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月３日︑和歌山県民文化会館で﹁第

が高まるなかで︑安倍首相

学生の問題です︒入学許可

るからです︒それから︑留

人だとか︑集団就職でやっ

マスコミは︑菅首相を苦労

氏を押し上げた構図です︒

方向です︒それは日本の多

以外︑基本的に受け入れる

の渡航に関しては︑観光客

コロナ禍は現在進行形の問

一気に新しいウイルスの株

う意見を国会あるいは市民

可能性が十二分にあります︒ 制反対とか共謀罪反対とい

が︑国内に入って拡大する

の中で発言した人たちを狙

人を任命拒否した︒安保法

しなかったのに︑初めて６

け取れない事業者や︑休業

営持続化給付金を︑今も受

ぼる企業が現れる一方︑経

に丸投げして︑暴利をむさ

様々な給付作業を民間企業

とか持続化給付金をはじめ

く見当違いなアベノマスク

安倍政権が︑春以来︑全

力に忠実にやっていますよ

安倍首相以上にそういう勢

ったか考えると︑菅首相は

やらなかったことをなぜや

まうからです︒安倍政権も

のことをやったと認めてし

しまったら完全に憲法違反

切できない︒それを言って

を外したかという説明は一
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い撃ちにました︒なぜ

とが必要です︒
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すから︒もう馬脚が現れた

する行為をしているわけで

す︒現に学問の自由を否定

むのではないかと見ていま

悪も︑恐らくアクセルを踏

っていく立場です︒憲法改

進し︑規制緩和どんどんや

ル革命一本槍︒カジノも推

経済政策でいったらデジタ

い立場だからです︒だから

それで一気に遠距離での移

から︑もう安全宣言だと思

とを事前に決定しています

ンペーンの対象に入れるこ

ら東京都を Go To キャ

すか︒そこに︑

分混んでいたのではないで

和歌山県でも白浜辺りが随

とても混んだと言います︒

でした︒北部の丹後地域も

て︑京都市内もすごい人出

人出は︑東京だけではなく

４連休︵９月

月１日か

かということも考え︑かつ︑ か自粛を要請していく︒戦

社会の方向とは一体何なの

では︑そうではない経済

が分かってきたわけです︒

れではやっていけないこと

全部ダウンして︑とてもそ

を誘致して︑農業も中小企

国人のインバウンド観光客

バル化をどんどん進めて外

かったのか︑つまりグロー

本の経済社会のやり方で良

けれども︑これまでの日

治をやろうとしています︒

制というのは︑都市封鎖と

るのは統制と動員です︒統

戦争と捉えると︑次に来

モードで語りました︒

しとしてやるんだと︑戦争

言っていましたが︑この間︑ スとの戦いに勝利したあか

業も輸出で成長するんだと

争がはじまると︑とにかく

ンピックは︑人類がウイル

するときに︑１年後のオリ

相も︑オリンピックを延期

ンプ大統領です︒安倍前首

んで使ったのが米国のトラ

もおかしい︒この表現を好

の戦争という表現はそもそ

したがって︑ウイルスと

題があるのに︑国会周辺で

続いているような現場の問

が少なくなって徹夜状態が

いっぱいいるのに︒保健所

にかかって困っている人が

とする︒地域では︑感染症

いくという議論をさせよう

て︑緊急事態条項を設けて

ついでに憲法調査会を開い

条項にこだわった︒そして

フル特措法改正と緊急事態

をつくっていくためにイン

う統制と動員で︑戦時体制

縮効果と言います︒こうい

採る人が増える︒これを萎

た方がいいという選択肢を

れを見た若い研究者は黙っ

日︶の

と言っていい︒

動︑特に感染が激しい地域

できるとこから実践してい

自粛ですよね︒楽しく音楽

〜

コロナの問題は全く収束し

から人々が移動してきてい

くことが必要ではないかと

ういう状況なのかというと︑ っている人が多いですよね︒

他方で私たちの生活はど

ていないわけです︒先週の

ます︒ここ２︑３日の東京

しながらカジノを進めるこ

題なんですね︒惨事に便乗

自治体︑国の最も大きな課

う守っていくのかが︑地方

で普通の暮らしや営業をど

したがって︑感染しない

中に埋め込まれており︑ウ

史のなかで人間のＤＮＡの

ウイルスのＤＮＡが長い歴

である山本太郎さんや京大

長崎大学の感染症研究者

排除︑弾圧される︒先ほど

誰かに聞かれて︑社会的に

今の政府のやり方︑おかし

る︒住民同士が監視社会に

今はネットのグループがあ

自粛警察が出てきました︒

ムが働いてきます︒今回も

クルは２年半ぐらいに早ま

のグローバル化でそのサイ

の西浦さんの話では︑経済

いのではないかと言ったら︑ とか出てきています︒北大

永田和宏さんたちによると︑ 入っていくことによって︑

名誉教授で細胞生物学者の

の日本学術会議会員に任命

っているそうです︒これま

い︑ＭＥＲＳとかＳＡＲＳ

これまでも５年に１回ぐら

いということなんですね︒

コロナウイルスだけではな

つの特徴があります︒新型

この感染症には︑もう１

たわけですよね︒対応が遅

の大阪でもコロナに乗じて︑ イルスと戦ってすべてなく

