ISSN：2187-1132

2016 No.11（2017 年２月号）

●レポート：政策論説

自治体経営と政策エビデンス
宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授）

●レポート：政策シグナル

政策エビデンスと法的思考
宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授）

●レポート：アジアリンク

製造業の回復傾向と政策リスク
宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授）

●レポート：投稿論考

岐路に立つ日本農業

坪松 靖 （元江別市会計管理者・北海道大学公共政策学研究センター研究員）
●レポート：事例研究

三大都市圏の 2022 年問題 ～どうなる、どうする生産緑地～
長谷川 一樹（株式会社富士通総研 公共事業部）

政策論説

自治体経営と政策エビデンス
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

はじめに
政府全体として「EBPM（Evidence-Based-Policy-Making）
」、すなわち「エビデンスに基づく政策立
案」の充実に取組むことが内閣から提示されている。国民ニーズの適切な把握と「選択と集中」の観点か
ら、抜本的な統計改革及び一体的な統計システムを社会インフラとして整備・充実する姿勢を示している。
質の高い政策形成の原点は、経済社会への妥当かつ適正な観察であり、良質の観察を実現するには、統計
の質的向上が不可欠となる。特に、地方自治体の場合、地域への観察手段としての統計インフラの整備・
充実が、いまだ不十分な段階にある。国の「エビデンスに基づく政策立案」の充実と共に、地方自治体の
「エビデンスに基づく政策立案」を支える統計インフラの整備・充実が不可欠である。なぜならば、国の
エビデンス力の優位性が高まれば、政策形成において中央集権的構図が強まるからであり、地方自治の確
立に向けては、地方自治体の政策形成に対するエビデンス力の優位性を形成し高めていくことが必要とな
るからである。
１. 自治体経営のエビデンス力
政策エビデンスの重要性は 20 世紀に欧米を中心に発展し、理性による普遍性を基礎とする科学や技
術が経済社会発展の原動力となると考える 19 世紀の啓蒙主義を始点としている。日本では、20 世紀後
半には国勢調査などデータに基づく統計学の発展、それに続く情報処理技術の進展に支えられ国の行政
機関を中心に展開されてきた。このため、統計学や情報処理技術を背景とした数理的政策学の発展は、
政策の体系化に対する哲学的思考・政治的思考以上に、数値による実証主義を重視する傾向を強めてき
た。こうした流れの中にあって、統計学等分析手法は進化したものの、出来事を観察するデータ収集の
体制について必ずしも十分ではなく、とくに地方自治体においては観察・分析両面において国に依存す
る体質が依然強く、独自のエビデンス形成に不足する点が大きい状況にある。
しかし、国の統計は国の視点・関心事から形成されるデータとそれに基づくエビデンスであり、個々
の地方自治体の住民や地域の特性、そして地域としての関心事を踏まえた視点とはならない。この点は、
むしろ当然のことであり、国の統計を地域単位で組み換えるなど地域への情報提供に国も努めているも
のの、地方自治体としての政策形成に資するエビデンス形成に役立つデータの質を充足するものとはな
らない。住民や地域の特性などを踏まえ、自らの地域・住民を自らの視点で観察するメッシュ情報やア
ンケート情報の充実に努めなければ、地方分権や地域の競争力の充実、すなわち自治体経営の充実を図
ることには限界が生じる。
自治体経営とは、
「将来住民の選択肢を奪うことなく、現在住民のニーズに対応するため、限られた
資源を有効に活用すること」である。したがって、現在住民のニーズを最優先し、短期的視野で実質的
借金を増加させたり、様々な公共料金を必要以上に低く抑制し、施設などの老朽化を深刻化させたりし
て、将来住民に大きな負担を残すことは、自治体経営として不適切となる。一方で、危機感だけを過度
に重視し、将来住民の選択肢の確保を最優先することで、現在住民のニーズを軽視することも自治体経
営として不適切である。
将来住民と現在住民のニーズを「妥当性」と「適正性」をもって結びつけるのが自治体経営の機能で
ある。
この機能を発揮・充実するためには、地方自治体自ら政策エビデンスを形成することが不可欠となる。
妥当性とは、必要な情報を共有し行政や議会での議論、そして必要に応じて地域や住民も参画し政策を
議論し選択するプロセスを確保すること、すなわち、政策の議論や選択に民主的かつ体系的なプロセス
を担保することである。適正性とは、政策の議論や選択において目的達成に向けた明確な判断のための
行動規範（評価のものさし）を共有すること、すなわち、目的達成の行動規範で政策の良し悪しを判断
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し、優先順位をつけて体系化することである。
言うまでもなく、これまでの右肩上がり時代と異なり、均衡ある国土発展の国の視点からの画一的政
策ではなく、地域ごとの資源を生かした多様性に富んだ政策展開が地方自治体にとってはもちろんのこ
と、一国全体の競争力の向上のためにも不可欠である。根底的な課題として、グローバル化と一体化し
た情報化の進展が挙げられる。自治体経営を構成する要因は多様であり、①人的資源力、②資金力、③
地域の資源力、④官民を問わない政策力、⑤ネットワーク力、⑥情報力など広範に及んでいる。こうし
た要因のすべてに、決定的かつ広範な影響を与えているのが、情報化による人間行動の変化である。
２. 情報化が自治体経営へ与える影響
情報通信革命は、インターネット、クラウドをはじめとした通信手段などの問題にとどまらず、人間
社会の情報の流れや情報の質・量を変化させ、個々人あるいは人間集団の意思決定の構図に影響を与え
ることで、地域の経済社会活動の質にも変化をもたらす。たとえば、インターネットの発達は、インタ
ーネット取引など新たな流通・決済ルートの形成に加え、在庫状況や空席・空室状況の瞬時の確認、他
店舗間の価格比較など新たな情報ツールを生み出し、消費者行動に大きな変化をもたらしている。
情報は、組織・地域・国の内外を問わない人間関係を形成するための中核的要素であり、情報化は、
人間関係を形成する情報の「集積」と「伝達移動」の流れを変える。すなわち、情報化は、人間関係を
通じた経済社会活動の権限と責任の体系化を行う基本的要因であり、ガバナンス構造を構築する中核的
要因である。同時に、インターネットなどによる情報の伝達移動がオープン化し、様々な社会現象が相
互連関性を強め、信頼性の異なる情報が横断的に共有される中で、情報化は分野ごとに細分化された縦
割りなどに代表される自治体経営の従来の枠組みの変革をも求める要因となっている。
自治体経営は、地域の個々人あるいは集団としての人間行動とその相互関係に関心を持つことが大前
提となる。戦後の中央集権的体質での地方自治体、とくに基礎自治体の政策展開は、国や都道府県の発
する情報や政策を多く知り、それを活用できるかが重要なポイントとなっていた。いわゆる、知ってい
ること、国や都道府県からの情報蓄積を重視する構図である。そのため、政策を展開するための基礎自
治体の重要な資源である地域の人間行動に関する観察やそれを通じた体系的な情報蓄積が十分とはい
えない実態にある。情報化による蓄積や伝達移動の進化は、単に縦割りの情報の流れに大きな変化をも
たらすだけでなく、行政における情報分析の質を飛躍的に改善する。これまで行政は様々な情報を蓄積
しても、データとして蓄積・分析を行う基盤が整っていなかった。ある程度の調査に基づいて効果を見
込んでも、組織的な主観としての推測の域を脱することができず、事後的に見込みと結果の乖離の検証
を行っても主観的な推測の域にとどまっている。今日ではデータを蓄積する記憶装置も安価となり、膨
大なデータ収集・蓄積を行っても物理的制約要因となることはほとんどない。したがって、本来的には
政策や事務事業のデータを体系的に把握・分析し、エビデンスに基づく政策形成や自治体経営を展開す
ることが可能となっている。
３. エビデンスと行政組織
エビデンスに基づく政策議論は、極めて重要である。しかし、エビデンスによる政策の基盤形成とな
る情報の蓄積と伝達移動の変革は、記憶装置等ハード面での制約は低くなっても、組織的制約は依然と
して高いことを認識する必要がある。前述したように、情報の蓄積と伝達移動の構図の変革は、組織の
権限と責任の構図の変革と一体であること、さらに官民連携においては行政機関と民間組織間の権限と
責任の再構築を意味する。したがって、権限と責任の再編成を伴わない情報の蓄積と伝達移動の見直し
は、そこで生まれてくるエビデンスの有効性を空洞化させる。なぜならば、エビデンスに伴う政策への
権限と責任を担保する構図が形成されていないからである。エビデンス形成は、行政そして官民関係の
ガバナンス変革を意味する。
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政策シグナル

