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酪農ジャーナル
「focus」・小冊子の刊行によせて
酪農学園大学同窓会校友会
会長

野村

武

昭和２
３年６月創刊の「酪農の学校」は、
「野幌高等酪農学校」通信教育生徒の副教材
として、酪農の基礎技術の普及に役割を担ってきました。その後、
「近代酪農」
「酪農ジ
ャーナル」と誌名変遷し、酪農畜産関係者および行政や一般読者に対する酪農情報誌と
して、酪農学園の建学の精神である「健土健民」を柱に、激動する内外の酪農情勢や多
様化する酪農生産技術、経営情報、事例紹介などを通して酪農家の経営と生活の安定・
向上を主眼に出版されてきました。
また近年においては酪農の国際化・情報化のテンポは著しく、それらに対応する誌面
づくりにより６
６年間の長きにわたりに「酪農学園大学と生産現場を結ぶ酪農雑誌」とし
て大きな役割を果たして今日に至っております。
私にとって「近代酪農」との出会いは強い印象があります。酪農学園大学獣医学科卒
１期生として千歳市農業共済組合家畜診療所の臨床獣医師として勤務していた時、北海
道千歳の酪農家の中に酪農学園の機農高、短大、短大２部、大学の出身者がおられた。
多くの方々が「近代酪農」を購読しており、掲載されている乳牛の飼養管理、疾病につ
いて酪農家からよく質問を受けた。新前のやぶ獣医師さんとして直ぐには答えられず母
校の教授に教えを乞うためによく大学に通い「また来たのか！」と冷かされたほろ苦い
想い出として残っております。
麻田理事長が２
０
０
８年１月から酪農ジャーナルの巻頭言「フォーカス」を執筆されてお
られます。その内容は北海道庁時代の農政部長・副知事の豊富な経験と卓越した知識力
を元に創立者・黒澤酉蔵翁の教えの「酪農学園の精神」をまさに時機を得た記事として
連載されております。
１回目の「有機農業」では、麻田理事長自ら提唱している有機農業の必要性を酪農学
園創立６
０周年記念にあたり復刻版として刊行された有機農業の意義・重要性を提唱して
いるＪ．Ｉ．ロデール氏の著書「黄金の土」を紹介している。その中で酪農学園設立の
理念である「三愛精神」
（神を愛し、人を愛し、土を愛する）
「健土健民」
（健土を作る
ことが先決でそこで健民が育つ）は黒澤酉蔵翁が酪農学園の建学の精神として実学教育
指導に専念された神髄であるとも紹介されております。
その後も連載の「健土健民」
「大学の使命」
「酪農学園の出番」において、黒澤酉蔵翁
は第二次世界大戦で敗戦した日本を新生させるのは「農業と共同」であると考え、人材
を育てるための大学の設置を目指し、今日の酪農学園があることを述べております。
三愛主義、健土健民、実学主義、循環農法を建学の精神とし、美しく広大なキャンパ
スを持つ酪農学園大学の果たすべき役割は極めて大きく、社会的な使命を果たす必要が
あると考えられます。
これらの貴重な教えを同窓会として酪農学園創立８
０周年記念のタイミングで小冊子と
して刊行し、多くの同窓生・酪農学園関係者にその教えを普及・啓発して「酪農ジャー
ナル」の益々の発展を期待するものであります。
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有

機

思いもよらず、学校法人酪農学園の理

農

業

なっている。

事長を務めることになった。北海道の副

有機農業は酪農学園設立の理念である

知事を任期半ばで辞任し、北海道空知管

「三愛精神」
（神を愛し、人を愛し、土

内長沼町で有機栽培でのベリー農園を営

を愛す）や「健土健民」
（健土を作るこ

んでいた中での就任要請を受けてのこと

とが先決でそこで健民が育つ）と相通じ

であるが、有機農業と酪農学園は深い縁

るものであり、その浅からぬ関係をあら

で結ばれており、私はその縁に引き寄せ

ためて思い起こさせられた。

られたように思っている。

食の乱れは切れる子供や生活習慣病を

酪農学園の前身である酪農義塾の時代

生み出しているといわれているが、化学

から学園に深くかかわり、
１
９
６
６
（昭和４
１）

物質への依存は不健康な農地をつくり、

年から２
５年間も理事長を務めた佐藤貢氏

その農地から生産される食料は心身共に

は、北海道有機農業研究会の学習会にも

不健康な人間を生み出すことであり、国

気軽に足を運んでくれた。その佐藤貢氏

土が化学物質に汚染され、やがて国民が

は「有機農業をするには勇気がいる」と

滅亡するということである。
「土を愛す」

得意のジョークを飛ばしていたといわれ

や「健土健民」を教育の下に据えた先見

ているが、１
９
５
９（昭和２
５）年に元日魯漁

性には頭が下がる。

業の顧問であったフランク．
Ｓ．
ブース氏

２
０
０
６（平成１
８）年２月、
「有 機 農 業 の

から「
『Pay Dirt』の著書を翻訳しては

推進に関する法律」が議員立法により全

どうか」と、当時の黒澤酉蔵学園長と佐

会一致で成立し、農林水産省も有機農業

藤貢氏に相談があった。その内容が誠に

の推進に力を入れ始めた。
『黄金の土』

立派で、農業に対する警告の書との感を

の出版から半世紀が経過した今日、有機

強くした両人は、酪農学園の通信教育出

農業の重要性が公にやっと認められたの

版部でこれを『黄金の土』の題名で出版

である。

したのである。

「健土健民」は、黒澤酉蔵氏が酪農学

この『黄金の土』は、日本有機農業研

園の建学の精神として実学教育指導に専

究会の設立にかかわった一楽照雄氏が、

念された神髄であるが、本年（２
０
０
８年）

翻訳の版権を佐藤貢氏の仲介でＪ．
Ｉ．
ロ

３月２
１日から２
３日には有機農業に関係す

デール氏から認めてもらい、日本有機農

る人たちが全国から多数集まり、
「農を

業研究会で企画が進められ、
『有機農法』

変えたい！全国運動」の大会が酪農学園

という題名で出版された。現在は、農山

大学を会場に開催される。大会の成功を

漁村文化協会（農文協）から版が重ねら

ぜひ、黒澤酉蔵氏や佐藤貢氏に報告した

れ、有機農業を営む者の必読の書とも

いものである。

４
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少

子

化

考

日本の人口のうち、７
５歳以上の割合が

また、地球資源の枯渇や地球温暖化の

１
０％になったという。今後も、少子高齢

防止問題が喫緊の課題になる中、未来に

化が進むことが予想されており、生産年

良好な地球環境を残すためには「経済成

齢人口といわれる１
６歳から６
５歳までの人

長や地球人口を抑制しなければならない

口が減っていくことから、日本の経済力

のではないか」とも思う。

に大きな影響が出てくると指摘されてい
る。
出生率が１．
５
７になった時には、将来、

そもそも人口は、狩猟採集の時代は、
自然から得られる食料の量によってコン
トロールされてきた。その時々において、

年金受給者を支えられなくなるとか、
８
０
０

（鳥獣や作物などを）多く採り過ぎると

年後には日本人がいなくなるということ

資源が枯渇し、その地域に住む人々は餓

で「１．
５
７ショック」といわれたが、最近

死せざるを得なくなるから、集団を率い

の出生率は、これよりもさらに低下して

るリーダーはその統率能力が常に試され

いる。

ていたと思われる。

少子化対策担当大臣が設けられ、国や

しかし、農耕の本格的な始まりととも

地方自治体が、財政が厳しい中で「少子

に、農業に励めば励むほど食料が多く手

化対策、少子化対策」といろいろな手を

に入り、その結果、人口が増える。人口

打っているが一向に改善しないのを見聞

が増えると、さらに一層農業に励まなけ

きしていると「都会に住む日本人は生物

ればならない―という悪循環のスパイラ

の直感として、子供の数を自然とコント

ルに人類は陥ったのである。

ロールしているのでは…」と感じること
がある。

食料自給ができないほどの多くの人口
を維持するためには、その国の希望どお

というのも、日本の食料自給率はカロ

りに諸外国から食料を輸入しなければな

リーベースで３
９％にまで低下してしまっ

らないのであるが、そのようなことはい

たが、地球人口の増加や地球温暖化の農

つでもできるはずがない。

業に対する影響、さらには食料のバイオ

日本が国際社会でそれなりの地位を占

エタノール利用などを考えると「これか

めようと思えば、それは他国に迷惑を掛

らの時代、食料を大幅に自給できない国

けないことである。そう考えると「若者

では、食料パニックがいつ起きても不思

が農村に移住し、農業を始めることが最

議ではない状況にある」と思うからであ

高の少子化対策」と思うのであるが、ど

る。

うだろうか。

酪農ジャーナル ２００
８．
２

５

食の安全・安心学
昨年相次いだ食品をめぐる偽装事件を

能力は低下してきた。都市化が進み、自

反映して、２
０
０
７年の世相を表す漢字は

ら野菜などを作ることもなくなり、外食

「偽」となった。残念ながら、食品の偽

や調理食品、半調理食品への依存が高

装や表示違反が後を絶たないのであるが、

まってきた。生産者と消費者の関係が希

「安いものを求める消費者も悪い」とい

薄となり、毎日食べている食べ物が、ど

う逮捕された社長の発言が、この問題の

のような所で、誰が、どのように作って

根の深さを象徴している。

いるのかを考えることができなくなって

事件を起こした人に罪の意識が希薄で

きたのである。

あるから、罰則を強化すれば事件が減る

特に酪農・畜産となると、生産の現場

というものではない。一昔前は、賞味期

に足を運んだことのある消費者はわずか

限が過ぎたものであっても平気で店頭に

であり、牛乳がどのように生産されてい

並んでいることがあり、期限が過ぎてい

るかなどについては、ほとんど知らない

ても、味見をして、もったいないと食べ

のが実情である。今や国民の多くが土に

ていたものである。

触れる機会が少なくなり、食べ物の生産

また、食品加工の技術開発・新製品開

現場との距離が大きくなってしまった。

発というと、合成保存料や着色料、調味

このようなことから、
「食育」の重要

料などを使って賞味期限を長くするとか、

性がいわれているのであるが、食べ物の

安い原料を使って見てくれのよい、おい

生産から流通、消費までの正しい知識を

しそうに見える食品を作るという時代が

広めるという面では、食育という言葉よ

長く続いた。利幅の少ない食品企業は、

りも「食農教育」
と言った方がよいと思っ

市場競争の中でそうせざるを得なかった

ている。

のである。

そんな折、今年４月から酪農学園大学

そんなことから「安いものを求める消

酪農学部食品流通学科で「食の安全・安

費者も悪い」という発言が出てくると思

心学」というべき寄附講座が、生活協同

うのであるが、ミネラルウオーターより

組合コープさっぽろの提供で行われるこ

も牛乳の方が安く売られている現状を見

とになった。学生ばかりでなく、一般の

ると、消費者教育の必要性を痛感する。

社会人も聴講できる公開講座として開講

消費者の意識が高くならないと、
「食」

されるのである。

をめぐる事件はなかなか無くならないと
思うからである。
戦後の食糧難の時代から飽食の時代に
なった今日、消費者の食べ物を見分ける

６

こうした取り組みを着実に積み重ねる
ことにより、
「食」をめぐる問題が少し
でも解決されていくことになれば、と願
うものである。

酪農ジャーナル ２００８．３

中国製冷凍ギョーザ
「食」は生命の源である。
「食料を自

ゴの穀物相場では小麦の先物取引が在庫

給できない国に未来はない」と考えてい

量の減少から史上最高値を記録した。そ

るので、中国製冷凍ギョーザによる中毒

して将来を考えると、穀物のバイオエタ

問題には大きな衝撃を受けた。私たちの

ノール利用、地球温暖化による水資源や

知らないところで、たくさんの食品が検

食料生産への影響、生物多様性の喪失問

査も受けずに輸入され、学校給食にまで

題など、日本の消費者が求める安全・安

使用されていたのである。カロリーベー

心の食料を他国に大きく依存することは

スで３
９％という食料自給率の低さの現実

不可能である。

を、あらためて思い知らされた。

また、今年７月には地球環境問題を主

しかし今、食料を生産する農業・農村

要テーマに北海道洞爺湖サミットが開催

の現場は、農家戸数が減少するとともに

されるが、食料の多くを他国に依存して

農業従事者の高齢化が進み、近い将来、

いる日本が国際社会で名誉ある地位を占

農業・農村は極めて危機的な状況にな

めたいと思えば、でき得る限り食料の自

り、食料自給率の向上は「掛け声倒れ」

給率を高め、フードマイレージを短縮す

になることは目に見えている。

ることである。

日本が貿易立国として高度経済成長を

秩序なき自由貿易は、地球環境を破壊

遂げる過程で、自由貿易の進展とともに

するばかりか、日本農業を壊滅させ、日

各国間の競争が過度に高まり、日本から

本国を衰退させることにほかならないか

の工業製品の輸出が拡大すればするほど、

らである。食料の国内自給をいかに高め

農畜産物輸入圧力が強まった。その結果、

るか、環境に負荷を与えない持続可能な

日本農業は大きな影響を受け、経営の厳

農業をどう確立するかが、国民が求める

しい農業は若者から敬遠され、今日の危

最重要課題である。

機的な食料自給率になったのである。

酪農学園を創設した黒澤酉蔵翁は「政

昨年は、日本の自動車メーカーが米国

治の果たす役割は、国の独立を守ること

のビッグスリーを追い越して自動車販売

と国民を飢えさせないこと」と言ってい

世界一になるかもと言われたが、わずか

るが、政治が、イラク特措法だ、ガソリ

の差でならなかった。今年は間違いなく

ン税だ、年金問題だと議論することもよ

世界一になると予想されているが、そう

いが、今こそ食糧安全保障についての国

なれば、それだけ日本農業が衰退してい

民的な論議が必要である。日本の農業を

くと考えるべきである。

どう発展させるかが、今の政治に求めら

もう既に飼料穀物価格は上がり、シカ
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れている最大の課題である。

７

健

土

健

民

酪農学園に勤めるようになり、自分の

根本的に化学肥料の過用と農薬の乱用を

味覚が変化していることに気が付いた。

根絶し、国土の清浄化、食糧の健全化を

北海道庁を退職してからの食生活は、

図らねばならぬと思う。それには法制的

時々、外食はするものの、基本的には自

に国土の汚染毒化を厳禁し、化学肥料と

宅で調理したものを食べていた。酪農学

農薬使用について厳重な規制をなすべき

園に勤務するようになったことで、昼食

であろう」というものである。

は外で取るようになり、大学生協の食堂

しかし、農業の生産現場において化学

で食べる時はまだよいのであるが、手軽

肥料や農薬などの化学物質の使用をいく

に売店からサンドイッチなどを購入して

ら規制しても、家庭内で調理して食べる

食べたりした時は、口の中にいつまでも

割合が低下し、食品添加物が多く使われ

食品添加物の味が残り、どうも気分が良

ている食品の割合が増加していること

くないのである。

は、化学物質を大量に食べていることで

この不快感は、中学生のころにジャガ
イモやビートの防除の手伝いをしてい

あり、これでは日本人の健康は守れない
のではないかと思う。

て、いつまでも感じられた感覚と同じも

医食同源とは「食物は生命であり、正

のであり、食品添加物の化学物質が原因

しい食生活をしていれば体の免疫力が強

だと直感した。

まり、病気にかかりにくい」ということ

菓子パンやサンドイッチ類の表示の欄

である。その点では、化学物質は免疫力

には、眼鏡を外してでないと読むことが

を低下させ、病気に対する抵抗力を低下

できないほどの小さな字でたくさんの添

させるといわれている。

加物名が記載されている。
「どうしてこ

「健土健民」では、化学物質の使用は

んなにも多くの添加物を使うのか」と疑

「農地を汚染し、それからの収穫物を毒

問に感じるほどである。

化し、国民の健康に影響を与える」とい

酪農学園を創立した黒澤酉蔵は「健土

うことを教えてくれている。

健民」を唱えたが、１
９
７
２年、８
８歳の時に

最近は、素性の分かった国産小麦粉を

書かれたコラムに『大地の汚染』
がある。

取り寄せて、妻にパンなどを焼いてもら

それは「化学肥料と農薬の過用によっ

うなど昼食に持参するようになったこと

て営む日本農業は、農業の鉄則を踏みに

で、昼食後の不快感から解放された。

じった邪道農法であるから、国土を汚染

自分の食生活の変化を契機に、あらた

毒化し、日本民族の生命の糧である食糧

めて黒澤酉蔵が唱えた「健土健民」の意

まで毒化するに至った。如何なる犠牲を

味を深く知ることができたのである。

払っても、重大なる覚悟と勇断をもって

８
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北海道洞爺湖サミット
温暖化など地球環境問題を主要テーマ

り、穀物をめぐるエネルギー利用と食用

にした「北海道洞爺湖サミット」の開催

利用との競合、発展途上国の経済発展に

が迫ってきた。地球温暖化がなぜ困るの

伴う食料需要の増加などが進むと、金さ

かを考えてみると、気候変動により人類

えあれば食料をいつでも自由に買える時

の生存に不可欠な水と食料を安定的に確

代は終わるのである。

保することができなくなる恐れがあるか
らであると思う。

サミット参加国の中では、日本だけが
極端に低い食料自給率であり、全体とし

また最近は、化石燃料の代替エネル

て食料の安全保障を論じることは難しい

ギーとして環境に優しい「バイオエタ

かも知れないが、ホスト国として環境問

ノール」が穀物から造られるようになっ

題が食料の安全保障に直結していること

てきたが、こうした環境対策が食料需給

を訴えてほしいものである。そして秩序

にも影響を与え始めている。

なき自由貿易が、さまざまな問題を引き

さらに、中国などの経済発展が地球温

起こし、農畜産物の自由貿易は輸入国の

暖化をもたらす二酸化炭素排出量の増加

農業に大きな打撃を与え、その国の農業

をもたらしているが、同時に経済発展に

を衰退させてしまうことも訴えてほしい。

伴う食料需要の増加も世界の食料情勢に

この春、全国に４
３校ある農業大学校で

大きな影響を与えている。

入学者が定員を満たしたのは北海道など

このように温暖化などの地球環境問題

数校にとどまり、平均では定員の７
０％程

は、世界の食料問題とことごとく結び付

度とのことである。われわれの生存に不

いている。将来を考えると、食料を自給

可欠な食料を生産する農業の担い手の高

できる国は地球環境の変化によって世界

齢化が進み、若者の農業離れも進んでい

の食料生産が多少変動しようが、食料を

る。農業がほかの職業と比べ、魅力のな

エネルギー生産に振り向けようが、国民

いままでは、農業者はますます減ってい

を飢えさせることはないだろう。しかし

かざるを得ない。

ながら、日本のようにカロリーベースで

日本の農業が衰退して困るのは誰か。

６割以上を輸入に頼り、国内農業の担い

消費者としての国民である。国民の生命

手が高齢化して減少してくると、食料危

を守るため、地球環境問題が主要テーマ

機がいつ訪れても不思議でないように思

の「北海道洞爺湖サミット」
開催を機に、

われる。

日本の食料安全保障の問題を国民的課題

地球人口は今世紀半ばには、現在の５
割増の９
０億人に達すると見込まれてお
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８．
６

として位置付け、真剣な論議が盛り上
がってほしいものである。

９

農

村

再

生

わが国の少子高齢化が進む中で、専業

て、グリーンツーリズムへの取り組みが

農家の多い北海道においても６
５歳以上の

重要である。物が豊かになり、成熟した

就農者が３割を超え、農村の過疎化が進

社会においては、余暇を過ごす場、心を

行しており、中心都市の商店街も「シャ

癒す場、交流の場として、自然との触れ

ッター通り」と言われるように寂れてき

合いや農業体験、農家民宿、ファームレ

ている。

ストランなどが提供される農業・農村が

近年、大都市への人口集中がますます

望まれている。こうした取り組みを盛ん

進み、都市と農村の格差が拡大してきた。

にすることにより、農村に多様な雇用の

地方都市や農村に、かつてのにぎわいを

場が確保されることになる。

取り戻すにはどうすればよいのだろう

さらに、これからは人口に占める高齢

か。極めて困難な課題には見えるが、こ

者の割合は年々上昇していくのであるか

れからの時代を見据えた取り組みが求め

ら、高齢者にとって心豊かに安心して暮

られている。

らせる社会が理想である。それぞれの体

社会の発展とともに農業就業人口が減

力に合わせて家庭菜園などで体を動かす

少してきており、今後とも農業人口が増

ことのできる農業・農村は、人間にとっ

えることは望めないが、農業・農村は社

て最も不幸と言われる「退屈」から逃れ

会の基盤であるから、専業的に農業を営

ることができるのであるから、農村は高

む者を確保していくことが、農村の再生

齢者にとって最も適した生活の場である

にとって最も必要なことである。

はずだ。

しかし、これからはこれに加えて、例

しかし近年、地方の医療が崩壊し、路

えば団塊世代の退職後の生きがいの場と

線バスが廃止になり、小中学校が廃校に

して、農業以外のことに携わりながら農

なっている。これでは高齢者や福祉事業

業をする「半農半×」を理想の生き方と

に携わる者が農村で安心して暮らせな

する人たちの生活の場として、農業・農

い。農村の社会インフラとして、医療や

村を考えてみることも必要である。

公共サービス、教育ということが何より

また、農業についてあらためて考えて
みると、単なる１次産業としての農業で

も優先される必要があるが、現在はその
逆の方向に見える。

は希望が持てない。２次産業、３次産業

農業者の育成、農業の６次産業化、農

を含めた「６次産業」としての農業でな

村を支える人材の養成など、農村再生に

ければならないと思う。地場農産物を活

酪農学園の果たす役割の大きさを痛感し

用した加工品作りや、直売所・インター

ている。

ネットを利用した直接販売などに加え

１０
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食 料 危 機 と 減 反
世界的に食料価格が高騰し、発展途上
国の所得の低い人々は、日々の食べ物を

