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河北潟干拓地における農業
山 下
我が国は,戦後 の復興期 であ った昭和21
年 ,22
年に多 くの国営干拓地 の造成 に着工 した｡当時 ,
食糧不足 は深刻な問題 で ,この間 題を解決す るこ
とこそが疲弊 しきった国力を解決す る唯一 の手段
と考 え られていたのだ｡
河北潟周辺は ,1646年 の記録 を最 古 の もの と
し,加賀藩の時代を通 じて常に干拓 ,埋め立て要
地 と目されて きた｡ しか し,周辺集落は漁村 で も
あったため ,漁 民 との あつ れ きが あ り失敗 に終
わ った計画 もあ った｡その中では ,銭岸五兵衛 の
銭五開 きが もっとも名高い｡
この干拓 ,埋め立ては明治 ,大正 ,昭和 と一貫
して計画 され ,一部は実行 もされてきた.そ して
遂に大規模計画 として実を結 んだのが1
963年 の こ
とであった｡ しか し,当初水 田になる予定だ った
当干拓地 は,昭和40
年代か らの米事情 の変化 に伴
う減反政策の影響を受けて ,開 田抑制策か ら,昭
和52
年開畑‑ と計画変更にな った｡干拓地 とい う
土地柄 ,畑にす るため排水計画を中心に ,工事計
画が変更 され ,当初 9年 で完工の予定が23
年 もの
長い年 月を費や し,昭和60
年度 ようや く事業完了
をみた｡ しか し,当然入植 ,増反配分を終 えて事
業完了すべ き入植分243
ha,増反分860
haの うち,
増反分約1
90
h
aが未配分のままで あ った. この未
配分地 は現在 ,増反希望者がある一万で辞退者が
出ていたため ,2
40
haにのぼ り,県 の農地 開発 公
社で順次募集を行 っている状態である｡ また ,排
水改良事業 としての暗渠排水事業が県営で続け ら
れ ,完成 は平成 2年度 の予定で ,未完成 のままで
の営農開始 とな って しまった｡
この ように順調なスター トを きった とはいいか
ね る干拓地であるが ,それは干拓地が行政的に属
す る周辺地域 の金沢市 ,津幡町 ,宇 ノ気町 ,内灘
町の農業を考 えればいた しかたのない こととも言
える｡ この地域は水 田地帯であ り,稲作に大 き く
偏 った農業地域なのである｡経営耕地に占め る田
の割合は,砂丘が80%を 占め る内灘以外は ,80%
前後であ り,この ような地域か ら増反 した農家 の
多 くは ,畑作未経験者だ ったわけである｡増反 以
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前は ,米以外は作 った ことのない者が多 く,技術
的に も問題 があったが ,米 とい う価格 の安定 した
作物 に慣れている者に とっては ,保障がない野菜
作 りや ,米 と比べて価格に差がある麦類や大豆に
踏み きるのは容 易 な こ とでは なか った｡ それ で
も,大規模 に農業を行 うには もはや干拓地 以外に
は土地 はないため ,増反 したのであるが ,野菜の
作付面積250h
aとい う目標 はなか なか達成 され な
い.やは り,ど うして も穀頬 に偏 って しま うので
ある｡それで もようや く昭和60年頃か ら野菜の作
付が250
haには程遠 いが ,1
80‑190haに安 定 し始
め ,主作 目もす いか ,れ ん こん ,大根 ,キ ャベ
ツ,白菜が定着 して きた｡ この作 目を見 る限 り,
すいか と秋冬作物 とい う営農類型が固定 して きた
とい っていいだろ う｡
この ように ようや く定着 して きた野菜作 りであ
るが ,干拓 地 の畑作 の中で最 も順 調 な生産 を上
げ ,市場 の信頼 も得ているものにれん こんがある｡
れん こんは もともと加賀れん こんの産地 である干
拓地か ら近 い小坂地区か らの増反者がほ とん どで
あったため ,技術的に も問題がなか った ことも大
きな理 由であるが ,れん こん生産魁合で取 られて
いた経営方式に よるところが大 きか った と思 う｡
この経営方式は平成 2年 6月に終了 したが ,れん
こん畑を組合員で共有 し,全ての作付過程か ら出
荷 までを班編 成 で行 い ,会社 の よ うな給 料制 を
取 っていた｡ この ように組合で足並みを揃 えた こ
とが ,農地 としての安定 ,拡大 ,市場 の開拓 ,確
保 ,とい った ことに大 き く寄与 した と思 う｡
また ,すいかが主作 目にな ったの も,す いか部
分に属す る生産者が ,自主的に作付面積 の計画を
立 てて,安定量 を出荷 した ことが結果 として認め
られ るようにな ったのではないだろ うか｡
この ように ,干拓地は穀類偏重か ら徐 々に脱却
し,野菜の主作 目も決 ま り,安定生産を始めた と
いえる｡今後 はすいかに続 く作物 の開拓 ,定着を
図 り,更に野菜作付面積 を伸 ばす方 向で進 んでい
くことが望 ま しい と思 う｡
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