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研究ノート

過疎集落のゆくえ

正　岡　謙　司

　１　問 題 意 識

　

　過疎という言葉は、過密に対する反意語として1966年に生まれた。今年で

50年目に当たる。大局的に見れば、過疎と過密が人口争奪の綱引きをした現象

と把握できるが、過疎の本質は「最初から過疎と過密地帯に分断されると承知

しながら、暴走した高度経済成長の中に問題の根源がある」（１）とした安達生恒

の言説に尽きる。　　

　1962年の「全総」計画の下、太平洋ベルト地帯への計画的投資が集中した

ため、高度経済成長期に約3,000万人がこのエリアに移住した。しかも、都市の

労働力人口として地方から移動した世代は働き盛りの中卒者や若者であった。

現在、その反動として農山村は空き家や独り身の後期高齢者が目立ち、住み慣

れた集落を継ぐ住人が居ない。今後、地縁・血縁の強い地域共同体をどう維持

していくか課題は尽きない。

　本稿には二つのモチーフがある。前半では1960年代の経済成長期に、地方で

人口減少していく原因、過程、結果を確認した後、1970年以降、「過疎法」によ

り93兆円以上投じたが、成果の見られない理由と改善策を検討する。

　後半は集落崩壊した島根県匹見町広見からの報告である。過疎化現象を見る

と西日本一帯から始まった。とりわけ、中国地方は過疎の先鋭地として知られ、

最近の調査から20年後の2036年には83集落が消滅する見込みだ。45年前に無

人化した広見の跡地を訪ね、中国地方の過疎集落のゆくえを考えていく。
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　２　高度経済成長と過疎

（１）　過疎が与えた社会的影響

　「過疎」は過密を意識した官製語で、1966年３月、「経済審議会地域部会」が

佐藤首相に答申した中間報告書「日本経済の地域的変貌」に登場する。すなわ

ち、「東京の過密に対し農村の過疎は問題がある。人口減少で教育、防災、医療

など地域の基礎条件が維持できず、外部経済の利益も受けにくい。この状態を

過疎という」（２）と定義し、一般の過疎論はこの文脈に沿って語られる。

　また、同地域部会は1967年10月の最終報告書では、題目を「高密度経済社

会への地域課題」と変更し、都市と農村における人口移動に伴う弊害を捨象し

てしまった。「高密度社会」という文言にこだわり、むしろ高度経済成長を維持

するために新幹線、高速道路、情報通信網の普及を前進させる必要を説いたば

かりか、高度経済成長に何ら社会的落ち度は無いとの結論を示した。だが、翌

日の朝日、読売、毎日の論調は厳しく、例えば、「各省庁から約200人の専門委

員が結集したが、それぞれの利害関係を伝えるだけで、歩み寄りの無い無責任

な議論」と反発している。そこで、福武直、今井幸彦、安達生恒の見解の方が

有益と考えたので引用する。

　福武は、「都市が過密になれば世間から批判されるが、過大都市程度に抑え

ておけば、ガミガミ言われずに済むと発言した専門委員がいる。こうした手加

減は無意味だし、過疎と過密の均衡を図る気持すら見えない」（３）と論じた。要

するに、「高度経済成長を達成する途中で、過疎や過密が生じるのは仕方のな

い現象」と経済審議会は開き直っている。

　第二に共同通信記者の今井は、「すでに1960年の国勢調査結果で都市部への

人口流出ぶりが懸念されたのに、関係官庁の役人は農村の実情を顧みず、都市

中心の経済発展に力を入れた」（４）と批判した。第三に安達は、「日本の経済成

長をさらに高密度社会（情報管理社会）へ暴走させるような経済発展を無反省
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に認めるべきでない」（５）と結論づけた。度を超えた高度経済成長は都会で人間

