、つまり地

方が若者を引き止める魅力や努力に欠けていることにあるかのように描かれている
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（坂本）。 

◆なぜ、人口 1 万人以下であれば消滅する（可能性が高い）のか、という根拠は、説明

されていない（小田切徳美「『農村たたみ』に抗する田園回帰」、『世界』14年 9 月号）。 

(2)「選択と集中」の発想による「地方中核都市」への集中は、中山間地や人口 1万人程度

の市町村を切り捨てる政策である。 

◆「地方中核都市」への資源投資の集中という政策は、農山漁村からの撤退論（「農村た

たみ論」）に拍車をかける（小田切）。 

◆地方では、中心都市が周辺の農山漁村地域を支えていると同時に、周辺の農山漁村地

域が中心年を支えているという相互作用がある。この相互作用を忘れて中心都市のみ

に集中投資を行えば、周辺の地域の衰退とともにやがて中心都市も衰えていく（坂本）。 

◆“中山間地や１万人以下の市町村の消滅は必然”とすることによって、いっそう市町

村合併を推進する動きを強めるが、合併による地域の自治機能やサービス機能の弱体

化（市町村役場の廃止など）は地域の衰退や人口流出に拍車をかける（岡田知宏「さら

なる『選択と集中』は地方都市の衰退を加速させる」、『世界』14年 10 月号）。 

◆中山間地の住民や集落が果たしている必要不可欠な公共的役割（国土保全、水源涵養

などの多面的機能）をどのように維持していくのかという発想が、根本的に欠落して

いる。 

（3）「田園回帰」傾向や地域再生の試みを無視し、水をかける役割を果たしている。 

◆増田レポートは、Ｉターン、Ｕターン、二地域居住、地域おこし協力隊の形での滞在

など「田園回帰」の動きを無視あるいは等閑視している（小田切）。 

◆若者の移住をはじめ移住者が増えている中国地方の市町村(山口県周防大島町、島根県

美郷町、同海士町、鳥取県日南町、伯耆町など)は、増田レポートで「消滅」すると名

指された地域である（小田切）。 

◆人口減少に見舞われたいくつかの地域（群馬県南牧村、島根県邑南町など）では、移

住者を増やすためのさまざまな工夫や努力が行われ成果を挙げつつある（大江正章「魅

力にあふれた『消滅する市町村』」、『世界』14 年 10 月号）。増田レポートは、そうした地

域の創意工夫に水を浴びせている。 

 

４．「地域が活きる６つのモデル」 

地域再生の基本的な方向をどこに求めるべきか。増田の『地方消滅』のなかでは、若

年女性人口増加率（2010 年～2040 年）の上位 20 市町村が挙げられ、「地域が活きる

６つのモデル」が提示されている。 

(1)産業誘致型（工場を誘致し、財政基盤を安定させ、住環境整備を進め、人口流入を図る）

／石川県川北町（ジャパンディスプレイの誘致）など。 

(2)ベッドタウン型（大都市や地方中核都市の近郊に位置することを活かし、住環境整備を

進め、定住人口を増やす）／福岡県粕屋町、横浜市都筑区など。 
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(3)学園都市型（大学や研究機関を集積させて、若年人口の継続的な流入を実現する）／愛

知県日進市など。 

(4)コンパクトシティ型（公共施設や医療機関・介護施設などを中心地に集約する）／高松

市丸亀町の商店街の再開発など。 

(5)公共財主導型（国家プロジェクトの大規模施設の建設で、財政基盤を安定させて、人口

を増やす）／研究開発都市の京都府木津川市やつくば市。 

(6)産業開発型（地域の資源を活かした産業振興を行い、雇用の拡大や住民の定着を実現す

る）／秋田県大潟村(農業の大規模化)、福井県鯖江市（眼鏡関連産業）、ニセコ町（外国

人観光客の誘致）、岡山県真庭市(木質バイオマス発電)。 

 

５．産業（企業）誘致型は時代遅れ 

しかし、産業誘致型、つまり企業誘致型の地域活性化戦略は、もはや時代遅れになっ

ている。一時もてはやされた亀山モデルの破綻（巨額の補助金を出してシャープの液晶

テレビの新鋭工場の誘致に成功したが、閉鎖に追い込まれた）が象徴的である。グローバ

ル化の進展によって製造業の国内工場の縮小・閉鎖が相次ぎ、雇用が失われている。

公共事業に依存する方法も企業誘致に依存する方法も、いずれも地域の外部（中央政府

や東京本社）の力や動向に振り回され、地域の自立性が実現できない。 

 

６．ベッドタウン型、コンパクトシティ型の懸念 

また、筆者自身が指摘するように、ベッドタウン型は、依存する大都市や地域中核都

市が衰退するリスクや、同一年齢層の転入者が多数を占めるため高齢化が一気に進む

リスクがある。コンパクトシティ型も、空き店舗の共同利用など商店街の再活性化に

つながる可能性もあるが、周辺の農山村からの撤退を強いる（財政の効率化のための

公共サービスの縮小）ことに利用される面がある。 

 

７．めざすべき循環型地域経済 

地域再生の基本戦略は、地域に豊富に存在する独自の資源を活かした産業（再生可能エ

ネルギー、食、観光）や介護・医療・子育ての事業を発展させ、雇用と仕事を創出し、

若い世代の人びとの移住と定着を図ることであろう。地域内でモノ・サービス・資金

が回り、雇用と仕事が創り出される循環型経済が基本となる。 

 

８．脱成長型都市農村共生的社会 

その点で、「成長追求型都市的社会」ではなく、「農村再生を実現し、脱成長型都市農

村共生的社会を追求する道も構想される」（小田切）という提言は、大いに共感できる。

また、「農村の中で、より低密度での居住方法を財政をも勘案しながら、実現する『低

密度居住地域形成』の政策構想」(同)も、興味深い。 
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９．人口減少と大都市のコミュニティ機能の崩壊 

大都市の人口減少によるコミュニティ機能の崩壊は、地方だけではなく、大都市でも

深刻な形をとって現われている。 

(1)巨大団地を中心にした高齢化の進行（東京都心の戸山ハイツでは高齢化率は約 50％）は、

1人暮らしの高齢者の急増、孤独死の増大（東京都では 2003 年の 1441 件から 13 年の 2869

件へ）、「買い物難民」の増大（多摩ニュータウンでのスーパーの閉鎖など）を引き起こ

している。また、若者が流入し続けてきた東京でも、高齢化が急速に進み、2035 年には

高齢者世帯に占める 1 人暮らし高齢者は 44％と、全国最高になる。特別養護老人ホーム

に入れない｢待機老人｣は、東京都だけでも 3万 4千人になる。 

(2)しかし、住民どうしの助け合い・連帯によるコミュニティ再生の試みも、始まっている。 

◆高齢者が急増する団地の空き部屋に若者を住まわせ、世代を超えた交流や見守り活動

を行う試みが取り組まれている（高島平団地での大東文化大学の｢団地再生プロジェク

ト｣、川崎市西三田団地でのＮＰＯの活動など）。 

◆スーパーやコンビニが閉鎖された団地で生鮮品を売る「あおぞら市」を週 1回、NPO が

開く（横浜市の公田町団地）。地元のスーパーが、移動販売車を走らせる。 

 

１０．バラマキの「地方創生」戦略 

「地方消滅」論が引き金となって、安倍政権の「地方創生」戦略が打ち出され、道州

制論が息を吹き返している。「地方創生」戦略は、地方への移住希望者の支援、地域産

業の雇用創出などを謳っているが、交付金創設が狙いである。アベノミクスの恩恵が

届いていない地方に資金をバラマキ、懐柔することが眼目である。 

 

金子勝氏が『世界』の 10 月号で「脱原発と脱成長では、安倍政権の地方創生論に対抗で

きないのではないか」と書いている。その理由として「脱成長論には雇用のあり方につい

ての議論がない」と批判している。われわれは雇用や労働についても議論しているのでそ

の批判は当たらないと考えているが、そうした意見があることも最後に紹介しておく。 

 

【参考文献】 

＊津谷典子・樋口美雄編『人口減少と日本経済』（2009 年、日本経済新聞社） 

＊小峰隆夫『人口負荷社会』(2010 年、日経プレミアシリーズ) 

