
　人口減少時代を迎え，我が国の経済社会は大きく
変化し，農業・農村を取り巻く環境やニーズも変化
すると考えられます。人口減少時代の農業・農村を
取り巻く環境とニーズの変化の内容，また，それら
を踏まえ，農業・農村を振興していく際の新たな方
向・視点について，明らかにするため，松谷明彦氏
をお招きして，２月13日（月）に，セミナーを開催
しました。以下，その概要を紹介します。
１．報告（松谷明彦氏）
（１）人口の減少・高齢化
　日本の人口は，江戸時代には3000万人強でした
が，現在は１億２千８百万人弱と４倍以上に膨れあ
がっています。特に戦後の増加は急速で，人類史
上，あまり経験のないものです。しかし，これから
は，それと同じスピードで，人口が減っていくこと
になります。人口が戦争や飢餓等で一時的に減った
国はありますが，100年200年にもわたって継続して
減少する国は日本だけです。この人口の減少に加え
て，日本では恐ろしいばかりのスピードで高齢化が
進むことになります。

は逆に中高年がずっと多くの割合を占めるようにな
ります。高齢になると作業能率が低下しますので，
労働力が高齢化しますと，日本全体としてみると，
コストが上昇し国際競争力を失ってしまうことにな
ります。このため，これからは60歳を越えたあたり
から大量の失業者が発生すると考えられます。今
後，これらの人たちをどこで吸収するのかが大きな
問題となります。
　三つ目は，人口の地域間移動の状況が今までと変
わってくることです。現在の東京圏では30代の人の
割合が最も高く，若い人の方がお年寄りも多いとい
う構造になっています。島根県では，東京圏と全く
異なる形になっています。このことから，東京圏で
は財政事情はよいが島根県では苦しいということ分
かります。何故なら，一番お金が使われるのは高齢
者対策で，また，高齢者は一般に働いておらず税金
も払っていないためです。今後も東京圏への一極集
中の傾向が続いたとしても，20～30年後には，東京
圏はものすごく高齢化し，島根県とほとんど同じ状
況になります。現在の若い人がその頃には高齢者に
なる一方で，仮に若い人を中心とした人口流入が続
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第１図　日本総人口と人口高齢化率の実績と予測
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第２図　地域別年齢階級別人口構造（2005年）
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第３図　地域別年齢階級別人口構造（2035年）
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（２）人口減少時代に生じる大きな変化
　人口減少時代に生じる大きな変化の一つ目は，貯
蓄率が低下するということです。国民貯蓄率は1990
年頃から急速に低下し始め，これからもどんどん下
がっていきます。下がるのは，働く人の割合が減っ
ていくためです。国全体でみると，貯蓄で，家を建
てたり，橋・道路を造ったり，外国からモノを買っ
たりしていますが，貯蓄率が下がると，これらのこ
とが出来なくなります。農業に即して考えれば，こ
れまでのように外国から野放図に食料を買うことが
できなくなります。
　二つ目は，労働力が高齢化することです。労働力
の年齢構成をみると，1980年頃までは若い人がかな
りの割合を占めていましたが，現在では中高年も高
い割合を占めるように変化し，今後は，1980年頃と
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物に特化する必要があります。
　人口減少社会で起きるいま一つの変化は，少し暗
い話ですが，みんな貧乏になることです。寿命が延
び収入のない期間が延びていくので，生涯を通じた
平均年収は必ず落ちることになります。しかし，貧
乏になるが，必ずしもその人の人生が悲惨なものに
なるとは限りません。お金で買える幸せを追求し続
けるのではなく，お金で買えない幸せもあわせて追
求するとすれば，人生を豊かにできますし，おそら
くそうする人が増えてくると考えられます。このこ
とは，消費行動や食料消費に大きな影響を与えると
考えられます。例えば，今は中食，ちょっと前は外
食が発展し，なるべく食事を作るのに時間をかけな
い方向でしたが，これにはものすごくお金がかかり
ます。これからは，お金があまりかからない内食が
どんどん増えてくるのではないかと考えます。内食
が中心となり自分で食事を作るとなると，もっと美
味しいものを食べたくなり，食材への関心が高まる
でしょうが，そうなると，必ずしもブランド指向や
安ければいいといった方向ではなく，「日常的な食
材で本当に美味しいもの」こそが求められるように
なるのではないでしょうか。従って，農産物全体の
品質向上，レベルアップが求められるようになるの
ではないかと考えられます。
　最後に言いたい変化としては，これから都市には
住みたくないという人がどんどん出てくる可能性が
あるということです。都市というのは，すべて人工
構造物で出来ており，人工構造物は間断なくメンテ
ナンスや立て替えないと良好な状態は維持できませ
ん。しかし，それをやる余力が都市になくなってく
るのです。都市はどんどん劣化し，住みづらく，危
険になっていきます。ところが，カントリーサイド
（農村）はそうではありません。カントリーサイド
もコンクリートで固められているところもあります
が，７，８割方は自然が残っています。ここは放っ
ておいても自然に戻るだけであり，危険になる訳で
はありません。都市の方が利便性が高いので住んで
いる人も，都市に住むことのマイナスが大きくなっ
てくると，自分の居場所を農村に求める動きが強ま
るのではないかと考えられます。
　農業・農村の再生，農業・農村をどうするかは，
昔からのテーマですが，これからはそれに人口の減
少・高齢化という新しい動きを加えて考える必要が
あります。人口の減少・高齢化は，働き手が少なく
なる等農業・農村に厳しい面がある一方，農業・農
村にとって歓迎すべき環境変化もあって，その環境
変化に農業・農村が適切に対応していけば，今まで
になかったような農業・農村の豊かさが生まれてく
るのではないかと思います。人口の減少・高齢化と
いう変化を，あまり悲観的にマイナスとして捉え
ず，むしろプラスとしで捉えることは，都市では難
しいが農村では可能ではないかと考えています。
２．質疑
　報告の後，一般参加者から，①人口減少時代にお
ける地域別経済環境や財政環境の変化，②人口の地
域間移動の促進策，③人口をコントロールする施策
の効果とその是非等についての質問があり，松谷明
彦氏から，将来の東京圏での経済・財政環境の悪化
の状況，日本のものづくり技術を活かした地域振興
策，シカゴを例に取った都市と周辺農村とのコミュ
ニティづくり，産児制限とその将来への影響等につ
いて，説明がなされました。