疎外をもたらした。その根幹を成す過密、公害、管理社会を改善すべきだが、

経済審議会地域部会にはそんな発想のかけらも無いのである。

　さて、高密度経済社会の概念には資本の論理の貫徹が盛り込まれ、日本全国

を即時に、大量に、機能的に結節させる国土計画が検討された。また、広域テ

レビ放送やニュー・メディアが時代の要請となった。その一方で、高密度経済

推進の妨げとなる農業、林業は国策として衰退させられた。つまり、1960年代

の燃料革命と1961年の農業基本法の成立である。必然的に農山村には家族を

養う仕事が枯渇したので、特に農村の中卒者は挙って大都市圏や太平洋ベルト

地帯の工場群に職を求めた。これが過疎化の始まりである。

（２）　過疎原因は若者層の人口流出

　集団就職の発祥地は世田谷区桜新町商店街と言われる（６）。1954年秋、新潟

県上越市の職業安定所に、「来春15名の中卒者を採用したい」と申し出たのが

発端である。雑用のような仕事をこなす地方出身の若者が歓迎された。

　当時の労働省は本格的支援として、やがて集団就職列車を仕立て毎年３月に

単身上京させる形態に改めていく。図－１は中卒者に対して全国の中小企業か

ら求人が殺到する様子を示している。

　全国の中学卒業者の求人倍率　（図－１）

求 人 倍 率 就　職　率

男子 女子 男子 女子

1950年 0.47倍 0.67倍 37.5％ 50.3％

1955年 1.18倍 1.01倍 73.3％ 75.4％

1960年 1.90倍 1.99倍 81.4％ 87.1％

1965年 3.58倍 3.86倍 89.3％ 94.8％

　　　　　　　　　（労働省「労働市場年報」＋加瀬和俊「集団就職の時代」65頁）
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　中卒者を大都市に誘引した背景として企業の二重構造がある。二重構造とは

『1957年度経済白書』に載った言葉で、「雇用面で賃金格差を構造的に発生さ

せる条件を日本経済が体質的に抱える仕組み」（７）のことで、親会社、子会社、

下請けのピラミッドを創り、日本人好みのグループ企業にしていく。

　また、加瀬和俊は、「二重構造は戦前から存在していたが、地方出身の中卒

者は東京出身者より雇用条件が悪く、企業組織の底辺を支える仕事を余儀なく

された」（８）と分析する。昔風に言えば丁稚の立場だが、封鎖的な農村を離れ、

刺激的な都会の片隅に身を置いて暮らす環境に若者は魅力を感じた。

　中央と地方における賃金格差を「経済審議会地域部会」の中間報告書で調べ

ると、1960年東京の給与を100とした場合、東北や西日本各地では60％程度し

か貰えず、古厩忠夫によれば、「1970年頃、島根県で働く一般勤労者も東京の

60％未満が多かった」（９）と言う。

　並木正吉の『農村は変わる』は1960年代に読まれた本だが、高度経済成長に

伴って農業の地位が低下する、農業経営での農民層の分解、中卒及び高卒者の

都市への移動を想定して書かれている。並木の研究では、「若い世代の離村は

農業と工業の所得格差によるもの」（10）と分析し、将来日本が経済大国、工業社

会に変貌することを予感させる。並木は、都市と農村の収入格差を見るため農

林省資料を使い、①世帯平均年収の差、②一日の賃金の差を比較した（図－

２）。しかし、数字以上に両者の生活水準は開いている。

　都市と農村の収入（図－２）

①世帯当りの所得 ②一日当りの賃金

1952年 1957年 1952年 1958年

農村生活者 28万円 34万円 237円 344円

都市生活者 25万円 39万円 698円 1,002円

　なぜなら、都市労働者には昇給や退職金があるが、農民には保障されるお金

がないこと。都市では夫婦共稼ぎの場合別々の収入になるが、農村社会では家
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族共同作業で働いても世帯主の収入になる。二男・三男の待遇は最悪である。

