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序 説

1本研究の目的一事前評価と追跡事後評価一

　環境アセスメントということが，ここ数年来，政治活動の現実的課題として取り上げられ，

具体的な日程に上っている。環境庁は次期国会に環境影響評価法案を提出する予定であると伝

えられる。昭和49年ごろまでは環境庁も環境アセスメントミという表現を用いてきたが，そ

の後環境影響評価此いう用語に改めた。同法の立案経緯は，公害制禦という当初の目的から

地域住民の生活福祉及び自然保護という広汎な課題への対策に転換していく過程に明瞭に看取

されるように，わが国固有の事：情もさりながら，1970年1月1臼に公布施行されたアメリカの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）
国家環境政策法（NEPA）に影響されるところが多い。

　地：方自治体としての北海道も，国の動向に呼応するかのごとく，「環境影響評価条令」の制

定を準備中であるという。市町村レベルでは既に昨年6月，川崎市が同条令を制定ずみで，都

道府県としては北海道が先駆的役割を果しうるわけである。しかし，産業経済界方面ではこの

条令実施に反対の意向が強いといわれるし，純技術的な観点からしても評価方法に不確定要國

が多いとの理由で，一部に時期尚早論があることも事実である。中央政府段階では環境庁と関

係他省庁との間で，該法案制定をめぐって更に熾烈な権限争いがあったといわれる。環境影響

評価に関しては，わが国各界各層の利害関係が複雑に錯綜している事情が察知されるのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
　北海道が制定を試みつつある条令の主たる内容は，次のごとくである。

　（1）環境四境評価は，開発事業主体により，事前に行われるべきこと

　（2）評佃i書を公表し，地域住民の意向をきくこと

　（3＞専門機関により公正な審査をうけること

　（41審査結果は事業実施に反映されるべきこと

　（5）当面の対象は肉然環境に限定せざるをえないこと

　（6）評価の実績と経験を不断に集積し，制度の充実化を図ること

　（7）国の制度との整合性に配慮すること

　（8）調査研究機関の充実および専門技術者の養成に努めること

　（9＞環境情報の収集管理体制を整備すること

　（1①　昭和53年度から実施すべきこと

　わが圏における地方慮治体が現在当面しつつある環境影響評備0）問題が奈辺にあるか，これ

をもってその一斑を知ることができよう。現在の段階ではもっぱら開発行為による自然環境破

壊の予防短策として考えられていることは明らかである。

　本研究の目的は，環境影響評価に関する制度制定の当否を論ずることにあるのではない。ま
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た，その早期実施の是非を論ずることにあるのでもない。一つの事例研究を通じて，地域開発

の地域社会に与えた影響を社会経済的側面および工学的側面から測定し，他の事例との比較研

究を積み重ねることによって，科学的環境影響評伺｝i法の確立に寄与しようということにある。

　ところで，ここにいう環境計画（enviro轟mental　planning）とは，（1環境の質向上のための

開発，保全および創造に関する事業の計画立案（plaRnl捻g），（2）その事業の環境に及ぼした影

響の測定（assessme蹴），（3＞測定結果に基づく見直しと再計画（replaRning）の三作業をふく

む動的過程を意昧する。この場合，環境とは一個の社会的自然的構造連関体として理解されて

いる。

　ところが，その事業内容は畑何にもあれ，環境計画事業によって惹起される環境変動は複雑

多様で多方面に及ぶし，地域の社会的自然的特性に応じてその発現形態も一様ではないから，

評儲測定基準は必ずしも固定不変というわけにはゆかない。まして，その事前評価（アセスメ

ントと訳されてきた）は容易なことではない。ある特定の事象に関する理念型的モデルの作成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
という意味で事前評価は有効でありうるが，事業実施の影響を万般に亘って予測し，これを事

前に評価するということはほとんど不可能に近い。また，テクノロジー・アセスメントにより

現代科挙の粋を尽して評価基準を定めたとしても，現実に生起する変化はモデル通りの軌跡を

たどるとは限らない。さいきん，テクノロジー・アセスメントは万能にあらずとか，テクノロ

ジー・アセスメントのアセスメントが必要であるとかいわれるようになった所以もこの点にあ

ろう。

　最も基本的な課題は，複雑多様な環境変動過程を学際的協力によって分析解明し，これを総

合統一化する方法を発見することである。そのためには，事荊評価の技術モデルの作成に止ま

らず，既に実施した事業効果の追跡再評緬を行ない，この事後評価の方法と成果とを事前評価

の中にとり入れることを繰り返し，それを積み重ねることが必要である。われわれはここで特

に追跡事後評緬の必要性を強調したい。われわれのいう環境影響評価とは，（1）事業実施の事前

調査に基づく予測的評価と，（2＞その追跡事後評価との両者をふくむものである。

　本研究の麟的ならびに主旨は以一ヒのごとくであるが，本稿においては研究結果の全体像を明

らかにするにいたっていないので，現時点では特に住民サイドについてその生活態度および意

識構造を解明することを主眼とした。

正　本研究の方法論一開発事業効果測定の方法一

　現在，環境アセスメントと一般に呼ばれている事柄とやや類似の問題について，筆者は20年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
前から開発事業効果測定法の問題として関心を抱き，幾つかの事例を継続的に検討してきた。

当時，数毯億円の国家資本を投じて実施中の北海道開発事業は，北海道開発法の目的に照して

みれば全く無効であったとの極論がセンセーショナルに世上を賑わし，また，鵬発効果の測定

法としてはcost－benefit　ratioというGHQ直伝の方法によって，投資の経済効果測定一一点張り
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の方法のみしかなく，北海道開発事業の功罪ひいては北海道開発そのものの意義や価値などに

ついて多くの論議を呼んでいた時期であったことから，開発行為に関する科学的評価法なかん

づく社会的文化的効果測定法開発の必要を痛感し，その研究に着手したのであった。それは，

研究の性質上，まず最初に開発事業効果測定の方法論を確定しなければならなかった。当時考

えたその方法論は原理的には現在もなお有効であると考えている。

　1．開発事業効果の類型化

　開発事業効果は，前述のように，現実には複雑な形態をとって現われている。したがってこ

の事業効果を測定する場合には，測定者それぞれの立場によって様々な観点から測定基準を設

定することができるし，その基準のとり方によっては同一事業にたいする評価も異ったものと

なる。そのために各種の誤解や混乱を生ずることが少なくない。そこで，まず各種の基準に対

応した開発事業効果の理念型を考案し，これを整理しておくと測定の際に便宜である。それは

次のように類型化される。

　（A）時間基準型

　　（a＞効果発現の速度を平準とする分類

　　　（1＞短期的効果　　事業実施後，短期間内に急激に現われる効果

　　　（2）長期的効果　　長期間にわたって徐々に現われる効果

　　（b）発現効果の持続性を基準とする分類

　　　（1＞一時的効果　　短期聞内に大方消滅する効果

　　　（2＞継続的効果　　長期聞1こわたうて持続する効果

　（B＞地域基準型　　効果発現範囲の広狭を基準とする分類

　　　（1）局地的効果　　事業施行地内に現われる効果

　　　（2）広域的効果一事業施行地の周辺を含めたかなり広い地域にわたって現われる効果

　（C）内容基準型一　発現効果の意味を基準とする分類

　　　（1）経済的効果一産業部門に現われる物質的効果

　　　（2＞社会的文化的効果一人聞関係的福祉的琴ξ肖神的生活部門に現われる効果

　◎　形式平準型　　効果の発現形態を基準とする分類

　　　（1）単一一的効果　　一種類の単純な形で現われる効果

　　　（2）複合的効果　　各種の複雑に錯綜して現われる効果

　（E）目的基準型　　事業讐i的1こ対する効果発現の適合度を基準とする分類

　　　（1＞第一次的効果　　目的に直接対応した効果

　　　（2）第二次的（副次的，派生的〉効果　　第一次的効果に随伴して生ずる効果

　（F＞媒体基準型一効果発現過程における媒体の有無を基準とする分類

　　　（1）直接的効果　　中間者を介することなしに現われる効果

　　　（2）間接的効果一中間者を介して現われる効果



4 環　境　科　学 第1号 1978

　　〔目的に心する適合度から，直接的効果，間接的効果と表現する場合もある〕

　（G＞効力基準型

　　（a＞効果発現の強度を基準とする分類

　　　（1＞弱小効果

　　　（2）強大効果

　　（b＞発現効果の有効性を基準とするもの

　　　（1＞プラス効果（メリット）

　　　（2）マイナス効果（デメリット）

　（H）総合判定型

　　上記分類中の（11と（2／とにそれぞれ対応して総括的に表現する分類

　　　（1）部分効果

　　　（2）総合効果

　以上のほかにもなお各種の類型化がありうるであろう。効果類型設定がこのように複雑であ

るのに対応して，効果測定法もまた多様でありうる。しかし，具体的な政策課題としての事業

効果の測定評佃iに当っては，ここに挙げた諸要因を科学的に十分に検討した⊥で総合的判定を

下す必要がある。地域開発事業のメリットもデメリットもふくめて，上記各種の効果を等分に

厳密に測定評価するのでなければ，偏狭な独断論に陥るを免れないであろう。戦後の復興のた

めの開発事業及びこれに続く高度成長時代の開発事業にあっては，前述のように経済効果のメ

リットのみを測定基準とすることが一般であったために，地域住民の健康，福祉，文化等の社

会生活に関する配慮を欠き，そこに生ずるデメリットを計算する術も知らなかった。まして，

そのデメリットがやがて生産上のメリットそのものすら脅威するにいたるであろうことには思

いも及ばなかったのではないか。それは費用一便益比による効果測定法しか使用されておらず，

社会文化的効果の測定法が開発されていなかったことにも大きな原因があったと思われる。現

在はこれと対照的に，開発事業のデメリットを強調するの余り，反面に生ずべきメリットを軽視

ないしは無視する弊に陥ることを警戒しなければならない状況とさえなっている。いずれの場

合においても，公正かつ客観的な測定基準の確立を要することは論を侯つまでもない。

　この研究では，開発事業効果の主として社会的文化的効果の測定を問題とする。それを時間

的にも空聞的にも，また形式的にも内容的にも，総合的全体的に把握しようとする。例えば，

ダム建設による人造湖造成事業とこれに伴う開拓事業についていえば，発電，灌概，農地開発

等生産面に現われる第…次的直接的効果を対象とすることはいうまでもないが，それだけでは

なく，これらの事業を通じて広くその周辺の地域社会に長期にわたって現われ，地域住民の社

会生活にプラス，マイナスの影響を及ぼす効果をも視野の中に入れようとするのである。それ

は，本来，開発事業は手段であり，住民の福祉向、1二こそ閂的であるという観点に立つからにほ

かならない。この場合，前者をダム効果または開拓効果，後者を開発効果と呼ぶと，問題の所
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在は一層明確になると思う。では，そのような効果測定は如何にして可能であるか。次にその

方法の概要を述べたい。

　2．社会的効果の測定法

　測定基準を（1）定着性，（2）生活水準，（3）文化度，（4）連帯性，（5）広域効果の5指標とする。その

内容は次の如くである。

　（1）地域人口の定着性

　この場合，地域の範囲をどのように爾定するかという基本的問題が生ずる。国土計幽におけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5＞
る地域設定の方法論の問題について筆者は既に晃解を述べたことがある。ここでは，開発事業

効果の強く及ぶ範囲としておく。この地域内人目の流動率を箪出する。可能ならばその流動率大

小の理由を明らかにする。開拓地を例にとるならば，入植者の定着率，その前歴，入植事1青，家

族関係，パースナリティ等の聴取調査を行う。離農者については離農源困を詳細に調査する。

　（2）地域住民の生活水準

　土記の開拓地を例にとるならば，定着した農家の生活水準の動向を明らかにするために，家

計調査により生計費内容の変動を分析する。すなわちケース・スタディによる来住前後の生計

費の比較，周辺集落における既存農家との比較，経営形態が異種または同種の村落における農

家との比較，都市勤労者および一般市民との比較，本州農村との比較研究を行う。

　（3）地域社会の文化度

　保健医療，教育文化，福祉衛生施設や機関への接近可能性（accessib呈llty）を，これら諸施

設ならびに機関の量および利用状況，上下水道や尿尿ゴミ処理施設等の生活基盤施設の整備状

況，さらにこれらを利用するために必要な道路および交通機関の近代化ならびに臼家用車の保

有率等により明らかにする。上記の開拓地を例にとるならば学校，保育園，診療所等への接近

の難易，読書の程度，テレビ・ラジオの視聴率，所によっては神社の祭りや年中行事の実施状

態等も文化度測定の指標となしうる。

　（4）地域社会の連帯性

　地域社会に形成された諸集団ないしは諸階層聞の相亙関係，右の諸集団内における人間関係

の親疎の状況，地域住民の家族生活ならびに精神的態度の安定性等を確証するために，地域内

の住民運動（特に開発難業に対する），労資関係，自発的ならびに行政上の住民組織率，離婚

率および家庭裁判所の調停内容，犯罪率および少年非行率，交通事故発生率，精神病患者発生

三等を分析するとともに，これら諸要因闇の有機的連関構造を解明する。

　重ねて上記開拓部落を例にとれば，（イ〉部落内部における社会関係，入願脅相互間の結合度，

生活上ならびに生産上の協同状況，実行組合の活動状況，近隣関係　　安定しているか，紛争

が多いか　　，フォーマルな関係とインフォーマルな関係等を分析し，集団加入や社会参加を

通じて全体としての村づくり活動への質献度を測定することになる。また，（ロ）この開拓部落と

嗣辺集落との関係を，例えば日常生活圏の検証，相互活動地域の噛定，」二級集落への依存度，
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通婚圏の分析等を通じて解明することにより，集落社会としての安定度を測定することができ

る。

　（5）開発事業の広域的効果

　開発事業の実施が周辺の地域社会に与えた影響を広域的効果として測定する。上記（1）～（4）の

総合的評価とも関連する。

　ここに述べた方法論は，環境影響評価に関するいわば骨組みを明らかにしたものでまだ不十

分な点が多く，今後多方面からの批判を受けて精練していくべきものであることはいうまでも

ない。しかし，一つの観点から一貫した測定方法を提案したつもりである。したがって，いま

藪では開拓事業をとってその具体例としたが，方法そのものは苫小牧地区におけるような工業

開発事業の環境影響評価にも適用可能であることは敢て断るまでもないであろう。事業内容と

地域社会的状況に即応してこれをモデファイして使用するならば十分に有効な方法と考えてい

る。

　このような：方法論的仮説を筆者が考案するにいたった直接の動機は，昭和30年10月国際復興

開発銀行の融資等により，北海道野付郡別海村床丹地区に集約酪農経営を厨標として建設着工

されたパイロット・ファームの開発効果なかんずく社会的効果の測定を試みることにあったが，

さらに，出来るならばこれを通じて開拓事業全般にわたる事業効果測定法の確立に一つの展望

をえたいとの意図をも併せ有するものであった。パイロット・ファームを調査対象とした具体
　　　　　　　　　　　6）
的理由は次の如くである。

（のパイロット・ファームは北海道開拓の新方式を実現するもので，今後の開拓に指針を与

　　えうるものであること

（のパイロット・ファームは，周辺σ）自然条件に剃約されて，既存の集落や祉会的影響から

　　比較的隔絶した広い原野に建設されるので，この事業の波及効果をかなり純粋な形で抽出

　　しうると考えたこと

qの開拓事業効果を評価するためには，開墾入植の当初から相当長期間にわたって継続的観

　　察を行う必要があるが，そのためには新規事業であるパイロット・ファームを舛象とする

　　ことが適当であること

GV）開拓者の入植はまだ行われていないので，いわばミゼロ年次鳶における社会状況把握が

　　可能であること

（V）新規の集団入植であるから，ファーム内における入植者相互間の人閥関係，社会関係の

　　観察を通じて，新しい集団の形成過程を検討しうること

（VDパイロット・ファーム建設の影響をうけて急激に発展膨張しつつある周辺市街地の社会

　　経済構造の変動過程を分析することによって，農村的および都市的集落の形成過程を究明

　　できること

　すなわち，開拓事業の地域社会に及ぼす社会的影響を把握する対象として調査を行い易くか
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つ適当であり，これを実験地域として研究を継続することによって，朋拓事業を動因とする地

