グローバル化と地域問題

・1963年に日本がバナナ
輸入自由化する情報を得
たアグリビジネスが，日本
市場への大量輸出のため
に，中米で行っていたシス
テムをフィリピンに導入。

・グローバル化＝経済競争のグローバル化
・一方で，産業の競争条件には国より大きな差 … 労賃，光熱費，税制
⇒ 国により同一条件での競争ができるわけではい。

・フィリピンは，アメリカ領
以前のスペイン領時代に
大土地所有制が定着。ア
メリカ領後も，その土地を
取得して定着した人が多
かった。

… 貿易自由化で関税などの保護障壁は解消されつつあるが，各国の賃金や
物価水準，社会文化システムは容易に変わらない。
⇒ 比較優位条件 … 途上国＝低コスト，資源， 先進国＝高コスト，インフラ
⇒ 国際分業 … 途上国＝標準技術，労働集約的， 先進国＝新技術，高生産性
途上国＝熱帯商品作物， 先進国＝その消費

・ミンダナオ島は，フィリピ
ンの辺境で，未開地や遊
休地をアグリビジネスが
目ざとく見つけて取得。

★グローバル化がひきおこす「地域問題」の構造
・格差形成 … 国際貿易を主導する「多国籍企業」 － 首都や拠点
都市の大企業 － 「地方」の小業者 － 「現地」の低賃金労働者

・流刑地もあり，その受刑
者をも労働力に活用。

・途上国
途上国 … 多国籍企業やその系列会社を牛耳る特権階級に利益
が集中し，「地方」や「現地」に移転しにくい構造

・自由化当初は，台湾バ
ナナとエクアドル産が多
かったが，70年代からは，
ミンダナオ産が独占

… しばしば少数民族・宗教問題と連動
・先進国
先進国 … 国内の「地方」は，世界的には高コストで，高付加価値
企業の立地も少ない ⇒ 国際競争の中で産業空洞化

多国籍企業
多国籍企業 の経営システム
の経営システム

鶴見良行『バナナと日本人』岩波新書，1982
ミンダナオ島の
ミンダナオ島のバナナ農園

・世界商品のいち早い市場独占をめざし，
国ごとの政治経済体制の違いを乗り越え，
また政治力を特権的に活用し，世界的な資
源・市場管理のためのシステムを自ら構築。
・現業・製造部門 … 低廉な原材料, 労働力
… 現地国の制度や習慣にあわせ

・地域本部 … 現業部門の管理，市場調査，地
域文化にあわせたCM戦略，製品開発 etc.

・価値移転会社 … 法人税が安い，為替管理
が緩い

・統括本部 … 政府対応，金融管理，地域本部
の管理，製品・企業イメージの管理 etc.

⇒これこそが，「国際化」を超えた経済
活動の「Globalization」の原型
★その具体例が ⇒

バナナ取引の構造

（鶴見,1982）

『エビと日本人
エビ 日本人』
日本人』
（岩波新書）より

輸入食品の
安全問題
安全問題
・2003.5 BSEでカナダ牛肉
の輸入禁止
・2003.12 BSEでアメリカ牛
肉輸入禁止（再開2005.12）
・2004.1 鶏インフルで，タイ鶏
鶏インフル
肉輸入禁止
・2008.1 中国産冷凍ギョー
ザに殺虫剤
殺虫剤

・過度の輸入依存
過度の輸入依存は
輸入依存は
国民生活の安全保障
国民生活の
安全保障
の問題にも

村井吉敬『
村井吉敬『エビと日本人』
エビと日本人』岩波新書，1988
岩波新書，

エビの価格形成

タイ南部の大規模なエビ池

Googleでみると
でみると⇒
でみると⇒
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冷凍ギョーザ事件

