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はじめに

昭和30年代以降の高度成長によって、わが国は、

経済の規模では自由世界で第2位の水準に達し、

経済社会の部市化、工業化がいちじるしく進んだ。

もとより、農業もその基本的な機能である食料供

給等の面を通じて経済発展に寄与してきたが、世

界に類例のない高度成長の原動力となってきたの

は、いうまでもなく、高度化を伴いつつ、めざまし

い勢で規模を拡大してきた工業である。これまで、

工業は、関東臨海、近畿臨海、東海といった大都市

地域において集中的発展を遂げてきたが、一方、新

産業都市建設促進制度、低開発地域工業開発促進

制度等に基づく工業開発を基軸とした地域開発政

策の推進によって、それら大都市地域からみて遠

隔地の地域における工業開発も急速に進んできた。

工業開発を軸とするそのような地域開発の進展の

なかでその中心をなしてきたのは、鉄鋼、石油な

どいわゆる基礎資源型産業が中核となって形成さ

れる臨海工業基地の建設であった。

そして、それら臨海工業基地の建設は、当該地

域の経済、社会構造に大きな影響を与え、その変

貌をもたらした。とくに、既成の工業集積地域以

外の地域における臨海工業基地の建設は、それま

で純然たる農、漁村であった地域社会にかってな

い大きな変動を呼び起し、さまざまな問題を生ぜ

しめた。その最も大きな問題の一つは、基地建設

に伴う土地利用上の諸問題である。さらに、それ

を大きく分ければ、一つは農業外目的の土地需要

の急激かつ大量な発生による農地と他目的土地利

用の間における調整ないし調和にかかわる問題、

他は、この問題とも深く関連するものであるが、

農地の流動化等農業部門内部における土地利用合

理化上の問題である。臨海工業基地建設は、わが

国経済社会全般にわたって進む都市化、工業化と

いわれる現象のなかにあっても、とくにドラスチ

ックな地域構造の変化を招くものであるだけに、

その建設が進み、あるいは計画されつつある地域

においては、農地をめぐる諸問題もかなり鋭角的

な形をとってあらわれることとなる。

今後において、臨海工業基地の建設は、先進基

地地帯における環境問題の顕在化、それらを起因

とする新しい工業基地建設への候補地地元住民の

反対運動の高まりなどもあって、従来に比べその

推進には次第に困難さを増すが、一方における既

成集積地域での産業活動の隘路増大、ならびに国

際競争に打ち勝っていくための積極的な技術革

新、装備近代化の要請から、新しい基地の開発が

全国各地において引き続き強力に押し進められて

いくことが予想される。

したがって、このような臨海工業基地建設(な

いし計画)地域およびその周辺地域における農地問

題を検討し、そののぞましい解決方策を考えるこ

とは、同じく農地管理上種々困難な問題が発生し

ている市街地拡大が進む都市近郊の農地問題の検

討、解決と並んで、今後ますます重要さを増して

くるものと思われる。

このような課題に接近するため、現に臨海工業

地化が進んでいる大分市を中心とする大分新産業

都市地区、同じく大分県にあって将来における周
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防灘大規模臨海工業基地の一翼をになうべく構想