域社会の変動過程を跡づけうると考えたことによるのである。当時は自然環境にたいする影響

測定はまだほとんど考慮されていなかったので，現在の用語をもってすれば，環境計画（開拓

事業）の地域社会環境に及ぼす影響評価を闘的とした方法論的構想といって大過はないかと思

う。

　今回の研究においても，基本的には，このような方法論を枠組みとして，環境計画の影響評

価を行ってみようというのである。

皿　対象地域および研究課題

　本稿は南富良野町の再調査に関する中問報告の一部である。

　南富良野町は，第一章において記述するように，空知川上流の山峡に位置し，細長い地形的

条件をもった農林業の町であるが，昭和38年着工，昭和41年完成の金山ダム建設によって生じ

たかなやま湖のために町の中央地域が水没するという特殊状況におかれることとなった。われ

われはダム建設着工前の昭和37年から39年にかけて，当時の南富良野村および隣接の占冠村を

含む地域社会について，金山ダムの建設および北落合，トマム地区の開拓パイロット事業によ

る農業開発にともなって生ずる変動過程を解明するための基礎調査を行い，いくつかの問題点
　　　　　　　　　　7）
を指摘したことがある。

当時われわれが主たる関心を抱いたのは，人造湖の建設によってこの地域社会環境がその社会

男生態学的構造にどのような影響をうけるかを測定するために，多数の集落によって構成され

る当地域社会の構造を解明しておくことにあり，特に検証に意を泣いだのはこの地域社会のも

つ共同体的性格の特質であった。すなわち，この入造湖の出現にともない中央鹿越地区は水没

して村は分断され，土学部幾寅地区と下流部金山地区との有機的連関は著しく阻害されること

となり，一・つの自治体としての村の機能維持は渋滞化せざるをえない。純経済的にのみ考察す

るならば，建設事業そのものは少なくとも一時的には村財政にプラスの影響を与える筈である。

しかし，村の農業生産力のほぼ30％を占める豊かな農地を水没によって喪失し，またこの水没

地iXに屠住する農家103，日雇労務者57，給料生活者50，商家29，無職その他iO，合計2弱

世帯，その人口1，229入を離散させ，その結果，農協，商店，病院，寺院，挙校等にも強い影

響を及ぼすので，経済的プラス・マイナスの決算報告書を鵡すためには，長期的展望をもった

追跡調査によって精算表をつくるしかない。それは後年への宿題として残すこととしたのであ

る。

　社会学的な襯点からすれば，それより以前に着手していた前述のパイロット・ファーム地域

社会構造の変動過程との比較分析に大きな興1床があったのである。パイロット・ファームに関

する研究は，原野の中における新集落の設定が広く周辺地域に及ぼしてゆく波及的影響過程の

　　　　　　　　　　　　　　8）
究明に主眼があったのであるが，当研究においては既存集落の水没消滅がもたらす各種の影響
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の解明に焦点がおかれるので，両者の比較考察は，集落の誕生と消滅という点で建設的と破壊

的との全く対照的な意味をもつものである。

　昭和37年度の報告書においては南富良野地域の歴史的発展過程，日常生活圏を中心とする集

落構互間の機能的連関，水没地帯の祉会経済的性格，人造湖建設が幾寅市街，金山・下金山市

街および東鹿越市街の商店，工場，公共施設等にもたらす社会的経済的影響，農協および村財

政に与える影響等を詳細に把握し，これを正確に記録することに努めた。

　当時から15年を経過した時点で，その後の状況を追跡調査する闇的のもとに，南富良野町の

再調査を行うこととなった。調査は昭和51年秋から二丁し，53年3月現在なお進行中である。

　今回の報告においては，環境変動にたいする南富良野町民の態度解明に焦点を絞ることとし

た。この態度の中に地元住民側の環境影響評価が反映されていると考えるのである。換言すれ

ば，地元住民の生活意識の分析を通じて一種の環境影響評価を行ってみようというのである。

最終報告書は，今次調査の終了後にまとめ，学際的共醐研究としての成果を問う予定であるが，

とりあえず中聞報告として発表し，識者の叱正をえたいと思うのである。

　執筆分撮は，序説と要約は関，第一章は三谷が担当して文学研究科博士課程の杉岡直人の協

力をうけ，第二童は黒柳が担当，第三章は五一卜嵐，山村，加賀屋が握当した。

　なお，角地調査の実施に際しては南富良野町および同町民の方々の好意ある協力を頂いた。

記して謝意を表する。
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　評価（impact　assessment）という表現が使用されており，　「客観的にして健全なる予備評価或は

　法適用荊評価作業は，いまや計画立案（prolect　piann｝ng）および意思決定の不可欠要因である」

　との提雷も行われている。

　　わが國においても，立法準備作業の過程で多数の論稿が発表されており，また，昭和53年2用学
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　　このように，環境影響評価という術語には多義的な解釈が存在するけれども，本稿においては本

　文に述べたような意味に使用する。



環境計画と環境影響評価（関，五十嵐，黒柳，三谷，山村，加賀屋〉

Michael　S・Baram，　Eπ囑70π7πe撹α‘ゐαwα箆d置んe　S‘伽g　oプ恥。漉‘どe5＝

απ（ε　Coα3ぬZ　Zoπe　ル∫αηα9εηLeπε，　Ball玉nger　Publish呈ng　Co．，　1976，

pp．15－19，　p．135，　P　142，　p．154，　p．168。

∬∬％e3ぬしαη（1σ5e

後藤典弘　「環境評価の多様性」　環境情報科学5－4，1976．

渡辺　光　「基礎的用語について」　環境情報科学5－1，1976．

松尾次雄　　「テクノロジー・アセスメントの役割とその活月署について」　Consultan£56号，1977．

江目正人　「アセスメントの今後の課題」　同上書

横山長文他　　「環境アセスメント手法入門」　オーム社，1975．

北川正文編　「環境アセスメントの実施手法」　日刊工業新聞社，1977．

池上　徹　「わが国における環境影響評価（環境アセスメント）への対応」　環境法研究4号，

有妻斐il揚　　1975。

伊藤康吉　隠詞・牧大規模工業基地にかかる環境影響事前評価の経緯と問題点」　同上轡　1975．

島津康男訳　　「環境アセスメントー原則と方法一」　スコープリポート，環境情報センター　1975．

土木工学大系　14巻　「環境アセスメント」　彰国祉　1976．

2）北海道公害対策審議会及び北海道自然環境保全審議会

（答申），1978年1月28B

「環境影響評価の制度化について」
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3））山村悦夫　　「地域均衡発展論」第五章，大明堂　1977．

4）関清秀他による根釧パイロット・ファームの調査，北海道十勝士幌町新田音1‘落の調査，同更別

村勢雄地区の調査，同稚内サロベツ原野庄内3部落（落合，豊墨，豊栄）の調査，南扇・占冠地域

の調査等参照。

関　清秀　「サロベツ総合調査報告轡・泥炭地の生態・社会経済部門」　北海道開多各局　1971．

5）関　清秀　　「国土計画における地域設定の方法論一地域社会学的研究法の試み一」北海道大学

文華部紀要11号　1963．

6）関　消秀　「地域開発と社会変動」　北海道開発周　！964．

7）関　清秀，三谷鉄夫他「南籍・占冠土也域社会の構造分析」　北海道開発周　1963．

8）関．清秀　　「開拓集落の社会構造と家族類型一北海道パイロット・ファームにおける「一塚入

植型J家族と「分家入三型」家族一」　社会学評論　52号
関　清秀　　「開拓事業効果調査年度報告書」　1962．
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第一章　地域社会の生活環境と住民の態度

一生活満足度を中心として一

1　研究の目的と方法

　地域住民はそのおかれている社会的，経済的，文化的諸条件のもとで生活の満足，不満足の

感情を抱いている。そうした住民の態度と地域がもつ諸条件との関連を明らかにすることは地

域問題の解明にとって不可欠の要件である。

　こうした問題に関する個別的な実態分析はわずかながら存在しているが，いまだに体系的分

析はなされていない。

　本研究もかかる個別的，事例的分析の範域を超えるものではないが，従来の研究の諸成果を

踏まえながら，住民の生活満足度と地域との問題に焦点を据えつつ，この首題の解明に寄与し

ようとするものである。

　調査村象地域は北海道空知郡南富良野町である。調査の具体的方法は選挙人名簿を用いて，

単純無作為抽出法により，20歳以上の男女を対象に主として生活環境，祉会施設に関する意識

調査を郵送法によって行なった。

　サンプル数の決定は誤差を5パーセント以内とし，信頼度95パーセントに保つように設定し

た。南富良野町の20歳以上の人1蝦ま昭和50年国勢調査によると3，560人であるから，必要サン

プルは347となる。抽出したサンプルは496で，回収率は67．2パーセント（336）であった。

∬　南富良野町の概況

　南富良野町は第1図に示す如く北海道のほぼ中央に位遣しており，東は十勝管内新得町，西

は空知管内夕張市，南は占冠村，北は富良野市に隣接している。総面積は666。74k㎡であり，そ

の85％が森林（大半は国有林）である。ここには多目的ダムとして知られる昭和42年に完成し

た「かなやま」ダムがある。この水没地区は肥沃な土地からなり，そこには後に伊勢団体と名

づけられた40戸の水田農家が居住していた。

　集落は，中心市街地がある幾寅を含め下金由，金碧，東鹿越，落合，北落合，の6つに分散

している。集落間の社会的交流は距離的に離れていることもあり濃密でなく，商店のない北落

合を除いてそれぞれ独立した日常生活圏を形成している。加えて，個々の集落は相互に異なる

社会的性格を有しており，主として下金l！」と北落合は（1＞農業集落，金山および幾寅は（2／農林業

集落，落合は（3）林業集落，東鹿越は（4／鉱業集落，の4つの類型に分たれる。集落別の農業経営

についてみると，北落合は酪農を中心とした畑作，幾寅は疏菜，穀救混合の畑作，金山および下
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金山は水田と畑作両タイプがある。

　従って，これらの6つの集落では

社会施設，生活関係をはじめとする

住民の様々なニードが，その個性的

性格に対応したかたちで存在してい

ることが予想される。

　産業基盤は農業，林業，および東

鹿越での鉱業（石灰）を中心として

いるが，就業人【：：：1をみても漸次減少

しており，産業別人口構成では3次

業が最も高い割合を占めている。

　第2図は，いわゆる高度経済成長

の展開期となった昭和35年からの爾

旛良野町における人口と世帯数の動

態を示したものである。
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　　　　　　　　　　　　　昭和40年以降の10年贋1の変動は著しく，

な減少をみている。昭和42年に金山ダムが完成したこともその要困の1つである。昭和40年に

11，029人であった人口は，昭和53年には4，948人と約半数になった。ダム建設関係の事業がな

くなった昭利45年以降をみても2年間に約1，000人のペースで減少している。人口減だけでは

なしに世帯数の減少も著しい。

35　　38　　39　　40　　41　　42　　43　　44　　45　　46　　47　　48　　49　　50　　51　　52

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぞ～｛iモ3月3圭U現／［…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住民基本台帳）

　　　　　　　　　　　　　人口，世帯数ともに大幅
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第1表　　集落甥入繍・世帯数の推移 （）実数

入 口 世 世冊 数

S 35 40 45 50 35 40 45 50

下 金 山

（

1264）
100 84 61 38

（

253）
100 91 78 58

金 出

（

2185）
100 146 72 57

（

483）

100 145 94 83

鹿 越
（ 639）

100 59 4
一

（ 133）

100 54 7
｝

東 鹿 越

（

900）

100 98 64 51

（ 206）
100 100 87 74

幾 寅

（

3152）
100 95 74 62

（ 664）

玉00 106 99 93

→●常 A口

（ 1574）

100 136 82 54

（ 361）

100 138 106 79

北 落
ムロ

（ 376）

100 99 79 40

（ 81）

100 94 85 51

計
（10090）

100 109 68 51
（2181）

100 114 89 76

　昭和35年を基準として5年毎に人口と世帯数の減少　　　　　　　　第2表　　　（）実数

率を指数で表わし集落別に比較してみたのが第1表で

ある。鹿越地区はダム完成により水没したので昭和50

年の数字には含まれない。

　昭和35年を100としてみると昭和50年には総謙で人

口は51，世帯数76と変化している。申心市街地の幾寅

は比較的安定しており，人口こそ62となったが世帯数

は93と他地区ほど減少していない。林業によって成立

している落合や農業を中心とする北落合，下金山の両

集落はかなりの減少をみている。金山の人口の変化が

大きいのはダムの工事期間中作業所がおかれていたの

で，これに関連する人口の移動があったことにもよる。

　第2表は，昭和40年以降の小，中挙校，高校の生徒

数の推移を指数で示したものである。下金由，北落合

では減少が著しく，小学校では21即ち％になっている。

幾寅でも，人口，世帯数で他地区より安定した推移を

みせているのに，小学校，中学校生徒数はともに半数

繭後に減少している。高校については，昭和53年度より

全日制／学級が開設されたが，金山，下金山地区では窟良野市へ通学している生徒もおり，大

きな変化は期待しえない。従って人口の高齢化に伴なう地域閣題をかかえる時期を迎えている

といえよう。

　　　　　年度学校名

S　40 45 50 52

下金山小学校
（165）　　100

52 23 21

金山小学校
（260）　　100

68 48 38

鹿越小学校
（31）　　100

㎜ 　 皿

東鹿越小学校
（93）　　100

83 43 41

幾寅小学校
（358）　　100

87 58 53

落合小学校
（183）　　100

80 54 50

北落合小学校
（58）　　100

79 36 21

小　　　計
（1148）　　100

73 46 4ユ

栓艸轍（1201。。 53 22 19

金艸鞭（186！。。 53 32 37

幾寅中学校
（343）

@　100 66 55 45

落合中学校
（127）　　1GO

54 38 30

小　　　計
（776）　　100

59 41 36

南富良野高校
（171）　　100

69 51 49

合　　　計
（2095）　　100

68 45 40
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皿　住民の生活満足度

　1．地区別にみた生活満足度

　生活満足度の構成要素として，（1泊然環境，（2）社会施設，（3）生活環境，の3つを取り土げた。

これらに（1＞とくによい，（2＞よい，（3＞ふつう，（4＞わからない，（5）無回答（N・A）（6｝よくない，

（7）きわめてよくない，とスコアを与えた。生活満足度に関する一般的な扱いにおいては（3＞ふつ

う，（4）わからない，（5無團答，を一括して中立とみなした土で多変量解析を行なうがここでは

中立なるものの内容を更に検討するという問題関心があったので，このように区分が多くなっ

たのである。

　最終的には，数癒化理論に基づく満足度の多変量解析を試みることになるが，本稿ではその

準備的考察として満足度の分布を整理しておきたい。この場合，南富良野町を…括して扱うよ

りも集落単位に比較することがわれわれの闘的にとって有効である。すでに触れたごとく，こ

の町は，幾寅を中心市街地とする6つの集落から構成されている。これらはそれぞれ独自の社

会的施設，自然条件，生活環境の特徴ある性格を有している。

　第3表は，こうした点を考慮して集落別に満足度の分布を整理したものである。

　（1）自然環境について

　まず，自然環境のうち噛然の豊かさ」についてみると，（1＞「とくによい」と回答している

ものは男体的に10％から15％の選択をみているが，北落合では28．6％と高く，下金山では0で

ある。これは，北落合の場合，サンプ翫数が7と他地区に比較して極端に少ないために生じた

ものといいうる。また，下金山の場合は，（2）の「よい」を含めて満足グループを考えるならば

平均的であるとみなしうる。全体としては，（1＞「とくによい」（2＞「よい」の満足グループは54

％であり集落溺には幾寅53．3％，北落合43．9％，落合54．4％，策鹿越53．3％，下金山57．1％，

金山55．4％と北落合を除き差異は小さい。集落で特徴的なこととしては，北落合では他に比較

して（61「よくない」と答えたものが多く，また，下金山では（3）ヂふつう」を含めると不満を指

摘するものがほとんどいないのが注目される。

　融然環境の一つに「気候的条件」も含められるが，この点については「自然の豊かさ」には

満足しているものの「気候」には不満を感じている人が意外に多いこと，及び集落閥に差があ

ることが目につく。この事実は，南憲良野町の自然条件が住民の意識に反映したものといえる。

つまり，下金山，金山及び東鹿越では約2割程度の満足グループをみることができるが，幾寅，

落合，北落合ではたかだか5％程度である。（3＞「ふつうJとしたものは金山，下金山，東鹿越

に多い。幾寅0）場合は不満足も多いが40．9％が「ふつう」としている。これは中心市街地に住

んでいるため気候的変化によって生活圭の不便を感じることが少ないためと考えられる。落合，

北落合は（6）「よくない」（7）「きわめてよくない」を合わせると，それぞれ，78．9％，85．8％と

不満度が極めて強い。この町は元来夏と冬の寒暖，雨量の差が大きく，大睦性気候のパターン
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を示している。風向きは南東，南西：方向であり，霧の発生地が狩油島，トマム山々系の2ヵ所