政策エビデンスと法的思考
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

エビデンスに基づく政策の取組みにおいて留意しなければならないのは、過度に法的思考としての性
格を強めてしまうことである。以下でみるように、エビデンスによる思考は過去を見る性格を強めやす
い。それは、統計データが過去に向けて信頼性が高く、一定の推計や前提を不可欠とする将来データの
信頼性は本質的・相対的に低いことによる。こうした点を踏まえ、将来データの分析力と同時にそれに
基づく政策思考と政策議論の質自体を高めることが、エビデンスによる政策議論においては必要不可欠
となる。
法的思考によって支えられた現行の政策・制度の理解は、当然に法解釈やそれに基づく具体的事項に
対する運用など法的思考を中心として展開されやすい。とくに増分主義の中で中央集権的に国の制度・
政策が中心とされた時代の地方自治体では、国の法令を着実に執行することが主な役割であり、そこで
は法的思考が求められた。基礎自治体では国や都道府県の制度や政策を理解し、それを着実に実施する
ことが地域政策の柱であり、自ら地域の人間行動とその関係に着目し、新たな制度や政策を生み出す思
考は地方自治体においては相対的に劣位となっていた。しかし、自治体経営の進化には、構造変化に伴
う政策や制度の見直しが不可欠であり、既存政策・制度と新たな政策・制度との連続性のガバナンス問
題として法的思考と共に政策思考の視点が重要となる。新たな政策・制度に対するガバナンス形成は、
まず、政策思考が中核となるからである。このため、法的思考と政策思考の一体性が確保されなければ、
自治体経営の進化は極めて緩慢なものとならざるを得ない。法的思考の特色は、①人為的に定められ特
定の社会で実効性を持つ実定法の基準に従うこと、②事実関係の認識と法的分析を行うこと、③過去の
出来事を事後的個別的に検証すること、④白黒の二分法的思考が中心となること、⑤十分な証拠に基づ
く推論を重視することにあり、法的思考は全体として過去をみる性格が強い。これに対して政策思考は、
①理想に向けて現在の制度に配慮するもののそれにとらわれないこと、②将来思考的かつ包括的な視点
で検証すること、③幅広い選択肢を発掘することなど法的思考とは異なる特色を持ち、現在の政策・制
度と摩擦的性格を持ちやすい。法的思考と政策思考の相互関係の充実に向けて、次の三つの視点が重要
となる。
第１の視点は、自治体経営における個別事例・現場の問題点から接近する帰納法的視点である。法的
思考は個別の過去の出来事に対する分析を通じて法的問題を発掘することであり、その問題を将来の政
策や制度設計に発展させ、普遍化する思考が政策思考である。個別の出来事をベースとして問題点を認
識する帰納法的視点は、従来の政策・制度を見直すことに有効性の高い接近方法であり、自治体経営の
原点ともなる。問題点と政策の発想は、現場に宿るという現場主義の原点でもある。政策思考により個々
の出来事から問題点を認識し、それらから共通要素や類似要素などを束ねて普遍化、すなわち上位概念
化することを意味する。この普遍化により、一層広い領域に共通要素・類似要素を活用する自治体経営
の応用力が形成される。第２の視点は、過去と将来を繋げる視点である。前例踏襲型の増分主義とは異
なり、前例にとらわれず変化させ自治体経営の進化を確保するため、法的思考により従来の政策・制度
を踏まえた上で、それを起点としつつ新たなルール・規範性の判断を行う前提となる経営哲学を共有し
経営規範を形成する。そこでは、自らが現場を観察・分析し新たな哲学を生み出すこと、すなわち「知
っていること」から「生み出すこと」への転換が重要となる。第３の視点は、分析と評価の融合である。
分析とは特定の出来事の構成要素、たとえば、子育て政策については、子育てを担う両親、子供自身、
さらには子育てに直接間接に影響を与える職場、教育機関、コミュニティなどの要素に分けて認識し、
それらの持つ共通点・類似点・相違点など諸点を明確にすることである。こうして明確にした諸点を応
用し、人間行動の特性を政策面から把握し、子育て以外の領域での人間行動と比較することで、エビデ
ンスに基づく政策の応用力を高めることが可能となる。
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アジアリンク

