
はじめに

　2007年度の『経済財政白書』（内閣府，2007年８

月）によれば，「日本経済は，バブル崩壊後の長い

低迷から脱却し，2002年初以降，息の長い景気

回復が続いて」いると評価（大田弘子経済財政政

策担当大臣）しているが，その一方で「成長と格

差が同時に進行する」実態にあることを認めて

いる。中央や一部大企業での景気回復は伝えら

れるが，地方（本稿では，主に青森・秋田・岩手

の三県を指している）はむしろ経済的困難が拡

大している。

　2001年以降，小泉首相の下で行われた構造改

革推進政策のもとで中央と地方の地域間格差が

拡大している。例えば，2007年３月発表の国土

交通省の調査「地域に対する国民の意識」によれ

ば，所得水準，雇用情勢，医療・福祉面を中心

に「最近，格差が拡大している」と感じている人

が「やや拡大」と合わせると65.7％の高い水準に

達している（『国土交通白書』2006年度版）。また，

読売新聞社が2007年の一斉地方選挙前に行った

「全国自治体首長アンケート」において，三位一

体改革や規制緩和などの「小泉改革」で格差が広

がったかの問いには，「そう思う」54.8％，「どち

らかと言えばそう思う」と合わせると89.2％の

極めて高い数字が示されている。特に，人口規

模が小さい地域ほど格差を強く認識する首長が

多く，5,000人未満の自治体では96.2％が格差の

拡大を認めている（『読売新聞』2007年３月15日

付）。

　これらの事例を引き出すまでもなく，この間，

中央と地方の格差が広がり，地域間格差が顕著

になっているが，中でも農林漁業の第一次産業

の比重が高い地域ほど，生活面での困難さが増

加していると言える。2006年に話題となったＮ

ＨＫスペシャル番組の『ワーキングプア』（同年7

月20日第１集，12月10日第２集）では，東北農村

が取材の対象となり，秋田の農村地域（秋田県旧

角館町など）の実態が取り上げられていた。また，

2007年放映のＮＨＫ『ライスショック』（同年10月

14日第１集，10月15日第２集）では，秋田県の米

作地帯（大潟村，美郷町）が取材対象となり，大

規模農家ほど，困難な経営状況にあることが浮

き彫りにされていた。

　このようにこの間の市場原理，競争原理の導

入とその熾烈さは，わが国の「食料・農業・農村」

問題を深刻化させている。国はこの４月から，

新しい農業政策として「品目横断的経営安定対

策」を実施するなど，グローバル化に対応した規

模の大きい経営（＝担い手）の育成に力を注いで

いるが，農業関係者の評価は分かれている。2007

年７月末の参議院議員選挙においてとりわけ一

人区において政権政党が惨敗したのは，この格

差問題，とりわけ農業政策に対する地方からの

反発が大きかったと言われ，政策の見直しを余

儀なくされている。選挙後，農業政策のあり方

が国政の焦点の課題となっているのは，自給率

の低下，食料品価格の上昇などにより，「食料・

農業・農村」のあり方が国民的課題となってい

るからである。

　中小企業家同友会は，このような「地域間格
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差」が顕著である社会環境が現出する中で，近年，

