基本理念

地 域 のしあわせカンパニーをめざす

「みんなのしあわせ」

ＷＡＣＮＥＴ.・・・ https://www.wacnet.jp/
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「農医福でつなぐ森と
緑のガーデンシテイ」
豊橋・東三河
豊橋・東三河
2022. 9.20

未だ紛争が絶えない国
と国、ウクライナ VS ロシ
ア、台湾 VS 中国。国境が
なくなる日。
いつの日か世
界の国々が手をつなぎ世
界共和国(世界国家)に、
ま
だまだ道のりは遠く嶮し
い。
共生き社会の実現に向
かい、
まずはこの地域のこ
とを考えてみたい。

恋人と散歩したくな
豊橋市を中心にした東 では初めての行政区を実 な街、
三河のこれからのまちづ 施し、中区、西区、東区、 るような街をイメージす
まずは現在の街の景観
くりは
「農医福でつなぐ森 北区、南区、二川区、大清 る。
中和的役
と緑のガーデンシテイ」
を 水区に分け、
よりきめの細 を活かしながら、
創造したい。
かい住民主体の行政を行 割としてのグリーンによ
人口は 70 万人からエリ う。
お互いの行政区が特徴 る緑豊かな空間を描いて
樹木は枝を払いき
ア規模で100 万人が目標。 を持ち、
競い合いまちを活 みたい。
豊橋市で50 万～60 万人。 性化させる関係をつくる。 らず現在のような丸裸状
他市町で 50 万人程度。豊 ②未来のまちは、
デザイ 態、幹だけにはしない。街
橋市の場合、①中核都市 ン的に美しい街、
スマート の基調は、無機質から有

がりを住宅地にも展開す
る。
もちろん、
環境整備は、
そこに生活する住民が担
い手、
ガーディニングを通
して地域の人々がつなが
り、
その効果として環境整
備が進み、
将来的に多くの
観光客の誘致にもつなが
る。
（西区、東区、南区）
産業としては、
この地域

本的風土の維持にある。
田
原市、
豊橋南部の全国一の
農業地帯を背景に、
現在の
農業を維持しながら、
④石
巻以北で世界の常識オー
ガニック農業への推進を
図る。1 軒当たりの農業規
模を４０ha に、そしてス
の特徴である農業を前面 マート農業への展開、
空き
に、農本主義、農風景、日 家、
空きビルをコミュニテ
語、ポルトガル語、中国語、 ト飛行機の、航空ターミナ く、近い未来遠い未来を予
韓国語などを話すケアワー ルができれば、いろいろな 測しながら、豊橋市という
カー、ナース、OT などの育 活用ができるだろう。
（南 軸を保ち、一定の産業構築
を描き、今この地域で生き
成。⑨中長期滞在型の農業 区、北区、西区）
を軸としたリハビリメニュ
時代のスピードと変化は る多くの人々を誰ひとり
ーの充実と、滞在できる医 非常に早い。ヒトはそのス 取り残さず、誰もがしあわ
療福祉施設、ホテルも必要 ピードに戸惑っている。そ せを感じとれるごく普通の
となる。また、⑩将来的に の中でまさに格差社会は、 日常を取り戻していく。
旧豊橋海軍航空隊基地跡 拡がろうとしている。現実 また、見方を変えれば、
（大崎島）に、プライベー の今に対処するだけでな この地域の産業特性を把握
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「農医福でつなぐ森と
緑のガーデンシテイⅡ」
アントレプレナー

2022.10.20

そんなに遠くない未来
には、国の枠はなくなり、
都市や地域が、
世界につな
がる。
私たちが今使ってい
る一台のパソコンから世
界へつながるように、
都市
や地域が簡単に世界の都
市・地域につながるイメー
ジを創造してみると良い。
ユーラシア大陸の西と
る。
特徴１…財産は一人の
息子（長男）だけに引き継
がれ、
兄弟間は不平等な関
係。
特徴２…一人の息子だ
けが両親と同居。
特徴３…
兄弟の子ども同士の結婚
はほとんどない。
：権威へ
の尊敬が自然に育まれる。
そのため、
官僚制が発達し
やすい。また、秩序と安定