製造業の回復傾向と政策リスク
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳
図表１－１ 中国経済景況

（資料）中国国家統計局データによる。

中国国家統計局が発表した 2017 年１月の中国の製造業景況は、引続き改善する動きとなった。非製造
業も高い水準の景況感を維持しており、全体として景況は改善している。製造業の景況改善の大きな要因
は、新規受注の増加による生産活動の高まりとそれに伴う在庫調整の進展にある。足元の新規受注の中心
は外需であり、一方で中国国内からの内需はやや鈍化する動きとなった。
中国経済は、公共投資拡大など財政政策と金融緩和政策が下支える動きとなっているものの、民間部門
の構造改革はまだ十分ではなく、これまでも、経済全体として製造業の構造調整のダメージをサービス業
が補完する弱い構図が続いてきた。金融緩和政策も不動産投資等を活発化させているものの、設備投資等
民間部門の投資には結びつきづらく、資金の中国外への流出も進んでいる。こうしたことから、当面、中
国経済については構造改革の進捗による付加価値の向上を待つ段階にあることには変化はない。ただし、
2016 年以降、米国経済の堅調な動向と欧州経済がドイツに加えてフランス等の景況も少しずつ改善する
動きを見せていることから、製造業を中心に世界経済全体の需要が拡大傾向にある。製造業の需要拡大は、
在庫調整をプラス面に加速させ、設備投資の増加にもつながる流れを生みつつある。こうした流れは、日
本経済にも生じている。2016 年 10-12 月期（Q4）の実質 GDP 前期比成長率は 0.2%、年率１%の成長と
なり、こうした堅調な動きの背景には、外需すなわち輸出の前期比 0.2%増となったことがある。
仮に米国トランプ政権が経済面での保守主義的体質を強めて行けば、外需面からの各国経済へのプラス
効果が剥落するほか、英国の EU 離脱が具体化しフランスやドイツの選挙を通じて欧州の保守主義的体質
の強まりが加わることでマイナス影響はさらに増大する危険性はある。しかし、こうした政治リスクを抱
えつつも、足元では世界経済の堅調な動きが製造業を核として生じている。一方で、長期的課題としては
中国だけでなく日本経済においても、製造業・非製造業の付加価値向上は不可欠であり、政治リスクの増
大が避けられない中で、リスク管理力が高い経済政策と企業経営が今まで以上に重要な段階に入っている。
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投稿論考

岐路に立つ日本農業
元江別市会計管理者・北海道大学公共政策学研究センター研究員
坪松 靖

はじめに
世界の GDP の 40%を占める自由貿易圏の実現を目指した環太平洋経済連携協定（TPP）は、ユニラテ
ラリズムのドナルド・トランプが米国大統領選で勝利し、反グローバル化による保護貿易主義への回帰が
危惧される中、トランプは大統領就任初日「TPP から永久に離脱する」とした大統領令に署名した。
日本政府は、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）が中国主導で進められる懸念を牽制する意味でも、
公正なルールに基づいた日米主導による質の高い貿易秩序形成が必要であるとし、TPP 発効の経済的・戦
略的意義を粘り強く求めていくこととしているが、TPP 参加国の一部には合意内容を前提に改めて米国抜
きの枠組みを探る動きもある。一方トランプ自身、多国間交渉から２国間交渉に軸足を移し、グローバル
化に背を向けながらも自由貿易協定そのものは重視するスタンスを鮮明にしており、具体的な損得勘定で
農産物の開放を求めてくる可能性が強い。
進む経済連携体制の下、農産物の国内生産への影響等日本農業の抱える問題の本質とそこでの課題は何
か。戦後日本農業の変遷を概観しながら、農業再生への手だてや市場性発揮の可能性等農業が置かれてい
る現状を探り、貿易自由化で混迷する日本農業再生のあり方を考える。
１．戦後農業政策の変遷と日本農業の現状
まず、戦後農業政策の変遷を概観することにしたい。戦後、食糧増産のため大規模干拓や排水改良等
の農業生産基盤の整備が実施され、日本の農業は大きく発展した。1950 年代は戦後復興と食糧増産対
策の積極的展開が図られ、基本法農政1による農業基盤整備と規模拡大を進めた 1960 年代は、大規模農
業化やそれに伴う営農技術の開発、大型機械の共同利用等生産の高度化が展開された時代である。しか
し、やがて担い手不足による基幹的農業従事者2の老齢化や主業農家の減少、食生活の変化等コメ過剰問
題などで農業構造の弱体化が顕著となり、それまで進められてきた近代化政策の成果は徐々に崩れ始め
る。70 年代以降は、コメ偏重の政策から野菜・果樹・畜産等に政策の重点を移し、コメの生産調整を実
施しながら総合農政の展開を図るが、80 年代の急速なグローバル化の進展や、90 年代以降展開された
WTO の包括的な貿易交渉体制の推進で農産物市場の開放圧力が強まり、生産者保護一辺倒の政策フレ
ームは、その転換を余儀なくされることになる。
このため、1999 年には「食料・農業・農村基本法」を制定し、政策対象を食品産業・消費者・環境
分野まで枠を広げ産業としての農業の確立を目指すが、安定的農業経営の根幹である農地の改廃是正や
後継者不足の解消等生産性向上のための改善成果は未だ見えないまま今日に至っている。
一貫して続けられた自作農以外の新規参入を排除する農地制度や、食糧管理制度等生産者保護を基本
とする農政展開は、経営耕地面積が小さく零細農家の多い日本の農業を守るために一定の役割を果たし
てきたのも事実である。だが、営農指導から農産物の生産出荷までの農協による一元的指導管理や、市
場競争力が働きにくい価格政策を軸とする農業保護政策が日本農業にもたらしたものは何だったのだ
ろうか。
耕地面積は高度経済成長期での転用改廃が続き、作付延べ面積は 1960 年の 813 万㏊から 2015 年に
は 450 万㏊まで減少し、耕地利用率も 134%から 92%へと大幅に低下している。また、農業従事者数も
2015 年には、175 万４千人となり、1995 年から 20 年で 31％減少し、基幹的農業従事者の平均年齢は