農業・環境関係分野に関心を寄せ，情報の把握

と提供に努めており，同時に農村部を抱える地

域を中心に関係者の組織化を進めている（例え

ば，北海道，岩手，宮城，三重，熊本の同友会

の中に近年，「農業経営部会」等が設立されてい

る）。筆者は，今日，地域経済，とりわけ農業的

色彩の強い地域において，自主・自立の経済発

展を目指す際，地域経済の振興にとって中小企

業と第一次産業が果たしている役割を評価し，

それらを地域の基幹産業として位置づけること

が極めて重要であると考えている。さらに，中

小企業と農業分野の連携は大きな可能性を秘め

た実践的課題となっている。また，環境問題が

人類の抱える最大の問題に浮上するなかで，持

続可能な社会の発展のためにも農業のあり方は

極めて重要な課題となってきている。温暖化，

環境破壊，エネルギー問題などの将来方向を考

える時，改めて，第一次産業の果たしている役

割を評価し直すことが重要である。

　本『年報』の読者に地域問題としての農業問題

について関心のある方や農業関連分野への参入

を志向する会員や読者も少なからずいると考え

るので，最近の農業をめぐる動向や各地の興味

ある事例などを紹介しておくこととしたい。特

に，事例としては農業基盤を強く抱え，本州の

最北端に位置する北東北地域に焦点をあてて，

この間の地域格差の実態，食料・農業・農村問

題の有り様を踏まえ，地域経済振興における農

業の位置づけについて考察したい。

１　北東北地域の経済と社会の現状

　表１に「統計から見た北東北三県と全国」を示

した。北東北地域の地理的特徴は，総面積，可

住地面積とも広く，三県とも47都道府県10位内

にある。地域社会の特徴を顕著に示す指標の一

つは人口関係の数値である。各「人口割合」を全

国と比較すると北東北三県は「生産年齢人口（15

～64歳）」の割合が低く，逆に「老年人口（65歳以

上）」の割合は高く，高齢化が進行している。人

口の推移について近年のピーク数と現状を比較

すると，青森県は152万9,267人（1983年10月）か

ら140万8,589人（以下いずれも2007年10月），岩

手県は141万1,916人（1996年）から136万3,702人，

秋田県は124万9,014人（1985年）から112万1,300

人と，この20年間に，それぞれ12万678人，４万

8,214人，12万7,714人の人口減少となっており，

三県とも各県内の中規模レベル以上の市が幾つ

か消滅したことになり，特に近年，人口減少は

一層激しくなりつつある。国立社会保障・人口

問題研究所の調査によれば，2005年の人口を100

とした2035年の数値は，秋田県が68.3まで減少

し，その年の秋田県の老年人口は41.0％に上る

と予測されている（同上研究所『日本の都道府県

将来推計人口』2007年５月）。

　産業構造を見ると，農林水産業である第一次

産業の就業者数割合は三県とも高く，全国数値

を大きく上回っている。第二次産業の内容を業

種別に見ると建設業の比率が高く，特に，青森

県は建設業の比重が高い反面，製造業（従業者数，

製造品出荷額）の低いのが特徴的である。第三次

産業では三県とも「政府サービス生産者」が占め

る割合が高く，このことは「公共事業」及び「公的

サービス」に属する業種が多いことを意味して

いる。

　また，この間，経済成長率は横ばい及びマイ

ナスであり，有効求人倍率の低さは深刻である。

特に，若者の就職率が低く，この要因の一つと

して各自治体が財政難を理由に職員削減，新規

採用を控えていることが挙げられる。北東北3県

の有効求人倍率（2006年平均）は，青森0.44，岩

手0.77，秋田0.62といずれも1.0を割っている。

また，賃金水準は，北東北地域はいずれも下位

地域に位置している。ちなみに下位から沖縄，

青森，岩手，秋田，岩手，宮崎の順である（厚労

省「賃金構造基本統計調査」2006年度）。一人あ

たり年間所得は東京を100とすると青森74.9，岩

手82.1，秋田80.5の水準である。

　このような経済格差の打開策として，産業構
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造転換の必要性が叫ばれる中で企業の誘致促進

が課題となっている。「工場立地動向調査」によ

れば，北東北地域はバブル崩壊後の「空白の10

年」からの脱却をはかるために県単独誘致から

県域を超えた広域型への脱皮が求められるよう

になってきているが，近年，東北地域全体では，

南東北（宮城，山形，福島，新潟を含む）への企

業進出は，一部自動車産業の集積も見られ増加

傾向にあるが，北東北への進出は大きく増加し

ているわけではない（経済産業省『工場立地動向

調査』2006年度）。また，2007年４月成立の「企

業立地促進法」に沿って，これまで北東北地域で

は，青森県二カ所（津軽地域～光技術，農工連携

等に関する産業等，県南・下北地域～環境・エ

ネルギー関連，ＦＰＤ等先端技術産業，情報サー

ビス産業），岩手県二カ所（県北地域～食産業，

電子部品産業，輸送機器産業，盛岡広域地域～

ＩＴ・システム関連産業），秋田県二カ所（共に県

北地域～資源リサイクル関連産業，医療関連産

業，木材関連産業）が地域指定を受けているが，

その経済効果は未知数である。

　また，「夕張ショック」以来，第二，第三の財

政再建団体に指定されないための自治体の懸命

のスリム化努力が続けられている。財務状況

（2005年度決算）を見ると，財政力指数は青森県

0.27，岩手県0.27，秋田県0.25といずれも国内に

おいて最低グループの水準にあり，いずれも自

主財源が乏しく，依存財源に頼らざるを得ない

歳入構造にある。そこに加えての2004年以来の

三位一体改革は国庫補助金，地方交付税に依拠

してきた地方財政事情を悪化させ，県や地方自

治体の財政事情を苦しくさせている。結果とし

て上下水道などの生活関連施設，医療・教育・

福祉の面において格差が顕著になっている。ち

なみに地方財政健全化法の施行により2008年度

から導入される，財政の健全度を評価する項目

の一つとなる「連結実質赤字比率」の高い上位30

市町村の中に青森県は４自治体が含まれている
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（『朝日新聞』2007年６月16日付）。