＊盛山和夫『経済成長は不可能なのか』（2011 年、中公新書） 

＊増田寛也編著『地方消滅』（2014 年、中公新書）。増田リポートなどを収録。 

＊広井良典『人口減少社会という希望』（2013 年、朝日新聞出版） 
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【報告２】 

報告者：小口 広太（日本農業経営大学校 専任講師） 

テーマ：脱成長と地域づくり―農山村をめぐる議論を踏まえて― 

 

■自己紹介  

・1983 年生まれ。長野県塩尻市出身。兼業農家の長男坊。日本農業経営大学校（東京都品

川区）専任講師として、農業者教育に従事するとともに農山村における地域づくりや日本

の有機農業運動について研究。また恵泉女学園大学(多摩市)でも非常勤講師として、有機

農業学と教育農場の実習を担当。 

 

■農山村の変動 

１．高度経済成長と農業・農村 

(1) 農業の曲がり角 

・白川氏の話のなかで、特に最後の地方再生の話を引く継ぐ形で、日本の農業・農村が今

の状況に至った経緯をまず振り返る。やはり大きな起点は戦後の高度経済成長（1955 年

～1973 年）。戦後の農地改革（1947 年）以後、1950 年代後半にはすでに、成長する工業

分野に比べて日本農業の生産性の低さが指摘されていた。 

・1960 年に出された国民所得倍増計画で太平洋ベルト地帯構想が打ち出され、主に太平洋

沿岸に沿った大都市の開発が進められた。当時の池田隼人首相は、農村の人口を３分の

１に減らし、労働力として都市に送りだす、と公言している。 

・そういう背景の中、農業の近代化を目指す農業基本法が 1961 年に成立する。この法律で

は「他産業との生産性の格差が是正されるように農業の生産性が向上すること、および

農業従事者が所得を増大して他産業と均衡する生活を営むこと」と明記された。すなわ

ちこの時点で、工業と農業とが比較されるようになり、農業が工業に追いつき、他産業

従事者と同じような生活を営まなければいけない、とされるようになった。 

(2) 農業基本法の成立（1961 年） 

農業基本法の中で「構造改善」が出され、農家の経営規模を拡大し、自立経営農家の育

成を目指すことが政策として打ち出された。また選択的拡大によって、自給作物から商

品作物を生産する農業への移行が求められた。この農業基本法に見られる政策方針は、

現在に至るまで基本的に変わっていない。 

(3)全国総合開発計画（1962 年～） 

・一方で、国土の均衡ある発展を図るとして、地方を対象にした地域開発計画も 1960 年代

初めから始まった。しかしその開発手法は外来型開発、例えば地方の拠点都市に資本を

投下し、そこから周辺の農山村に利益がしたたり落ちるという、外部経済に依存する形

の地域開発が行われてきた。そういう意味で地域開発の考え方も今と殆ど変っていない。 

・そういう開発政策の中で都市が肥大化し、地域・地方との格差が深刻化していった。 
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以下が、外来型開発が描いた論理と、過疎過密化の深刻化を招いた帰結の図式。 
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・重要なことはなぜ高度成長が可能になったのかということ。基本的には農村・農業と都

市・工業の格差が元々埋まらない構図の中で、高度成長は可能になったと言える。農村・

農業からは人やカネや自

然が一方的に都市・工業

に流れ、都市・工業から

は生産資材や生活資材が

農村・農業に流れていく。

農村が都市に依存するこ

ういう経済関係の中では、

農村・農業はどう頑張っ

ても都市・工業に追いつ

けない。こういう格差を

肯定し継続することによ

って、高度経済成長が可

能になり、その犠牲とし

て農業・農村が今の衰退

状況にあるというのは事実として押さえておきたい。 

・ここから導かれる結論は、地域資源を活かした仕事を創り出し、都市と農村の交流を通

して、農村の中でヒト・モノ・カネが循環していくことが、望ましい持続可能な地域経

済の形だと思う。 

 

２．農山村の変動プロセス 

(1) 人口減少の第一段階 

・農山村はどういう過程を経て変化して来たのか。明治大学の小田切徳美先生の整理によ

ると、人口減少の第一段階は人口の社会的減少。当時の農家には二男三男問題があり、

600 万人とも言われる過剰人口がいた。農地を集積し、余った労働力は都市の労働力と

して送りだされた。二男三男だけでなく、女子、世帯主・跡継ぎまでが都市に流出する

ような状況が出てきた。高度経済成長期以降、農山村では人口流出による急激な人口減

少が起こった。 

・この結果、すでに 1966 年の公式文書の中で「過疎問題」という言葉が出てきている。1960

年代から、過疎化する農山村と過密化する都市はかなり社会問題化していた。 

・さらに 1980 年代後半以降、人口の自然減少、つまり生まれる人口より人口構成の高齢化

に伴い、死んでいく人口の方が多くなる自然減少が徐々に起こる。他方で、社会的減少

はそれ以前に比べると沈静化していった。 

(2) 人口減少の第二段階 

次に人口減少の第二段階として、耕作放棄や林地荒廃など地域の資源利用の不徹底と地
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域基盤の不整備の問題が起きてくる。特に国土面積の 73％、耕地面積の 40％を占め、

日本農業の中で重要な位置を占める中山間地域（この言葉も 1980 年代に作られた）での

人口減少や耕地放棄が平地の農業地帯よりもかなり早く現れ、中山間地農業をどうにか

しようといういわゆる地域づくり活動が各地で生まれる。 

(3) 人口減少の第三段階 

さらに人口減少が進むと、道路の整備、景観を守る草刈り、鳥獣害を守る取り組み、冠

婚葬祭など、いわゆる集落機能が急激かつ全面的に脆弱化し、ここを出発点として限界

集落問題に突入していく。 

(4) 人口減少の第四段階 

集落機能の急激な脆弱化に伴い、例えば「うちの長男には農業を継がせたくない」とか

言う言葉が普通に出てしまう。こんなところに住んでいても意味がないという諦め感が

日常的に人々の心に浸透し、そのまま進めば最終的に集落が消滅してしまうことは誰の

目にも明らかになる。従って、「限界」集落の防止策は、急速な諦め感が出る臨界点の前

に対策を取らなくてはいけない、と地域づくりの現場では言われている。 

 

３．農山村の変動と農業 

(1) 食の自給力３％という現実 

農山村が変動する中で、農業はどうなっているのか。結城登美雄さんが「問われている

のは食糧自給率ではなく、食を厳しい現場で支える人の力、すなわち『食の自給力』で
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はあるまいか」と言っている。「100 人の日本というムラは、３人の人々が懸命に土を耕

し、種をまき、草を払って支柱を立てて、収穫にいそしんでいる」「しかも３人の担い手

のうち、一人は 60 歳代で、もう一人はすでに 70 歳を越えている」 

(2)産業別就業者の推移 

ひとつは高齢化の問題。もうひとつはバトンを渡す相手がどこにいるのかという後継者

不足の問題。だからすでに高齢の域に達している彼らは生涯現役農業というか、死ぬま

で農業をやっていくという人たちでもある。この昭和ヒトケタ世代があと２～３年で大

量離脱することは目に見えている。その時は恐らく戦後の農業とか農業政策のひとつの

終わりになると思われる。 

(3)経営別農家数の割合 

高齢化の進行は今の日本農業の現

実。農林業を営む人も、他産業に

比べると急激に減っている。農山

村は農業だけで生計を立てている

人が多いと思われがちだが、主と

して農業で生計を立てている主業

農家は 14％。いいか悪いかという

議論は別として、大半が農業以外

の所得で暮らしている。 

(4)農業労働力に占める 70 歳以上、

75 歳以上割合の推移 

農業労働力の状況を見ると、70

歳・75 歳以上の割合が大半を占

めている。まだ日本の農業は昭和

ヒトケタ世代が頑張っている。 

(5)昭和ヒトケタ世代の大量離脱 

この昭和ヒトケタ世代が、来年

2015 年に全員 80 歳以上になる。

このヒトケタ世代はかなり特殊

な世代で、戦後に農業基本法がで

きた頃、彼ら・彼女らは一農家と

して地域の中心的存在であり、従

って東京には出られず地域に留

まらざるを得なかった。 

その後も良くも悪くも、戦後の農業をずっと主役で担ってきて、いま戦後農業の最終ラ

ンナーとして、最後まで走りきらなければいけない宿命にある。 
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■農山村の再生をめぐる議論 