また、毎年豊作が続くとは限らず、台風の影響で無収入にもなる。

　３　過疎法の意義と課題

（１）　過疎法の成立　

　1970年４月、人口急減防止の立場から、「過疎地域対策緊急措置法（過疎

法）」が制定され、以後10年ごとに改定、延長を繰り返す。

　1969年に閣議決定した「新全国総合開発計画（新全総）」により、高密度経

済は軌道に乗っていくが、それでも国は、過疎農山村の人口流出対策を施す狙

いからほぼ同時に「過疎法」を策定した。だが、新全総と過疎法は水と油の関

係で、過疎と過密の二律背反が生じた場合には、新全総の枠組みが過疎法に優

先するものであった。

　また、過疎法が適用できる所は５年間の人口減少率が10％以上で、財政力の

乏しい自治体であれば良かったが、新全総の発想は選択と集中と言うか、やみ

くもに過疎対策をせず、効果の期待できない場合には集落再編成という名目で

集落合併を認めた。保母武彦は、「新全総はスケール・メリットを追求した経

済効率優先の広域行政をめざした」（11）と論じた。集落を自然消滅せず、再編し

た例に島根県匹見町広見がある。この話は後で改めて説明したい。

　過疎法は図－３のように

10年間の時限立法で施行さ

れたが、特筆すべき経済効果

は余り無く、構造改革の面か

ら、過疎法を継続すべきか議

論を繰り返した。過疎対策の

総額は93兆円に及んでいる。

その内訳を言うと、①高速道

　過疎法をめぐる動向（図－３）　

1970年 「過疎地域対策緊急措置法」成立

1980年 「過疎地域振興対策特措法」成立

1990年 「過疎地域活性化特措法」成立

2000年 「過疎地域自立促進特措法」成立

2010年 「過疎地域自立促進特措法」延長

2012年 「過疎地域自立促進特措法」改正



行政社会論集　第 29 巻　第１号

－　　－80

路など道路整備費が38兆円。②地域産業の振興費が26兆2,000億円。③上下水

道普及と高齢者福祉事業費が17兆7,000億円。④教育・芸術文化振興費が７兆

3,000億円。⑤医療介護費が１兆8,000億円。⑥集落の補修や整備費が3,000億

円。⑥その他が１兆4,000億円であった。このように過疎対策はインフラ整備

主体に考えられており、この部分に問題があったと思われる。

　と言うのは、当初の過疎法は道路、学校、病院などの公共投資が不足し、都

市との生活環境の差が顕在化し過ぎた影響と判断されたので、ソフト事業は度

外視されていた。まさにハコモノ行政、公共事業のバラマキを象徴しており、

過疎対策としての建設事業はゼネコンが管理し始め、地元土木業者がその下請

けに回るような事態も横行した。

　1980年、過疎法10年を総括として国土庁地方振興局は、「過疎地域の振興は

物的施設の整備ではない。地域住民が世代を超えて豊かな生活や文化をめざし、

ふるさと創りに参画する必要がある」としてソフト事業面の充実を重視したが、

建設・開発志向の強い新全総に抑え込まれて、“仏作って魂入らず”の印象が

残っている。

　それでも、長洲・神奈川県知事らが提唱した「地方の時代」が抬頭すると各

地で町おこし運動の機運が高まり、広島県には「過疎を逆手にとる会」も現れ

た。また、大分県では集客誘致と絡ませて一村一品運動を展開したし、宮崎県

綾町や岩手県葛巻町のように地域ブランドと相まって地方再生の姿勢を露わに

した地域も出現してくる。

（２）　改正過疎法の考え方

　2008年７月に転機が訪れる。1962年の全総計画を方向転換する「国土形成

計画」が福田康夫首相の下で閣議決定された。主に、①国と地方の協働、②開

発主義の見直しが謳われた。つまり、国土計画は地方を豊かにしないし、公共

投資が人々に幸せをもたらすとは限らないことが明確になった。

　小田切徳美は、2010年の改正過疎法について、「過疎債は施設整備を対象に
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するのでハード事業に偏向しやすい。こうした中で、過疎自治体を支援する外