注：講演資料につきましては，こちらをご覧下さい。
　http://www.maff.go.jp/primaff/meeting/kaisai/
pdf/120213.pdf

いたとしても，日本全体で若い人が
激減するため，東京圏への流入数が
大幅に減少してしまうためです。こ
の結果，東京も今の島根県のように
財政事情が悪くなり，行政サービス
の水準を下げて財政支出を切るか増
税を行うしかなくなります。このた
め，東京に住むことはやめようとい
う動きが出てくると考えられます。
戦後一貫して地方から大都市へ人口
が移動していましたが，人口減少時
代になると，人口構造の変化による
財政事情の変化を受け，１極集中が
弱まり，場合によっては逆転する動

きも出てく可能性があります。
（３）人口減少時代における変化への農業・農村の

対応
　人口減少時代には，貯蓄率が低下して，今のよう
には外国から食料を買えなくなるので，自給率を上
げなくてはなりません。また，高齢化した労働力，
都市から地方へ戻ってくる人や地方に残る人を，地
方の２次産業や３次産業で吸収するのは困難です
が，逆にこれらの人は農業にとっては非常に有望な
労働力です。だから今後の農業・農村の発展方向は，
農村の人口扶養力を高めることを考えるべきでしょ
う。そのためには，農産物の生産，加工，流通の全
体で生じる付加価値のできるだけ多くの割合が農
家・農村に落ちるように，農業のやり方，農産物の
流通のあり方を変えなければなりません。少量多品
種生産のため流通マージンが高く農家・農村段階に
帰属する付加価値の割合が低い園芸作物を生産する
よりも，流通段階であまり力を入れなくて済む穀物
の生産を増やした方が農村に落ちるお金の割合が高
くなると考えられます。現在の小麦の自給率は10％
程度ですが，これを20％，30％へと上げるのは，気
候的な問題はありますが，技術的には十分可能であ
ると思います。そしてその程度自給率を上げただけ
でも，現状と比較すれば，農村にとっては極めて大
きな収入となり，人口扶養力もかなり上昇すること
が期待できます。
　一方で，農村は近くの都市をもっと大事にすべ
きでしょう。農産物を近くの地方都市ではなく，東
京に売ろうしている農村が多い。そのため農村とす
ぐ隣の地方都市は意外と疎遠というところも随分と
見受けられます。地方の都市には，その地域特有の
文化があり，そういう文化の中で好まれる食材が存
在します。この都市で好まれる食材を近くの農村で
作って売るという，関係を築けば，販売も安定する
し，間に業者が入らないので高くも売れます。東京
ばかり見ないで，地元の都市に売り込んでいくこと
も大切です。
　人口減少時代の大きな変化として，終身雇用，年
功賃金制がなくなるとともに，消費構造が多様化す
ることが考えられます。人口構造がピラミッド状で
あれば，終身雇用と年功序列制はうまく機能します
が，逆ピラミッド状態では成立するはずもありませ
ん。終身雇用，年功序列制により，現在，日本人は
皆よく似たライフスタイルを持ち，同じような商品
タイプに消費が集中しがちでブームもおこりやすく
なっています。農産物も食品も同じようなタイプの
商品に消費が集中していますが，これからは，そう
した均一的な消費構造ではなく，だんだん分散化し
ていくと考えられます。全国的な売れ筋のものを作
るのではなく，自分はどういったタイプの作物を
ターゲットするのかを考える必要があります。ま
た，生産コストを考えると，あれもこれもというわ
けにはいかないでしょう。幾つか少数のタイプの作
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