１．限界集落論 

(1)「限界集落」の提唱 

「限界集落」という言葉は、1991 年に高知大学の大野晃教授(当時)が提唱した。自ら高

知の山村を調査し、「過疎」という言葉では言い表せない厳しい状況が日本の農山村には

あるとして、より強い表現として提唱したものだが、その一種過激な表現の与えたイン

パクトは大きかった。 

(2)「限界集落」の定義 

大野教授は集落が辿るプロセスとして「存続集落」「準限界集落」「限界集落」「消滅集落」

という区分を提唱し、「限界集落」とは、65 歳以上の高齢者が集落人口の 50％を超え、

集落の共同活動機能が低下し、社会的共同生活の維持が困難な状態にある集落、と定義

した。しかし先ほどの増田レポートにおける若年女性人口の比率と同様、数字を指標と

して一律に区分してしまっている点が、ある意味で怖いところでもある。 

(3)「限界集落」への評価 

・行政を含めて、現場からは猛反発があった。「私たちは限界だとは思っていない」と。研

究者からも「高齢者率だけで断定できるのか」という指摘が出た。 

・限界集落という言葉に対しては反発・反論が出たが、その言葉が出たことで地域の動き

が活性化した面もある。名称の変更として、例えば限界集落ではなく「いきいき集落」

だとか、「元気かい！集落」だとか。地域の取り組みとしても「全国小さくても輝く自治

体フォーラム」という全国的なネットワークができた。これは毎年各地持ち回りで集会

をやっており、長野県の那智村などがかなり頑張ってやっている。また自治体行政でも

長野県木島平村が、農村の文化を都市の人達に学んでもらおうという「農村文明塾」を

開催したり、鳥取県の智頭町は「みどりの風が吹く“疎開＂の町」と、敢えて疎開とい

う言葉を使って、ようこそ疎開のまちへというキャッチフレーズを掲げている。限界集

落という言葉を逆手にとって、地域がかなり元気を出してきたという反面の動きも押さ

えておくと面白いと思う。 

 

２．撤退の農村計画 

『撤退の農村計画』という、積極的な撤退を提唱する議論も出てきた。素晴らしい優良

事例の背後には、人口や社会的協同活動を維持できず、もがき苦しんでいる多くの集落

もある。そういうケースがあるにもかかわらず、集落を守り存続させるための議論だけ

していてよいのか。地域の存続にはたくさんの選択肢が与えられるべきで、その一つと

して撤退もあるのではないかということをこの議論は投げかけた。言葉はかなり過激だ

が、ひとつの問題提起としてインパクトを与えた。 
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３．増田レポート 

(1)大都市への人口流入推移 

増田レポートは、大都市への人口流出が今も続いていると言っている。 

(2)限界集落論から自治体消滅論へ 

状況はいま、限界集落論

から、自治体消滅論に議

論は進行している。恐ら

く増田レポートが考えて

いるプロセスは、地方の

人口が減少する中、地方

の中核都市に資本投下を

集中し、選択と集中によ

って周辺部の農山村から

は撤退していくというシ

ナリオ。最後は恐らく道

州制の話も出て来ると思

われる。これも限界集落

の問題が議論された時と同じパターン。 



27 
 

 

４．地域サポート人材の活用 

一方で、農山村は消滅しないという動きも地域で出ている。ひとつは外部人材による支

援。例えば地域おこし協力隊とか、緑のふるさと協力隊とか。これらは、農山村と若者

やよそ者をマッチングさせて地域に新しい仕事を作って行くという取り組み。地域おこ

し協力隊の場合は、月 10 何万という給料も出る。 

 

５．流域共同管理 

これは限界集落という言葉を提唱した

大野明さんが同時に提唱している考え

方。山―川―海の上流、中流、下流の人

達が一体になって、地域を守っていくこ

とを提唱している。彼は流域共同体を通

した森林環境税なども提案するなど、集

落を悲観的に見ているのではない。 

 

６．Ｔ型集落点検 

・熊本大学の徳野貞夫氏による実践（『家

族・集落・女性の底力』農文協）。彼は都

市住民を呼び込むグリーンツーリズムに

は批判的で、むしろ集落から出て行った子

どもや孫の状況を丹念に点検する中で見

えてくる、空間を超えた家族の機能に注目

する。 

・例えば、子どもが出て行ったことが本当

に集落の人口の減少なのかと問う。よく調

べると、例えば、土日には帰って父母の面

倒を見ている子どもたちが相当数存在す

る。そう考えると、集落の潜在的人口は、

もっと多いのでないか。上のグラフはある

集落の実際の住民数で下の 10 代、20 代は

全然いない。しかし週一回とか年一回とか

帰ってくる潜在的な人口を含めると、下の

グラフのようになると。したがって都市農

村交流のターゲットはまず、出て行った自

分の親族たちだと言っている。 
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父親 ━ 母親 

    ｜ 

    子供 ━ 配偶者 

       ｜ 

       孫 

・Ｔ型というのは、図表で「父親－母親」を水平に

書き、その下に子どもを書き、またその子どもが

結婚していれば同じ様に家系図を図式化していく

というもので、その形がアルファベットの T を連

続させていくので、「T 型」と呼ばれている。集落

ごとに模造紙を置いて、家ごとの家族構成を全部

書き出す。例えば長男はいま家から何分離れたところに住んでいるか、この長男は５年後

に戻ってくるのか、来ないのか、というようなことも含め、家族構成を全部描き出して、

ワークショップのような形で集落を診断する。継続するとみられる限界集落もあるし、消

滅するかもしれない限界集落もある。消滅するかもしれない限界集落に対しては、処方箋

を出す。徳野先生は現場に入って、一つ一つ集落を細かく診断していく作業をずっと続け

ておられる。 

 

７．「混住化」が進む地域 

・都市と農村との混住は

日本の地域の特徴。ヨー

ロッパの都市は城壁で

囲まれており、農村とは

はっきり分かれていた。

日本では都市ももとも

とは農村だったので、日

本では都市と農村・地域

の定義もあいまい。そう

いう混住化を前提に、こ

れからの地域を見てい

かなければいけない。 

・どの農業地域でも、実

は非農家が大半で、農家

は２割、３割に過ぎない。

つまり農家と非農家が混在しているのが、現在の農山村の現状と言える。これまでは農業

が農村を支えていくと言われてきた。しかし、今後は農村を維持することによって、農業

もようやく維持されていく時代なのだと思う。非農家を含めた地域づくりがこれからは重

要なのではないか。 
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■事例の紹介 

１．滋賀県東近江市愛東地区 

○地域資源循環システム・愛東モデル 

(1)あいとうリサイクルシステム 

・滋賀県東近江市の愛東地区の事例。東近江市は琵琶湖か

ら少し離れているが、穀倉地帯として有名な地域で、特に

この愛東地区は水田と果樹が盛ん。内橋克人さんが、食と

ケアとエネルギーの自給圏づくりのモデルとして、ここの

事例を良く紹介しており、愛東モデルと呼ばれる資源地域

循環システムを作り上げた。 

・1977 年に琵琶湖で大規模な赤潮が発生。農業や工業排水

もあるが、大きな原因のひとつが一般家庭から出る生活雑排水。特にリンを多く含む合成

洗剤が問題視され、琵琶湖を守るせっけん運動が滋賀県全域に広がった。とりわけ熱心だ

ったのが愛東地区。ここでは単にせっけんを使うだけではなく、廃食油など廃棄物を資源

化するという取り組みの中で、自らせっけん作りを始め、1986 年には行政・住民・集落

が協力して、リサイクルシステムを確立した。現在も月一回のペースで 7 品目 11 種類の

回収と再資源化を行なっている。 

(2)あいとう菜の花エコプロジェクト 

・その後、洗剤メーカーが無リン合成洗剤の販売を開始し、せっけんの使用率が一気に低

下した。このため余った廃食油の燃料化（BDF＝Bio Diesel Fuel）に取り組む。これ

により一転して廃食油が不足し、転作田を利用して菜の花を植えるという菜の花エコ

プロジェクトが 1998 年から始まった。現在は 15ha まで栽培面積が拡大し、菜種油や燃

料油として地域で使用している。 

・この地域循環を支

える「あいとうエコ

プラザ菜の花館」と

いう、大規模な拠点

が あ る 。 こ こ で

BDF の製造、廃食

油の回収など、リサ

イクルシステムの

中核を担うほか、水

田から出るもみ殻

などを燻炭にして

水田に還元してい

くための炭化プラ
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ントも設置している。 

・バイオ炭というもみ殻燻炭は、一版の人も 1000 円位で購入できる。

廃食油で走るトラックも、東近江市内で何台か走っている。 

 