とはもってのほかです︒隣

せるという考え方はそもそ

拒否された人たちは堂々と

いわけです︒そして︑そう

そんな議論ばっかりしてい

０人超えが４日連続ですよ
ね︒恐らくこれがもっと増

大阪都構想の住民投票を吉

も間違っているといいま

で奥地のコウモリとかにし

えると考えられます︒

村人気が高いうちにやろう

言った人たちです︒が︑そ

れるの当たり前ですよ︒

もできない︒学問もできな

22

す︒

いうものを監視するシステ

いうお話をしていきます︒
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かと考えると︑私は岡田晴

まで一体どれぐらいかかる

いう﹁終息﹂
︒この﹁終息﹂

いく﹁収束﹂と︑終わると

ます︒感染者数が収まって

した︒終息には︑２つあり

ら終息しないと言っていま

らい免疫力が付かなかった

岡田晴恵さんは︑８割ぐ

こで感染してしまう︒

る︒免疫力のない人間はそ

合って人間社会に入ってく

発行為によって人間と触れ

かなかったウイルスが︑開

が政治の役割です︒そうい

をきちんとサポートするの

中治療室などの弱いところ

それから感染者病床とか集

ありません︒そうではなく

ことになると︑諦めるしか

でいかないと駄目だという

一国レベルで考えて８割ま

かるはずがないわけです︒

めれば︑国内全体で８割か

域ごとにしっかりと封じ込

拡大するわけですから︑地

ですよ︒地域ごとに感染が

染病はそんなことはないん

ときどき見つかってきた︒

それから有効なワクチンが

療技術が良くなったこと︒

す︒変わったのはＰＣＲ検

ですから︑その地域の中で︑ ００年前と変わらないんで

て感染者は地域にいるわけ

でもウイルスに対する免疫

まり公衆衛生の力をつける︒ 査ができるようになり︑治

感染状態なり防疫体制︑つ

力がなければ感染が広がっ

ということです︒つまり１

洗い︒４つ目に距離を置く

つ目にうがい︒３つ目が手

策ですが１つがマスク︒２

いたのかも分かります︒対

すし︑どういう対策をして

と死亡者数とかが分かりま

います︒各県別に感染状況

を内務省衛生局がまとめて

だったのかがわかる報告書

１００年前にどういう状況

災害として捉えるべきだと

て捉えてはいけない︒私は

コロナや感染症は戦争とし

００年前のことをどう書い

ろでも︑市史とか町史で１

皆さん方の住んでいるとこ

の場合は︑修学旅行です︒

が感染源でした︒特に学校

の施設︑そして工場の３つ

たかというと︑学校︑軍隊

部なんです︒どこで感染し

ほぼ

もう１つ︑死亡者のうち

いうのが私の考えです︒

ると見ておいた方がいいと

かかっている︒３年はかか

切丁寧にしゃべっていまし

けないのかということを懇

ことをしてほしい︑あるい

解説をしながら︑どういう

しかも庶民の立場に立って

ケル首相は自分の言葉で︑

違っているわけです︒メル

相の記者会見の姿は︑全然

首相とドイツのメルケル首

かになります︒日本の安倍

す︒この違いが一気に明ら

償も国が行っているわけで

波と第２波の死亡者の率は︑ 国では︑営業補償も雇用補

郡部の比率をみると︑第１

た︒安倍首相は︑事前に用

ください︒そういうことで︑ はどういうことをしてはい

てあるか︑是非調べてみて

意された文書を読み上げて︑

ヨーロッパの福祉国家的な

粛というやり方をしました︒

質問には答えない︒こうい

日本の場合には補償なき自

もう１つは︑都市封鎖︒

なりました︒

恵さんの説を疑っているん

う形で取り組みを強めてい

ていくという基本的な原理

いう考え方です︒

パーセント以上が郡

です︒過去の感染症とか伝

くことが大事ではないかと

は変わっていない︒１００
年前で終息まで３年かかっ

う会見への批判が高まり︑

パが発生地なんです︒全世

一次世界大戦期のヨーロッ

ルスが侵入してきます︒第

から横須賀の軍港からウイ

前の１９１８年の夏ぐらい

ました︒ちょうど１００年

当時はスペイン風邪と呼び

目のところは少ないわけで

ウイルスに変異した︒３回

ています︒強毒性を持った

波の死亡率が極端に上がっ

くなっています︒実は第２

日本全体で合計

万人が亡

時は肺炎の死亡者も含めて

に３つの波があります︒当

るいは防疫体制や公衆衛生

記者会見のあり方とか︑あ

対策の仕方とか︑トップの

模での感染爆発で︑各国の

徴です︒しかも︑世界的規

バル化と情報化が大きな特

１００年後の今︑グロー

聞のインタビューに意気

か︑辞任してすぐに日経新

まで焼き肉を食べていると

事を見ていたら︑辞任直前

したが︑安倍首相の動静記

した︒病気で辞任となりま

ない状況になってしまいま

なって︑最後はまったくし

だんだん記者の前に出なく

界で２０００万人ぐらい亡

の違いが即時に︑明らかに

感染症対策の国際比較

80

くなったといわれています︒ す︒でも自然終息まで３年

た感染症の歴史があります︒ たんです︒そして１年ごと

日本には︑今回とよく似

思うんです︒

大学はオンライン授業が続く 和歌山市栄谷 和歌山大学で
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投げたことがわかるわけで

