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【内部限り】 

第 1 回脱成長ミーティング 議事録 

 

日時：2014 年 4 月 12 日 14：00～17：00 

場所：ピ－プルズ・プラン研究所 

 

【報告１】 

報告者：田中 正治 氏（2004 年まで鴨川自然王国事務局、新庄水田トラスト世話人） 

テーマ：鴨川自然王国・イケダハヤト・北大阪商工協同組合 

 

１．鴨川自然王国 

■藤本俊夫と鴨川自然王国 

・ ＜図 1＞は（鴨川自然王国創設者の）藤本俊夫と

妻の加藤登紀子の写真。藤本俊夫（1944 年 1 月

生れ）は 12 年前（2002 年 7 月 31 日）に亡くな

った。ぼくが自然王国に行ったのは 1998 年で、

藤本とは 4 年間を一緒に過ごした。当時、ぼく

は事務局をやっていて、棚田、大豆、果樹園の

トラストなど、色々なイベントをやっては、夜

は酒を飲んでダベるという生活だった。 

・ 60 年代後半の政治闘争に敗北したあと、農村に行く 60 年世代の若者が結構いた。代表

的なのはヤマギシ会。これは 3000 人規模の本当の「コミューン」で、財布は「コミュ

ーン」に一つで各人はお金は不要。中学生までは田んぼ、高校生が畑、大人が畜産など、

非常に手広く事業をやり、60 歳以上は遊んでいて良いという天国のような所。複数の

裁判を抱え問題も多いが、60 年世代が夢見た代表的な「コミューン」の一つだった。 

・ 藤本もヤマギシ会に憧れ、結構濃厚な関係を持っていたが、彼自身はある種自由人だっ

たが、あまり強烈な「コミューン」には馴染めず、

今でいう「エコ・ビレッジ」のようなコミュニテ

ィを目ざした。出入り自由で、農業をベースに教

育、医療、レジャー設備などを備え、「ここで楽

しい人生を送ろうぜ」という世界を作り上げた。

彼が亡くなった後は加藤登紀子が引き継いだ。 

＜図2＞の右が yaeちゃんという歌手をしている

藤本の次女。左が yae ちゃんと結婚して養子に入

った藤本博正で、いま鴨川自然王国の理事長をしている。田んぼが１町歩、畑が１町歩。

月に一回くらいイベントをし、ほかにカフェを開くなどの活動をしている。 

＜図１＞ 

＜図 2＞ 
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■半農半 X と地域通貨的生活 

・ ＜図 3＞は awanova（安房の場）マーケット

の様子。鴨川地域に 30 歳代くらいを中心に

400～500 名が、子育てを兼ねて移住して来

て、ときどきマーケットをやる。半農半 X な

ので、完全な自給ではないが、田んぼや畑を

チョロッとやる。X は陶芸、整体師、鍼灸師、

カメラマン、ケータリング、マクロビオティ

ック料理（長寿法。玄米菜食など）など、好

きな仕事を持ち、もう一人くらいを抱えて飛び込んで来る。伝手を頼ってくるケースは

少なく、ある意味覚悟を決めて来るので、自立しているというか、あまり泣き言は言わ

ない。失敗して帰って行く人もほとんどなく、98～99％くらいの定着率。 

・ 手帳型地域通貨（安房マネー）でサービスの交換をする。例えば駅から王国まで歩くと

半日位かかる距離なので、ML（メーリングリスト）に月日、時間、場所など車手配の

リクエストを投げ掛ける。これに応えて手を挙げてくれた人と相対で交渉して 1000 円

プラス 500 アワ（地域通貨単位・安房）位で車の送り迎えを頼む。田んぼの耕作に使う

ロータリーを借りる時は、5000 円プラス 5000 アワとか。 

・ ML がよく使われるのはイベントの発信。半農半 X なので、イベントで人を集め X で稼

がなければいけない。イベントに参加し、顔見知りになると、お互いの気質やニーズが

分かるので、その後は直接でも頼みやすくなる。 

・ 地域通貨は一時ブームになって各地で作られたが、いまは殆どが衰退。人の出会う場を

積極的に作らないと持続しない。鴨川で何とか持続している理由の１つは、みんなが貧

乏人であること。金持ちは必要もないから地域通貨に入って来ないし、入っても違和感

がある。貧乏だとお互いに助け合わないと生きられないので連帯感が強い。地域通貨が

全てお金の代わりになるというのは幻想だと思うが、お金がなくても何とか楽しく生き

ていくサバイバルのツールとして地域通貨がある。こういうツールを通じて、人との信

頼の繋がりを作り、自分のアイデンティティを確認していく。 

■縛りを嫌うアート的若者 

・ 若い人にとっては、ある種の縛りがある「エコ・ビレッジ」もうっとうしい。若者は自

分の価値観を持っていて、共感する人とつながり、共鳴するという緩い形のネットワー

クを好む。イギリスから始まったトランジション運動（自然との共生を前提に持続可能

な脱石油地域社会への移行を目指す運動）が、日本でも急速に増えている。NPO トラ

ンジッション・ジャパンから、「鴨川自然王国は『トランジション・タウン』です」と

言われて、そうなんですか、と。 

・ 60 年代世代が作った「コミューン」は、弥栄之郷共同体（現・有限会社やさか共同

農場）など、一応成功している例もあるが、若い人はきつくて入らない。「エコ・ビレ

＜図 3＞ 
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ッジ」も 60 年代世代が中心。これに対し、「トランジション・タウン」は 30 歳代のバ