1

機械化や施設化等構造改善による農業生産性の向上と需要の伸びが期待される農業生産物の選択的拡大により自立経
営の確立と近代化を目指した農業政策で、1961 年から 70 年を基本法農政期という。
2 自営農業に主として従事した世帯員のうち、ふだんの主な状態が「主に農業（仕事）である者」をいう。
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67 歳に達するなど、止まらぬ高齢化の勢いが急ピッチで進み続けていることが見て取れ、農業総産出額
も 1984 年の 11 兆７千億円をピークとして、その後は８兆円台まで産出額が減少し、全体では 40%前
後の大幅な落ち込みとなっている。3
こうした現状は、①農業従事者の平均年齢が 67 歳となる中、後継者不足で若い担い手へのバトンタ
ッチが進んでいないこと、②人口減少で国内需要が先細り、それに代わる海外輸出等新しい需要開拓が
遅れていること、③農地の流動化が進まず、耕作放棄地が 42 万㏊に達するなど農地荒廃が進んでいる
こと、に主因があると考えられるが、その根底には長い年月により制度劣化してきた構造的問題が日本
農業に横たわる。
２．体質強化への胎動
内閣総理大臣の諮問機関である「規制改革会議」の答申を受けて、内閣が 2014 年６月 24 日閣議決定
した規制改革実施計画の中では、日本農業に対する規制改革を「農業分野の規制改革の観点と重要事項
について、競争力のある農業、魅力ある農業を創り、農業の成長産業化を実現するため、農地中間管理
機構の創設を、国民の期待に応える農業改革の第一歩とし、農業委員会、農地を所有できる法人、農業
協同組合のあり方等を３点セットで見直しを断行する。
」とした。
こうした方向性をより戦略的な仕組みに転換していくためには、市場性発揮を念頭とした以下の５つ
の問題への対応が考えられる。
第１に生産性や経営効率を高めるための耕地面積の規模拡大である。「農地中間管理事業の推進に関
する法律（2013 年 12 月施行）
」に基づき設置された農地中間管理機構による遊休農地等の貸付は、2015
年実績で目標面積（年 14 万 ha）に対し 20%にも満たない貸付率となっており、遊休農地の課税優遇の
廃止の早期実施等「農地中間管理機構」の積極展開が図られるよう諸対策を絡めながら、耕作放棄地の
解消や農地流動化の一層の促進を図ることである。
第２は農業従事者の年齢の若返りである。内閣府の世論調査4では、都市部に住む 20 歳代から 40 歳
代の半数以上が「地方に移住して良い」と答え、農山漁村に関する世論調査でも都市部に住む者のうち
「農山漁村に定住したい」とする回答が増加している。また、過疎化が進む中山間地には、地域おこし
協力隊（３年間の任期）5として多数の若者が移り住み、地域の支えになろうという動きもある。こうし
た状況は、若い担い手を農業に参入させる好機になる。財政規模の脆弱な基礎自治体に新規参入支援を
委ねるのではなく、農業者として地域に定着するための技術習得や独立のための資金援助等の実施援助
体制を国の制度として充実させていくことが必要である。
第３は農地所有適格法人化を進め、より企業参入しやすい環境をつくるなど生産効率の向上を図って
いくことである。組織化は農業経験の少ない若手農業従事者の雇用を増やすことに確実につながってい
く。
第４は食の品質の差別化を図ることである。すでに香港・台湾などでは、コメをはじめ、野菜や果物
など品質の良さに一定の評価を高めつつあるが、2015（平成 27）年の農林水産物・食品の輸出額は 7,451
億円となるなど３年連続で過去最高を更新し、輸出市場での販路拡大が有望になっている。

3

農林水産省「2015 年食料・農業・農村白書」。
内閣府が 2014 年 8 月に、全国の成人男女 3 千人を対象に実施。都市に住む人に地方に移住してもよいか」との問いに、
「思う」
「どちらかといえば思う」の合計が 20 歳代から 40 歳代で半数を超えた。
また、内閣府が 2014 年 6 月に全国の 20 歳以上の 3 千人を対象に調査した「農山漁村に関する調査」では、都市部に
住むと答えた 1,147 人にのうち、「農山漁村に定住したい」が 31.6%で、全回調査（2007 年）に比べ 11 ポイント上昇
し、「定住したくないが」65.2%となり、11.8 ポイント低下している。
5 過疎地を対象に都市部の若者を受け入れ、3 年間の任期で地域づくり活動に参加してもらう総務省の制度。市町村が
受け入れ主体となり、隊員の活動費や給料は地方交付金に上積みされる。
4
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図表２－１ 農林水産物・食品の輸出額の推移
単位：億円