リスが１７６・４︑ドイツ

りました︒そのときにイギ

るニューヨーク州知事がや

をトランプ大統領と対抗す

がある程度成功して︑それ

が採り入れました︒ドイツ

がいいということでドイツ

検査を導入しました︒それ

案したドライブスルー型の

た︒韓国では民間企業が提

査できる体制をつくりまし

亡者数も人口構成比を上回

それ以外に︑感染者数も死

セントです︒そして︑死亡

月

パーセントです︒ほ

パー

ところが感染者比率は︑９

口構成比が日本全体の大体

いることです︒東京都は人

染者が大都市圏に集中して

日本の大きな特徴は︑感

できます︒地方創生総合戦

ぼ３割が東京都の住民です︒ と︑地方創生の問題も絡ん

者も

略が少子化問題を解決する

て起こったかを考えていく

東京一極集中が︑どうし

に伝わっているわけです︒

それが交通網を通して周辺

全然できていません︒やは

廃合が進みました︒対応が

た結果︑保健所と病院の統

は︑維新の政治が

支店などが所得を上げて︑

大型店の支店︑ゼネコンの

東京本社の企業の分工場や

です︒これは和歌山にある

の法人所得を集めているん

です︒つまり︑日本の過半

める比率は︑

んですが︑法人所得額の占

次産業で

ぼ０パーセントです︒第二

産業の生産額は︑全国のほ

東京の方を見ると︑第一次

向は変わらず︒その背景に

す︒

１２１・７でしたが︑日本

っているところは︑大阪府︑ ためだと言われて︑２０１

本社に回しているんです︒

も間に合わずに死亡すると

安倍首相の政治家として

・９だったんで

４年の増田レポートを出発

また大学生の就職先は︑

人︒ニューヨークを中心と

の政権運営能力︑改憲だ︑

はわずか

点にして︑政府が始めたこ

恐らく和歌山大学の多くの

揚々と答えているので︑こ

緊急事態条項だと声高で言

す︒ブラジルよりもインド

愛知県︑福岡県です︒東京

とです︒東京から人口をで

学生も新卒は東京に行きま

は経済力が東京に集中して

いながらも︑いざ緊急事態

よりも少ない︒感染者が少

をはじめとする日本の中心

きるだけ外に移すというこ

すね︒ここを何とかしなけ

いう事例がこの１か月ぐっ

宣言を発令しても何もでき

ないからだという説明を

都市に感染者も死亡者も集

とで︑移住促進をふるさと

ればならない︒

して︑誰でも︑いつでも検

ないという結果になった︒

する人がいるんですが︑感

中しているという特性があ

協力隊なんかもやったんで

私は︑コロナ禍の中で

れは病気ではなく︑政権を

問題なのは︑日本のＰＣ

染しているかもしれないか

ります︒これが１００年前

すよね︒第１期地方創生総

年振りに﹃地域づくりの経

いるという問題があります︒

Ｒ検査数が各国と比較して

ら検査をしてほしいと保健

のスペインインフルエンザ

合戦略の期間は２０１９年

済学入門﹄を改訂しました︒

と増えている︒大阪の場合

少ないことです︒今年８月

て対応できていないんです︒ と全く違うところです︒つ

所に電話相談の件数に対し

まり︑人口密度が高まり︑

で終わります︒でも東京一

旧版の２００１年のデータ

感染者数の大都市集中

の第２週末時点で︑ＰＣＲ

韓国の場合︑検査して陽性

かつ交通が便利になって︑

極集中は更に進みました︒

を見ますと︑東京の法人所

年続い

検査数が人口１０００人当

だった人は１パーセント未

濃厚接触の回数が増えてい

合計特殊出生率も４年連続

得額の占める比率は

パーセントちょっとです︒ り大阪が感染発信源です︒

日までの時点で

か東京は︑５パーセントと

セントあるんです︒大阪と

ですよね︒

三次産業で

パーセントな

パーセント

パー