ブル崩壊後のロストジェネレーションや団塊ジュニアが中心。これからのコミュニティ

のあり方として、この人たちがこれからの時代を牽引する可能性がある。 

・ 彼らは意外と 60 年代の精神を受け継いでいる。政治領域は、内ゲバ、ソ連崩壊など、

マイナスイメージばかりが伝わっていて、ほとんど断絶状態だが、アート、特に 60 年

代のロックの魂を継承しているように感じる。都会の30歳代も移住してくる30歳代も、

そうしたアートの感覚を共有している。 

・ ぼくらの世代は、政治が一番上にあり、アートは刺身のツマというか客寄せパンダとい

うか、政治が利用する対象という感覚がどこかにあった。これに対して若者は、政治に

ついて言えば、三宅洋平みたいにアートが政治を動かすという感覚。 

意識・無意識で言うと、ぼくらの世代は圧倒的に意識重視。意思を統一し、意識を固め

て行動に突っ走るというパターンだった。若い人はそれが大嫌いで、無意識の領域、右

能で流れるようなアート的コミュニケーションをする。ある種の弱さもあるかも知れな

いが、新しいものを生み出している、と言う感覚をぼくは持っている。 

■awanova とお助け隊 

・ ＜図 4＞は手作りのお店 awanova。みんなで寄っ

てたかって、パッパッと作った。月一回、イベン

トを開催したり、三々五々集まっては、3～４時

間ダべって帰る出店兼交流サロンの場。 

・ 最近、限界集落の独居老人をサポートする「お助

け隊」を作った。多くの高齢の未亡人のおばあさ

んたちは、車の運転も屋根の修理もできない。何

でも屋さんが限界集落のコミュニティが抱えて

いる問題を時給 1000 円で解決してくれるビジネ

ス。何でもしてくれるので、登録する人も多い。 

■林良樹（はやしよしき） 

・ 地域通貨「安房マネー」の提唱者で、鴨川の里山共生社会を支える中心人物の一人。里

山と都市をつなぐ「鴨川地球生活楽校」を運営している。年会費 2 万 4 千円で年 10 回

開催し、有機農業のパーマカルチャー（パーマネント・アグリカルチャー）、雨水利用

方法、バイオトイレ作り、バイオ発電、太陽光発電、温水器などなど、田舎暮らしに必

要なテクニックを伝授し、価値観を刷り込みながら移住者の呼び込みに結びつけようと

している。 

・ 林良樹氏は人格者で地元民の信頼も厚く、80 歳代の長老たちとも妙に気が合う。戦前

世代は、浪費は悪でお金は不浄、という感覚のうえ、自給が中心の農村ではお金で買う

ものも少ない。「何も買わない生活」が、限界集落と都会を結ぶ一つのツールとして、

お金を使うことに飽き飽きし都会を脱出したいという若者と長老を結びつけているの

＜図 4＞ 
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かもしれない。長老も「田んぼも家も何とかするから、若いものを連れて来てくれ」と

林に言っている。 

■大山村塾 

・ 高野孟さんという鴨川在住のジャーナリストが塾長をしている塾で、地元で定期的に講

演会を開催している。鳩山由紀夫、菅原文太、藻谷浩介、小出裕章、河野太郎など、ジ

ャーナリストとしての顔の広さも生かして有名人を呼んでくる。聴衆も 8 割は地元の人

だが、関心は高く、特に小出さんの時は超々満員になった。   

こうした様々な活動を通して、移住者と地域住民との垣根も低くなっている。地元に風

力発電の建設計画が持ち上がった際、人間的なつながりによって地域の人が理屈抜きで協

力してくれ、低周波健康被害が懸念された風力発電計画を中止させることができた。 

抵抗と創造の二面作戦が田舎では重要で、鴨川の最大の特徴は、半農半 X という若い世

代のライフスタイル。スローでシンプルでスモールというライフスタイルをこの 10 年、鴨

川で若い世代が実践している、ということをお伝えしたい。 

 

２．イケダハヤト 

本名は池田隼人（1986 年 5 月生れ）。IT ジャー

ナリスト、ブロガー、ソーシャルメディアマーケ

ッター、多摩大学経営情報学部非常勤講師（ウィ

キペディアより）。著書に『年収 150 万円で僕らは

自由に生きていく』(星海社新書) 

主にライフスタイル論を発信しているが、自分

の生き様を考え抜いて思想化してきたある種の若

い思想家として、共感できるところが多い。 

■一億総貧乏社会 貧乏をクリエイティブに楽しもう！ 

・ 今後は一億総貧乏社会になるだろうと、皮膚感覚で言っている。少なくても、なること

を覚悟していた方がリスクが少ないと。彼はバブル崩壊以降の社会で育ち、成長経済を

知らない。今までの社会が普通で、この社会でどうにか楽しく生きるしかない。社会へ
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の問題意識は強烈で、飼い殺しの羊になってはいけない！奴隷になるな！と心の底から