していながら、評判の良くない仕事で
あったことが思い出される。

買えなくなってきたことから、国連によ

今、振り返って考えてみると、食料自

る緊急の食料サミットが開催された。日

給率が極めて低いわが国においては、よ

本は、米国から輸入したミニマムアクセ

り知恵を働かせた政策がなかったものか、

ス米をフィリピンに２
０万ｔ緊急援助する

また昨今の国際的なエネルギーや食料価

などしているが、一方ではコメの生産調

格の高騰は予想されていたことであり、

整（減反）が行われている。

もっと早く減反政策は見直すべきではな

食料をめぐる国際情勢の大きな変化の

かったのか―と反省させられる。

中で、４
０年近く続いてきた日本の減反政

生産調整というのは、稲作であれ、酪

策は再検討すべきでないのかと思うので

農であれ、反省すべき点が極めて多い。

あるが、減反を見直したならコメの供給

これは、わが国は食料自給率が極めて低

が過剰になり、米価が下がるなどの理由

いのに、緊急対応的な感覚で生産調整を

から、今、そうした発言はすべきでない

行い、稲作についてはそれを長期にわ

との意見が大勢を占めている。

たって継続しているからである。特に、

私自身、長らく北海道の農政に携わっ

減反政策は日本農業を衰退させてきたこ

ていたが、その中で直接的に生産者に対

とは明らかであり、耕作放棄地を増加さ

応した唯一の仕事が減反の仕事であった。

せ、限界集落までも生み出してきた。

その当時、道庁農務部の年間予算を超え

大地をおろそかにするものは国を滅ぼ

る約８
０
０億円の補助金を扱っていたが、

すというが、減反が長期に行われ、今も

農家はできればコメを作りたいと考え、

嫌々ながら生産性の低い転作を行ってい

減反に反発しつつも高額な補助金の出る

る農家もあり、国の対策もあまり機能し

減反を歓迎するという複雑な状況にあった。

ていないと聞くと、日本農業の在り方を

また、小豆やタマネギなどへの転作によ

根底から考え直す時期に来ているのでは

り、
畑作物の生産量が大幅に増大して価

ないかと思う。

格が暴落し、畑作農家に大きな影響を与
えることもあった。巨額の補助金を交付
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減反見直し発言に批判が集まるようで
は、日本の将来は危うい。

１１

異

常

地球温暖化問題や高騰する食料問題な

気

象

配である。

どへの対応を話し合う北海道洞爺湖サミ

１
０数年前に読んだ国連食糧農業機関

ットが開催された７月上旬、北海道は記

（ＦＡＯ）のリポートに「農作物の遺伝

録的な暑さであった。札幌などが連続１
０

品 種 の う ち７
５％が こ の１
０
０年 で 失 わ れ

日の夏日を記録したが、この時期の札幌

た」とあった。生物多様性の問題では、

の記録としては１
８
７
７年に気象統計を取り

１
０
０年 前 は１年 に１種 も 失 わ れ て い な

始めて以来初めてのことだという。

かったものが、現在は１日に１
５
０種も失

また、この時期はサクランボの収穫時

われているといわれている。地球温暖化

期であったが、私が住む空知管内の作柄

で、アルプスやヒマラヤの氷河の解ける

はかつて経験したことがない凶作であっ

スピードが増しているが、夏の間、北極

た。長沼町の私の果樹園にある１
０本ほど

海の氷が無くなるのも時間の問題であ

のサクランボはわずかではあるが実を付

り、そうなるとホッキョクグマばかりで

けたが、道路１本東側の果樹農家のサク

なく、多くの生き物がこの地球上から消

ランボは収穫が皆無状態であったし、新

えていくことが予想される。工業化社会

聞報道では岩見沢や深川でも収穫がほと

がもたらした環境変化は、それほど取り

んど望めない所もあったようだ。

返しのつかないところまで来ている。

サクランボ不作の原因は、春が暖かく

人類を含む地球上の生物が生きていく

例年より１
０日以上早く花が開いたもの

ために必要不可欠なものは「水と食料」

の、５月９日から１
０日にかけて場所によ

である。そして、その食料生産の基本は

り氷点下となったことによって受精した

「土」である。水の確保と食料の安定生

子実が霜の被害を受けて育たなかったも

産のための農地保全の取り組みに向けて、

のであり、気候変動にサクランボが対応

世界各国が早急に取り組む必要がある。

できなかった結果である。
サミットでは地球温暖化対策として、
二酸化炭素の排出量を２
０
５
０年までに半減

ましてや、食料自給率の低い日本は、
自給率の向上に向けたなりふり構わずの
対応が求められているはずだ。

するとの目標が掲げられたが、今年の札

記録的な連続夏日とサクランボの凶作

幌の夏日の記録やサクランボの不作の状

が、先進工業国として発展してきた日本

況を見ると、地球上の生き物が人為的に

が、金さえ出せば食料を手に入れられる

もたらされた地球温暖化に、既に対応で

時代は終わったということを私たちに突

きなくなりつつあるのではないか―と心

き付けている。

１２
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ＷＴＯ体制を問う
年内決着を目指していた世界貿易機関

それぞれの国が他国に食料を依存するこ

（ＷＴＯ）交渉ドーハ・ラウンドが決裂

となく自給責任を果たしていくことが、

し、今後の交渉の行方が見えなくなった。

これからの国際社会のルールにならなけ

農畜産品の輸入急増時に発展途上国が発

ればならないのではないか。

動する緊急輸入制限（セーフガード）措

今世紀半ばには９
０億人に達するという

置の発動条件をめぐって米国とインド、

人口をどう養うのか。現在でも地球上に

中国の対立が解けなかったからである。

は飢餓に苦しむ多数の人口が存在してい

７年目に入った交渉は関係各国の歩み

るが、自国民のためにお金で食料品を買

寄りの兆しはあったものの、最終段階に

い集めてくることは、地球上に飢餓人口

なって途上国が自国の農業を守るために

を増大させることにつながり、そのこと

動いたことから決裂した。貿易自由化の

は国際信義にかなうものなのか、そのこ

促進が経済の発展につながり、工業製品

とをいつまでも続けていけるのか、考え

も農畜産品も区別なく扱うという米国な

てみる必要がある。

どの考え方がすんなり通らなくなってき
たのである。

そもそも工業製品を輸出すればするほ
ど、それに見合った農畜産品を輸入しな

シルクロードの時代、大航海の時代、

ければならないのであり、そのことに

産業革命からグローバリズム進展の時代

よって輸入国の農業は衰退していく。グ

へと進み、貿易が大きな富を生み出し、

ローバリズムが進展する中で、すべての

先進工業国を生み出してきたのである

分野において競争が激しくなり、企業の

が、地球上には新たな土地はなく、原油

寡占化が進んでおり、自由貿易の促進を

をはじめ多くの化石資源の枯渇が見えて

目指すＷＴＯ体制というものが、内実は

きている。そうした中、人口増加と環境

輸出企業の利益のために機能しているの

問題に的確に対応しなければ、地球の平

ではないのか、際限のない貿易自由化は

和は保たれないし、人類社会の持続的発

国を滅ぼすことになるのではないか―と

展も不可能な状況になってきた。特に、

思えてならない。

人類生存に不可欠な食料を生産する農業

『成長の限界』
（１
９
７
２年）がローマク

については、それぞれの国が責任を持っ

ラブから出されて久しいが、交渉が決裂

て、しっかりと対応しなければならない

した今こそ、食料自給率４
０％のわが国は、

時代になってきたのである。

ＷＴＯ体制に代わる食料自給率を高める

食料を確保できる地域が、それに見
合った人口を扶養できるのであるから、

酪農ジャーナル ２００
８．
１
０

ための貿易ルール作りを提案すべきでは
なかろうか。

１３

離 農 と 食 の 安 心
今年はレタスやハクサイの価格が安く、

品質を比較しながらより安いものを求め
し れつ

段ボール代にもならない時がある―と、

るから、量販店は熾 烈な売り上げ競争

野菜農家の窮状が報じられていた。中国

の中で、ほかの店より安さを売り物にし

製冷凍ギョーザ事件があり、消費者の目

て売り上げを伸ばそうとする。そのしわ

が国産に向いていてのことである。

寄せがすべて農家にくるのであるから、

また、飼料価格の高騰から酪農家の多

農家はいつも浮かばれない。

くが赤字経営となり、府県では離脱が相

離農が続いているが、酪農家ばかりで

次ぎ、生産が大きく減少している。その

なく、段ボール代も賄えない野菜農家や

結果、北海道の生産シェアが５割を超え

米価の低迷に耐えてきた稲作農家も限界

るまでになってきたが、年末の乳製品の

にきており、将来に希望を持てなくなっ

需要期にはバターだけでなく、脱脂粉乳

た農家の大量離農が心配である。このま

まで品不足が心配されている状況にある。

までは農業をする者はいなくなり、その

酪農家は何とか再生産できる価格にし

ツケは消費者が払わなければならなくな

てほしいと乳価値上げを求めても、販売

る。作り手がいなくなり、食の安心が失

価格を上げると牛乳消費がさらに落ち込

われるのである。

むとの理由から、値上げ再交渉はなかな
か進んでいない。
今年の稲作は平年作を上回る見込みに
あるが、生産調整に協力している農家に
とっては米価の低迷はやりきれない思い
である。

グローバリズムが進み、国際社会では
一部の人に使い切れない富が集中し、多
数の人々が最低限の生活さえ思うにまか
せない社会になりつつある。
「衣食足りて礼節を知る」というが、
何が何でも食の安心は保たなければなら

工業製品は供給側が赤字を出さないよ

ないのであるから、農業・食料問題につ

うに販売価格を決められるが、農家の売

いては各国や個々人の利益のためではな

るものは、すべてが買う側の都合で決め

く、全人類の平和共存のためにどうすべ

られる。生乳も、野菜も、コメも生鮮物

きかを考えるべきである。

であるから、価格が値上がりするのを

食料自給率の低い日本においては、消

待って売るということはできない。農家

費者と生産者が直結して地域農業を守り

は赤字になっても、生産物は売らざるを

育てていくべきであり、食の作り手であ

得ないのである。

る農家を減らさないようにすることが食

多くの消費者は、買い物をする際には

１４

の安心を守る基本である。

酪農ジャーナル ２００８．
１
１

協 同 組 合 主 義
サブプライムローンから端を発した金

農讃歌」を作詞した賀川豊彦は、慈善活

融不安が世界中に広がり、人々を不安に

動では人々は救えないとの思いから、協

陥れている。最近は金融資本主義といわ

同組合運動にまい進された。日本には、

れるように、額に汗して働かず、物を作

協同組合運動の先駆者であるロッチデー

ることもなく、元手があれば机上で短期

ルよりも早い江戸時代後期に協同組合的

間に何倍もの利益を生み出す金融工学が

思想を実践し、６
０
０を超える村々を再興

持てはやされ、その結果が今日の金融不

した二宮尊徳がいるが、その報徳思想の

安であり、まさにネズミ講の世界を見る

実践者でもあった酪農学園の創立者黒澤

ようだ。

酉蔵は、敗戦日本を復興するために協同

しかも、なりふり構わず金もうけをし
た企業の破たんがあまりにも大きな社会

党を旗揚げし、協同主義社会の実現を目
指したことがあった。

的な影響を及ぼすことから公的に救済せ

歴史は繰り返すというが、富国強兵の

ざるをえないのであるから、まじめに働

名の下に、明治の初めの一時期には中央

いている人たちにとってはやりきれない。

政府の関心は北海道に向いたが、その後、

今日の世界は、人類の産業活動により

帝国主義的な海外進出、そして太平洋戦

化石資源の枯渇が見える中、地球の温暖

争に突入し、敗戦亡国の事態を招いた。

化、生物多様性の喪失が進み、人類の未

海外資産をすべて失った戦後は、再び国

来ばかりでなく、地球上の生物すべてに

内に関心が戻ったが、その後は高度経済

とって重大な局面を迎えているように思

成長を果たし、エコノミックアニマルと

えてならない。

しての海外進出である。そして今、経済

ここ数年の日本は拝金主義がまかり通
り、勝ち組・負け組、自己責任、地域や
個人の経済格差の拡大、ワーキングプア、

貿易戦争という戦に日本は負けたのでは
ないかと感じている。
ドイツとの戦争に負けたデンマークは、

ゆとり教育の見直し、年間３万人を超え

外で失ったものは内に作り出すことで世

る自殺者など、何か優しさのない、思い

界一流の福祉国家を実現したが、食料自

やりの薄い社会になってきた。これは社

給率の低い日本において、国民の日々の

会的な弱者ばかりではなく、多くの人々

不安の解消を図るためには、消費者と生

にとって極めて生活しづらい厳しい社会

産者が直結して地域農業を守り育ててい

である。

くことが必要であり、
「協同組合主義」

日本の社会運動の先駆者であり、酪農

ということを経済、社会の基本に据える

学園大学の校歌的扱いを受けている「酪

べきだと強く感じている。 （敬称略）
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１５

日 々 に 新 た に
「１年の計は元旦にあり」と言うが、

と伝えられている。困難な場合でも「独

社会経済のグローバル化が進み、２
０
０
９年

立自尊」の気概を持つことが大切なので

はどんな年になるのだろうかと気に掛か

ある。

る。米国では歴史的なこととして、アフ

小学校校庭の二宮金次郎像は、背中に

リカをルーツとするオバマ氏が大統領に

まきを背負い、本を読みながら歩く姿で

就任することから、どのようなリーダー

立っていたが、金次郎の愛読書が中国の

シップを取るのかが興味深い。金融危機

古い書物の一つである「大学」であった

も続いているが、毒入り食品や偽装事件、

から、読んでいる本はその大学かも知れ

振り込め詐欺、年金資料改ざん問題など、

ないと勝手に思っている。

さまざまな分野で信用不安が生じてお

その本の中に「まことに日に新たに、
日々に新たに、また日に新たなり」とい

り、なかなか収束しそうもない。
これではとても新年の計など立てられ
ぬとも思うが、ほかはどうであれ、厳し

う有名な文章があり、自己啓発のすすめ
の言葉であるが、その一部を標題にした。

い現実と不確かさの中でも、最終的には

農業とは１粒のコメ、１粒の豆を１
０
０

誰も助けてはくれないのが現実であるか

倍、１，
０
０
０倍にし、永遠にその生命力を

ら、自分に何ができるかを常に考えるこ

伝えていくものであり、酪農とは人間の

とが必要である。飼料価格などの高騰か

食べ物とはならない草を、家畜の生命力

ら経営が厳しい酪農家には、飼料価格の

を通じて人の健康に良い牛乳につくり変

値下がりや乳価の値上げに期待するだけ

えていくものであり、人の生命を扱う医

ではなく、この機会に自らの経営の中身

者以上に最高の光栄と最大の名誉を担う

をよく点検し、ほかに頼らない自立経営

べきものである。

を目指してもらいたいと念願している。

改革、改革と言われて久しいが、酪農

二宮尊徳は少年の時、父親を亡くして

学園もその真っただ中にある。人類社会

貧乏のどん底にあった新年、家々を回り

の持続的な発展にとって最も重要なのが

庭先で舞う神楽の一行に出す祝儀の金が

次代を担う若者を育てる教育事業であ

なく、居留守を使って一行が去るのを

り、その中で地球環境の保全に十分に留

待ったという惨めな体験をした。その屈

意しながら、人々の生命を保障する「食

辱感から自らを奮い起こし、二宮家を再

の安全・安心」を担う人材を育成する酪

興し、その経験から士分に取り立てられ、

農学園の使命は極めて重要である。標題

か れつ

６
０
０を超える農村復興を果たし、苛 烈な

の言葉をモットーにして、この１年を健

き きん

飢 饉にも１人の餓死者も出さなかった

１６

やかに過ごしたいと考えている。
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グリーンツーリズム
食料自給率を高めるには、何と言って

の時にイモ掘り体験をしたくらいで、土

も消費者が「地産地消」を基本に考えて

に触れる体験は初めてであり、トマトや

くれることが必要だが、それには国内の

ニンジンの育っているところを見るのも

酪農や農業への理解を深めてもらうこと

初めて、収穫するのも初めてである。そ

が大切だ。しかし、食農教育の重要性が

して、どの高校生も農家に泊まること自

叫ばれ、食育基本法が施行されたものの、

体が初めてであり、
「嫌だ」という気持

学校教育の中での限られた取り組みでは

ちと大きな不安を持っていた。自分たち

十分な成果を出すことは難しいだろう。

の食べ物を作ってくれる農家や農業とい

食育基本法の検討時に農林水産省から

うものが全く別世界のもの、好んではか

出された資料の中に「オトシブタ」
「ビ

かわりたくないものとなっていた。

ックリ水」
「タマネギの皮をむいても実

そんな高校生が、別れの朝には「まだ

が出てこない」などの問い合わせがあっ

居たい」と声をそろえて言う。
「また来

たということが載っていた。食物は健康

てもいいですか」と聞く。妻の「また会

維持の基本であるし、食品の偽装事件な

うために別れがあるのだから」という言

どもあって消費者の食に対する関心は高

葉に送られ、バスや車に乗り込む時に流

いが、日常生活が酪農や農業の現場から

す別れを惜しむ涙に偽りはない。ほんの

遠いものとなり、農作業体験や調理する

わずかな期間の体験だが、農業や農家と

機会が減り、食べ物に関する正しい知識

いうものへの理解が少しでも深まったの

に疎くなっているのが現実である。

ならば、こんなにうれしいことはない。

私が暮らす北海道長沼町ではグリーン

わが国の高度経済成長とともに「向都

ツーリズム特区を６年前に取得し、昨年

離村」の動きは強まり、一方では離農に

は５，
０
０
０人を超える修学旅行の高校生な

伴い残った農家の規模拡大が進んでき

どを受け入れた。わが農園も１
８
０戸余り

た。この状態が進んでいくと農村の過疎

の受け入れ農家の一員として、大阪、東

化・高齢化は進み、農村コミュニティー

京、埼玉の高校生を受け入れることがで

が維持できなくなってしまう。高校生た

き、都会で暮らす高校生の農業や食物に

ちは、食の安心・安全や環境保全を考え

対する考えを知るよい経験となった。

た有機農業や地産地消を真剣に考えてく

４校の生徒を３人ずつ受け入れ、１泊

れた。グリーンツーリズムを広げていく

２日と２泊３日の短い期間であったが、

ことが、酪農や農業に対する理解と食料

寝食を共にしての農作業体験は高校生に

自給率を高めていくことにつながるとの

大きな影響を与えたように思う。幼稚園

期待感を強く持つことができた。

酪農ジャーナル ２００
９．
２

１７

大

学

の

使

命

米国発の金融危機が世界中に広がり、

ル化ではますます困難になることは明ら

昨年の秋以降、日本では日を追うごとに

かであり、技術が進歩してもお金がいく

非正規労働者が働き場を失う数が増え、

らあっても人工的に作ることはできない。

年が明けても深刻さは増すばかりであ

１
９
９
９年に施行された食料・農業・農村

る。
「チェンジ（変革）
」を掲げて米国の

基本法の検討の際、調査会の会長を務め

新しい大統領に就いたオバマ氏に期待す

た木村尚三郎氏の『
「耕す文化」の時代』

るものの、大きな方向転換がなければ、

という本の中に「農業の土壌の上に産業

ソ連の改革を掲げて登場したゴルバチョ

社会が成り立っており、その産業社会が

フ氏の二の舞になりかねない気もする。

成熟した今日の段階において再び土台と

というのも、資本主義経済には景気変

しての農業の重要性が見えてきた」とあ

動は付きものであるが、今回の危機はあ

る。また、ベストセラーとなった藤原正

まりにも大きく、行き過ぎた市場原理、

彦氏の『国家の品格』の中には「美しい

自由競争、グローバル化への反省に立つ

田園が人を育てる」とある。

とともに、それに代わる新たな理念がな

歴史的な金融危機による厳しい不況の

ければ明るい希望が見えてこないと考え

時代だからこそ、そこに反省が生まれ、

るからである。

農業を土台とした協同主義の社会を目指

政治家を選ぶのも、需要を担うのも国

すことに大きな希望がある。農業・農村

民であり、消費者なのであるから、その

の再生、新生日本をつくるチャンスがき

人々の意識が、物の豊かさよりも心の豊

たのである。画一的なグローバル性から

かさを多く求めるようになって３
０年もた

多様なローカル性の尊重、農林水産業の

つのに、実際の行動がそうなっていない。

復権、農村文化の再興―である。

相変わらず経済成長を求め続け、拝金主
義に陥っているのである。

酪農学園の創立者・黒澤酉蔵先生は、
第二次世界大戦で敗戦した日本を新生さ

地球温暖化、生物多様性の喪失、土壌

せるのは「農業と協同」であると考え、

の劣化と流亡、地球資源の枯渇、地球人

人材を育てるための大学の設置を目指

口の増大という大きな課題があるが、そ

し、今日の酪農学園大学がある。三愛主

の本質は食料と水、そしてエネルギーを

義（神を愛し、人を愛し、土を愛す）・

どう確保していくかである。エネルギー

健土健民・実学主義・循環農法・有機農

は、化石エネルギーから自然再生エネル

業を建学の精神とし、美しく広大なキャ

ギーへの転換を急げばよいが、食料と水

ンパスを持つ酪農学園大学の果たすべき

の確保は自由貿易という経済のグローバ

役割は極めて大きいのである。

１８
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デンマークに学ぶ
デンマークの国づくりについては、今