○あいとうふくしモール（2013 年 4 月～） 

・愛東地区では福祉活動にも最近取り組むようになってきた。愛東地

区では昔からもちつもたれつ運動という集落レベルの助け合いの取り組みがあった。これ

を背景として、障害者の共同作業所（NPO 法人あいとう和楽）、高齢者介護の施設（NPO

法人結の家）、農家レストランや配食サービス施設（株式会社あいとうふるさと工房）の３

つを一つの敷地に併設した「あいとうふくしモール」が去年の４月から取り組みを始めて

いる。靴も脱がずに行き来ができるという施設。個別機能の拡充だけでなく、医療、介護、

食が、それぞれ連携し合える取り組みの拠点となっている。 

・もう一つはエネルギーの自給。障害者の人達と一緒に周

囲の里山で切り出した薪や木材を利用した薪ストーブや

テーブルが各施設に設置されている。この薪の販売は多

少の労賃も生んでいる。また太陽光パネルを設置した市

民共同発電所もある。 

・最近「もったいないやりとり市」が始まった。自分の家

にある不用品を、販売したり交換したりする直売所みた

いな取り組みを一か月に一回やっている。もちろん外部

の人も参加することができ、野菜や縫い物などの商品が、

腰の曲がったおばあちゃんでも運べるよう、一輪車に乗

せて並べることができる。ここに来れば何かしら面倒を

見てもらえる、と誰もが安心して暮らしていける福祉の

拠点として地域に作られた。 

 

○NPO 法人愛のまちエコ倶楽部 

菜の花エコプロジェクトのスタートをきっかけに、こうした食とエネルギーの地産地消

の取り組みを支えるＮＰＯとして発足、菜の花館の指定管理者としてその運営を任され

ている。そのほか、農業体験事業や新規就農者の支援にも取り組んでいる。 

 

２．高知県四万十町十和地区 

四万十町は 2006 年に窪川町、大正町、十和村が合併して誕生。十和地区は四万十川の中

流域で、林野率が 90％と、農業より林業がメインの山村。シイタケ、木炭、ユズ、栗な

どを組み合わせた少量多品目栽培をしてきたが、林業の衰退やシイタケの輸入増加で地

域の産業が衰退。 
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○㈱四万十ドラマ 

(1)経営概要 

・その中で地域の資源を生かしたモノづくりに取り組んでいるのが四万十ドラマ。農協職

員を辞めた人が 1994 年に第三セクターとして立ち上げ、2005 年に株式会社化した。すぐ

近くを流れる四万十川流域の天然素材、ひのき、お茶、栗などを中心に商品開発をしてい

る。特徴的なのは東京など都市のデザイナーと連携するのではなく、「地デザイナー」と

称する地域のデザイナーと連携していること。そのデザイナーが地域の思いを込めて地域

住民と一緒に商品を開発している。 

・2007 年から道の駅「四万十とおわ」の指定

管理者にもなった。直売所による販路開拓が

メインだが、とおわ食堂の運営、新聞バッグ

づくり、四万十川での川遊びなど、滞在時間

を長くして楽しんでもらう仕掛けをしてい

る。山深い場所にも拘らず、年間約 15 万人

が訪れ、年商は４～５億円、従業員も 25 名

もいる。2012 年に栗栽培の復活を目指して

「農業法人しまんと新一次産業」を設立、年間 5000 本の栗の木を植樹している。 

・木がふんだんに使われたお洒落な道の駅のデザインも、地元のデザイナーによるもの。

四万十茶は有名だが、実は地元産ではなく静岡から取り寄せていた。それを地元で作ろう

とお茶や紅茶を作り始め、山間地域で作っているお米とともに売られている。大きな栗が

2 つ入った渋皮煮は、一つ 700 円もするがバカ売れとのこと。新聞ばっくは、高知新聞を

ただバックにしたものだが、一回 2,000 円のワークショップのバック作り体験に人が多く

集まる。これも滞在を楽しむ仕掛けのひとつ。いま、これを全国に伝道師的に広めようと

している。地方の新聞には、地域の農業の姿など地方を反映する記事が多いので、それも

一つの地域資源だということで振興に活用している。 

(2)四万十ドラマのコンセプト 

地域資源と知恵を活用した地域のストーリーを織り込んだモノづくりがコンセプト。す

なわち「ローカル」＝足元の豊かさや生き方を考えるネットワークの構築、「ローテク」

＝地元の農林魚業に息づく素材や技術、知恵を生かした 1.5 次産業、「ローインパクト」

＝四万十川に負荷をかけずに風景を保ちながら商品作りをしていく。最初にヒットした

のが温泉マークを付けた白い四角いヒノキ。ヒノキの一片をお風呂に入れてヒノキの香

りを楽しむというだけのシンプルなものだが、爆発的にヒットした。 

 

○㈱十和おかみさん市 

1960 年代からの農協婦人部や生活改善グループで取り組まれてきた女性活動。もともと
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集落単位でやっていた生産加工の取り組みを、徐々に村単位にネッ

トワーク化し、2011 年に株式会社化した。主な取り組みとして、お

出かけ台所（高知市内の量販店での直接対面販売）、おもてなしツ

アー（農業体験や郷土料理を囲みながら、高知市内の人たちと交流）、

おかみさん市バイキング（道の駅で週一回、バイキング形式の料理

を提供）。この「道の駅とおわ」は十和おかみさん市にとっても一

番の売り上げを得られる場所でもある。 

 

○㈳いなかパイプ 

都市と農村をつなぐ役割をしている「いなかパイプ」という若者のグループ。地方に関

心を寄せながら、なかなか情報を得られない若者向けの情報発信ツールとして WEB サイ

トいなかパイプを運営、インターンシップのコーディネイトもしている。四万十ドラマ

が手の回らない人材育成や人材受け入れの役割を、いなかパイプが分担。「いなかビジネ

スを教えちゃる！インターンシップ」は、9 万 8000 円の参加費を徴収して、高知の農山

漁村で行なう１か月間のプログラム。地域おこし協力隊などは給料が出るが、これはプ

ログラムの参加者が自分でお金を払って学ぶ取り組み。自分でお金を負担する代わり、

しっかりとした学びの場を与えている。昨年までに延べ 34 名が参加していて、うち 25

名が定住、四万十町には 17 名が定住している。その他、廃校をオフィスとして使っても

らうというような廃校利用もやっている。 

 

３．宮城県大崎市鳴子地区 

(1)NPO 法人鳴子の米プロジェクト 

鳴子温泉地域で 2006 年から始まった有名なプロジェクト。4ha の農家あるいは 20ha の

集落営農を対象に支援をし、それ以外の農家は切り捨てるという品目横断的定対策とい

う政策が 2007 年度から始まった。そういう担い手の絞り込み政策に対する危機感から始

まった取り組みで、最初は鬼首地区の農家３軒 30a から始まったのが、いまは 36 軒 14ha

の耕作面積にまで広がった。 

(2)山間寒冷地に適した品種の選定 

気温が低く水も冷たく日照時間も少ない同地域は、あまりお米作りに適していない地域。

ササニシキなどを生んだ有名な古川試験場が地元にあり、寒冷性でイモチ病にも強い東

北 181 号という品種に出会い、1997 年から育種が始まる。いまは「ゆきむすび」という

品種名で、風土に根ざした独自の米作りを展開している。 

(3)買い支えの仕組みづくり 

大きな特徴が、再生産可能な価格によるお米の買い支え。お米の販売価格を 24,000 円(１

俵、60 ㎏)に固定し、年間事前予約でお金は前払い制とする。農家の手取りは 18,000 円、

残りの 6,000円はこのNPOの活動資金や移住してきた若手たちの資金援助などに回され
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る。来年からは、「おむすび権米」というチェーン店と業務提携を予定。「おむすび権米」