叫ぶ。 

・ 彼はブロガーとして、15000 人の同世代のフォロアーに本心をぶつけ、訴えて行く。す

ると賛否両論が殺到してブログが「炎上」する。でも「炎上」を恐れるな、とイケダは

言う。日本の社会は「いいね」で仲間と作る社会だとぼくら世代は思っているが、それ

では駄目だと。「いいね」は人が言っていることを追従しているに過ぎない。「炎上」す

るようなことを言うところに創造性があると。「エッ」というびっくりするような本心

を言うところが、逆に人気を呼んでいる。 

・ そういう本音を、ブログや本『年収 150 万円で僕らは自由に生きていく』などで発信す

る。企業も若い人をどう扱ったらよいか分からなくなっているので、企業がこういう人

を社内の講演に呼んだりする。それが収入源になっていま年収が 500 万円。だが、500

万円は多すぎるので、来年は 300 万円まで落とすと言っている。いま、二人目の子ども

が生まれ、夫婦合わせて 4 人家族になるが、300 万円で十分、田舎だったら 200 万円で

生活ができる、都会でも独身なら 150 万円でいけると。それは確かに鴨川に住んでいる

自分の実感でもあるので、その辺は全部調べたうえで言っているのだと思う。 

■金よりつながり！ 

・ 金は人とのつながりを拒絶するための免罪符にすぎないという。都会では金を媒体に取

引きをするので、当事者が直接顔を合わせる必要がない。つまり貨幣は間接的に人と人

をつなぐものになっている。その結果、お金である種の自由は得るが、代償として孤立・

孤独の社会に陥る。企業の中で社員は完全に歯車であり、人間の存在そのものを否定す

る社会になっている。それが極限まで行くと、人は孤独や孤立に耐えがたくなり、顔の

見える関係、相互に信頼し信頼される関係、共感できる人とつながって物語を共有した

い、自分のアイデンティティ・存在を承認してほしい、そういう人と結びつきたい、と

「つながり」を強く願うようになる。 

・ そのためには、「脱お金」だと言う。これ誰か直してくれる人いない？と ML に流した

ら、返事が来てその人と話をしながら直してもらって、ありがとうと言って地域通貨を

払う。「脱お金」によってはじめて自由を獲得できる。「脱お金」によって、お互いの物

語を交換するという新しい人間関係を作っていける。 

■飼い殺しの羊になってはいけない！ 

・ 今の企業社会は昔よりはるかに残酷な社会になっている。それにも拘らず会社から脱出

できない。脱出したら明日から路頭に迷う、ホームレスにならなくてはならない。そう

いう悩みを抱えた人がどんどん増えている。そこから脱出せよ。脱出しないと自分の人

生はこのまま終わってしまうぞ、と彼は言って、脱出の方法を色々提案している。 

・ 基本的には会社の外と結びつくことだ。ネット社会はそれができる。勇気を持って自分

の考えを発言しよう。日本の社会は意外と、言い出しっぺが勝つ社会だ、大きい声で言

った方が勝ちだ、と言っている。 
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・ 自分が実践していることだから、自信を持って言っている。自分の主張を明確に言って、

