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トークセッション

2

SDGs× 生物多様性 シンポジウム

但馬　それではトークセッション 2 をはじめます。最初に菊池さ
んのお話に耳を傾けましょう。

菊池　僕らもサステナブルという言葉は、多面的で、ぼやっとし
ているなあと思っています。ちょうど先ほど鈴木さんがお話しに
なったとおり、SDGs も同じですが、表現がぼやけていると分か
りにくいというのはあるのではないでしょうか。有機とかオーガ
ニックとか全部そうです。言葉は何か良さそうな響きを持ってい
ますが、ちゃんと理解していないとアクションが取れません。
だから、クリアにテーマを定めることは意識しています。
　例えば、「廃材を利用しましょう」と言われても、どういう世界
観で具体的に何をすればいいのか分かりますか。ビジョンとか
ミッションとかアクションとか表現していますが、それらを比較的
クリアにしていって、その先にいろんなものがつながっていけば
いいかなと。僕自身はいろんな、どちらかと言うと実務レベルの
人間なので、現場でやるときはなおさら具体的な動きをするよ
うにしています。

但馬　セッション 2 は「ビジネスリスクをチャンスに」をテーマ
に話しを進めていきたいと思っています。先ほどのトークセッショ
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ン 1 で出てきたのが、まだまだ自分たちが体験できていないか
らこそ、縁遠くなっている生物多様性に関して、より身近なもの
にしていくにはどうすればいいんだろうかという焦点。そして、
価値をどう伝えていくのか。もう一つ話が出たのは、伝えるので
あればファン化していくのがいいのではないかといった意見。実
際にやられている皆さんからすれば、事業として見せていけば
いいのではと思っているかもしれません。ここから議論をどう進
めていきましょうか。

菊池　一ついいですか。広告業界にいる人に言っていいのか分
かりませんが、今までは載っている情報が多かったと思います。
実態とアピールにかい離があるというか。伝えるべき人ではな
い人に伝わっている、伝わり方がゆがんでいる気がします。加え
て触れておきたいのが、これからの時代大切なのは情報の透明
性だということ。インターネットの普及で情報が取得しやすくな
り、透明性を求められるようになりました。僕たちベンチャーも
情報の透明性には気を配っています。
　要するに、実態が伴っていないことに対して、「こんなの噓だ」
と消費者というか、情報の受信者はシビアに見ていると思ってい
ます。企業の CSR は砂漠に水をまくようだと皆さんおっしゃって
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いますが、そうではなくて実際に具体的にやっていることを、す
ごく見られています。その意味では、やっているというファクト、
そこの実が伴っているかがポイントです。
　ビジネスリスクとして今、僕はコストの観点から話をしました
が、逆に実態が伴って伝わると、差別化になってチャンスになる
のではないかと感じます。行動が伴って発信している人も企業も
含めて少ないのですが。

鈴木　本当に実際どうだったのかというのは非常に重要だと思
います。「何々セレクションで金賞取りました」みたいな価値の
根拠をどこに求めるかも考えなければならなくなっています。こ
れまでは、人も企業も誰かが定めたものに寄りかかっていた。
特に欧米信仰が強かったのも手伝い、海の向こうのものはいい
と思い込んでいました。国内で作られたもの、特に生鮮品には
何々セレクションなんてありません。
　都市部で消費し、一方で農村、地方で生産するという構図は、
国連が言っている SDGs における北半球で行われる消費と南半
球で行われる生産活動に近い構図なのではないかと思います。
そうすると、消費地である東京、大阪のような都市部のリテール
現場において、生物多様性への配慮度などを含む地方のランド
スケープや状況について、いかに想像しやすいリテールの環境
に持っていくのかではないでしょうか。
　実体験を伴って見えてくるのが、最近言われている就農体験
だったり、民泊だったりするかもしれません。一方でそれはマス
ベースで広がりはしないと思います。だから、残りの大多数の消
費者に対して意識を変えられるアプローチは、都市部のリテー
ルの現場において生産の現場である地方のランドスケープを想
起させる工夫かなと思います。

大津　私は「定置網方式」と呼んでいるのですが、「農業いいよ」
と人を説得しません。農業は大変な仕事ですし、「田舎移住いい
よ」とも簡単には言いません。他人の人生を変える責任を取れ
ませんから。ただ、こんなことやっていますという見本になるよ
うなものを置いておきます。それに興味を示してくれたのが、東
京中目黒にある野菜スイーツの有名店「ポタジエ」でのパティ
シエ。6年間勤めた店を辞めて移住してくれました。

但馬　それはマスのイメージではないですか？ポタジエのイ
メージですよね。

大津　彼女が移住してくれたのは、本当にびっくりしました。農
家のお母さんたちや生活改善クラブみたいなのが開く中途半端
な料理教室とかはいろいろありますが、ポタジエのパティシエが
作ったスイーツのほうが食べてみたいと思うじゃないですか。
　ただ私は、付加価値化、高付加価値化という言葉が好きでは

なくて、省庁は必ず儲かる農業をしよう、そのためには付加価
値を付けようと言うのですが、高付加価値の食べ物を食べられ
る層は少ないですし、高付加価値化は少ないパイの取り合いに
なってしまいます。私は子どもを 4 人育てていますが、家族が
多いとエンゲル係数が高くなり、高付加価値のものは食べられ
ません。1 人でも多くの子どもを産んで育てるのが人口減少を食
い止めることにつながると考えていますが、家族が多くなると産
直のものは食べられないという構造になってほしくないのです。
　だから、取り立てて裕福ではない家庭でも国産の食べ物を食
べられるようになるかは、私たち生産者のビジネスリスクという
よりは、国民の生命のリスクです。「私、農業辞めてもいいですか」
というタイトルの講演をすることがあるのですが、農業を辞めて
も私は困りません。農家の後継者なので田畑はあるし、平飼い
の卵を取れます。困るのは誰ですかと問いかけています。
　簡単に個人でも情報発信できるようになった昨今、私たちは
農地を 1 ヘクタールから 5 ヘクタールへ広げて、それでも収穫
物を全部売り切っているのは、情報発信の努力をしてきたからで
す。でも、もっと大きな市場、つまり都市部のスーパーで普通
の金額で一般市民が買える農産物を届けるには企業レベルの大
きなところが動く必要があります。
　皆さん、企業に勤められている社員さんだって、ご飯食べま
すよね。今一番私たち産直農家にとってのリスクなのは流通コス
トです。流通の在り方を工夫してほしくても農家のおばちゃんが
大企業にいきなり行くわけにいかないです。
こういうところに呼んでいただくから、おかげさまで講演の機会
をいただくのですが、遠くからわざわざ呼ばないで、東京に近
い茨城、千葉、栃木の女性農家にスピーカーとして活動しても
らいたいと思っています。

鈴木　付加価値が罪なわけではなくて、その付加価値に対して、
一つの価格を設定するのが罪だと思います。宮崎県綾町の人たち
に最初に言われたのが、ブロックチェーンを使って農産物が高く
なるのは、良い面と悪い面があるよねと。つまり、「宮崎県綾町
の野菜は高い」というマイナスイメージにつながるリスクもありま
す。大事なのは、情報をどこに届けるか。綾町で行われている生
態系に配慮した農業を支援する人だけに届けたいと。そうすれば、
マイナスイメージが拡散するリスクを伴いません。広報が必要な
いからです。ニッチな情報を特定の人に届けるのは広告ではあり
ません。そういう形であれば落としどころがあります。
　且つ誰が望ましい消費者かというと、PoC に取り組まれた農
家さんたちは完全に無農薬で農業をやると収量が相当不安定に
なります。多いときには 24 パーセントぐらいの減収になってし
まうことも。その課題をクリアするには、「今年は収量落ちるので、
いつもより高いけどいいですか」「いいですよ」という消費者と
の関係が構築できれば、いつもは安く販売しつつも、困ったと

きには助けてもらえる、親戚づきあいのような関係ができるん
じゃないかと思います。
　消費者だって自分のエシカルな食生活が、農家さんにコミット
していることを伝えたいと思うんです。フードサプライチェーンが、
どんどんリテールの複雑化によって流通もしくは調理加工によっ
て分断されています。それをくっつけてあげることで、生産者か
らすれば誰が自分たちの作物のファンとして支援しているのかが
見えてくる。台風が来たり、水害にあったりした際には、多少高
い値段でも買ってもらえるようになります。
　そんな生産者と消費者の関係を構築するための、もう一つの
弊害は定価だと思います。けれども、定価って何でしょう？　い
つも買いに来る近所の子どもに対して、100 円のノートをもっと
安く売ってあげたいと思うことがあるかもしれない。売り手と買
い手の間に信頼関係が成立していないから「定価 100 円」と決
まっているだけで、その 100 円が 80 円にも 120 円にもなるの
は信頼なのかなと思います。