巻き込まれて、
自己を見失
うようなことがなく、
どこ
までも自己の責任で、
わが
道を守り、
新しい道を切り
開いて行くという独立心
にもつながる。
それが資本
主義を成長させる原動力
にもなった。
一方、日本人は、父系権
威主義的家族に分類され
レプレナーをいかに創る 日本のポジショニング
か。アメリカシリコンバレ は、社会それも地域社会に
ーの流れをくむ、
中国深圳、 スポットを当てたい。自分
インドバンガロール、イス のことよりも利他の精神
ラエル、ドバイ、エストニ で、地域社会を再構築する
アなど IT 産業、バイオ産 アントレプレナーを育てる
業、金融産業などは、もう ことが必要となろう。地域
すでにアングロサクソンが の社会起業家づくり。東三
リードして世界を動かして 河の立地はけして悪くな
いる。
い。愛知県は、現在もモノ
9 月 19 日エリザベス女
王の国葬が英国ロンドン
コラム
のウエストミンスター寺
院で執り行われた。
建物の
VOL.53
持つ歴史的な重みと伝統、
宗教の意味を感じ得るイ
「農医福でつなぐ森と緑 ベントであった。その後、
のガーデンシテイⅢ」 時を経て、
ウインザー城へ
共生き志本主義
ガラス張りの霊柩車に棺
2022.11.20
を載せ、
兵士が歩いて向か

ィの場に生かしていく。将 が考えられる。
（南区、北
来的には農作物や加工品 区、大清水区）
を豊橋港から輸出産業に 医療福祉についても考
成長させる。⑤さらに世界 えてみたい。⑦医療福祉
に向けての情報発信と研 資源を市民のものだけで
究のための豊橋農業大学 なく、国内大都市から、
院大学（仮称）の設置と、 また世界からのリハビリ
⑥農業医療福祉のソフト センター、保養地として
ウェア開発拠点「東三河 の機能をつくる。その為
AMW バレー」
（仮称）の設置 には、⑧日本語以外に英
して、地域として一定の規
模を維持しながら、まち自
体が、経済的に循環するシ
ステム、ものづくり＋観光
にさらに海外からの医療介
護需要を見込む。
その結果、
暮らしてみたい、行ってみ
たい地域、世界一をめざし
て……みたい。

機質に、
ナチュラルテイス
トに徹する。将来的には、
カラーや屋根など外観の
マテリアルに条件を施し
ても良い。
中心市街地は歩
道とサイクリングロード
を充実して、
車の移動を禁
止する。
夜間早朝時間帯の
み車の移動できるロード
を規制緩和する。すなわ

ち中心市街地はテーマパ
ークのイメージをもつと
良い。
モータープールはそ
の周辺に配置する。
（中区）
③住宅には、
ガーディニ
ングを奨励したい。
年間ガ
ーデンニングコンテスト
を実施し、
まち全体の取り
組みに変化させていく。
す
なわち緑豊かな空間の広

困ったら WAC+
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東にある島国、英国と日
本。
お互い国王と天皇をも
つ国であるが、民族的に
は、
相反する資質をもつ水
と油の関係にある。9 月 8
日にエリザベス 2 世（96
歳）が逝去された。国王と
しての在位 70 年は歴代最
長でもあった。21 歳の女
王就任時に、
「私の全人生

はたとえそれが長くても ージーランド、マレーシ
短くても、
国民の皆さんと ア、シンガポール、南アフ
英連邦にささげることを リカなど 56 カ国がある。
誓う」の言葉を残す。ヨー そして最大の移民先のア
ロッパ、
スカンジナビアを メリカ合衆国。
日本との縁
源流とするアングロサク も深い、
江戸時代のオラン
ソンは、オランダ、英国を ダ出島、
そして明治政府と
経て、英連邦を形成した。英国。
太平洋戦争に突入す
その後各国は独立。カナ る原因にもなった 1921 年
ダ、オーストラリア、ニュ 日英同盟の破棄。
そして戦