「炎上」すると賛成派と反対派が明確になる。敵もいるが自分の味方になってくれる奴

もいる。そういう人と一緒に仕事をやればいいではないか。たくさんのサジェスション

をし、助け舟をだし、自分のアイディアを全部公開する。自分がどうやって食べている

かも全部見せる。大勢の人に最大限の助けを与えたら、それで自分も助けてもらえる、

それが新しい社会のセイフティ・ネットだという。 

■仕事とは問題解決だ！ 

・ お助け隊と同様、問題を解決するとき、単なるボランティアとしてではなく、仕事とし

てやる。課題、テーマを自分たちが考え、仕事として色々な事業を立ち上げていく。東

日本の震災でも色々な事業を立ち上げている人がいる。 

・ お金はないから、クラウド・ファウンディングの利用も勧めている。共感した人が出し

てくれる少額のお金を集めて、本当に社会に意味のある事業を立ち上げる。 

■遊ぶように社会とかかわれ！ 

・ ぼくらの世代は、社会を変革するのに金をもらうなんて、考えたこともなかった。自分

の財産を全部出して運動をやるのは常識だった。しかし、それは続かないよ、それは自

己犠牲だよ、と彼は言う。 

・ だから、ボランティアではなく、社会の問題を解決するような事業を立ち上げる。簡単

に言えば、遊び心で採算度外視の事業を含めてやっていく。お金から出来るだけ脱出す

ることが人間を自由にする。すると人は創造的になれる。新しい他者との関係を創造で

きると。 

■所有はダサい！ 

・ 所有は 20 世紀の遺物。20 世紀のやり方はもうダサい。むしろ所有からシェアへ。シェ

アとは共同占有、分かち合い。考えてみるとわれわれのトラストもシェア。トラストは、

１町歩の田んぼに、100 人の人が一人 3 万円ずつお金を出し、遺伝子組み換え作物では

ない田んぼをつくる。そこで草取りとか稲刈りに参加する。農家と交流する。意見交換

をして、そこで取れたものは平等に分配してシェアする、というシステム。 

・ いまはルームシェア、オフィスシェア、カーシェア、くつシェア、着物シェア、アイデ

ィアもシェアの時代。シェアは情報化社会の一つの特徴といえる。所有は他者を排除す

る側面があるが、そうではなくてローソクの火を分けるのがシェア。元のローソクの火

は無くならない。情報社会、ネットの社会ではすでにシェアは頻繁に行われており、若

い人たちにとっては、シェアは全く常識的な感覚になっている。 

・ 低成長時代では、どれだけ財産を貯めるかとか、どうやって家を持つかとか、そういう

所有を追い求める発想では生きられなくなっている。生きるための不可欠の前提条件が

シェア。少ないパイの中でシェアし、そのシェアの中身を豊かにしていく、関係性を高

めていく事が大切だと。 
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３．北大阪商工協同組合 

■地域循環協同社会 

・ イケダハヤトは「自分のライフスタイルから社会を考えるという発想を続けてきたが、

結局は、脱成長社会の社会システムを作らなければいけない」と最後に言っている。で

も、どうしたら良いかわからないと。 

・ ぼくらの世代は大局から、世界はこうなっているというところから、まず話を始める癖

がある。それをしないと納得しない。その世代が作ったのが、この北大阪商工協同組合。

ぼくも、具体的な社会システムは必要かなと思う。だから脱成長社会を考えるには 2 つ

の視点が必要。１つは俯瞰する鳥の目。もうひとつは、現場から気づいたことを築き上

げて普遍化していく虫の目。そのマッチングなのではないか。 

・ この北大阪商工組合を立ち上げた第一世代が、俯瞰することが大好きな 1950 年代の左

翼運動をやっていた人たち。京大の全共闘世代が第二世代としてこれを引き継いだ。い

ま組合のリーダー格は、京大の全共闘世代の人がずらっといるが、そろそろ引退して次

の 30 代、40 代の世代へのバトンタッチが始まっている。 

・ 地域共同循環社会をつくることがこの組合のテーマで、場所は大阪と京都の中間にある

人口約 30 万人の衛星都市の高槻市。 

■労働運動と生協運動の結合 

・ 立ち上げた第一世代は労働運動をやっていた人たちだが、当時は労働運動と協同組合運

動との関わりもいろいろあったので、両方が結合する形のコミュニティを作るのは自然

な流れだった。 

■生協、医療、海外貿易 

・ よつ葉生協、高槻生協など、4 万人くらいの生協組合員

がいる。医療関係では病院もネットワークの中に入って

おり、また海外貿易の拠点として、ロンドンと中国とフ

ィリピンに貿易の中継点を持っている。 

・ 94 の多様な事業体群が組合に参加している。教育は次

世代の教育をめざし、そのブレーン的な位置づけで、地

域アソシエーション研究所を立ち上げている。社会運動

では地域の議員を出している。自主金融は、自分たちの内部に 3 つくらいの金融機関を

持つ。保険屋さんも立ち上げている。工務店など、建築会社も立ち上げている。農業と

しては農家も入っている。福

祉関係は最近随分作っていて、

デイサービスから介護関係ま

で様々ある。食品加工は、豆

腐屋さんとかハムソーセージ

などの食品加工。畜産では牛
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や豚も 4 か所くらいで飼っている。水産加工会社もある。運輸・輸送関係の会社、自然

食品店、旅行会社、コンピューター関連業は OA の事業体、自動車修理業等々、今では

100 事業体くらいになっているかも知れない。 

■事業体の 4 つの特徴 

・ 中小零細企業の連合体で、協同組合や有限会社もあるが、小規模ながら意外と株式会社

が多い。協同組合加入の会社をコントロールし、儲け中心ではない株式会社を作ってい

るところに面白味がある。彼らはこの事業体の特徴を 4 つ上げている。 

・ 1 番目は株の持ち合い。彼らはまず、株式会社が誰のものか、という問いかけを発して

いる。アメリカ人だったら株主のものだと。日本人だったら従業員のものだと。これに

対し、会社は組合企業（100 社）で働くすべての人々のものだと彼らは位置付ける。従

って全ての人がこの事業体に参加するという、非常に高い理想を掲げている。 

このために株式会社をコントロールし、統制する保証システムが、企業間の株の持ち合

い。株を持ち合うということは、お互いに株主として協力し合い、お互いに批判し合う

ということ。そしてお互いの事業に対して介入する。そして問題があれば保証もする。

文句も言うけど助けもしますよと。持ち株制度を通じて、事業体の共同性を担保すると

している。 

・ 2 番目は経理の統合。商工経営センターという経理の共同計算事業を行う会社を作り、

経理関係を全てそこで集中管理処理する。協同組合 100 の事業体内部では事業内容は全

面公開し、利益処分、資産内容、役員の給料、などお互いにガラス張りにする。負債内

容も明らかだから、問題が生じれば企業間でディスカッションになる。 

・ 3 番目は賃金体系。基本的には年齢・勤続給がベースだが、これはあまりうまくいって

いない模様。この賃金体系ではなかなか若い人が来ないので、実際には基本給プラス手

当プラス職務給を加味している。役員の責任は非常に重いが、役員の給与はほどほどに

抑えているということで、あまり不満は出ないらしい。 

・ ４番目は社長室を作らず、役職名ではお互いを呼び合わないこと。物事の決定にできる

だけ全員が関与・参加する。全員が納得し全員の意欲と能力を最大限に発揮しないと、

この厳しい市場競争経済の中で中小零細企業は生き延びられないという。 

・ 今後の課題としては、いまの企業間のサポート体制から、未来の社会へどうつながる体

制を作っていくか。共同が理念だが、単に飯を食うために仕事をするというのではなく、

未来の人間社会を構想するということを含めて、仕事をする協働の現場をつくり、そこ

で自分たちが生きていくという、未来性のある創造的な事業を目ざしている。 
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【報告 2】 

報告者：高坂 勝 氏（「たまには TSUKI でも眺めましょ」店主） 

テーマ：脱成長とコミュニティ―人口減少が進む中で、大都市と農村部でどのようなコ

ミュニティを再生・創造してゆけるのか。 

 

