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「グリーン経済のさらなる探求」

事 務 局

秋晴れの10月14日、都内千代田区駿河台の中央大学駿河台記念館を会場に、約40人が参加 して、

本年の全国交流大会を開催 しました。

今回のテーマは 「グリーン経済のさらなる探求」。平成15年から、会員有志が集まり2年 間をか

けてグリーン経済のあり方やシステムについて議論 してきました。その中で出てきた意見を基に、

グリーン経済を成 り立たせるための10の提言を平成16年に中間的にまとめました。

今回は、これからグリーン経済の第 2期 をスター トするため、それらの提言をさらに広め、深め

るために、各地でグリーン経済に取 り組むいくつかの事例を紹介するとともに、グリーン経済部会

第 2期 としてどのようなテーマに取 り組むかを、3つ のグループに分かれて討議 しました。その中

から今後に繋がるキーワー ドがいくつも飛び出 し、大変有意義な大会となりました。

'議観紹介|

これか らの 「グ リー ン農業」 とは

食と農グループ

農業者になるための農業大学校が、各都道府 県

に設置 されている。その中の、千葉県東金 市にあ

る千葉農業大学校 を訪ねてみた。 ここに入学す る

学生は、専業 ・兼業農家出身者が 6害|、非農家出

身者が 4害1で、卒業後農業に就 くのは 3害」だ との

こと。卒業後就農 したのは、全員が農家出身者で、

非農家出身者が卒業後、直ちに農業に就 くのは事

実上無理なよ うである。

とい うのも、農業をや るには農地が必要だ し、

自立 して農業が出来 るよ うになるまで最低数年の

訓練が必要だか らである。従 って、非農家出身で

就農 を希望す る若者の芽 を摘まないよ うにす るた

めには、法人や株式会社な ど、様々な形で就農 出

来る仕組みづ くりが必要だ と痛感 した。

このニーズに答 えているのが、茨城県古河市に

ある森 ファームサー ビス。 ここは、安全でおい し

く健康的な食、 しか も環境 に配慮 して生産 された

食を求める消費者の要望に応 えなが ら、若者の雇

用 も積極的に図って農業経営を行 つている。

ここの特徴の一つ 日は、90haとい う広大な農地

で生産 した ものを、
一般消費者会員に直接販売 し
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代表 加 藤 二 郎

今の経済は大量生産 ・大量消費で成 り立ってい

る。正 しく、 目 覚ま しい経済成長 をとげている中

国な どがその典型である。 こうい う仕組みをやめ

るのは、本 当に難 しい。なぜな ら、 これに変わる

経済のパ ターンやモデルは今の ところないか らだ。

しか し、持続性のある社会 を実現す るためには、

今までの経済性や効率性 を重視 した価値観 を転換

していかなければいけない。

今の社会の姿を見ると、象徴的なのは子 どもの

教育に非常にお金がかかる仕組みになつていると

い うこと。つま り、子 どもが最大の消費者 にされ

ているとい う現実がある。

今の 日本で、子 どもに高い教育を受 けさせてい

るのは、経済的にゆ とりのある層だ とい うデータ

があるが、 このよ うに、学ぶ こと、子 どもを育て

ることを経済指標だけで見て もいいのか とい う問

題 もある。

経済 と環境が調和 し、人間社会が生き生きと躍

動す る。そ うい う持続 可能な社会を実現す るため

に、みな さんの知恵 を出 し合っていただければ と

思 う。
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ていること。 市場 を通 さないので、市況に左右 さ