金山町, 三島町付近

グローバル化と「地域」，「地域性」，「地域づくり」
・グローバル化が招来する「地理学」にとっての大問題
… 世界は「平準化」し，「地域性」は消滅？ … internet上では現実化
・しかし，現実空間では，どっこいそうはならない。
①global化が招く「負」の側面 ＝ global issue … 多くは「地域」問題
②global経済の中では，「地域性」が「ブランド」化の源泉に
⇒ ③global化に対する地域の抵抗＝「地域づくり」の活発化
★日本の地方農村の地域づくり
・理論 … 地域主義（玉野井芳郎），内発的発展（鶴見和子，守友裕一）
・実践 … 一村一品（大分県），ふるさと

町民（三島町），地場資源の付加価値化
（葉っぱビジネス） ，伝統食品の六次化
（小川庄おやき，各地B級グルメ） etc.

・方法 … 「地元学」（結城登美雄，吉
本哲郎）

… 地域資源の発見と
地域identityの確立

人々の意志で創り
出す「地域性」

三島町のふるさと運動
ふるさと運動

奥会津の地域づくり

・只見川電源開発後の過疎化で，1970年，人口減少率県内ワーストを記録。 これを機に行政と
町民が一緒になって，自分たちで考える町づくり＝「ふるさと運動」に取り組んだ。

奥会津の人口
pyramid

金山町

・高度経済成長後の当時，都市住民の余暇の拡大が関心を集め，農山漁村の観光開発が取り
ざたされた。しかし三島町には有名な観光資源は一つもない。

三島町
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田島町
伊南村

・この「何もない」ことは「失われてい る」ことではなく、人情や自然，伝統生活が息づいているこ
とであり、理想の町を一緒につくっていく人を募集しようと，1974年，「ふるさと 運動」の一環として
「特別町民制度」による交流人口の増加を目指す町づくりをスタートさせた。
・この制度は各メディアに取り上げられて反響を呼び，特別町民への登録は800世帯を越 えた。
⇒ 全国から注目され，「何もない」奥地山村でも交流による地域づくりが行える自信を得る。

三島町の地域づくり年表
・三島町 … ふるさと運動，生活工芸運動
・金山町 … 自然教育村
・昭和村 … からむし織り，織姫，カスミソウ
・只見町 … 「たもかく」森と古本交換
・南郷村 … 浦和との交流，南郷トマト
・伊南村 … 剣道の里，合宿地
・舘岩村 … 高杖山開発，曲屋集落
・檜枝岐 … 秘境観光
（1995年頃の状況）

舘岩村
檜枝岐村

・下郷町 … 大内宿，大川峡谷
・田島町 … 台鞍山開発，台東区・
都立大との交流，合宿誘致

・以後，この理念の発展による
施設整備や雇用創出などの
町づくりが進む。
・重要だったのは，訪れる人か
ら「何が大切なのか」というこ
と を教えられ，経済的なことだ
けでなく、「人」という資源を三
島町にもたらしたこと。
・そこからさらなる町づくりが
進んでいくことに。

1972 「第1回観光土産品コンクール」開催。以後10回。
1974 「 ふるさと運動」 始まる
1976 「ふるさ
ふるさ と振興公社」設立,「ふるさと荘」完成
と振興公社
1981 第一次三島町振興計画で「生活工芸運動
生活工芸運動」を提唱
生活工芸運動
町内の工芸品調査を実施。生活工芸研究所を開設。
1982 第1回三島町生活工芸品展（以後毎年）。有機農業運動
有機農業運動始まる
有機農業運動
1983 国土庁「伝統工芸の里づくり事業
伝統工芸の里づくり事業」に指定。
伝統工芸の里づくり事業
地区プライド運動,
地区プライド運動 健康づくり運動 始まる。

桐の産業化
・桐材は，湿度に応じた吸湿機能があり，従前から
衣装たんす，茶箱，下駄などの材料。

三島町HPの
三島町
「特別町民」
案内

・良い材質の桐を育てるには肥培管理が重要で，連
作障害や高温障害も出るなど，林地ではく畑地にも
植栽する「特用林産物」。

（14. 7.23）

・近世期，幕府直轄地だった只見川流域の桐材は
重要な産物。三島・柳津の桐は特に高品質。
・しかし1980年頃には需要減少，桐価低迷。
⇒1983，森林組合が桐箪笥の制作に乗り出す
・1997，三島町・森林組合の第三セクターに。