部の集落支援員の存在と資金の充当は有効」（12）と賛同する。これは、若者が地

方移住する動きを察知して田園回帰論を唱える小田切の理論で、排他的色彩で

凝り固まった農村事業に、第三者の感覚が注入されれば、封鎖的な、地域共同

体のあり方を見誤らない眼力が養われる。

　さらに、藤田佳久は、「従来のハード事業ばかりでは、対策費用は限度を超え

るので事業継続が難しい。一方、ソフト事業を行えば、住民の信頼関係に基づ

くので住民の希望に配慮した試みも可能になる」（13）と人のつながりや社会関係

資本に軸足を置く方法論を強調している。

　日本は近代国家以来、社会資本（公共事業）に本腰を入れ、挙国一致で踏襲

してきたので、昨今、欧米で先行研究される社会関係資本（ソーシャル・キャ

ピタル）の概念把握は脆弱であるが、今後はモノ、カネの価値観よりヒトの生

き方を尊ぶ思想が中心になると筆者は考える。

　確かに1960年代からバブル経済の崩壊まで、日本では高度な経済成長が見ら

れた。しかし、広井良典が繰り返すように、「国を挙げての経済成長が昔は目

標だったが、限りない成長・拡大の時代が終わった今、自分が属する地域共同

体ないし集団のソトの人間とのつながりが大切になった」（14）のである。

　もはや高度経済成長の再来はありえないし、人口減少の定常化社会で人間の

社会関係を豊かにする方策を考え抜くべきである。

　徳野貞夫は、「日本は今後も人口増加があり得るとの前提に立って右肩上が

りの社会構造論が中心だが、この人口増加型パラダイムを前提とする制度やシ

ステムが、人口減の現実の農山村の実態と合わず問題が噴出している。この現

象をシステム過疎と呼ぶ」（15）と補足する。徳野はさらに、人口の増減や高齢化

にとらわれ過ぎると、世帯構成の変化や孤独家族の研究が疎かになるとして、

過疎状態こそが地域共同体の機能低下を招くとの帰結を用意した。

　さらに、上野眞也は、「これまで国は農村にハコモノ中心の整備を続けたが、

結果的には若者の流出と高齢者の集落機能の衰退を阻止できなかった。その対
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応策としてソーシャル・キャピタルの概念が地域政策に役立つ」（16）と指摘した。

過疎債依存では自治体への過保護になりかねないし、国の財政は破綻しかねな

い。この議論を逆説的に言えば、「現代社会でのきずなや連帯感が失われるこ

とへの危機意識から、共同性回復の言説が求められる」（17）と坂本治也は説明し、

そして、社会関係資本の構築を通して人間性を取り戻すチャンスと仄めかして

いる。

　社会関係資本の概念を補足すると、西川一誠・福井県知事は「この考え方は

公共政策、地方自治論などで論じられる幅広い分野に広がる。人々のお互いさ

まの気持や互助の助け合いを成立させる土台の言葉」（18）として、共鳴する社会

をめざす。西川は曲がりなりにも「ふるさと納税」を提唱した人物だ。

　従来、日本の農村では地元民と外部（ウチとソト）の軋轢は根強かったが、

極度の過疎化・高齢化社会を迎えた今、根本的に発想の転換を図るべきだ。今

後、都市からの移住者や海外移民の受け入れも問われることになる。小田切は

「農村人口が減少しても地域を担う人財を増やすことはできるはず」（19）とし、

「改正過疎法」が若者のＩターン・Ｕターンの突破口になると言う。

　４　中国地方山麓の過疎

（１）　島根県匹見町の場合

　ここからは匹見町の事例研究に移る。昭和38年に４ｍ級の豪雪被害を受けた

経緯で、気象庁はサンパチ豪雪と命名した。この自然災害をきっかけに離村が

本格化した匹見町長の大谷武嘉は、“私は過疎解決のモルモットになる”とし

たため、匹見町は過疎自治体の代名詞になった。

　大谷は過疎要因を、「①高度経済成長に伴う稼働労働力の都市への吸収が強

い。②若者は零細農業を継ぐより都市へ出る志向が強い。③今の教育は山村や

農林業を軽視し、故郷を思う住民の心を軽視する。④地元で嫁飢饉と労働の通

年性が保障されない限り、若い男性は流出し続ける」（20）と嘆いたが、流れは変
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えられなかった。

　一方、匹見在住の児童・

生徒の反応どうか。例え

ば、1966年に匹見中学の

卒業生は148人いたが、町

内就職者は２名、町外就職

者は73名、高校進学者（半

分は町外）は73名で留村

率は低い。この時代は政治

経済の大転換期で、林業の

衰退、その後の減反政策で町の仕事が途絶えた。

　役場職員も若者対策に取り組み、結婚後も匹見に住んだ女性にタンス

（6,500円）を贈呈し、町に残る青年には年２万円の研修費を支給することとし

た。なお、県立益田農林高校匹見分校生は図－５の進路選択をしている。

　匹見町と島根県の高校生の就職（図－５）

年　次 匹見町 町内就職 町外就職 進学 島根県 県内就職 県外就職 進学

1963年 24人 ３人 20人 １人

1964年 49人 ４人 42人 ３人 8,786人 2,356人 3,950人 2,480人

1965年 40人 ０人 39人 １人 7,207人 1,729人 3,276人 2,202人

1966年 41人 ０人 33人 ８人 10,722人 2,382人 4,951人 3,389人

1967年 32人 ０人 26人 ６人 14,688人 3,451人 6,556人 4,681人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（匹見町役場＆島根県「学校基本調査書」）