より落合，北落合に影響を及ぼしている。また，幾寅は風が強いことで知られている。そこで，

「自然の豊かさ」については集落間の差はあまりないが「気候」については幾寅，落合，北落

合に不満グループが集申し東鹿越，下金由，金出に満足しているものが多くなっている。従っ

て，地図の上では南西部と北西・北東部に二分される。

　（2＞社会施設について

　社会施設として，学校，公民館，公園，上下水道，道路，医療施設などを挙げることができ

るが，ここでは，交通安全，教育，文化施設，医療施設，子供の遊び場を取り上げた。

　まず，交通安全（施設・対策）については全体では「とてもよいゴ　「よい」の満足グループ

に属するものが10．4％である。下金由，金鼠iは他に比較して満足しているものが多い。「ふつ

う」を含めると6割から7割に達する。一方，北落合では「よくない」　「きわめてよくない」

が71．5％を占めており不満が強い。地理的に中心市街地から離れており高丘地にあるため，道

路整備が充分でなく冬期聞は降雪のために不便さが一一層増すことが背景として考えられる。従

って，中心市街地のある幾寅において不満が約4割あるのとは事情を異にしているといえよう。

　「教育文化施設」については「よくない」　「きわめてよくない」といった不満グループの割

合はいずれの集落の場合も約40％を占めている。落合では不満グループが47．4％と他よりも少

し高い。幾寅，東鹿越は「とてもよい」　「よい」を合わせて，それぞれ！！．7％，！2．5％と他地

区よりも満足度が高い。この質問に関しては他の項目と異なり「わからない」と答えたものが

落合，下金山，金山でそれぞれ約1割みられる。教育文化施設に対するイメージがうかばなか

ったり日常生活にかかわりのない人が比較的多いことが考えられる。文化的施設が少ないこと

も…一因であろう。

　「医療施設」の充実は「医療過疎」という表現も用いられるように，住民にとって「生命の

安全」を保障するものである。

　全体では「とくによい」　「よい」は合わせて6％と満足度は低い。　「よくない」　「きわめて

よくない」がそれぞれ42．7％，26．9％，で合わせて約7割が不満を表わしている。集落別にみ

るなら金Ll」が93．2％と最も強い不満をもっており下金由が86．7％とつづく。これに対して満足

度の比較的高いのは落合であり「ふつう」を含めると54．4％になる。落合には診療所が設置さ

れている。中心市街地の春雷よりも落合の住民が医療施設に対する満足度が高いことは信頼し

うる医師と施設を身近に有しているからであろう。

　「子供の遊び場」については「ふつう」　「わからない」が全体の半：数を占めている。また，

「よくない」は33．1％「きわめてよくない」は5．4％と消極的評価が目立つ。集落別にみると，

幾寅，金山，北落合，で約4割が不満足グループを構成している。満足度が比較的高く，不満

足も少ないのが落合であり東鹿越，一ド金山は3割程度が不満足を示している。　「家族で楽しむ

場」は生活環境のカテゴリーに入れることも可能であるが，それの具体的なイメージとしてう
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かぶ公園，動物園，遊園地，自然公園などは社会施設としての機能を有するものであり，後述

する満足度変数の相関行列をみても「子供の遊び場」との関係が生活環境変数よりも強かった

ので社会施設として扱ってさしつかえないといえる。この「家族で楽しむ場」については「子

供の遊び場」よりも満足度は低く，全体では50．2％が「よくない」と箒え，更に「きわめてよ

くない」は19．4％と約2割を占めている。集落別にみると幾寅，東鹿越が他地区に比較して若

干満足グループが多く，北落合で不満足グループが多いが集落間では有意差はない。

　（3）生活環境について

　つぎに生活環境について考察を加えたい。ここでは「物心」　「買物の便利さ」　「人情味∫冬

の生活」　「仕事（就職）」の5つの変数を設定した。これらは生活の快適さ（アメニティ）にも

直接関連するものであり，日常の生活感覚に最も強くかかわるものといえる。　「物価」につい

ては，全体では「ふつう」が20．9％，　「高い」が64．5％，　f非常に高い」！1，3％，が主なもの

である。集落別にみると北落合，幾寅，下金山では約3割が「ふつう」としているが，落合，

東鹿越，金山では10％台にとどまっており「高い」は北落合を除き，どの集落も6割から7割

台を占めている。「非常に高い」とした割合が多いのは，北落合42．9％，落合29．8％，金山13．5

％である。　ヂ高い」　「非常に高い」という不満足グループを構成しているのは幾寅で66．4％，

落合で87．7％，北落合で57．2％，東鹿越で87．5％，下金山で75．0％，金山8L1％と極めて多い。

　「買物の便利さ」については主婦にとって直接かかわりがあり，生活ニードとしても近くに

医療施設があるのと同様，重要な要素である。とくに南富良：野町のように空間的，社会的に隔

てられた集落が点在し，近くに都市がないという条件のもとでは，買物の便利さに関連するC選

択の自由度」が極めて制限されているために不満もかなり予想された。全体的にはド不便」が

45．4％，「非常に不便」が16．4％と不満足グループは6割を超える。「ふつう」としたのは30．4

％で「とくに便利」　「便利」とし〉う満足グループは5．4％であった。、従って「物価」ほど不満

は多くないが集落別にみると差がかなりみられる。入口も商店の数も多い幾寅と金山では，満

足グループはそれぞれ！0．3％，4．1％であるのに対し，他の集落ではぽとんど満足しているも

のがいない。　「ふつう」を含めて考えるなら幾寅が約半数，金山，落合，下金山が20％台で並

んでいる。最も不満を表わしているのは東鹿越であり「不便」「非常に不便」を合わせて，96．9

％と著しい。幾寅は合わせて43％であるが他の集落はすべて7割から8割が不満足グループを

構成している。この点は江・｛耳心市街地での生活が他よりも利硬性と快適性に富んでいること，ある

いは幾寅地区の入口，世帯数の減少が他よりも少ないことなどと関連をもつものと考えられる。

　「人情味」については，相関係数でみると「自然の豊かさ」と関連が強く，風土としてのイ

メージになっている。全体では「とくによい」　「よい」は合わせて31．4％，　「ふつう」は52．8

％，「よくない」　「とくによくない」は合わせて11．1％となっている。集落別にみると，北落

合は回答者数が少ないために2つの対立する傾向を示しているが落合，金山，東鹿越では不満

足グループに属するものが1割程度認められる。ここで注目されるのは比較的人口の移動量も
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多く，生活関係が都市的と考えられる幾寅と金山では傾向を異にしている点である。集落の社

会的性格を職業構成からみると金山は都市的であり，幾寅の場合はより農村的であることとい

ってよい。加えて「物価」　「買物の使利さ」との関連で示されるように生活環境に満足してい

るかどうかが「人情味」に対するイメージ的要素に結びついているといえる。

　「冬の生活」は，この町にとって交通の便の問題を含めて社会的交流の機会に制約を与え，

また経済活動，生産活動においても休止状態に入ることを意昧している。全体としては「とく

によい」　「よい」は合わせて／2．7％「よくない」　「きわめてよくない」は合わせて65．4％とな

っている。集落別にみても差はみられず6割から7割台に不満足グループが分布している。従

って，　「冬の生活」を改善することは共通の課題として設定されうることになる。

　「仕事（就職）」は過疎問題の基本にかかわる。雇用の保障を与えられなければ定着すること

は困難であり，生活の基盤の保障なしに暮らすことはできない。全体では「よい」3％，　「ふ

つうゴ16．1％，　「よくない」48．4％，　「きわめてよくない」26．9％という結果をみると約8割

が不満を表明していることがわかる。集落別にみると落合，金山，などの林業をかかえている

ところで強い不満が出されている。この問題は産業の振興に関する有識者を対象とした面接調

査においても「資源が乏しく立地条件もよくない。町が伸びるには農林業を基本に考えるべき

だ」という意見が出されており，とりわけ林業関係の雇用に依存している金山，落合において

「きわめてよくない」が高くなったものと考えられる。

　このようにみてくると，町金体でみた場合，生活満足度の比較的高い項目として，　「自然の

豊かさ」「人情味」「交通安全」を挙げることができ，次いで，やや満足している項1謡には「気

候」　「教育文化施設」　「子どもの遊び場」を含めることができる。

　一方，満足度の低い項国は「物個し　「仕事」　c医療施設」　「家族で楽しむ場」　「冬の生活」

ド買物の便」である。

　ところで，以上の項目には地域差のないものもあるが，地区によって不満度が相対的に高い

もの，および低いものがあった。

　「人情昧」はいずれの地区でも高い満足度を示しているが「仕事」　「姦直で楽しむ場」　「冬

の生活」はどの地区でも不満度が強い。

　「自然の豊かさ」および「交通安全」は概して高い満足度を示しているものの北落合地区に

は他地区に比して不満なものが多いのは交通条件の劣悪さが反映したものといえよう。

　幾寅，北落合および落合の東部地域は西部の地区に比較して，気候についての不満度が高い

のは気象条件の差を如実に反映している。

　全体として低い満足度を示している「医療施設」に関して落合地区の住民はやや満足してい

るものが多いのは同地区に現存している医療施設の質を評価しているものであろう。

　「教育文化施設」や「買物の便」について幾寅地区では満足度が他地区に比して高い。それ

は幾寅市街地の社会的サービス施設の整備状況に対する反応とみることができるであろう。



第3表　　生活満足度の集落別分布

満 足　度
集 落 幾　寅 落 合 北落合 東鹿越 下金山 金　山 全　体

1 と　　く に　良 い 15．3 10．5 28．6 12．5 0．0 14．9 13．1

2 良 い 38．0 43．9 14．3 40．6 57．1 4α5 4α9

慮
3 ふ つ

う 38．0 36．8 28．6 43．8 42．9 28．4 36．4

自然の豊かさ 4 わ　　か ら　な い 0．0 α0 0．0 0．0 α0 2．7 0．6

5 N ● A 4．4 王．8 0．0 3．1 0．0 5．4 3．6

然 6 よ　　　く な い 3．6 7．0 28．6 0．0 0．0 8．1 5．1

7 きわめ てよく ない 0．7 0．0 0．0 0．0 α0 0．O 0．3

1 と　　く に　良 い 0．7 王．8 0．0 0．0 0．0 4．1 1．5

環 2 良 い 5．8 1．8 α0 18．8 21．4 23．0 11．3

3 ふ つ
う 40．9 17．5 14．3 34．4 643 54．1 40．6

気　　　　　候 4 わ　　か ら　な い 0．0 0．0 0．0 0．G 3．6 0．0 0．3

境 5 層 電 A 0．7 α0 0．0 3．1 0．0 4．1 1．5

6 よ　　　く な い 50．4 649 42．9 40．6 10．7 14．9 40．6

7 きわめて よく ない 圭．5 14．0 42．9 3．1 0．0 0．0 4．2

1 と　　く に　良 い 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 L4 0．3

2 良 い 7．3 8．8 α0 9．4 21．4　． 1a5 1α1

3 ふ つ
う 52．6 61．4 28．6 65．6 53．6 55．4 55．5

交　通　安　全 4 わ　　か ら　　な い 2．9 3．5 G．0 0．0 τ1 4．1 3．3

5 N ， A 0．7 3．5 0．0 0．0 0．0 2．7 1．5

6 よ　　　く な い 29．9 17．5 42．9 2L9 17．9 18．9 23．9

7 き　わめ てよく ない 6．6 5．3 28．6 3．1 0．0 4．1 5．4

1 と　く に　良 い 1．5 L8 0．0 0．0 0．0 0．0 0．9

2 良 い 10．2 1．8 0．0 12．5 7．1 1．4 6．6

社 3 ふ つ
う 43ユ 35．1 429 34．4 39．3 3τ8 39．4

教育文化施設 4 わ　　か ら　な い 4．尋 10．5 G．o 6．3 10．7 9．5 7．2

5 N 9 A 2．2 3．5 14．3 3．1 0．0 5．4 3．3

6 よ　　く な い 32．1 42．1 42．9 40．6 42．9 37．8 37．0

7 きわめて よく ない 6．6 5．3 0．0 3．1 0．0 8．1 5．7

会
！ と　　く に　良 い 1．5 L8 0．0 0．0 0．0 0．0 0．9

2 良 い 5ユ 15．8 0．0 0．0 3．6 0．0 5護
3 ふ つ

う 30．7 36．8 42．9 15．6 10．7 2．7 22．7

医　療　施　設 4 わ　　か ら　な い 0．7 0．0 0．0 0．0 0．0 1．4 0．6

5 N o A 0．7 0．0 0．0 3．1 0．0 2．7 1．2

6 よ　　く な い 35．1 143 53．1　．．L、．闇．L．． 　46．4油鞘．．．…“r而、r、．内内内、

32．4 42．7

施 「ゲ……．“…
き　わめ@てよく ない 11．7 10．5 42．9 28．1 39．3 6α8 26．9

1 と　　く に　良 い 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0

2 良 い 11．7 19．3

1：舅
12．5 7．1 5．4 11．0

3 ふ つ
う 35．0 57．9 42．9 46．9 60．7 50．0 45．7

子供の遊び：場 4 わ　　か ら　な い 2．9 3．5 14．3 3．1 3．6 1．4 3．0

善几
5 N o A 2．9 1．8 α0 0．0 0．0 1．4 1．8

面又
6 よ　　く な い 4G．9 15．8 42．9 34．4 28．6 32．4 33．1

7 き　わめ てよく ない 6．6 L8 0．0 3．1 0．0 9．5 5．4

1 と　　く に　良 い 1．5 0．0 0．0 3．1 α0 0．0 0．9

2 良 い 4．4 0．0 0．0 3．1 0．0 1．4 2．4

3 ふ つ
う 19．0 26．3 0．0 25．0 21．4 16．2 20．0

家族で楽しむ場 4 わ　　か ら　な い 5．8 7．0 α0 6．3 3．6 1．4 4．8

5 N 9 A 22 1．8 14．3 3．1 0．0 2．7 2，基

6 よ　　く な い 50．4 45．6 7L4 37．5 57．1 54．1 50．2

7 き　わめて よく ない 16．8 19．3 143 21．9 17．9 243 19．4

1 と　　く に　良 い α0 0．0 0．0 α0 α0 0．0 0．0

2 良 い α7 α0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．3

3 ふ つ
う 27．7 10．5 28．6 12．5 25．0 17．6 20．9

物　　　　　価 娃 わ　　か ら　な い 1．5 0．0 0．0 α0 0．0 0．0 0．6

5 N ● A 3．6 1．8 14．3 α0 0．0 1．4 2．4

6 よ　　　く な い 63．5 57．9 143 78ほ 71．4 67．6 64．5

7 き　わめて よく ない 2．9 29．8 42．9 9．4 3．6 13．5 1L3
1 と　　く に　良 い 1．5 1．8 0．O 0．0 0．0 0．0 0．9