■都市と農村の往還社会 

・ 長期的スパンで見ると、これからの日本は、都

市と農村とを往還する社会になって行く。歳を

取って戻ることも、脱サラして田舎に行くこと

もあるだろうし、逆に子どもの教育のために田

舎から都会に行くこともある。里山往還社会は

藤本さんの本を読んで感銘を受けた概念。 

・ 田舎が閉鎖的で辛いと言って、若い人が都会を

目指すことはいつの時代もある。しかし都会も

なかなか辛いということで田舎に戻るとき、U

ターンだと古いコミュニティに戻る感じなので、新しいところへ I ターンするというパ

ターンも増えてきていると思う。 

■ゴーストタウン化する都市 

・ 2008 年のデータ（総務省）では、全国の空き

家率は 13％、2040 年には 43％になると予想さ

れている。人口減少の中で都市住民の高齢化も

進んで行く。野村総研の調査では、都市で人が

住み、商店街が残るのは駅周辺 400m 地域だけ

で、それ以外はゴーストタウン化していくだろ

うと言っている。レアメタルなど IT 機器の資

源の持続的利用が可能であれば、スマート・グ

リッド、スマート・シティ構想も考えられると

思うが、全都市をスマート・グリッド化するというのはなかなか難しいのではないか。 

・ ゴーストタウン化した都市部は農地に戻していく。交通手段を持たない独居老人のため

のコミュニティ交通の整備や、空き家・空きビルの活用も考える。例えば、まだ動ける

60 歳前半の老人が 70、80、90 歳の老人を世話していく。順繰りでやがて自分も世話に

なる老老介護を、空きビルの中で共同運営していく。本来は政府がやらなければいけな

いことだが、経済成長路線を志向する限り、福祉対策は進まないであろうから、NGO

や NPO の出番がますます増えると思う。 

■サバイバル化する農村 

・ 農村については、限界集落がいま 3000 あると言われている。私が田んぼをやっている
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千葉県匝瑳（そうさ）市でも人口が 3 万人を切る

など、首都圏の近郊でも過疎化が進んでいる。限

界集落に人が戻るような政策、税金、補助金など

の対策をやる気配は全くないので、残念ながらす

たれる農村と生き残る地域とに、本当にサバイバ

ル化していく。50 年後の総人口は 8000 万人、生

産人口は 3900 万になる。半分の人達しか働いて

いないで、半分は少ない子どもたちと多くの老人

ということになる。 

・ 生き残るには、地域おこしの主役を担う「よそ者・バカ者・若者」たちを地元が受け入

れられるかどうかがカギとなる。先ほどの鴨川の林良樹さんの地域には 8 人の長老がい

る。農地が空くとその長老たちが林さんに連絡し、林さんが色々な人に「農地が余った

よ」と連絡し、鴨川の市街地の人が農地を借りに来る、という流れがあって、農地が保

たれている。地元に帰ってこない子どもたちに農地を譲ろうとは親も思わない。従って

そういう形で、「よそ者・バカ者・若者」を受け入れられるところが、山村または漁村

として残っていける。 

■自給と生業（なりわい）の勃興 

・ そういう地域では、自給と共に、X につながる生

業も勃興してくる。買いもの難民化したお年寄り

にモノを届けながらお年寄りの話を聞くことを生

業とするなど、小さい収入を得ながら、便益性を

取り戻す小さい生業が実際に勃興して来ている。 

・ 若い人たちが農村や里山に行き、そこでお互いを

補い合うデコボコの関係が生まれる。自分の弱点、

短所、もしくは自分の長所、好きなこと、そうい

うものがそれぞれ重なり補い合って、商売や社会が構成されていく。お互いの役割を実

感できる社会が、小さい生業同士では成り立つ。全員が地域で自給できるとか生業がで

きるとは限らないので、そういう人たちが働く、拡大再生産を目的としない地域密着企

業も生まれ、その価値は必ずアップしていく。 

・ 法政大学の坂本光司教授の著書で『日本でいちばん大切にしたい会社』シリーズがある。

彼は 700 社くらい回って、25 年間増収増益を続けている会社が一番優先しているのは

従業員とその家族、二番目は取引先とその家族、三番目は顧客、四番目は地域、第五番

目が株主だった、とその本の中で言っている。グローバル経済の中で、ほとんどの株式

企業は株主主権で、しかもその半分以上が税金を払っていないという。地域に密着し、

従業員を大切にし、取引先を大切にするという旧来型の会社が生き残り、しかも増収増

益を続けている。そういう会社の評価と価値がますます上がり、地域の人達を雇用して
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いくことになると思う。 

 

■イノベート・ローカルとネットワーク・グローバル 

・ Think Global、Act Local という言葉は知られて

いるが、いまイノベート・ローカル、ネットワー

ク・グローバルという言葉が生まれている。イノ

ベーションというと特許を持つ大企業の独占物

のように思われがちだが、私たちもイノベーショ

ン（革新）をどんどんアウトプット（生産）して

いこうと。 

・ 私たちは、原発、飛行機、携帯電話などは作れな

いかもしれないが、シューマッハ（Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher、1911 年―1977