　1965年頃、匹見町立澄川小学校６年のＳ君の書いた作文がある。それを読む

と、「近所の若い人が次々都会に出るので、集落が潰れかかっていると思う。

でも、僕たちも将来同じことを繰り返すのだろうか。僕たちがテレビで見る都

会は楽しそうだが、匹見は楽しくない。テレビを見る限り都会では簡単に幸せ

　匹見町の位置（図－４）
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になれそうだ」（21）とあり、子供が地元に不安を抱く姿が綴られている。都会に

憧れる子供心もあるが、思春期の子供は都市と農村を意識し、自分の進路を考

え始める時期である。だが、選択肢の中に匹見残留は入っていない。

　同時期に匹見商工会議所が全中学生にアンケート調査した資料がある。二つ

質問したが、①「都会と匹見を比較する場合、労働条件や給料が同一なら匹見

に残るか」の質問に、生徒の82％が都会に出ると答えた。②「役場が高校と大

学の授業料を一時立て替えた場合、将来匹見に戻る意思はあるか」の問いに、

83％が帰らないと答えた。物は言いようで、多感な子供に向かって「過疎の町」

と高言するようでは、町長として軽重が問われる。

（２）　過疎の匹見町が「過疎法」を仕掛ける

　安達生恒は過疎が蔓延する中国山地を野放しにする国政に対抗するため、大

谷町長を支援した。安達は「中国地方はサンパチ豪雪の後、出稼ぎ、挙家離村

が相次いだ。製炭業が廃業し、和牛価格が下落して収入は思わしくない。一方

で、子供の高校進学の学費を稼ぐため出稼ぎに出ざるを得ない。長期化すれば

挙家離村を誘発する」（22）と一刻も早い過疎法の成立を説いた。

　1969年９月の国政に関する公聴会が島根県松江市で開かれ、大谷は出席し

た佐藤首相や大平通産大臣らを前に、「①過疎を狭い地域の問題とする限り、

過疎は永遠に解決しない。②過疎とは若年労働者の流出のことで、若者不在、

後継者不足、嫁飢饉、老人社会に直面している。③過疎法は第61国会で廃案に

なったが、政府には過疎法を設立して欲しい」（23）と嘆願した結果、議員立法と

しての「過疎法」が1970年に成立していく。

　とは言え、過疎法には三つの課題がある。第一に、「新全総」で謳った高密度

経済が前面に出て、過疎・過密の地域課題は後回しにされた。その話は「経済

審議会地域部会」の姿勢の所でも触れたことであるが、いわば、「革命（経済大

国・日本）を興すために出血（過疎の発生）など厭わない」との論法は、地方

の消滅が既定路線のように受け止められるのである。
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　第二に、宮本憲一の指摘だが、「公共投資は都市の産業基盤を優先的に行い、