位）よりもさらに後退した。バブル経済

から１
０
０年ほど前に内村鑑三の講演内容

が破たんし、失われた１
０年を経て、戦後

を講演者が文章としてまとめた『デンマ

最長の景気拡大があったにもかかわらず、

ルク国の話』
（岩波文庫）が古典となっ

格差の拡大も進み、結果として国民１人

て読み継がれているが、北海道酪農を築

当たりのＧＤＰがＧ７（先進７カ国）の

いてきた先人たちもデンマークに学び、

中では最下位となっている。これに比べ

私が勤める酪農学園では、デンマーク再

てデンマークの国民１人 当 た りＧＤＰ

興のリーダーであるグルンドビー牧師が

は、日本より２万２，
０
０
０ドル多い約５万

提唱した三愛精神
（神を愛し、人を愛し、

６，
０
０
０ドルとスイスに次いで６位にある。

土を愛す）を建学の柱にしている。当時

米国から広がった金融危機の影響を受

のデンマークはプロシャ（ドイツ帝国を

け、日本では職を失う人が増加して先が

築いた王国）とオーストリアとの戦に負

見えない状況に陥っているが、デンマー

ひ よく

け、肥 沃なシュレスウィヒとホルスタ

クではフレクシキュリティー政策が講じ

インの２州を割譲させられたが、三愛精

られ、生産性の高い産業が創出されてお

神の下、残された荒地に植林をすること

り、国民の生活への将来不安は少ないと

から国の再興を図った。戦には負けたが、

いわれている。フレクシキュリティー政

精神は負けなかったのである。

策とは、柔軟性（フレキシビリティー）

また近年、デンマークの奇跡といわれ

と保護（セキュリティー）を合わせた造

るように、１
９
７
０年代の第１次オイルショ

語で、手厚い失業保険と職業教育の充実

ックの時点で２％しかなかったエネル

を中核とした雇用政策のことである。

ギー自給率は、原子力発電所の建設計画

デンマークは九州と同じような国土面

を中止した代わりに北海の油田開発や風

積で、北海道と同じような人口を擁する

力・バイオガスの開発を進め、今では約

小国である。鉱山一つなく、荒地しかな

１
５
０％にまで自給率を引き上げ、食料自

くなった国土に、三愛主義という善き精

給率に至っては３
０
０％となっている。食

神の下に国民が団結し、戦争で失った肥

料とエネルギーを完全自給し、輸出して

沃な国土以上の富をつくり出し続けてい

外貨を稼いでいる。

る。工業や商業の振興も重要だが、忘れ

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国

てはならないのは農業が国づくりの土台

の２
０
０
７年の国民１人当たりの国内総生産

であり、その本元は森林にあるというこ

（ＧＤＰ）が公表されたが、かつてトッ

とである。今日のデンマークを見るとき、

プクラスにいた日本は１
９位と前年（１
８

日本人の想像力の欠如を思い知らされる。

酪農ジャーナル ２００
９．
４

１９

光

と

水

と

土

米国発の金融危機が世界中に広がり、

陽の光と豊かな水に恵まれた地上の楽園

日本経済は当初予想を超える大きな落ち

である。そこは、永年の天地自然の生物

込みとなり、回復の兆しが見えない状況

の営みによってできた「土」というもの

にある。しかし、工業や都市の発展に押

が水と養分を蓄え、太陽の光の下で生命

され衰退してきた農業や農村にとって

活動の循環の基礎となっている。

は、大きな復活のチャンスが来たように
感じている。

日本は周囲を海に囲まれ、アジアモン
スーン気候地帯に属していることから、

農耕や牧畜が始まって１万年になると

文明誕生の原点に立って考えてみると資

いわれているが、それまで狩猟採集で移

源大国である。太陽の光ときれいな水が

動生活していたわれわれの祖先は、定住

あれば年々歳々、資源は生み出されるの

生活を始めたことにより、今日の文明・

であり、その範囲内で生活していくすべ

文化が生まれた。定住生活によって農村

が確立できれば、日本人は他国に迷惑を

集落が生まれ、そこに食料の余剰が生じ

掛けずに永久に生きていくことができる。

たことで都市が誕生した。

科学技術の進歩によって近い将来、バ

日本は資源に恵まれていないことか

イオマス資源や太陽光から効率良くエネ

ら、海外の資源に依存し、貿易立国とし

ルギーを取り出すことができるようにな

て発展してきたが、そもそも地球資源は

り、水から水素ガスを容易に取り出しエ

有限であり、その限界が見えてきた。地

ネルギーに変えていくことができる時代

球温暖化、生物多様性の喪失、土壌の流

が来る。太陽の光がなくなることはない

亡と砂漠化など、人類が地球上に生存し

のであるから、太陽光や風力、水力、水

ていく基盤がおかしくなってきている。

素ガスといった自然再生エネルギーで電

化石資源の枯渇が見通されているが、

気エネルギーを得ることができれば、あ

昔のような電気のない生活、動力機械の

とは国内で食料をどう賄うかである。飽

ない生活に戻ることは簡単にはできない

食と食べ残しを戒め、日本型食生活が普

し、人類の生存にとって食料は不可欠で

及されれば、人口減少の見通しを考慮す

あり、その存続のためにはエネルギーと

ると食料の自給は十分可能だ。

食料の安定確保は絶対条件である。日差

酪農学園創立者である黒澤酉蔵先生は

しのない南極大陸や水のない砂漠地帯で

「国土の尊厳こそ北海道開発の土台」と

は生物は生きられないが、太陽の光と水

言っているが、
「土」を化学物質で汚染

と土があれば、生物はどこででも生きる

毒化することのない農法の確立を急がな

ことができる。その点、日本の農村は太

ければならない。

２０

酪農ジャーナル ２００９．５

馬

産

地

振

興

ホッカイドウ競馬は北海道直営の歴史

生産頭数も縮小を余儀なくされ、最近で

に幕を閉じ、本年度からは競争実施公益

は７，
０
０
０頭程度まで減少してきており、

法人となった!北海道軽種馬振興公社が

地域経済に大きな影響を与えている。

北海道から委託を受け、札幌競馬場と門
別競馬場で開かれることになった。

こうした馬産地の厳しい状況を考える
と、馬を活用したさまざまな取り組みを

地方自治体が実施する競馬は「戦後復

一般に広めていくことが急がれている。

興の資金を得る」という名目で、競馬場

札幌近郊には乗馬クラブが数多く存在

の設置されている地方自治体に開催権が

し、道産馬やポニー、ミニチュアホース

特別に認められている。北海道では長い

などを飼育してさまざまな活動を行って

間、道営競馬とばんえい競馬が実施され

いる人たちが各地にいるものの、残念な

てきたが、近年はいずれも大きな赤字を

がら馬に親しんでいるのは一部の人たち

抱えるようになり、既にばんえい競馬が

に限られているのが現状である。

帯広市単独での開催となっていることに

馬に乗った経験のある人は感じている

続き、道営競馬も赤字脱却を目指した新

ことだが、馬との触れ合いはほかでは得

しい展開となっている。

ることのできない何かを感じさせてくれ

戦後長らく全国各地で開催されてきた

るものである。従って、子供たちの情操

地方競馬は、レジャーの多様化や日本中

教育に馬を大いに活用することによっ

央競馬会（ＪＲＡ）の場外発売所の拡大

て、北海道から世界の平和に貢献できる

などによって、どこも経営が厳しくなり、

人材をたくさん育てることができる。

廃止が相次いだ。しかしながら、北海道

また、北海道経済の活性化には農業と

はわが国で生産される競走馬の９割を占

観光の振興が重要だといわれるが、財政

めており、ホッカイドウ競馬の廃止は馬

が厳しい中で何百億円も掛けてダムを造

産地に与える影響は大きいものがある。

るくらいなら、全道に「馬の道」を整備

こうしたことから、これまでさまざまな

し、エコツーリズムやグリーンツーリズ

経営改善策が講じられてきたが、最後の

ムでの活用を図れば大きな経済効果が期

手段として、本年度から開催場を絞って

待できる。

の委託開催となったのである。

教育や観光での馬を生かした取り組み

地方競馬の廃止に伴って馬券の購入者

が広がり、数多くの馬が必要になれば、

が減少したことや、外国産馬の輸入が増

そのことによって馬産地に活気がよみが

大してきたことなどから、かつては１万

えるし、北海道全体が元気になるものと

頭を超えていた北海道における軽種馬の

考えている。

酪農ジャーナル ２００
９．
６

２１

退

耕

環

林

北海道空知管内長沼町で農業を始めて

農業と生活の確立が必要になっている。

１
４年目を迎えたが、春になり、いつも思

地球文明の歴史を見ると、食料生産が

うことは「今年の作柄はどうなるのだろ

増大すれば人口が増え、都市が発達し、

うか」ということである。

食料の余剰が多ければ多いほど強い国が

今年は雪解けが早く、近年になくハウ

生まれ、かんがい農業・過放牧による土

スのビニール張りを早く行うことができ、

地収奪や気候変動による乾燥化によって

農園のサクラの花も平年より早く咲いた。

食料生産が減少すると国が滅びる―とい

昨年は４月にはサクラが満開になり、

うことを繰り返してきた。

サクランボの花も早く咲いたことから、

環境問題への取り組みが評価され、

５月の連休明けの強い霜によって大きな

ノーベル平和賞を受賞した元米国副大統

被害を受けた。しかし、昨年は結果とし

領アル・ゴア氏は、
『地球の掟』という

て、コメをはじめとした多くの作物が豊

本の中で「世界で最も肥 沃と言われて

作となった。果たして、今年はどんな年

いるアイオワ州の土の半分が流亡してい

になるのか、気掛かりである。

る」と指摘しているが、インダス文明も

ひ よく

地球温暖化が指摘されて久しく、温室

メソポタミア文明も土の生産力が失われ

効果ガスの削減が急がれているが、農業

て衰退したものであり、米国も同じよう

にかかわっていると気候変動は大きな関

な歴史をたどることは間違いない。

心事である。
今から３
５年前の１
９
７
４年４月、旭川市に
ある上川支庁農務課勤務となり、農政に

２
０
０
２年、中国の東北三省を訪問する機
会があり、車で農村地帯を回ったときに
「退耕環林」という看板に出合った。

携わることになった。その年は雪解けが

現地の農民に「どういうことか？」と

遅く、４月下旬まで上川管内２
４市町村の

尋ねると、森林を耕地にしすぎて、山の

雪解け状況を取りまとめ、本庁に報告す

上まで耕してしまったことから土壌流亡

るのが私の最初の仕事だったが、当時と

が激しくなったため、耕地に木を植えよ

比較すると、昨今は「確実に地球の温暖

うという運動で、特に土壌流亡の激しい

化が進んでいる」と実感している。

傾斜地は山の上から木を植えようという

長い間、狩猟採集生活をしていた人類

ことだと説明してくれた。

が農業や牧畜を始めたことにより、今日

地球温暖化が進む中で地球の平和を

の高度な文明が築かれてきたのであるが、

保っていくには、有機農業の推進と植林、

その人類の歩みが地球温暖化をもたらし

国土を健全な状態で維持培養していくた

ているのであり、環境に負荷を与えない

めの教育がますます重要になっている。

２２

酪農ジャーナル ２００９．７

天 地 人 と 農 業
戦国時代の直江兼続を主人公としたＮ

めるため、自らくわを取り、中国の故事

ＨＫの大河ドラマ『天地人』
が佳境に入っ

に倣い開田した。人材の育成が大事と、

てきた。兼続が弟と仲たがいをしながら

恩師の細井平州を米沢に招き、学費無料

も、上杉謙信から教わった上杉の「義」

の興穣館という藩校を創設したほか、養

を守り、豊臣から徳川に移る世の中、越

蚕と織物を奨励するなど産業振興に努

後から山形県の米沢に移され、新天地で

め、米沢織は今に伝えられている。

の国づくりをするまでの生涯を描いたテ
レビドラマである。

黒澤酉蔵先生は、北海道酪農義塾を創
立するに当たり、農民道五則を定めてい

天地人とは、天の時、地の利、人の和

る。その最初に
「農民は誠そのものたれ」

ということだが、兼続は家老でありなが

と記しているが、先生は「農業は天と地

らも農民の先頭に立って、自ら「土」を

と人の合作によってできるものであっ

なめ、その良しあしを判断して農業振興

て、生命力を永遠に伝えていくことであ

に努めた。その結果、徳川から与えられ

るから、農民は最高の光栄と最大の名誉

たのは３
０万石であったが、実質５
０万石ぐ

を担うべきであり、それと同時に重大な

らいまで生産を高めたという話を知っ

責任を負わなければならないから、至誠

て、上杉鷹山と黒澤酉蔵先生のことが思

そのものでなければ、その重責を完全に

い浮かんだ。

果たし得ないので、農民道の第一に掲げ

上杉鷹山は、上杉家に養子に入った１
１

た」と言っている。

代藩主であり、内村鑑三が英文で書いた

農民を心底から愛した３人の偉人に共

『代表的日本人』
（岩波文庫，鈴木俊郎

通することは、黒澤先生が己の牧場のた

訳）の中で、二宮尊徳などとともに世界

めではなく、売り先を失った酪農家のた

に紹介された５人の日本人の１人であ

めに同志とともに協同主義を持って酪連

る。上杉家も兼続の時代から時がたつに

をつくり、その後、経費無料の酪農義塾

つれ、米沢に移されたときの兼続たちの

をつくられたように、自己の利益を考え

苦労も忘れ、上杉家の格式ばかりを重ん

ることなく、社会のために事をなしたと

じ、散財するばかりであったことから、

いうことである。

米沢藩は極度の財政難に陥ったのを立て
直した人物として紹介されている。

今や農民は国民の数％になってしまっ
たが、生命力を永遠に伝えていく農業の

鷹山は質素倹約を励行し、食事は一汁

重要性は不変だ。ＮＨＫの大河ドラマか

一菜、木綿の着物で生涯を通し、農民と

ら農業への理解が少しでも広まれば…と

も多くの交流を持ち、荒れ地の開墾を進

期待している。

酪農ジャーナル ２００
９．
８

２３

牛

乳

と

牛乳もコメも長い間、官民挙げて消費

コ

メ

の消費拡大運動が展開されてきたものの、

拡大に取り組んできた。しかし、牛乳は

１人当たりのコメ消費量がピーク時の半

ここのところ、脂肪分を少なくした成分

分近くまで低下し、今日に至っている。

調整牛乳の消費が増える中、成分無調整

牛乳とコメは、日本人の健康を保つ上

の本物牛乳の消費が落ちている。

で最も重要な食料であるが、水田政策な

コメはというと、小麦価格の大幅な値

り、酪農政策が結果として成果の上がら

上げがあり、コメの需要増が期待された

ないコメや牛乳の消費拡大対策に大きく

が、消費減に一向に歯止めがかからない。

影響され、稲作農家や酪農家は振り回さ

今回の成分調整牛乳の急激な伸びを見る

れている。

と、牛乳の消費拡大対策ばかりでなく、

９
７年、北海道に大幅な減反上乗せが国

わが国酪農の在り方そのものが問われて

から強制されたとき、恩師である石塚嘉

いるようにも感じる。

明先生が北海道稲作の生き残りのための

１
９
７
０年春、私は北海道から東京の民間

提言を北海道庁に寄せられたことがあ

会社に就職したが、東京で飲む牛乳はと

る。その内容は、①品種改良により安く

てもまずいものであった。小さなときか

ておいしい米づくりを進めること②粉食

ら家（実家は北海道網走市で酪農業を営

化によりコメ消費の拡大を図ること―の

む）の牛乳を飲んでいたことから、市販

２点であった。

の牛乳に対してあまりおいしさを感じて

品種改良については、北海道立農業試

はいなかったものの、東京の牛乳の味は

験場と農業団体が連携した取り組みに

特にひどかった。

よって「きらら３
９
７」
「ほしのゆめ」
、そ

その後、国内の生乳生産が増加し、本

して国内トップレベルの食味の「ゆめぴ

物の牛乳が飲めるようになった。しかし

りか」が、今秋からついに市場に出回る

ながら、生乳生産の伸びほど牛乳の消費

ようになった。粉食化については、最近

は伸びず、その間、牛乳の消費拡大対策

になって「米粉」がいろいろなものに使

が続けられてきた。

われ始めており、今後が期待される。

一方、コメについては、消費量が低下

成分調整牛乳の消費増と本物牛乳の消

する中で生産量が増加し、大量の政府在

費減に直面している今日、わが国酪農の

庫を抱えたことから、７
０年に緊急避難的

健全な発展に向けては、日本人の食生活

に休耕が行われ、７
１年から本格的に稲作

の変化を見据えた牛乳・乳製品の消費拡

から他作物への転換が進められた。それ

大対策と酪農政策の確立に向けての英知

と並行して、多額の経費を使ってのコメ

が求められている。

２４

酪農ジャーナル ２００９．９

ア グ リ ト ラ イ
「農」の持つ教育力は広く知られてい

を農家が受け入れた。わが「麻田農園」

ることであるが、目先の受験競争に対応

にも関東、関西から４校の高校生を受け

しなければならないことから、残念なが

入れたが、高校生の話を聞くと、ここに

ら、小学校から高校まで「学力優先」
「学

来るまでは、農家に宿泊して農作業を体

力偏差値」による評価教育が主流を占め

験することは「嫌」と感じていたが、帰

ている。

るときは「まだ居たい」
「大変よかった」

１
９
９
９年に施行された食料・農業・農村
基本法を検討する際、調査会の会長を務

との印象を持つとともに、
「また来てみ
たい」と涙ながらに別れていく。

めた木村尚三郎の著書『
「耕す文化」の

こうした中、学校法人酪農学園とわの

時代』の中に「農業を軽視し、みんなが

森三愛高校では普通科の生徒を対象に、

農業体験を持たなくなれば、人々の心が

学園内の圃場で野菜を栽培する「アグリ

孤独にバラバラになるだけでなく、土に

トライ」という選択科目を新たに設け、

根ざした文化そのものが衰退する」とい

昨年度から取り組んでいる。参加した生

う一節がある。

徒たちは、初めて取り組む農作業から多

いくら考えても理解できない最近の事
件や拝金主義に毒された経済事件などを

くのことを学ぶことができたようで、反
応は上々であった。

見ていると、農家人口が減少し、身近に

「初めてやる作業ばかりで戸惑ったけ

農業・農村に触れることなく人間が生活

ど、作物が育つのが楽しみになってきた。

するということが、生物としての人間に

何よりも収穫の喜びを体験できてよかっ

とって異常な世界であり、このことが日

た」
「無農薬や有機野菜に関心があった。

本人の心を知らず知らずにむしばんでき

夏休み前後のビニールハウスでの作業が

たのではないかと感じる。

暑くてきつかった。でも、取れたてのト

義務教育期間である小中学校からほぼ

マトはすごくおいしかった」との声が聞

全員が進学するようになった高校までの

かれた。初年目は２
０人の生徒たちが「ア

１
２年間の教育において、土や家畜に触れ

グリトライ」の授業を受けたが、２年目

る体験を通して農業・農村を生活の一部

の今年は選択希望者が大幅に増えて５
５人

に感じられるようにしていくことが何よ

となっている。

りも重要である。
私が住んでいる北海道空知管内長沼町
はグリーンツーリズム特区を取得し、５
年目となる昨年は４，
０
０
０人の修学旅行生

酪農ジャーナル ２００
９．
１
０

若者たちに「食と農」についての教育
機会をつくることにより、未来を担う誠
実な人間が育っていくことが期待される。
「アグリトライ」万歳！である。

２５

新 農 政 へ の 期 待
８月３
０日の衆議院選挙の結果を受けて

お金を出せば食料を確保できる時代は

政権が交代したが、今後の農政がどうな

終わり、これからはそれぞれの国の責任

るのかは大きな関心事である。

で、食料はできるだけ自国で賄う必要が

わが国は高度経済成長を実現し、米国

あることは明らかである。

に次ぐ経済大国となったが、この間、経

政権交代の機会に「農業とは何なの

済のグローバル化、規制緩和、勝ち組と

か」
「農業政策はどうあるべきか」を国

負け組という言葉で特徴づけられる経済

民的課題として真剣に考えなければ、わ

の大競争を選択してきた。

が国の将来が危ぶまれるのではないかと

農業も工業や金融と同じように、世界

考えている。

的な競争の中に組み込んできたことが、

狩猟採集時代は、自然から得られる食

農業者の減少と高齢化、耕作放棄地の増

料の範囲内で人口が養われてきたが、農

加、農村の過疎化と限界集落といわれる

業を始めることにより、肥沃な土地を確

地域の増加を引き起こし、その結果とし

保すればそれだけ食料生産が増大し、そ

て、わが国の食料自給率はカロリーベー

れに伴って人口が増加し、文化が花開き、

スで４
０％まで低下してきた。

国が栄えてきた。

今、世界に目を向けてみると、現状で

農業はそもそも、地域の気候や土壌、

も深刻な飢餓人口が５億人、安全な水を

土地の形状などに従って、それぞれの民

利用できない人口が１
２億人いるといわれ

族の食文化に対応した適地適作で営まれ

ている。

ることが基本である。

そうした中で、地球温暖化、生物多様

それなのに、日本ではこれまで「国際

性の喪失、土壌の劣化・流亡の問題、地

競争力の強化」という掛け声の下で、経

球人口の増加、中国やインドなど新興国

営規模の拡大など効率優先の全国画一的

の経済発展に伴う食料消費の増加など、

な農業政策が行われてきた。新政権には

食料と水をどう安定的に確保するのかは

地域の実情を踏まえ、真に食料自給率の

世界的な課題となっている。

向上に資する新しい農業政策を期待して

日本における大量の食料輸入は、同時

いる。

に大量の水を輸入しているのであるが、

そして、その基本は次代の農業・農村

これは貧しい国々の人々の犠牲の上に成

を担う人材の養成であり、農業生産の基

り立っている。そればかりではなく、
フー

盤である土地の維持増進であり、環境保

ドマイレージで示されるように地球環境

全型農業の推進であることを肝に銘じて

にも大きな負荷を与えている。

ほしい。

２６

酪農ジャーナル ２００９．
１
１

黄

金

の

土

鳩山首相はこのほど、２
０
２
０年の温室効

題名で刊行した。その本の内容で最も共

果ガス排出量を１
９
９
０年比で２
５％削減する

感を覚えたのは、農薬や化学肥料、特に

意欲的な目標を表明した。国際的には日

硫酸アンモニウム等を多く使うと土壌の

本のリーダーシップに期待し、好意的に

中で作物の育成上重要な働きをしている

受け取られているが、国内の一部からは

無数の ミミズ と有用な土壌中の微生

実現性の問題や経済成長にマイナスにな

物が死滅し、土中の有機物が分解されな

るなどの意見が出されている。

くなり、それが作物の生育を阻害するだ

地球温暖化の問題は、人類が生きるた

けでなく、人畜にも有害である事を力説

めに不可欠な水と食料の安定確保に大き

している点であった」
という一文がある。

な影響を及ぼすものであるから、どんな

この本は、日本有機農業研究会の設立

に難しくとも、各国が協調して対処しな

に尽力した一楽照雄氏によって翻訳され、

ければならないものである。

農山漁村文化協会から『有機農法―自然

食料の確保という面からは、環境への

循環とよみがえる生命―』として１
９
７
４年

負荷の小さい有機農業の推進とフードマ

に出版され、有機農業に関係する者の必

イレージを最小にする地産地消の取り組

読書となっているが、１
９
９
３年には酪農学

みを着実に進めていくことが重要であり、

園から『黄金の土』として復刻版が出さ

「健土健民」
「循環農法」を建学の理念

れている。

に持つ酪農学園の出番が来たのである。

佐藤貢先生は、この復刻版の刊行に寄

いま一度、建学の精神に立ち返り、酪農

せた一文で「酪農学園はこの時代の要請

学園改革を進めていく必要があり、黒澤

に応え学園本来の 健土健民 の使命達

酉蔵先生や佐藤貢先生であれば、どう判

成のため、ここに『黄金の土』の復刻版

断したかといつも考えている。

を刊行しようとするものである。農薬と

酪農学園の理事長を長く務めた佐藤貢

化学肥料の多用で死滅した重要な ミミ

先生の書かれた文章の中に「昭和２
５年、

ズ と土壌中の微生物を全国の農地に培

元日魯漁業の顧問であったブース氏がこ

養し、枯渇した土壌を活力ある豊 穣な

のPay Dirtの著書を持参して、
その翻訳

農地に蘇 生し安全な食糧を生産して国

書を酪農学園で出版し普及したらどうか

民の健康増進に寄与するよう祈念してや

と、黒澤園長と私に相談があった。見る

まない」と記している。

ほう じょう
そ せい

と誠に立派な農業に対する警告の書であ

酪農学園は『黄金の土』出版の原点に

る。そこで早速、その版権を受けて学園

立ち返ることで、国民の支持が得られる

の通信教育出版部で之を『黄金の土』の

と確信している今日である。

酪農ジャーナル ２００
９．
１
２

２７

未

来

の

食

卓

「食の安全性」の問題は、地球温暖化

環境保護に協力しているんだ。要点は二

などの環境問題と並んで昨今の最大の関

つある。もちろん人々を守ることも重要

心事であるが、これからもますます関心

だが、われわれの財布を守るのも大切

を寄せなければならない問題の一つであ

だ」
、有機農家は「死んだ土で育った植

ろう。そうした中、
『未来の食卓』とい

物は不健康だから農薬がいる。すべては

うフランス映画を鑑賞する機会があり、

そこから始まっている」
、主婦は「オー

多くのことを考えさせられた。

ガニックを気に入っているのか分からな

映画の舞台となっているのは、フラン

いけど、家で実践したいわ。娘がそうし

ス南部のガール県バルジャック村。映画

たがるのよ。洗剤まで一貫させるのが大

にも出てくるが、村の近くには世界遺産

事」
、村人は「１年前は自然食に興味が

