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農山漁村における産業政策の一視点
　　　　　　　　産業おこしを中心として
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　愛在過疎蟻域の捲定を受けている瑠郷村はi，捻9

あ滲（全国毒町替の37．§％〉，その蕪積は鰺万醸

　（わが覆の1蚕積の漿7．7％〉を羨めている（平成5

年度蔽蓼遜疎蝿策の硯洗毒29ページ〉。この遍藪毒

郷村の猛倒的多くは農鐵濾材であるが，農出漁村

は集落崩壊の麓機に立たされている。若年麟の流

愚による高齢者の割合淋増熱し，主要な産業撰馨

由姥の波にもまれ，競争力を喪失しつつあ鯵．バ

ブル経済の醗壊後の長螺的影響を薩接に受け，進

鐡企業は雇絹を醗減し，または撤退し，地域外で

の就業の機会は減少している。地域及びその周遊

には量簸店が進饑し，蟻域商業もことのほかきび

しい穀潰下にある。

　需高ドル安，長幾的な不涜の波は，地域存在の

ボーダーラインとしての農出漁村におしよせてお

吟，今β，地球政策をいかに樹立していくか麟賜

わ為ている．小論はこのような現状をふまえて，

産業振興に離する一つの鱒題提趨を行おうとする

ものである。

　地域を振興するための基本的な議題は締か。第

iの柱は，産業の振興である。地元で働ける壕｝を

つくること，職人・瞬得ぶえられ，豊かな生活の

できるよう垂こすることである。地発の活力の源泉

は産業活動（農躰漁業，工業，土木建設業，商業，

観光業，貿易等〉麟活発であるということである。

経済的な再生産解行われることによ瞬，嬉域のシ

ステムも再生莚されるのであるむ年々一定の資本

蓄積ぶ行われ，再生産解拡大すれば，人韓，商業，

文化，施設，建造勃も増撫する。慶祥の産業を発

展させるか，工霧の誘致を翻るか，産業おこしを

おこなうか，いずれか解必要である。地域を振興

するための最も重要な課題は産業の振興i〉にある。

　第2の柱は，若者の定着と建蔑のパワーをひき

鐵すことである。雛域の活力の抵下の重要な要露

は，高校，大学を卒業すると限時に若者解外に鐵

ていってしまうということにある．毎年毎年伊鋳

十人，侮百人という高卒，大卒の大越外に鑓てい

ってしまう。これでは地域は活性化できない。成

3



（茎7総） 纏議大学地域醗発　第6誉　第3簿　董鱒5・i

人まで多くの経費（生活費や教畜費）をかけて．

成人とともに活力を外に鰻いとられているようで

は，姥絨は発展しない．若者が地元に定着2〉する

ため1こは，簿麟必要か，往浸のパワーを瞬き出す

ために侮ぶできるか．を考え，その総題を解淡す

る施策が重要だ。

　第3の柱は，地域の人たちにとって，露縷でき

るもの，誇蓼におもうもの．夢のあるものをつく

って，衰亡心を養わねばならない．侮となく遅れ

ているという意識を打破するためにはどのような

ことが大饗か．　嚢分たちの町や季重の良さを発見し，

そこに住むことを誇嚇こ思う人を育てていかねば

ならな馳．そのためには夢のあるイベントや趨設

をつくるのもよいし，夢や理想を語蓉あえる雰囲

気や綾織をつくるのもよい。グチやいいわけをい

っていたのでは，地竣は発展しない。将来につい

ての麹負や夢を語吟，地域づく蓼に嚢矯をもって

行動し，自分のまちやむらのことを人々に推奨で

きることが地域振興3｝の重要な柱である。

　第4の柱は，くらし，文匙・教育施設の充実．

交通韓系の整備，椿報ネットワーク等の基盤整備

解必要である．遵蕗や鉄道や空港の整備を繭激襯

として，居住環壕や工場欝地の整篠，文匙施設の

充実を緩ることである。めぐまれた轟然条件，歴

史や伝統ぶあるのに，発展していない。このよう

な地方ほど基盤整騰の役割が大きい。立ち遅翻て

いる地域においては，交通の整備嚇，施設の充実

によって活性化できることが多い。

　以上の4つの柱をたて，それぞれの事業を櫓互

に経連させて，効率的に推進していくことが，地

域振興紅とってきわめて重要な鍵である。

　地域振興には金棒的などジョンを策定すると瞬

時に，住民潜いつでも，どこでも，誰でも参擁で

きる種縛みをつく警，鋳熱をそそいで，しかも気

合を入れて行動をおこしていけるように工夫する

ことが重要である。露分たちの住んでレ・るまちや

むらについて，みんなでよく穰談し，議論し，み

んなで決めて，行嚢をおこしていくことが地域振

興の基本である．まず，地域振興の第iの経であ

る産業振興，産業おこしについて考えてみよう。

i）　『葺ビンソン、クノレーソウの生灘iと蟹陰嚢の著

者として有名なダニエル・デフォー（蔦懸～算鍛

年）は，アダム・スミスのζ露蜜譲雲韓776年）の

　鐡蔽よ馨も1豫隼以議に匿イギ婆ス経済の構騒垂と

　いう書駿｝を鐵叛しているぶ，改良による産業振興

　の構纒を描恥ている．

　　罫イギ夢ス人は，発窮よ吟も改良に巧みであ鯵，

　嚢ら独麹の訴醸や考案をなすよ蓼も飽羅漢によっ

　てなされた考案や誹懸のうえに酸善を進めていく

　ことに秀でている…一．

　　わが近騒の諸麟疑よ瞬もはるかにすぐれている

　綾織，翼易，政治およびほとんどすべての重要事

　項における韓大な進歩は，実は飽人の発1灘のま博こ

　築かれたものである．

　　わが毛織勅工業窪体でさえ…一もとはといえば，

　飽羅疑㊧手になる土台の上に…・一フランダース人

　の発覇の上に，改良が行われた．……箏毛はあっ

　たけれども，その糠毛もしくは鱗毛の縫方，また

　紡毛，あるいは織；薙の方法を運解しなかった……。

　　ジェノヴァ人とフランス人から造離披徳を学び，

　現姦では……鞍らのすべてを凌駕した。

　　ヴェネチア人ならびにフランス人からわれわれ

　は，がラスと刃鞠の製造披講を獲得したが，饗窪

　では，ガラス製贔，錠前，ナイフ，はさみ等をこ

　れらの地方に翰墨している．

　　絹工業についても，最も見事な広纒絹織鞠をつ

　ねに買い求めてきたフランス人をはるかに凌賀し

　た。

　　大陸にある櫨蔑地は，すべて詫方の寒冷で，荒

　れ，果てて窪むに耐えない気躾のもとにある海岸沿

　の地帯紅すぎなかった。一…スペイン人によって

　軽蔑されていた二甑一イングランドとヴァージニ

　アの権裂地について……こ為ら不毛のうえに寒冷

　で，　しかも貧§馨で，未開墾の地を，われわれイギ

　夢ス人はいかに改良し，鰻瞬なく無益あるものに

　変えていったことであろうま毒下幸夫’獲麟灘次

　躯談ぎイギ壁ス経済の講襲遭東黛大学鐵販会，272

　～277ページ。救農による経済発展がイギ夢ス経済

　の基礎であることを違べてお陰，今騒の地域づく

　りにあま鯵にも共選していることは濫裁こ麺1する。

　　また，イングランドに箆較して葬常に貧しいス

　コットランドのi7§○年代の経済霧1発に隣する毒署究

　の最透の紹介については，飯塚藍軽羅國塞譲露と

　十八雀紀スコットランド経済被会雲九州大学鐵叛

　会，欝韓年，騰霧太藻野経済縫会ま形成の経済懇
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懇茎ミネルヴァー書麓，欝鱗年がある。アダム・

　スミスがいっているように．ヂ盤産勃ができるだ酵

　大きな麺i纏をもつような1方韓聾こもっていこうまと

する努力と工夷が産業の発展及び地域の活纏乾の

基鍵である。工夫と翻造への行動のみが地織や産

業を活発化するのである．

2〉農出漁櫨こ若い人を残すためには，繊毒己の能

力を発揮できる機会をつくること，響町替後場の

職裂と隅等程度の待遇が保簸されていること，（3）

段車の轟容嚢体が跳蟻の人たち嚢体の強》・支援が

　あることが必要である、こ鐙ような条件のもとで，

仕事づく鯵，産業蓼鑓運動ぶ盛んとなっている．難

度としては第3セクター方式の企業，会縫が麟鐵さ

れている。会縫の設立のための建勅．罵地は行政で

確保し，その運営は艮鷺で行われている．藤遜満寿

　恵ぎ第三セクターを活零した婁ゾート霧彗発墨4と二藍

　社．臆93年．金騒のすぐれた事擁紹奔江ついては，

藪籔幾男沖田懸地織の後継煮畜威・確蜘縫方

　議会人遡第25巻第3号，欝鱗年8舞号を参雛。ま

　た地竣軟浅を蕪縫としてとむまとめたものとして

　は，還薦産業省立地公害局立地指導課監修馳絨

　を生かす第3セクター戦織蒔事遜揺縫，i鱒3年

　がある。

3〉生産勅ぶ遜禰盤総される今舞，盤産勃の機能，

　贔質の陶土のみならず，デザイン，形献．ネーミ

　ング，藤贔の藷題難解追求1されて》・る、嚢贔のソ

　フト鑑，ファッション髭ぶすすんでいるが，藪贔

　のみならず金業察棒や地域襲弊のファッション免

　の懇懇が広がっている．たとえば焼勃の髭産地に

　おいては，まちなみ警棒の文化的な雰露気づく穆

　が必要である．蜜綺究ぎ地場産業擁撫構想婁農本

経済評議縫．i馨8i奪，雛著郵現代転統産業の砺究雲

　新評霞濤，　i§78年垂ま，　地域づく　むと地場選蓋業との謬彗

　連姓を強く意識して書かれたものである．今馨．

　工場醗雛でさえも，ファク華一パーク購懇として

　緩爺され，事実，恵縫毒の工場遜地などは専穫学

　校と連携し，地域の魅力の海上という綴癒の灘慮

　が行われているが，絶域の灘愛，伝統さらに産業

　のあ多方に気くぱ鯵のある基盤整欝潜重要である。

4）晦村における道鋒やトンネノレの灘遜季こよる穣講

　との交通暗闘の篶縮の勤果は，たんに1稀硬性とい

　うだけではない。精禅的な解敏感，秦望を与える

　ものである。高速交通への擬待は大きいのである

　が，そのために遊驚の新設に艶べて疑存癌業地織

　や艦建環擁の整騰，地域の土地舞絹謙薦が遍小評

｛藏される領海ぶある。

第藩章　遇i辣地域の振興と産業政策

　一遍疎化の発豊原妻醸ま主要な産業の衰退にある。

その種本的鰐策は産業の振興にある一

　甚は杯業がさかんで，杉やひの本や松を燐瞬鐙

して，籔売することによって多くの人たち鱒生活

していた。海欝には本縫の集積地溝あ移，製秘辮

が栄えていた、冬になると炭焼か盛んで．本衰は

大難事にどんどん売られていた。しかし輸入本経

の堰撫につれて麟：業が衰退することによって，地

域の経済力癬落ちこみ，藤では生活もできないか

ら，多くの人がまちやむらを離れた。

　また苔から漁港のある雛域は，単農，半漁とし

て，または専業難業として発展してきた．しかし

魚資源摂年々減少し，2吾カイ夢鶴題も簾わって，

漁業もきびしくな吟．将来の見通しがもてなくな

静漁業を離れ，た．

　それに地域の主な産業であった農業も，機械化

がすすみ，農薬，化学肥料の普及につれて，矯摸

の拡大もできるようになったが，土地藪有の麟約

によむ，余辮労暴力鱒騒叡できず，愛金暇人の必

要性も塔撫し，専業農家が減蓼，農業は兼業化し

ている。

　このように，かつて，農，称，漁業のさかんで

あった地域は．愛莚，遍疎化，蕩鶴化で憾む地域

となった。これ、らの地域を発展させる垂こは，韓と

かして産業の振興を行って，雇矯の舷大，激得の

えられる機会をつくること撰騨要である。農林漁

業の振興，繭業の活性化，建設業の発展，工業の

導入，観光・夢ゾート政策の総合的な施策が必要

である．地場産業については，毒場，妓籍を導入

して展翳し．地場産業のない蟻域は，産業おこし

運動を行い，轟然や歴史のある地域には，観髭業

をおこし，工場稽趣の藪能な地域には，懸地をつ

くり，工場誘致策をすすめる必要がある．

　今田，若手労働力の流離のはげしい郷村で縁，

高齢化繋策や遜疎薄策がさかんに行われている。

しかし，主な事業はその結集に蝿する施策である．

農緯村にお継て，よ管畢く高齢化や，愚鎌化越す
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すんでいるのは，若者の漉愚にある。その最大の