年。ドイツ生まれのイギリスの経済学者。『スモール イズ ビューティフル』を 1973

年に刊行）の言う中間技術なら、地域で個人でも生み出せる。そういう技術をビジネス

モデル化して、地域で循環させていく。またそのモデルを世界に発信し、それぞれの地

域でいいところを取り入れ、それぞれの地域が個性的になると同時に共有化されていく。

それが私たちの脱成長社会のイメージ。 

■地域と知域 

・ 私たちは地域の中で生きている。日常生活のベー

スは地域にある。例えば私が農作業をして指を切

って、助けを求める先は地球の裏側ではなくて、

隣近所。でも、知るという営みをする知域は、世

界中の様々なコミュニティとネットワークでつな

がることができる社会。 

・ 若い人はレイヤー（layer。層を重ね合わせるとの

意でも使われる）などともいうが、自分がたくさ

んの層と重なり合い所属することが、自分のセイフティ・ネットになっている。技術を

共有し、情報を共有し、知識を共有していく中で、世界や国の政治・経済も変えて行く。 

■○○甲斐の勃興 

・ これから一層人口が減少し、限界集落が増え、残

念ながら農村はすたれていく。都市も小さくなっ

ていく。しかし人間の数が減るに従い、個人の相

対的価値は増える。そうした状況では、大企業に

勤めるコマでいるより、地域に降りて小さい収入

もしくは小さい生業で生きることで、人の役に立

つ、社会の役に立っていることが実感しやすくな
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り、働き甲斐とか、生き甲斐とか、助け甲斐とか、そういった○○甲斐な生き方が新し

い価値として勃興してくると思う。 

■都市と農村の往還と補完関係の構築 

・ 今までは農村から都市がすべてを奪っていく社会

だった。人的資源も食べ物も物も資源もどんどん

都市に奪われていた。農村にお店ができても、お

金が少しだけ地元に落ちて、あとの利益は本社の

ある都会に吸い上げられてしまう。それで農村は

疲弊してきた。 

・ しかしこれからは、農村と都市が往還を通じて生

活圏を共有化し補完し合う社会になっていく。フ

ェック自給圏（FEC 自給圏。経済評論家の内橋克人氏が提言する構想。FEC は「Foods」

「Energy」「Care」の頭文字）と言われるが、食べ物、エネルギー、社会福祉などを自

給圏の中に取り込む。CD を買って音楽を楽しむのではなく、自分たちが音楽を作る、

文化も取り戻す。ただ縄文時代に戻るわけではないので、自給圏内での短距離のロジス

ティックス（物流）は必要になる。 

・ また、自給圏ですべてをまかなうことは現実問題としては無理がある。自給圏では調達

できない不足分も嗜好品もあるだろうし、地域を越えたマスの文化もある。そういう長

距離を移動していくものとも当然補完し合っていく。これがグローバリゼーションに代

わる閉鎖的ではないローカリゼーションの姿だと思う。 

■儲けないという選択 

・ 私のお店（Organic Bar 「たまには TSUKI でも眺めましょ」）の話

を少しすると、成長は不要と思っているし、儲かっても困るから売上

を下げる努力をしてきた。昼寝をして何ぼだと思っているので、昼は

店をやらない。儲けると忙しくなるから、必要以上には儲けない。自

分の時間がなくなったり、自分のやりたいことができなくなったり、

家族との時間がとれなくなるので、儲けないという選択をして、600

万の年収を 300 万に下げて、時間を作ってきた。必要以上儲けない

というライフスタイルの基準金額を決めてきた。 

・ ものを持つことはダサい、ものを持たない方がイカシテいる、そういう人たちが今カリ

スマとして注目されている。ものを持たないと出費を下げられる。出費を下げると、オ

ーガニックの食材とか、逆に良いものを買えるようになる。本当にいいもの、顔の見え

るもの、つながれるものに投資していく。その人の生活に合わせた収入だけ得られれば

いい。それには小さいメリットを生かしていく。私の店は 14 人満席の店だが、7～8 人

入ればいいので、それ以上儲けないために週休三日まで増やしてきた。そしてメニュー

もどんどん減らしてきた。 
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・ そうすると生業循環が起こる。うちが満席の時はご近所の知り合いのお店に案内するし、