で有名なポン・デュ・ガールの実に美し

なかったが 協力してやろう という気

いローマ時代の水道橋がある。その村の

持ちで始めた。今の食事に何の問題もな

小学校の 給 食 を、２
０
０
６年９月 か ら 全 部

いよ。子供たちは 味 を覚え始めてい

オーガニックにするという前例のない取

る。すべて自然食は難しいが、まずは気

り組みに挑戦したバルジャック村の１年

づくことだ」
などの言葉が語られている。

間を追ったドキュメンタリーである。

ガール県の有機農家は２
７
８世帯。新た

１
３人の村議会でこの試みが決められ、

に７
５戸が有機栽培のための転換期を過ご

村の給食センターは有機栽培で育った食

しているというから、村の取り組みが後

材、そしてなるべく地元の物を利用し、

押しになっている。

１日２
０
０食を学校と村の独り暮らしの高

映画の冒頭、がん研究者が「人間の行

齢者に届ける。校庭の小さな畑では子供

動が病を生むのです。その最たるものが

たちが野菜の有機栽培にチャレンジする。

化学汚染です」とユネスコの会議で発言

村長、慣行農家、有機農家などの話の

する。ジョー監督は、自らが結腸がんに

シーンで、村長は「オーガニックは費用

侵され、その病気の原因を追究しようと

が掛かるというが、人の命と健康の代償

考えたことがこの映画製作のきっかけと

は一体いくらだ？ 費用のことは心配し

なり、映画作家として環境保全のために

ないでいい。相談相手は自分の良心、そ

生涯をささげようと決心したという。

れしかない」
、慣行農家は「すべて有機

『未来の食卓パート２』
は、フランス、

にはしないね。私は筋の通った農業を信

カナダ、日本で撮影を行うといい、日本

じている。これが一般的な生産法だ。窒

では「アイガモ農法」
を取材したという。

素肥料の施肥を分散したり、われわれも

次回作が今から楽しみである。

２８

酪農ジャーナル ２０１０．１

美

し

農業を営む美しい女性が主演の映画

い

酪

農

「土を耕すこと」で得られる効用をはっ

『マディソン郡の橋』を出張先のホテル

きりと意識した瞬間であった。それ以来、

の衛星放送で見て、１
０数年前、農業を営

科学技術が発達し、人間社会は進歩して

んでいる女性に美しさを感じ、土を耕す

きたが、人間は自然から、土から切り離

ことの大切さを強く感じたことを思い出

されてきたことによって、多くのことを

した。

失ってきたのではないかと考えている。

それは、かつて札幌市内のホテルで行

このことを酪農の世界で考えてみる

われていた「農村女性フェスティバル」

と、酪農は「土づくり、草づくり、牛づ

の交流会に幾度か参加したとき、家族に

くり」
と言われながら現実はどうだろう。

遠慮しながら旅費を工面して一大決心で

美しい風景の自然放牧は一部で行われて

参加してきた女性たちの内面から出てく

いるだけで、多くの乳牛は狭い牛舎の中

るような美しさに似ており、とても感心

で、自給飼料はだんだん少なくなり、高

したものである。

カロリーの輸入穀物を食べさせられ、よ

男女共同参画社会の実現を目指しなが

り多くの生産を求められ、生乳品質の関

ら、日本の農業・農村においてははるか

係から短命になっている。牛舎は「牛乳

昔から、女性は男性に劣らない役割を

を生産する工場」
「乳牛は単なる機械」

担っていながら男性中心の状態が続いて

となってしまっているようだ。

いる。そうした中、農村女性はフェステ

今秋、１
３回目となる全日本ホルスタイ

ィバルに参加し、日常の世界から解放さ

ン共進会が北海道で初めて開かれる。地

れることで、一人の人間として魂の自由

球温暖化による農業生産への影響や地球

を得たのであり、そのことで美しく輝い

人口の増加など、食料自給率の低い日本

て見えたのである。

にとって大きな懸念材料がある中で、日

自然状態の山や野原に咲く花々が無条

本人の牛乳・乳製品の需要の変化や国際

件で美しいのと同じように、天の恵みの

穀物価格の上昇、酪農家戸数の減少など、

下で、誠実に農業を営む女性たちが独立

酪農を取り巻く情勢は大きく動いてい

自尊の心を持ったとき、美しさが自然と

る。共進会は「美牛コンテスト」といわ

にじみ出てくるのかもしれない。
「土を

れるが、酪農王国・北海道での開催を契

耕す」ことで美しさが醸成されたのだと

機に、天地自然の摂理に従った、酪農の

感じたのである。

原点に立脚した、人が、牛が、自然が美

農村女性フェティバルに参加する女性
たちの美しさに気が付いたその時、人が

酪農ジャーナル ２０１
０．
２

しくなれる持続可能な酪農の姿を考える
機会になればと期待している。

２９

直

売

物価が下がり、わが国経済は「デフレ
的状況にある」と言われ、経済の２番底

農

業

立することにより、農家が安心して農業
を営むことができるのである。

が心配されている。日本がデフレ状況に

一方、最近、農産物の直売所が全国的

陥っている原因の一つは、生活必需品の

に急成長を遂げ、今や売り上げが１兆円

多くを海外に依存していることによるの

を超えているともいわれている。これは

ではないかと考えている。ユニクロに代

国内農業粗生産額の１割を超えるもので

表される海外生産品の価格水準では、国

あり、地産地消と農家の所得確保に大き

内の製造業や農業は太刀打ちできないか

く貢献している。農家にとっては自ら販

らである。物価低下は企業・生産者の利

売価格を設定できることから、高い所得

益減をもたらし、従業員の賃金低下や失

率を確保できるばかりでなく、消費者

業者・離農の増加につながる。それが購

ニーズを次なる経営戦略に生かしていく

買力の低下となり、安くなければ売れず

ことができるのが強みである。

に安売り競争となる。物価低下の循環が

しかし、こうした農産物の直売所も、

とどまることなく進行し、デフレスパイ

農協や第３セクターが運営する大規模な

ラルという深刻な不況に陥るのである。

ものから個人が行う小規模なものまで、

１
９
８
５年をピークに農産物の行政価格が

全国的に数多く広がってきたことから、

引き下げられてきたことから、農産物価

「競争と淘汰」の時代が始まったとの見

格全体が低下してきた。ユニクロや輸入

方もあるが、消費者ニーズに対応した農

原料を用いる食品産業の安売り競争に巻

業生産と加工品を作り、生産者自ら販売

き込まれていては、日本の農業は生き残

していく「直売農業」が日本農業の主流

ることは到底できないのであるから、再

にならなければならないと考えている。

生産可能な所得を確保できる農業の道を

そして国の戸別所得補償制度は、農家の

早急に確立する必要がある。

所得を補完するものとなってほしい。

貿易立国としてのわが国は、世界貿易

これからの社会のありようを考える

機関（ＷＴＯ）のルールに従う必要があ

と、国民が真剣に農業のことを考えるこ

り、緑の政策である農家への所得補償が

とが必要であり、その接点となるのが加

求められていたが、今年からやっと稲作

工品も含めた農産物直売所であると思う

をモデルに戸別所得補償制度が実施され

からである。

る見通しとなった。酪農や畑作、野菜な

この場合、忘れてはならないのは「農

どについては今後、どのような制度設計

民は誠そのものたれ」という黒澤酉蔵先

をするのかという難しい課題が残されて

生の言葉である。さもなければ、国内農

いるが、国民の支持が得られる制度を確

業に対する国民の支持は得られない。

３０
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学

校

給

食

牛乳の消費量が低迷する中で、学乳の

んのような熱意のある人の存在がなけれ

需要が少子化の影響によってピーク時の

ば進まなかったと思われる。本年度から

半分くらいに落ち込んでいるとのことで

子ども手当が支給されるのを契機に、経

ある。わが国の農業発展や国民の望まし

済的な制約は緩和されることから、でき

い食生活を考えると、学校給食の在り方

るだけ有機農産物を用いた地産地消を基

をいま一度考えてみる必要がある。

本とした学校給食の実現を地域ぐるみで

食育の重要性から「食育基本法」
が２
０
０
５

考えてみるべきである。

年に施行されたが、学校給食は未来を担

持続可能な社会の実現には、有機農業

う子供たちに農業の重要性や地球環境の

を核とした環境保全型農業の実現が不可

問題、身土不二や健土健民の言葉の意味

欠であるが、０
６年１
２月に「有機農業推進

を教え、食べ物は「心身の健康を維持す

法」が施行され、有機農業の推進は国お

る大切なもの」であることを伝える絶好

よび地方公共団体の責務とされた。さら

の機会である。

に農林水産省の支援事業もあって、全国

２年前の中国冷凍ギョーザ事件の際、

で５
９カ所の地域が有機農業モデルタウン

中国製の冷凍食品が農業の盛んな地域の

となり、新年度も新たな支援事業によっ

小学校でも使われていたことにショック

て有機農業が地域に着実に広がり始め

を受けたが、わが国の学校給食は給食費

た。

が低く抑えられていることなどもあっ

地域の有機農業者などの協力を得て、

て、価格の安い輸入品や食品添加物を使

有機農産物をできるだけ取り入れた地産

用した大量生産品を用いる傾向にある。

地消の学校給食は、身土不二や健土健民

加えて、経済的な理由がなくても給食費

の言葉にあるように、良い土が健康に良

を納めない家庭があるなど、給食費未納

い食べ物を作り、野菜や果物の本物の味

率の高さも問題になっている。

を子供たちに教えるだけでなく、身体ば

このような中にあって、愛媛県今治市
のように地域の有機農産物をできるだけ

かりか心までをも良くしていくことがで
きる。

使用した学校給食を提供したり、北海道

学校給食の取り組みを通じて地域経済

興部町の酪農家大黒宏さんがさまざまな

は循環し、有機農業が推進され、子供た

困難を乗り越えて取り組んだ「学校給食

ちに郷土に対する愛着と誇りが醸成され

に地元の牛乳」の実現は、市町村長や教

ることが期待されるのである。

育長の強いリーダーシップ、また大黒さ

酪農ジャーナル ２０１
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３１

スローフードの軌跡
スローフード運動は、１
９
８
６年にイタリ

や北海道スローフード・フレンズ帯広の

アのローマに多国籍企業の１号店が出店

取り組み、北海道の遺伝子組み換え作物

したことがきっかけになり、北イタリア

に対する考え方などについて、ペトリー

の小さな町・ブラから生まれた。８
９年に

ニ会長から高い評価をいただいた。

は国際スローフード協会が設立され、そ
れ以降は世界に急速に広がっている。

現在もスローフード＆フェアトレード
研究会の活動は継続されており、北海道

昨年１
０月には、スローフード 発 祥 の

スローフード・フレンズ帯広については

地・イタリアで行われている世界生産者

１
７
０人を超える会員を擁する大きな組織

コミュニティー会議「テッラ・マード

に成長し、国際スローフード協会の日本

レ」
（母なる大地の意味）のアジア版第

にある３
４支部の一つとして活発な活動を

１回目が横浜市で開催され、スローフー

展開している。

ドの提唱者であるカルロ・ペトリーニ会
長がイタリアから来日し、大きな盛り上
がりをみせた。

運動の一つの柱である「味の箱舟」
事
業では、北海道から「八列とうもろこし」
「日本短角牛」
（岩手県も登録）
、タマネギ

北海道においては２
０
０
２年、私が農政部

の「札幌黄」
、私が住む長沼町の仲野勇

長に就いた時、北海道の農業・農村が直

二氏などが栽培を続けてきた「まさかり

面する課題を根本から解決し、持続的に

かぼちゃ」の４品種が登録されている。

発展するための手だてがこの運動にある

「北海道スローフード宣言」で掲げら

と考えて「スローフード＆フェアトレー

れた北海道のスローフードの基本理念

ド研究会」の設立を呼び掛け、０
３年４月

は、①次代を担う子供たちをはじめ、道

には「北海道スローフード宣言」を取り

民の健康的な食生活を守る②質の良い安

まとめて発表した。

全な食材を作る地域の農林水産業を支え

０
５年２月には「スローフード・シンポ

る③活気にあふれ、個性ある食文化をは

ジウムin帯広」
が、北海道スローフード・

ぐくむ農山漁村をつくる―の３点である。

フレンズ帯広（湯浅優子代表）の主催で

このことは、将来にわたり北海道で暮

開かれた。カルロ・ペトリーニ会長の基

らすことの豊かさを実感し、健康的な生

調講演、また島村奈津氏（
『スローフー

活を送るには、効率と価格の安さだけを

ドな人生！』の作者）
、湯浅優子代表、

追求する経済優先の考え方や価値観にと

私がパネリストになり、坂本和昭氏（
『北

らわれず、１人１人が食べることの意味

の屋台読本』の作者）
をコーディネーター

や役割、そして食と農の関係を問い直し、

にしたパネルディスカッションが開か

自分たちの暮らしや生き方そのものを変

れ、
「北海道スローフード宣言」の内容

えていくことを意味しているのである。

３２
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為

せ

ば

成

る

酪農学園後援会の事務所に「為せば成

にどっぷりと浸かり、先を見ていない場

る 何事も 百翁 佐藤貢」と書かれた

合が多い。
「人間は考える葦である」とい

額が掲げられている。酪農学園名誉理事

われながら想像力に欠けているのである。

長だった佐藤先生がどこからこの言葉を

経営の神様といわれた松下幸之助の本

採ったのかは定かではないが、江戸時代

を読み返してみると「他に先んじて常に

中後期に生きた上杉鷹山の「生せは生る

一歩前に」と訴えている。災害を被った

成さねは生らぬ 何事も 生らぬは人の

町とそうでない町の１
０年後の姿は、前者

生さぬ生けり」から採ったのではないか

の方が活気のある場合が多く、失敗があ

と考えている。

るから成功があると言う。

あし

米沢藩９代藩主であった上杉鷹山は、

これまでの歴史にある成功例や発展し

内村鑑三が英文で書いた『代表的日本

ている会社を見ると、何といっても失敗

人』で世界に紹介され、米国テキサス州

を恐れずに前に進むことである。何事を

ダラスで暗殺されたケネディ大統領に

するにも、かかわる人の考えはまちまち

「尊敬する日本人」と言われたというエ

であり、反対する人は必ずいるが、やる

ピソードのある人物である。

と決めたことをトップのリーダーシップ

鷹山は１
７歳で養子として上杉家に入
り、藩財政が破たん状態にあった米沢藩

の下で、みんなが一丸となって進めば、
成し遂げられないものはない。

を改革、再興した。それまでの藩の常識

聖句にも『求めなさい。そうすれば、

では考えられない改革を断行する過程で

与えられる。探しなさい。そうすれば、

筆頭家老らの大きな抵抗にあうが、それ

見つかる。門をたたきなさい。そうすれ

を断固として排除し、改革を成し遂げた。

ば、開かれる。だれでも、求めるものは

現在の日本社会を見ると、国が膨大な

受け、探すものは見つけ、門をたたく者

借金を抱えている中で閉塞感が漂ってい

には開かれる』
（マタイによる福音書７

る。経済は低迷し、人口減少というこれ

章７〜８節）
。
『イエスは、彼らの考えを

までに経験したことのない時代に突入し

見抜いて言われた。
「どんな国でも内輪

ているのに内向きで、真の改革への抵抗

で争えば荒れ果ててしまい、どんな町で

感が強いのが現実である。

も、家でも内輪で争えば成り立って行か

「遠くを計る者は富み、近くを計る者
は貧す」という二宮尊徳の有名な言葉が
あるが、多くの人たちは一見、物事を考
えているようでいて現状の恵まれた環境
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ない」
』
（マタイによる福音書１
２章２
５節）
とある。
和して取り組めば「為せば成る 何事
も」ということである。

３３

奇 跡 の り ん ご
この春、
『奇跡のりんご』で知られる

１
０
０年前までの農業は、化学肥料や化

木村秋則氏と「食と健康を考えるフォー

学農薬がなかったから、土づくりを基本

ラム」で同席する機会を得た。道内ばか

にした有機農業が一般的な形態であり、

りか、タレントの追っかけともいえるよ

木村氏の農業は堆肥も使わない大豆など

うな木村ファンが全国から来ていて、会

を栽培し、その根粒菌の働きから窒素分

場はあふれんばかりの状態であった。参

を得る自然栽培である。昔であれば一般

加した人の感想が後日伝えられてきた

的な篤農家といわれた農民であり、篤農

が、私が出たことのある講演会などでは

家の話に多くの農民が耳を傾けたが、今

得られないほどに多くの人の感動の気持

日では農民でない人までもが木村氏の話

ちが伝わってきた。

に感動し、木村氏の追っかけ現象までも

１
０年ほど前、木村氏のリンゴを食べた

が起きている。一体、なぜ木村氏の話が

ときの味は今も忘れることはできない。

多くの聴衆に感動を与えるのだろうか。

木村氏には以前から強い関心を持ち、情

木村氏の著書を読むと勇気と希望がわい

報を得ていたが、最近ではテレビ番組に

てくるのだろうか。考えてみると、実に

数多く出演し、本を著し、国内外を飛び

興味深い。

回って講演活動を行っている。今では有

木村氏はリンゴや稲の気持ちになっ

機農業の先達であり、国際的に有名だっ

て、それが喜ぶようにするという。福岡

た福岡正信氏のような存在になっている。

正信氏が「無為自然」を最善とし、人為

木村氏を知らない人のために簡単に紹

を愚かなものと喝破したが、両者には共

介する。１
９
４
９年、青森県中津軽郡岩木町

通するものがある。科学技術が発達し、

の生まれで、弘前実業高校を卒業した後、

人間は神をも恐れぬ存在となり、おごり

集団就職で川崎市の機械メーカーに勤め

高ぶっている。木の葉１枚作れないのに、

るが１年半で退職。故郷に帰り、リンゴ

人間の浅知恵は自然環境を改変し、地球

栽培主体の農業に従事する。６
０年代に入

環境問題を引き起こしている。拝金主義

り、農薬による健康被害に遇った農民が

と投機的行為には限りがあり、いつかは

有機農業を取り組み始める時代の中で、

必ず破たんする。人間は土・自然から離

木村氏も７
８年ごろに農薬による家族の健

れ過ぎたがために、物は豊かになったが

康被害をきっかけに、不可能と思われた

心は飢えた状態に陥り、木村氏の『奇跡

リンゴの無農薬・無肥料栽培に挑戦。１
０

のりんご』の話を聴くことで、どんな困

年近くの苦闘の末、完全無農薬・無肥料

難な問題にも立ち向かえる勇気と希望を

栽培に成功した。

得ているのではないかと考えている。
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危 機 管 理 能 力
宮崎県で発生した口蹄疫は、初期段階

予見する能力、普段と異なる状態に気が

での封じ込めができず大きな惨禍となっ

付く能力、問題が生じた場合、迅速に冷

てしまったが、科学技術が発達し、人や

静に対応する能力―であるといえる。

物の動きのスピードが増していることか

また、危機管理能力を考えると、広い

ら、伝染病や災害、事故や事件に対する

視野を持って現実に対応する能力ととも

危機管理の対応が重要になっている。

に、先を見通す力、想像力の涵 養が極

かん よう

しかし、危機管理の対応といっても、

めて重要である。

普段の職場や日常生活でどうすべきなの

２
０
０
６年にベストセラーとなり、
「品格」

かはなかなか理解できないものである。

がその年の流行語大賞に選ばれた藤原正

ところが、誰でもが簡単に励行できて、

彦さんの著書『国家の品格』の中に、
「優

危機を回避または最小限にとどめること

秀な人材」は「美しい田園」から生まれ

のできること、それは整理整頓と日常的

るとある。優秀な人とは、物事に対する

な点検活動であると考えている。

対応能力に優れている人であり、そのこ
た

製造工場の場合、工場の清掃が十分に
行われていれば、工場の床に油が一滴落

とは当然のこととして危機管理能力に長
けている。

ちていても気が付くことができ、製造工

科学技術が進歩し、社会全体が人為的

程におけるトラブルを未然に防ぐことが

な価値観が優位に立ち、さらに都市化に

できる。

よってさまざまなリスクが高まっている

また、食品工場の場合などでは、工場

が、人は自らの力だけではどんなことを

の清掃が行き届き、整理整頓がしっかり

しても木の葉１枚作れないし、食べ物も

と行われていれば、食品への異物混入の

作れない。

リスクを確実に減らすことができる。

それなのに、自然を敬う考え方や自然

犯罪防止効果として有名な「割れ窓理

に対する謙虚な姿勢が希薄になり、ごう

論」というのがある。街の建物に割れた

慢になってきていることが、人の危機管

窓や落書きを放置していた場合と修理な

理能力の低下につながっているように感

どをしていた場合とでは、後者の方が確

じている。

実に犯罪件数は少ないといわれている。

人々の危機管理能力を高めるには、子

作物を育てていると、朝晩、目配りを

供たちに農業や自然に触れる機会を設け

していればよく育つが、数日の放置で、

ることが重要であり、その体験の場は
「美

病害や水切れで作物を駄目にしたことが

しい田園」であることが基本であると考

ある。危機管理能力とは、事前に物事を

えている。
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文明の盛衰と土壌保全
最近、
『土の文明史―ローマ帝国、マ

再び森林に覆われ、肥沃な土壌がよみが

ヤ文明を滅ぼし、米国、中国を衰退させ

えっていた。ローマ帝国の滅亡からしば

る土の話』
（デイビッド・Ｒ・モントゴ

らくして起こったイタリアのルネサンス

メリー著，片岡夏実訳，築地書館，
２
０
１
０

や西ヨーロッパ文明の発展は、域内で食

年４月発行）を読み、土の重要性をあら

料を自給できたおかげといわれている。

ためて認識し直した。今年１
０月、生物多

西ヨーロッパの農業は３年に一度、休

様性問題を論議する国際会議ＣＯＰ１
０が

閑緑作としたり、家畜の厩肥を施用した

名古屋市で開催されるが、地球上の多様

りしながら土壌の肥沃度を保つ工夫が行

な生物をはぐくむ土壌の劣化・流亡問題

われていたが、地力の維持にはアルファ

を解決しなければ生物の多様性は維持で

ルファとクローバの導入が大きな役割を

きず、人類社会の持続的発展と世界の平

果たしたと考えられている。

和は保たれないのは明らかである。

その後、産業革命へと進み、新大陸の

年代測定技術が進歩し、湖沼の堆積土

発見もあり、地球上の耕作可能地のほと

の層を分析することにより、過去にさか

んどが農業に供されることになった。品

のぼって土壌流亡の歴史を知ることがで

種改良や農薬・化学肥料の発達に見られ

きる。今から１万年ほど前から農耕が行

る農業技術の発展が農業の生産性を飛躍

われるようになり、それに伴って人口が

的に高め、地球人口の急増を支えてきた。

急増し、それを養うために森林が農地と

しかし、品種改良などにより、この１
０
０

して開発されてきた。これにより、肥沃

年で地球上から７
５％の作物栽培品種が失

な表土は湖沼に流れ込んで堆積されたか

われることになり、土壌の劣化・流亡の

らである。表土の減少は農業の生産力を

問題も根深いものがある。

低下させ、食料を確保できなくなった地
域の人口は減少し、国が衰退した。

「ゆでガエル」の例え話がある。熱い
鍋にカエルを入れると飛び跳ねて逃げる

ローマ帝国は穀物のほとんどを中東や

が、水を入れた鍋にカエルを入れ、ゆっ

エジプト、滅亡させたカルタゴなどの北

くりと温めるとカエルは煮えて死んでし

アフリカから輸入し、西ヨーロッパの農

まう。ゆっくりとした変化に対応するこ

業は河谷に限られていたことから、北イ

とは極めて難しい。

タリアのポー川流域やローマの属州で

現代農業は、土壌がつくられるスピー

あったガリア（現在のフランス）などの

ドより特段に速いスピードで土壌を消費

土壌は農耕による流亡を免れていた。そ

しているのであり、
「土壌保全」の有機

の結果、青銅器時代に耕作された斜面は

農業への転換が急がれるのである。

３６
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日々の食事に感謝を
生きているものは、常にエネルギーを

てつながらなくなっている。食卓にある

必要としており、食事は人間が生きてい

食べ物が、どういう経路をたどってきた

くうえで必要不可欠なものである。

のかが実感できず、日々の食事を通じて

社会が発展し、わが国のような先進工
業国では、食料を生産する農漁業者がご

「いのち」をいただいているから生きる
ことができると実感できなくなっている。

くわずかとなり、多くの人は食べ物がど

戦後、日本は科学技術の進歩と経済発

のようにつくられ、どのような経過で人

展の道を歩み、日本人は数々の夢を実現

の口に入るのかを考えることもなく日々

し、輝かしい未来が約束されているかの

を過ごす時代となった。
「飽食」や「グ

ようだった。しかし、その一方で人々は

ルメ」という言葉が一般的となり、人は

欲望を限りなく増大させ、自分の欲望の

生きるために食べるのか、食べるために

成就にしか関心を示さなくなってきたよ

生きるのかという問答すら成り立つほど

うに思われる。生きるために不可欠な食

である。

料の多くを海外に依存する中で、バブル

! !