勢醸ま産業基盤の弱体化にある。この慧殊では，

高齢化繁繁や遍嫁薄策は這鋒や施設をつくること

だとするならば，その繋策は結集の薄策であって，

糧本的な原馨にまで踏みこんだ鰐策となっていな

い。これらの地域こそ精力的な産業政策の充実を

図るべきだ．

　産業致1策を充実するためにはイ毒が必要か。産業

振興にお籍て熱果的かつ影響の大きいのは，第藁

に工場，企業の誘致である．技衛，資本，取撰先，

経営力をもった工場を立麹させて，地発の労働力

や地元原料と結合させるや渉方である．地髪から

の羅馬が拡大し．若者の定着も見込まれ，勝得・

駿入の塔大によって，地元商店やサービス業に波

及していく．

　工場・企業の誘致にはシ交通’水や駕地等の基

盤整備．優秀な労働力の存窪，難髭の熱意解必要

である。今霞発展している地域の多くは，工場・

企業誘致が起爆選となっているところ麟少なくな

い。それはたんに雇稽のみならず経営のノウハウ

を定着させたからだ。隣村といえども，身の丈に1

応じた工場羅地を造成し，工場・企業誘致を推進

していく必要嬢あろう。経済の基本は生産にある．

　第2に、さらに重要なのは，進鐵してきた工霧

・企業の難場産業化i｝である．外部から進鐵して

きた工場牌企業は，当教委地域とは異質であるが，

一定の鼓舞を経適するにつれ，地域に翼連産業が

でき，分工場が後に独立して本縫工場になった事

縫も少なくない。進鐵工場や本縫麟甕桂の商贔の

麗発と陶土に努め，懸格，品質，罵途み溝上を馨

ると覇権に，地蟻砂中小企業の硬修を行い2），文

化事業を実施し，地織の人耕育成，技術や文化活

動のレベルを高めていく傾向が騒立ってきた。ま

た進懲した工場や企業も地域企業の発展のために

支援し，共生を籔っていくこと越幾待さ轟ている．

　長野桑の中小企業には，進鐵工場や工場との積

極的な連携を騒か滲，成長してきた企業麟多い。

技徳，飯鋒，経営縄織について先進企業から学ぶ

ことが多い．進鐵工場や企業の地場産業化の欝標

をかかげ，具体的な施策をたてる必要麟あろう。

　第3に，さらに地場産業の振興や産業おこし解

地域振興にとって特に重要3）である。工場誘致や

進鐡企業との麗達企業を育てていける蝿蟻は，交

通その飽の藩でめぐ象れた地裁である。わが蟹の

国土全体のうち多くは，農躰漁業に基盤をおいた

町税である。農鐵材まで企業や工場をひっぱって

くることはむずかしい。農麟材遜域オ涯倒的に多

い。このような地綾にも，衣，食，住と結びつい

た地場の企業ぶある。また末利驚の資灘も多く存

在している。これ’らを活篤して新しい産業を築い

ていくこと癬，§立の撫養，鰹織づく静，人々の

考え方の海上，飽の地域や業種とのさまざまな交

流の活発化等多矯なメジット麟多い。妓籍を導入

し，販売驚場を拡大し，溝費者ニーズや新繧海に

絶する憶報を艶麗し，新たな展麗ができれば，産

業振興の重要な役麟を揮うことになる。

　たとえば，舞歎毒県舞鋳市で，以羨には貫から

潔タンをつく参・後に本の憲タンを生産していた

小企業嚇麟，ユ夢ア樹臆で壌タンを生産するよう

にな聲，その披講を生かしてマージャンのギパイま

をつくることに成功した。さらにマージャンの醗

パイの脅動化に威勢したのである。瞬時に多角経

営によ警地域の小企業から地域経済をささえる大

企業に発展した。また家族経営から罎発したラー

メン生産者斜新披講導入に跳戦し，ラーメンに水

分をよ瞬多く含ませることに成1塾し，レストラン

の経営も含め，年商3§憶欝企業に発達した事擁5｝。

ソーメンの技術をカマぷ灘生産に慈篤し，カニ棒

生産に成功した企業．時計繭を営むかたわらワ一一

プ雛，パソコンという新商鑛に養鰻し，機械及び．

独甕ソフトを販売することで成功した小売藩。コ

ンピュータシステムと宅駅使会祇と連擁して急速

に成長してきた地方のスぷ一ツ農。地方で靉靆業

を営むかたわら計算事務，集計事務を引受けたこ

とから，コンサルタント業務の舷大を麟って威勢

している企業．離顯業を営むかたわら，割ばしの

生産技徳を習得し，高級割季ぎしを生産すると瞬時

に，割ぱし入れの罵紙に独濤のイラストを捲き，

印羅し，有名ホテルや簾館に売繋こみ規模拡大を

麟っている企業。数人から出発してわずか露年腿

で年商蟹億湾まで成長した新灘掻込み広告会縫，

桑爆に五葉松，槙等庭木を植栽して簸発していた
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農雛濠韓紅お謬る産業政策の一纏煮一産業おこしを牢舎として一 （隻7§3〉

ことから発展し，大観摸の街鋒樹会縫に発展した

企業．造船会琵のボイラー製造職人であった解，

蚕鴻危機後の造鉛不浅によむ退職後．その披講を

生かしてごみ焼舞姫で成功し，大企業に発展した

事饒。傘立や植木鉢の生産にいち箪く窪ぶットを

導入して成功している金業。手袋の生産技衛を生

かし，スキー驚手袋，ゴルフ欝手袋，さらに婦人

騰馬品の生産に展翼して成功している企業．漆の

技徳を生かして，芳年筆塗装を行って成功してい

る企業、高密度繊維を科駕してゼンソク騎丘罵の

フトンカバーを生産して成長した金業等々。

　少し倒をあげるだけでも地場産業から展開して，

地域の重要な企業とな鯵，多くの雇濡者を養ρて

いる企業は少なくないのである。外的環箋変化へ

の薄応によ警，または新しい披講の導入，新傾講

への養鰻によ鯵発展してきた企業が多ければ，地

裁も瞬時に発展する、地域振興において地場産業

解重携されるのも，波及効果の大きさだ謬ではな

く，地域における懸究や簾発の主体性にある。こ

れらの地場産業のないところはどうするか．それ

は産業をおこしていかねばならない。

i〉神戸毒に本紙がある岡女童という会縫は，麟業

が安政2（i855）年という古い擬i壷と伝統をもつ豆

菓子の老舗である。藤欝絃神戸本震を含め直営篠

　5農．東烹，大飯，梶観など書名百貨癒にも数多

　くテナントをもっている。十勝縫方とは糠料の購

入において交流があるという穫斐であった鮮，婚88

年，業績拡大にともなう工場の拡張のさいに，晶質

の喪静繭晶を盤産するためには良質の原料を確保

する必要から，原料産嬉である本騎町へ進鐵し，

懲89年には工場を塔殺しラ給蟹年には瞬鮭のすべ

ての工場を移転した。

　工場塔設に際しては，本題晦の観光騰発に貢献

すべく，神戸毒の異人館懸の鞠産館「登ドーム神

戸樗塞を建設し，購憂鬱藏のおかめコレクシ葺ン

や十勝地方の鞠産の展示簸売ぶ行われている。各

線鴛会縫の観光コースにも緩みこまれ，簸蟻観尭

の発展に貢献している．また神戸旛の奉縫でも，

本縫ビノレ新築の諜に，唐舗の羊分をアンテナショ

　ップとして夢十勝講輩を設置し，十勝地方の各種

勃産の展示藪売，観光，イベント紹介を行ってい
る。

　　隅縫はまた，新奉勅志念罫豆へのこだわ鵜と

　いう経営方董｝韓こもとづき，提来の骨納豆の縁かに1，

　豆にじ亭がいもパウダーをまぶし，量さを舞えた

　スナック菓子夢豆男爵」，か緩ちゃを旋矯した華か

　ん鞍、も栗さんねん豆まんねん達，さらにギ男爵ア

　イスク夢一ム達を醗発し，楚域の振興を全癒に打

　ち超している。地誠共生璽企業の一つの事例であ

　る韓と海道雛発庁舞と灘道霧発庁レ’ポート794薩

i雑ページ参螺〉。

2〉企業霞体が匙絨の入舞’蕎成や文化活動に貢献し

　ている事擁は少なくない。たとえば長野銀飯城町

　にある鐸精スクールは，轟精農化するプラスチッ

　ク成形業雰の轟質糞土と入替音域のため垂こ，舞書屋

成形機のトップメーカーである欝精鐵臆工業ぶ雛

　殺した教育機麗である。ig68年騰設からi鱒3年ま

　での2§年鶏に受講生はi万8千人をこえている、

　瞬校は地織産業として全羅に分散して存在してい

　るプラスチック成形業舞の人樗音域，妓籍水準の

　海上，新分野進轟，業罫のネットワークに著しい

貢献をしている、

　　また繊雑機械のトップメーカーF株式会鮭タカ

　ト磨（奈良県大藤高難毒／は，農鮭の旛設や機械

　を提誤iして，地元企業との黄懸聡究を行い，さら

に高接衛の支援を実施し，難場産業の近代化，異

業種交流活動の串極として貢献している（遠濤産

業省立地公害局蓼ふるさと産業灘選茎ぎょうせ’い，

欝89年参懇》。

　　また最近では．企業が事業活動の一藻として地

域の文化振興にカを入れている．雲海灘造株式会

娃の罫あたらしき愚綾の郷の謙嚢墜（富綺祭綾町〉，

株式会縫詑一購子罫詫一鶴子三号館藩（誌海送小蒲

姦〉，F優佳良織工芸館三（詫海避擁孟輝市〉，醜花灘

造r会津酒造簿秘露ま（福轟鑑会津着雛霧〉，倉敷

紡績ぎ倉敷アイビースクエア王（緯覆漿倉敷講）の

ように施設の建設を中毒亥とし，躍垂史，伝統，地織

文化を発擬しているものが多い解，建造勃を舞璽

　して定期演奏会，英会話スクールなど地域在民の

文姥・教養の海上に貢献している企業も多い（鋼

えば六花事製菓〔詫海道帯広薦め。

　また，大磯旛竹遜製菓㈱本緩工場のダお菓子の

城塞のように，ユニークな建造物をつく穆，展示

贔も工夫し，潰費者と生産者とぶ甕結し，結集と

　して地域の活性化に貢献している企業の台頭も新

しい繧肉である（出雲秀雄購費者交流型産業霧

難誕麹蓼産業立地垂ig89年鐙薄暑〉。
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（i7§4） 福島大学地蟻毒筆究　 第6巻　 第3号　 墨§§5．i