菊池　今の観点でいうと、僕が SENDを作ったとき、5,500 の農
家と 7,500 の個店のレストランをつなげましたが、大手流通の
単一商品、同じブランドで年間通して同じところから仕入れたい
と、はっきり言います。株式投資も一つの銘柄に絞ると一番リス
クが高く、リスクを回避したいのであれば分散投資をします。
　農業も、一カ所から同じブランド、同種同一のものを、定時
定量定質で届けることに頑張りすぎです。そうではなくて一定の
品質の範囲の中で、例えば九州から北海道までリレー出荷でい
いわけです。市場がやっていることを、もう少し細分化してやれ
ば良かっただけの話で、僕たちはどうしたかと言うと、6 カ月か
ら 8 カ月前に需要の予測を立てて、半年後に出荷できる産地に
生産依頼をし、リレーで 1 作物、一時期で 3、4 農家、年間で
4カ所から5カ所、つまり1作物 20 農家ぐらいに分散しました。
　農業は、あなたの作物は品質がいいから、面積 2 倍 3 倍 5
倍にして、もっと生産してくださいと言っても農家さんはおいそ
れとできません。まず土地がありませんし、土が変われば作物
の品質にも影響が出ます。同じ生産者が同じ宮崎県で作ってい
ても、山の上と下では品質がまったく違います。生き物ですから、
日当たりによっても品質は大きく左右されます。にもかかわらず、
そういう無理難題を言うのは、流通側のリテラシーの低さです。
　もっと言えば、消費者のリテラシーの低さも問題です。レストラ
ンのシェフは、レタスが1個300円超えたら使いません。別の野菜、
ナスとかトマトなど安い野菜でサラダを作ります。多様なものが
多様な地域から分散的に届くこと対して、消費者側が分散的な対
応ができないから、どこのスーパーも品揃えが同じになるんです。
全スーパー店舗ごとに扱う商品を全部変えればいいじゃないです
か。そうしたらきっと、熊本のものはこの店で売れる、北海道の
ものはこの店で売れるとなるはずです。それを今ならできるんで
す。人件費がかかるし、オペレーションコストが大変だけど、IT

の力ならできます。SEND は毎日 7500 店管理しています。365日
の配送を指定時間に対応します。IT というのは、ある理想的な姿
を実現させるためのツール。皆さんはそんなの無理だよってあき
らめているのじゃないかなと思っています。
　生産者サイドが無理しないか折り込むのも、すごく重要だと
思っています。例えば、宮崎でいきなり、北の大地で育てる作
物を夏場に育ててくださいと言われても難しいものです。北海道
でマンゴー育てるのは相当大変です。仮に生産できたとしても、
ものすごく高額になってハイバリューの小ロット商品を目指すな
らいいですが、産業全体の設計としては苦しいと思っています。
　その辺のところも含めて、これから議論をしなくてはいけない
のは、生産者サイドが無理をしないかとか、生産物の適地適作
とか、資源側の適量というものを前提に、農家のビジネスユニッ
トを小さくして、横にたくさん作ってそれをつなげるモデルが最
適かなと思っています。

大津　農村は毎年 1 割 ずつ位人口が減っています。私の周りの
30 世帯で農業後継者がいるのは、わが家だけです。学校の全
校生徒は 40 人、約 300 世帯の集落ですが、40 歳以下の専業
農家は 6 名です。テクノロジーを投入しないと農家経営はどんど
ん厳しさを増すばかり。
　今の状態を保つことさえ、5 年 10 年先は無理ではないかと思
う中で、世間でよく言われるのが、GDPを保ちたい、もしくは食
料自給率を上げたいという話です。そのためには海外に高く売
ることだと。
　でも、日本が直面しているのは人口減少です。そうなると農
産物の収穫量も減ります。それなのに、有機農業にすれば手間
をかけた分、収穫量はより減少します。けれど、食べる側も減っ
ています。農林水産省の統計によれば、お米の消費量は 10 万
トンぐらい減っています。
　生産者の顔が見えるようにするのは、すごく簡単なことです。
うちは 100 件、150 件のお客さまに毎月お米をお届けして専業
農家をやれています。生産者が生計を立てるにはお米のキロ単
価が 600 円ないと厳しいといわれています。日本の国力と農地、
生態系サービスを保つためには、無農薬でなくてもそれぐらい
の金額を出さなければならないと思います。うちが 2 倍 3 倍の
農地を耕せるかといったら、耕せないです。家族経営では限界
があります。研修生がいたときもあったのですが、大規模農家
になるよりも2軒 3軒 4軒と5ヘクタールの農家が増えてほしい
です。その人たちに子育てをして、人口が増えるようになってほ
しいじゃないですか。
　私が知っている現役農家さんの最高齢 96 歳くらいです。今年
も作る気でいらっしゃいます。でも、昭和一桁世代の農業従事
者が、あと数年でいなくなるとすると、日本の国民が食べるもの
を確保するためには、どれぐらいの耕作面積で、どれだけ生産
できるか、そのためのコストはいくらかを考えてバックキャスティ

ングしなければなりません。季節外のものを生産するのはその
あとでもいいのではないでしょうか。

但馬　今、個々で話している話が、生物多様性の話という流れ
では来ていますが、僕らの社会が効率的にやりすぎたことによっ
て、多様性がなくなったことによって引き起こされている問題が、
今この壇上で話されているなという感じがあります。鈴木さんの
目から見ていかがですか？

鈴木　20世紀と21世紀の違いは、マスの存在だと思っています。
高い視聴率を稼ぐ番組があったとしても、石けんが何円分売れま
したという経済指標でしか評価されません。一方で、NHK の Eテ
レで深夜にやっている科学番組を見て、10 年に 1人の逸材として
ノーベル賞学者が出るとか、宇宙飛行士になるとかすれば、その
番組のディレクターとかシナリオライターの貢献度たるや、人類の
知に貢献していますよね。そういったものの測り方も鑑みれば、
従来の単一指標のみとリンクした物差し一辺倒でいいのかという
議論はあると思います。
　そのように考えると、農業分野においては、今だと品種と大き
さが基準。ミカン M みたいな物差しで測る中央流通によって救
われる層もいると思う一方で、ファンがファンを呼ぶという意味
でのニッチな流通が正しく機能をしないと、生産者は頑張った分
だけ損をしてしまうことになるので、埋めていく必要があるかな
とは思います。

菊池　生物多様性の観点に話を戻すと、やはり全体の議論が必
要ではあるんです。地域の資源、山形県真室川の山間資源を例
にとれば、この水や山はどうするとか、堆肥をどうやって使うとか、
畜産のし尿を流しているけど、これは有用資源なんじゃないかと
思っています。もっと言えば、僕ら人間のし尿だって、本来は巨
大な資源ですが、循環資源にはなっていません。
　もう一つ個別の売り方論であったり、個別事業者としてのサス
テナビリティであったり、生み出しているバリューは何かという
議論もあると思っています。今は、資源循環的なことに取り組ん
でいることがアドバリュー戦略にもなっているため、ある種の一
体感があるんです。
　僕は昨日までデンマークに行っていたのですが、デンマーク
ではオーガニックと普通の商品の値段が一緒。すごいエココン
シャスだと思って、コストがかさんでいる理解はあるのか聞いて
みたところ、現地の人は何でそんなこと聞くのという感じ。今の
うちからやると 10 年後 15 年後、日本も同じレベルまで追いつ
けると思うと、この手の教育は投資対象かなと思っています。

但馬　本当にそう思います。お一人ずつに質問をお受けしたい
と思います。まずは菊池さんに質問です。環境と成長の両立と
言われましたが、具体的な例を教えてほしいです。

菊池　明確に皆さんが一番よくご存じの Apple でいきましょう。
Apple は二つやっています。一つは Daisy。ぜひ調べていただ
きたいんですけれども、ホームページで Apple の CSR のページ
を見ると、「もう地球からは何も取らない」と書いています。す
ごく広告的だなと思ってよく見たら、世界的に貴金属の値段が上
がっているわけです。金もプラチナも。もう今から掘るよりも、
山ほど配ったパソコンと携帯回収して使えばいい。都市鉱山と呼
ばれているんですが、そっちのほうがはるかにいいじゃないかと
いうことです。
　350 億円ぐらいを再生センターに投資しているんですが、初
年度で 42 億円を回収しています。何が言いたいかというと、そ
れによって彼らの製品の中で重要な比率、重要なマテリアルに
なる貴金属というもの自体を、今までと違うやり方で投資をして、
他社が貴金属の値上がりでコストプレッシャーになるところなの
に、Appleは逆に利益率が上がる。これは分かりやすいですよね。
成長とは、みんな売り上げばっかり考えますが、利益で考えれば
コストダウンも戦略になるじゃないかと思います。
　他にもサーモンゴールドプロジェクトとか、ぜひ調べてみてく
ださい。鉱山の川を守り、そこを泳ぐサーモンを守りながら金を
掘るみたいなこともやっています。先進事例はたくさんあります。
サステナブルと成長戦略というもの自体は、ビジネス戦略に十
分織り込めると理解しています。

但馬　ありがとうございます。では鈴木さんに。熊本も宮崎県
綾町も雪があまり降らない地域ですね。日本の 3 分の 1 は、雪
の影響で冬は農業ができません。エシカルという観点で、寒冷
地産業をプレイアップするSDGs からの切り口を知りたいです。

鈴木　宮崎県綾町の方々は、夏はとにかく川遊びです。私の見立
てですが本当に農業をやっていないですね。気候的には、日差し
が強すぎて農業には向かないんです。なので、1 月 2 月、今ぐら
いがちょうどピーク。あとは土の中に埋めて、春出荷することもあ
ります。フランスの「日本で最も美しい村連合」という NPO は、
地域経済圏をちゃんと独立させられるかを都市の評価基準にして
います。昔でいうと、お城の城主がいて、城主が自分の敷地、エ
リアの中で経済圏を完結できると強くなるわけですが、同じような
思想でいまだに工業も含めた産業をエリア内で止められているか
が評価されています。
　そういうのを考えると、宮崎県綾町は夏の産業がありません。
長野県の蓼科（高原地域）と連携できないかとか、そういうツー
リズム的な話ではなくて、常にサステナブルな形として農業就労
者の行き来ができたらいいねといった話をされていたことはある
と思うんです。私はそこの専門ではなくて詳しくは分からないの
ですが、働きたい人が働ける場所をつくるのはありかもしれな
いと思います。ただ、綾町のほとんどの人は私が知る限り、夏
は遊ぶ。美しい川がありまして、ほとんど遊んでいると思います。
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SDGs× 生物多様性 シンポジウム