その後で過疎地域の生活基盤に充てられる。経済企画庁によれば、１人当たり

生活基盤は東京都6,464円（1965年～1968年度）に対し、島根県は1,363円し

か投資されていない。島根県では過疎に伴って集落規模が縮小すると町村の財

政はどこよりも厳しい」（24）と論述した。財政力のない大谷町長はそれでも、「全

集落に車の通る道路を整備すれば時間短縮もでき、最大の過疎対策になる」と

佐藤首相に啖呵を切った経緯上、匹見町がインフラ関連に過疎債（図－６）を

投入した様子が伺える。

　匹見町過疎対策事業債の一覧表（単位千円）　（図－６）

年　度 事　業　名 事業費 起債借入金 備　考

1970年 道 路 整 備 13,312 12,000 岡本線、澄川線

放 送 施 設 整 備 15,758 12,400 有線放送施設

集落移転住宅建設 8,179 8,000 広見・小虫集落用

計 37,249 32,400

　少し調べてみたが、①1965年の匹見町人口は8,318人、自動車保有台数は92

台（島根県統計書）である。これではいくら舗装道路を作っても利用価値が無

い。②大谷町長は益田市との交通を充実させたが、むしろ広島市（匹見町から

40キロ）との路線を開拓し、瀬戸内工業地帯との接続を図るべきだったと筆者

は考える。

　国道488号線を匹見町役場から広島県吉和まで道路を拡張すれば、１時間で

100万都市・広島に着くのでバス通勤も可能だ。幸便にも広見はこの路線にあ

り、孤立集落にならずに済んだ。③「過疎から逃れる道は広島と密接な関係を

結ぶこと。明治年間には匹見を広島県に編入する建白書が出された」（25）との史

実がある。また、田部・島根県知事時代に広島県知事とで、自治体移行の会談

が行われたこともある。匹見は松江より広島に出た方が圧倒的に近い。

　第三に、保母は、「元来、過疎債は道路や公共施設の整備に限定したが、その
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後、各地で地域おこしやリゾート開発が第三セクターの手で実施されたので、

地場産業の振興などにも適用範囲を広げるようになった」（26）と論じた。この柔

軟な発想がどこまで拡大するかが過疎対策の生命線でもある。

　５　匹見町広見集落の崩壊

（１）　中国地方の挙家離村を考える

　過疎と挙家離村の関係は、東日本と西日本の地域共同体のあり方を理解する

上で重要である。東北を中心とする東日本は平坦な水田地帯が多く、大型農業

機械を導入して生産性の高い農業ができる。だが、西日本の中山間地域は米作

りの基盤が弱く、“耕して天に至る”と形容される段々畑が目立つ。このため

イモ類、豆類、柑橘類を栽培する零細農家が随所に点在する。

　西日本では先祖の霊を敬う先祖崇拝の意識が薄く、不動産も売買投機の対象

になり易い。東北など東日本では仙台平野、津軽平野のように平地の土地を所

有するケースが多く、先祖の家屋や土地を簡単に手放すことが少ない。逆に言

えば、一度定住するとイエ制度を守る風習が強く、親戚関係も交えて縦の地縁・

血縁関係が継続される。

　つぎに、安達生恒の農村社会論では、「ムラ社会の結びつきが、西日本では講

組的結合を主軸にした緩やかな構造であるが、東日本は家父長的結合が特徴で、

農村共同体を束縛する力を持つ」（27）と村落構造の相違点を明らかにした。さら

に高島秀樹は、「戦前から同族（本家＝分家）の関係が東北地方では強く、本

家の支配と分家の従属、本家の庇護と分家の奉仕という上下関係が相当強かっ

た。しかも戦後もその意識は温存された」（28）と分析する。匹見など西日本は徒

弟制度や本家分家の関係が弱く、一人、二人出稼ぎに出ることもなく、大家族

ごと離村することが珍しくない。その模様を今井幸彦は、「経済地盤の弱い山

村で挙家離村が続くと、集落を構成する最低限の数も不足し崩壊し易い。一定

の人数が居ないと共同体は機能できない」（29）とした。では、それはどの程度の
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数字を指すか。藤田佳久は「山村の集落が10戸を切ると集落を捨て廃村に傾