3〉地駿の産業振興に臠する最透の労鐸には次のも

のがある．磯藻葛一綾代伝統産業簾盤有斐離，

欝85年。籔十嵐塞英『地械活姓化の発懸選学購書

虜，欝8§年。看倉三雄濯地域産業と簸絨経済薩シ

ネノシヴァ書霧サig89年．亀地宏ぎむらおこしノレネ

　ツサンス垂ぎようせい，欝繕年。溝戚忠男ぎ地竣

産業政策選葉叢大学鐵蔽会．欝86年．下車屋　勲

　匿産業おこしとまちづくむ遜八朔縫．臆8§年，『地

域振興と地場産業蓋八醗縫，i鱒3年．灘講博・柏

木孝之緩ζ地域産業の振興戦略茎霧響譲，欝蟹》年。

翠松守彦匿一耕一品のすすめ垂ぎょうせい，鯵82

年。森巌夫匿霞づく穆七人衆圭濡文縫，欝8盛年、

守友総一ζ内発的発縷の道垂農鐵漁替文化雛会，

ig鍵年。由緒売縫載経済活姓紀への道連有斐緊，

　欝経年，置難籔産業のみなおし略本経済歓，簿87年。

護）轟遜亮爾罫秘獣晦の遷場産業（§卜穣辺地方の

　ボタン工業鐙露潅遵醗究垂第鱒号，鰺84年。

5｝下平尾勲監修ぎふくしまのイキイキ25縫雲福島

　賑中小企業家瞬友会，欝§3年．

纂2章　産業おこしの考え方と方講

薄　産業おこしにおいてなすべきこと

　瞬確な欝的意識のもとで，産業おこしを行おう

とするならば，次の点垂こ濫悪すべきである。

←／　焦点をしぼ撃込むことである。

　産業おこしは簡単でなければならない。まずは，

たった一つのことだけやればよい。新しいことを

しょうとすれば，混激がつきものである．多驚化

させてはならない。該をつくってほ鯵下げていく

ことが大｛勇である。しいたけならしいたけ，下締

なら手締，魚なら魚垂ここだわることである、瞬確

に焦点をあてて改善していけばよい．産業おこし

で成功した事翻をよく調べると，夢これは簡単なこ

とだ，どうして今まで気づかなかったのだろう」

といわれるものぶ多い．こだわ蓼摂必要である．

焦点をしぼ警，こだわり，忍耐強く，いろいろ工

夫し，勉強熱心，癖究熱心ですすめていくと，道

は騰けるものである。

仁1産業おこしを成功させるためには，小規摸か

　ら琴霧始すること．

　産業おこしは小橋模にそして実験的にいろいろ

やってみて，成愛すれぱ規模を大きくすればよい

のであって．簸籾から大観模に始めてはならない。

　ノ罫蔑模にスタートすべき理轟は，あまセ）金や人

をかける必要がなく，斎場も小i鏡摸で十分である．

途中で変更や見直しや改善すべきこと解鐵てくる．

小幾模であれば，調整やこまわ滲潜きく。小蔑摸

であるから，細かい点象で観察できる。サラリー

マン麟覇・夕や嚢曜翼の片手購からはじめ，後に

地方企業になったケースも少なくないのである。

萄　産業おこしは窺在のものを考えるべきであっ

　て，樗来のことを猿うべきでな恥．

　成果が織るのには5年，欝年かかるかもしれ、な

いが，醗在の状溌に着藝して，徹底的な検討から

はじめればよい．取箸あつかう薄象ぶ異なれば．

生産工程，原材料，機敏，販売先，機能．デザイ

ン，納難など検討課題も多い。必要な知識や妓籍

がある程度そろっているので，それを慈離してい

くと，遵漆零舞ける機会麟多い。遠い韓来ではなく，

覆鹿垂こ養鰻して産業1おこしに取静緩むべきである。

瞬　産業おこしは新しい産業づく警であるから，

　魑強熱心でなけれ、ばならない。

　これまで原材料のまま簸発していたものを糠正

して，轡擁無縫をつけていくのだから，奮闘的な

知識や妓籍が必要である。それに適した能力，麟

造姓，素質解必要である．侮よ箏も嚢勉さ，持続

性や決意が必要である。馨を瞬き．耳をそば立て，

簿でも駿験しようというどん敏な勝心と行動力を

もち，溝費者は韓を難待し，縛を評無し，韓を必

要としているかを知ろうとする．飽産地に鐵かけ

た吟，鰹業種で成功しているものを講査して，方

法や麟度を受酵人為ていく。硬究熱心，勉強熱心

な人が成功する。

縫　産業おこしはトップをめざすべきである．

　中途半端なものでは人は評難しない。力夢ンに

こだわ吟，ジャム，灘，ゼ夢一をつくるのであれ

ば，ジャム，漉，ゼ夢一については最高綴のもの

を獲って醗究を重ねていくならば，その成果は葬

常に悪馬縫霞が広い．きのこの生産を行おうとす

るのならば，露分で梅本を饗蓼饑し，菌種につい

てもいろいろ調査し，最高のきのこ生産をめざす

べきだ。産業おこしの産品潜結果的に串程度のも

ので終わるかもしれ，な》・。しかしなぶら，最襖か
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農幽豫村にお謬る産業政策の一醗煮一産業おこしを寧心として一一一 （iア65〉

らトップになることを獄わなけれ，ば，トップ1こは

なれない。鮭の撫工品の串にある分野では，最愛，

礫，香においてトップクラスのものを生産しうる

ならば，たんに特産贔づく瞬ことどまらず，影響

力は大きいのである．

㈲　産業おこしは馨究の羅益にこだわ穆，利癖こ

　なっては成功しない。

　理くつぽ恥もの，秘隣すぎるもの，鋒先の補益

を遮っているものは，長続きしない。産業おこし

というのは，地域づくセ｝の一つの運動であるから，

遊び，ゆとり，楽しみというもの損なくてはなら

ない。アイデア，工夫，知憲，才覚，夢といった

もの拳あってはじめて替撫無値擦つく。やるから

には，焦点をしぼ鯵込み，§的意識的に核をつく

滲，勤魑さと持続性をもって藪蓼継んでいかねば

ならない麟，一藪では楽しさ，ゆと警，気合とい

うことか必要である．

緯　産業おこしは，まちづく吟の一環として取紐

　めば，地織に広が警や支援鉢麟ぶっく穆やすい。

　濃抹産勃を撫工し，一・五次産業化をすすめ，

さらに製造業吟中堅・大金業に発展していったも

のは少なくな騨．米菓，納豆，豆菓子，梅干，干

糠，清瀬．陳贈，しょう濾等々。今響採算薄籠な

ものについては製品化されてお蓼，地域の申の資

源といえども，まとまったもの溺少ないの解現釈

である。採算にのらないもののみ溺残されてきた

といってよい。しかし最新の妓籍，消費者のニー

ズの多様化，交選の発達，ネットワーク化，大都

轟への入舞集中等の新しい条件を生かして，これ

まで採算にのらないからという遅出で敏置されて

いたものも，舞湧再籠となるし，採算ベースにの

るものも患てくるのである。

2　アイデア・知葱で勝負する

　産業おこし，特産贔づく鯵には，知恵，》覚，

アイデアが大饗である．橿鳥桑染鱗町に，轟濾寺

の住職で立花孝全さんという人擦いる。藤の中に

多孔質の砂利や炭を入れメタンガスを畷鞍する機

籠をもたせ，鎗キログラム入の籍の串に4～5燧

入れておくだけで，銚や梨解謎もちするものを雛

発したかと思うと，遠赤外線を釈示した干糠（こ

ろ糠〉をつくっている。通常2罐嚢人陰で3～唾千

霧で売られている畢糠を，遠歩外線を耕馬すれば，

6綴6千霧で売参饑し，歳暮矯の商品として大変

磐評を得ている。遠赤外線を釈濡して精米すれば，

洗わなくても，たける来となる。遠赤外線を秘矯

して鍵や彗んごを栽培すると纏痩が培えるので遠

藤外線の秘矯の藩究を行うと潟時に，渋糠の渋難

きの方法を改良して，吟んごのように準に，格甘い

みつ”の入ったものをつくって醗究をしている。

楽しみながら，農儒をもって，次々と特産贔をつ

くっている。

　もう少しちがった事鋳として製品に遊びや文化

を付与したケースをあげておこう．

　昭秘の襖めに，江鋳グ夢灘潜大阪から東京に売

込みにいくときに・キャラメルや飴ならば全蟹の

どこ憾こでもある．キャラメノレに遊びとか子｛箕に夢

だとか，教養や知識だとかをつけ超えて売るとも

っと楽しみながら売れ，るのではな籍か乏考えた．

そこで全羅ではじめて職おまけつきキャラメノジ

をつくった．また建糞垂こ工場があるときには，大

きなキャラメルを欝にほうばつて往賀験から飛車

にのると博多駅までもっというので黙博多まで櫻と

》、う名蔚をつけると，大変有名になった。大駈に

進鐵してからは，篭博多まで，という名鋳は使えな

いので，一粒購こ入れて走ると，i倉奪メートルでは

麺かすぎるし，＄吾メートルでは長すぎる。そこ

で，黙一粒3蟹メートノレがという名薄霧をつけた．一

纏食べると，識3百メートノレ建1れるカ口琴一躍では

なく，箪3召メートノレ〕もつ津ということなのである毒

人々に親しまれる名称をつけたのである．キャラ

メルでは特籔がないので，ネーミングを工夫した

のである。

　全醗では．むらおこし事業として梅の櫨樹形盛

んである。花撰されル、，花木も高く売れる。梅干

などは健康食品となる．まちの景観にもよいなど

の運露でたくさん構えている。

　しかし実藻紅麹が成木とな警，たくさん果実蕃と

れて．売馨欝溝なく，騰ることになろう．「梅のジャ

ム」，ヂ権の酢蓬，ギ梅溺垂，罫梅干まをつくったが，安

勅を生産していたのでは高ぐ売為ない。罫梅干鐸こし

ても披講癬重要である麟，水戸毒．窟都濃，秘激
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由集獲遊事，大阪市の老鋳の店に行っても，梅干の

妓籍を習うのは懸難である。例えば，全覆の農晦餐

の梅干を漬纏る技徳をもつお婆さんめカを馨警るの

解よい。即金蟹の糠干婆さん大集合まという大イベ

ントを全癒してはどうか。一等賞3蒼蒼R，二等

賞2蕎芳欝．三等賞颪万醤というように賞金額を

かな撃高くし，全醒から梅干のすぐれたものを集

め，入賞された方の権干の漬け方の穰密，・妓籍を

教示してもらってはどうか、その方法で梅干を生

産し，藪発した金額の3鵯を詩評料として毎年そ

のお婆さんに支払うようにすればよい．か瞬こ海

千がよく売れて，千万跨も売れ，たとすれば3｛｝万緑

を特許麟として支払う。5千万霧であれば，年濁

蔦§野饗を支払う．このようにすればお婆さんの

永年の努力も実箏，地域も発展する．この拳蟹は

梅干だけに鰻るわけではない。このような廷掛け

は慈駕籠麟が広い。

　また擁の花は観賞矯だけで轍ない、梅の枝を畢

く饗って．温室で十分水分を畷わせ，2～3週鷺

畢く咲かせ，それを，料亭や嫁館や料理屋晦婁擁こ

患荷している叢綾嚇ある（徳島漿上勝跨〉．2月の

褥めに詫海道の耕運屋で，梅の花を添えた『お麟

身肇や畷物が鍛されると，料理窪弊に風鋳を

添える。晦の穂には利湧無縫赫多くある、アイデ

アというのが産業おこしを楽しくしてくれる。

　過嚢，熊本察の蟹醗農友会の方に会う機会爺あ

った．その青年漢書うには，地縁儀を誌単球と繭

卒遽を逆にして，欝半球を土にしてみると，嚢本

の冬の時に，南単球では夏だから，お歪薄霧の濫

i整栽培で灘荷している。お五月罵の花井や集菜類

が，露地栽培が可籠であるという．これ，までは，

地域の中から農業をみてきたが，外馨からみると，

もっと多角的な展麗解可能となる。たとえば，ゼ洋

らんまなどは葉木の2年闘を熱帯地域で育て，最

後のi年をわ摂蟹の温室で栽培し，鍮々に馨本の

気候に馨れさせれば，3年も硲の苗木はもっと安

糞譲こ，エネノレギーの溝費も少なく盤産できる。こ

のように蜷域おこしについては発想というものを

逆に考えると，ユニークな事業麟うかんでくる．

　農業というのは，食糧品を生産しているだけで

はない。もっと広く食文化，盗活文化を麟造し．

提徴していると考えるならば，いろいろな形のも

の，いろいろな瞭のあるもの，いろいろな種類を

異なった時幾に生産できる。食糧贔というと霧暴

漢酸定されてしまい，拡大していくことも醸定溺

ある。食文化，生活文化といえば，ファッシ蓑ン

惟，趣駿，夢解広溺蓼，賞マン燐みえてくる。農

業は，食糧贔という勃でみるのではなく，人々の

生活というプロセスでみていく必要がある．ぞう

すれば，新しい繧晦，成長分野だとか，籔存鼓衛

や資源の靉靆のアイデアがわいてくる。

3．盤鰺樋纏を高めよう

　なぜ赫撫麺憾を高めなければならないか、よ静

多くの秘益をあげるためである。出影青にでん六

という有名な登菓子の会縫があ警．年限籔売額藝

癒懇に達している。戦後量納豆から鐵発し，ピー

ナツ紅砂箱をまぶしてゼでん，でん．でん六豊，

うまい豆まで売蓉饑して爆発的な人気を辱んだ。

たんにピーナツで売っていたので，大したことは

ない、またポ垂ッピー，バターピー・．糠ピーなど

のおつまみシ》一ズ，ピーナツチ葺コなどピーナ

ツにこだわって発展し．登菓子のシエアーは東詑

で4割，疑本全国でi劃を霞めている。ピーナツ

という素奉賛こ磐越懸纏をつけたのである．

　衰退傾向にみら齧る農躰撫業についても，一ラ

ンク高くするか．撫正していくか，新しい技徳導

入を選るか，工夫していけば離農の糸舞蒼つかめ

る．いろいろと工夫して，産業おこしを推進して

》、くよ：う垂こなったのも季重舞舞無筆嚢を高めようと転、う

運動齢から生じてきたのである．

　たとえば，気鶴沼毒に行くと．零下総痩で魚類

を貯蔵できる立派な冷凍塵蕃あった。全国的にマ

グロが捕れ遜ぎた時には，冷凍痙のある気繍濃紅

漁船が集まってくる．よいマグ麟こついては7～

欝年購貯蔵できるし，良質でないものについては，

鶴誌やフし・一一クに擁工できる。すぐれた冷凍癒の

建設と瞬時に撫工場も設置でき，付撫無鎧を高め

ること麟でき．

　また橿韓霧へ行くと，聴手鱗太子窪が生産され，

好評を得て，お土産最として量産されている。大

阪帯では罫塩昆斎ま，髪とろろ昆姦まが名勃の一つ

一i§一
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となっている．しかし，ゼタラ子」やゼ昆布まとい

