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人と人・土がつながり合う社会を目指して

エップ・レイモンド

:1 コミュニテイ・デザインと農

この章では、世界各地で進行するコミュニテイ崩壊の現状とその要因を解明

し、農業とくにイ総 農業を用いたコミュニテイ デザインの可能性について考

えてみたい。コミュニテイ デザインは、ll子帯に日本語に訳しづらい概念であ

る。-1111に は、地域の中で人と人のつながり方やその仕組みをデザインする

ことを意味する。この文章が皆さんの理解の一助になれは十いである。

この文章を読む十さんは 少なからず有機農業に関心をお持ちではないだろ

うか。そうだとしたら 関心を持つようになつたきつかけを思い返していただ

きたい。

健康 美味しい食べものへの関心、玲境汚染や地球湿暖化への問題意識 ―。

あるいは、教育11な 目的や 人間らしい生き方を模奈して行き着いたところが

有機農業だったということもあるかもしれない。私の場合は、「人と人、人と

上がつながり合う社会Jを 目指すという願いから、誰もが必要な食べものを慈

しみをもって育てたいと考えたことが始まりだった。

取り組む理山はさまざまだろう力=、
どれか一つだけが正しいというわけでは

ない。それぞれが有機農業にたどり着いた道のりはさまざまでも 私たちはい

ま  緒にふかふかの団粒化した有機の上に裸足でl・|り 立ち 隣り合って世界

を眺めていると想像しながら この●を読んでいただけたら嬉しい。霞ケ関か

らは決して見ることのできない景色を一綺に見ることができるだろう。

12 メノビレッジのCSA

私はこの30年 あまりの間、主に三つの国々(カ ナダ 米国 日本)で、晨業:

題に対する市民活動に関わつてきたo1995年 からは、北海道の道央エリアの|

第I部 丼綻●I能 な農業としての有俺農
= 15

は中央に位置する長沼町で、 Lに根差した暮らしを営んでいる。農場の名育|は

メノビレッジ長沼。町の南北に連なるF.追丘陵の最北端にある。

長沼町はオし幌市から東に32キ rlで、新十歳空港からもほど近い農業のllだ。

人口は約 1万 1000人 、標高 6～ 275m 水国が面積の54● Oを 占める。私の就農

1庁  町内で新たに農業を始めるケースはほとんどなく、近隣農家に助けられ

がら 5 haの  畑と ]haの 森林からスター ト.水獅や女類 l'It ttit多

IIIの野来などを有機我培 し ',月l路を市て、CSヽ (Community Suppo ted域n

hun,‐ 地域で支え介う,t業 ,11収 り,lん できた.

メノビレッジという名11は  約5001illに 始まったプロテスタントのキリス

ト派の伝統であるフト暴カ卜教会メノナイト派に山来する。そこには、 メノナイ

こよる平1を 希求する′いが込められている

班/tは 18haの 農地を耕し、来種とツパの我培 加 ヽ製粉 製パンが珈わ

, 20191:か らは土づくりの一環として羊も飼い始めた。クローバー えん麦、

まわり、ツルガムなど8ヽ 1帷類の緑肥の種 rを 泥lllし た:卓地を電気冊で区

り 毎日新しい草地に準を移動させることで高い栄養価の■を食べさ

=る

、

族牧と呼ばれる01い 方である

ll牧 後は■が ,1■ して密度が
「

"し
地人には■や府某 :の 11ド:が

'と

らオtる .

地下部ではミミズなどの小動物や微生物力,舌 性化し、上埃の回粒化が進む。

光も雨も直接■に当たらず 何層もの葉や腐葉■が受け止めるlTは 、森林の L

のようだ。

そのような■で、耕さ

ず、肥料も投入せず、不

耕起 ドリルと呼ばれる播

種機を用いて、小麦や棄

種を蒔く。いま8頭いる

■は今後5～ 10倍 に増や

し、■づ くりとともに、

肉月にも活用する計画で

ある。

1996年 からItり 組んで

きたCMは、11払 い市I

羊に喰まれた草は糖分を根に送る。土壊微生物
がそれを食べ 空気中の窒素を取り込み 根に

渡す。羊はコロコロと太り 草地は再生する
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で農場が生み出す野菜セットなどを定期的に手渡す仕組みだ。食べる側は、安