は、一つの店舗が、一つの産地と契約するシステムで、ここも同じく 24,000 円で買い支

える。 

(4)ストーリー性のある米づくり 

一般的にいえば割高なお米をなぜ買うかというと、ここのお米作りのストーリー性。い

まは一部で自動乾燥もしているが、殆どは一束一束杭掛けで天日干しをして自然乾燥を

する。農家、農村の風景を守り、手間暇をかけて農家の思いを込めてここだけのお米作

りをしていく。女性グループが「ゆきむすび」の炊き方や食べ方の研究をする。おむす

びをのせる器も地元で活躍する職人とコラボレーションをして作る。そういうものの全

体的な評価として、24,000 円が真っ当な価格として理解されている。 

(5)CSA「コミュニティで支える農業」 

この事例はよく CSA（Community supported agriculture）と称される。日本語では地

域で支える農業と訳される。近年、欧米で取り組まれている小規模有機農家を支える取

り組みだが、日本の有機農業運動が一つの源流と言われており、それが逆輸入された状

況。ただ海外の事例でも地域の定義は曖昧で、あまり地域に限定してしまうと閉鎖的な

イメージが持たれがち。ここも CSA と称して、地元の消費者や旅館業者が支えているの

は勿論だが、企業が支えたり、学生が杭掛けに来て一緒に農作業をしたりとか、色々な

人たちがこのストーリー性に共感を抱いて集まってきている。ローカル型というよりネ

ットワーク型のコミュニティが地域の農業を支えているという関係性。 

 

４．大分県宇佐市安心院地区―NPO 法人安新院町グリーンツーリズム研究会 

農村民泊の取り組みだが、時間の関係で省略。 

 

５．東京都日野市：石坂ファームハウス 

(1)経営概要 

最近注目している都市農業の一つの現場が、東京都日野市。日野は学校給食に地元の農

産物を取り入れようという取り組みで有名なところで、活気のある農家がいくつも残っ

ている。この石坂ファームハウスは江戸時代から続く農家で、規模は１ha と、全国平均

的には小さな農家。都市農業の特徴は、地方の農家

と比較して JA 出荷が極端に少なく、平均すると直

販が７割くらいを占めている。消費者がすぐ近くに

いるメリットを生かし、庭先販売や、直接収穫に来

てもらうという取り組みも盛ん。 

(2)高齢者限定農業体験農園（2013 年 3 月～） 

この石坂ファームハウスは直販と共に交流活動を

進めており、年間 2000 人がこの小さな農家に来る。
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直接収穫のほか、ブルーベリーの摘み取り、農業体験、自然の恵みを楽しむ会（餅つき

など、農家の暮らしを季節ごとに楽しむ）などを行う。面白いのは３年前からやってい

る 65 歳以上の高齢者にターゲットを絞った農業体験。 

周囲が宅地開発されて大規模団地の多摩ニュータウンの住民が高齢化、病院が高齢者の

サロンみたいになっている。そういう高齢者を農園に呼び込むために、高齢者限定の農

業体験農園を開いた。やることは一般的な農業体験と同じだが、一反、約 10a 面積が 24

区画に分かれている。利用料金は種代と道具代とか指導料を含めて年間４万円で、うち

３万円は純利益として農家側に残る。来た人は年間 40 種類ほどの野菜を作るが、スーパ

ーにある野菜に換算して 13 万円分位に相当するとの試算も。農家も一区画３万円の利益

として、一反で７0～80 万円ほどの利益があり、米や野菜の利益と比較しても良い安定的

な利益になっている。 

農業福祉という視点から、申し込みは 65 歳以上に限定しているが、申し込み者が 65 歳

以上であればよく、本当の狙いは高齢者が子どもや孫を連れて作業をし、他の参加者と

ともに世代間交流をし、人間として生きていく力を養うことである。石坂さんは「３世

代型農業」と称している。農薬はほとんど使わず、落ち葉などを利用した伝統的な土づ

くりをしている。 

 

６．長野県飯綱町：㈱サンクゼール 

長野県飯綱町で久世良三さん(1950年生まれ)という 東京

出身で脱サラのキリスト教者がやっているワイナリー。農

村から高度な文化、豊かなライフスタイルを発信し、いま

までの農業とはちょっと違う価値観で、お洒落なレストラ

ンや結婚式場があったり、畑に十字架が立っていたり、聖

書の言葉があちらこちらにあったりとか、風景を楽しむ場

所づくりをしている。 

 

７．事例の特徴 

(1)地域の多様性 

地域には多様性があることが大前提。どこも金太郎あめみたいな地域づくりではない。

地域には都市農業も平場も山間地域もあり、日本の農業・農村は多様な形で成り立って

いる。 

(2)地域の重層性 

地域の土台には暮らしの範囲としての集落の取り組みがあり、それが村や町の取り組み

に発展していく。つまり重層的に発展している。 

(3)土台となる第一次産業 

農業など、第一次産業を守り育んでいくことが地域づくりの原点になっている。 
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(4)地域資源の再評価と活用 

どこでも地域にある地域資源を再評価して活用している。「地元学」と呼ばれる地域を再

発見する取り組みが農山村では行われている。大きなビジネスではなく、地域資源を利

用した小さなビジネスを創造している。またそこには地域のストーリー性が付随してい

る。 

(5)地域資源の保全と再生産 

地域資源をただ使うのではなく、持続的に利用するため保全して再生産していく。有機

農業という言葉は使われていないが、結果として環境を守る農業や取り組みにならざる

を得ない。 

(6)都市との関係性の創造 

滞在型であれ着地型であれ、都市との関係性を新しい形で創造している。または直売所

やレストランなど、誰もが集いお金を落としていく拠点がある。都市との関係性を作っ

て行く上で重要なのは、来た人のコミュニケーションスイッチが入るということ。ここ

に来たら、ただ単に農村を楽しむというのではなく、意外性があったり、想定外のこと

が起こったり、感動があったりとか、ある種おもてなしというか、そういう感動とか驚

きがどこの取り組にも見られる。 

(7)農業が育む公共性 

教育、環境、福祉、癒しなど、経済以外の価値が、地域づくりの中にちりばめられてい

る。 

(8)多様な人材の活躍 

地域は非農家が大半を占めており、農家だけでは地域づくりはもう担えない時代になっ

ている。そこには、田舎にある種の夢を抱いたり逃げてきた都会の若者もいれば、農村

女性、高齢者、新規参入者、外部人材といったいろいろな人がいる。 

(9)多様なプレーヤーが担う 

農山村には、農業以外の仕事もたくさんある。例えば NPO は、農家や行政と役割分担を

しながら大切な役割を果たしている。地域を歩いていると、色々な仕事が存在している

ことを実感する。 

 

結城登美雄さんが「いたずらに格差を嘆き、都市とくらべて『ないものねだり』の愚痴

をこぼすより、この土地を楽しく生きるための『あるもの探し』。それを私はひそかに『地

元学』と呼んでいるのだが、要はこれからの家族の生き方、暮らし方、そして地域のあ

りようを、この土地を生きてきた人びとから学びたいのである。性急に経済による解決

を求める人間には、ここには何もないと見えてしまうだろうが、自然とともにわが地域

を楽しく暮らそうとする地元の人びとの目には、資源は限りなく豊かに広がっているは

ずである（結城登美雄（2009）『地元学からの出発－この土地を生きた人びとの声に耳を傾け

る－』農文協、まえがきより）」と言っている。 
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■最後に 