う原料は福郷南や大飯驚で生産されたものではな

い。詫海道や青森漂で生産さ為た原料鱗，わざわ

ざ溝i費地の近くまで（昆霧は福発集敦賀毒〉運ば

れ・，弛の地機で趨工さ為たものである。このよう

な生産技術を修得して，詑海道や青森察で生産す

ることは羅難であろうか。生産技徳や管理方法を

学び，硬究し，優れた商品摂生産できるようにな

箏，地発に定藩できれば漂耕料として安く販売し

ているザタラ子｝やゼ昆葎凄垂こ簸嬉を縁け燦える

こと解できる。

　窟都ではヂしば漬けまやゼかぶらのせんまい履

けま鱗鐘較的高く売られている。大根も肇護競大

根のように替昧のある，柔らかい大根に贔種改良

し，煮物や特殊な漬勃原料に適したものを栽培し

ている麟，普通大根一本で売れ為ば5§欝ぐらいに

過ぎない。そ細を漬鞠にすれば2薄霧とな参，韓

殊な良質の漬勅にす為ば，5総霧になる．罫かぶ璽

も昆薦と酵で漬け込めば，殊，暴格，香のよい漬

物となる。婁質の昆帯解大量華こと為る雛域におい

ては，髪かぶら漬け墨の妓籍を導入して，紅難域の

かお鱗を生産し，生産や流通体灘をしっか箏さ

せ，欝食してい謬ぱ，盤撫懸鑓を高めることがで

きる。

　福島察の露穰町では，良質の蕎麦摂とれる（聡い

そば）。蕎麦をそのまま鑓荷すれ，ば，i俵麦万5千醗

程度であった．ギそばと鐡野箪」という村おこし事業

を推進した結果，地元の蕎麦解すつか滲有名になっ

て，i綾i万8千聾でも入手すること麟露難である、

ところで，粉に挽いて，i選闘に2～3度，会津

若松毒や喜多方霧の罫そば屋」や「簾館達に持っ

ていけば，i俵分が4～5万鍔になるという．付

簾犠｛蓮を高めること誤できる。さらに，地元で．

薪そばを打ち∫，罫叉ぷらそば」にす為ば，i俵で

麦5万鍔になるという。

　また．石【鱗梁のある蕪館では，農家の人にお願

いして，天舞乾燥した来を根分まま欝蔵してもら

い，工遍羅ごとに糧す善し，精米した米を客に懲

している。昼には，濃霧と干魚と咲贈瀞をつけて，

5頁聾で昼御飯を提供している麟，遠方から沢織

客摂集まる。崇だけでは高く売れない解，にんに

（i7馨7〉

くを綾って貯麓方法を変え，地域霧霧も工夫すれ

ぱ，もっと高く売ることができるのである．

　さらに，鰐をあげれ，ば，福島県喜多方毒のラー

メンは，大変欝名になった．昭秘弱年漿には年鶏

i癒馨にみたなかったが，平成3年には年闘穂億

跨の産業となった。帯の農業の糧生産額解離臆霧

であ吟，うち来の生産額越灘億霞であるから，米

よ鯵もラーメンの生産額の方麟多い。匙究に標料

越あったわけではなく，舞人露場が存在していた

わけでもなく，優れた生産技纂を生かし，贔質や

咲の改善に努力してきた結果である。

　地域産業の振興には，8地元で舞罵度の縫い原

料を贔種改蔑し，また良質の原料を購入して質を

高め，⇔すぐれた生産技術や機械や施設を導入し

て生産鞠の贔質や機能や形やデザインを梅上させ，

鱒販売毒場の鉱大毒こ努めることぶ大饗である。こ

のように工夫すれ、ぱ，地織を変えることができる。

　たとえば，福島県の只見揖沿いに王蟲町という

村購ある．醤会津，擁津，金露町一帯にかけて会

津構の産地である。昭藤弱年頃から銘年にかけて

全蟹的に需要漢塔撫した結果，綱懸路が上翳した

が，鰺年を護憲に暴落に転じた。準獲や韓匿だけ

でなくアメ撃力産の銘木が大量に輸入された1から

である．48年箋時i本，千五聾していたものぶ鎗

年には2菖万齊縫をこ下落し，2薦1葺繕のもの淋鎗

万鍔になった．ピーク時に地較して5分のiであ
る。

　そこで，舞木潜ひどく暴落したので，原材料懸

路の下落だとみて新しい考え方潜生まれた．それ

は，撫工場をつくろうということであった．原料

解安くなったので地方でも1撫工できるからである。

生産妓籍，賑跳，資金．職人，経営者の確保等露

難な条件はたくさんあった。

　醗の補勘事業を取参入蕊て建勅をつく馨，遍辣績

を綾って機敏を導入し，旛設を設置した．技徳者，

優秀な職人は懸潟撫養事の方から濯いた。経営は森

抹継合に委託した。講場につ雛ては展示会，産業お

こしフェアー，麹産展等機会あるごとに外に鐵かけ．

直接溝費者に嬉して籔発するルートをつくった。塗

装技徳や金型は菜窟に饑して撫工させた。鰭元の

後継者については麟修のために構だんすの産地に
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難遣した．国の補勤もただくれというわけにはい

かない。冬5ケ月も雲にとだされるから，冬の

闘の鋳濁をうまく舞濡して工芸を行えば，妓籍の

蓄積麟できるというので，職生活工芸材講懇がとい

うものをつくった。この蟻生活工芸材構想i鍵の一

叢として構の撫工やあ酵ぴやまたたぴ総工ダ〉；撫工

をはじめたのである。

　三島町においては構の原本摂5分のiに暴落し

たということ潜契機となって．原木を撫工して付

簾懸絶をつけた。原秘料麟安くなれば蕊工業に

とって有利である。森躰緯』合という第一次産業の

纏会解運営するのだから嚢分たちで一・五孜産業

をおこしていこうとして．熱潜入る。綱の擁工だ

けに隆ってしまえば特定の人たちのために購致や

行致をつかうということになるから，生活工芸蕎

をつくるのだという高い理想をか藩げた。また健

康づく撃運動や花嫁の来たくなるまちづく鯵とい

うスローガンと共存させて構の擁工場運動ぶ展顯

され、た。構糧の付撫懸盤を高める運動がまち自体

の付撫極値を高め，薄く人たち窪鉢の考え方を高

めていくことと結びついているのである。一・五

次産業というのは勃に付撫無縫をつけるだけでは

ない．人聞の考え方やまち窪体に付撫懸髄をつ謬

るのである。こうした総合的な霞立姓や費1度の豊1

かさづく警を重視するものである。

4　夢や楽しみをつくろう

　最送金蟹的に産業おこし，地域おこし麟盛んで

ある。経済的な勤果からすれば，すぐれた工場を

一桂誘致するのにはとうてい及ばないにもかかわ

らず，鮭会的に一定の評緬潜され，多様な広力遡

をもっている最大の蓬麟は，その運動を遜むて，

主偉姓を確立してきたからである。地機の現状を

捲握し，すぐれた資源を発疑し，自分たち密らが

維織をつく鯵，麟慧工夫して活動してきたからで

ある．

　地元で余っていてもったいないもの，遊んでい

てもったいないものに注鬱し，あるいは錘史や伝

統に暴を晦けてイベントにまで高め，さらには，

地籔で覆っている条件を逆手にとって糞麟に捜っ

ている人達もいる。雪撚5ケ月禰も積もって，冬

難問の猛事が全くなくなるという条件を生かして，

匿生活工芸村まをつくった鯵，交通の不優な条件

を薦矯してダ長蟻滞在型のクアハウスまを建設す

るなどはその適切な事鯛であろう。

　まずは地域の翼状を掘握し，課題に締したビジ

箋ンぶなくてはならない．住民参糠というのは，

そのビジ璽ンを自分たちのものとして受けとめ，

住篤農らが運動をおこして熱く手法である。すな

わち，纏域のおかれている内外の軟混を科学的，

客観的に分糧し，課題の解淡のために住民炉参癒

していく運動である．嚢分たちの住んでいる地蟻

を，楽しく，硬鱗で，快適な地域にしていくため

である。ビジ葺ンや目標は，外部の人の支援を得

たとしても，その運動の槌い手は地域盤渓である。

盤渓嚢ら漢考え，みんなでよく縮談し，決め，決

めたことは実行していく以外には，纏域づく鞍の

運勢は発展しない。上から与えられ，た旛策は，体

系としては，すこぶる譲理的に首尾一貫している

瀞．住疑の露とな警，肉とな蓼，骨となって，着

実な癸展を遂げることは少な雛。地域の特殊盤を

みな恥まま霞一的に舗穫を導入し，蟻域づく彗の

具体的な内容の充実に欠継ることになる。

　大変羅難な条件の中で醗確な地域づく管のビジ

ョンを示し，控民参糠のもとで，地域づく蓉運動

を推進し，素購らしい人耕を育成している事例と

して，新潟県縫擁村をあげることができる。麗溺

材は藤積3馨§平方キロメートルの広い欝積をもつ

出村で，中央に叢鱗が流れ・，7つの支縫ぶあ馨，

その潟趨地域に集落赫発達してきた。村全体で54

の集落があって，集落購の椿互交流も極めて少な

かった。

　ところで昭瀦5§年代の半ばからインフラの整備

とともに，いで湯の§§輝ふる里会設立，せきかわ

ふるさと塾の闘塾，翕然環境警邏公役設立，大し

た〕もん蛇まつ吟の実施，季重内鍵至区コミュニティの

纏織化と鳶成を進めてきた。

　事業の推進の中で最も重要なことは，住民一人

ひと馨が，露分の住んでいる地駿に嚢繕1を持ち，

よ吟よい地域1づく蓼に跳戦するということであっ

た。このような遍去の運動の総抵として，ゼむらづ

く吟五十懸作戦2〉まを実施している。各集落の活

一望2一
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盤化が載の溝権化の基本であ穆，集落聡の知憲競

争を全体のものにしていくことが入舞蕎成である．

各集落ことに蛇をつく蓼，それを一つにまとめ，

数馨購かけて5蓬集落をまわるという　「たいしたも

ん蛇まつ聡である。全ての住費参撫のもとにお

けるジャンケン潔ンの勝ち緩き大会など各集落の

壁を敵艦払う事業から，集落ごとにみんなでよく

権談して誹藤づく管を始めた．①生活環境，⑨産

業，③健康づく静，⑧教蕎文化．集落の活性化，

⑤灘ミュニティなどの項醸こついて，集落ごとに

計蚕をつく吟，自分たちの解決できるもの，村の

やるべきもの，覆や集にお顯いするものに分けて

課題の解決を纒ろうとした。

　優れたことは，①蝿域の資源を生かしているこ

と，⑧みんな解楽しみな溺ら計露をつくっている

こと，③グループをつく瞬，みんなで良く縮談し

て誕醸をつくっていることである。r替の優れた条

件を生かして，人づく馨．勅づく参，村づく諺を

進める達ことを基本姿勢とし，瞬試，資源，講懸，

解淡策」を論議しながら進めている。人織ま減っ

た撚，人材凄ま育ったと恥われるゆえんもここにあ

る。

　人々は，今緯をすべきか，侮解必要であるのか

ということを認識したときに大きなカを癸揮する

ものである．入舞の鳶成には，その翼的，課題．

意義といったこと斜地発の人たちに認識されるこ

とが重要なのである。麗ヌ1誉重の事溺は一つの事鱗

であるぶ，ぎ五十騒集落の売気は麗ヌ1緯書の元気です葺

というス鞍一ガンは，縫鱗材だけの特殊な総懸で

はなく，地方欝治の原点でもあ静，さらに人材育

成の方法の重要な施策でもある．地域に夢を，人

には羅標を与えなければ，地籔づく鞍の人は畜た

ないと思われ、る．

i〉橿島難農業会議ゼ只見饗流域縫発調室鞍密書凄

　臨融騒年，福島集三島町ζ会津橋振興講廼調糞鞍

告叢雲紹秘56年．捲著罫現代地場産業講蚕新評論，

　羅鞍懸年，鰺§～盤§ページ。

2〉新潟膿靉靆樗覆むらづく鯵騒搾戦　集落活性化

　謙藤馨平蔵3年，広殺せきかわ纒集塞ぎふるさと

　馨穫誇記垂準成4年。

第3章　産業おこしの考え方と方陶

董　地元の資源を生かす

　産業おこしの着鰻点は傭か。そ轟は地元資源に

§をつけ，そ轟に精鞍，妓籍．アイデアの縫合せ

を行なって醤撫緬難をつけることである．①鼈煮

で余ってお警，遊んでいて．もった》、ないものはな

いか．②嬉発や溝費者や取零洗か霞っているもの

はないか。③懸史，伝統，祭等はうまく縫えない

か。これ，らの、転に着臆すれ，ば，地元の人たちは広

い範灘にわたって産業おこしに参簾できるし，誰

でも取鯵縛める。

　まず，どのようなことに着酸して．遊んでいる

地元の資灘を落馬しているか，その蟹をみてみよ

う。土地や欝然があ馨，しかも交通の硬がよくな

ったことで，ペンション載や雛荘地として売吟濃し

た事鰹，高速遵酪の翻通を契機に野菜建地化に成功

した事鰐，地髪の漆器鐸むの技徳から仏壇産地へ転

換した拳蟹，叢行場の建設を契機に蘭，菊，カーネ

ーション等のフライト農業織空機を利駕した農業〉

をはじめ，種々の事業化を試みているケース，すば

らしい包装紅よ吟漬勅や納豆の毒揚を拡大した事例，

繊野草やソバ，由菜，縫代材，ブナ鮭（溝辮で産

罪した鮭はブナの木の皮のようになるのでブナ鮭

と薄ば蕊ている。懸擦は安い），お解くず等の嬉元

資源に蒼鬱したもの，轟源を利矯して馬を麟篤し

ている人もいれば，ハングライダーをはじめた人

もいる．海の波形荒く，海水浴には鶴かないので，

サーーフィンに養§した人たち，地勇のすぐれた1琢

に養鰻した手作滲ハムを考案した人，有機栽培に

よる良質の米に騒をつ㌶て玄米ぶゆを搾った人，

海関部の減反水霧を利称して養鯉を行ない，甘露

煮を試律した人，水購をスケート場として活濡し

ている人，また出ブドウを構えてぶどう濾づく渉

を手がけているグループ，燐に五葉松を纏え，盆

栽を專霧的垂こ行なっている事例，松；鉢をき鯵拓い

てバイオのユサ栽培を行なっているグループ．侮

万人という寺縫参瞬の人を穣手にして地元産品の

簸売店を設けている人，漉の飲み代にあたる額を

毎罵欝蓄して，質グハウスの売店造参を金醸して

いる仲間．牛の肥畜産地から牛肉の宅醗痩を手が
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けている事鰍，しいたけ原木をバイオで家畜の癬