2 良 い 8．8 0．0 0．0 0．0 α0 4．1 4．5

生 3 ふ つ
う 44．5 26．3 14．3 3．1 2L4 24．3 30．4

買物の便利さ 4 わ　　か ら　な い 1．5 0．0 α0 0．0 3．6 0．0 0．9

5 N 曹 A 0．7 ま．8 0．0 0．0 3．6 1．4 1．2

6 よ．　く な　r い 37．2 54．4 42．9 59．4 57．！ 43．2 45．4

7 き　わめ てよく ない 5．8 15．8 42．9 37．5 14．3 27．0 16．7

活
1 と　　く に　良 い 4．4 1．8 14．3 0．0 0．0 2．7 3．0

2 良 い 31．4 29．8 42．9 18．8 28．6 24．3 28．4

3 ふ つ
う 51．1 47．4 14．3 65．6 64．3 54．1 52．8

人　　情　　味 4 わ　　か ら　な い 2．9 1．8 0．0 3．1 3．6 4」 3．0

5 N o A 2．2 1．8 α0 3．1 0．0 1．4 L8
6 よ　　　く な い 7．3 14．0 28．6 6．3 3．6 10．8 9．3

環 7 きわめて よく ない 0．7 3．5 0．0 3ほ 0．0 2．7 1．8

1 と　　く に　良 い 0．7 0．0 α0 0．0 0．0 0．0 α3
2 良 い 2．9 0．0 14．3 3．1 3．6 L4 2．4

3 ふ つ
う 32．8 2L1 28．6 25．0 39．3 35．1 31．0

冬　の　生　活 4 わ　　か ら　な い 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0

5 N o A α7 1．8 0．0 3．1 α0 0．0 0．9

境 6 よ　　　く な い 46．0 38．6 42．9 40．6 50．0 44．6 442
7 き　わめて よく ない 16．8 38．6 14．3 28．1 7．1 18．9 2L2
ユ と　　く に　良 い 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 α0
2 良 い 5．1 1．8 14．3 0．0 3．6 0．0 3．0

3 ふ つ
う i3．1 2Li 14．3 15．6 25．0 14．9 16．1

仕　事（就　職） 4 わ　　か ら　な い i．5 5．3 0．0 0．0 α0 4．1 2．4

5 N ・ A 3．6 L8 0．0 63 0．0 4．1 3．3

6 よ　　く な い 562 36．8 42．9 53．1 53．6 392 48．4

7 きわめて よく ない 20．4 33．3 28．6 25．0 17．9 37．8 26．9

標　　　　　本 数 137 57 7 32 28 74 335



環境計睡の環境影響評価（関，五十嵐，黒柳，三谷，山村，加賀屋） 19

　2．満足度の構成要素

　われわれは，満足度を測るために12の変数を設定したがこれらの変数の格互関連を整理して

おこう。鍛初に12の変数を繭然環境，社会施設，生活環境の3つのカテゴリーに分けたことに

ついて検討を加えるなら「仕事（就職）」を除いて3つのカテゴリーのそれぞれは相関がみとめ

られる。特に社会施設については相互にすべて0．2以上の相関を示しておりクラスターを構成

している。各変数問の相関について個別に取り上げてみると，まず，「自然の豊かさ」につい

ては，エモーショナルなイメージが強いためにド気候」とそれほど強い相関はみられず，むし

ろ，風土として「人情味」との関連が強い。　「気候」については「冬の生活」との結びつきが

認められ，「交通」の問題にもかかわってくる。「交通安田」は他の社会施設との関連が強く，

当然のように「冬の生活」とも関連している。徽育文化施設」と「医療施設」は相関が0．3227

と高く，加えて他の項罵との相関がおしなべて高いのが特徴である。これは，岡時に前述した

ように集落によって差がないことが大きな要素となっているであろう。「子供の遊び場」は「家

族で楽しむ場」と関連があるが，両方とも「教育文化施設」に対して高い相関を示しているこ

とから，ニードもまた高いと考えられる。　「物棚i」は「貿物の便利さ」　「冬の生活」と関連し

ているが，これなどは商品を選択する機会が充分与えられていないことに対する不満が「物価

第4表　満足度変数の相関行列

白然の

Lかさ
気　候

交通安全　▽（施設彊策） 教育・文化

{　設
医療施設

i病院）
子供の

Vび場
家族で
yしむ場

物　価
買物の

ﾖ利さ
入駆引 冬の生活

仕　事
i就職）

自然の

Lかさ
1．0000

自然環境

気　候 ．1665 1．0000

交通安全
i施設・対策） ．0462 ．2305 LOOOO

教膏文｛ヒ

{　　設 一．
O337 ．1415 ．2402 1．0000

医療施設

i病院〉 ㌦0016 一〇298 ．2464 ．3227 1．0000

子供の

Vび場
．1320 ，0041 ．2617 ．2170 ．2220 1．0000

家族で
yしむ場 ．0125 ．0584 ．2320 ．3288 ．3129 ．2658 1．0000

物価 ，1181 ．1809 ．0920 、1861 ．1819 ．0424 ．1442 1．0000

買物の
ﾖ利さ． ．0455 ．0985 ．0739 ，2950 ．3741 ．0774 2004 ．3320 1．0000

入情味 ．2029 ．0235 ．1976 ．2349 ．1827 ．1103 ．1332 2229 ．1938 1．0000

冬の生活 ．0865 ．3091 ．2157 ．1962 ．2713 ．1664 ．2597 ，3008 ．3452 ．1976 LOOOO

仕　事
i就職） 一． O111 ．1942 玉804 ．2689 ．3686 ，0903 ．2864 ．1230 ．2339 ，0513 ．2731 1．0000
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が高い」という意見に示されていると思われる。日常の購買圏が限定されていることは，販売

する側の競争にも刺激が少ないことになるので，いわば二重の不満要因が存在していると考え

られる。この相関マトリックスは，分析した結果からも判断されるように集落間の異質性が作

用しているために比較的低い数字となって表われているが，全体としてみるならば特に社会施

設の改善，充実に対する共通のニードを読みとることができる。

麗　定住指向と移住指向　一生活満足度との関連一

　「郷土愛」というものの性格をどのように考えるかは，基本的には地域生活に対する満足感

がどのようなものであるかにかかわっていると思われる。現在の生活をはなれて他の土地で暮

らすことになれば未知の土地において慮らを適応させなければならず，新しい生活関係を取り

結びことをはじめとして多くの問題に直面することになる。敢えて「他の土地に住みたい」と

　　　　　　　　　　　　　第5表　定住指向と移住指向
住みたい 移りたい そ　の　他 わからない 計

総　　　　　　　　　　計 50．8 29．5 40 15．8 100

幾　　　　　　　寅 57．5 20．1 4．5 17．9 100

落　　　　　　　合 38．2 41．8 5．5 14．5 100

北　　　落　　　合 83．3 16．7 0．0 0．0 100

現　住　地

東　　　鹿　　　越 29．0 45．2 32 22．6 100

下　　　　金　　　　山 71．4 21．4 0．0 7，正 100

金　　　　　　　　山 45．9 35．1 4．1 14．9 100

20　　　　　　　代 17．6 50．0 2．9 29．4 100

30　　　　　　　代 31．0 362 3．4 29．3 100

40　　　　　　　代 45．8 31．3 8．3 14．6 100

年　　　　齢

50　　　　　　　代 55．1 34．8 1．4 8．7 100

60　　　　　　　代 85．0 75 2．5 5．0 100

70　歳　　以　　圭 82．8 6．9 α0 10．3 100

農　　　林　　　業 82．2 4．4 4．4 8．9 100

商　　　　　　　　業 78．9 158 0．0 5．3 100

会社員・公務員 21．0 54．3 7．6 17．1 100

職　　　　　業

工場経営者・土建業者 50．0 α0 0．0 50．0 100

労　　　務　　　者 78．9 10．5 0．0 10．5 100

主　　　　　　　　婦 37．7 35ほ 2．6 24．7 100

そ　　　　の　　　他 75．7 10．8 0．0 13．5 100

小学校・高等小学校・新制中 59．9 25．1 2．1 王2．8 100

旧　青　年　学　校 58．8 11．8 5．9 23．5 100
学　　　歴

旧　中・新制高校 34．3 38．6 8．6 18．6 100

短　　大・高　　専 22．2 44．4 11．1 222 100

大　　　　　　　学 6．7 73．3 6．7 13．3 100

持　　　　　　　　家 78．6 10．1 1．3 10ほ 100

公　　営　　住　　宅 17．1 51．2 7．3 24．4 100
住　　宅

民　間　ア　パー　ト 25．0 50．0 5．0 20．0 圭00

間　　　　　　　　借 33．3 33．3 0．0 33．3 100
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いう理由は現実の生活に対する不満が直接的な動機となるであろう。そこで，われわれは「あ

なたはこれからも南富良野町に永く住みたいと思いますか，それとも他の土地へ移りたいと思

いますか」という質問をし，明答として，1．これからもここに住みたい，2．他の土地へ移りた

い，3．その他，4．わからない，を発意した。満足度変数との相関係数をみると，もっとも高い

梢関を示したのが「買物の便利さ」　（0。2419）であり，つぎに「気候」　（0。2039）であった。

これに「物価」　（0．1734）　ド教育文化施設」　（0．1521）　「家族で楽しむ場」　（0．1285＞が主な

ものになっている。最も関連の低いのが「自然の豊かさ」　（0．0147）であった。　「医療施設」

が意外に低い相関（0．0689）を示したのは注闘される。

　つぎに，個人の属性との関連はどのような特徴をみせているかを検討する。カイ自乗検定によ

って有意水準5％以下のものをとり出すと，第5表に示す如く，年齢，職業，居住年数，現住地，

前野地，学歴，住居の種類，家族構成，であった。無聯関とみなされたのは，牲，既婚・来婚

の別，子供の有無，暮し向き，の4つである。

　全体では，　ヂこれからもここに住みたい」が半数，「他の土地へ移りたい」3割，「その他」

「わからない」が2割という分布である。

　集落別にみると，北落合，下金山で定佳指向が高く，幾寅も約6割が定住指向を示している。

落合，金山，東鹿越，といった林業，鉱業中心の集落では低くなっており，特に東鹿越では帰

属意識もあま・りないことが予想される。移住指向の高いのは，東鹿越（45．2％），落合（41．8

％）であり定住指向を上回っている。金山も35．1％と高い。　「その他」と「わからない」の内

容は，定住，移住が個人の意志では容易に決定できない職業（公務員，会社員等）や「なんと

もいえない」　称也にツテもなく仕：方がなく……」といったケースもある。

　．集落別にみた結果は，この質問内容が職業によって規定される側面が多いと考えられるだけ

に有意差が認められたことは，集落間の職業的構成に異質性が存在することを逆に明らかにし

ているといえる。

　年齢別にみることは，居住年数と関連することになるが世代が高くなるにつれて定住指向が

強くなることを示している。移住指向が強いのは50代までであり，60代以上は著しく減少して

いる。一方，移住指向については，20代が最も高い数字になっているが，30代，40代，50代の

聞では3割台に集中しており大差はない。又，20代，30代では「わからない」がそれぞれ約3

割を占めているのが特徴的である。

　職業別にみると定住指向の高いのは「農林業」（82．2％）　「商業」（78，9％）　「労務者」（78．9

％）であり，移住指向の高いのは「会社員・公務員」（54．8％）　「主婦」（35．1％）である。「主

婦」の場合「わからない」が24．7％となっているのは，夫の事清によるものと考えられる。

　学歴別にみるならば，高学歴になるほど定住指向が減少し移住指向が高くなる。これは職業

と学歴の関連を考えるなら当然といえる。特にヂ直中・新制高校」　「短大・高専」以上はそれ

ぞれ約4割近くが「移りたい」としている。
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　住宅別にみると「持家」の場合は8割が定住指向であり「公営住宅」に住む人は，会社員・

公務員および主婦によって大半を占められているために移住指向は高くなっている。　「民間ア

パート」　ド間借」についても嗣じ職業分布になっていることを考慮するならば，定住指向には

結びつきにくいといえる。

V　結 語

　以⊥われわれは社会施設，生活環境に対して住民が抱いている生活満足度を地域内部の集落

との関連，諸項目相互間の関連，定住指向との関連について若干の分析を行なった。

　生活満足度の測定方法自体いまだ試行錯誤の反覆によって精練化の方向を闘指している段階

であって，本研究で用いた方法も1つの試論である。

　ここで指摘しうるのは，市町村レベルで特定の指標を用いた生活満足度の分析にしても，当

該一市町村を全体として表現しうるものであるというよりも，より細分化された地区的性格に

よって住民の態度に差のある指標が少なくないということである。地区の特性を表現するよう

な指標と市町村を全体として表現しうるものとの区別はさし当って，この種の研究の積み重ね

によって行なっていくのが正当であろう。

　第二に，満足度変数相互閥の相関行列の分析から，指標のもつ独立権と依存性を区別すべき

点について若干の問題点を指摘しえたと思う。

　さらに，個人および家族が現住地に定住するか移住するか，その可能性というよりも，指向

性についても職業構成にもとつく地区の特性と結びついていることが明らかとなった。

　しかし，本研究の分析は住民の意識，態度を基礎にした試論であり，より精度の高いものと

するためには，現実の住民の動態，社会環境の現実分析を深化させなければならない。それに

よって，指標のもつ意味も一脚吟味されるであろう。それは今後の課題である。
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第二章　多目的ダム建設による水没地域の社会・経済分析

一農家の意識構造に関する中間報告一

1　研究の目的と意義

　目本の経済発展も，自己雇用部門（農家など）から資本主義三部門への著しい土地，労働，

蓄積部分の流出を前提に，一方，それに伴う資本主義三部門から自己雇用部門への経常投入財

をはじめ，固定資本，インフラストラクチュアの供給という相互依存のパターンをとってきた。

しかし自己雇用部門からの労働供給の転換点turning　pointsは，労働力人口の増加率，生活

水準の上昇率，労働力の部門間配分および両部門における技術進歩の速度の4つの関係いかん
　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