れない安定 した経営 を実現 している。

工つ 目は、有限会社 を設立 した こと。社員の勤

務時間は午前 8時 か ら午後 5時 まで、残業手当、

ボーナス、退職金制度があ り、 日曜祭 日は休み、

2日 連休 もとれ るので、正社員の大半が20～30才

と若 く、半数以上が非農家出身者 とのこと。

三つ 目は、環境保全型農業への取 り組みを行 つ

ていること。東京のパ レスホテル と提携 し、ホテ

ルで出た生 ゴミをコンポス ト化 し、それ を森 ファ

ームサー ビスが購入 して有機肥料 として使い、出

来たコメをパ レスホテルが購入す るとい う循環型

リサイクル農業 を行 つている。

今後、株式会社の農業参入が本格化す る見込み

だが、森 ファームサー ビスのよ うな農業経営体が

増 えていって欲 しい と思つている。

社員を大切にする会社

働き方グループ

大阪市東淀川 区のク リロン化成株式会社。 ここ

は、既婚 ・未婚 を問わず 、女性 の能力 を活用 し

「元気な企業Jと して、マスコ ミな どに取 り上げ

られている会社である。女性は就職 して結婚 ・出

産す ることでキャ リアが途切れて しま うことが多

いので、企業 も習熟度の低い職 に就かせ、教育的

な先行投資を低 く抑 えた り、重要なポス トに就か

せない とい う構造が一
般的だつたが、ク リロンで

は長いスパ ンで考えて女性 を雇用 しているので、

結婚 ・出産 して復帰 を希望す る女性 を再雇用 し、

成果を上げているとい うことだ。

茨城県市河市で 4店 舗 を展開す る レス トランチ

ェー ン丘里の中村社長は、 「お客様 を大切 に して

いただ くスタッフを大切 に しますJと 言い切 つて

いる。 ここでは顧客第
一主義ではな く、従業員の

人間力 を一
番 に考えているとのこと。

人間力 を考 えた取 り組み として、採用の際に 自

分の夢を語つてもらうことか ら始めるそ うであるc

採用時には正社員、パー ト、アルバイ トのいずれ

かを選択でき、それによつて、仕事の内容、給与、

労働時間等 もある程度選択できる。

さらに、運動会や誕生 日な ど、家族に とっての

特別な 日は休みが取れ るよ うなシフ トを組んでい

るとい うことだ。 また、地元の中学生の職場体験

を受 けいれた り、学園祭 に出店 した りと、地域 と

の連係や貢献にも取 り組んでいる。今後、環境ヘ

の取 り組みや人間性重視の評価基準作 りな どが進

んで くれば、グ リー ン経済を可能にす る働 き方の

モデルになるのでは、 と期待が持てる。

地 域 経 済 を支 え て い る の は個 性 と伝 統

回一カルエコノ ミーグルー プ

埼玉県)|1越市は蔵造 りの町泣みを中心 とした町

づ くりで成功 を収 めた。 キー ワー ドは 「小江戸 ・

川越、歴史 と文化のメッセージを伝 えるまちづ く

りJ。こうして保存 された 一番街の町並みは、平成

11年に国の重要伝統的建造物郡保存地区に指定 さ

れた。 しか し、こんな一
番街 も、高度成長期 には

変化の波が押 し寄せ、モダンな建て物 に立替す る

人たちが現れ るな ど、新 しい建物が町並みを壊 し

てい くのが 目に付 くよ うになつたそ うだ。

そんな折 り、地元の神社の神モ さんな どが中心

とな り文化財保護運動を展開 し、「大沢家住宅Jが

国の重要文化財 に指定 された ころか ら、 これまで

古 くさい と感 じていた蔵造 りの町並みのよさに気

づき始めた とのこと。その後 「町づ くり規範」が

ま とめ られ、今のよ うな町づ くりが成功 した。 こ

の町の人たちが拠 り所 に したのが、地域の個性や

伝統文化だつたのである。

東海道の起点であるお江戸 日本橋 も、首都高が

上を走 り、辺 りをビルに囲まれて、今ではす っか

り風情のない町へ と変貌 して しまった。そんな町

を魅力ある町に再生 しよ うと、い くつかの大学の
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学生が集 まって作った 「日本橋学生工房Jは 、 日

本橋周辺の町を活性化す るための様々なイベ ン ト

を行 った。 また、 日本橋の下を流れ る川 も、す つ

か り町 と乖離 して しまい、今では、誰 も利用 して

いないよ うな状況だつた。そ こで、川にはカヌー

や船 を浮かべてその存在 をア ピール し、川 も含め

た町づ くりを提起 した。その際、やは リー
番意識

したのが |1本橋の個性や伝統文化 とい う点。 こ う

した ものが、町づ くりの核 となるのだ と、再認識

した。

|グル■|プ|すヤ|ネ|力|,|ヤ||ラ|

第 2部 ではグ リー ン経済部会のテーマ とな りう

る 「教育」「バイオマスエネルギー」、 さらに、持続

可能な社会 を 目指すために必要 と思われ るテーマ

を考える 3つ のグループに分かれて話 し合いを し

た。参力日者 は、興味のあるテーマのグループに分

かれ、活発な意見交換 を行った。

グループA 「 これからの教育」

教育 グループでは、 「教育の商品化」 とい うテ

ーマについて議論 を した。

は じめに、子供の留学 とい う切 り日か ら 「教育

の商品化」 について問題提起がな された。 「都会

のような便利 さがな く、何 もか も自分でや らなけ

ればいけない よ うなオース トラ リアの日舎へ、生

徒 をホームステイ させ る学校がある」 とい う発言

に対 して、「田舎の体験をするに、わざわざ海外へ

行かない といけないのだろ うかJと 疑間が出 され

た。

また、 「昨今、留学斡旋機 関や、旅行会社な ど

による語学研修 を 目的 とした留学が多い。留学 も、

本来持続可能な社会のために次世代 を育てるとい

う視点をもつて させ るべきだ と思 うが、その視点

が欠けている。少子化で親が子供にかけるお金が
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増 える傾向もあ り、留学が商品化 されているよ う