あちらが満席の時はこちらに案内してくれる。席は空いているのに、自分のお店に来た

人をこちらに案内してくれたりもする。「高坂さんと話した方が、多分この人はいいと

思って」と。そういうつながり・関係性ができてくる。「友産友消」と言っているが、

関係性の中でお豆腐屋さん、酒蔵さん、しょうゆ屋さん、八百屋さんがお互いに宣伝し

合い、売り上げを分かち合っていく。自分が貯金しなくても、払ったお金が巡り巡って

また戻ってくる感覚、これが循環経済、これがシェアだと思う。 

・ うちは週休三日なので、休みの日は一日 6 千円でお店を貸したりする。それが夢を追う

人たちのステップになる。相場では店舗を 6 時間貸して 3 万円のところ、24 時間貸し

て 6 千円。そうして色々な人に自分が培ってきたことをアウトプットしていく。そして

いろいろな商売が生まれてきている。いま、日本中に色々な自営業が続出している。 

■SOSA プロジェクト 

・ 私は千葉県の匝瑳市で田んぼ、畑をやりながら、里山と往還して

いる。開墾から電気の自給までやっている。テーマは自給だが、

お米も二十日もあれば作れるし、大豆からお醤油を作るまでにな

っている。古民家を再生したり、小さい家のセルフビルドをした

り、小規模だが携帯やパソコンを充電する電気くらいは自分たち

で作っている。 

・ 地元にもコビニはある。コンビニで 10 日も働けば 7、8 万から

10 万円位の収入にはなる。それ位のお金があれば田舎ならなんとか暮らせるが、でき

れば企業に依存しない形の小さい仕事、生業を起こしていこうと言っている。いま 75

人くらいが自給していて、200 人以上が援農で来てくれて、フリースクールの子どもた

ちやウツの人や聴覚障害や性的マイノリティの人達、いろいろな人たちが移住して来て、

お互いにサポートし合いながら暮らしている。 

・ 地域の行政の方も入ってきている。行政側も人口が減っているので必死。彼らは私たち

を利用したいのだろうが、私たちも空き家バンクを作ってもらうなど、うまく利用して

いる。地域を変えて行きたいという共通の思いの中で、

お互いが少しずつ変わり、信頼関係もでき始めている。

この間も行政が「農コン」をやりたいというので宣伝に

協力したが、一人しか集まらず中止になった。私たちが

企画すれば 50 人、60 人集まる。彼らにない知恵を、我々

が提供していけば良いと思っている。 

・ 自営業を立ち上げやすくするため、私たちの NPO が仕事の宣伝を引き受ける。その宣

伝によって開催したイベントやお弁当などを売って得た利益の 1～2 割を NPO に入れ

てもらい、8～9 割は自営業者に取ってもらう。例えば、一個 500 円のお弁当を一日 30

人に売って 1 万 5000 円を売り上げたとすると、そのうち 1500 円を NPO に入れてもら
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う。NPO に入ったお金は、会計を担当してくれた人や、現地でお手伝いしてもらった

人に日給として支払う。拡大再生産ではなく、税金を払う分だけを残して、あとはゼロ

でいいという形にしている。 

・ 地元の人に絶対無理と言われたボロボロの古民家を直して、今は地元のお年寄りの憩い

の場となっている。そこに日本中からもいろいろな人が訪ねてくる。以前は軽トラック

しか入らなかった道を地元の人たちが広げて砂利まで入れてくれたり、給湯器が壊れる

と原価で中古を持ってきてくれたり、そういう関係性

が生まれる。私たちは鍬を使った原始的な農作業をし

ているが、今は鍬を使う農家はない。するとむかし鍬

を使った経験のあるおじいちゃんが、鍬の使い方を喜

んで教えてくれる。自分たちが役に立ち、若者たちが

喜んでくれる。こうして地域のお年寄りが地域の若者

とつながっていく。お年寄りは喜びを得、私たちは生きる知恵を得ていく。 

・ 食糧を自給できなくても、朝起きるとお隣のじいちゃんが玄関先にダイコンやニンジン

を置いていってくれる。作物が取れ過ぎてしまうと、漬物にするか、天日干しにするか、

捨てるしかないから、田舎では分け与える文化が普通にある。だから収入は本当に少な

くても暮らしていける。 

・ リストラにあい、派遣を経験した後、いまハローワークで相談員をしているゲイがいる。

悩んで私の本を読んで店に来てくれて、田んぼに行って今では何でもできるようになっ

ている。今は家を作っていて、そのうち俺はゲイだと発表すると言っている。 

・ 自衛隊の高卒のノンキャリアで、同期で一番出世だったという人が、内部で業務改善を

訴えたが理解されず、海賊対策で行ったペルシャ湾でたまたま私の本を読んで、船を下

りて私を訪ねて来てくれた。2 年間かけてやっと 2 ヵ月くらい前に自衛隊をやめて、匝

瑳に移住して来た。今まで乗っていた BMW を軽トラに乗り換えた彼は、いま雑誌にも

載る話題の人になっている。 

・ ラーメン屋をやっていた昔の知り合いが、アースバックハウス（地球に宿泊するという

言葉にぴったりの、土で作ったドーム型ハウス）を作りたいと、800 坪の土地をただで

提供してくれた。お金をかけないで作れるというので、いまは日本中から人が見学に集

まるようになった。彼はもう引っ張りだこになり、今はこの家を放り出して日本中を飛

び回っている。この家はコンクリート建築の 5 倍の強さがある。 

・ 里山資本主義の中でエコストーブという名前で出て

きたロケットストーブを女性 10 人ほどで作った。ほ

んの少しの木で熱効率の良い暖も取れるし、料理も作

れる。都会ではこういう火は使えないが、いざという

時には役に立つ。こういうものも数千円で作れる。全

部廃材で作れば千円以内で作れる。作り方は公表して
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いるので、こういう中間技術をシェアして、いま日本中で作る人が増えている。 