やはり人々の手による地域づくりが必要なのではないか。今まではよく、農村は都市に

追いつかなければいけないと言われてきたが、農村には農村の道があるし、都市には都

市の道がある。都市は潰れろとは僕は全く思っていない。都市は都市なりの生き方があ

ると思うし、農業と共生する地域づくりも必要だと思う。最終的には自分がここに住む

価値、地域に暮らす価値を自分自身で再確認していくこと。地域づくりの中で言われる

移住・定住というのは中々難しい部分があって、それが目的になると地域づくりは中々

進まない。まず必要なのは、そこに住んでいる人たちが、自分の地域をもう一度確かめ、

どういう地域にしたらいいか、まず話し合うことが大事だと思う。その結果として、外

部から入ってくる人が必要だ、という議論になればいいのでは思う。  
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【質疑応答】 

出席者：（敬称略、順不同）高見沢重公、板井広明、大河慧、海棠ひろ、小池昭夫、高坂勝、

小松現、小松直美、坂倉敏雅、白井和宏、須賀里絵、妹尾和郎、平忠人、高嶋幸

子、田辺久人、つるたまさひで、戸崎純、中田哲也、野澤信一、福崎佳代子、武

藤一羊、吉田和雄、りかるち西村、白川真澄、小口広太、篠木裕子（計 26 名） 

 

◆地域は結局、都会・資本依存せざるをえないのか？ 

大河 白川さんの第３の論点である地域消滅の議論と、小口さんの地方再生に向けての各

具体例が、全体の議論の中でどうつながるのか、よく分からない。人口減少傾向の中で地

域が消滅しかねないというマクロ的な議論の中で、こういう取り組みをすれば地域消滅は

避けられるという主張ないし期待なのか？ こうした取り組みで地域消滅が避けられる

とは、私には思えない。 

さきほどの「おむすび権米」の例で言えば、おむすびを食べるのは都会の消費者であり、

それほど大きな資本ではないにせよ、農村が資本の力を借りて都会に物を売って生きてい

くというストーリー。相手は必ずしも国内の資本である必要はないので、日本のお米をお

いしいと言って食べる香港や中国の富裕層に海外の大資本の力を借りて売ると、つまり付

加価値の高い農作物を作って輸出すればいいというTPPと同じロジックになってしまう。

農業を維持すればいいという話なのか、農村として発展していかなければいけないのか。

付加価値の高いものを作って行けば農村は維持できるというのか？ 

小口 なかなか難しい質問（笑）。ご紹介した事例がすべて効果的で全部に通用するとは全

く言っていない。最後に言ったようにやはり金太郎あめではない。それぞれの地域が、そ

れぞれの資源と人材を活用しようとしているが、今ご紹介したような優良事例もあれば、

大変苦労して閉塞的になっている地域もある。ぼくが行っている鳥取の山村は、1980 年

代からかなりがんばって都市農村交流を通じた村づくりをやってきた。しかし、その担い

手が高齢者だったこともあって、いまは都市農村交流ではなく、町に出た子どもたちを頼

らずに自分たちの暮らし・福祉を如何に豊かにし充実させていくか、という地域づくりと

いうより暮らしづくりにシフトしている。 

喘いでいる地域を丹念に見る中から、撤退の農村計画という議論もあり、限界集落は消滅

しない（『限界集落の真実』首都大学東京の山下祐介氏）という議論もある。それは地域に

よるというのがぼくの抽象的な答えだが、これをやれば解決するような全てに通用する処

方箋はないというのがまず大前提。 

先ほどの権米の話だが、地域づくりは時代によって姿や形を変えて行く。鳴子の米プロジ

ェクトでも、例えばコンビニのお米として使いたいという話もあったが、都会の資本と手

を組むことを実はずっと拒否してきた。何故ここで業務提携をしたかといえば、背景には

高齢化が更に進展しやめていく農家が増えているという農村の変化があり、理想を言って

もやはり収入がなければ存続出来ないので、経済的ベースと公共的ベースのある種バラン
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スの中で、安定的な販路を得なければ立ちいかないという現実的な判断があったのだと思

う。手放しで喜んでやった話というよりも、いろいろ摸索し活路を求める中で、手を組む

相手として農業に対して比較的理解があった「おむすび権米」を選んだのだろう。ある種

挑戦をしている状況なので、それが輸出の話とつながるかどうかは分からない。 

高坂 24,000 円はすごく良心的な価格。お米を作るための経費が 16,000 円位なのに、今年

の JA の買取価格は（概算の前払い金だが）8,000 円台。 

 

◆地域づくりに必要なソーシャルキャピタル 

Ａ 本年 10 月に共同研究『撤退の農村計画』発起人の一人である林直樹（東京大学大学院

農学生命科学研究科）先生と共に秩父の消滅集落を訪ねた。４月の秩父市議選で当選した

清野和彦（無所属）さんも一緒。私も 10 年位前は秩父の医者として秩父の山奥に往診に

行ったこともあり集落の様子も少しは分かっている。集落によって経済的な状況も異なる。

60 年代に過疎の問題が起こった時、地域をよく知る人が一生懸命議論し、地域に合った

形で撤退したところは良かったと言っている。地元のことをよく知り、地域ごとに適した

政策や対応を取らなければいけない。多様な人材・プレーヤーの参加が必要という話が出

たが、ソーシャルキャピタルが必要と思う。今年２月に長野県の実家に帰省していて雪に

閉じ込められたとき、隣組のパワーショベルを持っている土建のおっさんたちが、雪をか

いて道を一本通してくれた。地域づくりでは箱モノではないソーシャルキャピタルこそが

重要だと思う。 

白川 撤退というのは、具体的には集落を閉じて都会に移るという意味か？ 

Ａ コンパクトシティのイメージで、街の駅の近くに病院などを配し、近くに住んでもら

う。農地は今までのところでもいいし、近くでやってもいい。田んぼも残しておかないで

牧草地にして牛を飼う。牧草地がいらなくなったらまた水田に戻せる。 

白川 一番心配なのは、農山村から撤退した時、例えば山の手入れをする人がいなくなる

こと。森が荒れて洪水を引き起こす心配がある。増田レポートにはそういう視点が全くな

い。コンパクトシティでは住みやすい場所に住むが、通いの農業でもいいということか。 

 

◆人口の減少プロセスをどう描くか 

Ｂ 先日亡くなられた宇沢弘文先生が環境、医療、教育などを外部経済と位置付けている。

それらを内部化すると市場経済に飲み込まれてしまうから、外部経済セクターとしてどう

確立するのか、そこへの道筋をどうするかということが、私たちが考えるべき課題だと思

う。日本はこの狭い国土に一億人を抱え非常に人口密度が高い。わたしもこの狭い日本列

島で人びとが余裕をもって快適に住むには7,000万人位の人口で十分と思ったことがある。

問題はそこまで辿り着くシナリオをどう描くか。 
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白川 人口の適正規模という議論があるが、やはり問題は人口構成、つまり高齢者が増え

若い人や子どもたちがいなくなるということ。高齢化が進んだとき、農村でも大都市の大

規模団地でもコミュニティが成立しなくなることが一番の問題だと思う。 

Ｂ 問題の切り口次第で色々なことが言えるが、オーバーオールに見れば人口減少プロセ

スの問題ではないか。 

白川 増田レポートによれば東京でも 2020 年以降は人口減少に転ずる。人口が東京に一極

集中し、地方の人口が減少し続けるという状況をどこかで転換しなければいけない。 

西村 日本国内でエネルギーも食料も自給しようとすると、7000 万人どころか江戸時代の

3000 万人位しか養えないという話がある。それができないとすれば、経済成長をして外

貨を稼がなければ食っていけない、エネルギーを輸入に依存しないのであれば原発を回す

しかないというような話に陥っていく。従ってソフトランディングのシナリオは必要で、

急速な人口減少は高齢化問題を引き起こすが、経済成長をしないのであれば１億 3000 万

人が暮らすのは現実的に不可能だと思う。 

鶴田 藻谷浩介さんか水野和夫さんかが、生活が維持できる将来の定常形の人口を 8000 万

人とか 9000 万人とか書いていた。 

西村 江戸時代を引き合いに出して美化する論調もあるが、当時の日本中の山は切り倒さ

れてはげ山だらけだったという話もある。内橋克人さんは、ソフトエネルギーとケアの自

給を主張しているが、エネルギーの大半は基本的に外から買わざるをえない。藻谷さんも

そこが地域の課題だと言っている。短絡的に脱成長をすればいいと言う話でもない。うま

くパズルを解きながらシナリオを作って行かないと、脱原発も理想だけれどできない、と

いう話に陥ると思う。 

 