だ。 この問題の背景には、お金 をかけることがい

い教育だ と思っている親が多いことにある。 し か

し本来は、それよりも子供 と向き合 う時間を増やす

べきJと いつた意見がだされた。

また、最近私立進学を扱 う雑誌が多 く販売 され

ていることか ら問題提起がなされた。親が私学に

進学 させたがる背景 には、 「いい教育 =お 金 をか

けることJと い う考えがあるだけでな く、 「親 に

は子 どもにいい生活 をさせたい とい う将来 ビジ ョ

ンがあ り、そ こか らブ レー クダ ウン して教育を考

えているJと い う。 し か し、 「いい大学へ行 った

か らといって、お金持 ちになるとは限 らない」 と

いった意見や、 「教育にお金 をかけ、学校任せは

いい教育を しているとはいえない。子供 を育て ら

れない親が多いJ「私立進学 した 子供は、地域 との

共生ができていないJな どの意見が出 された。

「お金 をかける教育 =良 い教育ではない。 グ リ

ーン経済の 目的の 1つ は、何 よ りも皆 に とつて住

みやすい社会 を作 ることである。そのためには、

家庭で しつけを学校で知識 を得 るといつた基本的

なことを行い、先生 と親の信頼関係 は もとよ り、

家庭、学校そ して企業が連携 して教育に携わった

ほ うが良い。そ して、地域の伝統文化 を学び、地

域 と共生す ることを、まずは じめに学ぶ ことが教

育のあるべ き姿である」 との意見も出た。

グルー プB 「 バィォマスエネルギーの

可能性」

本グループでは、「バィォマス利用と食糧生産」

をテーマにグループディスカッションが行われ、

はじめに、その背景について概説があった。

大前提 として、バイオマスヘの期待の高ま りが

ある。環境省 は、201 0年までにガ ソリンに 3%の

エタノール を混ぜ る 「E3」を広め、年間50万キロ

リッ トルの使用 を見込んでいる。エ タノールの製



□国園□因園

造には、主にサ トウキビや トウモロコシを利用す

る予定だが、その際に、食糧の供給 と競合するこ

とが懸念 されている。今後、世界的な人 口増加 と

気候変動が同時に起きることを踏まえると、食糧

の安全保障がますます重要視 されるため、バイオ

マスと食糧の競合は大きな社会的課題 となること

が予沢Ⅲされているとの解説があった。

この問題を考える上で 「時間軸」を意識するこ

との重要性が提起された。世界の食糧備蓄率が激

減 していることから、食糧危機は、近々に起こり

うる。
一方、エネルギー危機や地球温暖化問題は、

数十年スパンの問題である。バイオマスを最大限

利用 した究極の姿を踏まえつつ、日の前の食糧問

題を考える必要がある。

さらに、食糧 とエネルギーとが競合 した際、ど

ちらが優勢になるかについて議論 となつた。結論

として、お金のある先進国のエネルギー利用のため

に、お金のない途上国の食糧は減産されるであろう。

この現実をいかに捉えるかは大きな課題となつた。

また、「エネルギー消費量をこのままと考える前

提 自体を覆す必要があるのではないかJと いった

意見も出た。3Rの中でもReduce(発生抑制)カミは

じめに来る。まずは、ものを大切に、もつたいな

いの精神をもつことが重要だ。その上で、供給方

法を検討することが求められるとの意見も出た。

グルー プC 「 その他」

このグループは、第2期 グリーン経済部会で扱う

テーマとして、すでに挙げられているテーマ以外に

どのようなテーマが考えられるかを自由に議論した。

まず3つ のキーワー ドを中心に議論を展開した。

第 1に 「地域の活性化」、第2に 「隠れた人的資源

の活用J、第3に 「グリーン経済の指標作りJで ある。

最初に、グリーン経済を成 り立たせるために、

何が今必要なのかを話し合つた。地方都市 (市町

村)が 抱える中小企業の経営難や高齢化等の問題

点を挙げ、問題意識を共有 した。発想の転換をし

たことで、来園者が急増 した北海道の旭川動物園

の例や、徳島県内の小 さな集落で採取される植物

を京都の料亭に送 り、会席料理の飾 り物 として利

用 した実例を挙げ、地域の活性化のあり方を話 し

合った。隠れた価値の発掘、地域の知恵の出し合

いが活性化の鍵になるようだ。

次に、「働き方Jに ついての提 言と、現場 レベ

ル との乖離について現状分析を行った。企業は、

能力ややる気、健康、資格よりt)若さ (年齢)を

求めているとい う現場 レベルの話を交え、格差が

発生 している地方の中小企業も実践出来るような

現場 レベルの提言をすることが理想的という意見

が出された。経験を積み、資格が沢山ある年配の人

より、資格がなくても若い人は就職先が決まりやす

い。このような現状に警鐘を鳴らすと共に、隠れた

人的資源が沢山あることにも注目する必要がある。

そして、これ らを踏まえた_Lで、グリーン経済

が、どのような切 り口を基準にし、ターゲットを

どこに定めているのかを明示できるような指標を

設定することが重要だとい う意見が出た。

今回のグループディスカッションでは、参加者

の皆さんから様々な意見を頂 くことができた。 ど

のテーマも、それぞれ相互に影響 し合っているこ

とを踏まえながら、今後のグリーン経済部会では、

次なる提言が出来るよう、新たなテーマでの議論を

深めていきたい。