但馬　それではトークセッション 2 をはじめます。最初に菊池さ
んのお話に耳を傾けましょう。

菊池　僕らもサステナブルという言葉は、多面的で、ぼやっとし
ているなあと思っています。ちょうど先ほど鈴木さんがお話しに
なったとおり、SDGs も同じですが、表現がぼやけていると分か
りにくいというのはあるのではないでしょうか。有機とかオーガ
ニックとか全部そうです。言葉は何か良さそうな響きを持ってい
ますが、ちゃんと理解していないとアクションが取れません。
だから、クリアにテーマを定めることは意識しています。
　例えば、「廃材を利用しましょう」と言われても、どういう世界
観で具体的に何をすればいいのか分かりますか。ビジョンとか
ミッションとかアクションとか表現していますが、それらを比較的
クリアにしていって、その先にいろんなものがつながっていけば
いいかなと。僕自身はいろんな、どちらかと言うと実務レベルの
人間なので、現場でやるときはなおさら具体的な動きをするよ
うにしています。

但馬　セッション 2 は「ビジネスリスクをチャンスに」をテーマ
に話しを進めていきたいと思っています。先ほどのトークセッショ
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ン 1 で出てきたのが、まだまだ自分たちが体験できていないか
らこそ、縁遠くなっている生物多様性に関して、より身近なもの
にしていくにはどうすればいいんだろうかという焦点。そして、
価値をどう伝えていくのか。もう一つ話が出たのは、伝えるので
あればファン化していくのがいいのではないかといった意見。実
際にやられている皆さんからすれば、事業として見せていけば
いいのではと思っているかもしれません。ここから議論をどう進
めていきましょうか。

菊池　一ついいですか。広告業界にいる人に言っていいのか分
かりませんが、今までは載っている情報が多かったと思います。
実態とアピールにかい離があるというか。伝えるべき人ではな
い人に伝わっている、伝わり方がゆがんでいる気がします。加え
て触れておきたいのが、これからの時代大切なのは情報の透明
性だということ。インターネットの普及で情報が取得しやすくな
り、透明性を求められるようになりました。僕たちベンチャーも
情報の透明性には気を配っています。
　要するに、実態が伴っていないことに対して、「こんなの噓だ」
と消費者というか、情報の受信者はシビアに見ていると思ってい
ます。企業の CSR は砂漠に水をまくようだと皆さんおっしゃって
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いますが、そうではなくて実際に具体的にやっていることを、す
ごく見られています。その意味では、やっているというファクト、
そこの実が伴っているかがポイントです。
　ビジネスリスクとして今、僕はコストの観点から話をしました
が、逆に実態が伴って伝わると、差別化になってチャンスになる
のではないかと感じます。行動が伴って発信している人も企業も
含めて少ないのですが。

鈴木　本当に実際どうだったのかというのは非常に重要だと思
います。「何々セレクションで金賞取りました」みたいな価値の
根拠をどこに求めるかも考えなければならなくなっています。こ
れまでは、人も企業も誰かが定めたものに寄りかかっていた。
特に欧米信仰が強かったのも手伝い、海の向こうのものはいい
と思い込んでいました。国内で作られたもの、特に生鮮品には
何々セレクションなんてありません。
　都市部で消費し、一方で農村、地方で生産するという構図は、
国連が言っている SDGs における北半球で行われる消費と南半
球で行われる生産活動に近い構図なのではないかと思います。
そうすると、消費地である東京、大阪のような都市部のリテール
現場において、生物多様性への配慮度などを含む地方のランド
スケープや状況について、いかに想像しやすいリテールの環境
に持っていくのかではないでしょうか。
　実体験を伴って見えてくるのが、最近言われている就農体験
だったり、民泊だったりするかもしれません。一方でそれはマス
ベースで広がりはしないと思います。だから、残りの大多数の消
費者に対して意識を変えられるアプローチは、都市部のリテー
ルの現場において生産の現場である地方のランドスケープを想
起させる工夫かなと思います。

大津　私は「定置網方式」と呼んでいるのですが、「農業いいよ」
と人を説得しません。農業は大変な仕事ですし、「田舎移住いい
よ」とも簡単には言いません。他人の人生を変える責任を取れ
ませんから。ただ、こんなことやっていますという見本になるよ
うなものを置いておきます。それに興味を示してくれたのが、東
京中目黒にある野菜スイーツの有名店「ポタジエ」でのパティ
シエ。6年間勤めた店を辞めて移住してくれました。

但馬　それはマスのイメージではないですか？ポタジエのイ
メージですよね。

大津　彼女が移住してくれたのは、本当にびっくりしました。農
家のお母さんたちや生活改善クラブみたいなのが開く中途半端
な料理教室とかはいろいろありますが、ポタジエのパティシエが
作ったスイーツのほうが食べてみたいと思うじゃないですか。
　ただ私は、付加価値化、高付加価値化という言葉が好きでは

なくて、省庁は必ず儲かる農業をしよう、そのためには付加価
値を付けようと言うのですが、高付加価値の食べ物を食べられ
る層は少ないですし、高付加価値化は少ないパイの取り合いに
なってしまいます。私は子どもを 4 人育てていますが、家族が
多いとエンゲル係数が高くなり、高付加価値のものは食べられ
ません。1 人でも多くの子どもを産んで育てるのが人口減少を食
い止めることにつながると考えていますが、家族が多くなると産
直のものは食べられないという構造になってほしくないのです。
　だから、取り立てて裕福ではない家庭でも国産の食べ物を食
べられるようになるかは、私たち生産者のビジネスリスクという
よりは、国民の生命のリスクです。「私、農業辞めてもいいですか」
というタイトルの講演をすることがあるのですが、農業を辞めて
も私は困りません。農家の後継者なので田畑はあるし、平飼い
の卵を取れます。困るのは誰ですかと問いかけています。
　簡単に個人でも情報発信できるようになった昨今、私たちは
農地を 1 ヘクタールから 5 ヘクタールへ広げて、それでも収穫
物を全部売り切っているのは、情報発信の努力をしてきたからで
す。でも、もっと大きな市場、つまり都市部のスーパーで普通
の金額で一般市民が買える農産物を届けるには企業レベルの大
きなところが動く必要があります。
　皆さん、企業に勤められている社員さんだって、ご飯食べま
すよね。今一番私たち産直農家にとってのリスクなのは流通コス
トです。流通の在り方を工夫してほしくても農家のおばちゃんが
大企業にいきなり行くわけにいかないです。
こういうところに呼んでいただくから、おかげさまで講演の機会
をいただくのですが、遠くからわざわざ呼ばないで、東京に近
い茨城、千葉、栃木の女性農家にスピーカーとして活動しても
らいたいと思っています。

鈴木　付加価値が罪なわけではなくて、その付加価値に対して、
一つの価格を設定するのが罪だと思います。宮崎県綾町の人たち
に最初に言われたのが、ブロックチェーンを使って農産物が高く
なるのは、良い面と悪い面があるよねと。つまり、「宮崎県綾町
の野菜は高い」というマイナスイメージにつながるリスクもありま
す。大事なのは、情報をどこに届けるか。綾町で行われている生
態系に配慮した農業を支援する人だけに届けたいと。そうすれば、
マイナスイメージが拡散するリスクを伴いません。広報が必要な
いからです。ニッチな情報を特定の人に届けるのは広告ではあり
ません。そういう形であれば落としどころがあります。
　且つ誰が望ましい消費者かというと、PoC に取り組まれた農
家さんたちは完全に無農薬で農業をやると収量が相当不安定に
なります。多いときには 24 パーセントぐらいの減収になってし
まうことも。その課題をクリアするには、「今年は収量落ちるので、
いつもより高いけどいいですか」「いいですよ」という消費者と
の関係が構築できれば、いつもは安く販売しつつも、困ったと

きには助けてもらえる、親戚づきあいのような関係ができるん
じゃないかと思います。
　消費者だって自分のエシカルな食生活が、農家さんにコミット
していることを伝えたいと思うんです。フードサプライチェーンが、
どんどんリテールの複雑化によって流通もしくは調理加工によっ
て分断されています。それをくっつけてあげることで、生産者か
らすれば誰が自分たちの作物のファンとして支援しているのかが
見えてくる。台風が来たり、水害にあったりした際には、多少高
い値段でも買ってもらえるようになります。
　そんな生産者と消費者の関係を構築するための、もう一つの
弊害は定価だと思います。けれども、定価って何でしょう？　い
つも買いに来る近所の子どもに対して、100 円のノートをもっと
安く売ってあげたいと思うことがあるかもしれない。売り手と買
い手の間に信頼関係が成立していないから「定価 100 円」と決
まっているだけで、その 100 円が 80 円にも 120 円にもなるの
は信頼なのかなと思います。