区分/年度

2012

2013

2014

2015

農産物

2,680

3,136

3,569

4,431

水産物

1,698

2,216

2,337

2,757

林産物

118

152

211

263

4,496

5,504

6,117

7,451

計

（資料）農水省「食料・農業・農村白書」をもとに作成。

第５は生産者に対する海外展開への支援である。縮む市場を見据えた生き残りのための海外進出を進
めるには、品質や鮮度を保持しながら農産物を海外に運ぶための物流機能の強化が必要であり、船便や
航空便等物流会社へのアクセスや、海外の需要動向や消費地のリサーチなど、海外展開に必要な情報を
生産者へ提供し、適正な輸出量と輸送を可能とするための情報支援機能を充実させていくことが海外展
開拡大の鍵となる。
海外展開に重要な役割を担うのは、物流・商社や貿易会社である。しかし、既存の貿易会社等に対し
ては、個々の生産者が直接交渉する機会やルートが少なく、また、生産者単位の小口農産物の輸出や輸
送等の取扱いが不慣れなこともあり、輸出をためらう生産者も多く具体的な進め方が分からないことが
ネックになっている。
政府の農林水産業の輸出力強化ワーキンググループは、国産品の品質や特色にお墨付きを与える制度
を創設するなど、農林水産物・食品の輸出額を 2020 年までに１兆円に増やすための輸出力強化戦略を
まとめたが6、通関手続きを含めた農産物集出荷体制支援のワンストップ化など、IT 等情報システムを
活用した輸出力強化戦略を円滑に展開するための仕組みづくりなど、官民一体となった今後の取り組み
が期待される。
「再生待ったなし」の状況に置かれた日本農業だが、明るい兆しも見えてきている。
農協系統出荷とは別に消費者との直接取引や海外輸出など市場展開に独自に取り組んでいる農業生
産法人7の出現である。このことを裏付けるように、日本経済新聞社が全国の農業法人を対象にアンケー
ト調査した結果では、回答法人の 48%が輸出促進に取り組み始めていることが明らかになっており8、
農産物の農協系統出荷の減少に伴い、生産者自ら台湾や香港など中間層の所得向上が顕著な東アジアを
中心として海外の消費者と直接取り引きするケースも増えてきている。日本の生産者がつくるコメや野
菜・果物の品質の高さは富裕層や高級レストランなどで評価されてきているが9、これは味や食べやすさ
など海外産との差別化が順調に図られてきていることの証左である。
一方、前述した農業法人に耕作放棄地を貸し出す「農地中間管理機構（農地バンク）」を活用した大手
スーパー傘下の農業生産法人によるコメの生産や、リースグループによる茶栽培等耕作放棄地再生化の
動き10など、施策に直結する新たな取組みも見られている。また、政府が展開する国家戦略特区では、
農業委員会の農地の権利移動に関する認可権限の市への移譲で耕作放棄地の解消を図り、６次産業化や
農業法人の経営多角化等、民間事業等新規事業者の参入を意図した土地の流動化が進められており11、
品質の優位性を活かした海外進出や、農地集積等の集約化など危機感を持った農業体質強化への胎動が
見えはじめている。

6

2016 年 5 月 13 日「日本経済新聞」。
2016 年 4 月施行の改正農地法で「農業生産法人」は「農地所有適格法人」に呼び名が変更された。
8 日本経済新聞社が市場経済研究所を通じ、2015 年 12 月から 2016 年 1 月に全国 300 の農業法人を対象に記入式でアン
ケートを実施。回答率は 55.3%。
9 「情報戦略レポート 35」
（2013 年 3 月）日本政策金融公庫 p30 参照。
10 2016 年 5 月 4 日「日本経済新聞」。
11 2015 年 11 月 6 日「日本経済新聞」参照。
7
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３．再生の方途
米・麦等主要食糧への生産・流通・消費等政府介入にみられる過剰な価格政策12の展開は、価格競争
力や産業としての市場性を削ぎ、自作農主義13に基づく硬直化した農地保全制度は合理的な耕地利用率
の低下や耕作放棄地の拡大をもたらすなど、農業保護政策が持つ限界を露呈している。
しかも、TPP 発行後の対策として打ち出された「輸入枠に相当する国産米の政府による備蓄米として
の買い入れ」や「畜産農家の経営継続のための所得補填の拡充」も、既存生産者の保護に力点を置くも
ので、広域的経済連携下に対応できる産業として積極的に農業を再生させようとする迫力に欠ける。特
に「飼料用米の支援措置の恒久化」は、農業の競争力を確保するため決定した「米価つり上げのために
続けられてきた減反（生産調整）廃止を骨抜きにする」14矛盾した政策であり、農業の競争力強化を標
榜する政策との整合性に問題があるなど、その場しのぎの感が強い。
徳俵に足がかかった日本農業は、「農地流動化・農業従事者の若返り・農地所有適格法人化の促進」
といった農業再生のための議論が展開されているが、こうした議論を具体化するためには、攻めの農業
に直結する政策体系の明確化と、より具体化した施策群の構成が必要になる。
特に、６次産業化等への貢献度が見込まれる「農業の機械化による作業効率の向上」
・
「外国人就農者
の受け入れ」
・
「農地法の改正による農地の流動化」
・
「農業生産技術の改良」
・
「企業による新規参入」や
「生産者等による農産物の加工・販売、農産漁村の環境資源を活かした観光・商品化」等各施策におけ
る評価体制の確立は成果発揮のための根幹である。
農業は天候等自然環境に左右されるなど生産工程を他産業と同一視することはできず、産業としての
環境保護や基盤整備等一定の技術支援や補完措置が必要であり、発展途上国が必要な産業を一時的に保
護するために行う政策には一定の合理性がある。しかし、日本農業は既に技術的にも品質的にも輸出産
業としての発展可能性を有している。経済協力開発機構（OECD）によれば、日本の農業粗収入に対す
る生産者支持推定量（Producer Support Estimate）15比率は 54%（2011-2013 年）で OECD 平均の約
３倍（18％）に達しており16、農業保護を基軸とする政策から市場性発揮を可能とする政策への転換が
望まれる。
農業王国といわれるオランダは EU 圏内の消費地へ農産物の輸出総額は世界第２位を維持しているが、
その背景にあるのは農業関連の大学・研究機関・企業等の資源・知識を集約し、食とビジネスに関する
課題解決や消費品開発等のニーズに機動的に対応できる一大集積拠点の形成である。なかでも「フード
バレー」17と呼ばれる関連機関の横断的な研究体制は、アグリフード産業振興の一翼を担っている18。
日本農業を存在感のある付加価値の高いアグリ産業として発展させるためには、こうした生産者・企
業・研究機関が一体となった生産・流通・販路開拓まで網羅する拠点機能を持った「日本版フードバレ
ー」の展開が必要であり、
「生産・流通・販売」の各工程の一体的連携を可能とする産業クラスターの
形成は、１次産業から３次産業までを網羅する６次産業化の早期達成につながっていく。