学校給食の時間、それをつくった人た

経済が破たんし、先行きの見えない時代

ちに感謝の気持ちを込めて「いただきま

が続いている。そして、常識では考えら

す」と言うことが、最近では「給食費を

れない「いのち」を軽んじる事件が起き

払っているのに、なぜ感謝しなければな

ているのである。

らないのか」と指摘されるという。
「い

地球上には約１
０億人の満足な食事ので

ただきます」とは、生産した農民などへ

きない人がいることや、炎天下で一生懸

の感謝の気持ちとともに「生命（いの

命に田草を取る農民がいることに思いを

ち）
」をいただくという意味が込められ

はせる人は少ない。
『農業本論』の著者

ている。人は地球上に生きるすべての生

である新渡戸稲造の歌に「食に飽く身の

き物との関係性の中で生きており、ほか

幸いを悦びて 飢えに苦しむ人を憐れ

の生き物の「いのち」をいただかなけれ

め」
「今日もまた御飯に不足なきにつけ

ば生きていけない厳然たる事実がある。

野らに働く人をうやまえ」とある。そし

しかしながら、昔の家庭であれば、近

て新渡戸は「農民の米一粒一粒にかける

くに生産者がいて、生産された食材をそ

苦労は大変なもので、自分の家にある食

のままの形で手に入れ、自宅で調理して

料も決して粗末には出来ない。自分の欲

食べた。今では、食材をスーパーマーケ

望だけは間違いのないものとして、人の

ットから購入すると、
「魚」と
「切り身」
、

忠告を受け入れないものである」
と言う。

「牛」と「牛肉」が実感のあるものとし

酪農ジャーナル ２０１
０．
１
０

心すべき言葉である。

３７

国際協同組合年への期待
２
０
１
２年を「国際協同組合年」とするこ

農業の発達により文明が生まれ、文化

とが昨年１
２月に国連宣言で定められ、こ

が育ってきたが、土壌の流亡と資源の枯

れに向けて今年８月、東京都内で日本の

渇、地球の温暖化と生物多様性の喪失、

第１回実行委員会が開かれた。

地球人口の増加と飢餓人口の増加という

昨年は日本生活協同組合連合会の初代

大きな課題に人類は直面している。

会長だった賀川豊彦が、神戸で貧しい

「人類は宇宙船地球号の乗員」といわ

人々の救済活動を始めて１
０
０年になるこ

れるように、農業に適した新しい大地は

とから、
「賀川豊彦献身１
０
０年」の記念行

地球には残されていない。人類は限りあ

事が開催された。

る地球という空間の中で、拝金主義と投

賀川豊彦は「慈善活動では貧しい人々

機的行為に決別し、
「協同の精神」で持

は救えない」と協同組合運動に力を注い

続可能な社会を目指さなければならない

だのであるが、昭和の初めに「農村の荒

のである。

廃は極度に達し、都会の混とんは言葉に

二宮尊徳の言葉に「遠くを計るものは

尽くせない」と、産業組合づくりに希望

富み、近くを計るものは貧す」
「道徳を

を見る農村青年を主人公に『乳と蜜の流

忘れた経済は罪悪、経済を忘れた道徳は

るる郷』を著したが、この本は昨年、家

寝言」というのがあるが、経済活動には

の光協会から復刻出版された。

厳しい倫理観が求められ、社会の鍵を

また、協同組合といえば、江戸時代後
期に活躍した二宮尊徳は、協同組合の生

握っている消費者には宇宙船地球号の乗
員としての自覚が求められている

みの親として知られるドッチデールより

その中でも、生きていく上でなくては

も早く、協同組合の考え方で疲弊した６
０
０

ならないのが食料であり、それを生産す

を超える村々を復興したことで知られて

る農業の在り方が重要である。

いる。

生活協同組合は消費者の利益を守るた

東西冷戦構造が崩れて以降、米国が先

めに、農業協同組合は農民の利益を守る

導する資本主義が大きく発展し、輝かし

ために設立されているが、これからの望

い未来が約束されたかに見えたが、２
０
０
８

ましい協同とは、消費者と生産者が一つ

年秋のリーマン・ショックを契機に、先

の協同組合に参加している姿であると考

進工業国の欧米と日本は長期不況に陥っ

えている。

ている。今日の経済危機は、人々の意識
が「拝金主義」と「投機的行為」に大き

「国際協同組合年」を契機に、協同組
合運動の発展を期待している。

く傾いた結果であることは明らかだ。
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１

酪 農 学 園 の 出 番
２
０
１
０年は、北海道からノーベル化学賞

持培養と生物多様性の維持、持続可能な

受賞者が生まれた記念すべき年となった。

農業の確立と担い手の育成・確保はわが

受賞者である鈴木章北海道大学名誉教授

国にとって最重要の課題である。

のインタビューなどを繰り返し見聞きし

こうした状況から「三愛主義」
（神を

たが、国土が狭く、資源を持たない日本

愛し、人を愛し、土を愛す）の下に「健

の発展は、日本人の知的能力をどれだけ

土健民」
「循環農法」
「有機農業」を建学

高めることができるかにかかっており、

の精神に持つ酪農学園は、社会的な使命

高等教育の重要性とそれに携わる責任を

を果たす必要があると考え、学園創立の

あらためて感じた。

原点に立ち返った抜本的な改革を進めて

科学技術の進歩とグローバリゼーショ

きた。本年４月には、とわの森三愛高校

ンが進む中、わが国は資源の多くを他国

を大学付属に位置付け、全日制課程の普

に依存しながら、工業技術力と日本人の

通科は「獣医進学コース」
「アドバンス

勤勉さで米国に次ぐ経済大国にまで発展

コース」
「フードクリエイトコース」
「総

してきた。しかしながら、中国、インド

合教育コース」
「トップアスリート健康

などの急速な経済発展、ヨーロッパ諸国

コース」とし、酪農経営科は「アグリク

の欧州連合（ＥＵ）への統合、世界全体

リエイト科機農コース」とし、新たに通

での貿易の自由化が進む中で、わが国は

信制課程を設けてスタートした。

長期にわたって経済が低迷している。加

酪農学園大学については、現在の酪農

えて、最近の円相場の上昇は国内製造業

学部、獣医学部、環境システム学部の３

の空洞化を引き起こし、このままでは日

学部を「農食環境学群」と「獣医学群」

本が国際的な動きから取り残され、衰退

の二つに改組するとともに、その中に
「循

の道をたどるのではないかと懸念される

環農学類」
「食と健康学類」
「環境共生学

事態になっている。

類」
「獣医学類」
「獣医保健看護学類」の

一方、土壌の流亡と地球資源の減少、
地球温暖化と生物多様性の喪失、地球人

５学類を設け、来年４月に新しい酪農学
園大学としてスタートする。

口の増加と食料の安定確保が人類の存亡

酪農学園は、わが国の発展と世界の平

にとって大きな問題である中、わが国は

和に貢献する人材を送り出す世界に開か

国民が生きていくために必要不可欠な食

れた学園として発展することが、創立者

料の６割を海外に依存している。食料を

の熱き思いとこれからの社会の期待に応

賄えない国家が繁栄し続けることができ

える道であると、道産子ノーベル賞受賞

ないことは歴史の習いであり、土壌の維

に接してあらためて考えさせられている。

酪農ジャーナル ２０１
０．
１
２
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「３．
１
１」の河は深く渡れ
日本社会は、経済の低迷、少子高齢化

始めたことにより、人口を増加させ、農

の進行、国・地方自治体の財政悪化など

業を始めた時代には５
０
０万人とも８
０
０万人

へい

困難な課題に直面し、政治・経済に閉

ともいわれた地球人口は、現在約７
０億人、

そく

塞 感が漂う中、３月１
１日、東 日 本 大 震

２
１
０
０年には１
０
０億人を超えるものと予想

災が起き、それに伴う福島第１原子力発

されている。科学技術の発達が食料を増

電所の重大事故により、国難ともいえる

産し、今日の高度な文明社会を築いてき

状況になった。

たが、一方では地球資源を食いつぶして

巨大地震と大津波の惨状は言葉に言い
尽くせないありさまであるが、時間が経

きており、地球温暖化という地球環境問
題を引き起こしている。

過するに従い、被災者の復興への強い意

人類は、これまでの歴史においてさま

志が伝えられ、国内だけでなく、多くの

ざまな困難に直面してきたが、大地があ

国々から支援の手が差し伸べられている

り、太陽の光があれば、災難をバネに社

かん なん

のを見ると、助け合いながら艱 難を希

会をより発展させてきた。しかし、それ

望へと変える人々のたくましさを感じる

には地球環境が保全され、食料が賄える

が、原発事故が伴ったこともあって、東

条件が必要である。

日本大震災はこれからの社会に大きな変

足尾鉱毒事件で明治天皇に直訴した田

化をもたらすことになったと考えている。

中正造翁は、必ず掘り尽くされる銅鉱山

社会を大きく変える出来事となるのは

の一時の利益のために、食料生産力のあ

戦争や革命であり、歴史的に見ると天変

る渡良瀬川流域の大地を犠牲にするのに

地異も挙げられるが、最近では９．
１
１の

強く異を唱えたが、これからの社会にお

テロ事件が米国ばかりでなく、世界中の

いて、食料を生み出す大地や海の豊かさ

人々に大きな意識変化をもたらした。

を増さない限りは、増え続ける人類の食

今回の東日本大震災は、巨大地震と大
津波だけであれば日本一国のことで収

料を賄うことができないことは明らかで
ある。

まったが、高い工業技術力を持つ日本に

どんなに技術が進歩しても、人類は多

おいて原子力発電所の重大事故が発生し

様な微生物のすむ一握りの土をつくれな

たことにより、
「３．
１
１」として世界中の

いし、木の葉１枚もつくれない。現代に

人々により大きな衝撃を与え、これから

生きる私たちは、想像力を十二分に働か

の社会を生きていく想像力が根本から試

せて、東日本大震災の復興と原発事故に

されることになった。

対応しなければならない。

人類は１万年ほど前に本格的に農業を

４０

「河は深く渡れ」である。
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近くをはかる者は貧す
わが国はこの２
０年、経済の低迷が続き、

での経済政策、小資源国日本の食料・エ

さまざまな難しい課題を抱えている中

ネルギー政策など、いずれの課題も半年

で、東日本大震災と原子力発電所事故と

や１年では世論をまとめ、進むべき方向

いう大きな困難に陥っている。

を確立することすら難しい。

パナソニックの創業者である松下幸之

これは日本人の多くが、自己中心的に

助は「災害を被った町と被らなかった町

なって目先の利益に走り、結果をすぐに

で、どちらが１
０年後発展しているかと考

求め続けてきたことで、わが国の政治が

えると、被った町の方が発展しているも

機能しなくなっているからではないかと

のだ」と言っていた。

考えている。

極めて困難な状況に置かれている日本

国際化、情報化、技術革新と社会の変

かんなんなんじ

には「艱 難 汝を玉にする」という言葉

化のスピードは速く、先が読めなくなっ

があるが、困難に陥っている現状を大き

てはいるものの、目先の利益の追求では、

く変えていくチャンスととらえ、大震災

遠くに目標を設けることができない。こ

からの復興に取り組むことが大切である

のため、社会の変化に的確に対応できず、

と考えている。

結果として自己の利益を損なうことにな

それにしても、東日本大震災と原子力

る。国民が近視眼的な発想でいる限りは、

発電所事故の対応がなかなかしっくりと

今後も政治のリーダーシップは望みよう

いかない。未曾有の大震災と経験したこ

がない。

とのない原子力発電所事故への対応だと

明治維新、太平洋戦争の敗戦に次ぐ大

はいえ、
「どうしたことか」と考えざる

きな転換期にある日本。東日本大震災と

を得ない。

原子力発電所事故を契機に、今こそ日本

１
９
９
０年代に入ってからのこの２
０年、日

人は発想の大転換が求められている。多

本社会が閉塞感に陥り、政治のリーダー

くの国民が、歴史に学び、想像力を発揮

シップが求められている中で、内閣総理

することができれば、長期的な展望に

大臣が短期間に交代してきた。新しい内

立った政治が実現できるはずである。

閣が発足した直後は高い支持率となる

二宮尊徳のよく知られた言葉に「遠く

が、小泉内閣を除いては、いずれの内閣

をはかる者は富み、近くをはかる者は貧

も国民からの支持を短期間に失って交代

す」とあるが、この言葉の意味を深くか

してきた。

み締め、ピンチをチャンスに変えていく

少子高齢化への対応、国際化が進む中

時である。

での国益を考慮した外交、円高が進む中

酪農ジャーナル ２０１
１．
８

４１

地方からの日本新生
「失われた１
０年」といわれていたが、

そうした環境の下で、大分県知事（平

いつの間にか「失われた２
０年」といわれ

松守彦氏）が「１村１品運動」を提唱し、

て今を迎えている。

それが全国に広がり、地方から日本を変

東日本大震災と福島第１原子力発電所

えなければという考え方を持つ知事も登

事故に見舞われ、下手をすると日本はこ

場し、
「地域の力」を向上させるための

のまま「失われた状態」になるのではな

地方分権の重要性が訴えられていた。

いかと強く懸念される。
北海道庁において地方行政に携わった

しかしながら、国の形を変えるような
抜本的な行政改革は進まず、進んだもの

者として、３
０年ほど前を振り返ってみる

は、プラザ合意（１
９
８
５年９月２
２日に、Ｇ

と、当時は高度経済成長を遂げ、米国に

５＜先進５カ国蔵 相・中 央 銀 行 総 裁 会

次ぐ経済大国になった日本が、第１次オ

議＞によって発表された為替レート安定

イルショック、第２次オイルショックを

化に関する合意）を境にした円高とバブ

経験し、明治維新、太平洋戦争敗戦に次

ル経済であった。

ぐ大きな転換期を迎えていた。

バブルがはじけてしまうと、
公の財政出

２
１世紀に向けて、国際化と情報化の進

動が繰り返された。国公債の発行増加と

展という大きな環境の変化に対応した国

コスト意識や長期ビジョンに欠けた予算

づくりが求められており、抜本的な行政

執行により、国・地方自治体とも膨大な

改革を進めるべく土光敏夫氏を会長とす

公的債務を抱えることになり、
「失われ

る第２次臨時行政調査会が設けられ、そ

た時代」
といわれるようになったのである。

の結果、電電公社や国鉄など３公社５現

明治維新は、地方の開明的な大名と憂

業の民営化などが進められた。
その一方では、地方の衰退（農林水産

国の心を持った若者によって列強の植民
地にならずに成し遂げられた。

業従事者の減少と高齢化、農山漁村の過

このまま「失われた日本」にならない

疎化）が進行しており、都市と農村の均

ためには、民主主義と地方自治の基本に

衡ある発展を目指した大平内閣の「田園

立つならば、国際化やＩＴ革命の動向と

都市構想」などが出されたりもした。そ

わが国の少子高齢化などの現状を踏まえ

の流れの中で、農林水産省は１
９
８
０年代の

ながら、自主独立の心を持って行動でき

農政の基本方向において、それまでの農

る若者を数多く育てることであり、その

政の考え方とは一線を画した「地域農政

若者たちが地方からの日本新生を目指す

の推進」を強く打ち出した。

べきと強く感じる今日この頃である。

４２
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食糧の安全保障と為政者の責任
２
０
１
０年度の食料自給率は、
カロリーベー

んで飢饉が生じるのであるが、社会の混

スで３
９％と再び４
０％を割った。１
９
９
９年に

乱や為政者の間違った政策が飢饉に拍車

食料・農業・農村基本法が施 行 さ れ、

を掛けているケースが歴史上多いことも

２
０
０
０年３月に閣議 決 定 さ れ た 食 料・農

事実である。

業・農村基本計画で食料自給率の目標が

「３年分の食料の蓄えは当たり前で、

初めて設定されることになり、１
０年度の

９年分の蓄えをするのが為政者の理想像

食料自給率目標を４
５％にすることが決定

である」という中国の言葉がある。国民

された。

が飢えないようにすることが、為政者の

この基本計画は５年ごとに見直される
ことになっており、０
５年３月の基本計画

最大の責任であり、国家を維持するため
の最も基本的な条件である。

では、食料自給率が全く向上していない

その中国では、毛沢東が指導した「大

ことから目標年が５年延期され、食料自

躍進政策」によって工業も農業も生産を

給率４
５％は１
５年度の目標となった。その

伸ばすのではなく、逆に生産現場を大混

後、政権交代となり、民主党政権では１
０

乱させ、結果として１，
０
０
０万人の餓死者

年３月の基本計画において、２
０年度の食

を出した歴史があり、ソビエト連邦の崩

料自給率目標を５
０％に引き上げた。

壊も農業生産の減少による食料配給の停

しかし、わが国の農地面積が減少し続

滞が大きな要因となっている。

けている中で耕作放棄地は増加し、農業

東日本大震災に伴う福島第１原子力発

従事者の高齢化が進行しており、抜本的

電所の事故によって原発の安全神話がも

な対策を講じない限り、食料自給率５
０％

ろくも崩れ去ったが、為政者に国民は完

の目標を達成することは不可能であるこ

全にだまされていたのである。これと同

とは誰の目にも明らかである。そんな中

様に、２
０年度の食料自給率５
０％の目標は

で、わが国の食料自給率は目標に向かっ

「絵に描いたもち」のようで、わが国の

て上向くのではなく低下している。

食糧の安全保障の危うさを感じざるを得

最近の世界を見渡してみると、北アフ

ない。

リカの政変は食料価格の高騰が引き金と

原発事故による国土の放射能汚染と食

なったが、東アフリカのソマリアでは干

料自給率の低下を目の当たりにすると

き きん

ばつによる飢 饉が深刻化し、北朝鮮で

き、食料の生産基盤である美しい大地を

は慢性的な食料不足が続いており、食料

守り、農業に携わる人が増える環境を整

援助が行われている。

えることが、今日の日本の為政者に求め

干ばつなどで農業生産が極端に落ち込

酪農ジャーナル ２０１
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１
０

られる最大の課題である。

４３

日本有機農業研究会設立４０周年を祝う
研究会の設立を目指していた一楽照雄

将来に対する明るい希望や期待が発見で

氏は、会の名称を付けるのに先立ち、千

きるであろう」と日本有機農業研究会へ

葉に閑居していた黒澤酉蔵氏を訪ねた。

の積極的参加を呼び掛けている。

黒澤氏から「天地機有り」や「機農」の

研究会が設立された４
０年前の日本は、

意味を聞き、研究会の名称に
「有機農業」

公害が人々に健康被害を与え、農薬が農

を用いることを決めた。それから６カ月

業者に傷病を頻発させるばかりではな

後の１
９
７
１年１
０月１
７日、日本有機農業研究

く、残留農薬や食品添加物が消費者の健

会結成趣意書によって研究会はスタート

康に深刻な脅威を与えていた。そうした

した。その後、４
０年の月日が流れた今、

中、農業の近代化という従来農法を抜本

「有機農業」という言葉は日本語として

的に反省し、あるべき姿の農法を探求す

完全に定着した。

る研究会が農業者、消費者、医者、学者

結成趣意書の冒頭には「科学技術の進

などが集まって発足したのである。

歩と工業の発展に伴って、わが国農業に

環境破壊を伴わずに地力を維持培養し

おける伝統的農法はその姿を一変し、増

つつ、健康的で味の良い食物を生産する

産や省力の面において著しい成果を挙げ

農法を探求する日本有機農業研究会は、

た。このことは一般に農業の近代化と言

当時としてははるかに時代を先取りした

われている。このいわゆる近代化は、主

ものであった。

として経済合理主義の見地から促進され

また忘れてはならないことは、本来あ

たものであるが、この見地からは、わが

るべき姿の農業であるとした「有機農業」

国農業の今後に明るい希望や期待を持つ

は、設立趣意書にあるように「単に一種

ことは甚だしく困難である」とある。

の産業であるにとどまらず、経済の領域

そして、設立趣意書の後半では「農業

を超えた次元で、その存在の貴重さを主

者が、国民の食生活の健全化と自然保

張することができる」
としたことである。

護・環境改善についての使命感に目覚

東日本大震災とそれに伴う東京電力福

め、あるべき姿の農業に取り組むならば、

島第１原子力発電所の事故を契機に、社

農業は、農業者自身にとってはもちろん

会のありようが根本から問われている。

のこと、他の一般国民に対しても、単に

本来あるべき姿の農業が国民の共通認識

一種の産業であるにとどまらず、経済の

になり、消費者の応援を受けての有機農

領域を超えた次元で、その存在の貴重さ

業のより一層の拡大が求められている。

を主張することができる。そこでは、経

日本有機農業研究会設立４
０周年を祝い、

済合理主義の視点では、見出せなかった

有機農業の発展を願うものである。

４４
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真の文明社会を考える
国民総生産（ＧＮＰ）に占める農業の