　このように地方経済の低迷と自治体財政基盤

の縮小は伝統的商店街の不振をもたらし，北東

北地域のほとんどの商店街はシャッター通り化

している。その一方，流通大手企業の大型店出

店は増え続け，農業振興計画地域の優良農地の

転用が計られ巨大ショッピングセンターの設立

が目立っている。特に，改正都市計画法の施行

（2007年11月30日）前に各地で駆け込み的な出店

が続いている。他方，「コンパクトシティ」と呼ば

れる「歩いて暮らせるコンパクトなまちづくり」

が課題となっているが，県都（青森市，盛岡市，

秋田市）において駅前再開発との関連で取りあ

げられている程度なのが実際のところである１）。

　こうした脆弱な産業構造の中で，今日，一層

深刻なのは農業の低迷である。次に，北東北三

県の状況を概括しておきたい。

２　北東北地域の農業・農村の現状

　図１は，「全国・北東北三県の農業産出額推

移」である。1985年は農産物の自由化，米輸入，

ＷＴＯ（世界貿易機関）発足の契機となったガッ

ト・ウルグアイランドの開始の年であるが，こ

の時期を農業産出額のピークとして，以後，農

業産出額は急速に低下している。全国では1984

年の11兆6,537億円から2005年には８兆4,867億

円に減少し，最高値を100とすると72.8％の低水

準にあり，急激な日本農業の全般的縮小再生産

がもたらされている。さらに北東北三県におい

ても，同年の産出額を20年前の最高値と比べる

と青森は78.2％，岩手県70.1％，秋田県58.8％の

水準にある。特に，秋田県の産出額の激減が目

立つ。

　このことは，米に依存する割合が高いほど，

農業産出額が低下する傾向にあることを示して

いる。これらは米の流通を自由化した食糧法の

施行（1995年11月），米政策改革大綱（2003年12

月）など，一連の米流通の自由化によって引き起

こされたものである。後述するがＷＴＯ協定に

基づくミニマムアクセス米の輸入と2007年から

国が直接，米の生産調整を行うことを止め，生

産者団体（全国農業協同組合連合会）にまかせる

ことになったため，「過剰」米が発生し生産者米
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価が下落している。2006年の生産者米価（60kg，

全銘柄年間加重平均価格）は14,826円であるが，

米生産費（60kg，全算入全国平均価格）は16,824

円となっており，生産費を償えない水準になっ

ている。稲作農家の家族労働報酬（2006年）は，

8時間労働に換算すると2,046円，時間当たりに

すると256円である。労働者最低賃金の全国平均

687円と比較するとその半分にも満たない水準

である。これでは稲作労働は，現在問題になっ

ている非正規労働者の賃金水準以下であり，正

しく「ワーキングプア」水準の労働となっている。

　農家経済を圧迫しているのは農業生産だけで

はなく，農家総所得の減少である。農家総所得

は農業所得，農外所得，年金・被贈などの収入

で構成されるが，特に景気の回復しない地方経

済において兼業機会が奪われているため農外所

得の減収につながっており，家計を圧迫してい

る。東北地域の農家総所得の最高値は1994年の

877万5,500円であるが，2005年の個別経営（販売

農家～経営耕地面積30ａ以上または農産物販売

金額50万円以上の農家）の総所得は467万1,000

円である。なお，准主業農家（農外所得が主で，

65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家）

は595万円である。1994年対比では，販売農家で

53.2％，准主業農家で67.8％の水準となっている。

ちなみに農外所得は，507万円から400万円（准主

業農家の場合）の減少である。　

　兼業の場が失われている要因の一つとして，

円高・不況に続く，構造改革の推進の中で農村

進出企業の撤退，工場の海外移転による国内雇

用機会の減少，バブル崩壊後の不況による求人

の減少を指摘できる。東北地域は，農村企業立

地の対象として，1989年を頂点に立地件数を伸

ばし，全国に占める東北のシェアを高める傾向

にあったが，以後は最高値を回復していない状

況にある。また，「地域別工場立地件数累計」（経

済産業省）を見ると東北は関東，中部に続いて件

数が多く，全国的にも高い水準を維持してきた

といえるが，近年はその割合を低下させている。

　このように東北地域は豊富な労働力，高速交

通体系の整備進展，工場団地などの立地整備な

どにより，企業進出先として注目されてきたの

であるが，現在は既存企業の撤退・減少に歯止

めがかかっていない。こうした傾向は農村人口

の減少・高齢化，農業担い手の減少をもたらし，

特に，中山間地域に際だって現れており，東北

地域の「限界集落」（住民の半数が65歳以上の集

落）数も急速に増加している（国土交通省「過疎

地域等における集落の状況に関するアンケート

調査」2007年1月）。

３　「農業構造改革」と農産物輸入

（１）「品目横断的経営安定対策」の実施

　地域間格差と北東北地域の「食料・農業・農

村」の現状をみてきたがそれらを生み出してい

る要因の背景について，ここでは農業政策の展

開を見ておきたい。

　わが国の今日における農業政策の骨格は，

1999年７月「新農業基本法」（食料・農業・農村基

本法）が1961年の農業基本法に代わって制定さ

れ，翌2000年３月「食料・農業・農村基本計画」

が策定された時期までさかのぼることができる。

そこでは国内農業生産の位置づけについて弱点

があるものの食料自給率について「現状の40％

弱を2010年には45％に引き上げる」ことが明示

された。しかし，その後，一層増加する農産物

自由化政策の進行により，自給率は向上するど

ことか実質的にはむしろ低下している。

　その背景には，小泉「構造改革」の農業版政策

の推進がある。小泉元首相は，在任中の2003年

10月，タイで開催されたアジア太平洋経済協力

会議（ＡＰＥＣ）首脳会議後の記者会見において，

「農業鎖国は続けられない」「外国農産物との競

争に耐えられるよう農業構造改革は待ったなし

だ」の発言を行った。この発言の背景には，ＷＴ

Ｏ，ＦＴＡ（自由貿易協定）の推進を国益として優

先させ，自動車などの工業製品の輸出増大を図

る一方で，農産物の関税の一層の引き下げと輸

入を拡大し，国内農業の維持・発展を軽視する
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意図＝財界農政路線が存在する（田代洋一著参