菊池　今の観点でいうと、僕が SENDを作ったとき、5,500 の農
家と 7,500 の個店のレストランをつなげましたが、大手流通の
単一商品、同じブランドで年間通して同じところから仕入れたい
と、はっきり言います。株式投資も一つの銘柄に絞ると一番リス
クが高く、リスクを回避したいのであれば分散投資をします。
　農業も、一カ所から同じブランド、同種同一のものを、定時
定量定質で届けることに頑張りすぎです。そうではなくて一定の
品質の範囲の中で、例えば九州から北海道までリレー出荷でい
いわけです。市場がやっていることを、もう少し細分化してやれ
ば良かっただけの話で、僕たちはどうしたかと言うと、6 カ月か
ら 8 カ月前に需要の予測を立てて、半年後に出荷できる産地に
生産依頼をし、リレーで 1 作物、一時期で 3、4 農家、年間で
4カ所から5カ所、つまり1作物 20 農家ぐらいに分散しました。
　農業は、あなたの作物は品質がいいから、面積 2 倍 3 倍 5
倍にして、もっと生産してくださいと言っても農家さんはおいそ
れとできません。まず土地がありませんし、土が変われば作物
の品質にも影響が出ます。同じ生産者が同じ宮崎県で作ってい
ても、山の上と下では品質がまったく違います。生き物ですから、
日当たりによっても品質は大きく左右されます。にもかかわらず、
そういう無理難題を言うのは、流通側のリテラシーの低さです。
　もっと言えば、消費者のリテラシーの低さも問題です。レストラ
ンのシェフは、レタスが1個300円超えたら使いません。別の野菜、
ナスとかトマトなど安い野菜でサラダを作ります。多様なものが
多様な地域から分散的に届くこと対して、消費者側が分散的な対
応ができないから、どこのスーパーも品揃えが同じになるんです。
全スーパー店舗ごとに扱う商品を全部変えればいいじゃないです
か。そうしたらきっと、熊本のものはこの店で売れる、北海道の
ものはこの店で売れるとなるはずです。それを今ならできるんで
す。人件費がかかるし、オペレーションコストが大変だけど、IT

の力ならできます。SEND は毎日 7500 店管理しています。365日
の配送を指定時間に対応します。IT というのは、ある理想的な姿
を実現させるためのツール。皆さんはそんなの無理だよってあき
らめているのじゃないかなと思っています。
　生産者サイドが無理しないか折り込むのも、すごく重要だと
思っています。例えば、宮崎でいきなり、北の大地で育てる作
物を夏場に育ててくださいと言われても難しいものです。北海道
でマンゴー育てるのは相当大変です。仮に生産できたとしても、
ものすごく高額になってハイバリューの小ロット商品を目指すな
らいいですが、産業全体の設計としては苦しいと思っています。
　その辺のところも含めて、これから議論をしなくてはいけない
のは、生産者サイドが無理をしないかとか、生産物の適地適作
とか、資源側の適量というものを前提に、農家のビジネスユニッ
トを小さくして、横にたくさん作ってそれをつなげるモデルが最
適かなと思っています。

大津　農村は毎年 1 割 ずつ位人口が減っています。私の周りの
30 世帯で農業後継者がいるのは、わが家だけです。学校の全
校生徒は 40 人、約 300 世帯の集落ですが、40 歳以下の専業
農家は 6 名です。テクノロジーを投入しないと農家経営はどんど
ん厳しさを増すばかり。
　今の状態を保つことさえ、5 年 10 年先は無理ではないかと思
う中で、世間でよく言われるのが、GDPを保ちたい、もしくは食
料自給率を上げたいという話です。そのためには海外に高く売
ることだと。
　でも、日本が直面しているのは人口減少です。そうなると農
産物の収穫量も減ります。それなのに、有機農業にすれば手間
をかけた分、収穫量はより減少します。けれど、食べる側も減っ
ています。農林水産省の統計によれば、お米の消費量は 10 万
トンぐらい減っています。
　生産者の顔が見えるようにするのは、すごく簡単なことです。
うちは 100 件、150 件のお客さまに毎月お米をお届けして専業
農家をやれています。生産者が生計を立てるにはお米のキロ単
価が 600 円ないと厳しいといわれています。日本の国力と農地、
生態系サービスを保つためには、無農薬でなくてもそれぐらい
の金額を出さなければならないと思います。うちが 2 倍 3 倍の
農地を耕せるかといったら、耕せないです。家族経営では限界
があります。研修生がいたときもあったのですが、大規模農家
になるよりも2軒 3軒 4軒と5ヘクタールの農家が増えてほしい
です。その人たちに子育てをして、人口が増えるようになってほ
しいじゃないですか。
　私が知っている現役農家さんの最高齢 96 歳くらいです。今年
も作る気でいらっしゃいます。でも、昭和一桁世代の農業従事
者が、あと数年でいなくなるとすると、日本の国民が食べるもの
を確保するためには、どれぐらいの耕作面積で、どれだけ生産
できるか、そのためのコストはいくらかを考えてバックキャスティ

ングしなければなりません。季節外のものを生産するのはその
あとでもいいのではないでしょうか。

但馬　今、個々で話している話が、生物多様性の話という流れ
では来ていますが、僕らの社会が効率的にやりすぎたことによっ
て、多様性がなくなったことによって引き起こされている問題が、
今この壇上で話されているなという感じがあります。鈴木さんの
目から見ていかがですか？

鈴木　20世紀と21世紀の違いは、マスの存在だと思っています。
高い視聴率を稼ぐ番組があったとしても、石けんが何円分売れま
したという経済指標でしか評価されません。一方で、NHK の Eテ
レで深夜にやっている科学番組を見て、10 年に 1人の逸材として
ノーベル賞学者が出るとか、宇宙飛行士になるとかすれば、その
番組のディレクターとかシナリオライターの貢献度たるや、人類の
知に貢献していますよね。そういったものの測り方も鑑みれば、
従来の単一指標のみとリンクした物差し一辺倒でいいのかという
議論はあると思います。
　そのように考えると、農業分野においては、今だと品種と大き
さが基準。ミカン M みたいな物差しで測る中央流通によって救
われる層もいると思う一方で、ファンがファンを呼ぶという意味
でのニッチな流通が正しく機能をしないと、生産者は頑張った分
だけ損をしてしまうことになるので、埋めていく必要があるかな
とは思います。

菊池　生物多様性の観点に話を戻すと、やはり全体の議論が必
要ではあるんです。地域の資源、山形県真室川の山間資源を例
にとれば、この水や山はどうするとか、堆肥をどうやって使うとか、
畜産のし尿を流しているけど、これは有用資源なんじゃないかと
思っています。もっと言えば、僕ら人間のし尿だって、本来は巨
大な資源ですが、循環資源にはなっていません。
　もう一つ個別の売り方論であったり、個別事業者としてのサス
テナビリティであったり、生み出しているバリューは何かという
議論もあると思っています。今は、資源循環的なことに取り組ん
でいることがアドバリュー戦略にもなっているため、ある種の一
体感があるんです。
　僕は昨日までデンマークに行っていたのですが、デンマーク
ではオーガニックと普通の商品の値段が一緒。すごいエココン
シャスだと思って、コストがかさんでいる理解はあるのか聞いて
みたところ、現地の人は何でそんなこと聞くのという感じ。今の
うちからやると 10 年後 15 年後、日本も同じレベルまで追いつ
けると思うと、この手の教育は投資対象かなと思っています。

但馬　本当にそう思います。お一人ずつに質問をお受けしたい
と思います。まずは菊池さんに質問です。環境と成長の両立と
言われましたが、具体的な例を教えてほしいです。

菊池　明確に皆さんが一番よくご存じの Apple でいきましょう。
Apple は二つやっています。一つは Daisy。ぜひ調べていただ
きたいんですけれども、ホームページで Apple の CSR のページ
を見ると、「もう地球からは何も取らない」と書いています。す
ごく広告的だなと思ってよく見たら、世界的に貴金属の値段が上
がっているわけです。金もプラチナも。もう今から掘るよりも、
山ほど配ったパソコンと携帯回収して使えばいい。都市鉱山と呼
ばれているんですが、そっちのほうがはるかにいいじゃないかと
いうことです。
　350 億円ぐらいを再生センターに投資しているんですが、初
年度で 42 億円を回収しています。何が言いたいかというと、そ
れによって彼らの製品の中で重要な比率、重要なマテリアルに
なる貴金属というもの自体を、今までと違うやり方で投資をして、
他社が貴金属の値上がりでコストプレッシャーになるところなの
に、Appleは逆に利益率が上がる。これは分かりやすいですよね。
成長とは、みんな売り上げばっかり考えますが、利益で考えれば
コストダウンも戦略になるじゃないかと思います。
　他にもサーモンゴールドプロジェクトとか、ぜひ調べてみてく
ださい。鉱山の川を守り、そこを泳ぐサーモンを守りながら金を
掘るみたいなこともやっています。先進事例はたくさんあります。
サステナブルと成長戦略というもの自体は、ビジネス戦略に十
分織り込めると理解しています。

但馬　ありがとうございます。では鈴木さんに。熊本も宮崎県
綾町も雪があまり降らない地域ですね。日本の 3 分の 1 は、雪
の影響で冬は農業ができません。エシカルという観点で、寒冷
地産業をプレイアップするSDGs からの切り口を知りたいです。

鈴木　宮崎県綾町の方々は、夏はとにかく川遊びです。私の見立
てですが本当に農業をやっていないですね。気候的には、日差し
が強すぎて農業には向かないんです。なので、1 月 2 月、今ぐら
いがちょうどピーク。あとは土の中に埋めて、春出荷することもあ
ります。フランスの「日本で最も美しい村連合」という NPO は、
地域経済圏をちゃんと独立させられるかを都市の評価基準にして
います。昔でいうと、お城の城主がいて、城主が自分の敷地、エ
リアの中で経済圏を完結できると強くなるわけですが、同じような
思想でいまだに工業も含めた産業をエリア内で止められているか
が評価されています。
　そういうのを考えると、宮崎県綾町は夏の産業がありません。
長野県の蓼科（高原地域）と連携できないかとか、そういうツー
リズム的な話ではなくて、常にサステナブルな形として農業就労
者の行き来ができたらいいねといった話をされていたことはある
と思うんです。私はそこの専門ではなくて詳しくは分からないの
ですが、働きたい人が働ける場所をつくるのはありかもしれな
いと思います。ただ、綾町のほとんどの人は私が知る限り、夏
は遊ぶ。美しい川がありまして、ほとんど遊んでいると思います。
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但馬　それではトークセッション 2 をはじめます。最初に菊池さ
んのお話に耳を傾けましょう。