◆都会と田舎の二地域居住は可能か 

Ｅ 日野市の話がとても面白かった。都市の高齢者は、確かに病院でおしゃべりをしてい

るより畑で野菜を作っていた方が、楽しいし健康的だし野菜も食べられる。そういう場所

が近くにあればそれでも良いが、住まいと食べ物がふんだんにある田舎に行って自然を楽

しみながら畑を耕して野菜を食べて、寒い冬はまた都会で暮す、そういうライフスタイル

があってもいいのではないか。人口が減少し空き家もある地域が住まいを提供する例はあ

る。医療保障費、介護費の減少にもつながる。都市への人口集中が色々な問題の元凶。 

小口 田舎にも家を持ついわゆる二地域居住は国土交通省が作った言葉で、2005 年頃から

用いられている。ドイツではクラインガルテンの例があり、長野県松本市の四賀も一生懸

命取り組んでいる。いま二地域居住をする人は増えているが、一つは交通費の問題がある。

二地域居住をしながら農産物の販路を見つけるとか、そういう経済的裏付けも大事だと思

っている。ぼくも長野へ行ったり来たりしているがやはり赤字で（笑）、給料を切り崩さ

ないとできない。お金の余裕のある人はできるけど、若い人には厳しいところもある。 

吉田 農業をしに行くというよりも、介護で田舎に帰っている人は多い。 
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小口 定年帰農みたいな動きは 2000 年代から随分ある。山村では雪の多い冬場は都会の子

どもの家に来て、夏場は帰って農業をやるというおばあちゃんは結構いる。高齢者に限ら

ず、子どもの山村留学を受け入れているところも結構ある。 

西村 今の団塊の世代が大量退職する時に、連合が 100 万人のふるさと回帰というのを推

し進めようとしたが、男性は行きたがるが、奥様方は地域のコミュニティができているの

で行きたがらないという話を聞いたことがある。 

篠木 逆の例を聞いたこともある。最近、援農ボランティアを体験したが、女性の参加者

が多い。それに触発されてリタイアした夫も行くとか。生協でも組織的にやっている。 

小口 援農ボランティアは東京ではかなり組織化されている。収穫体験だけだと却って作

業の足手まといになってしまうので、町田市では行政も関わり、ボランティアを養成する

ために、交通費も出して一か月間くらい指導してから送りだしている。 

 

◆農業の大規模化は是か否か 

Ｆ 農業や林業を自立可能な産業とする方策として、政府は大規模化や付加価値を高める

ことで収益性を保とうとするグランドデザインだが、一方では半農半Ｘとかスモールビジ

ネス、という提案もある。結局のところ、どのような解決策が良いと思われているのか。 

小口 農業の存在価値を測るモノサシは、大規模か小規模かという規模ではないと思って

いる。豪雪地帯の南魚沼で、20ha の水田をやっている中核的な農家の後継者が教え子に

いる。周辺で増え続ける耕作放棄地を若い農家が引き受けざるを得ない状況。しかし、彼

は徐々に有機農業に転換していきたいと思っている。大規模が悪いわけでは全くない。耕

作を引き受けてくれる規模の大きな農家も地域にいないと、小さい農家は成り立たないし、

大きな農家も堰さらいとか草刈りとかを引き受けてくれる小さな農家がたくさんいない

と地域が安定しない。大規模、中規模、小規模農業が共存していくのが真の地域農業かと

思う。大規模に集中させてしまうのが今の国の政策のダメなところ。 

大河 その時、大規模農家は株式会社でも良いのか。 

小口 株式会社化してもいいと思う。雇用を生む農業生産法人的な農業も必要。大規模す

れば、社会保障の整備も含めて法人化せざるを得なくなる。ただ大企業が地域と関係なし

に外から入ってくるというのはダメ。地域にある元々ある農家の規模が大きくなって、会

社化していくのは発展形態として全然問題ない。むしろ地域の雇用先として重宝される。 

大河 生産性や価格面で小規模農家がやっていけないから、流れとして大規模化するので

はないのか。農村バンクみたいのが耕作放棄地をどんどん集約して、席巻してどんどん大

きくなっていく。両方あった方が良いというのは分かるが、理想を言っていても仕方がな

い。大規模農業と小規模農業の組み合わせなど、現実的にはできないのではないか。 

小口 わが家は小規模農家だが、耕作の一部や販路については大規模農家に委託している。

大規模農家と小規模農家の関係性を見ると、対立し合っているのではなく、持ちつ持たれ

つのお互いに切っても切り離せない関係だと思う。地域というのは人がたくさん住んでい
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た方が良い。山間地に行けばいくほどそうだが、草刈りなど経済面だけでは測れないよう

な活動を支えているのは小規模農家であり地域住民である。 

 

◆生産者と消費者はつながれるか 

Ｇ 「きばる」（水俣・芦北・御所浦で甘夏を作り続ける生産者グループ）の甘夏農家はいま、

市場に左右される JA や市場ではなく、安定的な価格でコンスタントに引き取ってくれる

生協に概ね出荷している。宅配サービスへ参入する企業との競争激化もあり、生協の組合

員が減少しロットでの引取りが厳しくなっている面もあるが、小規模生産者同士がグルー

プを作って、生協を通じて都会の消費者と連携すれば生き残る道もあるのではないか。 

小口 生産者もそうだが、消費者も志を継いでくれる後継者がいなくなっている。有機農

業の産直もまさにそういう状況。今は、例えばある地域では NPO などの仲介者が販路開

拓など生産者と消費者を直接つなぐ努力もしているが、手間のかかる共同購入はだんだん

時代に合わなくなってきているのも事実。今後は、地域に根差した小さな企業との提携な

ども一つの方策ではないか。 

白川 農家と商店の関係でもそうだが、地域の中では多様な職業・産業が共存し支え合っ

ていくことが鍵だと思う。デンマークでは農家が集まって出資し農機具メーカーが協力し

て風力発電を行なっているという例がある。再生可能エネルギー比率は 45％位に達して

いる。人口が少ないから可能という意見もあるが、人口に見合うエネルギーの半分を自給

し、食糧自給も達成している。要するにお金を外に出さないで、地域の中で回していくシ

ステムを考える必要がある。農業一本で地域の自立を考えるのはかなり難しいと思う。 

山口 しかし地域の格差がある限り、人口は移動し、生き残るところと生き残れないとこ

ろに分かれる。大規模農家と小規模農家がなぜ共存できるのか、農家の間でも格差が生じ

てしまうのではないか。 

 

◆地域自給は本当に可能か 

武藤 TPP 反対運動の中から、長井市のレインボープランの発展形態として菅野氏が始め

た置賜自給圏構想は、今の話とはアプローチが違う少し気がする。置賜自給圏は、行政も

政党も巻き込んで地域を内部的に組み換えていく構想。 

白川 レインボープラン自体は、農家と一般の家庭が連携して、生ごみを堆肥化してリサ

イクルする運動だが、自給圏構想は他のいろいろな産業も有機的に結合していくという構

想のようだ。改めて話を聞く機会を作りたい。 

Ｈ 企業経営者のマインドセットが実際に脱成長に向くことは、向こう数十年はないので

はないか。海外ではアジアやアフリカのフロンティアに進出し、日本国内のローカル市場

でも熾烈な競争をして成長を求めていくのが経営者の心理。従って、脱成長というキーワ

ードで問題解決を目指すのではなく、成長を求める現実の経済社会の中で、具体的な仕組

みや枠組みを提案していく必要があるのではないか。脱成長の半農半Ｘ生活というが、仕
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事と家庭をもって生活に追われている人の 90％にとって、現実的な話とは思えない。 