照）。

　「農業鎖国」発言を受けて，2003年12月，食料・

農業・農村基本政策審議会（農水相の諮問機関）

による「食料・農業・農村基本計画」の見直しが

開始された。農水省は2004年５月「農政改革基本

構想」を打ち出した後，2005年３月，同審議会は

新「食料・農業・農村基本計画」を発表した。こ

れらの施策の中で，農業支援の対象を「効率的安

定的な農業経営」に限定することとし，支援対象

規模の農家を大規模農家に限定する「品目横断

的経営安定対策」の導入が打ち出された。また，

株式会社の農業参入緩和や農地所有が本格的に

検討されるようになった。

　国は「農政改革」をすすめる背景として，わが

国の食料自給率の低下，農業担い手の高齢化，

若手後継者の確保難などの問題をあげ，具体的

には2007年４月からその政策の一環として，「品

目横断的経営安定対策」をスタートさせた。国内

農業の担い手を府県では４ha（北海道は10ha）

以上の農家を対象に補助金を支払い，その条件

を欠く小規模農家は集落単位で20ha以上がま

とまれば補助金の支援対象とし，実施に入った。

しかし，この施策は「小規模農家の切り捨てであ

る」という批判を受け，先の参議院選挙で民主党

が「農業者戸別所得補償」を打ち出し，「大規模農

家を対象とする政府の品目横断政策とは，農政

の理念原則が根本から違う」ことを強調した結

果，大きな争点の一つとなった。

（２）ＥＰＡ（経済連携協定）と財界農政

　国の「農政改革」はグローバル化に対応した自

由競争を前提としている。その考えを最も鮮明

に示したのが，経済財政諮問会議のグローバル

化改革専門調査会ＥＰＡ・農業ワーキンググ

ループの第一次報告「ＥＰＡ交渉の加速，農業改

革の強化」（2007年５月）である。ＥＰＡは，ＷＴ

Ｏと並んで，グローバル化，自由貿易を促進す

るための協定であるが，ＷＴＯが世界に共通す

る貿易原則を追求するのに対し，二国間協定を

優先させるためのものである。現在，ＷＴＯ交

渉が難航する中で，より簡単に自由貿易を促進

するためにＥＰＡが前面に浮上するようになっ

た。日本では特にオーストラリア，続いてアメ

リカとの協定が日程に上りつつある。

　上記報告では，自由貿易の最大の障害となっ

ているのが農業分野であるという前提に立ち，

農産物の自由化の促進のために，「対象品目，関

税率」とも大幅に引き下げるべきであると主張

している。その理由として，「国境措置に伴う国

民が負担している見えないコスト」「毎年２兆円

強」が軽減されるからであるという。ＥＰＡが促

進されれば消費者は農産物に限らず安い輸入品

を入手できるから，国民生活は豊かになるとの

見解である。そのために国内農業をもっと体質

強化することが重要であるとする。しかし，農

水省はすべての国境措置を完全自由化した場合，

我が国の食料自給率は40％から12％になると予

測し，特にコメの生産減少率は90％という驚く

べき数値となっている。これでは「国内農業は不

要」と言わざるを得ない。工業，それも輸出優先

型の産業の育成に特化し，国内農業をないがし

ろにする『この国のかたちと農業』（田代洋一著

書名）のあり方に関しての検討が必要になって

きている。

　世界に目をやれば異常気象による穀物在庫量

の減少，人口大国・中国の食料輸入国への転換，

バイオエタノール利用による穀物価格の上昇な

ど，食料をめぐる世界的な環境は楽観できるよ

うな状態にない。日本の食料自給率は，13年ぶ

りにエネルギー換算で40％から39％（2006年度）

に低下した。国の「食料・農業・農村基本計画」

でも食料自給率の向上は基本目標に設定されて

おり，内閣府の世論調査（2006年）でも我が国の

将来の食料供給について８割近い国民が「不安

である」，７割が「国内で作る方が良い」と答えて

いる。しかし，最近，経済財政諮問会議など国

の経済政策の根幹の舵取りをする場では，国内

生産の向上よりも外国からの輸入による安定的

食料供給を優先させ，結果的には国内農業を縮
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小しても構わないという見解が幅を利かせつつ