菊池　僕らもサステナブルという言葉は、多面的で、ぼやっとし
ているなあと思っています。ちょうど先ほど鈴木さんがお話しに
なったとおり、SDGs も同じですが、表現がぼやけていると分か
りにくいというのはあるのではないでしょうか。有機とかオーガ
ニックとか全部そうです。言葉は何か良さそうな響きを持ってい
ますが、ちゃんと理解していないとアクションが取れません。
だから、クリアにテーマを定めることは意識しています。
　例えば、「廃材を利用しましょう」と言われても、どういう世界
観で具体的に何をすればいいのか分かりますか。ビジョンとか
ミッションとかアクションとか表現していますが、それらを比較的
クリアにしていって、その先にいろんなものがつながっていけば
いいかなと。僕自身はいろんな、どちらかと言うと実務レベルの
人間なので、現場でやるときはなおさら具体的な動きをするよ
うにしています。

但馬　セッション 2 は「ビジネスリスクをチャンスに」をテーマ
に話しを進めていきたいと思っています。先ほどのトークセッショ

ン 1 で出てきたのが、まだまだ自分たちが体験できていないか
らこそ、縁遠くなっている生物多様性に関して、より身近なもの
にしていくにはどうすればいいんだろうかという焦点。そして、
価値をどう伝えていくのか。もう一つ話が出たのは、伝えるので
あればファン化していくのがいいのではないかといった意見。実
際にやられている皆さんからすれば、事業として見せていけば
いいのではと思っているかもしれません。ここから議論をどう進
めていきましょうか。

菊池　一ついいですか。広告業界にいる人に言っていいのか分
かりませんが、今までは載っている情報が多かったと思います。
実態とアピールにかい離があるというか。伝えるべき人ではな
い人に伝わっている、伝わり方がゆがんでいる気がします。加え
て触れておきたいのが、これからの時代大切なのは情報の透明
性だということ。インターネットの普及で情報が取得しやすくな
り、透明性を求められるようになりました。僕たちベンチャーも
情報の透明性には気を配っています。
　要するに、実態が伴っていないことに対して、「こんなの噓だ」
と消費者というか、情報の受信者はシビアに見ていると思ってい
ます。企業の CSR は砂漠に水をまくようだと皆さんおっしゃって

いますが、そうではなくて実際に具体的にやっていることを、す
ごく見られています。その意味では、やっているというファクト、
そこの実が伴っているかがポイントです。
　ビジネスリスクとして今、僕はコストの観点から話をしました
が、逆に実態が伴って伝わると、差別化になってチャンスになる
のではないかと感じます。行動が伴って発信している人も企業も
含めて少ないのですが。

鈴木　本当に実際どうだったのかというのは非常に重要だと思
います。「何々セレクションで金賞取りました」みたいな価値の
根拠をどこに求めるかも考えなければならなくなっています。こ
れまでは、人も企業も誰かが定めたものに寄りかかっていた。
特に欧米信仰が強かったのも手伝い、海の向こうのものはいい
と思い込んでいました。国内で作られたもの、特に生鮮品には
何々セレクションなんてありません。
　都市部で消費し、一方で農村、地方で生産するという構図は、
国連が言っている SDGs における北半球で行われる消費と南半
球で行われる生産活動に近い構図なのではないかと思います。
そうすると、消費地である東京、大阪のような都市部のリテール
現場において、生物多様性への配慮度などを含む地方のランド
スケープや状況について、いかに想像しやすいリテールの環境
に持っていくのかではないでしょうか。
　実体験を伴って見えてくるのが、最近言われている就農体験
だったり、民泊だったりするかもしれません。一方でそれはマス
ベースで広がりはしないと思います。だから、残りの大多数の消
費者に対して意識を変えられるアプローチは、都市部のリテー
ルの現場において生産の現場である地方のランドスケープを想
起させる工夫かなと思います。

大津　私は「定置網方式」と呼んでいるのですが、「農業いいよ」
と人を説得しません。農業は大変な仕事ですし、「田舎移住いい
よ」とも簡単には言いません。他人の人生を変える責任を取れ
ませんから。ただ、こんなことやっていますという見本になるよ
うなものを置いておきます。それに興味を示してくれたのが、東
京中目黒にある野菜スイーツの有名店「ポタジエ」でのパティ
シエ。6年間勤めた店を辞めて移住してくれました。

但馬　それはマスのイメージではないですか？ポタジエのイ
メージですよね。

大津　彼女が移住してくれたのは、本当にびっくりしました。農
家のお母さんたちや生活改善クラブみたいなのが開く中途半端
な料理教室とかはいろいろありますが、ポタジエのパティシエが
作ったスイーツのほうが食べてみたいと思うじゃないですか。
　ただ私は、付加価値化、高付加価値化という言葉が好きでは

なくて、省庁は必ず儲かる農業をしよう、そのためには付加価
値を付けようと言うのですが、高付加価値の食べ物を食べられ
る層は少ないですし、高付加価値化は少ないパイの取り合いに
なってしまいます。私は子どもを 4 人育てていますが、家族が
多いとエンゲル係数が高くなり、高付加価値のものは食べられ
ません。1 人でも多くの子どもを産んで育てるのが人口減少を食
い止めることにつながると考えていますが、家族が多くなると産
直のものは食べられないという構造になってほしくないのです。
　だから、取り立てて裕福ではない家庭でも国産の食べ物を食
べられるようになるかは、私たち生産者のビジネスリスクという
よりは、国民の生命のリスクです。「私、農業辞めてもいいですか」
というタイトルの講演をすることがあるのですが、農業を辞めて
も私は困りません。農家の後継者なので田畑はあるし、平飼い
の卵を取れます。困るのは誰ですかと問いかけています。
　簡単に個人でも情報発信できるようになった昨今、私たちは
農地を 1 ヘクタールから 5 ヘクタールへ広げて、それでも収穫
物を全部売り切っているのは、情報発信の努力をしてきたからで
す。でも、もっと大きな市場、つまり都市部のスーパーで普通
の金額で一般市民が買える農産物を届けるには企業レベルの大
きなところが動く必要があります。
　皆さん、企業に勤められている社員さんだって、ご飯食べま
すよね。今一番私たち産直農家にとってのリスクなのは流通コス
トです。流通の在り方を工夫してほしくても農家のおばちゃんが
大企業にいきなり行くわけにいかないです。
こういうところに呼んでいただくから、おかげさまで講演の機会
をいただくのですが、遠くからわざわざ呼ばないで、東京に近
い茨城、千葉、栃木の女性農家にスピーカーとして活動しても
らいたいと思っています。

鈴木　付加価値が罪なわけではなくて、その付加価値に対して、
一つの価格を設定するのが罪だと思います。宮崎県綾町の人たち
に最初に言われたのが、ブロックチェーンを使って農産物が高く
なるのは、良い面と悪い面があるよねと。つまり、「宮崎県綾町
の野菜は高い」というマイナスイメージにつながるリスクもありま
す。大事なのは、情報をどこに届けるか。綾町で行われている生
態系に配慮した農業を支援する人だけに届けたいと。そうすれば、
マイナスイメージが拡散するリスクを伴いません。広報が必要な
いからです。ニッチな情報を特定の人に届けるのは広告ではあり
ません。そういう形であれば落としどころがあります。
　且つ誰が望ましい消費者かというと、PoC に取り組まれた農
家さんたちは完全に無農薬で農業をやると収量が相当不安定に
なります。多いときには 24 パーセントぐらいの減収になってし
まうことも。その課題をクリアするには、「今年は収量落ちるので、
いつもより高いけどいいですか」「いいですよ」という消費者と
の関係が構築できれば、いつもは安く販売しつつも、困ったと

きには助けてもらえる、親戚づきあいのような関係ができるん
じゃないかと思います。
　消費者だって自分のエシカルな食生活が、農家さんにコミット
していることを伝えたいと思うんです。フードサプライチェーンが、
どんどんリテールの複雑化によって流通もしくは調理加工によっ
て分断されています。それをくっつけてあげることで、生産者か
らすれば誰が自分たちの作物のファンとして支援しているのかが
見えてくる。台風が来たり、水害にあったりした際には、多少高
い値段でも買ってもらえるようになります。
　そんな生産者と消費者の関係を構築するための、もう一つの
弊害は定価だと思います。けれども、定価って何でしょう？　い
つも買いに来る近所の子どもに対して、100 円のノートをもっと
安く売ってあげたいと思うことがあるかもしれない。売り手と買
い手の間に信頼関係が成立していないから「定価 100 円」と決
まっているだけで、その 100 円が 80 円にも 120 円にもなるの
は信頼なのかなと思います。