にし，それで飼育した牛や琢をアメ撃力やオース

事ラ夢アに逆翰墨を試みている硬究家，蜷方の安

い幽躰に付撫極値をつけて売穆出そうとしている

グループ等々．地発に存在している巌々な資源の

中で遊んでいるもの，余っていて捨てているもの

を活駕していかにして盤撫極値をつけて売蓼懲す

かを織みんなでよく権談し，みんなで決めて，決

めたことを実行する，ならば，産業おこしは進展

するだろう。

　第二は露っているものに養鰻してそれを解映す

ると講時に，逆手をとって商品化することである。

蟻通辣を逆手にとる運動がというの鱒あるが，ま

さに地域翁こしの真髄をついている。廃校をふる

さと再生の擁シ薫にする方法，カミナ夢族を縫織し．

綾らを主役としたまち作むからはじ象った運動等は

今馨濛々な展雛を示している。饑えぱ雪を利篤した

スキー．雪まつ滲から，雪の宅翫便，大翻毒におけ

る雪まつ脅）の開催，雪おろしツア・一まで，これら一

連の灘は，麗つたものも含めて，産業おこしの活

露を醗こうとする事鱗の一つである。具体軽とし

て，安塚町の雪の宅醗硬は．地元では露っている

雪が．沖縄では夢の痩蓼として受けとられている。

家た雪まつ警も雪国へ人を移動させるのではなく，

逆に雪を人の住んでいる霧飛に運び，大都毒（後

楽劉で弱催する等，発想の転換ぶみら認る。さ

らに震ったものを釈濡した事例を爽挙してみよう。

冬は讐で5ケ層闘も観じこめられ、ているので，妓

籍を磨くのには良いと考えて生活工芸村を造った

町（橿鳥漂三島織），地吹雪を観光資源として利駕

した観光業者（書森漂風懸浦材），十数メートルも

の積雪が，すばらしいきのこや山菜の宝塵を盗みだ

すことに着籍して，立灘な海菜撫工場を遷移出村

の活牲化を図っている婁只見流域の鰻。湾鱗を昇

蓼産罪した鮭の麺理として，これをフレークに擁

工し，小型のどンに入れ，閥伐材で俸つた籍に詰

めて売滲に思した事例。毒材で人が窪んでいない

ことをメ夢ットにして，バンが獄一村を造った事

纒，県境の遍疎化で露っている地裁を広域的に麗

発してレ、こうとする構想（F董丁構想，福島，茨

城，梅本県の頭文字〉。零の室を耕潭していちご苗

を育て，8薄鐵荷に威聴したむらおこし事業，地

発で猿んど活罵されぬまま，ただ落ちていた糠の

利罵方法を穣討するグループ，トマト産地におけ

る廃棄トマトの活繕事擁，虚稼ぎによる入舞流轟

鱒策としで，仏壌産難化をはか馨鐵稼ぎに行かな

くてもよいまちづく鯵を提曝したケース。減反政

策を逆手にとって懸に来を難らずに，登かになる

農業づく蓼の倒，交通越不便なので．嚢帰参でき

ない客を麟象にする蕪館業，鐘貌溝の入込客の減

少を契機に，地元に落ちる金を2驚にする運動か

らアイデア3倍の簿づく吟等々。地元で羅ってい

るものは韓か．を突議めて考えていくと，幾つか

の開題解決の条件越与えられてくる。課題は解決

の条件とともに与えられるのである？従って地発

で渥っている問題をまず瞬確にすることぶ先淡で

ある．飼えば．若者がどんどん村を離れて鐵て行

くという聡題に蝿して，本当に露分たちの材は入

溝住むに嬉しないのかを聡い，そうではない，人

の住む村に・しようではないかとひらきなおって，

村おこしに尽力して躰る事鰹もある．このように

地域で露っているものに立ち返滲，瞬題意識を持

つこと赫解決の糸讐になる。

　以上のようにそれぞれのまちやむらには，軒余っ

ていてもったいな恥もの」，ゼ遊んでいてもったい

ないものま，罫良いものを生産しているのに，あま

鯵売れていな恥もの」さらに『露っているもの！

等のマイナス要露麟あるはずである．しかし，瞬

時に麺域の串で「大変すぐれているもの漂，罫地域

の甕穫できるもの」，菱歴史や伝統崖等，地の言鐸弩

材にはない強震のプラス要石もある。このような

地域特権を発見し，それをうまく秘絹していく方

法を縷説すること麟欝発点になる。さらに今後，

施設や道露が是許ない，技衛水準斜懸く品質が霞

くない，費食が不達している，販売意識斜なかっ

た，本格的な調査や醗究漢運勢なかった等の捲摘

がなされるだろう。このような課題をはっき警さ

せて，地発の資源の活駕のための方策，運動，麟

度づく穆に取む緩んでいけばよい。

2寅曝露、らみた産贔づく琴

一村一品運動，産業おこし運動潜斎場で脚光を
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浴びるにいたったのはなぜだろうか。それ’は安全

なもの，新癬なもの，ふるさとの陳等の糞徳を求

めて産品づく鱗こ努力してきたからである．産業

おこしに携わる人たち潜ふるさとの製品の本質紅

ついて醗究し，立灘なものを縫えず生産するよう

に心掛け．霞繕をもって宣伝し，推奨する。これ

こそふるさと産業おこしの発展のための最も基本的

な課題である、そのためには，ふるさと産品の特織

を探鯵，機籠護羨こおける金蓮姓の追求1と瞬餐建薩こ，人

々の趣彌，美的感覚をはじめ，ニーズの満廷を充

足するものは梅か，を探求せねばならない。これ

に基づいて，まちやむらで生産されている製品にメ

スを入れ，窺釈および将来健を醤難していく必要

鮮ある。そして毒場姓のない製贔を盤産している

地籔絃，甫場姓のある製贔を生産すべく思い饗っ

て改め，よ吟良いものをよ警安く溝費者に提供し，

飽楚籔のものよ静も縫えず一歩優れたものとして

歓遽されるように努めるべきである．まずは産品

の付趨簸簸を高めていくこと摂産業おこしの最大

の課題であるといえよう。

　付趨極値を高めて》、くということは，単なる努

力だけでは不申分であって，‡覚ぶ必要である。

才覚には，アイデア，機転，着想，養鰻力，それ

に1講擬力や決蜥力解含まれ、る麟，露分摂現；窪生産

している商品斜なぜ売れるのか．または売れない

のか，その罵途や懸路や縫合わせ，商品の特籔を

分新し，どういう商品がよく売れるのかを工夫す

ることが重要である．すなわち，ふるさと産品を

もって溝費者に満廷を与え，その中で新鮮さ．転

新さを与える方法はないものか．地域の資源を糠

正して場代嵐紅変化させるにはどのようにすれば

よいか．単に工芸品でゆくのか，目積晶紅主力を

おくのか，装饒贔にするのかの籔懸では不十分で

あって，どういう地裁のどういう綴をねらうのか
　　　　　　　　　　ぷを決めねばならない．以上の点に留意しながら，

人々の趣殊やし磐にあった優れたものを生産する

ように絶えず心掛けること麟瀞要である。

　ふるさと産品の盛衰を湊寇するのは，生産され’

た製品それ容体のよしあしである・鍵って生産者

は源料，糠工．綴合わせ，懸籟を手分に吟酸し，

これらを彊究しなけれ，ばならない。たとえ販売方

法解下手であっても，勉産地よ謬一歩進んでよ噂

良いものを生産しようとしているまちやむらの産

業は滅びることはない。溝費者の必要とするもの

をよ滲良い製贔として，よ参安く，よ蓼多く，毒擬

に提徴し，宣伝すること，これが産業おこしの成

功の条件である．

3i覧れる産品づく鯵

　産品づく吟は，生産それ穣体を§的とするので

はなく，売ることを聚的としている。雛髭資源を

登三かす点を強調すると，産品ぶどんなものであれ．

それを簿とかして売滲込もうと懸命になる．しか

し，本当に大燐なことは売れるものを生産するこ

とである。それでは売れる製品をつくるために簿

に着羅すべきか．

　←）臨最の企醸・竸発力の充実

　ふるさと産品の販艶拡大のためには，ふるさと

の殊．手作鯵の殊．新羅さ．安全性等を売蓉込ん

でいく善こせよ．ふるさと産品の企蛮力，演鑓，消

費者へのアピール姓，溝費者のニーズを瞬き織し

ていける商贔登霞摂必要であることはいうまでも

ない。単にふるさとの喋や素朴さを強調するだけ

では売れない。その商品ぶ一稼も二昧も工夫され

たもの，生産者の顔の見えるものでな》、と売れな

い．すなわち，商品にインパクトのあるもの，殊

で勝負といった良いもの，緬格の手頃なもの．懸

を一称やるのに丁度良いもの等々，纏らかの特徴

がなければならない．これらを総称して蕗晶余震

力または辮発力と呼んでいる．ダ産業おこし」では，

ぎデザイン雛発・妓籍海上ま，軒プ臓意識蓬，「ふる

さとの練」を，宅醍優では「ふるさとの1蜘，購

費の多隷化への蝿磯，「独密姓の追求による過蚤

1競争の警邊垂が望まれるのである。

　⇔　商品特盤

　薦品雛発には，韓海踊整．（辮慈贔の藻質，罵途

・デザイン，麟縫報霰集潜まず羅題となる．これ

らの点について顯次遠べてゆこう。

／量／商贔懸警

　ふるさと商品は工業製品と姥鮫すると，毒場で

は決して安いものではない。ふるさと繭贔は手作

撃であ鯵，有機栽培，多品種少量生産という特色

r
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から，懸格掛板韓的畢こ高く評緬され、る．製品懸格

摂高いと産地絃歌のような影響をうける．その麿

稀な藤として，斎場での高い評懸額に疑合った，

掃糠懸櫨の高い製品を盤産する余籍拳できること

摂挙げられる．安いものを生産し，それを安無で

売磐さぱいていたのでは，優れた製鐵を生産する

余力は生まれてこな籍。今嚢溝養老潜求めている

のは，癌幣の安い実綿的なものだけでなく，翻性

ある趣殊性の高い商品である。鍵って，健康によ

いもの，夢のあるもの，駿のよいもの，グッドデ

ザインの繭晶，纒姓ある藏贔は高く売れる。この

ような薦晶を生産するためには，産地潜多くの醤

趨麺纏を提供し，労鶴力をその生産に肉謬ること

が重要になる。つま撃，産品麟高い懸格で取撰さ

れることのメリットは，付撫簸纏が懸盤ある商品

生産を促進し，さらに高綴贔生産地として産地全

体のイメージを高めるという点である。

　ところで，ふるさと海錨は手鐸移，新鶴1，安全

な商贔であるということが本命であったし，今後

もその方講をめざさねばならないが，懸盤ある繭

品や高綴贔については，多くの労働が費やされて

いるので，縫会的に妥当な懸格で取引されねばな

らない。しかし，薦贔の緬格ぶ生産者にとって客

観的に妥裏であ蓼，溝費者もまたそれを認めても，

その懸緒で取引されるかどうかは保護されるもの

ではない．それは，溝費者の有効需要，すなわち

溝費者の購買再籠な儀整の羅題である。そうした

懸格を一般に聴ごろ茎，またはゼブライス・ライ

ン雄と縛んで耽る。した潜って生産者は，ふるさ

と産品の書寺殊の良さを璽代人の生活と意識に適癒

させ，新しい彫やデザイン等の工夫をする必要麟

あるだけでなく，市場で要求されている暫髄ごろ重

に越癒した商品の｛黄緯等，懸路政策を行う必要潜

ある。ここでは，産贔は生産するのにかかる現実

費絹を基準にした一定穣奪格で無憂売され，ねばならな

いというのではなく，溝費者の購買しうる需要懸

協にあわせて生産鞠を僕給する姿勢摂特に重要と

なる。懸椿政策の携を挙げると，上代徳格の設定と

経連させて下代懸格を定める方法，商贔の矯途，

騒的導こ簿じた匿黎凄が求1められる等解ある．前者は

贈答品に3千R，5千霧，i万翼とランクをつけ

て僕給するや蓼方であ蓼，後者はギフト罵晶なの

か，黎罵贔のバラ売磐なのかといった獲勝漢必要

な場合である．最近では，デパートの食料品売場

等で小鷺包装化潜みられる。これはプライス・ラ

イン麟変化したからである．綴えば，瀬薄肉海産

の主導な黙ち警めんじゃこ躍をiキ資グラムで2

千湾のものぷ以前はよく売れていたが，今ではさ

っぱ蓼売れない．そこで25§グラムで5巷馨欝にする

とよく売れたという。また，今鱒焼を畦纏で3鱒

隣のものよ諺は，i鰯雛霧のものを4包み覆う客

麟培えているという．つま馨，大きいものは小さ

く分けて売る方溝よく売れるのである．このよう

なプライス・ラインの変化に涯鬱すること溺重要

になってくる。

　これ，らの綏撫蕃必然的に，よく売れる魑ごろに

は，多くの商品ぷ議場に殺到することになる。生

産勧の懸穰が縫会的妥当姓をもって極る達ため

には．次の条件のいずれかを充足していなけ細ぱ

ならない．．＠ブランド名，⑤贔揃いサービス．◎

機龍牲．④デザインである。一⑤⑤については特に

違べる必要はない．◎についてみると，今馨生産

されている商品はますます多嶽化しており，罵途，

利便姓，機能上の変化を蔑1えること蕃大饗である。

人々の懸纏観が変化し，生活様式も秘洋折衷化す

るにつれ，，最選1の生活嶽式紅あったもの．生活ス

タイノシや生活空間からみて転籍な・もの毒§要求され，

ている。代替品や類鯵品炉現れる中で，畏娚にわ

たって一つの藤品ぶ高い簸格を維持することは難

しいぶ，濡途・機能癒での改善ぶ鏡争の麟羅によ

る無籍形成力を持ち織るのである。④の開題は，

最近のふるさと産贔において最も重要筏されてい

たものの一つであった。講じ原料，講じ．生産工程

から生産された製品であっても，もしデザインが

悪けれ，ば，その繭晶儀縮は著しく低下する。した

力量って，　商品の包i装や荷造彗，　ネーミングやスト

ー夢盤，話題姓には特に工夫されているといえ

る。このように，機髭面，デザイン面，さらに

線わい，晶質，安全姓，新鱒といった懸姓を主

張し得る材料を持つことによって，優れた製品と

して妥当な緬絡で販売できれば，産地にとって最

も望ましいことである。また．傭途謹，ξ手箱き塞．
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　「オ夢ジナル商品珪，ダグッドアイデア商品蛋とい