料自給率は３
９％と先進国の中でも最低に

割合はわずか１％台になり、農業の経済

なり、農村の過疎化と農業従事者の高齢

的な位置は極めて小さくなった。

化が極度に進んできた。

このため、環太平洋経済連携協定（Ｔ

歴史を見ると、欧米諸国は産業革命を

ＰＰ）への参加によって「工業品などの

通じ、時間をかけて工業化の歩みを進め、

輸出を拡大し、海外市場を取り込むこと

現在では先進工業国であると同時に先進

で国内の産業空洞化を防ぐメリットは大

農業国でもある。一方、明治維新で近代

きい」とか、
「資源の少ない日本は貿易

化に踏み切ったわが国では、進んだ文明

を通じて今日の発展を遂げてきたのであ

とは工業文明であると受け止められ、そ

り、今、バスに乗り遅れると日本は取り

うした国づくりが進められ、農業の持つ

返しのつかないことになる」などの意見

価値は軽視されてきた。

が経済界を中心に声高に叫ばれ、世論に

足尾鉱毒事件で明らかなように、田中

大きな影響を及ぼすマスコミ報道の多く

正造が足尾銅山の操業を停止してまで渡

も、ＴＰＰへの参加をおおむね支持する

良瀬川流域の大地を守り、農業を守ろう

ものとなっている。

と明治天皇に直訴したが、政府は富国強

一方で、農業団体が「ＴＰＰへの参加

兵のためには大地を鉱毒で汚染しても鉱

は国内農業の死を招く」と反対している

山の操業を優先し、遊水地の整備と渡良

ことに対しては「国内農業が大丈夫なよ

瀬川流域から農民を強制移住させること

うに十分な対策を講じる」とか、
「日本

で鉱毒事件の解決を図った。田中正造の

の農産物は品質面で国際競争力を持つこ

「大地を冒すものは国を滅ぼす」という

とができるから、農業にもＴＰＰのメリ

訴えは聞き入れられず、その本質も全く

ットはある」などとして一層の貿易自由

理解されなかったのである。

化への世論形成が行われている。

１
９
４
５（昭和２
０）年、富国強兵路線の神

そもそもわが国は、戦後の焼け跡の中

国日本は滅びたが、それからの歩みは一

から驚異的な復興を果たし、一大先進工

層の工業化という大きな変化が日本の全

業国に発展して今日に至ったが、経済の

体像を大きくゆがめ、農業・農村は一方

グローバル化が進むにつれて「資源のな

的に衰退してきた。東日本大震災と福島

い日本は貿易立国として進むことが一番

第１原子力発電所事故に遭遇したわが国

の道である」と多くの国民が考えるよう

は「農業の土壌の上に文明社会がある」

になってきた。その中で農業・農村は衰

ということをいま一度考え、日本の行く

退の一途をたどり、カロリーベースの食

末を論じるべきであると思うのである。
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４５

心新たに、日本再生に向けて
昨年は東日本大震災とそれに伴う東京
電力福島第１原子力発電所の重大事故と

みの反省に立って、将来を見据えた取り
組みが求められているのである。

いう、これからの日本の行く末に大きな

東西冷戦構造が消滅し、ＢＲＩＣｓ
（ブ

影響を与える出来事があった。一方、国

リックス）
といわれるブラジル、ロシア、

際的には北アフリカの民衆革命、欧州連

インド、中国や南アフリカが経済的に大

合（ＥＵ）におけるユーロの金融危機や

きな力を持つようになり、長い間続いて

歴史的な円高といった経済の混乱、さら

きた米国を中心とした世界は多極型の世

に米国の大竜巻やタイの大洪水といった

界に進もうとしている。

気象災害も発生した１年であった。

こうした中では、わが国がこれまでの

そしてまた、今後の日本の行く末を大

ように輸出や海外進出に依存した経済成

きく左右する環太平洋経済連携協定（Ｔ

長を遂げていくことは不可能である。ま

ＰＰ）への参加問題が国論を二分する中

してや、地球資源は有限であり、環境問

で、参加に向けた協議を開始することが

題と地球人口の増加は、これからの社会

野田佳彦首相により決断された。

の発展にとって大きな制限となるもので

わが国は、政治、経済、金融、労働、

ある。日本人が自立した幸福な社会をつ

教育といったあらゆる分野で大きな変革

くっていくためには「新たな歩み」が求

期にあるが、ＴＰＰの論議を聞いている

められている。

と、徳川幕府が開国を決断した時期と同
じような感がある。
ペリー提督が浦賀水道に 黒船 の姿

２
０
１
２年は国連が決めた「国際協同組合
年」である。
「一人は万人のために、万
人は一人のために」
のスローガンの下で、

を見せてからわずか１
５年後に明治維新が

「世界の協同組合組織が連帯し、生きて

達成されたことを考えると、失われた１
０

いくうえで不可欠な食料やエネルギーを

年が、失われた２
０年になろうとするわが

自給する地域自立型の社会を目指す年に

国においては、国民１人１人の奮起が必

なれば…」と期待している。

要になっている。

日本での記念事業の実行委員長を務め

そもそもわが国は、敗戦から驚異的な

る経済評論家の内橋克人氏が提唱する

経済復興を果たして経済大国になった

「ＦＥＣ自給圏」
（東日本大震災の復興で

が、この間、政治も経済も東西冷戦構造

提言している構想）の形成により、食料

の中で、米国の世界戦略の下で繁栄が成

（Food）
、エネルギー
（Energy）
、介護・

し遂げられてきたのであり、今に生きる

福祉
（Care）
の自給という考え方を指針

私たちは心を新たにして、これまでの歩

にして歩む２
０
１
２年としたいものである。

４６
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工業と農業の調和
戦後、わが国は 奇跡 といわれる高

が進歩・発展したときには、現在の先進

度経済成長を実現し、世界の経済大国と

工業国と同じ悩みを抱えることになるこ

なった。このことは、日本人の勤勉さも

とは間違いない。

あるものの、工業の生産効率をより高め、

イギリスから始まった産業革命以来、

その製品の輸出拡大に成功してきたから

工業は大きく発展し、それから生み出さ

である。

れる貨幣経済は膨張し続け、株式や先物

しかしながら、この間、貿易の自由化
が論議されるたびに日本農業の非効率さ
と高コスト構造が指摘され、農業は工業

取引、そして新たな金融商品などを通じ
て金融が社会を動かす時代になった。
その結果、先進工業国の人々の暮らし

発展の犠牲を強いられてきた。これ以上、

は豊かになり、平均寿命も大きく伸びて

農業の衰退が進行してしまう日本を想像

きた。しかし、一方では経済格差が拡大

すると暗たんたる気持ちになる。

し、ごく一部の金持ちと大多数のその他

環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）参加

に分けられつつあり、日本では年間３万

問題を契機に、日本農業の再生に向けた

人以上の自殺者をも生み出している。工

論議が始まっている。日本には高い技術

業の進歩・発展は、人々の生活の形を根

力があり、安全・安心な農畜産物や食料

本から変革し、戦争の形を変え、自然環

品の輸出に活路を求める動きもあるが、

境をも変えるところとなった。

日本農業の救世主には成り得ないことは
明らかだ。

工業化が進む中で、労働者は資本家か
ら搾取される者と考えられ、理想的な国

わが国はバブル経済が破綻して以来、

の形としての社会主義国も生まれたが、

政治や経済政策が迷走状態にあるが、米

今ではそのほとんどが立ち行かなくなり

国での同時多発テロとリーマン・ショツ

姿を変えてしまった。

ク、欧州諸国での金融不安など、先進工

工業の際限のない進歩は、人間を 搾

業国である日・米・欧がおしなべて先行

取 することから、人間を 排除 する

きが不透明な状況になっている。

社会へと進み始めている。未来に希望を

そして、高い経済成長を遂げてきたＢ

持つためには「工業の進歩・発展とは何

ＲＩＣｓ（ブリックス＝経済発展が著し

か」
「人間の幸福とは何か」を考え、金

いブラジル、ロシア、インド、中国 の

融の膨張を制御し、農業と工業とが調

頭文字を合わせた４カ国の総称）といわ

和・均衡の取れた社会を目指さなければ

れる国々にも、欧米の金融財政問題の影

ならないのである。

響が出始めている。これらの国々の工業

酪農ジャーナル ２０１
２．
２

４７

東日本大震災から１年を迎えて
この３月１
１日で、東日本大震災とそれ

べき在来農法もなく、ホーレス・ケプロ

に伴う東京電力福島第１原子力発電所の

ン、エドウィン・ダンらによってもたら

重大事故からちょうど１年になる。今な

された西欧農法、開拓者による府県農法

お３
０万人を超える人々が不自由な避難生

の改善応用などの手探り状態が続いた。

活を余儀なくされているが、私たちはこ

そうした中、安孫子氏は農事試験研究機

の大災害を風化させることなく、被災者

関での活動を通じて、寒地農業の確立の

に心を寄せながら、被災地の復興と日本

視点から畑作酪農の振興に力を入れるな

再生に向けて前に進む必要がある。

ど、篤農家の技術も取り入れながら北海

世界を見渡せば、欧州の金融危機を克

道農業の基盤を築いた功労者である。

服する見通しがなかなか立たないことか

また、胸像建立と同時に『北海道農業

ら、歴史的なユーロ安と円高が続き、長

よもやま話』として安孫子氏の語った言

期低迷に陥っている日本経済にとっては

葉がまとめられ刊行されている。その中

懸念材料となっている。しかし、東日本

で安孫子氏は「聖書のローマ書に、 わ

大震災と原発事故を契機に、食料やエネ

れわれは艱難を喜んでいる。なぜならば

ルギーの国内自給率を高める内需重視の

艱難は忍耐を生み出し、忍耐は練達を生

政策に大きく転換することで、衰退して

み出し、練達は希望を生み出すことを

きた地方（農業・農村）を活性化し、震

知っているからである とあります。こ

災復興と日本再生ができると考えている。

れは、わが国の 艱難汝を玉にす とい

このことは、確たる農業技術も持たな

う言葉にあたると思いますが、凶作とい

い中で未開の原野に挑み、苛烈な冷害凶

う災いを転じて福となすために、農村あ

作の災いを福に転じてきた北海道農業の

たりの教育者がそうした気持ちを持って

歴史から学ぶことができる。

農村の人々、とくに青年たちが凶作に打

札幌に北海道開拓使が置かれ１
０
０年目

ちひしがれないところの精神力を養うよ

の昭和４
３（１
９
６
８）年、安孫子孝次氏胸像

う指導されることが必要ではないかと思

建設の会（会長・町村敬貴氏）により、

うわけです」と述べている。

「北海道の農業試験機関の父」と称され

過酷な冷害凶作を経験したことで、欧

た安孫子氏の胸像が空知管内長沼町の道

州酪農に並ぶ北海道酪農が築かれ、魚沼

立中央農業試験場の前庭に設置された。

産コシヒカリに並ぶ北海道米「ゆめぴり

北海道開拓が始まった当時、積雪酷寒と

か」が生み出されたのであり、災いを福

いう気象条件と粘土地、火山灰地、泥炭

に転じる精神力の大切さをあらためて考

よ

地という特殊土壌の広がる大地には拠る

４８

えさせられたところである。

酪農ジャーナル ２０１２．３

国家教育予算の増額を
４月は新たな出発の時期である。特に

進む中で、日本の教育がさまざまな問題

小学校への入学や高校・大学への進学は、

を抱えていることから出てきたものと考

希望に満ちた人生の歩みそのものであり、

えている。

学業を修めて仕事に就く若者にとっても、

２
０年前をピークに１
８歳人口が減り続け

不安を抱きながらも大きな希望を持って

ているのに、大学の収容定員はバブル化

歩み始める人生の大きな一歩の時である。

し、私立大学の約４割が定員を満たせな

しかしながら近年、経済格差が拡大す

い状態にある中で大学間格差が拡大して

る中で、進学したくてもそれがかなわな

いる。また、北海道では札幌圏を除くと、

い子供たちや希望とは異なる職場に就職

中学生の学力が全国最低クラスといわれ

する青年たちのことを思うと、何とかな

る。高校、大学が狭き門であった時代は

らないものかと考えさせられてしまう。

曲がりなりにも学習習慣が身に付いた

経済力を持たない親の責任や希望の企

し、本を読むことにより考える力が養わ

業などに就職することができない青年の

れたが、全入時代の到来によって学習習

努力不足に責任を負わせることは容易で

慣が低下してしまった結果である。

あるが、わが国の教育の在り方をいま一

東日本大震災とそれに伴う東京電力福

度、政治家をはじめとして今を生きる大

島第１原子力発電所事故を契機に、この

人たちが考えるべきではなかろうか。

国を大きく変革するチャンスである。あ

未来を託すことができるのは子供たち

らゆる分野でわが国の国際競争力を左右

であるのに、教育に掛けるわが国の国家

することにつながるのは人材である。わ

予算は先進国の中で最低であり、多くの

が国の財政再建には一刻の猶予もないと

日本人は国家が支援しない分を家計で負

いわれているが、大学の秋入学論議を契

担しており、そうしたことを背景に教育

機にわが国の教育の在り方、とりわけ日

が支えられてきた。

本の大学教育の在り方、国の教育支援の

現在、わが国は国内総生産（ＧＤＰ）
の２倍を超える１，
０
０
０兆円もの借金を背
負っていて、それを将来的にはこれから

在り方を根本から早急に検討すべきでは
なかろうか。
今後の少子化・人口減少の見通しの中、

の人たちが解消しなければならないこと

将来の日本を担う人材育成は喫緊の課題

を考えると、より多くの国家予算を教育

である。税金を納めることのできる人材

に使うべきであったと言わざるを得ない。

を育てることなしには国家は成り立たな

東京大学の 秋入学構想 に注目が集

いからである。
「国家百年の大計は教育

まっているのも、
「国際化」
「情報化」が

にある」ことを今ほど感じる時はない。

酪農ジャーナル ２０１
２．
４
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脱原発依存に向けて
東日本大震災とそれに伴う東京電力福

食料自給率は３
０
０％もある。酪農学園に

島第１原発事故から１年以上が経過した

表敬訪問された駐日デンマーク大使は

が、多くの国民それぞれがさまざまなこ

「将来、国内で使う電気はすべて自然再

とを考えさせられたことと思う。今回の

生エネルギーにしたい」と言い、
「それ

災害を風化させることなく、高度経済成

は北海道でも可能だ」
と助言してくれた。

長時代を過ごしてきた団塊の世代である

確かに北海道は、送電線さえ整備され

私には、これからの子供たちのために
「日

れば風力発電大国になれるし、道東の日

本の国の価値観や日本人の身の丈に合っ

照時間量を考えると太陽光発電大国にも

た幸せとは何か」を可能な限り問い直す

なれる。デンマークにはない水力や地熱、

責任があると感じている。

木質バイオマス資源が豊富であることを

広島と長崎に原子爆弾を投下され終戦

考えると、北海道は食料・食品の供給基

を迎えたが、戦後、戦争責任はあいまい

地に加え、電気の供給基地にもなること

にしたまま、原爆を使用した米国の責任

ができ、先人たちの夢である「北海道を

を強く問うこともなく、特に団塊の世代

東洋のデンマークへ」
が可能なのである。

は米国の文化に自由・自立を感じ、やれ

北海道新聞による３月初めの道民世論

技術立国だの、やれ経済成長だのとの時

調査では、泊原発について「電気料金の

流の中で現在に至った。この間、日本の

値上げを受け入れてでも原発は不安なの

食料自給率は４
０％に低下し、発電量の３

で止めておく」が６
４％、
「経済の冷え込

割を原発が占めるようになり、今回の取

みにつながるので値上げせずに再稼働さ

り返しのつかない原発事故を招いた。

せる」が２
０％、
「大間原発は凍結し議論

唯一の被爆国でありながら、原子力に

をやり直すべき」と「止めるべき」を合

対する日本人の拒否反応を薄めるため、

わせると９
３％であった。道民世論は明ら

米国の企業と連携して原子力の平和利用

かに脱原発依存を望んでいる。

キャンペーンを進め、原発廃炉後の廃棄

活断層の研究が進み、日本列島やその

物の処理方針も決まらないまま、原発建

周辺に大きな活断層の存在が分かってき

設を推進してきた。北海道の発展に貢献

たのはこの２
０年余りのことでまだ未知の

した先人たちは「北海道を東洋のデンマ

部分が多い。泊原発や大間原発で放射能

ークへ」
との夢を持って努力してきたが、

漏れ事故が起きれば、北海道の農林水産

そのデンマークは第１次オイルショク時

業と観光業は壊滅してしまう。脱原発の

にわずか２％足らずだった電気の自給率

決断を早く行い、自然再生エネルギーへ

を原発に頼らずとも現在では１
５
０％にし、

の転換を急ぐことが重要になっている。

５０
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農業教育の重要性
脚本家倉本聰氏の日本農業新聞での環

現在、農業が基幹産業である北海道で

太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）に関連し

も農家人口は５％程度、農業高校も数少

たインタビュー記事（２
０
１
２年４月１
０日）

なくなってしまった。食物は生命をはぐ

の中に「最近、韓国の若手俳優と付き合

くむ最も大切なものであるにもかかわら

う機会が多いが、皆びしっとしている。

ず、人間として生きていく上で必要不可

それは徴兵制があるからだと思う。今、

欠な 農業と食 に関する教養が日本の

日本に必要なのは 徴農制 だ。社会に

教育課程では習得できない不幸な状況に

出る前の２、３年間は、農業を義務化す

なっている。

ることだ」とあった。
中国大使の丹羽宇一郎氏、作家の曽野

５
７食 中 毒、牛 海 綿 状 脳 症
近 年、Ｏ―１
（ＢＳＥ）
、遺伝子組み換え作物の輸入、

綾子氏、
『バカの壁』の著者である養老

輸入穀物や野菜のポストハーベスト・残

孟司氏といった知識人の中に農業体験の

留農薬、原発事故による放射能汚染など、

重要性を述べている人がいることは知っ

食品の安全に関する取り組みに対して消

ていたが、倉本氏は役者や脚本家を養成

費者の信頼がなかなか得られないのは、

するため、北海道富良野市の森に富良野

多くの人たちが農業からあまりにも遠ざ

塾を開設し、塾生には２年間の農作業を

かってしまった結果にあるように思う。

義務付けていた。
「役者や脚本家の育成

こうしたことへの対応として、一部の

という本来の目的よりも人間的な変化の

学校では、農業体験を教育に取り入れる

方が大きい。
農業で人間は確かに変わる」

所が出てきている。私の暮らす空知管内

との倉本氏の言葉には大きな力を感じる。

長沼町では、今年も４，
０
０
０人を超える中

わが国は１
９
５
０年代から高度経済成長を

高校生を道外から受け入れるが「１、２

遂げて今日に至っているが、この間、多

泊の農業体験ででも生徒の成長がある」

くの人々が工業の担い手として農村を離

と校長先生が感想を述べている。

れていった。当時「農業の曲がり角」
「三

酪農学園とわの森三愛高校では、４年

ちゃん農業」という言葉が生まれたが、

前から普通科に アグリトライ という

農村の過疎化・高齢化は進行し、今では

農業科目を設定した。酪農学園大学では

集落機能の維持が危ぶまれる状況になっ

昨年４月に大きく改組し、新入生全員に

てきた。私が大学に進学した１
９
６
６年には

農場実習を課すことになり、実習内容の

農学部農芸化学科のカリキュラムからは

充実を図っている。農業を学ぶことはど

農場実習が既になくなっていたし、今や

んな学問を学ぶことよりも人間力を高め

国立大学では農学部の名称が変更される

る上で重要である―ことを、多くの人々

ようになってきた。

に知ってもらいたいものである。

酪農ジャーナル ２０１
２．
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地方の自立と日本再生
日本では昨年１年間で２
５万人の人口が

なければならない。それはデンマークや

減少し、このままの出生率で進むと１，
０
０
０

フィンランド、ルクセンブルクなどの

年後には日本人の子供がゼロになる計算

国々を見れば十分可能だと考えている。

だという。農業・農村が衰退し、地方の

北海道酪農の先達たちは 北海道を東

市町村人口が減少したことを受け、行政

洋のデンマークに という夢を持ってい

効率と地域の活性化を図るための市町村

た。そのデンマークは、北海道の３分の

の平成大合併が一段落したが、かつてに

２程度の国土に北海道と同じくらいの人

ぎわいを見せていた地方都市ではシャ

口を抱える国だが、食料自給率は３
０
０％、

ッターが閉じたままの商店街が目立ち、

原発ゼロでもエネルギー自給率は１
５
０％

地方はますます衰退する方向である。

を超えている。農業が盛んで立地条件が

民主党に政権が移り、財政的な問題も

似ているデンマークの１人当たり国民総

あって コンクリートから人へ がキャ

生 産（ＧＤＰ）は５万６，
０
０
０ド ル で、日

ッチフレーズとなり、それまで地方経済

本の４万３，
０
０
０ドルよりはるかに多い。

を潤してきた公共事業が大きく縮小され

ＧＤＰ１
０万５，
０
０
０ドルと世界一の水準に

た。ところが、いつの間にか地方の主張

あるルクセンブルクの人口は約５
８万人で

を取り入れ、中止したダム建設の復活、

鳥取県並みである。国際的企業ノキアで

整備新幹線の新規着工など厳しい財政の

有名なフィンランドも北海道と同等の人

中でゴーサインが出始めている。公共事

口規模であるが、１人当たりＧＤＰは日

業は悪いものではない。地方の経済を一

本より高く、同国の生協は４
０％を超える

時的には活性化させるが、一定の規模を

食料品の売り上げシェアを誇る。２
０
１
２年

続けない限り地域は疲弊していくし、時

は国連が決めた国際協同組合年である

代が変化しても数十年前に決めたことが

が、協同精神が暮らしに浸透している。

止められないところに問題がある。

少子高齢化が進み活力を失いつつある

東日本大震災を契機に「戦後のように

地方では、デンマークなどの小国の例を

日本経済を蘇らせよう」
との声もあるが、

参考に東日本大震災と全原発停止をチャ

今の中央政治は何も決められない状態が

ンスと捉え、食料とエネルギーを地域で

続いている。今こそ地方のことは地方に

自給する取り組みなどを通じ、地方に暮

任す地方主権を確立し、国の施策事業に

らす１人１人の住民が自らの生活を見直

過度に依存しない地方経済に根本的に組

すことが重要である。そのことによって

み替える必要がある。しかしながら地方

地域で循環する経済がよみがえり、地方

の人口は減少し、経済力が縮小している。

は自立できるはずである。そうならなけ

従って、地方に住む人々をはじめとして、

れば日本の停滞は続き、国際的な位置付

経済人や知事、市町村長の奮起に期待し

けも下がる一方になってしまうだろう。

５２
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『イワンのばか』に学ぶ
世界の大文豪トルストイの最晩年の作