12

1942 年制定の食糧管理法に基づき創設された制度で、主食である米や麦などの価格や供給を政府が直接管理する制
度。1995 年には食糧法が施行され、農家が自由に米などの作物を販売できる「食糧制度」に改められたが、2004 年には
農業従事者に限らず米を販売流通させることができるようになるなど大幅な食糧法の改正が行われている。
13 農地所有による自作農が最も望ましい農業の形態とする考え方。
14 2016 年 6 月 23 日「日本経済新聞」参照。
15 OECD が開発した農業保護指標。関税で国内市場を隔離することで実現した高い農産物価格への消費者負担と、財
政を通じて納税者が負担する農家への補助直接支払の二つの要素で構成される。
16 OECD 農業政策「監視と評価 2014」www.oecd.org/tokyo/newsroom/documets
17 オランダ中部のワーヘニンゲン地域に、アグリフードの「知」が集積するワーヘニング大学や、TNO（オランダ応用
科学研究機構）、NIZO（食品研究所）、TIFN（食品栄養先端研究機構）など世界的な食品関連専門研究機関や企業が
集まる。「食」の研究開発・生産・加工・包装・流通のすべての資源・知識の集積を図るアグリフード産業の一大クラス
ターを形成している。
18 金間大介（2013 年）
「オランダ・フードバレーの取り組みとワーニンゲン大学の役割」科学技術動向 136 号 pp25-26
参照。
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では、農産物に付加価値を付け、需要動向を踏まえながら消費地に運び販売の最適化を図る６次産業
化だが、2011 年３月「六次産業化法」施行以降、際だった進展を見せていない原因はどこにあるのだ
ろう。
野村アグリプランニング&アドバイザリー（株）が農水省「６次産業推進中央支援事業」として行っ
た「６次産業化を推進するに当たっての課題の抽出と解決方法の検討」
（2012 年３月）では、６次産業
化を進めるうえでの課題克服が次の３つに集約されている。第１にビジョンの前提となる企業理念・経
営管理・経営方針の明文化し、将来の事業領域を明らかにすること、第２に事業環境の分析とターゲッ
トとなる顧客の特徴を捉えること、第３に地域特性や生産物の特性を考慮したビジネスモデルを構築し、
事業計画の策定と進行管理を行うことである。
しかし、６次産業化を進めるうえで重要なことは、事業化に必要なデータをベースに生産者を２次・
３次産業事業者とどう結合させ、地域の反応やニーズに見合った商品を見極め、製造販売をしていくか、
その場合、企業組織化するのか、生産者と既存事業者が連携するのか等事業立ち上げに際し克服しなけ
ればならない課題は山積している。生産者が単独でこれらの課題をクリアすることは難しく、事業化や
企業化に具体的なノウハウを持ち、必要な指導助言を行うコンサルタントの役割が重要である。しかし、
６次産業化を希望する生産者が必要な時に必要なコンサルタントと出会える機会は少なく、必要とされ
るコンサルタントが適宜派遣されることが可能となる新たな仕組みへの取組みが６次産業化推進のた
めの第一歩となる。求められるのは、事業化に必要な課題を克服するための支援体制を整備することで
あり、そのためのバックグラウンドとして、食とビジネスに関する集積拠点の形成が急がれる。
まとめ
食糧増産を至上命題とする時代背景の中、生産者保護を基本に進められてきた日本農業は、結果として
価格競争力の劣化や基幹的農業従事者の高齢化をもたらし、経済のグローバル化への対応を困難とする体
質に陥ってしまった。
今、就農者の老齢化や後継者不足を補うため、天候や作業データのネット管理化等農作業の IT 化やロ
ボット技術化が進められてはいるが、礎である農地の効率利用や担い手の確保が柔軟に行われなければ、
この先の農業発展の保証はない。農地保護を前提とする農業基盤整備と規模拡大を図ってきた昭和 30 年
代以降の農政展開は、その後の主業農家の減少や基幹的農業従者の老齢化により行き詰まったが、農業衰
退の要因のひとつに農業生産性確保のため世襲制を基本とした自作農主義の考え方にあったことは否定
できない。
自作農を前提としてきた農地法も、2015 年の改正農地法の成立により、農地所有適格法人への出資比
率が 25％以下から 50%未満に拡大され、企業の農地所有拡大の門戸が大きく開かれた。他方、農協改革
の動きが強まる中、生産者から集めた野菜を、翌日に都市部のスーパーで販売できる仕組みを構築した
「
（株）農業総合研究所」が東証マザーズ市場に上場するなど、民間セクターによる農産物流通も変化の
兆しを見せている。農業再生の鍵が、市場の合理性をベースに目詰まりした農業保護政策からの脱却と小
規模・高齢農業者の離農促進による新規就農者への経営移譲や、農地流動化による企業等の新規参入など
産業展開の高度化にあることは、わが国が歩んできた農業政策の歴史が暗示しており、農業再生のための
新たな新陳代謝を起こす判断が今、求められている。
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三大都市圏の 2022 年問題
～どうなる、どうする生産緑地～

事例研究

株式会社富士通総研 公共事業部 長谷川 一樹
はじめに（生産緑地とは）
「生産緑地」とは、三大都市圏の特定市（東京都特別区、首都圏・近畿圏・中部圏にある政令指定都市、
及び既成市街地・近郊整備地帯などに所在する市）の市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付け
られた緑地機能に着眼し、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に資する農地等を
計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図ることを目的とした都市計画上の制度である。具体的には、
次の①から③に掲げる要件を満たす一団の農地等を対象に、土地所有者の申出に基づき、当該自治体の首
長が都市計画の手続きを経て指定するものである。
【図表３－１】
＊＊＊生産緑地の指定要件（生産緑地法第３条）＊＊＊
①公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当
の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであるこ
と。現に農業の用に供されていること.
②500 平方メートル以上の規模の区域であること。
③用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められる
ものであること。