ある。

　こうした中で，農水省は2007年10月29日，「米

緊急対策」を発表した。この対策は米価が「大幅

下落する異常事態」にあることを認めた上で，

「米価の大幅下落は，経営規模の大きい農業者を

直撃するだけでなく，小規模・高齢者を含めて

多数の農業者の経営を不安定なものとし，地域

農業・地域経済の活力を損っている状況にあ

る」との認識を示し，以下の具体策を提示した。

簡単に要点を述べると①備蓄水準を適正水準

（100万トン）まで積み増すこととし，34万トンを

年内に買い入れる，②生産調整の実効性の確保

に積極的に関与する観点から，非主食用の米（飼

料・米粉・輸出・バイオエタノール用）に一部を

回す，③米の消費拡大のための国民運動を進め，

原料としての米粉の利用を本格的に推進する，

などである。米価の下落や自給率の低下を心配

する国民の要望に一部応えた内容になっている。

　しかし，農政面で多少の軌道修正が見られて

いるとはいえ，「農政改革」の基本は変わってい

ないと見た方が良いであろう。農政の根本が変

わるためには地域レベルからの多様な農業再生

の取り組みが必要である（中嶋信・神田健策編

著参照）。　次に，幾つかの実践を見てみたい。

４　地域資源の活用と地域農業振興の取り
組み

（１）秋田菜の花ネットワークの活動

　秋田菜の花ネットワーク（石田哲治代表）は

2004年４月に７人で会の結成を確認し，同年11

月に結成総会を30名以上で立ち上げた。農家，

自治体，建設会社，産廃業者，運送会社，大学

教授，ＮＰＯ団体員など多彩な顔ぶれが集まって

おり，異業種交流会的雰囲気がある。菜の花か

ら秋田の農業・農村を元気にすることを合い言

葉に，菜の花を活用したエネルギー生産を行い

地域循環型社会への貢献を目指そうとしている。

　石田代表は秋田県内の運送会社の会長で85歳

の高齢。菜の花ネットワーク運動を始めたのは，

米価暴落で地域と農家経済が落ち込んでいるこ

とを目の当たりにして，秋田農業の活性化に貢

献したいということからである。３年前から廃

食油を回収したバイオ燃料（ＢＤＦ）の製造を思

いつき，会社内に「バイオ燃料事業部」を設立，

燃料精製に取り組んだ。試行錯誤の後，現在で

は30台のトラックがバイオ燃料を使用するまで

になった。所有するトラックは120台。ＢＤＦの

製造原価も60～65円／㍑と軽油より安く，採算

ベースにのっているという。結成３年目の年次

総会（2007年11月）では，80haを超えた菜の花作

付面積のさらなる拡大を踏まえ，秋田県産の菜

種油やナバナの統一ブランド化を図って販売活

動を進めようとしている。このプロジェクトに

は秋田県立大学と県が支援している。同大学菜

の花研究プロジェクト（代表・佐藤了同大教授）

は，「工学と農学の融合プロジェクトの一環」と

して取り組むこととし，この９月に大王製紙進

出のために県が100億円余をかけて造成した海

面埋立地（約73ha）の一部10haを県から借り受

け，本格的に菜種栽培を開始した。菜種栽培は

北東北3県でも広まり，青森県横浜町（菜の花

フェステバル，菜種油の精製など），岩手県一関

市大東町（菜の花プロジェクト　IN　大東の花菜

油の会など）などでも盛んになり，大きな広がり

を見せつつある。

　2007年11月に開催されたネットワーク年次総

会では，会員はこの３年で20団体，43個人に拡

大し，会員約50名が出席した。石田代表は「農業

を元気にする視点で３年間活動に取り組んだ結

果，耕作放棄地が次々とよみがえり，多くの人

が田畑に無限の可能性を感じるようになった。

県立大などの協力を得ながら一層の活動充実を

図りたい」と述べ，総会では活動や組織をさらに

充実させるため，近く特定非営利活動法人（ＮＰ

Ｏ法人）に移行することも決めた。

　今後，耕作放棄地などでの菜の花栽培，菜種

食用油の生産と販売，家庭の廃食油回収システ

ムの構築，軽油より高品質のバイオディーゼル
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燃料（ＢＤＦ）精製など，取り組む課題は多い。参