後 1945 年以降のアメリカ
との蜜月関係が現在も続
く。
家族人類学者であるエ
マニュエル・トッドが描く
家族型によると、
アングロ
サクソンは、
絶対的核家族
で表現される。特徴1…遺
産相続は、
必ずしも平等で
なく、
親の意思で分配率が

を好む傾向が強く、
政権交
代は少ない。
自民族的にな
りやすい。子どもの時か
ら、
愛情豊かな家庭の中で
育てられるため、
親の思い
通りなる素直な子どもが
生まれやすい。その反面、
無責任な、
相手まかせの性
格が養成されてしまう。
外
見は、
他人への気配りが上
づくりでは、日本をリード
している。狭い地域にモノ
づくりのノウハウの集積が
あり、IT と連動すること
で、新しいビジネスが生ま
れる。農業も、世界の常識
オーガニックにいかにチェ
ンジできるか。自然農業の
ルーツ福岡正信の意思をい
かに継続できるか。これか

手で、世間に対しても従順
で、協調性があるように見
えるが、この鬱積した鬱憤
が集団の中で爆発して、付
和雷同、旗振りの言うまま
に行動して、
「みんなでや
ればこわくない」感覚をも
つ。このグループに、ドイ
さて、今回のテーマで
ツ、スウェーデン。スイス
ある地域を動かすアント
が含まれる。
らが正念場である。アメリ
カがリードするハイブリッ
ト種子 F1 が商品として普
及していけば世界は終わ
る。農業・医療・福祉・芸
術・文化が地域を変え世界
を変える。政治から経済へ
そして地域社会へ、足元の
地域を見つめていきたい。

安全な食材
安全な食材・安心な加工品！料理は自然食品
安心な加工品！料理は自然食品にこだわります！
自然食品にこだわります！
有機栽培米から加工品、調味料まで徹底的にこだわります。
WAC 農園産有機栽培の
農園産有機栽培の 20 種類以上の旬の野菜を使用した自然
種類以上の旬の野菜を使用した自然
食ランチをお楽しみください。
食ランチをお楽しみください。

う姿にアナログとデジタ
ルの融合を見た。
この葬儀
の模様は、全世界 41 億人
（全人口1/2）に中継され
ていた。時代の読みが浅
く、
決断力のない日本と英
国の違いを改めて感じる
機会となった。
エセアング
ロサクソンからの脱皮を
望みたい。