されつつある豊後高田市、さらに、既成の工業集

積地である新居浜市に隣接し、目下臨海工業基地

建設が懸案となっている愛媛県西条市の地域にお

ける工業基地建設に関して、提起された問題点を

みてゆくこととする。

1.農地提供の要求

臨海工業基地開発は農地そのものの提供を要求

する。この面における影響は、同じ臨海工業基地

でも、茨城県鹿島地区や目下構想が進められている

青森県むつ小川原地区のように、かなり広範に内

陸部農地をとりこんだ形で建設される場合と、大

分新産地区のように、その用地の大部分が沿岸埋

め立てによって造成され、そこに工場が立地する

場合とでは、相当事情を異にする。

大分新産地区の場合、1期(ほぼ完了)、2期(計

画中)合わせて約2,200haの臨海工業用地のうち

農地は約100haに過さず、大部分が埋め立て造成

地であり、西条においても、前面海域の埋め立て

による基地建設が企図されている。

ところで、埋め立てによる臨海工業基地建設の

適地としての大きな条件に、当該沿岸海域がかな

りの遠浅であることがあげられる。ところが、こ

のような地形の海岸は、農業のための干拓適地で

あり、ごく近年において農業開発事業として農地

造成がなされたところが多い。周防灘に面する豊

後高田においても、国営干拓事業によつて昭和31

年に完成した約150ha、44年に完成した約450ha

の農地(畑)があり、瀬戸内の中央にある西条にお

いても戦後22～24年に干拓造成された約140haの

農地がある。そして、そのいずれもが、臨海工業

基地計画具体化のあかつきは、工業用地に転用す

ることが目くらまれている。

このような干拓地の大量一括転用については、

産業界の強い要請や地元県、市町村、農家自体の

希望があり、また米の生産過剰など農業内部の情

勢変化がみられるにしても、ごく近い過去におい

て多額の農業投資がつぎ込まれ、ようやくにして

完成した貴重な農業用資産であることを十分認識

し、全国的および地域的な農地保全の展望にたっ

て、慎重に検討せられるべきである。

2地価の高騰と潜行的買収の進行

臨海工業基地建設の構想が打ち出されるや、候

補地の地価は、これを敏感に反映して、上昇し始

める。そして、ほぼ同時に、不動産業者の積極的

な活動が始まり、それが地価上昇を一段とアクセ

レートすることとなる。たとえば、周防灘開発の

当面の中心地である豊後高田市の第1工区(34年

入植、10a当り3,400円で取得、水がなく全部畑)の場

合には、39年にM石油KKの進出計画の公表と同時

に、それまで1haに屋敷つきで30万円がやっとだ

った土地が、単なる呼び値ではあるがl0a当り－

きょに100万円とまでいわれた。また開発進行中

の南予地区では、産業道路の建設(東予蜘区の場合

41年に10a当り90万で買収)、工場の進出(たとえば西

条市のM電子工業6.3haの場合10a当り200万円で買収)

により、この転用地価に規定されて代替地の購入

価格が従来の農地価格の水準を無視して形成され、

周辺農地の価格が全般的に上昇している。また西

条市では、国道近接地、既成市街地周辺の埋立予

定の臨海地区で田10a当り200万円前後、その他

の平担部でも200万円を超えている。

このような地価の急騰は、小土地所有者である

地域の農業者に大きな心理的動揺を与えるととも

に、多分に、農地の資産的保有の傾向を強め、農

地の流動化を阻むが、その一面、地価のいちじる

しい上昇と不動産業者による積極的な誘いのまえ

に、農地を事実上売渡すものも増えている。

今回調査した地区のなかでも、大分新産地区周

辺地域や西条のように近くに他産業就業機会を比
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較的容易に見出しうるところでは、農家経済とし