にかかるのであって，単に労働供給の無制限的局面phase　of譲nlimlted　supplies　of　labor

から制限的局面に移行するのでなく，大川教授のいわれる労働供給の半制限II勺局面phase　of

　　　　　　　　　　　　　　　の
semi41mited　supphes　of　Iaborを経過するものであろう。

　したがって，高度経済二丁時代，農山村ないし，山村からは，多目的ダム建設のための農地，

山林等の用途変更が，また平地農村では，工場用地，宅地，ゴルフ場などのレクリエーション

用地へと地目変更がなされることにより，資本主義三部門の著しい成長を促すと共に，自己雇

用部門の部門外への非熟練労働はあるでいど無制限的に移動するが，それを超えると制限的に

なる。

　そヱでは，転換点以前の労働供給三線が，下図のように，Saから転換点以後はSbにシフ

　　　　　　　　　　　　　　　　Sb　　トする。労働力移動に関する労働供給価格の変化

　Wb1
賃

　Wb

Wa

韮，。

D監

D1

D3

3

l
l

I
魯Tb

i

1

l
lTa

0　　　　　　　　労　　　　働

注）大構…’司「日イ∫経済の構造」勤草魯ノヌ段974．の54爽の

　図にもとづき．費7F説明上補筆。

　がなければ，転換点はTa，しかし，変化が現実

　には考えられるから，労働の需要曲線がDoであ

　れば，転換点はTbだが，たとえばD、に増加す

　れば，Wbでなくて，　Wb＜Wb、に相当する点に
Sa

　車云換点は禾多藝功しようQ

　　現実には，このようにして，農1山村，山村から

　は，出稼ぎ，兼業化がおこなわれ，f中々労働の制

　限的供給には至らない状態が存在した。オイルシ

　　ョック以降の不況は，需要曲線が左ヘシフトし，

　供給曲線もSbより右ヘシフトするであろう。そ

　　うなれば，過剰就業が再び増大の傾向をみせてく

　　るであろう。
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　すなわち，就業機会の低下，賃金格差の減少は，たとい，生活環境格差が多少増大するとし

ても，自己雇用部門の主要な農家のばあい，移動を断念せざるを得なくなったり，思いとどま

る傾向をみせるであろう。

　さて，多目的ダム建設に対する政府の補償水準は，日本において，その経済力水準，ダム建

設の必要度，立退き者の廃棄価格の水準によって，短期的な内容から生涯稼得ないし，長期的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
生活水準の補償へとかわりつつある。

　ダム建設のおこなわれた町村がいかなる社会経済的変化をとげているか，これを克明に検討

することは，困難な面を含むが，しかし極めて重要である。今後ますます，その要請の高まる

地域がある中で，このような研究は乏しい。それは，分析手法が未確立な面と共同ないし総合

研究の欠如という点が著しい。

　本研究は，そうした共同研究の一環として，昭和38年から着工し，昭和42年に完成した北海

道南富良野町の金山ダムを例にとり，ダム建設の前後で農家の労働の供給に関する半制限的局

面がどのように変化したかその実態を明らかにすることを最終的な目的とする。

　しかし，ここでの共同研究の掲載は，住民意識の現状と統一されたため，本稿でも，現状に

関する農家の意識構造の集計し得た部分のみに限定した。この意識調査は，労働の需要曲線が

ピークの昭和49年当時より左ヘシフトし，それにつれ，供給曲線も右ヘシフトするという複合

的局面におけるものである。

註　！）大川一司『日本経済の構造』勤草書房　狛74　43頁

　　2）A。WLewis，　Economic　Development　wlth　Unlimited　Supplies　of　Labour，ル1απcんes‘εデ

　　　Scんoo♂　01「Ecoπ07πぎ。5　απ4　Socゴα～　S‘掘εe3，　Mαツ　1954．

　　3）大川『前掲書』42頁

　　4）黒柳俊雄「水源地域事業報告一栃木県属治ダムー」北海道開発局　1977．

E　意識調査の内容と方法

　ここでとりあげた意識調査の内容は，以下W，Vでのべるようなものとした。

　すなわち，（1農家における，農業経営の現状認識とその将来展望につき，　G）経営発展へ

の基礎条件としての日本農業の将来観，　（の農業経営持続の源泉，　Gの経営の基本的課題

と規模拡大，　Gv）経営全体としての後継者問題，（2＞農政への認識につき，農産物価格政策へ

の基本認識と農家所得の確保の視点から農家の意向をまとめようとした。

　調査方法としては，町内農家177戸に対する昭和52年8月25日目9局20日現在の悉皆調査で，

その翻収率は60．5％であった。

　また，集計方法としては，回収したものにつき，（1）全戸平均，（2）男（96．3％），女（3．7％）

別，（3）年令階層の青年層（16～29才，1．9％），中年層（30～49才，37，4％），高年層（50～，
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　　　　玉｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2｝
59．8％〉別．（4／経済力区分による⊥（29．0％），中（57．0％），下（！2．1％），（5）営農類型の

地域区分として，稲作主体（下金LI」，金山，49．1％），畑作（幾寅，落合，38，4％），畜産（北

落合，！2．5％）の以上5つの区分で検討する。

　　註　　1），　2）合計して玉00．0％とならないのは，解答のないものがあることによる。

皿　農業・農家の概要

　1．農業の位置と自然条件

　南富良野町は，土地全：体の約90％が林地で，その82％が国有林となっている。そのため，国

の施業案で伐採が成長範囲にとめられ，したがって，唯～一の工業ともいうべき製材業も減少の

…一rを辿っている。

　鉱業は，石灰石，石炭，砂金，マンガン，クローム，鉛の埋蔵量も多いといわれるが，オー

プンシステムの経済のもとでは，ようやく，石灰の鉱業所が3つ残っているのみである。

　したがって，農業への期待が大きいわけであるが儲1表），その臼然的，社会的，経済的

条件は極めて厳しい状況におかれている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　第1表　　経済指標

　　　　期　濱1
生産額・

出獲額販売額

農業生産額
　　　農　　産

　　　畜　　産

林　業生産額

鉱　業生産額

工　業出荷額

卸小売販売額

単　位

百万門

撫畠万1］」

百万円

百万円

百万円

百万門

菅fフヲ｝二導

基準年次
（昭45）

　A
607

　420

　187

　729

　388

1，390

1，309

筋 期　　後．　期
　　　　　52）
　　　　内C

1β46

　746

　600

　656

　480

2，919

3β16

B／A
（指数）

162．8

140．7

212．3

88，1

111．3

140．0

168．9

c／入

（指数）

221．7

177．6

320，9

9α0

123．7

2圭0．0

253．3

　　注：南海良野町「南激職墾予町総合開発計鋤」昭禾1149年3月．19頁より引用

　すなわち，土壌条件も，表層は火由灰，砂壌土，壌土が主体をなす一一方，下層は礫，埴土が

多く，4月下旬にも降雪があるし，濃霧のかかる地区もある。農耕期中の5～6月は，日照率

30％前後，平均気温／2～！3℃，最低一4．9～一〇．4℃で，風も強い。7～8月は平均19℃前後だ

が，一・年中でマイナスの気温を示さないのは，この期間だけである。9～10月は，結霜，みぞ

れがあり，標高からいうと，200～700mの傾斜地である。

　2．農家と農業の現状

　まず，奪兼別農家としては，35年の専業24．3％，第1種兼47．4％，第2種兼28．3％から，50

年の各45．5％，36．1％，18．4％と専業が朝対的に多くなり，経営類型の上からは，40年にくら

べ，畑作，田畑作，混同経営のシエアーが減少し，代って，田作，酪農の比率が増大した。し
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かし，最も多いのは，畑作で，50年に61．8％を占めている（第2表）。

　　　　　　　　　　　　　　　第2表　　農家の概況 （単位：％）

経　営　形　態　刷　農　家　数　　分　類

N　次

専　業 1種兼 2種兼
田　作 畑　作 田畑作 酪　農 混　同

昭　35

@　40

@　45

@　50

24．3

R6．9

Q8．2

S5．5

47．4

T0．1

R6．1

　　28．3
|63．1　　21．7

@　18．4

一15．1 76．3

UL8

7．8

S．7

3．8

X．4

12．1

X．0

　　注：南富良野町資料より算出

　また，農家総数が，35年にくらべ，40年で48％，40年にくらべ，50年が4！％おのおの減少し

た。そして，この期間に，最も経済力水準の高い種ばれいしょ，てん菜などの畑作地帯鹿越地区

が金山ダム建設のため水没した。現在，水田農家の1戸平均4，1ヘクタールに対し，畑も4．1

ヘクタール，牧草も1戸平均7，5ヘクタールにすぎない。耕作規模では，7．5ヘクタール以土

層の増加が目立ち，35年に5％弱にすぎなかったのが，50年には34．7％に達するようになった。

しかし20ヘクタール以．ヒ層は，いまだ9％ていどであるし，酪農家も1戸平均14頭と全道平均

の25頭をはるかに下廻る。農塵物販売額でも300万円以．しが52。4％にすぎない。したがって，

出稼ぎ農家も1割強となっているし，後継者も，昭和52年の町による『農家実態調査』によれ

ば，回答農家の実に52％が確保されていない状況にある。

　つぎに，作付状況は牧草が49．6％，ばれいしょ艮．2％，水稲！3．4％，にんじん7．6％，えん

麦5．5％，豆類4．3％，てん菜2．7％，アスパラガス！．9％ということで，牧草，米，にんじ

ん以外は，かなりバラエティに富んでいる。

　土地生産性についてみると，第3表のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　第3表　　寸地生産性の比較　　　　　　　（昭和50年度　単位：kg）
　　　作目

n域
水　　稲 小　　麦 ばれいしょ 大　　豆 小　　豆 菜　　豆 てん菜 にんじん 牧　　草

全　　国 481 269 2，340 145 116 152 3，660 2，160 3，670

全　　道 446 239 2，930 195 134 158 3，660 2，450　　3，150

r嬬浪野 352 238 2，420 143 101 167　3，280 2，600　2，360

注：農林省「面積・作況調査」，南富良野「町役場調

　これでみるように，全町62％も占める畑作農家は，耕作規模が小さいばかりか，その生産力

も極めて劣悪である。さらに，全道平均的とも思われる耕作規模の水稲，飼養規模の零細な酪

農，肉牛の飼料基盤である牧草の各生産力とも，かなり低位である。しかも，水稲，畑作物，

牧草共，収量が不安定である。そればかりか，水稲，小変，にんじんを除き，昭和47年頃から，

…様に，土地生産性が低下傾向にあることを述べておかねばならない。

　以上のように，南富良野町の農業は，水没地における経済力水準の高い畑作地帯を失い零継



環境計蘭と環境影響評価（関，五十嵐，黒柳，三谷，山村，加賀屋） 27

にして，生産力水準も低く，不安定，且つ低下傾向にある。したがって，専業農家が少く，出

稼ぎをはじめ，兼業せざるを得ず，後継者も半ば以上確保されていない状況にある。

　それでは，以下，このような厳しい条件におかれた南舘良野町の農家の意識構造を検討する。

理　農家の経営意識構造

　1．　艮本農業の将来観

　（の金般的には，将来が暗いと考えている者が半ば近くの49．5％を占め，明るいとみてい

る者は22．4％にすぎない。　（iD男女別では，女性にわからないというのが多いとはいえ，明

るいとみている者が全くいないことはさ1三醤に値する。　Gの年令階層別では，次代を背負う青

年層が，明暗ちょうど半々であるのに対し，中年層，高年層へと行くにしたがい，明るいとみ

ている者が少くなり，わからない者が多くなる。　Gv）経済力区分では，やはり階層が下降す

るにつれて，明るいとみる者が減少し，暗いとみる者は，．1二層で51．6％，下層では61．5％に及

ぶ。　（V）當農類型別では，畜産の北落合で，明るいとみている煮が鍛も多く，それでも30．8％，

次いで稲作の下金山25．0％，金U」15．8％，畑作の幾寅18．4％，落合ではゼロと経済力の低い畑

作地帯では，極めて悲観的である（第4表）。

　　　　　　　　　　　　　　　第4表　　日本農業の将来観　　　　　　　　　　　　（単位：％）

性　　別　　年　令階膚 経済階層 燃　　作 畜産 稲　　作　　農家

ｫ来観
全体

男 女 言穿年層 中年層 高年磨 」二 【・1調 『．h 幾演 落合 北落合 下金1力 金［．髭

明　る　い

ﾃ　　い

ｻ　の　他

墲ｩらない

@N．A

22．4

S9．5

V．5

P1．2

X．3

23．3

T0．5

V．8

P0．7

V．8

025．0025．05α0

50．0

T0．0

O00

27．5

T0．0

T．0

V．5

P0．0

18．1

S8．4

X．4

P4ユ

P0．0

29．0

T1．6

U．5

U．5

U．5

21．3

S5．9

X．8

P4．8

W．2

15．4

U1．5

O7．715．4

18．4

T0．0

T．3

P3．2

P3．2

　0

P0α0

@0

@0

@0

30．8

R8．5

O23．17．7

25．0

T0．0

P2．5

U．3

U3

15．8

T7．9

?０．5

T．3

P0．5

第5表　　暗い理由

項

農産物の’曲化
規模拡大ができない

生活が苦しい

米の生産調整のため

そ　　の　　他

　N，　A

　｛」．　A

答　率

28，0

21．5

21．5

18，7

6．5

10．3

36．4

注：この百分率は，該当欄に印のあったもの
　　を示す。したがって，この合計が100．0
　にはならない。
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　さいきんの海外からの輸入圧，生産調整のもとでの意欲のわかない梱対価格等から，規模拡

大も思うに任せず，先行きに不安を持っているものと考えられる。特に，現在の零細，低生産

性の条件のもとで，このような暗い要素が考えられるからであろう（第5表）。

　2．農業経営持続の源泉

　そうばいうものの，彼らは，全体の約3分の2が生きがいを感じながら営農に従事し，やむ

なく就農をしている者5。6％，離農したい者5。6％にすぎない。女性は，生きがいを感じてい

る者が25％にとどまる。青年層は情熱に支えられ，すべてが生きがいをもって営農に従事して

いる。年令層が上るにつれ，経済力が低下するにつれ，兼業化を余儀なくされ，また年令が高

くなるにつれ，離農したい者が増加する。さらに，下層に向うにつれ，やむなく就農をしてい

る者が増加する。

　…方，畜産地帯に，生きがいをもって就農している者が84．6％と最も高く，稲作地帯にやむ

なく就農とか，離農指向が多い（第6表）。

　　　　　　　　　　　　第6表　　どのような気持で就農しているか　　　　　　　　　（単位：％）
　　　　農家項自

金目 男 女 齊年層 中年層 高年層 ．上 中
一． h 幾寅 落合 北落合 下金1．1」 金山

生きがいを感ずる 64．5 66．0 25．0 王00．0 67．5 60．9 8G．6 60．7 46．2 63．2 50．0 84．6 59．3 57．9

仕方なく就農する 5．6 5．8 0 0 7．5 4．7 ・32 4．9 15雌 0 50．0 0 6．3 15．8

離農したい 5．6 5．8 0 0 2．5 7．8 0 9．8 0 5．3 0 0 6．3 10．5

兼　業　指　向 6．5 6．8 0 0 5．0 7．8 3．2 6．6 15．4 7．9 0 0 12．5 0

そ　　の　　他 47 4．9 0 0 2．5 6．3 o 8．2 0 2．6 0 0 9．4 5．3

わからない 3．7 2．9 25．0 0 7．5 1．6 3．2 3．3 7．7 5．3 0 0 0 1α5

N．　　　A 9．3 7．8 50．0 0 7．5 10．9 9．7 6．6 15．4 15．8 0 15．4 6．3 0

　それでは，この生きがいの源泉についてみてみよう。最も多いのは，自分の思い通りに経営

できるから，次は，そしで自分の能力がためせる職場であるということ，動植物が好きだから

と続く（第7表）。

　　　　　　　　　　　　　　　第7表　　生きがいの源泉

項 目

自分の考えで経鴬できる

自分の能力がためせる

動　　植　 物　　が　好　　き

社会に貢献できる

も　う　か　る

そ　　の　　他

　N．　　A

　U．　　A

回答率

63．6％

26．2

24．3

12．1

2．8

0

9．3

19．6

さi三：　第5表｝こ斥司じ
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　以上，日本農業の将来を暗いものと思いつつも，毎日の営農は，生きがい，それは，農業が