政府は︑こういう事態を

の下で加速したのです︒

中の流れが︑特に安倍政権

セントでした︒東京一極集
近くまで行きます︒つまり︑ 阪で︑検査結果が判明した

全く総括していません︒和

︵次回につづく︶

時点で︑重症化しており︑

しています︒

52

まだまだ検査が足りないと

もう１つは︑この間︑大

10

22

10

歌山県もやはり流出超過傾

パーセント

15

28

32

10

11

すぐに集中治療室に入れて

10

いうことなんです︒

か︑あるいは

42

11

パーセント︒第

た り︑ ア メ リ カ は ２ ０ ０

満です︒日本は３・５パー

るので︑ある意味当然なん

対前年比減です︒全く失敗

女性客や観光客が訪れる喫茶店も「３密注意」
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消費税

価が１年前の半分になるよ

ます︒農家さんも買取り単

研究所事務局長

パーセントが大き

く影響しています︒さらに

うなこともあり︑値段がい

回わ

かやま住民要求研究集会の第４分科会︵農林漁業︶で︑

コロナで年明けからゴール

いときは苗を奪い合って植

月３日に和歌山県民文化会館で開催された第

ゆず平井の里の倉岡有美さんが報告された﹁古座川流域

デンウィーク︑８月のお盆

えるけれど︑値段が下がっ

︵文責

の事業連携の取り組み﹂を紹介します︒

にかけて︑売上げは大打撃

たら︑もうやめて木を切る

西岡︶

を受けており︑大変厳しい

というようなことをくり返

してきました︒

状況です︒

柚子の工場がある平井の
集落の真ん中に北海道大学

なので寒暖の差が激しいで

産地の特徴としては︑海

建物があります︒ここは大

古座川の柚子は︑昭和

す︒そのことが幸いして香

古座川の柚子

はじめまして︑古座川町

正時代からあり︑地域の人

年に植えられたのですが︑

りのいい古座川の柚子が出

の和歌山地方研究林という
から来ました農事組合法人

たちの多くが山の仕事をし

年には︑たくさんの

柚子の加工品の製造と販売

くるようになって︑林業が

頃より︑輸入木材が入って

のお母さんたちが︑搾った

す︒昭和

て︑ 生 産 組 合 が 発 足 し ま

方が植栽するようになっ

平井に集中しています︒

います︒そのうちの半分が

ヘクタールほど植えられて

在︑柚子は古座川町内で

来るといわれています︒現

抜２００メートルの山の中

古座川ゆず平井の里の倉岡

昭和

を１つの組織で行っている

だんだん厳しくなってきた

柚子の皮をもったいないと

柚子はお話したように︑

合員は

名ほどいます︒柚

現在︑ゆず平井の里の組

しぼり柚子という果汁の販

出荷ではなくて︑はじめは

した︒最初から柚子の玉の

ながら︑全国的に柚子が豊

の農協さんは︑在庫も抱え

ていました︒地元のみくま

るので農家の皆さんは困っ

年の初め

農事組合法人です︒農事組

ことから︑何かいい仕事は

いうことで︑ジャムとかマ

ものすごく値段が乱高下す
えるという特徴のある組織

子を出荷する農家さん︑そ

売︑そのあとはジャムとか

作な年は売り先もないとい

しかし︑昭和

合法人というのは︑１人一

ないかということで柚子の

ーマレードをつくりだしま

年には生産組合

議決制ということで︑１口

栽培が始まりました︒

です︒

れから加工品を製造する人

マーマレードを加工品とし

和元年の販売額は８５００

額は１１１９万円です︒令

なっています︒今︑出資金

方たちが出資して組合員に

ン︑唐辛子などを出荷する

で︑大変苦労されたと思い

ストがかなりかかりますの

農協が中心でした︒物流コ

高下します︒販売は地元の