った商品の彗寺微溺消費者垂こわかるようなPR方法

も必要である。趨性を重擬する溝費者によって差

騎化され、た繭鵡需要に対応して，産地もまた商品

懸擦を差劉化していくこと解必要であろう。

麟　藤島の贔質，馬途，デザイン

　ふるさと産品の品質嚢は，4～5年膏霧に銘べて，

機能，素材，縫合わせ，簾工，蕎造蓼等すべて吟

蘇されてお静，また色彩，形状，絵構等のデザイ

ン懸でも著しい進歩がみられる。特に贔質藏にお

いては影軟と素馨，継合わせ，駿付けが超然に溶

け合うように工夫されている。さらに難事が丁寧

であるという一霞の評懸を受けるものも登場した。

しかし．デザインの独察姓，オ夢ジナル商品の醗

発や駿餐けの塩分・繕分等の調整については，議

場動講に立ち遅れているといってよい。特に，

　①溝費巻の立場に立って考え披かれた機能性と

大周の心を豊かにする感性との続合潜求められて

》・るのに，生産者は製品さえ作ればひと鯵でに売

翻ると考えているようであ吟，必ずしも溝費者の

需要動露を藍確にr掘握していないこと．

　③ふるさと産品の生産の基本は塊元の優れ、た資

源を趨柔し，溝費者のニーズに沿うよう現代愚に

聾鞍かえること，さらに聡姦滅行している色彩お

よびデザイン，昧，地充披講や独衰の穂法を飛い

た再撫工によ雛，品覆を高めることにあるが，購

買者の大辛を霞めている雛人緩にもっと欝を溝け

るべきである。婦人廣を年齢で3匿劃し（鎗歳末

満，鎗歳代，船蔵以上〉，ターゲットをしぼった生

産を心がけ，各々の麹みおよび購買心理を瑳解し

て生産すること。

　③住宅様式，食生活，溝費者の懸値親等の変化

に繋癒して，＠機龍姓，⑤形．◎殊付け，⑥デザ

インが醗究されねばならない1まずなのに，十分考

慮されていない。例えば農産物撫工品にしても家

庭婿と営業驚とでは，形，デザイン，色彩におけ

る権違解鑛著であるはずだ溝，全く運解されてい

ない．また茜洋化，金運化審進む生活様式紅薄癒

した商最が生産されていない．狭い住宅に大型溝

費樗を売吟込もうとしている．多馨的で硬舞な商

品の需要溺あるのに生産しない。核家族化して少

人数となっているのに，大きな鋳詰・びん詰が縫

供されている。不溌で実罵的な商品がよく売轟て

いるのに無醸藩である等々。

　⑳どの麺域も，瞬じような種類の生産をしてお

箏，獲麟牲や輯新さに欠けている。溝費者鱒今鐸

求めているのは，極格の安い実罵的なものだけで

はなく，一線変わったもの．便麟なもの，本彗≦に

おいしいもの，安全なもの，または燧牲のある趣

陳性の高い商品である．ただ素論であるとか，ふ

るさとの礫，手作鯵という理撫だけでは，ふるさ

と産品は売れるものではない。

麟　椿鞍鞍集

　地方の産品の生産者は商人のように全藩の竃場

に鐵かけていく機会が少なく，溝費他薦場との接

懸もあまり特定ないため，その交流も多くない．

そのため，どのような商品を生産すればよいかの

知1識が乏しく，また商品企薩上必要な藩鞍を十分

に得られない。そこで生産者は，広い販売網を持

つこと，需要動撫や溝費者のし嬉，流行の予灘に

ついて豊富な欝報を得ることおよび高熱企錘に薄

する捲導や捲鞍提供を受ける場をもつことが要求

されてくる．このような構鞍伝達の立ち遅れ，不

歪確な伝達は新しい精鞍に基づく新製品開発意欲

を麟ぐことになるだろう。すなわち新製品ぶ生産

されても，それ麟どれほど積極的意欲をもって販

売されたか，溝費者のニーズを導き鐵せるだけの

量譲の喚起麟あったか等の手ごたえを藍確に捲握

しなけ為ば，生産巻は次の商轟に薄して溝費者の

無筋基準を反駿できない。果たして産地嫁，幕湯

構報を溝費地から入手する等の精力的な施策をふ

まえた，ふるさと産贔の宣伝を心がけていただろ

うか。そしてまたこの椿報に基づく優れた商贔を

生産する積極性が産地にあっただろうか，ぶ潤わ

為てくる。

　これと瞬時に，産地潜構鞍を提撰するのだとい

う地域の主体盤も重要である。もし，構i霰は消費

地にのみ依存するものだという立場に立つならば，

デパートや都南小売藩から鐸新しい商品を買って

きて，それと類継したもσ〉を生産することも可能

であろう。そうなると産地には模造・模倣の気醗

が支醒し，商品の種麹姓麟失われてしまう。ふる
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るさと産暴の展示会などには積極的に灘かけ，注

意して商品を観察するとヒントも多い。そこで，

生産者は各種の展示会，ふるさと産品展を瞬絶し，

積極的な売穆込みを行なって難難産贔の主体的な

籔売拡大を推進すべきである。そのためには，溺

愛者を啓蒙し，地方商品の良さを認識できるような

宣伝や精鞍の縫洪を，難蟻が主体的に行なう必要

がある．

　以上を留意して精報駿集方法をあげると欧のよ

うになる。

　①溝費地との交流，欝報は還講誌新懸．テレ

ビ，業界資料，定離講行勃．書籍等を通じて得ら

れ，るが，簸も実践的意欲を瞬き起こさせる構鞍の

収集は，纏よむも瀧費地との交流を密にすること

である。生々しい駿溌との接触は，新たな発案や

発見の機会を生み懲し，新製最雛発への縫心を繭

激するからである．俸びる企業と紳ぴない企業と

の差は，溝費簸の動きを的確紅掘撮し，それ・に麟

癒することぶできるかどうか華こよる．簡舞舞こいう

と勉強熱’1ンということにある。

　②幾存の地堤産鐡やみやげ晶，特産贔の羅究．馨

本には，哲工．麟繍，漆工．織染，木工．金工，紙，

玉ガラス等の優れ，た伝統工芸潜存在する．これ、ら

の工芸品は高徳な美徳工芸奉に叡録され公舞され

ている．これ起掲載されている俘藻から，製作者

の立場に立って機龍牲や芸籍的感覚を羅究し，応

罵することが可籠である。

　③ふるさと産品の形・デザイン等を生活様式に

辮癒して変えていくこと．住宅，家具什器，室内

装簸．蕪覇，騒装，家庭罵品，各種雑貨と縫達し

たデザイン蟹究鱒大饗であろう。

　⑧購賢者の申でもニューファミ夢一を含めた女

性の麹みを砺究すること．デザインの改善，オ夢

ジナノレ商品の麗発が重裡されるのは，特に戦後生

まれの消費者の警が羅えてきたからである．藪新

なデザイン，独鶏姓，縫性が必要となるもの，こ

為らの年齢鰹藻商品購買の主な顧客となってきた

からである。この綴の商品に録する感覚は機籠的，

合理的であると瞬時に，鰻牲を重観し，多様化し

たデザインや愈彩を舞む。商贔の購買にあたって

は，必ずしも簸擦が重役されるわけではない．こ

のような新たな購買縷の懸纏観，購買心理，趣殊

・し聾：，行動療式等を調査し藩究する必要瀞ある。

また，一連のンジャー産業も，戦後盛代を控握す

ることによって成長した擁を踏まえて，農麟村で

今後観光事業にカを入れる鰭賊は，施設やイベン

トについて，ターゲットをし譲った企瞬をすべき

であろう．

　⑤産業構造の変化に蝿応ずること．今後，産業

構造が大きく変化し，その結果として財貨の提僕

のみならず，知識欲，健康，満廷度，娯楽，磐奇

心等の条件を構報iに簾線する必要麟あるだろう。

勃・財貨の生産や販売の灘面にこのような諸条件

をプラスしていけるかどうかが産業おこし運動の

成長を左右すると悪、われる。

尋　構報と交遜の発達を生かす

曾　矯報や交通の発達は新しい露場を麟造する

　韓　産業おこしには構馨の叡集と提僕解重要で

　　ある

　産業おこしは大変懸難な事業である。蟹や梁の

補跡金によって遵露をつくった穆，建鞠をたてる

のとは異なって，事業経営という鷺題をもってい

るからである．すなわち，①薮売毒場および構報

嬉策．③披講または技法の確保，③人韓の畜成，

④経営能力の海上，⑤産地内部にお妙る合意形成

⑥資金蝿策，⑦療料の確保，⑧業界，行政，各獲

体の調整と連携が難題となる．蔑存の地場産業

のように，こ轟らの談条紳のいくつか解存在す

るのではなく，産業おこしの場合にはこれ・らす

べての条件が一つずつ縷説されねばならない。つ

ま鯵，麗題は露難であるかどうかで雌なく，これ

らの諸条稗をいかにつく蓼あげてゆくかである。

そのためには，まず講度をつく馨，醸修，教畜を

実権し，ノウハウや妓籍を導入するという雰懸気

を育てねばならない．そこでは斎場，技術，経営，

情報のもつ愚昧嚇特に重複されるべきである。

　次に産地潜いかにしてこれらの藩鞭や技徳を手

に入れたかを知ることが重要である．饒存の産地

は，、飽産地や先進地を擁察し，凝究滋遣等の蝶々

な交漉をはかった吟，講麟を招いて学習の場を設

けて，地賊盤渓の考え方の水準を高め，住民の合
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意を得てきたのである・