あるていど安定した生活基盤さえあれば，たとい，他産業のように，所得ないし利潤の増大を

第1にするよりは，自分達が動植物を好むとか，思い通りに経営を展開できるところにおかれ

ているといえよう。

　3．経営の基本的課題と規模拡大

　経営の基本的課題は，土地閲題を筆頭に，金融上の低利長期資金の確保，労働力不足，相続

閥題，経鴬技術問題，税金問題と続く　（第8表）。

　　　　　　　　　　　　　　　第8表　　経営上の基本問題

項　　　　　　　　　　鰯 解　答　率

土　　地　　問　　題
　　％46．7

金　　融　　問　　題（低利長期資金） 31．8

労　　働　　問　　題（労働力不足） 27．1

相　　続　　問　　題 王7．8

経鴬技術解題 15．0

税　　金　　問　　題 13．1

そ　　　の　　　他 4．7

わ　か　ら　な　い 0．9

N．　　　　　　A 18．7

　北海道のように，土地利用型の遠隔地帯農業では，生産関数分析で常に明らかなように，土
　　　　　　　　　　　　り
地の貢献度は最大であり，そのことは，次に示されるように，耕作規模拡大指向につながる。

しかし，耕作規模を拡大すれば，労働力は不足し，また後継潜確保のためにも，省力化すなわ

ち，機械化を必要とする。その際，あくまで個人経営で行くか，機械の共岡利用を進めるかと

いう間題に直面するし，土地取得や機械，家畜，畜舎などの導入に低利の長期資金を必要とす

る。この金融の問題は，償環能力の上からいって，本町のばあい，極めて深刻なことと思われ，

それは経営技術問題を上まわっている。また税金が高いというのは，財政の調査で，20％が極
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ
めて高い，32％がやや高いという形であらわれている。

　ところで，この個別経鴬か，協業かについて，髄別経営を中心とする指向が強く，全般で27ユ

％，しかし，個別経営を中心にしながらも機械の共同利用はするというのが47．7％と，これで

75％ていどに達する。そのほか請負耕作なども個別経営を中心としながら，耕作規模の実質拡

大のため採用するというのが2．8％，特定部門を委託か共同経営にしたいというのが0，9％て

いどしかない。

　…一方，全面共岡経営指向が7．5％あり，それは，青年（50％），しかも女性（25％）にみら

れる。当然のことながら，経済力の低下につれ，土地購入も容易ならず，機械も著しい過剰投

資になるので，共同利用，請負耕作などが増加する。さらに，全般的に少いが，経済力水準の

低い，畑作地帯に全面共同経営を指向する者が若干ある（第9表）。
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第9表　個別経営と協業 （単位：％）

　　　　　　　　　　　農　家項　　目

全般 男 女 青年層 中年層 高年層 上 中 『下 幾寅 落合 ．陰出 北落合 金LLl

あくまで個別経営 27．1 28．2 0 0 35．0 23．4 2．3 29．5 7．7 36．8 0 30．8 219 21．1

掴別経営中心でも，機械は共同利用 47．7 49．5 0 0 47．5 50．0 58．1 41．0 53．8 36．8 50．0 46．2 469 63．2

｛一別経営中心でも，請負耕作，請負山山やる 2．8 2．9 0 0 0 4．7 0 3．3 7．7 2．6 0 0 6．3 0

特定部門の委託か協業経営 一 皿 一 一 皿 一 一 一 一 ← 一 一 一 ｝

全而共同経営 0．9 0 25つ 50．0 0 0 0 L6 0 2．6 0 0 0 0

そ　　の　　他 7．5 7．8 0 0 5．0 7．8 6．5 8．2 7．7 2．6 0 0 18．8 53

わからない 4．7 3．9 25．0 0 5．0 4．7 0 6．6 7．7 5．3 0 0 3．1 10．5

N．　A 9．3 78 50．0 50．0 7．5 9．4 3．2 9．8 15．4 13．2 50．0 23．1 3．1 0

　次に規模拡大指向はというと，現状維持で行かざるを得ないのが，全般的に3＆3％あるもの

の，拡大希望が50．5％と半ばを超える。女性は負債の増加などをおそれるせいか，現状維持が

50％，わからない25％となる。経済力でみると，中層が兼業とか離農指向があり，規模拡大に

対し，他の階履より消極的だが，…ド層は，不況の続く中で農外就労も大きな期待を持てないと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
ころから，規模拡大指向は最も強い。また畜産地帯において規模拡大指向が最も高く76．9％，

畑作地帯では，したくても現状維持にとどまらざるを得ない（第10表）。

第1G表　規模拡大への態度 （単位：％）

　　　　農　家
?　　目 全体 男 ．女 中年層 高年層 ．ヒ 中

一． pぐ

幾寅 落合 北落合 下金山 金i．⊥」

規模拡’大したい 50．5 52．4 0 50．0 57．5 45．3 58」 44．3 61．5 44．7 0 76．9 46．9 52．6

現状維持 38．3 37．9 50．0 5α0 35．0 40．6 41．9 41．0 23．1 42コ 100．0 15．4 43．8 31．6

規模を縮小謙業化 0．9 1．0 0 0 2．5 0 0 L6 0 0 0憂 0 0 5．3

離　　　農 α9 1．0 0 0 0 1．6 0 1．6 0 0 0 0 3．1 0

そ　の　他 2．8 1．9 25．0 0 0 47 0 3．3 7．7 2．6 0 7．7 3．1 0

わからない 4．7 3．9 25．0 0 5．0 4．7 0 6．6 7．7 5．3 0 0 3．1 10．5

N．A 1．9 1．9 0 0 0 3．1 0 1．6 0 5．3 0 0 0 0

　このような，規模拡大は，主に農地取得を希望するもので，借地の希望は極めて少い。これ

は，借地が困難か条件が合わないのであろう。

　関連して，規模拡大の困難な理由は，第11表で承されるように，第1に地価が高く，求めて

いるような土地を入手できないというのが最も多く，その際，借地の困難なこともあげられる。

第2は後継者をはじめ，労働力が不足することで，機械化で省力化するにしても，現実に協業

の限界もあり，規模拡大の大きなネックとなっている。
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　なぜ後継者や労働力が不足するか，それは，従来ないし現在までおかれている農業の自然的，

社会的，経済的条件からすれば，はじめにみたように，ひとことでいって，日本農業の将来が

暗いことにあろう。北農中央会の調査によると，若い農家の子弟で男性は9％，女性は22％が

農業を好まず，その理由は，収入が不安定で，きまった休みがとれないこと，他人醐によくな

　　　　　　　　　　　　　　り
いことが主な理由となっている。要するに現状では，男子が農業を好まぬ以上に女子が好まぬ

ことから，生きがいをもって営農したとしても，配偶者を得られない状況下にある。そのぽか，

老後の生活保障が，年金，医療制度などで都市より劣っていること，特に本町などのばあい，

生活環境で求められているものの乏しさが後継　　　　　第11表　規模拡大の困難な理由

者，労働力不足に追いやる大きなファクターの

…つである。すなわち，農家調査と並行してお

　　　　　　　　　　の
こなわれた祉会調査結果では，第一章にみたよ

うに，農家があげた町の住みよくないワースト

5は，①医療施設，②家庭で楽しむ場，③物価，

④気候，⑤冬の生活があげられている。このよ

うにして，後継者，労働力の不足が規模拡大の

ネックであると岡時に，規模拡大困難なことが

また後継者，労働力不足のネックになるという

ミ悪循環≧がある。

　さて，規模拡大ネックの3番厨は，価格が不

安定ないし引合わないこと，

項 目

欲しい土地の入手園難

地価が高い

借　地　困　難

労働力不足

後継者がいない

価格が不安定もしくは安くて引合わぬ

そ　　の　　他

わからない

　N．　A

回答率

　％
40．2

15．0

3．7

15．0

15．9

21．5

2．5

3．7

25．2

　　　　　　　　　　　　　4番目に低利の長期資金枠の少いこと，5番目に，現在の技術で

はコストの下らないことが上っており，これらは，先にのべた経営の基本課題そのもので，そ

れらがみたされなければ，すなわち，農業の社会，経済的条件は，かなりが非農業，農政の状

況如何にあり，これらは，純粋競争的立場におかれている農家を呑みこむような条件を持って

おり，この外部不経済の緩和なくして，規模拡大も極めて困難ということになろう。

　　註　1）黒柳俊雄ヂ主要農産物の生産関数分析」　『農経論叢』　（北大〉第20集，1963年，73～88頁。

　　　　　由田勇，江兇康一一，溝口敏行編『日本経済の構造変動と予測諺春秋社，1969年，106～！20頁。

　　　　2）筆者が，当南富良野町住民意向調査の一一般調査の中で実施したもの。

　　　　3）黒柳俊雄「北海道酪農の発展条件」　膿業経済研究調41巻4号，1970年，171頁。

　　　　4）上農中央会『生活アンケート』1978．48頁．

　　　　5）当南島良野1町住民意向調査の一一般調査中，社会班の実施した結果によるQ

　4．経営主体としての後継者問題

　農村特に，経済力の低い階層にとって，後継者難は深刻で，本町でも，第12表にあるように，

後継者確保に闘題があるのは，土層で29％に対し，中毒欝は36．1％，下層では38．5％と多くなる。

また，経済力水準の低い畑作地帯の後継者難は，落合のばあい100％の農家がそれに遭遇して
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おり，幾寅でも39．5％と他の稲作，畜産地帯より問題をはらんでいる。

　　　　　　　　　　　　　　　第12表　後継者問題の為無 （単位：％）

　　　　農家項目

全体 男 女 青年層 中年層 高年摺 一．1：

中 下 幾寅 落合 北落合 下金山 金山

あ　　　　り 33．6 35．0 0 50．0 35．0 3L3 29．0 36．1 38．5 39．5 100．0 23．1 31．3 31．6

特にない 42．1 40．8 75．0 5α0 45．0 40．6 54．8 37．7 30．8 36．8 0 46．2 46．9 42．1

関係な　い 9．3 9．7 0 0 5．0 12．5 3．2 11．5 15．4 7．9 0 15．4 6．3 10．5

わからない 8．4 7．8 25．0 0 10．0 7．8 12．9 6．6 7．7 10．5 0 0 12．5 5．3

N．　A 6．5 6．8 0 0 5．0 7．8 0 82 7．7 5．3 0 15．4 3．1 10．5

　次に，後継者難の実態を今少し掘り下げてみると，第！3表で示すように，現在必要なのにい

ない農家は全体で6．5％にすぎず，今必要ではないが，将来に不安を残す者が15．9％，就農し

ているが，定着に不安な者が4．7％ということで，いずれにしろ，現在よりも，日本農業の先

行き不安から，将来不安を訴える者の方の比率が大きい。

　　　　　　　　　　　　　　　　第遷3表　　後継者難の実相　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

項　1，1　　　農家

今，必要なのにいない

今，必要ないが，将来に不安

就農しているが定着に不安

そ　の　池

　N．　A

　U．　A

全体

6．5

15．9

4．7

4．7

12．1

56．1

男

6．8

15，5

4．9

4．9

12．6

55，3

女

0

25．0

0

0

0

75．0

高年層

6．3

15．6

4，7

47

10．9

57．8

上

0

16ユ

6．5

0

9．7

67．7

中

9．8

14．8

4．9

8．2

9．8

52，5

一下

7．7

23．1

0

0

23．1

46．2

幾寅

2．6

26．3

7．9

2．6

13．2

47．4

落合

50。0

50．0

0

0

0

0

北落合

0

15．4

0

7．7

23．1

53．8

下金山

9．4

12．5

0

6．3

63

65．6

金Ll1

10，5

0

10．5

5．3

15．8

57．9

　こうした将来不安に対していかに対処するかは，まともな解答を出せないでいる者が多いが，

はっきりしているものには，結局，子供が継ぐという楽観論が18．7％，また耕作しなくとも，

土地だけは確保するという・者が7．5％あり，農家には子供に対するuncertainな期待と裏腹に，

土地が生活の基本としてcer毛ainなものと考えられている。

　　V　農家の農政に対する意識構造

　　　　　　　　農産物価格政策

　かつて，東畑精…一戸は，日本の農家を「単なる業主」といわれたが，今日の日本の農家は，

生産調整，制度金融，農地の用途区分，農廃物価格等の決定に関し，指令経済下におかれ，農家

の農業面はミ土地もち国家管理労務者（ないし，公務麺農家）この観がある。

　そこで，農政上，農業財政支出の39．5％（197姻三）を占める農産物価格政策について，農家

の意識構造を検討した。



環境計謹と環境影響評価（関，五十嵐，黒柳，三谷，山村，加賀遷） 33

　世界における農産物価格政策の性格は，単なる需給の安定，価格安定→所得安定をこえて，

所得保障的意義を持たせているため，需給アンバランスなり，国際価格からの益々の乖離を示

したりして，本来の機能を減殺させている。

　そこで，①食管制度のような生産者に高く，消費者に安くする二重価格制度，②農産物価格

が上昇することによって，消費者物価高騰に強く作用したり，消費を減退させたり，輸入増大の

方向に向わせないよう，さらに，確実に農業生産性の圭昇に貢献するよう，投入財価格の補助

　　　　　　　　　　の
をする制度への重点指向，③農家にとって，農産物価格との関係は，要するに所得保障が目的

なので，農産物髄格の引上げより，都市勤労者などとの均衡所得保障への重点指向，④農業構

造改善政策実施によるコストダウンによる所得確保，以上いずれの政策パターンを本町のよう

な山村における半制限的労働供給の農家が指向するか検討した。その結果は，第14表でみるよ

うに，全体として，」二記②の投入興補助価格制度を指向する者が全体の44．9％，続いて③の所

得保障政策が27．1％ということで，両者合わせて72％を占め，単なる二重価格制は，支持され

ていない。男女別で，女子は，解答：なしが50％，あと，わからない者25％，所得保障が25％と

なっており，女子が制度をよくわからない現状を如実に示している。年令階層別には，青年層で

は，投入非価格制度50％，所得保障制度50％とに2分され，中年層では，投入財品格制度が57．5％

とふえ，所得保障実現性への疑閥からか，それが25％へと低下する。高年層では，やはり実績の

ある二重価格制や農業構造改善が各4．7％と若干ながら現れ，投入財価格制度は35．9％と各年

令階層の中では最も低くなり，所得保障政策も28．1％にとどまる。経済力区分では，上層から

下層へ向うにつれ，投入財価格制度がふえ（38．7→45．9→53．8％），一方所得保障政策ならび

に，農業構造改善の比重が低下する。農業構造改善のシェアーの階墨差は理解できるが，所得

保障政策が下層へ向うほど，支持されなくなるのは，娼何なる理由に基くものであろうか。投

入財価格制度の選択が下層へ向うほど多くなるのは，農産物価格政策のメリットが’ド層に小さ

く，開放体系下，農産物価格の圭昇が期得…できないからであろうか。投入財価格制度も下層で

は，投入財購入鑓が少いと考えられるが，農産物価格ほどに格差は大きくなく，農産物価格の

ように，国際価格との差を拡大したり，消費を減退させたり，CP王の上昇貢献度が大きいと

　　　　　　　　　　　　　第14表　農家の指向する価格政策パターン　　　　　　　（単位：％）
　　　　　　　　　農　二項　　翔

全体 男 女 膏年層中年層 高年層 ．1＝ 中 下 幾寅 落合 北落合 下金11」 金山

生産者に高く，消費者鞍い二霊憐綿 2．8 2．9 0 0 0 4．7 0 4．9 0 0 50．0 0 3．1 5．3

投入財価格制 44．9 46．6 0 50．0 57．5 35．9 38．7 45．9 53．8 28．9 0 53．8 53．1 63ユ

所得保陳政策 27ユ 27．2 25．0 50．0 25．0 28．1 29．0 29．5 15．4 26．3 50．0 15．4 34．4 21．1

農業構造改善政策の充実 2．8 2．9 0 0 0 4．7 6．5 1．6 0 7．9 0 0 0 0

そ　　の　　他 7．5 7．8 0 0 7．5 7．8 9．7 4．9 15．4 10．5 0 15．4 0 5．3

わからない 5．6 4．9 25．0 0 7．5 4．7 6．5 4．9 7．7 7．9 0 7．7 3．1 5．3

N　A 9．3 7．8 50．0 0 2．5 14．1 9．7 8．2 7．7 18．4 0 7．7 6．3 0
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いうようなデメリットを考えたからであろうか。いずれにしても，この投入財価格制度と所得