ック経済圏が進む現在は、
中国1 位、2 位EU、3 位ア
メリカ、4 位インド、5 位
日本と続く。
国際競争力ラ
ンキング（IMD）では、2009
年 17 位、上位に食い込め
ず、2019 年30 位、現在ア
経済的指標で見てみる ジアではシンガポール、
香
と1990 年のGDP はアメリ 港、
台湾、
韓国の後に続く。
カ1 位で日本が2 位、
ブロ アングロサクソンと日本
義の考え方にある。
世界の の貿易収支で揉めている。
の精神で、
家族を、
地域を、 私たちにとり、地域で循
しくみは実体経済より金 1985 年プラザ合意。
国を、
世界を愛するアント 環するお金の量を増やし、
アメリ
融経済規模が、
約倍近くあ カは日本との間で、円高に
レプレナーの育成が必要 地域で回していくことが、
り、
このお金の量が個人株 することで調整できたこ
となる。
ある意味NPO 的考 雇用を増やし、お金を地域
や投資家に流れ、
経済を支 とが、中国との間でできな
え方であるが、
グローバリ に増やす結果となる。さら
えるしくみになっている。いジレンマを感じている。
ズム一辺倒の社会では、
地 に、いえば地域社会資本を
その結果、
アングロサクソ 私たちも個人のお金は増
他の地域から、
外
域のお金の循環は起きに 生かして、
ン、
アメリカと中国にその えず、ウクライナ・ロシア
くい。
逆に地域はどんどん 国から人々がやってきてお
現在の民主主義の背景 恩恵が届き、
現在もアメリ の戦争の結果、物価が上が
循環するお金の量が減っ 金を落としてもらえる仕組
カと中国の間では、
お互い る状況は、望んでいない
ていき貧しくなっていく。 みづくりが必要といえる。 は産業革命以来の資本主
結果、
コミ
し満足もしない。
しければ②東三河地域にル 費用（生活費等個人の給与） 忘れてしまった。海外で 揚策に使われる。
今、私たちがやるべき ーツをもつ人たちに呼びか は、そのまま旧所属企業等に は、個性豊かな人材が、チ ュニティは崩壊し、多くの
ことは、地域社会を豊か ける。さらに難しければ、 協力をお願いしたいものだ。 ャレンジし IT 事業を初め こどもたちは障がい枠には
にするための、地域のア ③東三河の自然や人々に興
日本の高度成長を促した 多くのアントレプレナー め込まれていく。こどもた
ントレプレナー（社会と 味を持ち、新しい時代を先 人材教育は、ある面で、標 を生み出している。しか ちに必要以上の薬は不要。
政治と経済に貢献できる 導してみたい、アングロサ 準的な人材育成には成功し し、日本の社会は、相変わ No More Drug. No More Pesticide.
リーダー）を生み出すこ クソン的日本人を日本はも た。1993 年バブル崩壊から らず金太郎飴的人材の中 尚、大きなくくりでは、
とにある。方法論として とより世界に呼びかけ、日 30 年、私たちの社会は、社 で安息の日々を過ごす。福 私たちがめざす理想社会を
「共生き志本主義」
は、①行政や地元企業か 本の地域創生パイロット事 会の安定を望み、一定の満 祉という準市場までも、一 「共生き志本主義」と呼び
ら希望者を募る方法、難 業に参加を促す。その際の 足のもとチャレンジ精神を 般市場として扱い景気浮 たい。

決まる。
特徴２…結婚した
子どもは両親と同居しな
い。
特徴３…兄弟のこども
同士の結婚はない。
：子ど
もの頃から自由は大切に
するが、
平等についてはさ
ほど重視されない。逆に、
不平等が当たり前な環境
で人が育つため、
競争意識
が強くなり、集団の中に

〒 4 4 0 - 0 8 23 豊 橋 市 南 瓦 町 1 4 - 1
（ 瓦 町 交 差 点 す ぐ ） W AC ﾋ ﾞ ﾙ 1 F
TEL(0532)52-4315 FAX(0532)56-0702
人の考え方の特性を理解 盤をつかさどる人すべて
した上で、
国としては真の に共通する基本理念では
自主独立を果たすことが ないだろうか。
強
必要不可欠である。また、 依存系の国民にとり、
故稲盛和夫氏の経営論に いリーダーシップをとり、
未来を開き得る人材
「人間として正しいこと 一人、
国レベルでは難しいか
を正しいままに貫く」
とい は、
う言葉がある。
今の社会に もしれない。しかし、一地
とり、国の政治を担う人、 方としてはトライする価値
我欲よりも利他
経済活動を担う人、
社会基 を感じる。

★編集後記★
人生は苦という試練と
楽という楽しみが、人に
より違いはあるが何度
も何度もやってくる。苦
楽を共にするという言葉
があるが、まさにその
通りと言いたい。また、
人は試されているのか
かし、日本の社会は、も
ともとムラとか共生する
社会が原型にあり、み
んなで育てることもでき
た時代もあった。その結
果、西洋型社会モデル
を咀嚼する過程で、じわ
じわと、私たちは社会の
アイデンティティを、
人々は世代を介するこ

と想うほどの逆境に出
会うこ と もある。 逆境
は、成長のチャンスであ
る。乗り切って欲しい。
こどもの成長を考える
時、親は子を甘やかす
ことでなく、ひとりの人間
としての成長を喜び、ひ
とりで生き抜く力をつけ
ることにあると思う。し
とで忘れてきているよう
だ。これからは一人ひとり
が根底にある潜在意識を
呼び起こし、日本人の考
えを社会に活かす時代が
来ているように思う。
2022.11.30加藤政実