生産緑地の指定を受け

図表３－１ 生産緑地の指定・解除のフロー

ると、その土地の所有者は、
農地として適正に管理・保
全することが義務付けら
れ、建築物の新築、改築及
び増築や宅地造成など土
地の形質の変更を伴う行
為や、農地以外としての転
用・転売が厳しく制限され
る一方、固定資産税の宅地
並み課税の適用除外や相
続税の納税猶予など、税法
上の手厚い優遇措置を受
けることができる。
生産緑地法では、指定か
ら 30 年が経過した時、又
は農林漁業の主たる従事
者が死亡、もしくは国土交
通省令に定める農林漁業
に従事することを不可能

出典：東京都世田谷区資料

にさせる故障が生じた時は、首長に対し、当該生産緑地を時価で買取るべき旨の申出を行うことができ
るとされている。【図表３－１】
1992（平成４）年の当初の指定から 30 年が経過する 2022（平成 34）年以降、多くの生産緑地にお
いて買取りの申出がなされると予想される。しかし、年々厳しさを増している財政状況下、そのほとん
どが買取られずに生産緑地の指定が解除され、新規宅地として市場に大量供給されることによって、定
住人口の確保を巡る都市間競争の熾烈化や、近年、全国的にも大きな社会問題となっている空き家のさ
らなる増加を招くなど、今後の都市政策において多大な負の影響を及ぼすことが大いに懸念される。
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１．生産緑地の指定状況
（１）三大都市圏の特定市
1991（平成３）年４月の生産緑地法の改正、1991（平成３）年度末の長期営農継続農地制度の廃止、
1992（平成４）年度からの固定資産税等の課税の適正化等の措置により、三大都市圏の特定市の市街化区
域内農地は、生産緑地（都市計画において保全する農地）と宅地化農地とに区分された。
国土交通省の土地総合情報ライブラリーによると、三大都市圏の特定市における市街化区域内農地のう
ち、宅地化農地は、1993（平成５）年の 30,628ha から 2014（平成 26）年の 12,916ha と半数以下に大
きく減少しているのに対し、生産緑地は、1993（平成５）年の 15,113ha から 2014（平成 26）年の 13,543ha
と約１割（1,570ha）の減少に止まっているのが特徴的となっている。
【図表３－２】
図表３－２ 三大都市圏の特定市における市街化区域内農地の推移

出典：国土交通省 土地情報総合ライブラリー資料

（２）東京都内の 26 市
2012（平成 24）年３月 31 日現在、都内 26 市全体の生産緑地面積は 2,967.5ha、対市街化区域面積
比は 6.1％となっている。その内訳をみると、対市街化区域面積比が最も高いのは、清瀬市の 18.2％で
あり、以下、東久留米市の 12.3％、国分寺市の 11.4％、立川市の 10.6％、小平市の 9.4％の順であり、
それ以外の上位 10 市の中には三鷹市や西東京市のように、東京都心部から概ね 20km 圏内の比較的近
距離に位置する自治体が含まれている。
【図表３－３】
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（３）千葉県内の 22 市
2014（平成 26）年３月 31 日現在、県内 37 市のうち、生産緑地を指定している自治体は 22 市、そ
の合計の生産緑地面積は 1,188.3ha、対市街化区域面積比は 1.8％となっている。その内訳をみると、対
市街化区域面積比が最も高いのは、鎌ケ谷市の 6.6％であり、以下、白井市の 5.0％、流山市の 3.9％、
船橋市の 3.6％、松戸市の 3.29％の順であり、2011（平成 23）年～2016（平成 28）年の人口増加率が
6.9％（11,289 人）で県内 37 市中、最も高かった流山市のほか、それ以外の上位 10 市の中にも船橋市
や柏市のように、近年、県内で人口が相対的に堅調に増加している自治体19が含まれている。
【図表３－
４】
図表３－３ 東京都内 26 市の生産緑地の指定状況
順
位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

市名

清 瀬 市
東久留米市
国 分 寺 市
立 川 市
小 平 市
三 鷹 市
武蔵村山市
西 東 京 市
東 村 山 市
稲 城 市
青 梅 市
調 布 市
あきる野市
国 立 市
狛 江 市
小 金 井 市
日 野 市
東 大 和 市
町 田 市
羽 村 市
府 中 市
昭 島 市
八 王 子 市
武 蔵 野 市
多 摩 市
福 生 市
市部合計

市街化
区域面積 決定面積
（ha）
（ha）
1,019
1,280
1,148
2,074
2,046
1,650
1,171
1,585
1,696
1,581
2,183
2,048
1,150
792
582
1,133
2,244
989
5,480
814
2,725
1,440
7,997
1,073
2,019
663
48,582

185.5
158.0
130.7
219.0
191.9
152.2
102.0
132.5
141.5
121.3
145.8
132.4
73.0
48.6
35.1
66.8
123.0
48.7
251.8
33.9
105.6
51.4
250.9
29.3
28.9
7.7
2,967.5

図表３－４ 千葉県内 22 市の生産緑地の指定状況

生産緑地
地区数
（地区）
271
315
254
388
389
320
352
312
342
475
754
439
408
147
144
225
484
214
1,132
179
469
219
1,118
89
145
56
9,640

順
位

対市街化
区域面積比

市街化
区域面積 決定面積
（ha）
（ha）

市名

（％）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

18.2
12.3
11.4
10.6
9.4
9.2
8.7
8.4
8.3
7.7
6.7
6.5
6.3
6.1
6.0
5.9
5.5
4.9
4.6
4.2
3.9
3.6
3.1
2.7
1.4
1.2
6.1

鎌 ケ 谷
白 井
流 山
船 橋
松 戸
柏
市 川
富 里
八 千 代
我 孫 子
四 街 道
野 田
成 田
富 津
習 志 野
千 葉
袖 ケ 浦
市 原
木 更 津
君 津
佐 倉
印 西
市部合計