く」（30）と2011年に論じているが、後期高齢者が俄然増えた現在、人数だけの判

断は難しい。要点を言えば、限界集落問題も含め、機能的に働ける若者が何人

居るかが肝要である。

（２）　広見集落の結束を損ねた事業

　広見は役場から12キロ離れた中国山地の中にある。その広見で内発的発展事

業が行われた。広見川の小水力発電と大規模なワサビ栽培の二事業であったが、

軌道に乗らなかったのである。

　一点目、1952年の「農山漁村電気導入促進法」に基づき、無灯火の広見の住

民20名が「広見小水力発電組合」を結成、720万円を集めて1953年夏から毎時

10kWを稼働させたが、発電機などの取り換えに出費が嵩んだため、組合を脱

退して挙家離村する家が多発した。残った組合員が借金を背負い込む羽目にな

り、「このままでは逃げ遅れた者が損をする」と心理的不安に追い込まれ、離村

した家族もいる（31）。

　二点目、篤農家６軒が共同出資して1968年頃、「広見ワサビ生産組合」を結

成した。匹見は貴重な換金作物として県内一の生産量を誇った。山水の流れる

斜面を利用しての1.3haの谷ワサビである。ほぼ成功しかけた頃、上流にあるパ

ルプ工場が森林伐採したため、ワサビ谷の日差し、風通し、沢水の流れが一変

し、腐敗病、根腐病、墨入病に罹った。高収益が期待されたが、重労働覚悟で

事業化した広見ワサビは壊滅した。谷ワサビ栽培はハイリスク・ハイリターン

が世の習いで、１戸当り年間300万円の収入が見込まれたが、広見再生の夢を

賭けた集落共同出資の経営は頓挫してしまった。

　過疎集落の空洞化を打破せんと試みた自家発電もワサビ栽培も、豪雪に見舞

われる条件不利地が招いた事業の失敗と考えたい。従って、住民は何もせずに

集落崩壊を迎えたのではない。過疎法の支援金を当てにせず、内発的発展に挑

んだが、時の運が広見住民に味方しなかったのである。
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（３）　集落再編という名の「ムラおさめ」

　1970年、春の訪れと共に大

谷町長は集落移転推進のため、

広見への坂道を登った。島根県

企画部から役場に集落移転の指

示が出たのである。集落移転費

用として①広見集落に1,000万

円を助成。１戸当たり約150万

の分配になる。②移転費用とし

て１世帯30万円を支給するも

のであった。　

　残った６戸の住民は家族総出

の会合を連日開き、「集落を出

るか出ない」で卓袱台をひっくりかえす大騒動をしている。決め手は自分たち

に残された時間と孫の進学先のことであった。1970年12月25日、断腸の思い

で最後の家族が広見を後にした（図－７）。

　ところで集落移転だが、自然消滅では区切りが悪いので集落再編成の形式を

採用する。広見も近くの小集落と事務的に合併させられた。だが、「広見からの

集落移転事業は単なる住居移転であり、移転は手段であって目的ではない」（32）

と島根大学の安達と乗本吉郎は批判した。福島大学の松野光伸は「集落移転は

人口流出防止のために行なうが、匹見では一層挙家離村が激しい」（33）と分析し

た。

　これらの意見を総合すると、過疎に歯止めをかけるために集落再編をしたが、

自治会の合併は困難で、過疎法による補助金支給も納得できる内容ではない。

結局、過疎集落は名儀を変えつつ切り捨てられる宿命を負う。

　広見集落の挙家離村（図－７）



過疎集落のゆくえ　（正岡　謙司）

－　　－89

（４）　原生林に埋没した広見集落　　　　　

　今、広見集落は

原生林の中に埋没

し 見 境 が 付 かな

い。だが、眼を凝

らして見ると石碑

の建つ敷地に気が

ついた。

　図－８は甲佐家

の当時の面影を映

す記念碑で、心の

風化を起こさない

ための願いであろ

う。跡取り娘の甲佐美千子は、「幾人も産声あげし広見の地、も一度住みたい

皆と共に」という短歌も詠んだ。集落が無くなった後も、広見の栄華を子々孫々

伝えようとした。

　80歳を超える保木本眸から広見の話を聞いた。サンパチ豪雪時、30歳代の保

木本は民生委員や町内会長などの要職を任され、住民の安心と安全を守った人

財である。小水力発電機の発電量が落ちぬように、導水路の枯れ葉を排除する

など保守管理を続けた苦労人であり、思いがけず急病人が出ると大八車に寝か

せて12キロ先の町医者まで運んだ経験もある。このように共同体には伸るか反

るかの決断をする若手の存在が必要である。モノ・カネの価値だけに依存せず、

ヒトを媒介とする地域の担い手が居なくなると、過疎集落の崩壊は時間の問題

となる。その保木本は集落が崩壊する５年前に家族一同で鳥取に移住したとい

う。今は、広島県廿日市で暮らすが、事あるごとに広見の跡地まで来て、一日

をゆっくり過ごす。「心はいつも故郷に帰る」と保木本は望郷の心を滲ませる。

　本稿では、一貫して若い担い手が欠落すると、地域共同体機能は低下し崩壊

　甲佐屋敷跡の石碑（図－８）
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する道筋を説明したが、

具体的には保木本のよう

な“かゆいところに手の

とどく”アウトプット型

の担い手こそ過疎集落に

は不可欠と強調したいの

である。

　最後に、ホーム・カミ

ング・デーを連想させる

広 見 会（図 －９）は、

1989年から匹見町内で

開かれている。帰属意識

の強い出郷者は一日だけ広見の里人にもどる。
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