菊池　今の観点でいうと、僕が SENDを作ったとき、5,500 の農
家と 7,500 の個店のレストランをつなげましたが、大手流通の
単一商品、同じブランドで年間通して同じところから仕入れたい
と、はっきり言います。株式投資も一つの銘柄に絞ると一番リス
クが高く、リスクを回避したいのであれば分散投資をします。
　農業も、一カ所から同じブランド、同種同一のものを、定時
定量定質で届けることに頑張りすぎです。そうではなくて一定の
品質の範囲の中で、例えば九州から北海道までリレー出荷でい
いわけです。市場がやっていることを、もう少し細分化してやれ
ば良かっただけの話で、僕たちはどうしたかと言うと、6 カ月か
ら 8 カ月前に需要の予測を立てて、半年後に出荷できる産地に
生産依頼をし、リレーで 1 作物、一時期で 3、4 農家、年間で
4カ所から5カ所、つまり1作物 20 農家ぐらいに分散しました。
　農業は、あなたの作物は品質がいいから、面積 2 倍 3 倍 5
倍にして、もっと生産してくださいと言っても農家さんはおいそ
れとできません。まず土地がありませんし、土が変われば作物
の品質にも影響が出ます。同じ生産者が同じ宮崎県で作ってい
ても、山の上と下では品質がまったく違います。生き物ですから、
日当たりによっても品質は大きく左右されます。にもかかわらず、
そういう無理難題を言うのは、流通側のリテラシーの低さです。
　もっと言えば、消費者のリテラシーの低さも問題です。レストラ
ンのシェフは、レタスが1個300円超えたら使いません。別の野菜、
ナスとかトマトなど安い野菜でサラダを作ります。多様なものが
多様な地域から分散的に届くこと対して、消費者側が分散的な対
応ができないから、どこのスーパーも品揃えが同じになるんです。
全スーパー店舗ごとに扱う商品を全部変えればいいじゃないです
か。そうしたらきっと、熊本のものはこの店で売れる、北海道の
ものはこの店で売れるとなるはずです。それを今ならできるんで
す。人件費がかかるし、オペレーションコストが大変だけど、IT

の力ならできます。SEND は毎日 7500 店管理しています。365日
の配送を指定時間に対応します。IT というのは、ある理想的な姿
を実現させるためのツール。皆さんはそんなの無理だよってあき
らめているのじゃないかなと思っています。
　生産者サイドが無理しないか折り込むのも、すごく重要だと
思っています。例えば、宮崎でいきなり、北の大地で育てる作
物を夏場に育ててくださいと言われても難しいものです。北海道
でマンゴー育てるのは相当大変です。仮に生産できたとしても、
ものすごく高額になってハイバリューの小ロット商品を目指すな
らいいですが、産業全体の設計としては苦しいと思っています。
　その辺のところも含めて、これから議論をしなくてはいけない
のは、生産者サイドが無理をしないかとか、生産物の適地適作
とか、資源側の適量というものを前提に、農家のビジネスユニッ
トを小さくして、横にたくさん作ってそれをつなげるモデルが最
適かなと思っています。

大津　農村は毎年 1 割 ずつ位人口が減っています。私の周りの
30 世帯で農業後継者がいるのは、わが家だけです。学校の全
校生徒は 40 人、約 300 世帯の集落ですが、40 歳以下の専業
農家は 6 名です。テクノロジーを投入しないと農家経営はどんど
ん厳しさを増すばかり。
　今の状態を保つことさえ、5 年 10 年先は無理ではないかと思
う中で、世間でよく言われるのが、GDPを保ちたい、もしくは食
料自給率を上げたいという話です。そのためには海外に高く売
ることだと。
　でも、日本が直面しているのは人口減少です。そうなると農
産物の収穫量も減ります。それなのに、有機農業にすれば手間
をかけた分、収穫量はより減少します。けれど、食べる側も減っ
ています。農林水産省の統計によれば、お米の消費量は 10 万
トンぐらい減っています。
　生産者の顔が見えるようにするのは、すごく簡単なことです。
うちは 100 件、150 件のお客さまに毎月お米をお届けして専業
農家をやれています。生産者が生計を立てるにはお米のキロ単
価が 600 円ないと厳しいといわれています。日本の国力と農地、
生態系サービスを保つためには、無農薬でなくてもそれぐらい
の金額を出さなければならないと思います。うちが 2 倍 3 倍の
農地を耕せるかといったら、耕せないです。家族経営では限界
があります。研修生がいたときもあったのですが、大規模農家
になるよりも2軒 3軒 4軒と5ヘクタールの農家が増えてほしい
です。その人たちに子育てをして、人口が増えるようになってほ
しいじゃないですか。
　私が知っている現役農家さんの最高齢 96 歳くらいです。今年
も作る気でいらっしゃいます。でも、昭和一桁世代の農業従事
者が、あと数年でいなくなるとすると、日本の国民が食べるもの
を確保するためには、どれぐらいの耕作面積で、どれだけ生産
できるか、そのためのコストはいくらかを考えてバックキャスティ

ングしなければなりません。季節外のものを生産するのはその
あとでもいいのではないでしょうか。

但馬　今、個々で話している話が、生物多様性の話という流れ
では来ていますが、僕らの社会が効率的にやりすぎたことによっ
て、多様性がなくなったことによって引き起こされている問題が、
今この壇上で話されているなという感じがあります。鈴木さんの
目から見ていかがですか？

鈴木　20世紀と21世紀の違いは、マスの存在だと思っています。
高い視聴率を稼ぐ番組があったとしても、石けんが何円分売れま
したという経済指標でしか評価されません。一方で、NHK の Eテ
レで深夜にやっている科学番組を見て、10 年に 1人の逸材として
ノーベル賞学者が出るとか、宇宙飛行士になるとかすれば、その
番組のディレクターとかシナリオライターの貢献度たるや、人類の
知に貢献していますよね。そういったものの測り方も鑑みれば、
従来の単一指標のみとリンクした物差し一辺倒でいいのかという
議論はあると思います。
　そのように考えると、農業分野においては、今だと品種と大き
さが基準。ミカン M みたいな物差しで測る中央流通によって救
われる層もいると思う一方で、ファンがファンを呼ぶという意味
でのニッチな流通が正しく機能をしないと、生産者は頑張った分
だけ損をしてしまうことになるので、埋めていく必要があるかな
とは思います。

菊池　生物多様性の観点に話を戻すと、やはり全体の議論が必
要ではあるんです。地域の資源、山形県真室川の山間資源を例
にとれば、この水や山はどうするとか、堆肥をどうやって使うとか、
畜産のし尿を流しているけど、これは有用資源なんじゃないかと
思っています。もっと言えば、僕ら人間のし尿だって、本来は巨
大な資源ですが、循環資源にはなっていません。
　もう一つ個別の売り方論であったり、個別事業者としてのサス
テナビリティであったり、生み出しているバリューは何かという
議論もあると思っています。今は、資源循環的なことに取り組ん
でいることがアドバリュー戦略にもなっているため、ある種の一
体感があるんです。
　僕は昨日までデンマークに行っていたのですが、デンマーク
ではオーガニックと普通の商品の値段が一緒。すごいエココン
シャスだと思って、コストがかさんでいる理解はあるのか聞いて
みたところ、現地の人は何でそんなこと聞くのという感じ。今の
うちからやると 10 年後 15 年後、日本も同じレベルまで追いつ
けると思うと、この手の教育は投資対象かなと思っています。

但馬　本当にそう思います。お一人ずつに質問をお受けしたい
と思います。まずは菊池さんに質問です。環境と成長の両立と
言われましたが、具体的な例を教えてほしいです。

菊池　明確に皆さんが一番よくご存じの Apple でいきましょう。
Apple は二つやっています。一つは Daisy。ぜひ調べていただ
きたいんですけれども、ホームページで Apple の CSR のページ
を見ると、「もう地球からは何も取らない」と書いています。す
ごく広告的だなと思ってよく見たら、世界的に貴金属の値段が上
がっているわけです。金もプラチナも。もう今から掘るよりも、
山ほど配ったパソコンと携帯回収して使えばいい。都市鉱山と呼
ばれているんですが、そっちのほうがはるかにいいじゃないかと
いうことです。
　350 億円ぐらいを再生センターに投資しているんですが、初
年度で 42 億円を回収しています。何が言いたいかというと、そ
れによって彼らの製品の中で重要な比率、重要なマテリアルに
なる貴金属というもの自体を、今までと違うやり方で投資をして、
他社が貴金属の値上がりでコストプレッシャーになるところなの
に、Appleは逆に利益率が上がる。これは分かりやすいですよね。
成長とは、みんな売り上げばっかり考えますが、利益で考えれば
コストダウンも戦略になるじゃないかと思います。
　他にもサーモンゴールドプロジェクトとか、ぜひ調べてみてく
ださい。鉱山の川を守り、そこを泳ぐサーモンを守りながら金を
掘るみたいなこともやっています。先進事例はたくさんあります。
サステナブルと成長戦略というもの自体は、ビジネス戦略に十
分織り込めると理解しています。

但馬　ありがとうございます。では鈴木さんに。熊本も宮崎県
綾町も雪があまり降らない地域ですね。日本の 3 分の 1 は、雪
の影響で冬は農業ができません。エシカルという観点で、寒冷
地産業をプレイアップするSDGs からの切り口を知りたいです。

鈴木　宮崎県綾町の方々は、夏はとにかく川遊びです。私の見立
てですが本当に農業をやっていないですね。気候的には、日差し
が強すぎて農業には向かないんです。なので、1 月 2 月、今ぐら
いがちょうどピーク。あとは土の中に埋めて、春出荷することもあ
ります。フランスの「日本で最も美しい村連合」という NPO は、
地域経済圏をちゃんと独立させられるかを都市の評価基準にして
います。昔でいうと、お城の城主がいて、城主が自分の敷地、エ
リアの中で経済圏を完結できると強くなるわけですが、同じような
思想でいまだに工業も含めた産業をエリア内で止められているか
が評価されています。
　そういうのを考えると、宮崎県綾町は夏の産業がありません。
長野県の蓼科（高原地域）と連携できないかとか、そういうツー
リズム的な話ではなくて、常にサステナブルな形として農業就労
者の行き来ができたらいいねといった話をされていたことはある
と思うんです。私はそこの専門ではなくて詳しくは分からないの
ですが、働きたい人が働ける場所をつくるのはありかもしれな
いと思います。ただ、綾町のほとんどの人は私が知る限り、夏
は遊ぶ。美しい川がありまして、ほとんど遊んでいると思います。
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但馬　それではトークセッション 2 をはじめます。最初に菊池さ
んのお話に耳を傾けましょう。