全で新鮮な野菜をl●t通業者を介さず 直接農家から受けIIRる ことができる。晨

家は 天候不順による作柄や市場価格の変動に翻弄されず 再生産可能な収入

を得られる。

ただし、常に10～ 15種類の野菜を提供するし 野菜ができる前にあらかじめ

代金を受け取るから 作り子は絶えず責任を伴う深い関わりを必要とする。メ

ノビレッジでは最近、世代交代の時期を・llえ て取 り組みの見直しをしている。

拡Jkし た農地の基盤整備に力を注いだり、地域のさまざまな取り組みへと・.f勁

の輸を広げる、転換期に差し掛かっているのだ。そこで、2014年 に野菜セット

を屈ける方式を体止し、現在は注文制で、約40km圏内に住む会員へt期的に

自ら|`達 している。

野菜などの収穫前に収入が人る([組みで経営を安定させるというのが CDヽ

の基本原則である。だが 私たちは約20年 間でヽわれた作り手と食べる人(会

員)と の関係性により、前払い制はもはや必要がないようにも感している。食

卓はできるかぎリメノビレッジで育った野菜やパンでまかないたいという思い

が寄せられ 作付けする野菜や小麦などはほとんどが会員家族の食べものとな

る。

私たちと会員家族の間には、信lFと 共・lの精制が育まれている。ありがちな

「サービス提供キと顧客Jと いう関係IIで はない。「消費者が預張っている農家

を応援する」という図式でもない。健康な食べものを生み出す大地を豊かに残

していくという共通の日||と 使命が互いを結び、目指す社会のあり方を議論す

る場としての役割をも生み出している。

その代表的な何に 2017年から地域の仲間たちと続けている「懐かしい米来

をつくる会」がある。月に一回のベースで集まリ グローバルに展開する工業

的な経済について詳しく学びつつ、ローカルにつな力`り合う循環型の経済とは

どんなものかを学び、lJが具体的にできるかを模索してきた。手作りのオ+理を

持ち寄って共に食事し、それぞれが感じていることにIを傾け合う積み重ねに

よって、つながりが深まっていく.

このつながりの輪に新しい人たちを招こうという声が上がり、 3回の公開講

座を企L●lしてきた。地域の文化や歴史を振り返り、次 畦代に引き継ぐ大切さを

確L● し合ったり、主要農件物種:F法 の廃上が日本やアジアの農と食 そして私

第I‖i 続ヽ1子能な晨素としてのイ,機農来  7

たちの暮らしにどんな影響を与えるのかを学んできたりした。次は教育をテー

マに 共に生き生きと暮らすための方法やつなが りについて、子どももおとな

も学べるワークショップを企画している。

こうした経験から見えてきたことがある。それは、日本で私たちが直面して

いる、そして世界のあらゆる日々でも同じように直面している農と食に関する

問題は 農業とは何か ?食べものとはrJか ?と ぃう問い力■ナに間違った答えを

当てはめ続けてきたゆえにだきているということだ。言い換えれば、農業とは

何か ?食べものとはlljか ?と いうF・0い に向き合う以外に、根本から解決できる

方法はない。

1 3 工業的発想からの脱却

私たちに必要なのは 新しいマインドヘの転換と明確なビジョンである。こ

こで思い返してほしいのは、日本には2000年以上にもわたる農耕の歴史がある

ということだ。                       ′

土壊学者FHキ ングは1905年 に、米国から中国 韓ロ ロ本を訪ねた。彼

がどうしても解き明かしたかったのは、それらのlf々 ではなぜ「 が疲せること

なく養分が保たれ、永続的に晨業を普み批けられるのかであった(キ ング

1944)。 そして 彼がその答えとして見出したのは、人びとのマインドつまり

考え方である。彼にとって最大の驚きは 農民に限らず国民すべてが 11の健

康を維lTす ることの重要性を認識しており、それはすべてのイ機物 (人間の排

lLll・ Iさ え)を 11に 還す行為に根差しているということであった。それを怠るの

は剣ι戦へ向かう道だということがl・ l民の共通理解だったのである,

しかし、2110年 を超えて培われた日本の人びとのその常識に 第二次 叶界大

戦後、変化が起こる。農業は、根を ドろしていた文化という L壌から引き抜か

れ、経済のシステムに組み込まれていったのである。その結果 「限られた労

働力と資源のもとで、いかに生産性を上げ、競争に打ち勝つかJが日標となる。

その答えは、絶えF・5な く開発される新しい科学技術に委ねられた。

経済の観念で農業が..・ られるようになると、市民は「生産矛Jと 「消費者J

に分けられ 農村と都市の分断が起こつた。さらに、国Frk的 な食料の貿易とlI

層もの流通業者を介するシステムが進むにつれ、農家と食べる人の接点は力「速
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度的に失われてい く。

なぜ、文化ではなく経済の中に農来を位置づけたのか。その目的は 産業に

利益をもたらすことである。その.F拠に、そこから生み出される問題を解決す

る際にも 丼来にさらなる利益をもたらす方法が推奨され続けている。例を示

すと枚挙にいとまがないので、はんの一部のみ挙げてみよう。

農家の高齢イヒに対する解決策はlljか ? 機構化である。すでに無人トラクタ

ーも導入されつつある。

地方の低 ドに対してはどうか ? 化子肥料の投入である。

雑草対策は? 除卓剤で解決する.