精を出して暮らしていたが、１人は軍人、

品に民話集があり、その中に『イワンの

１人は商売人となった強欲な２人の兄が

ばかとその二人の兄弟』が収められてい

父親に財産をねだり、父親は「イワンが

る（トルストイ民話集イワンのばか他８

了解すればよい」と答える。イワンは兄

編，中村白葉訳，岩波文庫）
。私は農家

たちの要求に嫌な顔一つせずに、何でも

に育ち、小学生の頃に家にあった本とい

要求どおりに応えてやるが、兄弟を仲た

えば農業雑誌の
『家の光』
や酪農関係の雑

がいさせようとする老悪魔が、３人の子

誌だった。ある冬の夜、父親が赤茶けた

悪魔を差し向けて物語は展開する。

１冊の本を読んでくれたことがある。

ひょんなことからイワンは王女の病気

今でも記憶に残っているのは『ベニス

を治し、王女と結婚して国王になるのだ

の商人』と『イワンのばか』である。後

が「宮廷は退屈で楽しくない」
と言って、

年になってトルストイやドストエフス

妻となった王妃と共に両親とろうあ者の

キー、シェイクスピアなど偉人の本をよ

妹を呼び寄せて、野良仕事に戻り、幸せ

く読んだが、わが国のバブル経済崩壊以

な生活を送るという話である。

降の政治経済の混乱、２
０
０
８年の米国リー

老悪魔の命令による子悪魔の企ては、

マンショック、そして最近のヨーロッパ

農業で一生懸命働くことしか知らないイ

ユーロ圏諸国の金融危機の様相を見聞き

ワンによってことごとく失敗に終わり、

していると、今のような経済最優先の社

子悪魔はイワンに命ごいをする代わり

会は限界にきているように感じている。

に、１本の麦わらを１人の兵士に、樫の

この『イワンのばか』の話は、内容は

葉１枚を金貨に換える方法を教える。麦

ともかくとして、多くの人が聞いたこと

わらや樫の葉から兵士や金貨をつくれる

があると思う。私もその内容をほとんど

イワンのおかげをもって、２人の兄も一

忘れていた。亡くなったアップル社の創

国の王となるが、強欲な兄たちは老悪魔

始者スティーブ・ジョブズが「愚か者で

の術中にはまって国を失ってしまう。し

あれ、ハングリーであれ」と若者に呼び

かし、イワンの国だけは必要以上のお金

掛け、それを聞いた若者たちに大きな影

や物を求めない国民だけが残り、老悪魔

響を与えている。そのことから、トルス

の企てはすべて失敗に終わってしまう。

トイの晩年の崇高な思想を表していると

東日本大震災と原発事故、世界的な金

いわれるこの民話集を思い出し、
『イワ

融不安―と、この先の世界に希望が見え

ンのばか』を読み返してみた。

ないように思えるが、
『イワンのばか』
の

イワンはろうあ者の妹と２人で農業に

酪農ジャーナル ２０１
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国の人々には何の不安もないのである。

５３

未来へのツケは残すな
消費税の増税案が衆議院を通過した。

な決断といわざるを得ない。言葉とは裏

民主・自民・公明の３党が合意している

腹に「東京電力福島第１原発事故は人災

ことから、特別なことがない限りは参議

であり、防げた」と考え、原発の安全神

院で可決・成立することになる。ヨーロ

話の虜のままになっているとしか思えない。

とりこ

ッパ先進諸国に比べてわが国の消費税率

東京電力福島第１原発４号機プールに

は低く、未来へのツケをこれ以上残さな

は、たくさんの使用済み核燃料が存在し

いという意味では、仕方ないと思う半面、

ている。日本の国は今、 莫大な放射能

人口割合からいうと米国の３倍と多い国

をまき散らす危険性にさらされているこ

会議員の削減問題が一向に進まず、都道

とを忘れてはならない。調査が進むと新

府県議会議員数（町村の議員数は削減さ

しい活断層が次々と見つかり、その規模

れている）の削減もほとんど行われてい

も以前の調査より大きいことも分かって

ない。

きた。日本国内にはそもそも、安全性が

ばくだい

政治はすべて 国民のため として行わ

確保できる原発立地場所や使用済み核燃

れているが、
「先ず隗より始めよ」
との中

料を安全に処理して地中深く埋める場所

国の故事がある。政治家と官僚が国民の

などどこにもないことを知るべきであ

ためを考えるなら、国会改革や抜本的な

る。

かい

行政改革を早急に実行しなければ国民の
信頼を失うことになるのは明らかだ。

フィンランドの生協活動を視察する機
会があったが、大飯原発の再稼働が簡単

環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）も国

に決められたことを言及され、日本人と

民の利益につながると、その必要性を強

して恥ずかしい思いをした。地質学者に

調しているが、説得力を持ち得ていない

よれば、地下の岩盤が長期間安定してい

し、今、一番問題なのは福井県・大飯原

る場所はカナダの一部とフィンランドで

発の再稼働を簡単に決定したことであ

あると言う。そのようなことから、同国

る。
「国民の暮らしを守るために」との

では使用済み物質を１
０万年後まで安全に

理由で野田首相を含む４人の閣僚で決め

保管できる施設を地下深くに整備するこ

られたが、何を根拠に原発の安全性が確

とで、原子力発電所を稼働させている。

保されているのかが全く理解できない。

フィンランドの生協では、国の風力発電

確かに電力不足で計画停電という事態に

計画量の２
０％を５年以内に生協が担うた

なれば、国民の生活は脅かされるのであ

め、発電用風車を次々と建設している。

るから仕方ないと思う半面、事故への不

「子孫に美田は残さず」とは言うが、

安と未来の人たちに大きなツケを負わせ

核のごみという大きなツケは子孫に残し

る原子力発電についての真 摯な議論が

てはならない。

しん し

抜け落ちている。あまりにも拙速で安易

５４
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「農・食・いのち」を守る国に
１
９
８
６年にソ連南西部（現ウクライナ）

は高齢化し、全人口に占める農家人口は

で起こったチェルノブイリ原発事故で

数％となってしまった。今年の夏も熱中

は、大地が広範囲に汚れ、草が汚れ、そ

症で命を失う人が出たが、都市の住人は

の草を食べた牛のミルクが汚れた。今も

暑さから逃れるために海や山、プールに

その影響が残り、子供たちの甲状腺に異

出掛けたり、室内を冷房したりして過ご

常を来している。その子供たちが青白い

すが、炎天下で農作業にいそしむ人に思

顔をしながらも、わが家の農園でブルー

いを致す人はほとんどいないだろう。

ベリー狩りを楽しんでいる姿を見たのは

クルクル変わることから 猫の目農政

一昨年（２
０
１
０年）８月のことである。そ

と批判されてきた国の農業政策が続く中

の時は、この日本で原発の重大事故が起

で、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）問

きるとは夢にも思わなかった。

題が提起され、農業者の将来不安は極限

今年の夏には、さまざまな団体が福島

に達している。しかし、経済界を中心に

の子供たちを北海道に招いた。そして短

ＴＰＰへの参加を支持する国民の方が多

い期間ではあるが、子供たちは放射線を

いのが現実である。先の大戦から６
７年が

気にすることなく夏休みを過ごすことが

経過した。日本は高度に発達した工業国

できた。一体、いつになったら２
０
１
１年３

として大きく発展してきたが、食料とエ

月１
１日以前の状態に戻ることができるの

ネルギーの自給率は下がる一方である。

か―、その見通しは立っていない。

地球人口は７
０億人を超え、今年は地球温

東京電力福島第１原発事故では、大地

暖化による影響か、これまで氷雪に覆わ

が汚され、海が汚されたことから、汚染

れていたグリーンランドの地表が現れ、

された地域では農家や漁家はその営みが

異常気象による穀物の不作も報じられて

できないままである。 山は海の恋人

いる。原油と穀物の国際価格に私たちの

といわれるように、山の豊かさは海の豊

いのち が左右される時代になってし

かさにつながっている。その山が汚され

まっていることに気付くことが必要だ。

たことから、汚染の影響は今後長く続く

大地や海を汚してはならない。それは

可能性があり、また汚染された地域で採

食 を育む国土を失うことであり、民

れる農林水産物から異常な数値の放射線

を失うことにつながるからである。日本

が検出されなくなる日がいつになるのか

列島に暮らす人々の未来を安らかなもの

は全く分からない状況だ。

にするためには「経済効率優先」
「利益

わが国の食料自給率はカロリーベース

第一主義」の考え方から「農・食・いの

で４
０％を切り、この日本列島で大地を守

ち」を大切に考える国に生まれ変わらな

り、日本人の 食 を育んできた農業者

ければならない。
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新たな未来を築くために
世界を見渡すと、２
１世紀に入って米国

動の中で、いつの時代も困難に絶望する

同時多発テロからの思想対立の激化、

ことなく、未来に希望を持って挑戦して

リーマン・ショックからの経済不況、食

きた結果が今日の状態である。地球人口

料価格の高騰や若者の高失業率の不満か

が７
０億人を超え、人類の命を育む食料の

らの民主化運動による北アフリカ諸国で

確保や自然環境の維持保全がこれからの

の長期独裁政権の崩壊、そしてギリシャ、

社会にとって最重要課題であり、人類全

イタリア、スペインなどにおける財政危

体で考えていかなければならない課題で

機からの欧州連合（ＥＵ）共通通貨であ

もある。個人にとっても社会にとっても、

るユーロ危機など、さまざまな困難な課

将来の予測が極めて困難な時代に入って

題が生じている。

きているのである。

その中で、わが国はバブル経済の崩壊

「国家百年の大計は教育にあり」
といわ

以降、失われた１
０年が 失われた２
０年

れるが、世界的な視野に立って物事を考

になるというデフレ状態での経済低迷が

え、行動できる自立した人材の育成が最

続いている。さらに、昨年は東日本大震

も大切であり、それを担う大学教育の在

災に見舞われ、東京電力福島第１原発の

り方が極めて重要な時代になっている。

重大事故が起きた。国際社会で大きな地

わが国の場合、人数的には大学生の４分

位を占めるようになったわが国は、国際

の３を私立大学が占めており、私立大学

化や情報化が一層進むにつれて、わが国

の教育がこれからも社会に大きな影響を

一国では物事を解決できない課題が多く

及ぼすことになる。酪農学園大学におい

存在するようになり、明治維新や太平洋

てもこれまで以上に、わが国の発展と世

戦争の敗戦に匹敵する大きな転換期にあ

界の平和に貢献できる人材を育てること

る。最近では近隣諸国との間で領土問題

を強く意識していかなければならない。

が先鋭化し、日本は国際社会の中で今後

最近の忘れられない言葉として、日本

どういう方向を目指すのかが大きな課題

航空の再建を短期間で果たした稲盛和夫

であるが、大げさに言えば、日本ばかり

氏の「創業した時の気持ちに戻り、目先

ではなく、高度に発展してきた人類社会

の不幸に動揺せず、長期の幸福を求めて

が歴史的な転換期にあると考えている。

道を切り開きたい」というのがある。酪

現人類は約２
０万年前にアフリカで誕生

農学園は「三愛主義（神を愛し、人を愛

し、地球全体に広がったといわれている。

し、土を愛す）
」
と
「健土健民」
という永遠

人類社会が大きく変化し始めたのは、約

不滅の真理といえる建学の精神を持って

１万年前に始まった農耕と牧畜への取り

いる。
この原点に立脚し、
この精神を世界

組みとその発展であった。時々の気候変

にいかに広めていくかが試されている。

５６
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不 自 然 な 食 べ 物
２
０
０
１年９月、わが国で初めて牛海綿状

リー＝モニク・ロバンがインターネット

脳症
（ＢＳＥ）
感染牛が発生し、畜産農家

で情報を集め、インド、パラグアイ、米

に大打撃を与えた。その後、さまざまな

国、イギリスなど現地に赴き、多くの証

対策が講じられた結果、農林水産省は９

言を集めて制作したドキュメント映像

月下旬、来年５月の国際獣疫事務局
（Ｏ

『モンサントの不自然な食べもの』を見

ＩＥ）
総会で「ＢＳＥ清浄国」と認定さ

る機会を得て、遺伝子組み換え作物の

れるように申請を行うまでになった。牛

持っている危険性を再認識させられた。

や羊の肉骨粉を牛の飼料に用いたことが

人類は狩猟採集の生活から牧畜や農耕

ＢＳＥ発生の原因と考えられているが、

を営むことを覚え、食料の増産が可能に

自然でない食べ物には厳格で慎重な安全

なった。これによって多くの人口を養う

審査が必要であることを示している。

ことができるようになり、文明・文化が

言うまでもなく、人が生きていくうえ

発展して今日に至っているが、遺伝子組

で必要不可欠なのが食べ物である。今、

み換え作物の登場とその生産拡大が多く

地球上に生きている動物は進化の過程で

の消費者に不安を感じさせている。

それぞれに最適の食べ物を選択し、それ
によって命をつないできた。

農耕が始まって以来、人類は収穫物の
中から良いものを選んで次の年に植える

動物と食べ物との関係は複雑で面白

ことを繰り返し、自然の恵みとして豊か

い。例えば、世界中にはたくさんのチョ

な実りを得てきた。近代になっての品種

ウが生息しているが、その幼虫には決

改良も、優れた性質を持った品種を掛け

まった数種の食草があり、それぞれが競

合わせ、その中から新しい品種を選抜し

合しないようになっているし、食べられ

作り出してきた。しかし、遺伝子組み換

る側の植物も食べ尽くされないで子孫を

え作物はこれらとは全く別のものである。

残すことができる。こうした仕組みが維

遺伝子の働きは複雑であり、導入された

持されることで生物の多様性が保たれ、

遺伝子がどんな物質を作り、どんな作用

人類も生きていくことができるのである。

をしているのかが分からない。除草剤で

最近、欧州連合（ＥＵ）諸国の一部で

すべての草が枯れても遺伝子組み換え大

輸入が解禁された遺伝子組み換え飼料用

豆やトウモロコシは枯れないということ

トウモロコシをラットに食べさせた結

は、その作物は 不自然な食べ物 その

果、組み換えていないトウモロコシを食

ものである。長期間食べての安全性の確

べさせたものに比べ、明らかに短命で

認や自然界に及ぼす影響を厳格に検証し

あったというニュースを耳にした。そう

ない限り、遺伝子組み換え作物は食べ物

した中、フランス人ジャーナリストのマ

として扱うべきでないと強く感じている。
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こころざし

年初に

志

について考える
くつわ

欧州連合（ＥＵ）諸国の金融不安、米

き舟、轡なき馬の如し」というのがあ

国の膨大な財政赤字、日本では国内総生

るが、人は誰でも志を持っていて、それ

産（ＧＤＰ）の２倍を超える国の膨大な

をどれだけ自覚しているかであり、強い

債務と財政問題、新興国での経済成長の

意志を持って生活する方が人生は実り豊

鈍化など、２
０
１
３年がどんな年となるのか

かなものになるはずである。これからの

は、全く予測しにくい状況である。

時代を担う若者たちには大きな志を持っ

こんな時代であればこそ、わが国の酪

て酪農学園で学んでほしいといつも考え

農の父といわれる宇都宮仙太郎が愛した

ているが、
「志とは何か」と考えると意

言葉「独立自尊」や札幌農学校教頭とし

外と難しい。辞書などでいろいろ調べ、

しょうへい

て招 聘されたクラーク博士が学生たち

自分なりには「心の中に自覚している目

との別れ際に語った「青年よ、大志を抱

的と、それを成し遂げようとする強烈な

け」に思いを致し、１年の計は元旦にあ

意欲が合体したものが志」ということが

りとのことから、年末年始の休みには

できるのではないかと考えている。

志 について考えてみたいと思ってい
る。

「志を持って進め」といっても、今日
の社会は金がすべてであるかのような様

どんな事業でも志さえあれば成し遂げ

相を呈しており、人の存在が軽んじられ

ることができるとか、為せば成るとかよ

る風潮に多くの人々が流されているよう

くいわれる。学校の先生から、偉人の伝

に感じるのは私だけではないと思う。わ

記や事業で成功した人たちの経験談を耳

が国は今、明治維新以来の大きな転換期

が痛くなるほど聞かされてきたように思

にあり、産業革命以来発展してきた資本

うし、自分自身も若い人たちに話してき

主義経済も大きな壁にぶつかっている。

たように思う。

食料やエネルギーのことを考えると、こ

インターネットの普及で情報があふ
れ、経済のグローバル化が進む今日、１

れまでの延長線には明るい未来はあり得
ないのではなかろうか。

人の人間の存在はあまりにも小さく見

今から１
０
０年以上前に内村鑑三が箱根

え、若者たちにとっては「青年よ、大志

で行ったキリスト教徒を対象とした夏季

を抱け」という言葉がむなしく聞こえる

学校での講演を収めた『後世への最大遺

のではないだろうか。壮年・高齢者に

物』
（岩波文庫）という書があるが、年

とっては、世の中の速い変化についてい

末年始の休みには心を新たに読み返し、

くのが大変で「今さら志なんか…」と考

激動の明治を生きた人々の高い 志 に

えられるかもしれない。

学びたいと思っている。（文中敬称略）

王陽明の言葉に「志立たざれば、舵な

５８

酪農ジャーナル ２０１３．１

未来のために何をなすべきか
内閣府の世論調査では、第一次オイル

１
９
７
０年代を境にして、地球人類はそれ

ショック、第二次オイルショックを経た

まで順調に発展してきた人類の文明・文

１
９
８
０年頃を境に、 物の豊かさ を求め

化の世界から、平和で持続的に発展して

る人より 心の豊かさ を求める人の方

いくことのできる社会への価値観の転換

が多くなり、その後も物の豊かさを重視

が求められていたのである。しかし、現

する人４割、心の豊かさを重視する人６

実には何も変わらず、むしろ新自由主義

割の傾向はあまり変化なく続いている。

といわれる価値観が幅を利かせ、ごく一

大量生産・大量消費の時代が到来し、

部の金持ちとその他多数という貧富格差

これが経済成長を大きく促し、富める者、

の拡大を招いているのが現実であり、そ

物の豊かな生活が良きものとされ、質素

の傾向は経済のグローバル化によってま

な生活や高遠な理想を求める人はいなく

すます顕著になりつつある。

なってしまった感がある。

昨年、最貧国でありながら、国民の幸

２
０
０
８年の米国でのリーマン・ショック

福度ナンバーワンの国・ブータンの若い

以降、先進工業国の経済は大きな影響を

国王夫妻が来日した。映像を通じて夫妻

受け、
欧州連合
（ＥＵ）
・ユーロ圏の経済危

の表情に接し、その行動や考え方を知る

機がいつになったら落ち着くのか、日本

機会を得たが、私たちが忘れてしまった

経済のデフレ脱却もいつになったら可能

昔ながらの簡素な生活と高遠なる思索を

なのか―見通しが立たない状況にある。

感じた人が多かったのではないだろう

過去を振り返ると、資本主義経済の発

か。その飾らない美しさから「本当の幸

達とともに領土や資源をめぐる紛争と経

福とは何か」を考えさせられたのではな

済の好不況を繰り返し、時には大恐慌を

いかと思っている。

経験しながら世界経済の規模は右肩上が

東日本大震災と東京電力福島第１原発

りに拡大し、地球人口もこの１
０
０年余り

事故から２年になろうとしている今日、

で４倍の７
０億人に達した。

日本人１人１人がマスメディアや評論家

１
９
７
０年代に入り、ローマクラブから
『成

の意見に惑わされることなく、冷静にこ

長の限界』が提起され、
『人間環境宣言』

れまでの世界・日本の歴史を振り返り、

がスウェーデンのストックホルムから発

自らの置かれている現実を直視し、これ

信された。経済のグローバル化が進み、

からの３
０年、５
０年をどう生きるのか、未

為替の変動相場制への移行により、１米

来を生きる子供たちのために何をなすべ

ドル３
６
０円だった日本の円は今では８
０円

きか―を考え、行動することが必要に思

台で推移する時代となった。

えてならないのである。
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東日本大震災から２年を迎えて
早いもので３．１
１の東日本大震災から

層の上にある日本列島で１
０
０％安全にコ

２年を迎えるが、復旧がなかなか進まな

ントロールすることができるのかという

い現状にある。阪神淡路大震災と異なり、

問題や、日本には廃炉後の核廃棄物をフ

大津波を受けた場所で復旧工事をするこ

ィンランドのように１
０万年後まで地中に

とができず、標高が高い地域での土地の

安全に管理しておく安定した岩盤のある

確保と土地利用計画を新たに検討するこ

地域はなく、この問題の解決なしに新規

とが求められる中、市町村職員の人材も

の原発建設に言及することには別の意図

失われたため、阪神淡路大震災のときに

が隠されているのではないかと考えてし

比べ復旧工事が進まないのである。

まったからである。

特に、今回の場合は東京電力福島第１

そんな折、東大名誉教授の上野千鶴子

原子力発電所が重大事故を起こし、周辺

氏の文章に出合った。要約して紹介する

住民は長期にわたって避難を余儀なくさ

が、以下のようなものである。―原発は

れた。放射能の除染作業量も膨大なこと

強者の思想。強者になりたいという志向

から、元の状態に戻るにはかなりの時間

の産物。日本が原発を捨てられないのは

がかかり、見通しが立たない状況にある。

核武装の潜在能力を捨てたくないためで

日本人は 忘れやすい人種 だとよく

あり、国際社会で列強諸国と肩を並べる

いわれることがあるが、この大震災を風

ため、それは明治維新以来の悲願。そし

化させてはならない。特に、福島の原発

て、そのとおりになった。強者の思想の

事故に対しては長期にわたって被災者に

つけが原発事故であり、いまだに被災者

心を寄せながら支援しつつ、これからの

を苦しめている。事故は人災である。誰

社会・経済をどうしていくのか―を真剣

もが責任を取らない敗戦構造そっくり。

に考えなければならないと思う。

太平洋戦争時の日本軍の組織体質が戦後

昨年１
２月の総選挙では自由民主党が大

の日本企業にそのまま引き継がれてい

勝し、安倍晋三首相が再登板となったが、

る。奇跡のときは終わった。人口減少、

その発言に大きな不安を感じている。そ

高齢社会の中で再配分の政治・社会を目

れは今回の原発事故の原因を究明した上

指すときである。強者の思想に基づく社

で、原発の新設に意欲を示したからであ

会ではなく、弱者が弱者のまま尊重され、

る。確かに福島の原発は４
０年前の古い技

生きていける社会づくりが必要である―。

術によるものかもしれないが、いくら技

東日本大震災と原発事故から２年を迎

術が進歩しても、人類は果たして原子の

え、この国の子供たちのために、原発に

火を完全にコントロールすることができ

さようなら を言わなければならない

るのだろうか。特に地震大国日本、活断

責任が私たちにはあると思うのである。

６０
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食料とエネルギー自給率の向上を目指して
１
９
７
０年から始まったコメの減反政策な