菊池　僕らもサステナブルという言葉は、多面的で、ぼやっとし
ているなあと思っています。ちょうど先ほど鈴木さんがお話しに
なったとおり、SDGs も同じですが、表現がぼやけていると分か
りにくいというのはあるのではないでしょうか。有機とかオーガ
ニックとか全部そうです。言葉は何か良さそうな響きを持ってい
ますが、ちゃんと理解していないとアクションが取れません。
だから、クリアにテーマを定めることは意識しています。
　例えば、「廃材を利用しましょう」と言われても、どういう世界
観で具体的に何をすればいいのか分かりますか。ビジョンとか
ミッションとかアクションとか表現していますが、それらを比較的
クリアにしていって、その先にいろんなものがつながっていけば
いいかなと。僕自身はいろんな、どちらかと言うと実務レベルの
人間なので、現場でやるときはなおさら具体的な動きをするよ
うにしています。

但馬　セッション 2 は「ビジネスリスクをチャンスに」をテーマ
に話しを進めていきたいと思っています。先ほどのトークセッショ

ン 1 で出てきたのが、まだまだ自分たちが体験できていないか
らこそ、縁遠くなっている生物多様性に関して、より身近なもの
にしていくにはどうすればいいんだろうかという焦点。そして、
価値をどう伝えていくのか。もう一つ話が出たのは、伝えるので
あればファン化していくのがいいのではないかといった意見。実
際にやられている皆さんからすれば、事業として見せていけば
いいのではと思っているかもしれません。ここから議論をどう進
めていきましょうか。

菊池　一ついいですか。広告業界にいる人に言っていいのか分
かりませんが、今までは載っている情報が多かったと思います。
実態とアピールにかい離があるというか。伝えるべき人ではな
い人に伝わっている、伝わり方がゆがんでいる気がします。加え
て触れておきたいのが、これからの時代大切なのは情報の透明
性だということ。インターネットの普及で情報が取得しやすくな
り、透明性を求められるようになりました。僕たちベンチャーも
情報の透明性には気を配っています。
　要するに、実態が伴っていないことに対して、「こんなの噓だ」
と消費者というか、情報の受信者はシビアに見ていると思ってい
ます。企業の CSR は砂漠に水をまくようだと皆さんおっしゃって

いますが、そうではなくて実際に具体的にやっていることを、す
ごく見られています。その意味では、やっているというファクト、
そこの実が伴っているかがポイントです。
　ビジネスリスクとして今、僕はコストの観点から話をしました
が、逆に実態が伴って伝わると、差別化になってチャンスになる
のではないかと感じます。行動が伴って発信している人も企業も
含めて少ないのですが。

鈴木　本当に実際どうだったのかというのは非常に重要だと思
います。「何々セレクションで金賞取りました」みたいな価値の
根拠をどこに求めるかも考えなければならなくなっています。こ
れまでは、人も企業も誰かが定めたものに寄りかかっていた。
特に欧米信仰が強かったのも手伝い、海の向こうのものはいい
と思い込んでいました。国内で作られたもの、特に生鮮品には
何々セレクションなんてありません。
　都市部で消費し、一方で農村、地方で生産するという構図は、
国連が言っている SDGs における北半球で行われる消費と南半
球で行われる生産活動に近い構図なのではないかと思います。
そうすると、消費地である東京、大阪のような都市部のリテール
現場において、生物多様性への配慮度などを含む地方のランド
スケープや状況について、いかに想像しやすいリテールの環境
に持っていくのかではないでしょうか。
　実体験を伴って見えてくるのが、最近言われている就農体験
だったり、民泊だったりするかもしれません。一方でそれはマス
ベースで広がりはしないと思います。だから、残りの大多数の消
費者に対して意識を変えられるアプローチは、都市部のリテー
ルの現場において生産の現場である地方のランドスケープを想
起させる工夫かなと思います。

大津　私は「定置網方式」と呼んでいるのですが、「農業いいよ」
と人を説得しません。農業は大変な仕事ですし、「田舎移住いい
よ」とも簡単には言いません。他人の人生を変える責任を取れ
ませんから。ただ、こんなことやっていますという見本になるよ
うなものを置いておきます。それに興味を示してくれたのが、東
京中目黒にある野菜スイーツの有名店「ポタジエ」でのパティ
シエ。6年間勤めた店を辞めて移住してくれました。

但馬　それはマスのイメージではないですか？ポタジエのイ
メージですよね。

大津　彼女が移住してくれたのは、本当にびっくりしました。農
家のお母さんたちや生活改善クラブみたいなのが開く中途半端
な料理教室とかはいろいろありますが、ポタジエのパティシエが
作ったスイーツのほうが食べてみたいと思うじゃないですか。
　ただ私は、付加価値化、高付加価値化という言葉が好きでは

なくて、省庁は必ず儲かる農業をしよう、そのためには付加価
値を付けようと言うのですが、高付加価値の食べ物を食べられ
る層は少ないですし、高付加価値化は少ないパイの取り合いに
なってしまいます。私は子どもを 4 人育てていますが、家族が
多いとエンゲル係数が高くなり、高付加価値のものは食べられ
ません。1 人でも多くの子どもを産んで育てるのが人口減少を食
い止めることにつながると考えていますが、家族が多くなると産
直のものは食べられないという構造になってほしくないのです。
　だから、取り立てて裕福ではない家庭でも国産の食べ物を食
べられるようになるかは、私たち生産者のビジネスリスクという
よりは、国民の生命のリスクです。「私、農業辞めてもいいですか」
というタイトルの講演をすることがあるのですが、農業を辞めて
も私は困りません。農家の後継者なので田畑はあるし、平飼い
の卵を取れます。困るのは誰ですかと問いかけています。
　簡単に個人でも情報発信できるようになった昨今、私たちは
農地を 1 ヘクタールから 5 ヘクタールへ広げて、それでも収穫
物を全部売り切っているのは、情報発信の努力をしてきたからで
す。でも、もっと大きな市場、つまり都市部のスーパーで普通
の金額で一般市民が買える農産物を届けるには企業レベルの大
きなところが動く必要があります。
　皆さん、企業に勤められている社員さんだって、ご飯食べま
すよね。今一番私たち産直農家にとってのリスクなのは流通コス
トです。流通の在り方を工夫してほしくても農家のおばちゃんが
大企業にいきなり行くわけにいかないです。
こういうところに呼んでいただくから、おかげさまで講演の機会
をいただくのですが、遠くからわざわざ呼ばないで、東京に近
い茨城、千葉、栃木の女性農家にスピーカーとして活動しても
らいたいと思っています。

鈴木　付加価値が罪なわけではなくて、その付加価値に対して、
一つの価格を設定するのが罪だと思います。宮崎県綾町の人たち
に最初に言われたのが、ブロックチェーンを使って農産物が高く
なるのは、良い面と悪い面があるよねと。つまり、「宮崎県綾町
の野菜は高い」というマイナスイメージにつながるリスクもありま
す。大事なのは、情報をどこに届けるか。綾町で行われている生
態系に配慮した農業を支援する人だけに届けたいと。そうすれば、
マイナスイメージが拡散するリスクを伴いません。広報が必要な
いからです。ニッチな情報を特定の人に届けるのは広告ではあり
ません。そういう形であれば落としどころがあります。
　且つ誰が望ましい消費者かというと、PoC に取り組まれた農
家さんたちは完全に無農薬で農業をやると収量が相当不安定に
なります。多いときには 24 パーセントぐらいの減収になってし
まうことも。その課題をクリアするには、「今年は収量落ちるので、
いつもより高いけどいいですか」「いいですよ」という消費者と
の関係が構築できれば、いつもは安く販売しつつも、困ったと

きには助けてもらえる、親戚づきあいのような関係ができるん
じゃないかと思います。
　消費者だって自分のエシカルな食生活が、農家さんにコミット
していることを伝えたいと思うんです。フードサプライチェーンが、
どんどんリテールの複雑化によって流通もしくは調理加工によっ
て分断されています。それをくっつけてあげることで、生産者か
らすれば誰が自分たちの作物のファンとして支援しているのかが
見えてくる。台風が来たり、水害にあったりした際には、多少高
い値段でも買ってもらえるようになります。
　そんな生産者と消費者の関係を構築するための、もう一つの
弊害は定価だと思います。けれども、定価って何でしょう？　い
つも買いに来る近所の子どもに対して、100 円のノートをもっと
安く売ってあげたいと思うことがあるかもしれない。売り手と買
い手の間に信頼関係が成立していないから「定価 100 円」と決
まっているだけで、その 100 円が 80 円にも 120 円にもなるの
は信頼なのかなと思います。