ては兼業所得によって潤っていることもあって、

かかる例はみられないが、近傍に適当な働き場所

もなく、人口の流出が進む豊後高田のようなとこ

ろでは、もはや開発を待ち切れず、事実的に農地

の所有権を手離すものも出てきている。

3,工業用地、住宅用地への

農地の転用に伴なう問題

臨海工業基地建設に伴なう農地の転用問題は、

質的に二つに分けられる。その一つは、干拓地等

の工場用地への一括大面積転用の場合のように、

臨海工業基地中核部の形成に伴なう問題であり、

他の一つは、工業基地建設に関連して進む背後地

域への内陸型工業、流通施設、住宅等の蚕食的立

地に伴なう問題である。

前者における最も大きな問題の一つは、当該地

区のなかにあって、安定した農業経営を営み、将

来もなお農業をつづけたいと願う農業者の処遇で

ある。例えば、豊後高田の干拓地への入植農家約

110戸のなかには、営農条件を守れず、勧告を受

けているものもいる一方、営農によって年収200

万円以上を得ている農業者もいる。臨海工業基地

の建設にあたっては、このような農業者の処遇に

ついて、単なる金銭補償だけでなく、要すれば代

替地を新たに造成、提供するなど、事後の生活補

償までを考慮した万全の措置が講ぜられる必要が

あろう。

後者については、いずれも、予想したよりは問

題が比較的少いように見受けられた。当初、豊後

高田や西条のように臨海工業基地建設が構想もし

くは計画の段階にあるところにおいても、すでに

その背後地への内陸型工業等の先行的な進出によ

るスプロール現象の進行を予想したが、それらは

さほどでもない。

しかし、ごく近年、西条においては大手弱電企

業の工場立地(用地面積6.3ha、従業員1,800名、主と

して女子)が、また、豊後高田ではアルミ関連企業

(用地面積1.3ha、従業員70人)の工場立地が課題とな

ったが(前者はすでに立地ずみ、後者は目下手続き中)、

いずれにおいても、臨海工業基地そのものの姿が

まだ具体的に描かれていないこともあって、その

立地点をいずれに定めるべきかが問題となつた。

臨海工業基地計画の策定にあたっては、従来の

コンビナ-トづくりの場合のように、単に臨海部

の中核的工場団地に限らず、背後の内陸部への工

場、流通施設、住宅団地の配置計画も含めて検討

される必要がある。この場合、現行の制度を前提

としていえば、新都市計画法および農業振興地域

整備法の運用がきわめて重要な意味をもつことに

なる。

4.都市計画法による市街化区域

の設定と農業振興地域整備法に

よる農用地区域の設定

周知のとおり、土地利用を規制する最も一般的

な制度として、現在、都市計画の側からする新都

市計画法に基づく市街化区域および市街化調整区

域の設定と農業振興の立場からの農振法に基づく

農用地区域の設定がある。

大分新産地区においてはその両制度による区域

設定が、豊後高田においては農振法による農用地

区域の設定がすでに行なわれており、西条では新

しい都市計画法によるいわゆる線引きがほぼ完了

し、かたまつた段階であつた。

ここで注目されるのは、同じように臨海工業基

地化が想定されている豊後高田と西条において、
一方ではまず農振計画がカバ-し、他方は都市計

画が先行していることである。これは、両地域の

工業基地建設構想の熟度の違いもさることながら、

それぞれの県当局の考え方の違いによっている。

すなわち、大分県では、将来工業化の進展が予
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想される地域であっても、ごく近い将来での計画