市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市

1,073
845
2,151
5,509
4,444
5,453
3,984
479
2,238
1,615
1,245
2,399
2,057
1,158
1,859
12,881
2,135
6,125
3,400
2,195
2,424
1,907
67,576

70.4
42.5
84.8
195.7
146.2
178.7
99.5
11.5
52.9
29.9
21.5
35.2
27.6
12.9
16.8
109.1
8.9
23.2
11.0
3.7
3.7
2.6
1,188.3

生産緑地
地区数
（地区）

対市街化
区域面積比

159
49
287
531
555
582
335
41
192
129
72
197
82
58
100
473
64
147
85
25
15
18
4,196

（％）
6.6
5.0
3.9
3.6
3.29
3.28
2.5
2.40
2.36
1.9
1.7
1.5
1.3
1.1
0.9
0.8
0.42
0.38
0.3
0.17
0.15
0.1
1.8

出典：国土交通省「Ｈ26 年都市計画現況調査」

出典：国土交通省「Ｈ24 年都市計画現況調査」

２．生産緑地の保全・活用に向けた動向
このような状況下、国では、2017（平成 29）年２月 10 日、都市における緑地の保全及び緑化並びに
都市公園の適切な管理を一層推進するとともに、都市内の農地の計画的な保全を図ることにより、良好
な都市環境の形成に資するため、
「都市緑地法等の一部を改正する法律案」を閣議決定している。
同法案では、
「公園、緑地等のオープンスペースは、良好な景観や環境、にぎわいの創出等、潤いの
ある豊かな都市をつくる上で欠かせない。また、災害時の避難地としての役割も担っている。都市内の
農地も、近年、住民が身近に自然に親しめる空間として評価が高まっている」という認識の下、生産緑
地に関して、
「①生産緑地地区の一律 500 ㎡の面積要件を、市区町村が条例で引下げ可能に（300 ㎡を

2011（平成 23）年～2016（平成 28）年の人口増加率について、柏市は 2.37％（9,593 人）で 37 市中８
番目、船橋市は 2.36％（14,359 人）で 37 市中９番目に高くなっている。
19

12

下限）
」
「②生産緑地地区内で直売所、農家レストラン等の設置を
可能に」「③新たな用途地域の類型として田園住居地域を創設」

図表３－５ 災害時緊急避難協力
農地

することなどがうたわれている。【図表３－６】
また、東京都国分寺市では、災害時に農地を避難場所として活
用し、市民に野菜等を提供するため、2002(平成 14）年に市と農
業協同組合との間で「災害時における農地の使用及び生鮮食料品
の調達に関する協定」を締結している。これに基づき、同市では、
災害時に市民が避難場所に向かう際、安全を確保するために緊急
に退避することができる場所として、2015（平成 27）年１月現
在、103 箇所の農地を「地区災害時待避所」に指定している。

出典：東京都三鷹市ＨＰより

同種の取組（災害時緊急避難協力農地）は、東京都三鷹市にお
いても導入されており、いずれの市も当該農地には看板を設置するとともに、所在地をホームページ上
で市民に対し広く公開している。【図表３－５】
図表３－６ 「都市緑地法等の一部を改正する法律案」の概要（抜粋）

出典：国土交通省資料
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おわりに（保全・活用に向けた今後の課題）
2020 年東京オリンピック・パラリンピック

図表３－７ 臨海部の開発事業等による
常住人口及び就業人口の見込み

競技大会後、中央区晴海では、選手村の住宅
棟が 2025（平成 37）年頃までに民間住宅に
転用され、その総戸数（分譲・賃貸）は約 6,000
戸に上る見込みである。

常住人口

（百人）
2,500
2,000

1,774＋α

加えて、東京都及び中央区・港区・江東区
が 2016（平成 28）年６月に策定した「東京

1,500

都臨海部地域公共交通網形成計画」
によると、

1,000

選手村跡地を含めた臨海部では、開発の進展

500

に伴い、将来的に常住人口が 10 万人以上増

0

これらの計画が具現化した場合、2020（平

1,363＋α
1,165 1,139＋α

2,173＋α
1,919＋α

1,481＋α

905

現況

加すると見込まれている。
【図表３－７】

就業人口

平成31年

東京2020大会後

将来

出典：東京都・他３区「東京都臨海部地域公共交通網形成計画」

成 32）年以降の首都圏では、人口の都心回帰現象が再燃する一方、郊外の既成市街地では、生産緑地の
指定が解除されたものの、買い手が付かず管理不全の状態に陥った空き地が比較的短期間に大量に発生
し、近年、全国的に問題視されている空き家以上に極めて深刻な社会問題と化すことが大いに懸念され
る。
今後、高い実効力を伴った形で生産緑地の保全・活用を促進するには、各自治体が既存の緑地の利用
実態や周辺の市街地環境に及ぼしている影響等をきめ細かく分析・評価した上、将来にわたって保全す
べき緑地と今後、土地利用転換も止むを得ない緑地等に明確に機能を区分し、土地所有者、行政、地域
住民、民間事業者など多様な主体の連携・協力のもと、地域ぐるみで各地区の特性に合った緑地機能の
維持・再編に向けた個別具体の取組を着実に推進するための体制の構築が急務と考えられる。
2022（平成 34）年までに残された期間は、極めて少ない。弊社では、今後も国や各自治体の動向を
注視しながら、地域ぐるみで生産緑地の保全・活用に取り組む意義を１人でも多くの人々に正しく認識
しもらい、個別具体の実践活動に結び付くよう、問題提起や意見等を積極的に発信していく所存である。
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政策プロセスにおける、外部リソース活用の意義
～有識者委員会と市民ワークショップを例に～
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創造的政策形成のための観察力



自覚的フィードバックの重要性



2017 年のアジア経済政治のリスク



公共施設の統廃合等を進める上で視野に入れておきたい、住民投票に関わる
運用上の課題



「中東湾岸諸国最大市場であるサウジアラビアへのゲートウェイとなる事業
展開検証都市・バーレーン」
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