保障直覚への指向の階層差は，下層農家の意識を確認してみる必要がある。その反面，経営類型

別では，相対的に所得水準が高かったり，資本装備率の高い稲作地帯，畜産地帯で投入財価格

制度が支持され，所得水準の低い畑作地帯では，所得保障政策への指向が大きく，これらは理

解できるところであろう。

　　註　　1＞黒柳俊雄「現在当面する農政の若干の改善策」農業生産131，総合2，科学技術庁資源調査

　　所，昭和46年，7頁。T．Kuroyanagi，　Some　New　Proposals　for　Japanese　Agrlcultural

　　Policies　under　the　possible　ph＆se　of鳶Farm　Problems”，7’んe　Reッ飽ωor・49γゼ。厩‘ωγα‘

　　Ecoπ07ηど。ε，　Hoんんαぎ（オ。　し勉加e75ピ砂，　Vo｝，20，1972、　PP．162～163．

V［結 語

　昭和41年，北海道総合開発の重要な一環として，金由ダムが南富良野町に完成を兇た。と同

時に，本町の最も農業生野力の高い地区が水没した。本来，林業を中心に発展してきたが，第

2次大戦後の過伐による木材の減少を回復するべく施業案が組まれ，さらに林業の近代化→雇

用の減少により，地元の木材業も衰退し，期待するところは，農業，さらに観光に中心がおか

れようとしている。

　その中で，農業は，期待されるといっても，他産業と相対的にいわれるのであって，その実

態は，耕作規模も小さく，生産力自体，生産力の高い地区が水没以後，低下傾向をみせる。特

に水稲作農家は，このダム完成後の歴史しかなく，不安定であり，そこへ生産調整が続き，昭

和53年以降は，39．3％の転作を余儀なくされている。また，畑作，酪農，肉牛の各経営につい

ては，E体農業全体への外圧として，特に低位生産力地域への影響は大きなものと考えられる。

　こうした農業を取り巻く環境は，ダム建設によっても，i町財政には，建設省ダムということ

で480万円のダム所在交付金しかないことから，充分な対策が講ぜられぬ過疎町である。

　したがって，農家意向調査からも，｝ヨ本農業の将来は暗いと受けとめている者が多く，特に，

下層農にそれが多いと周時に，女性が明るいと考えている者がいないことは注Elに薩する。町

農業の基本問題は，自然条件，立地条件を除けば，庶地問題，相続問題，労働力不足，農業金

融，経営技術，税金問題と農家が受けとめ，中でも，耕作規模の拡大意欲が強く，それが個別

完結型の経営を望み，生産組織への積極性は乏しい。しかし，機械の共同利用との取り組み，

凡てが生きがいをもって農業に従事している吉年層が全面共同すら試みようとする意欲はうか

がえる。

　スタグフレーションの進行のもと，地儲は村外からの買い占めによる影響もあり，地代と土

地の限界生産力の乖離をみせ，借地も極めて困難，また，燃作の下層農などで後継者不足を訴

えている者があるが，一一方，水没地域の農家で，一・度は町外流鵡した者で帰ってくる例もある

という。
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　政策面で，価格形成上，純粋競争的な農家としては，政府の価格形成に期待する面が多いが，

本町の意識調査からは，やはりスタグフレーション下での需要の減退や，零細農に恩恵が少な

いからか，投入財価格劇への指向の大きいことが読みとれた。特に生産力低下傾向にあるこの

ような地域は，発展途．ヒ国農業岡様，農産物価格支指政策よりも，さらに必要な投入財を豊窟

に安価に供給することが，物価政策，消費減退の抑制，農家階1轡閥の所得格差拡大を防ぐこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のと共に，投入財価格補助の意義として有効なものと考えられる。

　今後，本意向調査はクロス集計に持ち込まれる必要があるし，このほか，本町の農業を取り

巻くプラスの面なり，マイナスの面の環境条件をMulti－cri£eria　ana聖ysisなど用い，より詳

　　　　　　　　　　　　　わ
細に評価してみる必要があろう。また以⊥の意向調査から過大な方向づけの表明は厳に慎まな

ければならないが，山村農業の生産，流通，消費，生活環境に関する全国的な自然科学的，社

会科学的試験研究の協同研究体制作りとその成果が望まれ，その中で，本町のようなダム水没

地域についての費用・便益分析が重要な意昧を持つものと考えられる。

　　言圭　　1）Ranδolph　Barker　and　Yuliro　Hayami，　Price　Support　versus　Input　Subsidy　for　Food

　　　　　Self－Sufficiency　in　Deve垂oping　Countries，　／1徊εγど。αηJoπγηα‘o∫ノ隻9γど。％髭％γα‘

　　　　　Eco7Lo7π‘c5，　VoL58　No，護，　1976．　PP．617～628．

　　　　2）Peter　Nilkamp，　Tんeorツαπ4／1ρρ百。α置ど侃。ズEπγぎγoη7πe飢α’Ecoπo魏ゴ。3，　Amsterdam，

　　　　　1977，　pp．277～296．
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第三章　地域社会の生活基盤に関する住民意識の分析

1　研究の目的

　南富良野町は，他の過疎市町村と同様に，昭和35年頃から人口が減少しはじめた。しかし，

金由ダム建設に伴う人口流入によって，一時減少が止ったかのようにみえたが，工事の完了に

伴って再び人口減少を示すようになった。また，ダム建設によって形成された「かなやま湖」

は，南富良野町を二分し，2つの生活圏を作り出すことになった。

　このような問題を抱える南富良野町にとって，さらに国鉄石勝線開通後の根室本線のローカ

ル化という新たな問題も生じてきている。

　本アンケート調査は，これらの諸問題を背景として，南富良野町の生活基盤整備に関する町

民の意識について分析することを同的としている。これらは，町民のEl常生活と都市施設との

関係，都市施設の有効利用のための配置のあり方，交通ネットワークの充実による町民として

の一体感の醸成などを意図した都市施設の整備計画を立案するための重要な参考資料となりう

るものである。

亘　調査の概要

　アンケート調査にあたっては，さきに述べた園的に沿って南富良野町の現状を詳細に調査し，

調査項目，抽出方法を決定し，抽出の適合度の検定を行なった。

　1．調査項罵

　アンケートの調査項目としては，調査単位の職業，年令，在住年数等の属性に関する項翻，自

家用車の保有，非保有及び利用状況，通勤，通学時及び日常生活の利用交通機関，特に石勝線

開通後における交通整備，並びに都市施設整備に関する定性的な項目によって構成されている。

　2．抽出方法

　アンケートの内容上，抽出単位として世帯を考え，調査単位は世帯の家族の意見を代表して

いる世帯主とした。さらに，一部高校生，主婦層にもアンケート調査を行ない別途に集計した。

　抽出に際しては，注民台帳より世帯全戸数を対象として抽出単位の完全なリストを作成し，

．単純ランダム・サンプリングにより抽出した。

　抽出数の決定にあたっては，年令，職業によって分類し，本調査では，最小の母集団である

職業分類，電気・水道の比率0．007の相対誤差が35％以一ドになる確率を50％として抽出数を決

定した。世帯数の総数はユ，58ユで，抽1鳴数は395となる。そこで，80％の回収率を晃込んで，

　　　　　　　　　　　　　　り
抽出数を500サンプルと決定した。
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第1表　地区別嗣収率

地区名 抽出数 回収後 回収率（％）

下金山 42 39 93

金　　山 1正3 100 88

東鹿越 47 41 87

幾　　寅 197 172 87

嚇’ @　　A洛　　　口 89 68 76

北落合 12 10 83

合　　計 500 430 86

　アンケートの回収は郵便及び訪問によって行なわれたが，回収率は86％と高い値になってい

る。その地区別の結果は第1表に示すとおりである。

　3．適合度の検定

　適合度の検定にあたっては，抽出時と回収後の2【潮の適合度の検定を行なった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　の
　検定方法はピアソンのカイ自乗検定である。

　本調査では，年令，職業について検定し適合度の妥当性を検討した。はじめに，抽出時の結

果について考察する。

　年令については，世帯主の年令を6クラスに分類し，検定した結果，有意水準！0％で5地区，

有意水準0．5％で全体が受容された。ま．た，職業については，国勢調査の大分類に従い検定し

た結果，有意水準10％で全ての地区で仮説が受容された。

　次に，回収後の適合度の検定においては，年令で有意水準10％で4地区，有意水準！％で全

てが受容された。また，職業については有意水準25％で全体及び4地区，有意水準5％で全て

が受容された。

皿　調査の分析結果

　次に，分析結果の考察に先立ち今回のアンケート調査の特性について述べる。

　調査単位の世帯主の在住年数は，10年以⊥が67％で，30年以上も34．2％となっている。職業

については，南富良野町の基幹産業である農林業が中心となっている。年令については，40才

から60才までの対象煮が多く，南富良野町の将来を真剣に考えている世代であり，アンケート

としては有効と思われる。

　1．生活基盤施設について

　ここでは，交通施設以外の他の生活基盤施設についての住民のアンケート調査の結果につい

て考察する。
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　（P　供給処理施設

　ここでとりあげた施設としては，⊥水道，下水道，ガス，及び電気施設である。

　この施設については，各地区とも約30％から40％と高い住民の不満が示されている。特に，

下金由，金山，幾寅，及び落合では下水道に対する不満が高い。東鹿越では下水道より上水道

についての不満が高い。北落合では電気施設についての不満が極めて高い値を示している。

　これらの不満については，下水道は全地区で完備されておらず，各住宅で自然浸透により処

理されている。また，圭水道については幾寅，金山，落合，下金由で簡易水道が，北落合では

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　
専用水道によって給水されているが，東鹿越では上水道が完備されていない。

　北落合での電気施設の極めて高い不満は，電気施設は整備されているが，奥地であるので，

故障の場合に修理が遅延されることに対しての不満である。

　（2＞教育，文化施設

　アンケート結果において，不満と答えた町民は約13％であった。このことは，小学校が全地

区に設置されているが，中学校は下金山，金高，幾寅，落合の4地区に設置されており，北落

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
合，東鹿越の生徒はスクールバスで，それぞれ落合および金由に通学しているためである。ま

た，定時制ではあるが，高等学校も設置されており，将来，全日制の移行によっては，他市町

村へ通学している生徒も通学可能となる。さらに，文化的な面で中心となる総合福祉センター

も幾寅に完成することになっており，瞬民の文化向上に役立つものと思われる。

　（3）医療施設

　アンケート結果において，不満と答えた町民は約52％に達しており，極めて高い値を示して

いる。

　地区別については，下金由約63％，金由76％と高い値を示している。このことは，医師が幾

寅に内科，歯科の各1名，落合に外科1名いるが，金由には診療所はあるが医師が常勤してい

　　　　　　　　　　　　　の
ないことによるものと思われる。

　（4＞社会福祉施設

　アンケートの結果で不満と答えたσ）は約16％であり，ほとんどが普通と答えている。

　このことは，公営住宅が全地区で建てられており，各地区における老人交流の場としての老

人の家，及び保育所も設置されていることによるものと思われる。

　（5）防災施設

　全地区のアンケートの結果で不満と答えたのは，約9％で，ほとんどは菩通と箒えている。

しかし，地区別の結果では，下金山系18％，北落合約30％と高い値を示している。

　このことは，現在，消防体制として消防車7台が下金山，金山，幾寅，東鹿越，及び落合に

配費されているが，そのセンターから離れている北落合では消防車が配置されていないことに

　　　　　　　　　　　さ　
よるための不満と恐われる。

　今後，消防車の適正配置がはかられれば，これらの不備は解消するであろう。
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　2．交通施設について

　ここでは，はじめに町民の交通特性を把握し，それに基づいて交通施設整備についての町民

の意向を考察する。

　（の　町民の交通特性

　ここでは，南富良野町の町民の町内での交通特性と，札幌，旭川，帯広，及び寵良野市等の

町外の交通特性を分析する。

　第2表に示すのは，町内の特性の1つの指標である在住地区と買物等の中心地をクロス集計

した結果である。

　この結果より明らかび）ように，金山，下金山，及び幾寅では，それぞれの地区内で日常買物

を行なっている。それに対して，東鹿越の約34％，落合の約22％，北落合の約90％の住民が幾

寅地区まで買物に餓かけている。

　これらの買物に出かける時の交通機i関としては，全体として自家用車を使用する場合が多い

が，東鹿越から幾寅までは約21％が鉄道を利用しており，北落合から幾寅までは約43％がハイ

ヤーを利用している。

　次に，町外の交通特性として，前述の都市間交通について考察する。

　札幌市との関係においては，　「めったに行かない」町民は約76％であり，　「月1～2回」が

約24％となっている。いずれの場合も利用する交通機関としては鉄道が最も多く約70％となっ

ており，その他は自家用車を使用している。しかし，　「ほとんど年長1」から「週1～2回」ま

では，ほとんどが自家用車を使用しており，この間に1つの区分がみられる。

　旭川市との関係において｛ま，　「月1～2回」の町民が約47％と高い値を示している。　「ほと

んど毎1ヨ」から「週1～2囲」行く町民は約6％で，札幌市へ行く場合より高い頻度を示して

いる。

　利用する交通機関としては，　「めったに行かないJから「週1～2回」までの利胴交通機関

としては鉄道が約50％前後となっている。その他の場合は主に自家用車となっている。

　　　　　　　　　　　　　　第2表　　1ヨ1常の買物の中心地　　　　　　　　　　　（単位：％）

　　　買物等の@　　　乱心地轟i住地鼠 油ト金出 金　　山 東鹿越 幾　　寅 落　　合 その他

心　金　由 87．2 12．8

金　　　　山 90．0 1．0 9．0

東　鹿　越 61．0 34．1 4．9

幾　　　　寅 99．4 0．6

r「｝’ @　　　　　A洛　　　　　口

22．1 70．6 7．3

牝　落　合 90．0 10．0

注，北落合には買物等の申心地がない。その他は主に窟良野市である。
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　帯広市との関係においては，　「めったに行かない」町民が約80％と高く，次に，　「月1～2