加者はこの活動が循環型社会構築の一環につな

がるとして取り組みを強めており，菜の花ネッ

トワーク運動の参加者は，夢と希望の地域再生

の取り組みと張り切っている。

　この活動は耕作放棄地の再生，無添加菜種油

の製造と消費，低価格のバイオエネルギーの精

製などにより，「地域環境型社会」の気運を高め

ることにつながる可能性を秘めている。未知数

ではあるが，注目できる取り組みである。

（２）地産地消と米粉パン～秋田県ＪＡやまもと～

　秋田県ＪＡ（農協）やまもと本所（秋田県三種

町）に隣接して「ＪＡンビニ　ＡＮＮ・ＡＮ」（じゃん

びにあんあん）の店舗（延べ床面積123平方メー

トル）がある。名称はＪＡ（農協）の「コンビニ」と

いうことから「ＪＡンビニ」として，2007年３月か

らスタートした。建物の壁はかわいらしい花の

絵で飾られている。これらは地元山本中学校生

徒がデザインしたものである。

　ＪＡンビニは農協の「地産地消」の取り組みの

延長上にある。コンビニのおにぎりは注意しな

いと酸化防止剤，増粘剤，乳化剤などの添加物

が多く使われているものがある。ＪＡンビニは農

協の生活事業の一環として取り組まれ，買い物

に来られない高齢者世帯への配送事業も行って

おり，利用会員は30戸を超え，好評である。

　ＪＡンビニの人気が出たのは地元産「あきたこ

まち」の米粉を原料に利用した独特の食感のパ

ンである。作る人と食べる人の顔が見えること

を大事にして，店内でのパン作りはガラス窓の

外から見ることができる。１日４回の焼きたて

時にはパンの甘い香りが漂う。店舗の運営はＪＡ

の女性部員である。「米粉パン」製造までには専

門家の指導を受け，今日では「食パン」，コメワッ

サン（クロワッサン），調理パンなどを作り，販

売している。開店当初，客単価1,000円，１日の

売り上げ約15万円と予測していたが，それを超

える順調なすべり出しとなっている。地元の最

大の品種である「あきたこまち」を食材として，

安全・安心な食の提供，また米への付加価値の

付与など，米粉の利用は農協らしい事業活動と

して注目されている。

　このような活動がＪＡの生活事業の一環とし

て発展してきたのは，生産者の学校給食野菜供

給グループによる農産物の提供活動から，いわ

ゆる「食育」の一環として取り組まれてきたこと

による。子供たちが農作業体験した作物の学校

給食への活用や，給食時に農家を招待して共に

味わい食への理解を深める活動の中から，地産

地消・食育への拠点として無添加の食を発信す

る店舗事業の構想が生まれた。高齢者への弁当

宅配事業はこれからの農村において欠かすこと

の出来ない福祉活動として一層重要になってい

くであろう。

　ＪＡやまもとのこれらの活動（ＪＡ秋田やまも

と食農実践会議）は2006年２月，全国地産地消

フォーラム（同実行協議会主催）において，農林

水産大臣賞（地域振興部門）を受賞した。地元農

産物の積極的活用（地産地消）の中で「食と農」を

結合させ，地元最大の地域資源である米を原料

に米粉パンの開発販売にこぎつけた活動は新た

な食材開発の可能性を秘めており，地域活性化

のヒントが含まれている。ちなみに北東北の学

校給食実施校（1,673校）の内，米粉パン給食の実

施校数は2003年10校，2004年38校，2005年436校

と急速に増加しつつある。地元産資源の活用は

これからの地域振興にとって重要な課題である。

（３）地域内資源の循環と地域農林業振興～岩手

県葛巻町～

　「北緯40度　ミルクとワインとクリーンエネ

ルギーのまち」，これが岩手県北部に位置する葛

巻町のキャッチフレーズである（亀地宏著参照）。

データで見ると「人口8,535人，面積434.99ｋ㎡の

うち山林52.1％，田畑7.1％，牧場3.2％，宅地0.6％，

牛飼育頭数10,098頭」，特産品「山ぶどうワイン，

牛乳，チーズなど乳製品，くずまき高原牛，そ

ば，雑穀，炭」，基幹産業は「酪農と林業」東北随

一の酪農郷である。地勢的に，隣接町村や都市
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部との交通不便な地域であり，森林カプセルの

中に集落が点在している。

　これらから，キャッチフレーズに「ミルクとワ

イン」が入っていることが納得できる。第三番目

のフレーズに「クリーンエネルギーのまち」が掲

げられているが，葛巻町が日本中の注目を浴び

ている最大の要因である。「ミルク」「ワイン」と

「クリーンエネルギー」の間には，隠れた関係性

がある。例えば，クリーンエネルギーである風

力発電の建設には，道路が整備された牧場が適

している。また，葛巻のワインは山葡萄であり，

山の象徴としてのワインとすれば，山と木質バ

イオマスというクリーンエネルギーとの関係性

も読み取ることが出来る。

　現代の市場経済下では，不利な要件である「牧

場」「山林」という地域資源を活かしつつ，隠れた

関係性に着目して「クリーンエネルギー」という

新機軸を導入し，地域循環型のまちづくりに取

り組んでいるのが葛巻町の特徴である。また，

産業政策の面では，地域資源を有効活用し，生

産，製造，サービスを担当する４つの第三セク

ターを組み合わせた総合産業による地域活性化

を進めていることが上げられる。

　岩手県は，1998年３月に「岩手県新エネルギー

ビジョン」を策定，同年４月全国的にも異例な

「環境とエネルギーとの調和に関する岩手宣言」

を発している。これに呼応して，葛巻町では，

新エネルギービジョンに関する「町民アンケー

ト」を実施し，1999年３月「新エネルギービジョ

ン」を策定した。

　1999年６月17日，葛巻町のシンボルとして誕

生した，風力発電所の本格稼動を契機として，

「新エネルギーのまち・葛巻」を宣言している。

市町村としては，はじめてと言われる。「新エネ

ルギービジョン」の基本理念として，次に示す

ように「天と地と人のめぐみ」を掲げている。

2004年２月「省エネルギービジョン」を策定，

理念として「くずまきまちの環境は未来の子ど

もたちへの贈りもの」「2010年までにエネル

ギー消費量を6.6％削減（2002年比）」を目標に

掲げている。

　現在，葛巻町は，エネルギー自給のまちづく

りとして，積極的な新エネルギーと省エネル

ギー推進という両面から自給率100％を目指す

としている。ちなみに，町全体の消費量に対し，

新エネルギーによる供給率は78％である（2004

年度）。「日本一の新エネルギー基地」を目指して，

風力発電，太陽光発電，バイオマスエネルギー，

マイクロ水力発電など多様な施設を導入してい

るが，導入した施設を「町内まるごと自然エネル

ギー博物館（エコミュージアム）」として捉えて，

地域振興に活かす取組みも実施している，その

成果が，新エネルギーに関する視察団の増加や

宿泊など関連分野への波及効果を生んでいる。

また，ＮＰＯ法人との協働による環境教育事業に

も取り組んでおり，事業に関係する団体や組織

の広がりが見られる。葛巻町の新エネルギーへ

の取組みは，点としての新エネルギー政策から，

産業連関による線への展開，そして，関連する

団体との協働の拡大や視察受け入れによる交流

人口の増大という，三次元的な広がりをもった

動きに発展していることが大きな特徴といえ

る２）。

　現在，わが国の食料・エネルギー自給率の低

さの一方，飼料・原油の値上がりなどから，農

林業の役割を見直す動きが出ている。例えば，

休耕田を利用した多収穫米生産によるバイオ燃

料作り，間伐材（例えば，りんごの剪定枝なども）

を利用したペレット，チップ化による燃料化な

ど，現在のわが国では充分実施できる技術を有

しているが，問題はコストの高さである。しか

し，これからは「安い」から「外国産」という考え

を見直さなければならない時期に来ているのも

事実である。農村社会の衰退の一方で，農村部

からまきおこりつつある新たな産業おこしに注

目しておく必要があるだろう。
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５　持続的自立的地域経済と 
第一次産業の再評価