がない限り、農業振興の立場から農振地域、農用

地区域の設定を進めることとし、一方、愛媛県で

は、東予、中予地域の瀬戸内海沿岸のような工業

化、都市化が進んでいる地帯については、都市計

画法により線引きを先行して行ない、その終了後

において農振法による農振地域の指定を予定して

いる。しかし、このような両制度による地区設定

の跛行性は、土地利用上の歪みを生ずる因ともな

っている。

農用地区域の設定は、本来、優良農地の保全の

視点からするものであるが、豊後高田においては、

むしろ、この設定によつて、将来臨海工業基地の

具体的な建設計画が樹てられるまでの間、極力ス

プロ-ル化を防ぎ、いわば背後地を農地としてキ

レイな形のまま残しておくといった効果をも狙っ

ている。しかし、このことが一面において、臨海

工業基地建設に先立つ内陸部への工業導入にあた

っての農用地区域変更などの問題を生むところと

なっている。

一方、西条においても、近い将来の都市計画法

による区域設定の確定を予想して、市街化調整区

域に組み入れられることが想定される比較的地価

の低い農村地域に住宅等の立地が進み、当該地域

のスプロ-ル化を招いている。

これらの現象からもうかがわれるように、臨海

工業基地を含めた周辺地域の土地利用計画は、工

業団地造成計画、市街地整備計画、農地保全のた

めの計画を併行的かつ総合的に策定される必要が

ある。

5.農地移動の実態

臨海工業基地開発候補地および建設着手地域に

おいては、先に述べたように地価はいちじるしい

上昇を示すが、これは一面において、農地の農地

としての流動化を大きく阻害する。たとえば、今

回の調査地区における耕作目的の農地移動は次の

ような状況となっている。

豊後高田市では経営耕地面積規模別にみてみる

と、昭和35年には総戸数4,234戸のうち2ha以上

はわずか8戸であったが、昭和45年には総戸数

3,582戸と減少するなかで2ho以上が95戸と、上

層で顕著に増大している。農地移動実態調査結果

によると、豊後高田市では、昭和42年～45年の間

毎年約300件弱、40ha前後の自作地有償所有権移

転がおこなわれている。これを45年の譲渡事由別

構成でみると、農業廃止、兼業による経営縮小、

労力不足、これら3つで面積の70%を占めている。

有償所有権移転以外には、経営規模に関連する農

地移動は微々たるものであり、特に目立ったもの

はない。

このように周防灘開発の当面の中心地区たる豊

後高田市の農地移勅は、全般的な過疎化の進行の

中でも下層農の離農、一部上層農の畑地を中心と

する規模拡大が進んでいる。しかし、平坦部、と

りわけ工業開発予定地としての干拓地では、ほと

んど農地の流動化は進んでいない。もちろん、工

業開発時の転用を当てこんでのことである。わず

かに、干拓地の畑作では、生活維持が不可能とな

った者が一部を不動産業者に切り売りをしている

ようである。

西条市の農家の動向を経営耕地規模別にみると、

昭和40年総戸数3,838戸のうち2ha以上174戸で

あったが、昭和45年には総戸数3,481戸でうち2

ha以上199戸となり、上層の増大はあるが余り顕

著ではない。

農地移動実態調査結果によると、西条市におけ

る自作地有償所有権移転は、昭和42年の387件

4,945a(うち田3,785a)へと顕著に増大している。

これを経営耕地規模別の譲渡、譲受でみると、昭

和42年には全体として上層で譲受が譲渡を上廻っ

ていたのに対し、45年にはこれが逆転し、上層で
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譲受が譲渡にくらべ少なくなり、とりわけ50a以

下層で譲渡が1,150aに対して譲受が2,875aと

大巾に上廻っている。譲渡事由別では、兼業農家

による経営の縮小と労力不足で件数・面積とも約

半分を占める。昭和45年という単年のしかも自作

地の有償所有権移転という点からだけでは結論ず

けられないが、現地などの話などから考えて、東

予地域の工業開発の本格化、米の生産調整という

条件のもとでの農業経営全体の凋落、総兼業化の

方向を示すものではなかろうか。

農地の権利移動と関連して請負耕作については、

豊後高田市、西条市ともほとんどその例はないよ

うである。豊後高田市の場合は、安定した兼業機

会が少ないこと、又西条市の場合は、新産業開発

関連の工業開発が中心となり、農業改善事業など

農業基盤整備が全く行なわれていないこと、およ

び東予地域全般がそうであるように日農の存在と

いう背景のもとの耕作権が強いこと等も影響して

いるのではないかと考えられる。

おわりに

以上述べたように、地域開発のなかでも最も典

型的な臨海工業基地開発は、その周辺の農村地域

あるいは候補地地域において、土地をめぐるさま

ざまな複雑かつ困難な問題を生んでいる。

これらの問題に対処するための要点は、次のよ

うに考える。

①臨海工業基地建設にあたっては、工場群の立

地が予定される臨海部だけでなく、ある程度の背

後地を含めて、総合的、一体的な土地利用計画を

樹てる必要があること。

この場合、都市計画法、農業振興地域整備法等

土地利用調整に関連する現行制度体系を前提とし

ても、臨海工業基地建設のように地域の土地利用

の激変が予想されるところでは、それら相互間の

有機的な結びつけに十分配慮されねばならない。

②上のような総合的な土地利用計画を基礎に、

工業開発事業、市街地整備事業、農業開発事業等

が同時併行的に進められるべきこと。

臨海工業基地開発においては、工場団地の造成、

水資源の開発等工場立地のために必要とされる開

発事業だけに偏ることなく、これと併行して後背

地における道路、住宅団地等の整備事業、さらに

は周辺農村地域の再編整備を図るための積極的な

農業開発事業が総合的に実施される必要がある。

③臨海工業基地建設に伴い、農地を失なう農業

者に対しては、金銭補償だけではなく、生活補償

的な考え方をも十分とり入れ、そのなかで、なお

農業をつづけようとする者には、代替地を造成あ

るいはあっせんするなど、新しい生活の展開を契

機づけるような措置が講ぜられるべきこと。

以上の①～③に掲げたことを含め、臨海工業基

地建設は、従来の単なる工業コンビナートづくり

という考え方からの大巾な転換を図り、文字通り、

地域開発のための総合的なプロジェクトとして発

想され、計画、実施されなければならない。

④臨海工業基地周辺農村地域や候補地農村地域

においては、地価が異常な上昇をみせており、こ

れが農地の規模拡大方向への所有権移転を大きく

阻むことになっている。したがって、このような

地域における農地の流動化、それを通ずる農業構

造の改善は、農地の所有権移転の方向よりも、む

しろ、専業的農家を中心とした農地賃借による規

模拡大、あるいはそれら農家を中核とした生産組

織化の方向がより現実性がある。ただし、このよ

うな農地移動の方向づけを含めた農業構造改善推

進のための計画も、臨海工業基地建設が進み、農

地価格の上昇が農地の資産保有傾向を異常に強め、

農家の総兼業化を招来した段階では、その有効性

が殆んど期待しえない。工業基地建設に先行した

事前的な対応が強くのぞまれる。

(前経済企画庁総合計画局副計画官)
(経済企画庁総合計画局専門調査員)
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