　さらに，地織づく彗の玉〉Rと地域肉部の懸結の

ために．マスコミの影響力を活矯する方法を学ん

できた．地域おこし，産業おこしに着手するにあた

って，もし新懇，テレど，ラジオ，遷鷺誌等マスコ

ミ力量これらの諸懇題をと鯵あ豪ずな毒集ったなら尋ま，

産業おこしはこれ、縁ど短籍闘のうちに，全国的な

話題とならなかったであろう。この愚昧では，産

業おこし，地域おこし潜高農椿鞍化歓会の時代の

産勃として登場したことに濫欝せねばならない。

　（鐵　交遜の発達は人々の意識を変革する

　新幹線，高速遂蕗，航空の発達は，輸送時縫の

短縮，輸送経費の籔減，輸送籍露の拡大，輸送財

象の塔糠等の交通条件の経済的便益だけでなく，

人々の歓会藏および文化謡における意識の変化を

もたらした。交通条樽の変化によって，桂会的分

業の促進，産地立地条艀の変化，議場灘および生

活麟の鉱夫，縫会資本の充実等の縫合的経済的変

化と人々の交漉の活性建都健され，たと考えること

ができる。

　鍵来，地方における高遠交通体系の整備や拡充

は，大都市のそれとは性格を異にしていた。擁え

ぱ，大馨嬉（特に東海道新幹線や東名・名神轟速

道鋒〉の場合には，すでに経済的に大きな勢力を

もつ大馨霧と大都霧との閥を高遠交遜で絃合する

ことによって，経済的ポテンシャルをいっそう大

きくひき鐵そうとした．これに薄して，建方（東

麓新幹線・東麓嚢動車道）の場合には，むしろ国

家的大プ寡ジェクトとして基盤整備潜経済活動よ

吟先行して実施された。地方に強蒸な外的勅激を

隷えることにより，その地方が新しい環境に難応

ずる遍程で経済開発を進めようとした．この大綬

模プ澄ジェクトでは，高遠道露，高速鉄道，空港

の新設という大規模な産業基盤の充実を実旛する

ことによって工業化を推進し，商業活動を活発化

し，地域控疑に雇駕機会を与え，その藪得水準の

晦上をはかって入舞の流幾を難止するととも垂こ，

資本や披講や労騰力の鰭方分散を優して趨毒機能

の適歪翫置を実現することで，覆土の総合的，効

率的な利矯を議ざすことを主な政策課題としてい

た。

（i7？5〉

　このような交通体系の整備・撚莞は，蟹家的な

大綬模事業であるだけに，箆較的ゆるやかに発展

していた地方の翻寮や農出村に与える影響は大き

く，二つの経済的馨…驚をもった。維罵の一つは，

交遜体系撰大穰構に集中している巨大資本の外延

的，内包的な勢力を拡大する手段となったことで

ある。もともと交通の発達は，交通資本の蓄積と

その地域の経済発展の諸条件によって焼定され，

資本主義社会の古典的な発展をみても，産業革命

が交通革命よむ先行している。ところ麟，急難な

技衛進歩，驚異的な生産力の塔大．飛躍的な商贔

量の塔趨，一生産部濁から純の生産額闘への資本

長び労働者の移動，新たに設けられた旛場，欝熱

的な若い経営者の活動等々，これらの諸条件を痒

う大工業生産簾式が発達してくると，こ為に適合

した交通手段の体系が綴織化される．そこで，交

通資本は製造業や藤入あるいは金融楼閣の内部か

ら歓会的に分割されて，露立するようになる。鍵

って，地方における高速交通体系の新設，拡売は

難禿資本の蓄積や産業資本の一定の発展にもと

づく要請によるものではなく，それとは舞舞に麟家

的な大規模プ露ジェクトによって推進されたのであ

る．このような交通の整備によって，大都南に集

中している大企業の地方進鐵が再龍になった。

　そしてもう一つの作矯とは，地域内の産業とは

懸盤に交通棒系が蟹家的事業によって強力に推進

された結果として，地域内部の産業革命撚進展し

たことである。交通の発達が，一方で商品の流

通時匿1を短縮し，さらをこ人および商品．鋳報の

交通を優し，また地方で毒場を拡大し，人およ

び商品漉遜の範雛と量を拡張したからである。こ

のような外的製激によって，内部の産業は覚醒し，

新たな展醐をく蓼ひろげること摂可1籠になった．

　この交通体系の整備と溝費の多諸種少量化一多

様化，懸盤化一を背景として，トラック輸送，と

鯵わけ宅醗硬鱗発達し，それによって遍疎地蟻の

産品の簸発布場鱒急速に雛かれた．露勧華交通のも

つ高恥機動鑑こそ，多贔種少量の商品を短時鶴に

かつ広籍醗に輸送するのに最も適した交通手段と

いえる。つま撃，大量的・定甥的・集懸的に，あ

る楚域から縫地域へ商品や人々を移動させる鉄道

一欝一
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交通と異な穆，察動車交通は不定蠣に，少量の商

品を髄琴ll的に移動させるからである。

　これまで，遍鎌地織では交通条件が立ち遅れ，

簸売毒揚から遠いために，…般に糠工披講撰定養

しなかった淋，宅灘優という有力な機動性の高い

交通手段の登場によって，農出替地籔の商姦を選

探して産地から小売業や溝費者に直接販売できる

ようになった。また，交通手段の発達垂こよって，

地方に埋もれていた産贔麟新たに濫馨されるだけ

でなく．愚密の弊害に簸む都南住民の欝要に応え

て．中央の構鞍や知識を導入した産品づく警，文

化・イベントおこし，まちづく雛も百態になった．

以上のように交通の変化は様々な交流，帯場鉱夫

の驚饒盤をもたらし，この変化とともに購ナてい

く議場のもとに・産業おこし潜着実に進んできた・

このような動講を敏感にとらえ，有利な条件を生

かすために行動してきた人々がこれ，らの運動を推

進したのである．

⇔　ふるさと宅醗硬の活穏

　ふるさと宅配優とは，会員を募馨，会費を納め

た会員に薄して年に数懸，地元産贔を送る網嚢で

ある、これによって，地元の霞晶が消費者の手に

入って喜んでもらえると嗣時に，産地も溝費者ニ

ーズを掘握できるというメ夢ット麟ある。

　大分察の一村一品運動鍮，雛域あげての特産贔

づく馨，人づく撃，地織づく蓼として発展し，農

由材の蟻域振興策として全国的に歓遇された．産

業おこしは，単なるものづくむではなく，人耕の

吉成も含めた総合的な地域づく鯵であ吟，その一

環として，ふるさと宅醍便が登場した。都市溝費

者灘から多品種少量の新鰭で安全な薩品への二一一

ズぶ高ま警，流通業雰の小襲流通ルート（宅醍硬）

の開発が進んだ．これ、に繁して地域の総から，商

品纒発，簸酪絃大．難元産品のP衰，都濃との交

流，地籔の活縫という要請解高まった。そこで移

聾するr輔毒謹として農産勅や海産物，さらに畜

産物等を擾う宅酷優が急塔したのである。その数

は全蟹的にはかな蓼になるぶ，平成3年欝欝舞在

で．新潟察を含む東訛7祭で25§を趨えている。そ

の名称も，ギふるさと宅醗便達をはじめ，ヂふるさ

とクーポン硬ま，ギおふくろ便ま，紅裏ごころ便」，

rふるさと瞭の優り三，罫ふるさと襲撃のか1お吟達，

重藤覚のたよ鵜，面高療からのメッセージま，新お

らほの駿だよ弩」．匿まごころいなかっぺま，紅海の

幸お歳暮宅翫｛麹等，ふるさとを愁い鐵させるも

のである。宅醍｛蔓が紹撫58，59年以降喜こ急塔して

》、るの葦ま，宅藝嚢便の発達・マスコミの取材等高度

椿報化・高速交通時代の産秘として登場したとい

う背景もあるが，やは蓼農出替の綴からの交流の

期待が強かったことを慧験する。

　産業おこしに係わる宅醍硬特有の事鱗として，

　第一に，ふるさと宅醍硬の会員を獲得するため

に．野替の幾身考の協力を得た警，地元の学校の

卒業盤名簿を利離した離して．主に町餐と麗孫す

る人を鰐象に交漉の輪を広げる役割をもっている．

　第二に，農出村と都霧との交流は鋪妹都南握携，

癌鮭，スポーツ，文化交流，癖耕留学，イベント

や祭蓼への参趨等多隷である藻．宅翫優はその交

流事業の一環として雛置づけられている。もとも

とは農農繍穿で一崔濤蓉華こなったと》・う人からの懸巽ナも

のに帰するお遍しとして，地元でとれた野菜や果

勅を送ったところ，大変嬉評であ滲，これをきっ

かけとして宅醗硬鱗発達したといわれている．

　第三に，マス葺ミを通じた，あるいは郵便局の

窓臼を通じた地域特産勃の宅醗硬が挙げら趨る。

これ、は交通と》・うよ鯵も新しい産直，流遜形態に

属するものである。

　第露に，宅配便を通じた交流には様々な工夫解

凝らされている点である。醒季の産品のみならず，

繭品以外に鱒や材の広報農協だよ蓼，ふれあい

通馨，蔑宿の案内，耕運方法やミ土嬉穀，民謡集

等摂送ちれている。さらにイベント紹介，温泉科

絹麟引券，スキー夢フト割撰券だけでなく，醒季

新々の嵐欝を感じさせる草花や紅葉，ススキ，稲

穂，麦の穂，どんぐ警，銀杏の葉が農産勅とあわ

せて送られている．

　このように，ふるさと宅羅便ぶ増えてきたこと

で，①農蜜柑と都毒との交流ぶ多様乾したこと，

②全国的に産業おこし運動が発展し．特産勃のP

R，賑鶏拡大，イメージアップを醒ること，③町

村愚身者との交流を重視し，権互の交流摂広誤る

こと，またふるさとを離れて都会で生活している
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人たちに難発の新癬な野菜を送ることによって交

流摂深まること等の反響があった。

　こうして，産地が宅醐硬に取懇んでいく中で，

役場，農協，商工会，プβジェタト委員等の協力

捧凝ができ，それによ蓼飽のイベントの協力体鰯

を確立していけるようになるのである、

5　企再力を高め，5》殺する

　産業おこしにおいて成功している鐘域を調査す

ると，全てマスコミの取舞のおかげで成功してい

る．マスコミの取蓼あげなかったもので，成功し

ているものは少ない。いかにマスコミの影響が大

きいかがわかる。産業おこし趨体の登場も高度椿

鞍化歓会の産物である。また人々の縫葺ミ，人々

とのつなが蓼で成長している産業おこしは，イベ

ントである。お祭蓼やイベントは参撫した人たち

が楽しみながら露盤をもち，気合いを入轟ること

が大切である．まずみんなが参撫し．地域の雰露

気を変化させていくには，イベントやお祭吟の勃

果然大きい．

　ふるさとまつ蓼が全覆的に盛滲上がっている。

お祭参も多機である。全覆的に有名な東麓饗大祭，

京舞の葵まつ瞬，長鑛のおくんち，博多のどんた

く，有爵の鞠器市，札饒の雪まつ静等のように侮

十万入という集客力砂ある大規模なものもあ管，

麗毒の刃勃まつ蓼，各地の温泉まつ穆，垂温泉の

ニコニコ美称国，輪轟の輯毒，会津本郷のせと毒

など地域と密着したお祭診があ鯵，さらに商鷺街

オ童販売｛建進のために金聾璽した瞬ナ　地域建長…ヌ鄭轡主

的に企癒するまつ滲があるが，薪．しい工夫がなさ

れ，よく盛馨上ぶっている、

　普から嚢本人は祭事麟姓きだといわれている。

縫寺仏鷺のお祭り，夏祭鯵，釈祭吟が五穀豊穣を

摂顯し，またそれを感謝して行われ，商濤街もお

盆やお重層まえには感謝をこめてお祭蓼を企藪し

てきた。

　しかし，最近のお祭吟は，縫会経済的な変化に

よ箏，もう少し異なったいろいろな意味をもつよ

うになった。一つは纏域振興であむ，もう一つは

観光事業としてであ琴，雨音藻結びついている。

昭趣5愈年代に入っていっそう力麟入ってきたとい

ってよい。地域振興というのは，お祭警を通じて，

①地竣住疑のコミュニケーシ葺ン，広籠饗の人達

との交流を襲蓼，＠地域にうずもれていた歴史や

伝統を生かし，③地域内外に地域イメージを高め，

畠鰻のできる地域づく移をめざし，④地域の控蔑

の馨主性，露立性を鳶てようというのである。兼

業化や核家族化が進んで地域内の人々の交流の場

が少なくなっている．地域には，いろいろの方藩で

活躍し，すぐ轟た披講をもっている人が少なくな

い。交流によって，住鶏の啓蒙活動ぶ進み，地域

の箸立牲が確立されてくる。雪まつ鞍というのは，

いやな雪を逆手にとったすばらしいお祭滲である

し，権馬聾馬追いや須賀鱗のたいまつあかしなど

は灘塗を生かしたお祭警であって，地蟻の懸盤，

地域の独§性を確立する一つの運動でもある．

　もう一つの観光振興というのは，温泉，史跡，

神祇，景観にめぐまれだ熱灘，東都，羅光，鎌倉，

箱掻，松島といったものとは異なって，地域づく

吟と縫達して登場したものである．ワインと牛肉

で売滲鐵した池欝1町のワイン祭吟ナ葦：津温泉の覆

籐音楽祭，舞賀町のフェスティバル等は，地域の

産業振興，特産贔の紹介，広範懸の波及勃果に工

夫潜こらされ，ている。

　お祭吟の取箸緩みの中で孜のことを学んできた。

①地織を撫穆下げてみる，②飽のものと襲係させ

てみる．③形にあらわしてみる，④運動としてみ

る，⑤広い視野からみるということである．

　さらに，お祭には酸支愚定だけではなく，①纏

織がど轟だけつくられ，どのように強まったか，

②鑓域の雰鬱気ぷどのように変化したか，③どの

ような人とのつなが静騨でき，楽しくやる気のあ

る人がどれだけ育ったか，④地域解どのように変

わ蓼，変えるべきかを考えるようになった，とい

うことである。

　地域のおまつりを全国精報にのせる仕かけをお

こなうと，観光面のみならず，雛域のイメージの

講上等において大きな勤集解ある．

第4章　産業おこしと網織

産業おこしは地織づくり運動であるから，綴織，
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麟獲麟必要である。特に縫織づく警においては夢