（１）『青森県社会経済白書』に見る地方経済の

課題

　中央と地方の格差が顕著になる中で，改めて

地方経済の活性化の課題と取り組みが問われて

いる。これまで主に所得間格差，産業基盤の弱

体性を克服する方策として，第一次産業からの

脱却化を目指し，農業労働に代わる工場誘致や

IT産業など最先端技術の導入が目論まれてき

た。その代表的な事例が，北東北で言えば青森

県六ヶ所村のむつ小川原開発用地に誘致された

核燃サイクル関連施設と言えよう。当時の北村

県知事の発言（「本県の産業構造は，全国に比べ

ると，就業人口，総生産とも第一次産業のウェ

イトがたいへん高く，第二次産業，特に製造業

のウェイトが著しく低く，また，労働生産性も

たいへん低い状況にあります」「こうした産業構

造高度化の立ち遅れが，就労の場の不足や賃金

の低水準，さらには，出稼ぎや若年層の県外流

出をもたらし，県民の所得水準を全国の最下位

グループに低迷させる大きな要因となっている

と考える」（『産業構造高度化のために　原子燃

料サイクル事業について』1990年５月）などが代

表的なものであろう。ここでの「産業構造の高度

化」とは，外部資本の導入による巨大開発と企業

誘致により「地域開発」をはかることであるが，

現状の六ヶ所村に建設されているのは，核燃料

サイクル関連施設ばかりである。使用済みウラ

ンの再処理施設の稼働もプルトニウムの利用が

不透明である以上，運転を急ぐ必要のない施設

であるとの声が強まっている。

　しかし，このような外部からの巨大開発の経

済効果は主に関連施設建設時の一時的な効果に

終わり，持続しないというのが多くの事例から

指摘されていることである。外来型の大型開発

にのみ依拠するのではなく，地域の資源を活か

した「内発的発展論」（宮本憲一，保母武彦著参

照）や「地域内再投資力論」（岡田知弘著参照）に

もとづく地域経済の振興が提起されている。そ

の際，地域経済に占める第一次産業の位置づけ

が大きな課題として認識されている。

　ところが多くの地域では第一次産業的色彩の

強い地域ほど，そこからの脱却というのが強い

政策課題とされてきた。この点において『青森県

社会経済白書　平成18年度版　持続的・自立的

な地域社会の実現を目指して～クラスター形成

による地域新生～』（2007年３月）は，「これまで

のような地場産業・産地対策，商店街の振興，

中小企業の経営安定支援，企業誘致等が中心の

産業振興施策の転換を余儀なくされている」と

して，「産業を振興し雇用を確保していくため，

新たな視点から本県地域力の現状と課題を検証

し，今後の産業振興の方向性を探る」と述べられ

ており注目できる内容となっている。

　上記青森県の『白書』は特別の「新たな視点」を

打ち出している訳ではないが，前述の経済構造

を抱えている北東北地域，特に青森県のように

農業的色彩を依然として強く抱えている地域の

産業発展にとって重要な問題提起をしていると

思われる。何よりも更地の場所に突然その地域

と関係のない企業誘致や産業開発をすすめるこ

との反省が総括されている。『白書』の内容を簡

単に要約しておきたい。

　今日，中央での景気回復に反して，地方の遅

れは，経済のグローバル化による工場の海外移

転，国内の工場の撤退と縮小など，企業の再編・

コスト削減の結果，製造業関連の数値（事業所数，

従業者数，出荷額，付加価値額）の減少として現

れている。さらに，三位一体改革など，国の財

政方針の影響を強く受けたことも要因である地

方財政の悪化は，公共工事への投資額を減少さ

せ，小規模な建設工事の減少となっている。こ

のことは「外部依存体質の地方経済が，もはや立

ち行かなくなっていることを意味」しており，

「自立した経済構造へと体質改善」せざるを得な

くなっている。現在の地方の不況は，景気循環

によるものというより，むしろ構造的問題にあ
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ると指摘する。