◇キー人物：
キー人物：

佐藤長雄 町長（当時）
「会津桐タンス」の工場
「会津桐タンス」の工場

「制度」の壁を打ち
破るのは「信念。」
「相徳」HPよ
「相徳」 よ
り

生活技能の地域資源としての評価と活用

葛巻町
map
ワイナリー

1986 「生活工芸館
生活工芸館」完成。初代館長
福田耕士氏
生活工芸館

中心集落の
標高400m
標高
牧場1000m
牧場

1987 第1回「ふるさと会津工人」まつり（以後毎年）
1990 「いとへん会
いとへん会」発足。初代会長
五十嵐文吾氏
いとへん会
1991 「工人の館
工人の館」完成。
工人の館
1993 長郷千代喜氏が県の卓越技能者に認定(山葡萄細工)

役場
↑生活に根ざした工芸品の数々
生活に根ざした工芸品の数々
（奥会津三島編組品振興協議会web）
（奥会津三島編組品振興協議会
）

1995 宮下・西方小中統合,「交流センター山びこ
交流センター山びこ」完成
交流センター山びこ
1996 久保田節子氏が県卓越技能者に認定(ヒロロ細工)

レスハウス

牧場，交流施設
クルミ皮
⇒

1997 ヒロロ，山葡萄，マタタビ細工，桐タンスが県伝統的工芸品に指定
「会津桐タンス
会津桐タンス 株式会社」設立。
株式会社
1998 生涯学習センター「カタクリ」開設
2000 「生活工芸運動推進会議」発足。台湾工芸研究所と友好交流協定。
2001 「三島町生活工芸運動友の会」発足。会員130人。

マタタビ
つる ⇒
風力発電

「みしま工人郷
みしま工人郷」スタート。「てわっさの里みやした
てわっさの里みやした」開設
みしま工人郷
てわっさの里みやした
2003 「奥会津編組品振興協議会
奥会津編組品振興協議会」発足。
奥会津編組品振興協議会
ヒロロ，山葡萄，マタタビ細工が「奥会津編み組細工」として国の伝統
国の伝統
的工芸品に指定
的工芸品

牧場

0

5km

＜ヤブドウワインへの挑戦＞

★ 「外貨」獲得戦略

・1980，池田町のワインづくりの成功に関心をもっていた町長の発案を受けて，林業課
の若手職員をヤマブドウワインづくりの技術習得に派遣，2年間かけて学ぶ。

葛巻町の挑戦
葛巻町の挑戦

・1982，自生ヤマブドウ探しに着手。多産個体を選別。山梨県のワイン会社で初試作。

・戦前は馬産地
戦前は馬産地。
馬産地。軍馬の放牧地あり，
軍馬の放牧地あり，
戦後その跡地を町が買い取り植林
植林。
戦後その跡地を町が買い取り
植林。

・1985，苗木の大量生産に成功。町内の有志農家に栽培委託。

・これが現在の「高原牧場
これが現在の「高原牧場」に。
高原牧場」に。
・1986，ヤマブドウワインを第2の柱にすべく，
第三セクター「葛巻高原食品加工」設立。
特用林産加工部門を吸収。

・1955以降の人口
以降の人口（年齢別）推移
以降の人口（年齢別）推移 ⇒
1960～
～75年：
年：‐
％，
年：‐18.3％，
1975～
～2000年
年：‐33.1％
％