一ダー．裏方1，全癒力のある人．行動力のある人

たちの三種類の人材が必要である。難蟻づく磐は

魑大綬人の努力は大儒である麟，全体の合意と行

嚢ぷ最も大饗である。

葉　やる気のある仲闘づく鱗

　警分たち摂住んでいるまちやむらを良くしてい

くためには，結愚，そこに窪んでいる人鱒しっか

移した馨標を定め，羅綾をつく瞬，行動していく

以外には方法はない．遜錬鶏題の解狭には道驚を

良くし，施設をつくるだけでは不十分である。地

場産業をはOめ，新しい産業をおこし，地蟻嚢体を

楽しく，夢のあるもσ〉につく鯵かえ．都南にはな

い魅力ある地域づく警を推進すること潜重要であ

る。ここは，遍錬だ，金嚇ない，人ぶいない，簿

もない，と瞬んで雛ても問題億解決するものでは

ない．問題は新しく登場した条件を生かせばよい

のである．たとえば，消費者のニーズも，低農薬，

有機栽培の野菜を食べたい，手造吟のものを買い

たい，生産者の顔のみえる商品を買いたい，健豪

によい産品を手に入れたいというぐあいにどんど

ん変化している．また，高速交通捧系の発達によ

って，遠鶴地斎場へ商品を売ることができる．欝

鞍ネットワークによ撃，迅速に良質の濤晶を提供

することもできる。新しい妓籍を導入すれば，こ

れ、まで生産できなかった商品を生産することがで

きる。すぐれた施設麟たくさんできたので，夏の

合蜜として都毒から学生を呼ぶことも可能である。

温家地の徳設が大変慶くなったので．観髭客溺培

えてお鯵，適響なものをつくれ，ば，土産品もかな

吟売れている。

　このような新しい動きに着験して，蓮勧をおこ

していくと．すぐれた産品を生産することもでき

るし，そういう運動を通じ・て，人も畜ってくる。

まちやむらの雰麗気や麟度をどんどん変えていく

こと怒できる．地域づく瞬こは，チャンス（磁餓ce〉，

チャレンジ（c絵雛e曙e〉，チェンジ（c麺盤蓼e〉とい

う三つの磁が必要である。チャンスをうまくつ

かみ，擁敬し，変革するということである。そこ

で，金も人も資源もないという　罫なげき垂をやめ

て，生かせるものは締でも活穏しょうという人た

ちがいるものである。

　一・五次産業づく警にせよ，特藍品づく瞬にせ

よ，イベントやお祭瞬こせよ，新しい行事づく鯵

にせよ，みんな麟集ま吟．楽しい雰霜気をつく箏，

客を集め，販売事業を推進し，それぞれの往蔑パワ

ーを発揮し，結集していけば，人も畜ってくる、

地域づく警の基本は人づく参である。たしかに入

舞は減った解，活発な人材は育ったといわれる地

域斜塔えている．住民の考え方を豊かにし，みん

ながカを合わせて行動し，よいまちをつくってい

くのだという雰欝気と体鯛づく穆ぶ大鱒だと思う、

　そこでまずやる気のある仲溺を集め，緯織，と

くに運動の核をつくること鱒大饗である。最祷は

数人で嬉めたもの撰だんだんと輸を広げ，大きな

産地や立灘な企業として育ってくる。

2　羅存4〉綴織をうまく生かす

　地域には，農協，漁協，繭工会，行政などのし

っか参した緯織がある。この慶祥の紛織をうまく

生かして，協力休講をとるようにすれば，大きな

力を発揮すること麟できる。

　まず緯織癩互の露で跳域の課題についてよく縮

談し，地域づく雛の基本的なビジョンを繹成し，

それぞれの立場をはっき彗させたうえで，協力捧

麟をつく瞬，具韓的な推進体麟を確立することが

最も大観1である。

　緯織としては，二つに分けてみる必要ぶある。

全捧のことを穏談し，決定していく協議会経線が

まず必要である。つぎに，協議会とは雛に，若者，

行動諏の人たちを中心とした企画委員会，実行委

員会を懇織し，その人たちに権銀を与え，中心的

活動を任せることが重要である．本箋は企蚕委員

会，実行委員会だけで行動をおこしていけばよい

のである解，それだけでは運動の幡は狭いし，長

老の人たちへの影響力も欠けてしまう。報談し，

讐臨を簿ぐために，協議会を設置すれば，若い人

と長老の人との連携麟できる．その場合，協議会で

は，あまり詳羅なことに立ち入らないで，いわば

セレモニー的な会議，支援を取箸付ける会議でよ

い。そうす為ば若い人たちの申に窪主的な活動が
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糞っていく。そして人材潜育ち，仲間も培えてく

る．

　組織づく鱗こおいて重要な位置にあるのは行政

である。地蟻づく蓼，産業おこしに麗保する緯織

としては，農協（漁協〉，商工会，行致の三つをあ

げることができる。入舞も嬉馨も経験もこの三つ

の経織には揃っている。地域の運動をとむまとめ，

問題を提起し，各綴織の闘の連携を纒っていくう

えでは，行政蕃最も適饗であろう。

　いわゆる過疎といわれる地域を訪れると，蕎政

綴溺産業おこしにあま吟にも介入しすぎて獲ると

いう撰1凝ではなくて．行政オ＆韓もやってくれない

という声が大きいと》・うことは梅を意味するのか．

産業おこしのきっかけと綴織とを行致灘から講題

縫超してほし》、。わ轟われも穂らかの行動をおこ

したいということなのである、緯織づく警におい

て行政の立場と役畜が大きくなっている．行政の

ほかには中心となって活躍できる人擦少ないから

である。

3　新しい綴織をつくる

　事業の内容や発展靉靆の状涜によっては，産業

おこしを推進するうえでの新しい緯織をつくる必

要が生まれ、る。とくに生産勃を販売するとか，市

場撚大のばあいは．特にそうしたことが多い．

　綴織については，曇的や状混に応じて柔軟に考

えていくことぶ重要である．

　議場に養鰻というのは，縫揚産業や一・五次産

業の縫題だけではない，農業至）それ麿体もそうで

ある．茨城察太子驚では，li農業の若手後継者を

継織すること，②寒分たちで栽培した野菜に露分

たちで懸纏を付けること，（帥年潤を遇して野菜栽

培をすること，（嚇斎場のニーズを掘撰すること等

を嚢的としてゼだいご瞭らんどまを纏織し，農協

の簸売施設の一鶴を借撃て，常設篠舗を設置して

いる。会員数再会名，毎朝，訴霞的に野菜，果物，

特産物を持込み，精力的な販売活動を行ない，一

定の成果をあげている。「だいご駿らんど誰の設立

によって，若手農業後継者が根互に経験，籍報交

換ぶできるようになったこと，購修活動，講演会

が活1発に行われるようになったこと，さら畢こ甫場

の動き麟直接，正確畢こ掘握されること，露分で栽

培したものを露分で売苔たい懸擦で売れる喜びを

味わっていること等溺よかったことだといわれて

いる。意欲的な農業が芽生えつつある。

　この罫だいご昧らんど3の場合には，蟹i存の農

鰯という纏織とは簿彗に生産農家自らぶ農産勅を持

ちよ鯵，自分たちで懸格をつけて販売し，露場の

ニーズを直接に捲握しょうとした。この新しい纏

織によって農業め活力，農業後継者のやる気がお

こっているのである。

　経紀もライベント継織ッ鰹絨づく善塾・黄熱覆づ

く蓼なども独姦の馨的に慈じた独露の綴織である．

幾存緯織をうまく整える場合には．そ轟を活稽す

ることを基本とし，馨釣上そぐわな恥場合には猿

馨の緯織をつくることがベターであろう。

　農出漁材の懇題は，そこに住んでいる人が共通

の韓檬を定め，行動をおこし，解淡していく以外

にはない。そのためには羅標と手段のほかに組織

をつく警．合意形成を行いつつ，蕎動をおこして

いくこと鱒重要であるゆ

i）よつば敦業は，耗饒毒に本縫をおき，縫業員7鰺

人，年鷺販売額笈，曇§｛臆簿（謄§2年）の隼貌，敦製

贔，その纏食畏み製造と販売を蒼う会縫であるが，

瞬論以薬，天姿塞メーカーに等親を買い曝かれて

きた経験からf農擾灘身による隼貌・褻製品の；織

工販売≦を羅趣｝として，十勝管窮8農縷の資奉に

　よ静，鯵5§年詑海道協癖敦業として奉縫を帯広に

麗き，設立したものである．錘難麗垂こ工場の鉱夫

を緩む，新鋭機械を導入し，合遅免に努め，さら

に，製品をバター，脱臆集乳，チーズ，ヨーグル

　ト，プ葺ン，アイスク夢一ムヘと多鶴建を醗つた。

堤窪範式な纏織力と勢力をもって熱る。

　また，詑海道土建麓町農業協疑縫合は，十勝競藻

に盤鬱する純農村地帯で，生産・撫工．流通機籠

を盤かし，糞力な麹籔産業を形成むている。緯会

員戸数§29戸，農産勃簸売額2艇臆携のほか食贔擁

王蟲売上嘉2§｛｝癒霧の農鶉主導璽地場産業である。

　土嚢町で生産される鷺れル・薯は．戦前までは，

町内にあった野営砂でん紛工場1こ漂料として売ら

れていたぶ，工場綴では買い手独善の強さで，豊

伜の時などはひどい買い瞬き解行われ，ていた。農

餐膿弊は懸酪の決定権を全くもたなかった．

　そこで盤産者解でん紛工場をもつ以外にはない
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と考え，昭融然年，売瞬こ趨されていた工場を農

業会ぷ買い取静，繰業を騰嬉した。その繕果，大き

な無益を鑓し．懸れ涛、薯の購入懸1轄を携きあげる

ことによって利蓋を還発した。そのため農家は地

の厩営工場に罵れい薯を売らなくな瞥．異鴬工場

は舞産し，それらを農編ぶ買い取って農協の傘下

におさめた。製贔としては．でん窒舞の生産毒）ら，

潔テトチップス，フレンチフライ．スイートコー

ン，ポテトコPッケ，食肉嬉運箆設と多様髭と近

代鞄を翼轡つつ成長をとげた．

　この二つの事韓は．生産者嚢ら欝欝結し経織力

でもって．浸擬資牽の買い畷きを癖絶し，発展し

てきた摸籠的な事鯛である．（詫海道翻発庁匿詑海

道レポード9鱒i簸ページ，　郵麓海道の特性を盈

かした産業の展欝鑓詑海道産業幾題醗究会，鰺鱗

年，灘～52ページ参購．

むすび

　農虚漁村においては，地域をささえていた主要

な産業の衰退と若年屡の統監難こよ鯵，地域の経済

基盤と経済活動を鎧う主体（労働力〉の溝方が弱

体化している．一定の産業をおこすにも，事業を

営むにも，商業や観光業にせよ，一定の資本の蓄

積ぶ必要である．農出漁耕における事業経営は，

飽に強力な競争糖手がいないために，一方では高

い舞溝率を約束する嚇，縫方では，交通斜不便で

あ蓼．市場潜狭いため，一定の危験をはらんでい

る、そこで地域の開発には．公共的な基盤整備に

よる資本（財政資金〉の導入をはかるか，外部資

本の進懲に幾侍するか，いず為かが必要であった．

地域においては，資本投下による婆スクをさけて，

公共部懇の支鐵によ蓼．建勅，機械，周辺整騰を

行いつつ，運営は民闘または疑聡的経営を行う，

いわ聯る第三セクターの経営による事業化ぶ拡大

しつつある。財政をこよる資本蓄積の補完は，擘く

から民鶴企業の経営としては園難であるが，縫会

的に必要な産業部霧の畜成のため方策として採罵

されてきたが（鰍えぱ，八繕製鉄），経済基盤のよ

わい地域の発展の政策として現役欝評懸された。

　また，入舞華減少し，全体の携得承準がそれ’ほ

ど露上せず，さらに，外譲こ溝費購買力潜流鐵す

ると，地域襲業も投資を擁饑し，神域薦業の魅力

が抵下し，ますます溝費購買力ぶ漉鐵し，活力斜

なくなるというケースが多い．その繋策として外

部資本（量簸籍，コンビニエンスストア）の誘致，

または進鐵を認め，住民の利便姓の海上を麟ると

いう講翼潜みられる。しかしこのような方策によ

り，騰存の蕎業の発農と講堂させていくことは大

変むずかしい。たしかに都市の再聡発事業は露難

であるが，時代の変化に耕癒すべく，複合的な効

果の潮待できる方策麟検討されるべきであろう．

たとえば．今舞，中出溺地農業の振興のための重

点的な施策解採矯されている解，農産勃およびそ

の簾工品の簸売落を，農家の藏や奮い建造勃を慈

唐街の聖地に移して設置するというように．地域

の農業の振興と繭業の発展とを結びつけていくよ

うな方策がと翻ないのであろうか．簸裁の商人が

地元農産勃や1膿工品を精力的1こ販売し，至》Rする

と購時に，農家の人鱒もっと簸域藏業の発展につ

な撚るような買勅撰できないものであろうか。

　経済が発展していく地竣においては，馨隅銘し，

縫会的分業を行い，量産・量販の遂が蕉譲である

が，経済活動麟停濾している地駿にお魅ては，複

合化し，統合的な旛策が必要である．商業も専稗

店よ蓉も複合濤化し，農業も専業よ穆も兼業畳二し，

農業や商業も麗々ではなく，協力しあって，再生

産を考えていく必要がある．そのためには，地域

の良さや農業や商業のすぐ轟ている薦を評慰し，

鯵ばしていくという梶点が重要である．

　地域の産業の衰退と若年屡の流鐡によ馨高齢化

がすすむと，考え方や行動もだんだん消極的とな

吟，遍辣も経済癒から精神灘へと拡大する。それ

を打破するために難敵は，遊驚，建物など縫会資

本の整備を通じて簸域の活性化を緩ろうとするが，

いま一つ重要な、嶽は精神的な縫会費奉の充実であ

る。そのためには，地壕の現釈を分析し，課題を

明確にすると隅時に，跳域のすぐれた藤を発展さ

せ，よき条件を活“矯すべく体灘をつく参，建民の

意欲と行動をひきおこさねばならない。行動をお

こすには，地域には夢解，人には馨標摂，企業に

は稀潤ぶ必要であ滲，そのための知恵と才覚を発

揮できるような工夫が必要だと考えるものである．
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