二酸化炭素の

“

llll量 増加によつてり|き 起こされる地球

'll暖

化11題 にすら、二

酸化炭素を地Jに理め込む技術が開発されている。

農地から流れ‖,た硝酸塩や農薬の成分が飲み水を,1染するり「態力(起 こつてい

るが、それには濾過装置の開発と導入で対処する。

ぃか/JKだ ろうか。農村がかかえるIJ題 や それによつて起こる環境破壊は、

私たちの日■を脅かすところまで進んでいる。その事態すら経済発展のチヤン

スだ。私たちは 新しい科学lk行によるI来製品の売りLげに貢献させられて

いる。

このようなやり方に晒されるうちに私たちは、もはや利益の迪求力'す
べてで

あるかのような孝えにしばられていき、システムが生み出す11犀から白IIに な

ることはほとんど無理なのだと思い込む,あ るいは、経済発展のためには避け

られないコストや運命だと..い 開かせて、諸めることを覚えていく,そ して

ただただ71オ し続け、消費し続け、結果として生じるFll題 は ll"l家 に委ねるの

である。

この呪縛から解放されるためには、一つひとつの事柄を
「

寧に見ていかなけ

ればならない。

ます、現状のシステムが私たちに突き付けるものは何か , 効率性、生産性、

経漬発展 競争力などが挙げられるだろう。では これらの1'葉の中に、人生

の、もしくは

't会

の目FFと 呼べるものはあるだろうか ? あるいは、幸せな社

会が思い

''か

ぶような言葉はあるだろうか ?

これらを‖指したとしても、私たちがその先どこへ↑′き着くのか、どこまで

行けばゴールなのか、見えてこない。lJの ために頑張つているのかも明確では

ー

ゆItt ll続・I能 な晨来としての市機農案 1,

ない.仮にいまは上子くいっていたとしても、いつ蹴落とされるのか分からな

い。よくよく想像してみでにしい。それは、すべての出1が り/flに 不安が薔んで

いる、終わりの見えない道を孤独に進んで行くようなものではないか ?

次に、私たちが知!ら ずに思い込んでいる送信から白口|に なることだ。つまり

和益を追求する経済がすべてではないし 必然でもなく、ましてや神から授け

られたものでもないことを思い起こすのである。それは、特定のマインドを■

台にして人間がつくったものにすぎない。

政めてあえてみれば、このことはり1ら かなのに なぜ思い込んでしまうのだ

ろうか ? それは この巨大なシステムが 産業堺からの話発なロビー活動に

ltさ オtた■たの政策と法律によって、補助金と公的規制をそのつどうまく使い

分けながら形づくられ、私たちのP.ら しのあらゆる場

“

iで ‖に見えない力を発

揮しているからである。

14 新たなマイン ドで生きる

ゞ

繰り返すが、私たちが直面している諸r・l題は 暮らし,餃を総合的に問い●

し、新たなマインドで取り組まないかざり解決できない。アインシュタインが

言ったように、「この世のいかなる11題 も、それをつくりだしたl・lじ マインド

(意識,レ ベルでは解決できない」のである.言い換えれば、私たちが盲目的に

従うかぎり、このシステムは機,セするが その本質を見抜いて従うことをやめ

たなら、システムはもはや力を失う.

チェコの1,民が始めた「 11々 のFx治

“

he poL66 or the evcryday)Jと 呼ばれ

るムープメントカiある。そこには、私たちの日々の阜らしを変えることこそ政

治である、という意味が込められている。これは、コミュニティ デザインの

意味を分かりやすく表現する i葉だと思う。それは、1,民 が共に、新しい幕ら

し方や社会のあり方を想像しながら4F動する その11■から湧き上がるように

創られていく社会変革である.