高坂 置賜自給圏とか小川町とか、色々な所で脱成長の構想は現実に動き始めている。 

小口 1973 年のオイルショックの頃に、地産地消とかエネルギー自給とか地域自給とかい

う言葉が、特に有機農業をやっている人たちから言われてきた。自給自足もそうだが、閉

鎖的な言葉として自給を捉えるのではなく、開かれた自給圏を創っていかなければいけな

い。地域を開いてよそ者を入れる。出て行ったヒト・モノ・カネをもう一度都市から呼び

寄せる。都市と農村の柔らかい関係を作る中で、自給圏を作っていく、というのがおぼろ

げながら自分が描いている姿。そういう取り組みは、地域自給とは言わなくても、色々な

地域で起こっていると思う。 

地域の取り組みは重層的。例えば鳥取県の智頭町では、集落ベースの取り組みがまずあり、

第２段階として集落が連携する形で同じ小学校区の地区協議会が地域づくりを担ってい

る。だから地域を一つの単体として捉えるのではなく、地域間が連携していくという形で

緩やかにネットワークが広がっていく。そういう動きが展望として各地でみられる。 

 

◆高まるローカル経済の重要性 

白川 これまでの地域経済は、トヨタのようなグローバル企業を頂点にして地方にある多

くの部品製造工場で雇用が維持されるという姿だった。しかし、円高で生産拠点をどんど

ん海外に移した結果、地方の工場は閉鎖されていく。また、原発に見られるように、地域

で作られたエネルギーは都会に全部持って行かれた。そこで、エネルギーの地域自給をど

うするかという問題になる。金融でも、地域で集めたお金が大都市のメガバンクに流れ、

投機マネーとなり、地域には還流してこない。地域で集めたお金を地域に再投資するとい

う仕組みを、制度的にも考えなければならない。そういうさまざまの試みが重なるなかで

地域自給圏的なものが求められるのは、いまや必然的な流れなので、ぼくはかなり楽観的

である。 

平 いま各地で起こっている地方銀行の合併は、必ずしも業績が悪くて動いているのでは

ない。人口の減少にともなって資金が集めにくくなり、貸出しをめぐってレート競争（利

ザヤの縮小）を余儀なくされることを、彼らは肌で感じているのだと思う。 

鶴田 メインストリートはまだ成長路線にあることは間違いない中で、脱成長をどのよう

な形でどう展開していくのか。必然的に生き残れる地域と生き残れない地域が出て来る中

で、生き残れる地域をどれだけ作っていくのか。 

白川 トヨタの純益が２兆円。そのグローバル企業に対して、もっと国内の労働者に利益

を戻してくれ、トリクルダウンをして下さい、とお願いするということでいいのか。成長

に幻想を抱く人は、企業があれだけ稼いでいるのだから、そのうちおこぼれが回ってくる

のではないかと期待し、来なければ文句を言う。しかし多国籍化した大企業に、自国の労

働者だけを厚遇することを期待することなど出来ない。ましてや４割近くなった非正規労

働者に利益を回すという発想は大企業にはない。アベノミクスの恩恵が来ないという声が
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世論調査でも多いが、人々はそういうことをすでに肌で感じ始めている。時代は必然的に

その方向に流れている、と楽観的に考えている。 

高坂 いま 44 歳の私が 1994 年に入社したときはバブルがはじけたときで、その後の世代

は成長を知らないし、成長に対する幻想も抱いていない。成長がなくても幸せの形はある

のではないか、という価値観もすごいスピードで広がっている。いまの学生も、選択肢が

ないから大企業に行くだけで、地域とか小さな生業とか、選択肢を与えれば希望は見えて

くる。経済破たんが突然来る場合もあろうが、いまからオルタナティブをどんどん作って

次第に社会を変えるしかないのではないか。 

 脱成長社会をどう作るかという議論はあっても良いが、日本中に面白いことをしていく

奴が繁殖していって、結果として脱成長が認知されていく形にならざるを得ないのではな

いか。世論調査で、田舎に行きたいと答えた人が 31％。中でも一番比率が高かったのが

20 代で 38％もいたが、医療と雇用が心配で踏み切れないでいる。そういう若い人たちに

オルタナティブを「視える化」し、事例をどんどん出していくことが時代の変革すること

につながると思う。 

白川 冨山和彦さん（経営コンサルタント、『なぜローカル経済から日本は甦るのか』の著

者）が、「アベノミクスはグローバル経済を相手にビジネスをしている日本経済の３割弱

の人向けの政策なので、7 割を占めるローカル経済で働いている人には関係ない。ごく一

部の人向けの政策だからうまくいくはずはない」と切れ味のよい批判をしている。彼の議

論には、生産性の低い企業は今後つぶれざるをえないが、これからは労働力不足だから失

業は起こらないだろう、など、ちょっと乱暴なところはある。しかし、事業再生を手がけ

ている彼が、今後はローカル経済が主流になるといっている点に時代の変化を感じる。 

 

◆都会はどうなるのか 

白川 もうひとつ、大都市をどうするかという問題がある。農村を含めた地方では新しい

事例がつぎつぎに出ているが、大都市でも高齢化など深刻な問題が出てきている。都市農

業や高齢者同士の助け合いとか NPO による買い物難民支援とか、面白い事例も出ていて

いるが、大都市での自給や助け合いをどうするのかが問われる。 

大河 あと社会的な側面として、日本の企業社会がどうなっていくのか。これも大きな課

題だと思う。トヨタなど大企業ばかりではない中小を含めた日本の企業で働いている都会

の人たちがどうなるのか。みんなが半農半Ｘはできないわけで、そういう人たちはどうす

るのか、ということも視野に入れて、議論は完結すると思う。 

鶴田 社会が変わるには、人々のマインドセットの要因も政治の役割もある。ローカルが

変わることで本当に社会が自然発生的に変わっていけるものか。 

高坂 ダウンシフトして地域に降りていくと、みんな社会活動を始める。そういう中から

政治を目指す人間も出てくる。今の政治状況はろくでもない状態だが、長期的に見れば何

か変革が起こってくるだろうし起こらざるをえないと思う。 
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◆福祉財源をどうするか 

吉田 福祉の自給圏を作ることは可能か。貧困の問題に関わっていると、ナショナルミニ

マムを国に要求する、国家の責任を果たせと。それはそうだけど、いま国のできることに

限界があることも見えていて、要求しても解決できないことも多い。介護保険を受けさせ

たとしても、それは必要な介護の一部に充当するものでしかない。その落差をどうするか。 

白川 最低生活保障は税金で保証するが、税でやれる部分は限られているわけだから、医

療や介護などでは自主的な助け合いも増やすことになるのではないか。税金をより多く投

入するにしても、その税金をどこから持ってくるか。財源をどう確保するのか。アベノミ

クスは２～３％の成長をすれば税金が入ってくる、という一点ばり。 

大河 日本で一番欠けているのは資産課税。土地への課税はどう見ても安いし、高齢者が

持っている莫大な資産に対して税金がかかっていない。高齢者の所得はゼロだから所得税

はかからない。少しでも相続税をとることで資産への課税を強化していかないといけない。

もう一つは法人税。過去の赤字の繰越が認められていることなどもあって、７割の法人は

税金を払っていない。金融ばかりでなく土地なども含めた資産課税を相当強めていく必要

がある。 

高坂 41 兆円かかっている医療に関しては、予防医療にシフトしていくべきだと思ってい

る。長野県佐久は地域医療のいい例だし平均寿命も長い。財政破たんした夕張市が医療崩

壊し、病床数が 10 分の一に減った結果、医療費が減って健康者が増えた、という笑えな

い話もある。薬を出し、治療すればするほど収入が増えるシステムを変える必要がある。

死生観も含めて医療のそもそもの在り方を考えていく必要がある。藻谷浩介さんが著した

『里山資本主義』に書かれているように、介護施設と幼稚園と古民家のレストランをつな

げていくとか。 

Ｉ 台湾は医療システムが進んでおり、国民全員のデータをカード化し、診療所で見せる

と重複診療をチェックできる体制。予防医療にも国ぐるみで注力し、病気にならないよう

な仕組みにお金がたくさん投じられて、薬などにはお金をあまりかけないシステムになっ

ている。 

（ 野澤・記） 

 