■中央集権型：言いなりで縦社会型の搾取システム 

・ いままでの社会は、中央集権的で上から言

いなりの縦型社会だった。会社の中でろく

でもない指示が来たり、反社会的な指示が

あった時に、嫌だと言ったら首になったり

左遷される。だからみんな言いなりになら

ざるを得ない。 

・ 親会社から子会社に一律給料を 3 割カット

しろと言われ、それでは従業員を食わせら

れないというと、では中国やベトナムに工

場を作るからと言われて、はいサヨウナラ

となる。成長の名のもと、組織や利益のルールに沿うことによって、人の道からはずれ

る。これが今、現代人の悩みだ。 

■フェアな関係 

・ これを改善していくためには、横につなが

る自由な循環システムを持つ地域分散型の

社会を作っていくことが必要。いま 24～25

兆円の化石エネルギーを輸入しているが、

2050 年にはこれが 50～60 兆になっていく。

自然エネルギーは、最初に設備投資だけを

してしまえば、そのあとのコストは言わば

ただ同然。エネルギーも殆ど貯めることが

できないので、余れば捨てるしかない。だ

から食べ物と同じように、エネルギーも余

れば分かち合うフェアな社会になる。 

・ 生活の足場として会社に勤めていても良いが、横につながる形でボランティアとか地域

活動に入っていけば、会社が首になっても安心。こういう小さな社会は起業しやすい。 

■社会を降りて、社会を変える 

・ 縦型社会サヨウナラとは、まさに経済成長サヨウナラということ。システムを降りて地

域一人一人の微力で社会を変えて、総自営業的社会、総自給的社会を目指す。「的」と

は、全員が自営業や自給をするのは無理なので、儲けたい人がいてもいいし、金もうけ

が好きな人がいてもいい。時代や年代で考え方や生き方の違いもある。 

・ グロスは脱成長社会であっても、個人個人は成長を目指してもいい。多様な価値観があ

るので、全員が成長システムを降るとか、土の上に下りる必要はない。個人の自由を尊

重しながら、降りる価値の中で人口減少と共に社会と経済を小さくしていけばよい。 
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・ そうすると総活動家社会になる。社会活動や政

治に関心がなかったが、私のお店に来たり本を

読んで生き方を変えた人の 9 割くらいがいま社

会活動をしている。いままで仕事に忙殺されて

いて考えたくても考えるゆとりがなかった人が、

時間ができると子どもたちとか未来のことを考

えるようになる。そうした人たちの幸福度もま

すます高くなる。 

■動き始めた世界中の市民パワー 

・ シアトルの反乱で勝利した反グローバリズムの

運動家たちが、各々の地域から世界に働きかけ

ている。活動は自分の地域がベースだが、イン

ターネットで世界中とつながってロビーイング

とか政治活動のネットワーク化をしている。 

・ 具体的には、対人地雷禁止条約、ハーグ国際刑

事裁判所、劣化ウラン弾禁止条約、クラスター

爆弾禁止条約など、世界の首脳たちが決められ

ないことを市民たちが決めている。 まだ進んではいないが、国際連帯税（通貨取引税

など）も福田首相（当時）が 2007 年に勉強会を立ち上げた。 緑の党の拡がりもその一

つ。世界中の地方からオルタナティブな芽吹きが出てきている。鴨川も私たちの SOSA

も、日本中、世界中、「経済成長ではない」という人がこういうことを始めている。 

■脱成長に向けて オルタナティブな芽吹き 

・  成熟社会／縮小社会／定常化社会、といろいろ

な社会概念が出て来ており、生き方としても里

山資本主義とか半農半 X とか、ダウンシフター

ズ、スロームーブメント、スローフードなどが

出てきている。一人ひとりが先を歩いて、後ろ

姿で人々をひきつけて社会を変えて行く時代が

来たと思っている。 

・ 上を目指さなくてはという強制的な社会から、

横につながる社会に変革していくことが目指さ

れている。いままでの社会運動は確かに自己犠牲だったが、理想の自分を自由に生きて

いくために、自分を幸せにしながら社会も変えて行く、という同時性の運動、もしくは

ライフスタイルになっていく。 

 

大手出版社に勤めていた菊谷さんが、心病み、いま kototoi という菊谷文庫を立ち上げら
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れた。2000 円もする高い雑誌だが 500 冊しか作らない。でも 500 冊だから希少価値もあっ

て売れる。それで 21 万円の月収を得て、オーダーが来てもそれ以上は作らない。菊谷さん

は、6 時間以上は働かない、週に 4～5 日しか働かないと決めている。 

小さい生業をしている人たちの生き方とか哲学とか経済価値とか思想、生活に見合った

現場からの声の方が面白いと、そういう小さい人たちの本を出す。そういう新しい生き方

やビジネスで、菊谷さんがまた小さな主役になり、いろいろなところで講演に呼ばれたり、

新聞に取り上げられるようになる。小さい人が後ろ姿を見せて有名になって行く社会にな

ってきていると思う。小ささが社会を変える時代になっていると思う。 

いろいろな人をいざなって、私は最初 3 万円で 50 平米の田んぼと 10 平米の大豆畑を作

った。そうすると味噌を作れるだけの大豆も取れる。お米で言えば最大で 20 ㎏、取れない

人で 3 ㎏位、人によって差はある。普通、農作業はみんなで田んぼをやって、みんなで分

けるとなると、作業をする人は割り損になる。あるいはリーダーに依存してしまい、誰も

何も覚えない。それでは意味がないので、基本的に私が教えるが、みんな自分の範囲内で

自分の力でやってくれという形にする。すると 3 ㎏しか取れなかった人も学ぶことができ

る。2 年目も続けてやりたいという人は、4 千円と言うただみたいな地主さんに払うお金だ

けで畑を借りる。そうすれば、翌年は高坂から教わった作り方で自分の大豆を作れる。そ

ういう人が日本中で自給を始めている。もちろん匝瑳の中に残ってやっている人も 70 組く

らいいる。 

耳の聞こえない女性とか、ゲイとか、みんな傷を背負っている人がこういうふうに生き

生きと暮らしているということを、都会で傷を背負って生きている人にも教えてあげたい。

そして、都会の人を田舎にいざない、人のいない田舎を少しでも活性化できればと思って

いる。 

以上 

（2014 年 6 月 29 日 野澤・記） 