　青森県経済の脆弱さの要因として，「公共部門

への依存体質や，製造業の集積の薄さ，成長産

業業種不在の産業構造等が，指摘されてきたと

ころであり，その対策として，工業団地の造成

や，企業誘致など，開発にウェイトを置いた産

業政策がとられてきた」が，「これまでのように，

待っていればいずれは景気が回復し，あるいは

公共投資によって助けてもらえるという，外部

依存体質の地方経済が，もはや立ち行かなく

なっていることを意味している」と分析してい

る。そして，「戦後，農林水産業を主体とした産

業から出発した本県経済が，50年以上かけて，

全国を後追いする形で目指してきた行先の延長

線上には，自立的経済構造という名のゴールは

存在していなかったということを物語って」お

り，「地域経済の繁栄は，その地域に根ざした産

業を強化し，成長させて行く道筋の延長線上に

見出されるものであり，全国のトレンドを追い

かけている限りは，他と比べて優位な地域を獲

得する可能性は低いということである。」（『同上

白書』４頁）と断言している。こうした視点から

もう一度，青森県の産業構造を見直そうとして

いる。

（２）地域経済振興と第一次産業

　表２に示すように現時点では最新のデータで

ある2000年の青森県産業連関表によれば，青森

県は製造業をはじめとして多くの産業で需要額

が生産額を上回る移輸入超過の状態になってい

る。その中で農林水産業の県内生産額は，約

5,000億円に満たず全産業に占める割合も約

５％に過ぎないが，純移輸出額では1,000億円を

超え，全産業中，域外から一番経済的利益をも
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たらしている産業といえる。農林水産業の内，

県内総生産（産出額－中間投入）の内，農業が約

80％，水産業が16％，林業４％を占めている。

また，地域的には日本海側の津軽地域では米と

りんご，太平洋岸の県南（南部）地域では野菜と

畜産が主たる産物となっており，バランスの良

い品目構成である。すなわち本『白書』は青森県

経済にとって農業は最も地域に根ざした優位産

業であることを強調している。

　しかし，製造業の出荷額の構成比を見ると食

料品が20％を超える割合を示し，従業者数の構

成比では，食料品製造業と衣服，その他の繊維

製品製造業で全体の４割近くを占めている。製

造業の出荷額構成では水産物・畜産物は加工品

原料として利用されているが，農産物の加工は

遅れている。すなわち付加価値額をつけるなど

の「1.5次産業化」「６次産業化」が遅れているこ

とを指摘している。また，農村部ではアパレル

産業などに従事する婦女子労働力が依然として

重要な役割を果たしていることがわかる。年齢

層の高い婦女子は農業に従事している者が多い

が，この層は，農産物の産直施設などで活躍し，

統計数値以上の所得を得ている事例が見られる

ことなどを考えると農業（第一次産業）を基盤と

する産業展開に必要な労働力は潜在的にあると

言える。

　このようなことから，青森県経済の現状分析

（産業経済）のまとめは，「１．輸出超過の農林水産

業，２．活かしきれていない農産物の加工，３．

（農水産物加工の）商業への波及」（同書27頁）と

して位置づけられる。そして，内発的地域づく

りの手段として，「『食料』をキーワードにした戦

略は，有力な選択肢」であることが提言され，そ

の実現のためには「食料産業」をクラスター（集

合体）の核として，農業・工業・商業が連携する

と同時に大学や試験研究機関などの協力を得た

産学官提携の協力が必要であると強調している。

　『白書』の結論部分である「価値化の転換」の項

目では，次のようにも述べている。やや長いが

筆者の問題意識と共通しているので全文引用し

ておきたい。

　「クラスターにおいては，ハイテク，ＩＴ分野

が取り上げられがちだが，現状分析の結果，本

県の場合は，そうした最先端の，国内における

成長産業と呼ばれる分野において，強みといえ

るような要素を見いだすことができなかった。

一方で，ローテク分野である農業の競争力は，

我々が感じている以上に高いと考えるべきであ

る。本県唯一の高度移出型産業であること，研

究シーズの多さ，関連産業の集積度，どれをとっ

ても優位性は明らかであり，私達は本県農業の

価値を再認識し，誇りに思うべきである。」（同上

73頁）。

　今日，地域経済の発展を考える際，農業を遅

れた産業として見るのではなく，歴史的，国際

的，地域的観点など多様な視点からとらえ直し

た場合，可能性の秘めた産業であることを改め

て認識することが必要である。「一次産業が自立

の鍵」という問題提起は極めて今日的であると

言える。

おわりに

　本稿は，国民経済における農業及び地域経済

における農業（第一次産業）の位置づけについて

の最近の動向を述べたものである。全体として

わが国の農業に関しては残念ながらマイナス面

が語られることが多いが，現状の引き起こされ

ている事態は，国の農産物自由化政策の施策そ

のものにあり，多くの困難を抱えているのは述

べた通りである。それ故，基本的には国の農業

政策が根本的に変わらなければ課題の解決には

至らないと考える。

　しかし，その一方，地域農業再生のための実

践や地域経済における農業の位置づけの見直し

など多様な動きがあることに注目すべきである

ことを述べてきた。中小企業と農業分野の連携

は緒についたばかりではあるが，地域レベルに

視点をあてて関係者の提携，研究会の創出など

の多様な取り組みを進めることにより，新たな
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展望が広がることにつながるであろう。特に，

農業的色彩の強い青森県において県経済の「持

続的・自立的地域づくり」に向けた「視点」が出

されたことに注目しておきたい。

１）このことに関しては，筆者も参加して，北東北三
大学プロジェクト　まちづくりシンポジウム「人口
減少社会のまちづくりと中心市街地」，2007年２月
17日　岩手教育会館（盛岡市），後援：盛岡市・岩手
県・盛岡商工会議所・岩手県消費者団体連合会・盛
岡大通商店街協同組合・岩手生協・岩手自治労連，
基調講演：鈴木浩福島大学教授）を開催した。

２）参考文献３の大橋治執筆参照。
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