その,t体制の一つとして 私たちが取り組む「まおい村」構想を紹介したい。

CSAや 「懺かしい未来をつくる会」などを通してつな力{り 合った地域の仲間

たちと、いわば市民立の小さなイiFxを つくろうとする取り■1みである。

メノビレッンの存在する空知It介振興局管内夕張郡贅 ll‖rの東部から、最南
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端は胆振F.合振興局管内勇払部厚真町の北西端にまで連なる、馬jH・ 丘陵の裾野

を中心とした架空の村というのが名前の山来だ。もっとも、この地域に限らず

理念を共有する人びとは誰でも村民となることができる。

私たちは暮らしのいろいろな場面で直画するr・3題に対し、「行政が変わらな

ければ改善されないJと 感じるときがある。しかし 一人ひとりが互いを思い

やり、|1題意識を分かち合い、理念を共有し 協力し合えば、小さなところか

ら改善したり解決したりできることがある。

私たちは、自給自足を基盤とした地域コミュニティであれば、一人240万 円

の年収で十分に生活できると実感してきた。そこで ヽ民税として仮に年 P・32

万円払う人が18∞ 人集まれば、15人の「公務員」を雇用できることに着日し、

コミュニテイに必要だと思う仕事を創出しようとしている.

働くところは、たとえば、幼児から高齢者までが集う地域文庫のような岩場

所、診療所 食螢 地域で保れた晨産物を販売する●売所や加「 所などだ。そ

れらを地産地消ならぬ地消地 4・ (地域で7H費 されるものを地域で産み出す)の 発想

で倉1造 していく道筋を話し合っている。私立小学校の創設を目指す仲 F・|は 統

廃合で2020年 に空き技舎となる北長沼小学校の校舎を長沼 lllか ら無償で借リチ

ける17a定 を結んだ。学校法人の設立も中詰中だ。

まおいll内 での支払いには、地域通貨「めえめぇ」(Yマ ークに一本横棒をlJ

え、羊マークで表示)を 使用したり 新たな事業を地域で立ち上げる人や団体に

融資を行う「ひつじ銀行Jな どの構想も提案されている。まおい村に掲げられ

る理念を紹介しよう。

「大地が、海が、そして人を含むすべての生きもののいのちが尊重され、lr

環と再生を操り返しながら ゆっくりと未来へ進む社会を子どもからお年寄り

までがみんなで孝え、学び、行動しながら楽しむ村づくりJ

小さな、しなやかな社会を共にtllr4し 、創り上げようという呼びかけである。

私は、これまでずっと、工業化された農業と経済発展を目的とした食品流通

が生みILす問題を見つめ続けてきた。そのHJで、多くの問題の根には共通点が

あることに気づいた。それは、人が■から離れてしまったということである。

多くの人は 物理的に11常 の中で上に触れる機会力刊まとんどない。上の存在を

意識することもなく 上を思いやることもなく 一日が終わる生活.朝 日を浴

びながら大地に立つときに感じる心の平安や、大地に抱かれ根を張る喜びから
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も遠ぎかってしまった現代の私たちの暮らし,

聖書には、刹が最47jに 創ったアダム(adam)が 登場する。アダムは、ヘブラ

イ語で人間を意味する。アダムは土から創られたと書かれているが、その■を

表すヘプライ語はアグマ(adanlah)であり、■と人間は可じ語源を持っている。

rtの使命は、神の創造したすべてのものを大切にすることであった.

そして、アグムは Eで創られたあと、神の息を吹きかけられて、いのちを得

る。興味深いのは、そこで使われるルアー輛 ふ)と いう言葉は、風 息吹 tl

の霊を同時に意味していることだ。いのちを与える神の霊が、いつも私たちの

間に吹いている風のように、すべてをつなぎ合わせるという世界観が、そこに

表現されている。

もう一度、足の下の大地に意識を移してみてはしい。腸の光や雨がやさしく

降り注ぎ、卓木の根と微生物、虫や動物が息づく大地。私たちは 足の下の大

地が私たちを生かしてくれることを五感で感じ、恵みを祝い、分かち合い、あ

なたと私と、この大地に生きるすべてのいのちが、互いを生かしながらつちが
り合う暮らしを創っていくことができるのだ。

あなたという大切な存在に手渡す食べものだから、農薬は使わない。これか

らの子どもたちが豊かに食べていけるように、持続可能な晨法を選ぶ。それが

有機農業の根底に流れる精神である。

ここから生まれる一つひとつの行動こそが 「日々の政治Jと してコミュニ

ティをデザインしていく。大地から青阜のように萌えいする「日々の政治Jは、

絶えl.lな く吹いているいのちの風 (ルアー)に 来り、その種子が農村にも都市に

も運ばれ、,生えて育ち、各地域間の連帯をも7■ み出していく。こうして蒔か

れた種

`が

津々浦々で実りを迎えたとき 既存の政治も社会も必ずや変わると

信じている。
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