＜牧場・畜産開発
牧場・畜産開発＞
開発＞

葛巻町の挑戦
葛巻町の挑戦
（つづき）

・2003・4，葛巻ワインが各地
の国際コンクールで次々受賞。
評価＋知名度が定着。

・1987，町東端の平庭高原にワイン工場完成
（林業構造改善事業）

・高度経済成長期の減少率が，奥会津などに比べて低かった要因は？

＜特産品開発
特産品開発＞
開発＞
・1975，新全総の北上山系開発事業で1,100haの牧草地を開発。「人より牛が多い町」に。
・1976，第三セクター葛巻町畜産開発公社設立。牛の放牧受託（1頭1日500円）を開始。
・1977，冬場の仕事確保のため，子牛の周年哺育，買い取り肥育にも乗り出す。

・1983，町の「山地農業多角化計画」
に沿って，レストラン開業。
特用林産品（山菜，ヤマブドウなど）
の加工・販売に次々に着手。

小岩井農場より技術者派遣，技術習得。
・1981，成牛の全国販売に乗り出す。他方，他県からの肥育受託にも着手。夏も冷涼なヤマセ
の風土のため良質の牛に育つとの評価が次第に全国に浸透。牛舎も120頭×4棟に拡大。

・1985，「くずまき自然食品」発売。
・大分の「一村一品運動」が手本に。

・1982，不妊牛，雄牛を有効利用するため精肉販売業免許を取得。
※文献 … 亀地宏 2006 『株式会社「葛巻町」の挑戦』
株式会社「葛巻町」の挑戦』 秀作社出版

＜体験ツーリズムへの展開＞

葛巻観光マップ

・1991，牛肉自由化で打撃。多角化路線をさらに推進。
・1993，「グリーンテージ」設立。総合運動施設開設
・1994，焼肉レストラン， 95，交流体験施設「プラトー」開業
・1996，乳製品加工の許可取得。ミルクプラント。
同年4月，牧場全体を「くずまき高原牧場」に名称変更。
宅配牛乳，町内から盛岡まで2,600件。

＜エネルギー自給
エネルギー自給へ
自給へ＞
・1999年，「くずまき高原牧場」に創設から
かかわり，各種事業を担った中村哲雄
専務理事が新町長に当選。
・「環境エネルギーの町」を宣言。
・前年，エコパワー社から風力発電建設
の打診を受けて調査中。
・1999年6月，最初の3基が完成。
・2001年，役場に環境エネルギー政策課
・2001年，電源開発の12基が完成。
・2003，家畜排泄物のバイオマス発電施
設稼働
・2005年，木質バイオマス発電施設稼働
・この活力は
この活力は森林組合
活力は森林組合にも波及。
森林組合にも波及。
… 三セク施設に町産材
三セク施設に町産材を利用。知名度
町産材を利用。知名度
アップで「企業の森
企業の森」に続々申し込み。
アップで「
企業の森」に続々申し込み。

風力発電所：1000mの
の
風力発電所：
高原。牧場開発時の道
路と送電線が役立つ

・2005年，三セク3社の年間販売額17.7億（純益5000万円），
雇用170人（Uターン若者70），年間入込数50万人，
・視察250件，5,000人 ・エネルギー自給率180％

自然エネルギー施設マップ

★「地理学」とは？ … 諸現象の空間的「まとまり」＝「地域」の発見
・「まとまり」を「地域」たらしめている特性が「地域性」
・「まとまり」，「地域性」は相対的 ⇒ スケールに応じて重層的
…多様なスケールから重層的に「地域性」をとらえる … 地理学の基本視点
・「まとまり」をとらえる観点 … 自然（植生，気候，地形）， 文化景観， 経済立地，
社会地区分化， 都市計画， 国土構造， グローバル構造
・「構造」に対するもう1つの視点 … 人々が主体的に創り出す地域性

★現代＝global化と地球環境の時代の地理学
・地理学は，globalが流行するはるか前から，世界の地域区分を通して
global視点をもち，環境への関心からglobal issueにも目を向けてきた。
・その中で，macroでもmicroでもない「meso」＝「地域」の生成と変化を
主題としてきた。
・global化の陰でlocalの危機が叫ばれる現代こそ，地理学の重要性は
増すことはあっても，失われることはない。