回」の約19％となっており，札幌市へ行く場合よりも低い頻度となっている。

　利用する交通機関としては，　「めったに行かない」場合の町民の利用する交通機関は約50％

が鉄道となっている。また，　「月1～2巨ぬの場合での約24％が鉄道を利用しており，その他

は，自家用車を使用している。

　富良野市との関係においては，前述のいずれの市より密接である。　「月1～2回」行く町民

が約58％と高い値を示しており，次に「週1～2國」が約19％となっている。また，　「ほとん

ど毎日」と「週3～4回」行く町民を合計すると約8％となっており，いずれの市よりも高い

値を示している。

　利用する交通機関としては，大半が自家用車を使用しているが，鉄道を利用する町民も約30

％から40％を占めている。ド週3～41則」の場合には，わずか4％ではあるが，ハイヤー・タ

クシーを利用しているQ

　次に，通勤，通学について考察する。

　交通機関を利用する通勤者は全体の約！0％であるが，その中で約40％が町外へ通勤している。

利用する交通機関としては，自家用車の使用が多いが，富良野市への通勤では約33％が鉄道で

あり，占冠村へは約40％がバスを利胴している。

　通学については，富良野市へ通学する生徒が約60％で町内が40％である。利用する交通機関

としては，鉄道利用が約90％以圭である。また，町内ではバスも利用されている。

　なお，自動車の免許証及び，自家用単は世帯主の約60％が保回している。

　地区別の結果としては，落合は免許，自家用車の保有とも約80％と高い値を示している。

　（2）代替交通機関の問題

　ここでは，前述の町民の交通特性に基づいて，現在の利用交通機関が利用不可能となった場

合の代替交通機関について考察する。

　はじめに，自家用車の保有，非保有によって利用交通機関がどのように異なるかについて，

次のようなアンケートの結果が得られた。

　町外に行く場合，札幌市へ行く時には，自家用車の保有者のうち約半数は鉄道を利用してい

る。札幌市以外のその他の市，旭川市，帯広市，憲良野市へ行く場合には80％以上が自家用車

を利用している。

　町内については，トリップ長が短くなるので自家用車の非保三者の70％が徒歩である。しか

し，保有者は町内においても頻繁に自家用率を使用し約53％と高い値になっている。

　次に，自家用車の保有者が自家用車を使用できない場合の代替交通機関についてみると，第

3表のような結果となるQ

　この表からも明らかのように，自家用車が使用不可能の場合の代替交通機関として，鉄道が

大きい役割を果していることを示している。また，ハイヤー・タクシーも金体として約11％も
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占めている。

　地区別の結果では，北落合（東幾寅を含む）を除いて鉄道の利用が高い値を示している。し

かし，北落合（束幾寅）では，鉄道の利用が約25％と低く，それに代ってハイヤー・タクシー

が約75％と高い値を示している。このことは，北落合，東幾寅には鉄遺駅がないことによるも

のであり，その他の代替交通機関の脆弱さを示している。

　　　　　　　　　　　　第3表　麟家用車保膚者の代替交通機関等　　　　　　　　　（％）
　　　代替交通
n　区　　機関節 鉄　　　道 ハイヤー

^ク　シー 近所の車
オートバイ
ﾝ　転　車 徒　　　歩 外繊しない

下　金　山 83．4 0．0 8．3 0．0 8．3 α0

金　　　由 67．4 10．7 7．1 7．1 0．0 7．7

東　鹿　越 83．3 16．7 0．0 0．0 0．0 0．0

幾　　　寅 70．7 9．8 4．9 2．4 7．3 4．9

落　　　合 85．0 5．0 5．0 0．0 5．0 0．0

北　落　合 25．0 75．0 0．0 0．0 0．0 0．0

全　　　体 73．7 11．0 5．0 2．5 4．2 3．6

次に，交通施設と交通機関に対する不満について，自家用車の保有者の非保有者別にクロス

第4表　道路の整備 （％）

　　尺度
ﾉ八一車

満　足 普　通 不　満

保有者 10．4 59．1 30．5

非保有者 14．6 67．1 18．3

第5表　肉家用劇こよる［II常生活（％）

　　尺度
ｩ家鵬i

充　分 蒋　通 不充分

保有者　　32，0 57．2 10．8

非保有潜 8．1 59．6 32．3

第6表　バスの運行 （％）

　　尺度
ｩ家用車

必要ない
ある程度

K　　要
必　　要

保有書 7．8 53．1 39．1

非保有者 5．5 41．5 53．0

第7表　　鉄道の運行［亘1数　　　（％）

　　尺度
ｩ家用車

満　足 普　通 不　満

保脊者 4．6 34．4 61．0

非保有者 4．9 29．2 65．9

第　8　表　　　露失道σ）運そ」員1寺繕1　　　　　（％）

　　尺度
ｩ家用車

満　足 普　通 不　満

保有者 4．2 32．1 63．7

非保賓者 4．9 29．2 65．9

第9表　現在の交通施設の利便性（％）

　　尺度
ｩ家用車

満　足 普　通 不　満

保有者 2．7 52．9 44．4

非保有脅 2．4 52．4 45．2
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集計した結果について考察する。

　第4表は，道路の整備についての結果を示している。この表からも明らかのように，幽家用

車の保有者のうち約31％の保有者が不満を示している。

　このことは，町内の舗装率が，国道は約92％，道々は約43冊子あるが，町道が約4％となっ

ており，町道の整備の遅れに対しての不満と思われる。

　第5表は，自家勢車や近所の入の自家用車での日常の交通について示したものである。この

結果からも明らかのように，自家用車の保有者は約！1％と不満が低いが，非保有者は約32％と

高い値を示している。

　第6表は，現在，バスが運行されていないことについてのアンケート結果を示したものであ

る。これによると，自家用車の非保有者の約53％が必要であると思っており，保有者のうちで

も必要，ある程度必要を加えると約92％と高い値となっている。

　第7，8表は鉄道の運行回数と運行時間について示したものである。

　この結果についてみると，自家用車の保有者，非保有者共に，それぞれ約60％以上の高い不

満を示している。

　このことは，現在南富良野町内のすべての駅に止まる列車は．」二り，下りとも6本あるが，鉄

道を利用して富良野市へ行く場合に昼頃の下りの列車がないので，往復が1日仕事になってし

まう現状に対する不満である。

　第9表は，現在の交通施設についての町民の耳掛を示したものである。これによると，自家

用車の保有者，非保有者の閥にはほとんど差がみられない。約半分の人々が普通と考えている

が，満足しているのはわずか2～3％と低い値を示しており，約45％が不満を示している。

　次に，石勝線開通後による根室本線ローカル化の婦策としては，第10表に示されるように，

町民の約76％が乗合バスの運行を希望している。

　鉄道の代替交通機関として，バスを運行した場合の路線，回数に対する町民の希望を集計し

た結果が第！1，12表である。この結果より，路線としては富良野市までの希望が約84％と高い

値を示している。また，囲数としては，町内線，郊外線共に3～5往復という希望が多い。

　しかし，自家用車の非保有者の現状の交通に対しては，約63％が充分，普通と答えている。

このことは，現行の鉄道運行回数，時間がどのように減少，変化するかによって，その対応策

を考えなければならないことを示している。

　次に，町民の交通施設，利用交通機関とその他の施設等に対する意識を比較検討するため，

町民の南富良野町の住み良さを外的基準として数量化H類を用いて各施設の位置付けを行なつ
さユ

た。

　第！3表は，各施設の偏相関係数を示したもので，これによると交通施設の偏相関係数は0．215

と他の施設に比べて高く，町民が日常生活の中で最も深い関心を持っていると考えられる。
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第10衰　石勝線開通に対する対策 （％）
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対　　　策 自家用車の普及 道路の整備
スクールバス

ｳ潜輸送車 乗合バス そ　の　他

比　　　率 5．1 9．6 8．2 75．5 1．6

第11表　バス路線 （％）

対　　　策 町　　　　内 審良野市 旭　　川　市 帯　広　市 そ　の　他

比　　　率 7．3 83．6 5．7 3ユ 0．3

第12表　　バス運行醐数 （％）

　　　　　嗣　　数

H　　線
2　往　　復 3～5盆復 6～9往復 10往復以上

町　　　　　内 26．9 52．8 14．2 6．1

閏∫　　　　外 28．5 52．2 12．4 6．9

第13表　各施設の偏相関係数

施　　　　　設 偏相関係数

供給処理施設 0，156

教育・文化施設 0，148

陵　療　施　設 0，117

社会編祉施設 0，093

買　物　施　設 0，067

防　災　施　設 0，166

交　通　施　設 0，215

識　1＞W，G．Cochran　「Sampling　Technlques」John　Wiley＆Sons，　Inc，1963．

　　2）四十嵐｝≡1昌二1夫，山村悦夫共著「土木計画数理」朝倉書店，1976．

　　3）南窟良野町振興課「南窟良墨予町総身開発計画診断1こ係る意向調査表」水道課，1977．

　　4）　同＿ヒ，　教育委員会，　1977．

　　5）　群1上，　民盈三言果，　1977．

　　6）　「司」二，　馨惹務霊果，　1977．

　　7）　1司」＝，　建設霧果，　1977．

　　8）林知己夫他「情報処理と統計数理」濠業図等孟事，ユ970．
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要 約

　以上述べたところで明らかなように，かなやま湖の建設を主とする開発事業は地域社会にと

って重火な環境変化を意味するもので，ここに解明された南富良野町民の生活意識は，開発事

業にたいする地域建民側からの環境影響評価の…・表現とみなすことができる。本稿において明

らかにされた点は，およそ次の如く要約される。

　（1）南富良野町の自然環境については，その満足度が地区部落ごとに差異がある。特に気候

　　に関しては，かなやま湖を挾んで南西部に満足度が高い。

　（2＞人情の篤さについては町民相互に概ね満足しているが，冬の生活を改善すべき必要性に

　　関しては各地区とも強い意欲を示している。

　（3＞各種の生活基盤施設の充足については町内各部落ごとに要求度が異なるが，市街地にお

　　いては下水道整備，北落合においては電気施設にたいする不満が極めて高い。

　（4＞医療施設整備への欲求は特に金山・下金珪1地区において高い。

　（5）社会福祉施設および防災施設については概ね満足している。

　（6）家族がみんなで楽しむ場を要望する声が強い。

　（7）町道未整備への不満が多い。

（8）畑作地帯，低階層そして高齢者ほど，目皿農業の将来は暗い，と予測している。特に女

　　性の中には明るい予測をもつものがいない。

　（9）畜産地帯では前途に明るい希望をもち，生きがいを感じているものが比較的多い。

　（10）稲作地帯では離農指向が強い。

　（11）経営形態については，欄別経営を主体としてこれに機械の共同利用を加昧した営農への

　　指向が強い。

（121耕地規模拡大難と後継者獲得難とは，相互に因となり果となりして悪循環現象を呈し，

　　特に低階層に著しい。

　（13＞政府の農業政策については，下層へ向うほど所得保障制度への支持率が低く，投入財価

　　格制度への選択は逆に多くなる。

　q4）町民は，日常生活物資の購入はほとんど町内で充足しているが，甲南との結合を強くも

　　っているのは富良野市（月にユ～21rli58％），旭川rf∫（同じく47％），札幌市（同じく24

　　％）で，帯広市G司19％）との関連は比較的薄い。

　（15）鉄道の運行時間と運行図数についてはかなり不満を感じている。

　（16）石勝線開通における根室本線のローカル化にともなう対策としては，乗合バスによる代

　　替を希望するものが多い（町民の76％）。

　（獅　町内への定住指向度は，林業，鉱業中心の集落では低い。特に年令層が若いほど移住指
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　　向が強い。

　こういつた町民意識は，いうまでもなく，地域社会内の環境変動のみによって形成されてい

るものではない。ダム建設と相前後して経験した日本経済の高度成長と石油ショック以後の祉

会経済変動がその背後にある。いまここに表明された住民意識を環境問題として把握し，これ

を環境科学的視野の中で考究するとすれば，一つには地域社会のこ住みよさご（habitability）

の問題としてとりあげられるであろう。麓業的にみれば自然の恩恵の極めて乏しい北海道内陸

山間地帯の一つの自治体が，その住民にたいして住みよい豊かな生活環境を保証するためには

どのような施策を講じなければならないか，この調査結果の中に多くの示唆を読みとることが

できると思われる。

　最近’の国土計画においては淀住圏≧あるいはこ環境圏鳶等が広域生活圏にかかわる新構想

として提唱されている。しかし，　ミ住めば都鳶という傑諺はもはや昔通りには通用し難い時代

となりつつある。過疎地帯の自治体の深刻な苦悩はかかってこの点にある。．上から与えられる

キャッチ・フレーズは地元住民の生活意識になじみ難い藺が多いであろうことを本研究の結果

は表現している。かなやま湖の造成による環境影響に関しては，冒頭に述べた如く，まだその

全容を解明するにいたってはいないが，15年後の住民意識にみる限り，顕著なプラスの効果は発

兇し難いといわなければならないQ
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                             SUMMARY

Introduction

   The purpose of this paper is to present a method of measuring the social

and economic effects of environmental planning and development,

  The environmental planRing here means a dynamic process including (1)

a design of environmental development, conservation and creation for the

environmental quality, (2) a measurement and evaluation of its influence to

the environment, and (3) replanning based on these assessments.

  We use five indices for measuring the environmental quality as follows:

1,Soclal rnobility(fixity). 2.Habitabi}ity(Standard of living). 3.Accessibility

to the public and cultural facilities. 4.Solidarity of local communities. 5.

Regionality(Effects in time and space).

  As a case study, we take up a public work of constructing a dam for
multipui'pose reservoir at Minamifurano-cho which is almost in the midst of

Hokkaido island and analyse its influences during fifteen years.

  In 1962, we visited Minamifurano-cho and had done a sociologocal re-
search on the social and economic structures of this district until l964.

The dam was erected in 1966. In 1976, we revisited this community and

analysed the environmental changes after building the reservoir, Kanayama

Lake, and peoples attitudes toward these changes.

  Still we continue the field work and so this is just a interim report

mostly concerned with the people's opinion,

  The parts of Introduction and CoRclusion are written by Seki, Chapter 1

by Mitani, Chapter 2 by Kuroyanagi, and Chapter3 by Igarashi, Yamamura

and Kagaya.

Chap. 1 People's Attitudes towards Quality of Life iR a Rural Society

  This chapter is mainly concerned with methodology of measuring how
people are satisfied with their living conditions including social and natural

environment, based on a pilot survey in a rural conmmunity which coRsists

of six separated areas.

  As results of this study, three points are found out as follows.

  First, reaction of people towards their living conditions often depends

on smaller area in which they developed daily lives and face-to-face con-

tacts, rather than Iarger district.

  Second, an analytical study shows a distixiction between the independent

and dependent variables related to people's attitudes.

  Third, people's opinions concerning to geographical mobility are clearly

connected with some characteristics of small area where they live.
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Chap. 2 Social and Economic Analysis

  This chapter presents what the fariners in Minamifurano-cho think about

the perspective of their farm management and their desirable farm product

price policies in the future.

  The reason'why Minamifurano-cho was selected as" the object of this
survey comes from that all of the farmers iR an area of the county couldn't

help evacuatiRg their home land on account of multipurpose reservoir con-

struction in 1966.

  Survey method adopted here was making inquiries to all of the farms in

Minamifurano-cho in autumR 1977.

Our fiQding shows that Japanese agriculture in the future wili be hopeless

to some extent for them, especially for the women and the Iow income
farmers in the county.

  Most of farmers tend to pyefer individual farm operation oA the strength

of expanding farm size to group farm operation, although the farms that

there is successor of farm business are only 48% of all.

  Furthermore, they want to be given more public services on low inter-

est and long term financing and more extension services on farm manage-

ment technology.

  With reference to farm product price policy, faymers want to get rather

input subsidy system than existing dual price system of farm products be-

tween producer level and retail Ievel.

Chap. 3 The Questionnairing on the Services of Basic Facilities

  In this chapter, we try to consider the questionnairing on the services

of the basic facilities conducted on the residents at Minamifurano-cho.

  Especially , we attempt to analyze the services of the urban facilities,

the arrangements of the urban 'facilities arising from the daiiy living of

the residents, and the ideal way of the services of transportation facilities

for the promotioR of the interzonal trips and the availability of the basic
'facilities.

Conclusion

  The constmction of Kanayama Lake made drastic impaets to the environ-

ment and people's living conditions in Minamifurano-cho.

  The quality of enviroRment is directly expressed in the degree of sat-

isfaction of the people in the community. We would like to call it'"habit-
ability".

  The results of this study give us a lot of suggestions for the environ-

mental planning in the future.