ゆめたまご、美瑛豚、おこっぺヨーグル

どによって日本の農業は大きく変わり、

ト、知床どりなどの加工品も含めると１
７

国民の食生活も少しずつ変化してきた。

商品に拡大しているほか、アイスクリー

その結果、農地利用率が低下するととも

ム、やきとりの缶詰などの開発に取り組

に耕作放棄地も大きく増加し、日本の食

んだことが高く評価された。

料自給率（カロリーベース）
は４
０％を切っ

また、コープさっぽろは酪農学園大学

てしまった。それに比べ、米国は１
３
０％、

と連携し、函館地区のグループ３
０店舗か

フランスは１
２
１％、そのほかの先進主要

ら出る食品残さと、大沼周辺の酪農家か

国も６
０〜９
０％と軒並み高い水準にある。

ら集めた牛ふんを原料にしたバイオガス

食料自給率が低下していくことは優れた

プラントの操業を昨年１
２月から開始し

日本の食文化を失い、食の安全・安心を

た。新エネルギー・産業技術総合開発機

他国に委ねるものであり、わが国の存亡

構（ＮＥＤＯ）の補助を受けて進めてき

にもかかわる大きな問題である。

たモデル事業だ。コープさっぽろでは、

そのような中で、生活協同組合コープ

集めた廃油から精製されたバイオディー

さっぽろの 北海道産飼料用米を活用し

ゼル（ＢＤＦ）燃料で宅配トラック数百

たオリジナル商品『黄金そだち』 が、

台を運行させている。同モデル事業では、

「フード・アクション・ニッポン アワー

ＢＤＦ生成過程の副産物であるグリセリ

ド２
０
１
２」で最高賞１件の大賞を受賞し

ンを発酵槽に加えることで、メタンガス

た。全国から食品大手企業を含む８
６
２件

の発生量が格段に増加することが実証さ

という応募の中から選ばれた 逸品 だ。

れた。その基本技術は、コープさっぽろ

この表彰事業は、日本の食文化を守り、

の子会社であるエネコープと酪農学園大

食料自給率の向上に資する取り組みを促

学が開発し、実用化したものである。メ

すためのものである。実行委員会が主催

タンガスは地域で利用されるほか、副産

し、農林水産省が共催するもので、２
０
０
９

物の液肥は草地や野菜畑で肥料として活

年から行われている。

用される。当面、このモデル事業でデー

コープさっぽろは「輸入に頼っている

タを集め、将来的には道内７カ所にこう

家畜飼料の一部でも道産の飼料米に代替

したプラントを整備する計画だという。

できれば食料自給率の向上になる」との

このような取り組みは、食料とエネル

考えからプロジェクトを発足し、初年度

ギーの自給率向上と持続可能な循環型社

の１
０年に７
５
０ｔだった飼料用米の量は１
２

会実現の一助になるものであり、
「酪農

年には１，
５
９
８ｔまで拡大した。
『黄金そだ

学園大学がその一端を担っていくことが

ち』を冠商品とした別海牛乳、こめいろ

できれば…」と期待している。
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国民の生存権が危惧されるＴＰＰ参加
安倍晋三首相とオバマ大統領との日米

り、国民の生存権が多国籍企業の利益の

首脳会談で、わが国の原発維持と環太平

ために侵害される恐れが強いのである。

洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉への参加

農業界が
「国民の命が守れない」
と強く

が約束された。その結果を受けて、自民

反対しているが、農業で生計を立ててい

党内での論議を経た３月１
５日、ＴＰＰ交

る国民は極少数であり、国会議員にとっ

渉参加が安倍首相によって表明された。

てはあまり重要でない存在になっている

ＴＰＰ交渉は今年中の妥結を目指してお

ことを考えると、農業への対策を強化・

り、わが国が交渉に参加できるのは早く

充実するといっても空虚に聞こえる。

ても７月になるという。７月には、既に
大詰めを迎えていると考えられる。
しんちょく

推進派の政治家が「日本の農産物は品
質が良く世界のトップ水準であるから、

その進 捗 状況が全く知らされない中

攻めの農業で海外輸出」と発言するのを

での交渉参加は「最終結論に不満であれ

聞くたびに「 国民の命の糧 である食

ば脱退できる」とはいえ、そうした行動

料をどう考えているのか」と、あまりに

はわが国の国際的な信用失墜につながる

も愚鈍な見識にあきれてしまう。国内に

ことから、安倍首相の眼中には全くない

利益優先の輸出型農業だけが生き残り、

と考えるのが常識である。そんな中での

多くの国民は国産食料を食べられなくな

参加表明は、最終目的地近くまで走行し

る。そして最終的には、食べ物の価格も

ているバスを追い掛けて乗るようなもの

安全性もすべて海外に委ねることにな

で、遅れて参加するわが国の主張がどの

る。
「輸出で日本農業の生き残りを…」と

程度受け入れられるかは、結論が見えて

主張する国会議員には、リーダーシップ

いると考えざるを得ない。

を取るべき人たちにとって最も重要な想

政治の一番大事な仕事は「国民を飢え

像力が全く欠けているのである。安倍首

させないことである」と国際的にも著名

相は 国家１
０
０年の計 を考えてＴＰＰ

な土壌肥料学者で恩師の石塚喜明先生の

参加を決めたというが、これは日本が

言葉は今も忘れることはない。また、
「身

徐々に衰退し、滅びていくことになるか

土不二」
「医食同源」
「健土健民」など人

もしれない重大な決断である。

が健康に過ごすための言葉はたくさんあ

人類は 狩猟採集 の生活から 農耕

るが、大地が健全であれば健全な国民が

牧畜 の生活に発展したことによって文

生まれ、不健全であれば不健全な国民が

明・文化を発展させてきた。それぞれの

生まれる―と黒澤酉蔵先生は
「健土健民」

国や地域には風土に根差した農業があ

論を強く主張した。ＴＰＰ交渉への参加

り、健康にかなった食生活があり、その

は、日本人が生きていく上で必要な食料

土壌の上に現代の成熟社会が成り立って

の安全・安心を他国に委ねる交渉であ

いることを知るべきである。

６２
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今、求められる賀川豊彦の経済思想
『幸せの経済学』というドキュメンタ

本の停滞を招いた。都市と農村の調和の

リー映画が２年ほど前に公開された。世

取れた姿が日本の発展につながるのであ

界１
８の言語に翻訳されており、札幌でも

り、市場原理で動くグローバル経済にの

上映会が開催された。この映画の主張す

み込まれることは、日本人の生活文化を

るところは、経済成長が幸せをもたらす

さらに大きく変えてしまうことであり、

と信じられてきたが、グローバル経済に

日本の国益になるとはとても思えない。

のみ込まれることにより、農家や零細な

ＴＰＰでは農業が一番打撃を受けるこ

町工場は際限のない競争によって追い詰

とになるが「日本の農畜産物は品質が良

められて地域社会が崩壊する。地域社会

いから高く売れる」とか、
「競争力を付

の復権（ローカリゼーション）
こそが人々

ければよい」などの発言には失望させら

を幸せにする―というものである。

れる。大多数の国民が「できれば国産の

バブル経済崩壊以降、わが国は不況が

食料を食べたい」と望んでも、国内農業

続いているといわれているが、２
０
０
０年代

が衰退すれば、国民は海外の食料品をい

の小泉政権時代には、高度経済成長期の

や応なしに買わざるを得ない。国民を幸

いざなぎ景気を超える戦後最長の景気拡

せにする政治経済の確立が求められる。

大期を経験した。だが、多くの国民は景

昨年は国連が決めた国際協同組合年で

気拡大の恩恵を受けるどころか、低賃金

あったが、キリスト教で社会運動家の賀

のサラリーマン層が増加し、むしろ格差

川豊彦は協同組合の根本思想について、

拡大を実感させられたのが現実である。

求められて「利益共楽」
「人格経済」
「資

環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉

本協同」
「非搾取」
「権力分散」
「超政党」
き ごう

参加を表明した日本は、米国の了解を取

「教育中心」の７項目を揮毫している。

り付けたことから７月には交渉に参加で

また「社会公共」
という重要な言葉を語っ

きる見通しとなった。しかし、ＴＰＰへ

ている。各種の協同組合が存在するが、

の参加は市場原理をさまざまな分野で押

賀川は根本的には一つと考えており、組

し付けられることであり、農業をはじめ

合の利益を社会公共のために使うことを

地域産業が大きなダメージを受け、高齢

理想としていた。協同組合は、地域社会

化や過疎化が進む地域ではさらに危機的

であるとともにナショナルおよびイン

な状況に追い込まれることになる。

ターナショナルな社会であり、協同組合

地方・農村から若い労働力が都市に供

運動による「国家改造」や「世界平和」

給され、わが国の高度経済成長が達成さ

を展望している。経済グローバル化の時

れた。その結果、地方・農村は人口減少

代となった現在、賀川思想の鋭い先見性

と高齢化とともに活力を失い、今日の日

と深い洞察力に学ぶ必要性を感じる。
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農業は競争ではなく共生で
安倍晋三首相の環太平洋経済連携協定

ければ成り立たないものである。それと

（ＴＰＰ）への交渉参加表明により、そ

同時に、農業は 協同組合 によって発

の後を見据えた動きが活発化してきた。

展してきたのであり、
「人と人とが共に

農水省は、数年前から 攻めの農業 と

生きなければ成り立たない」ものである

いう言葉をよく使うようになり、農地を

ことを忘れてはならない。

担い手に集積し、１戸当たりの経営規模

ここ数年の異常気象で農業生産が不安

を拡大して競争力を付けるという従来か

定になり、穀物の国際価格が上昇してい

らの政策に加え、
「農畜産物輸出の促進」

る。地球人口が７
０億人を超え、今世紀半

を攻めの農業の一つの柱に掲げている。

ばには９
０億人に達すると予測される中

また、日本経済再生のための成長戦略

で、人の生存に不可欠な食料の確保は国

が検討されているが、その中に 農業
も組み込まれ、安倍首相は「農業所得を

際社会の最重要課題である。
しかしながら、グローバリズムが進む

倍増させる」と発言している。これは
「Ｔ

国際社会では一部の人々に富が集中し、

ＰＰに参加すれば 競争 がチャンスと

１
０億の人々が食料不足にあり、最低限の

なり、日本農業も成長産業として生まれ

生活さえ思うに任せない状態である。農

変わり、農業所得が倍増する」という夢

業・食料問題については、各国や個々人

のような話である。日本がガット・ウル

の利益のためでなく、全人類の平和共存

グアイ・ラウンドに合意したとき、国は

のためにどうすべきかを考えるべきであ

６年間で６兆１
０
０億円に及ぶ農業の国際

り、農業の競争力を強化し、輸出によっ

競争力強化対策を講じたが、その後も日

て日本農業の活路を見いだそうという戦

本農業は衰退してきた。

略は論外と言うほかない。

今年の北海道の春は低温の日が多く、

食料自給率の低い日本においては、国

札幌の桜の開花は５月１
３日と観測史上２

民の総意で農業・農村を守り育て、それ

番目に遅くなった。その中で、農家は今

を将来に引き継いでいくことが重要であ

年の豊穣を祈りながら黙々と農作業に汗

り、農業生産と自然生態系の対立を克服

を流しているが、最近のＴＰＰ推進派の

する農業・環境政策が求められている。

日本農業に関する発言を聞くたびに「農

農業は、 死せる自然 を原材料とした工

業とは…」と考えさせられる。

業と全く異なり、 生きた自然 の中で営

人類は 狩猟採集 の生活から 農耕

まれる生命産業であり、競争原理は全く

牧畜 の生活に変化することにより、今

適さない。農業は「生ける自然と人の生

日の文明社会を築いてきたが、農業は
「人

命とが共生する営み」であり、農業での

と自然が共に生きる」ことを前提としな

競争は国を滅ぼすことになるのである。

６４

酪農ジャーナル ２０１３．７

人口減少社会における大学の役割
２
０
１
２年の日本の出生数は１
０
３万人で、

り、地方の活力喪失に拍車が掛かってき

死亡数は１
２
７万人となり、人口は６年連

た。そうした中で、今後の少子高齢化の

続で自然減となった。合計特殊出生率
（１

進行と経済のグローバル化の一層の進展

人の女性が生涯に出産する子供数の推計

により、多くの地域が止めどなく衰退し

値）は０
５年に１．
２
６と最低を記録したが、

ていくことが容易に考えられ、日本の将

１
２年は第２次ベビーブーム期の 団塊ジ

来を担う人材供給の在り方が喫緊の課題

ュニア世代 の出産があったことから

となっている。

１．
４
１と、１
６年ぶりに１．
４を超えた。しか

社会経済のグローバル化がいくら進ん

しながら、年齢構成を考えると少子化に

でも、地方に活力があることが大切であ

は全く歯止めがかかっていない。

り、その総和として日本の活力が生まれ

国立社会保障・人口問題研究所は今年

ることに変わりはない。わが国の発展の

３月、２
０
１
０年から４
０年まで５年ごとの３
０

ためには、地域社会の活力強化に貢献す

年間の「地域別将来推計人口」を公表し

る人材を大学がいかに送り出すことがで

た。それによると、１
０年の都道府県人口

きるか―を真剣に考えなければならない

は５年前に比べて３
８道府県で減少してい

時代になっている。

たものが、１
５年には４
１道府県、２
０年には

安倍内閣が誕生し、教育改革が再び重

沖縄県を除く４
６都道府県、２
５年にはすべ

要課題として取り上げられている。高等

ての都道府県で総人口が減少するように

教育の国際水準の論議も必要だが、地方

なり、２
０
４
０年の日本の総人口は１
０年の１

の活性化のための論議が十分になされる

億２，
８
０
５万人から１億７
２
７万人になると推

ことが重要である。

計している。しかも、６
５歳以上の高齢者

大学の「社会貢献」
「地域貢献」の必

の人口割合は２
３．
０％から３
６．
１％に上昇す

要性が叫ばれて久しいが、大学改革はな

るという。

かなか進まないのが実態である。１
８歳人

北海道について見ると、２
０
１
０年の５
５
０

口が減少する中で、地域のニーズや社会

万６，
０
０
０人から４
０年には４
１
９万人に激減す

の変化に的確に対応し、変革に成功した

ると推計しており、６
５歳以上の高齢者の

大学が発展・存続できるのであり、大学

人口割合も２
４．
７％から４
０．
７％になるとし

の抜本的な改革がスムーズに進む法改正

ている。

も含めた環境整備の実現を願うものであ

高度経済成長期以降、地方から大都市

る。そうならなければ、地方大学の存続

に若者が移動し続けており、これに近年

が難しくなり、地域の衰退を止めること

の人口減少と経済のグローバル化が加わ

もできなくなる。

酪農ジャーナル ２０１
３．
８

６５

田中正造没後１
０
０年に思う
わが国最初の公害問題となった足尾鉱

棚に『田中正造全集全２
０巻』
（岩波書店、

毒事件に生涯を捧げた田中正造。その名

第１回配本１
９
７
７年６月、最終回配本１
９
８
０

前は小中学校の教科書にも必ず記載され、

年８月）があり、所々ではあるが目を通

日本人であれば誰もが知っていると思う

すことができたことは幸いだった。

が、今年没後１
０
０年を迎えた。東日本大

第１回配本時に黒澤は９
２歳となってい

震災と東京電力福島第１原発の重大事故

たが、全集の刊行に至った経過を振り

を経験し、大きな転換期にある今日の日

返って「当時のことを知る人がいなく

本。その中にあって田中正造没後１
０
０年

なって田中先生を誤解されては困ると、

の機会に、その生涯に思いをはせ、彼が

年がいもなく一大発心して田中全集を作

求め続けたものは何だったのか―を確認

ろう、田中先生のご恩を報じ、文字の記

することは大きな意味があると思う。

念碑というか、紙の記念碑を作ろうと考

田中正造については幾多の人々が小説
などに取り上げ、数多くの書籍が出され

えたのが米寿の年であった」と述べてい
る。

ている。私が最初に読んだ本は「公害問

田中正造の残した言葉に「世界海陸軍

題よりも人生の書として読んでほしい」

を全廃すべし」
（１
９
０
３年２月）
、
「真の文

と城山三郎が１
９
６
１年に発表した『辛酸』

明は山を荒らさず川を荒らさず村を破ら

（角川文庫に収録）であり、その内容に

ず人を殺さざるべし」
（１
９
１
２年６月）と

心が大きく揺さぶられたことが今も忘れ

ある。米国のオバマ大統領が核兵器全廃

られない。最も新しい本では、私と同い

を訴えたことでノーベル平和賞を受賞し

年でありながら３年前に亡くなった栃木

たことを考えると、田中正造の偉大さは

県出身の立松和平が１
９
９
７年に発表した

飛び抜けた存在である。それは、超我の

『毒―風聞・田中正造』
（東京書籍）で

姿勢と確かな想像力であり、今を生きる

ある。彼は北海道に何度も足を運んでい

私たちに一番求められているものである。

たことから、幾度か懇談する機会を持つ

今年１
０月１日、酪農学園は創立８
０周年

ことができた作家であるが、彼なりに郷

を迎えるが、それに先立ち９月２
８日には

土の偉人を描き残してくれた。

栃木県出身の作家・水樹涼子による『田

縁があって２
０
０
７年７月、田中正造を恩

中正造翁の今日的意味〜黒澤酉蔵氏との

師とする黒澤酉蔵が創立した酪農学園に

出会いも含めて』という演題で記念講演

籍を置くことになり、あらためて田中正

会が本学園の黒澤記念講堂で開かれる。

造と黒澤酉蔵に関係する書籍に触れるこ

できるだけ多くの皆さんに聴いてほしい

とが多くなった。中でも、理事長室の書

ものである。

６６

（文中敬称略）
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酪農学園創立８
０周年を迎えて
酪農学園は、１
９
３
３（昭和８）年に北海

から８
０年前、北海道酪農義塾を創立し、

道酪農義塾として設立され、今年１
０月１

今日の酪農学園へと発展できたのは、永

日に創立８
０周年を迎えた。この間、多数

遠不滅の真理といえる建学の精神が社会

の学校を設立するなど幾多の変遷を経

に理解されてきたからであり、その源が

て、現在では酪農学園大学、大学附属と

田中正造にあることを忘れてはならない。

わの森三愛高校を運営するわが国でも特

自然が守られ、人々が平和で幸福に暮

色のある学校法人として発展してきた。

らせる社会を求め続けることに人生のす

北海道酪農義塾から通信教育や酪農学

べてをかけた正造の言葉に
「真の文明は、

校の卒業生も含めると、これまでに１
４万

山を荒らさず、川を荒らさず、村を破ら

人を超える多くの人材を世に送り出し、

ず、人を殺さざるべし」がある。本来あ

全国各地だけでなく、海外においても酪

るべき新しい農業を創設しようとしてい

農学園精神を持つ人々の活躍が見られ

た一楽照雄は、その研究会の名称を考え

る。このことは、わが国における地方の

あぐねて黒澤宅を訪ねた。その時、黒澤

中小規模の私立学校としては特筆すべき

から「天地機有り」の意味を聞き、それ

ことであり、あらためて酪農学園の普遍

を深く理解した一楽は、会の名称を「日

的な存在価値を感じるところである。

本有機農業研究会」
（１
９
７
１年設立）とし

２
０
１
１年３月１
１日に発生した東日本大震

た。一楽の真意は、単に化学肥料や化学

災とそれに伴う福島第１原子力発電所の

農薬を使用しない農業を進めるというの

重大事故は、今後の日本社会の在り方を

ではなく、有機農業は自然と人間が共生

大きく変えるものである。この出来事を

する持続可能な社会をつくる「世直し運

通して、これからの時代を担う人材を育

動」であると考えていた。この「天地機

てる教育機関としての酪農学園の使命の

有り」という言葉は、黒澤が大切に保持

大きさをあらためて感じさせられた。

していた田中正造の日記に書かれていた

地球人口が７
０億人を超え、今世紀半ば
には９
０億人になると予測される。そうし

詩の一節「天地正気有り」から、黒澤独
自の農業哲学になったと考えられている。

た中で、世界的な穀物価格の高騰、飢餓

酪農学園８
０年の歴史に学び、田中正造

人口の増加、気候変動の問題、生物多様

から黒澤酉蔵へと受け継がれてきた「真

性の喪失、化石資源の枯渇などが起こり、

の文明」を求めていかなければ「亡国」

農業の発達によって築かれてきた文明社

を招くことになる。

会は一大転換期を迎えている。

酪農学園は創立１
０
０年、１
５
０年に向けて

創立者黒澤酉蔵は、恩師である田中正

「真の文明」を目指す担い手を数多く社

造の影響を強く受けて北海道開発の歴史

会に送り出す学校として発展していくこ

に残る広範な活動を行った。しかし、今

とが求められている。 （文中敬称略）

酪農ジャーナル ２０１
３．
１
０

６７

あ と が き
我々校友会は、この機会により一層理事長の考えを理解し、酪農学園の発展
に共に大きく携わる事が大事です。
ここに掲載されているテーマの全ては理事長自身が選び、その物事に対する
ご自身の考え方を活字にされたものです。今後、酪農学園を取り巻く社会情勢
の変化に対し、どの様に対応していくかは、ここに書かれている事を信念とし、
基軸に進められる事と思います。理事長自身の信念を、この冊子から皆様が理
解していただけば幸いです。
刊行にあたり多大なるご協力を頂いた本学エクステンションセンターおよび
社会福祉法人北海道リハビリー様に心より感謝します。

酪農学園大学同窓会校友会
事務局長

６８

竹花 一成
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