菊池　今の観点でいうと、僕が SENDを作ったとき、5,500 の農
家と 7,500 の個店のレストランをつなげましたが、大手流通の
単一商品、同じブランドで年間通して同じところから仕入れたい
と、はっきり言います。株式投資も一つの銘柄に絞ると一番リス
クが高く、リスクを回避したいのであれば分散投資をします。
　農業も、一カ所から同じブランド、同種同一のものを、定時
定量定質で届けることに頑張りすぎです。そうではなくて一定の
品質の範囲の中で、例えば九州から北海道までリレー出荷でい
いわけです。市場がやっていることを、もう少し細分化してやれ
ば良かっただけの話で、僕たちはどうしたかと言うと、6 カ月か
ら 8 カ月前に需要の予測を立てて、半年後に出荷できる産地に
生産依頼をし、リレーで 1 作物、一時期で 3、4 農家、年間で
4カ所から5カ所、つまり1作物 20 農家ぐらいに分散しました。
　農業は、あなたの作物は品質がいいから、面積 2 倍 3 倍 5
倍にして、もっと生産してくださいと言っても農家さんはおいそ
れとできません。まず土地がありませんし、土が変われば作物
の品質にも影響が出ます。同じ生産者が同じ宮崎県で作ってい
ても、山の上と下では品質がまったく違います。生き物ですから、
日当たりによっても品質は大きく左右されます。にもかかわらず、
そういう無理難題を言うのは、流通側のリテラシーの低さです。
　もっと言えば、消費者のリテラシーの低さも問題です。レストラ
ンのシェフは、レタスが1個300円超えたら使いません。別の野菜、
ナスとかトマトなど安い野菜でサラダを作ります。多様なものが
多様な地域から分散的に届くこと対して、消費者側が分散的な対
応ができないから、どこのスーパーも品揃えが同じになるんです。
全スーパー店舗ごとに扱う商品を全部変えればいいじゃないです
か。そうしたらきっと、熊本のものはこの店で売れる、北海道の
ものはこの店で売れるとなるはずです。それを今ならできるんで
す。人件費がかかるし、オペレーションコストが大変だけど、IT

の力ならできます。SEND は毎日 7500 店管理しています。365日
の配送を指定時間に対応します。IT というのは、ある理想的な姿
を実現させるためのツール。皆さんはそんなの無理だよってあき
らめているのじゃないかなと思っています。
　生産者サイドが無理しないか折り込むのも、すごく重要だと
思っています。例えば、宮崎でいきなり、北の大地で育てる作
物を夏場に育ててくださいと言われても難しいものです。北海道
でマンゴー育てるのは相当大変です。仮に生産できたとしても、
ものすごく高額になってハイバリューの小ロット商品を目指すな
らいいですが、産業全体の設計としては苦しいと思っています。
　その辺のところも含めて、これから議論をしなくてはいけない
のは、生産者サイドが無理をしないかとか、生産物の適地適作
とか、資源側の適量というものを前提に、農家のビジネスユニッ
トを小さくして、横にたくさん作ってそれをつなげるモデルが最
適かなと思っています。

大津　農村は毎年 1 割 ずつ位人口が減っています。私の周りの
30 世帯で農業後継者がいるのは、わが家だけです。学校の全
校生徒は 40 人、約 300 世帯の集落ですが、40 歳以下の専業
農家は 6 名です。テクノロジーを投入しないと農家経営はどんど
ん厳しさを増すばかり。
　今の状態を保つことさえ、5 年 10 年先は無理ではないかと思
う中で、世間でよく言われるのが、GDPを保ちたい、もしくは食
料自給率を上げたいという話です。そのためには海外に高く売
ることだと。
　でも、日本が直面しているのは人口減少です。そうなると農
産物の収穫量も減ります。それなのに、有機農業にすれば手間
をかけた分、収穫量はより減少します。けれど、食べる側も減っ
ています。農林水産省の統計によれば、お米の消費量は 10 万
トンぐらい減っています。
　生産者の顔が見えるようにするのは、すごく簡単なことです。
うちは 100 件、150 件のお客さまに毎月お米をお届けして専業
農家をやれています。生産者が生計を立てるにはお米のキロ単
価が 600 円ないと厳しいといわれています。日本の国力と農地、
生態系サービスを保つためには、無農薬でなくてもそれぐらい
の金額を出さなければならないと思います。うちが 2 倍 3 倍の
農地を耕せるかといったら、耕せないです。家族経営では限界
があります。研修生がいたときもあったのですが、大規模農家
になるよりも2軒 3軒 4軒と5ヘクタールの農家が増えてほしい
です。その人たちに子育てをして、人口が増えるようになってほ
しいじゃないですか。
　私が知っている現役農家さんの最高齢 96 歳くらいです。今年
も作る気でいらっしゃいます。でも、昭和一桁世代の農業従事
者が、あと数年でいなくなるとすると、日本の国民が食べるもの
を確保するためには、どれぐらいの耕作面積で、どれだけ生産
できるか、そのためのコストはいくらかを考えてバックキャスティ

ングしなければなりません。季節外のものを生産するのはその
あとでもいいのではないでしょうか。

但馬　今、個々で話している話が、生物多様性の話という流れ
では来ていますが、僕らの社会が効率的にやりすぎたことによっ
て、多様性がなくなったことによって引き起こされている問題が、
今この壇上で話されているなという感じがあります。鈴木さんの
目から見ていかがですか？

鈴木　20世紀と21世紀の違いは、マスの存在だと思っています。
高い視聴率を稼ぐ番組があったとしても、石けんが何円分売れま
したという経済指標でしか評価されません。一方で、NHK の Eテ
レで深夜にやっている科学番組を見て、10 年に 1人の逸材として
ノーベル賞学者が出るとか、宇宙飛行士になるとかすれば、その
番組のディレクターとかシナリオライターの貢献度たるや、人類の
知に貢献していますよね。そういったものの測り方も鑑みれば、
従来の単一指標のみとリンクした物差し一辺倒でいいのかという
議論はあると思います。
　そのように考えると、農業分野においては、今だと品種と大き
さが基準。ミカン M みたいな物差しで測る中央流通によって救
われる層もいると思う一方で、ファンがファンを呼ぶという意味
でのニッチな流通が正しく機能をしないと、生産者は頑張った分
だけ損をしてしまうことになるので、埋めていく必要があるかな
とは思います。

菊池　生物多様性の観点に話を戻すと、やはり全体の議論が必
要ではあるんです。地域の資源、山形県真室川の山間資源を例
にとれば、この水や山はどうするとか、堆肥をどうやって使うとか、
畜産のし尿を流しているけど、これは有用資源なんじゃないかと
思っています。もっと言えば、僕ら人間のし尿だって、本来は巨
大な資源ですが、循環資源にはなっていません。
　もう一つ個別の売り方論であったり、個別事業者としてのサス
テナビリティであったり、生み出しているバリューは何かという
議論もあると思っています。今は、資源循環的なことに取り組ん
でいることがアドバリュー戦略にもなっているため、ある種の一
体感があるんです。
　僕は昨日までデンマークに行っていたのですが、デンマーク
ではオーガニックと普通の商品の値段が一緒。すごいエココン
シャスだと思って、コストがかさんでいる理解はあるのか聞いて
みたところ、現地の人は何でそんなこと聞くのという感じ。今の
うちからやると 10 年後 15 年後、日本も同じレベルまで追いつ
けると思うと、この手の教育は投資対象かなと思っています。

但馬　本当にそう思います。お一人ずつに質問をお受けしたい
と思います。まずは菊池さんに質問です。環境と成長の両立と
言われましたが、具体的な例を教えてほしいです。

菊池　明確に皆さんが一番よくご存じの Apple でいきましょう。
Apple は二つやっています。一つは Daisy。ぜひ調べていただ
きたいんですけれども、ホームページで Apple の CSR のページ
を見ると、「もう地球からは何も取らない」と書いています。す
ごく広告的だなと思ってよく見たら、世界的に貴金属の値段が上
がっているわけです。金もプラチナも。もう今から掘るよりも、
山ほど配ったパソコンと携帯回収して使えばいい。都市鉱山と呼
ばれているんですが、そっちのほうがはるかにいいじゃないかと
いうことです。
　350 億円ぐらいを再生センターに投資しているんですが、初
年度で 42 億円を回収しています。何が言いたいかというと、そ
れによって彼らの製品の中で重要な比率、重要なマテリアルに
なる貴金属というもの自体を、今までと違うやり方で投資をして、
他社が貴金属の値上がりでコストプレッシャーになるところなの
に、Appleは逆に利益率が上がる。これは分かりやすいですよね。
成長とは、みんな売り上げばっかり考えますが、利益で考えれば
コストダウンも戦略になるじゃないかと思います。
　他にもサーモンゴールドプロジェクトとか、ぜひ調べてみてく
ださい。鉱山の川を守り、そこを泳ぐサーモンを守りながら金を
掘るみたいなこともやっています。先進事例はたくさんあります。
サステナブルと成長戦略というもの自体は、ビジネス戦略に十
分織り込めると理解しています。

但馬　ありがとうございます。では鈴木さんに。熊本も宮崎県
綾町も雪があまり降らない地域ですね。日本の 3 分の 1 は、雪
の影響で冬は農業ができません。エシカルという観点で、寒冷
地産業をプレイアップするSDGs からの切り口を知りたいです。

鈴木　宮崎県綾町の方々は、夏はとにかく川遊びです。私の見立
てですが本当に農業をやっていないですね。気候的には、日差し
が強すぎて農業には向かないんです。なので、1 月 2 月、今ぐら
いがちょうどピーク。あとは土の中に埋めて、春出荷することもあ
ります。フランスの「日本で最も美しい村連合」という NPO は、
地域経済圏をちゃんと独立させられるかを都市の評価基準にして
います。昔でいうと、お城の城主がいて、城主が自分の敷地、エ
リアの中で経済圏を完結できると強くなるわけですが、同じような
思想でいまだに工業も含めた産業をエリア内で止められているか
が評価されています。
　そういうのを考えると、宮崎県綾町は夏の産業がありません。
長野県の蓼科（高原地域）と連携できないかとか、そういうツー
リズム的な話ではなくて、常にサステナブルな形として農業就労
者の行き来ができたらいいねといった話をされていたことはある
と思うんです。私はそこの専門ではなくて詳しくは分からないの
ですが、働きたい人が働ける場所をつくるのはありかもしれな
いと思います。ただ、綾町のほとんどの人は私が知る限り、夏
は遊ぶ。美しい川がありまして、ほとんど遊んでいると思います。