年と裏年を繰り返すので乱

柚子の買取り価格は︑表

座川町の役場の職員でし

大騒ぎになった頃︑私は古

に言ってくれ﹂と言って︑

に︑﹁ 農 協 さ ん に 買 う よ う

した︒農家の皆さんが役場

ると言われたときもありま

うことで︑柚子販売をやめ

たち︑それ以外にも副原材

をした人も平等に意見を言

の出資の方もたくさん出資

51

て手掛けてきました︒

15

農家から柚子をひきうけ︑

て暮らしてきました︒

ゆず平井の里

10

と言います︒私たちは柚子

40

10

60

40

万円ほどになっています︒

95

倉 岡 有 美
ゆず平井の里常務理事
報告者

10

料としてタマネギやニンジ
倉岡有美さん

第４分科会
第10回わかやま住民要求研究集会

古座川流域の事業連携の取り組み
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きないなら︑とにかくみん

た︒もうどうすることもで
なったのではないかと思い

と工場をつくるきっかけに

命話し合ったのが︑このあ
億円を超えることができた

きて︑３年後には売上げ１

トさんを

きています︒

品販売所もつくることがで

んなの念願だった食堂と産

だりタマネギをすりおろし

とか３日︑柚子の皮を刻ん

トさんなんです︒週に２日

名雇うことがで

なで手分けして柚子を売ろ
ん で す︒ そ の こ と も あ っ
回の農林水産まつ

ています︒有機のタマネギ

て柚子のドレッシングにし

ます︒
て︑第

も ぎ た て ﹂︵ 社 会 福 祉 法 人

を﹁ ソ ー シ ャ ル フ ァ ー ム

農家の現状は︑和歌山県

﹁一麦会﹂︶の皆さんにつく

地域の現状とつながり

総理大臣賞を受賞したとき

が近畿の中で一番高齢化率

っていただいて︑それをま

りで︑村づくり部門で内閣
は︑みんながものすごく喜

が高いと思うんですけど︑

みんなが１つになって
法人結成

うということで︑都会に向
けて柚子を販売しに行った
り︑売り先を探したりしま
した︒でも︑やっぱり産地

びました︒売上げは発足か

母さんたちが仕入れて︑ジ

右肩上がりでしばらくは行

井の集落は︑

事があるんですけどお願い

古座川の柚子が農協で果

をつくることじゃないかと

ュースとかポン酢とか︑ジ

きます︒売上げだけではな

す︒

が

柚子の栽培は︑みんな杖

しますと言ったら︑喜んで

るまる２日かけて２トンの

ャムとかにしていました

くて︑柚子の買取り価格が

をついて山へ行って︑収穫

来 て く れ る 人 た ち で す︒

和歌山県の中で古座川町が

が︑農協がやめると言うの

約２０００万円ほどと︑加

した柚子をモノレールに乗

﹁ソーシャルファームもぎ

ら８５００万円︑９２００

なら︑自分たちで会社をつ

工品をつくる人件費が約４

って下ろしてくるんです︒

たて﹂の皆さんが︑原材料

汁になって︑この果汁をお

いうことで︑加工品をおば

くろうと︑みんなが１つに

０００万円ほどが地元に落

働けるうちは働くというの

の大根とタマネギと唐辛子

タマネギの皮をむいてすり

年に農事組

ちます︒波及効果としては

がみんなの意気込みになっ

をつくってくださるので︑

一 番 高 齢 化 率 が 高 く て︑

なって︑平成

ものすごくあると思うんで

ています︒工場の中は︑半

すごく助かっています︒作

万円︑１億４０００万円と

あちゃんたちと一緒に販売

合法人を結成して︑工場を

年間続

分手動で半分自動になって

業所の皆さんも︑平井の里

おろすんです︒タマネギの

建てることになりました︒

げを１億４５００万円まで

います︒衛生面には気をつ

がまとめて購入するという

・６パーセントです︒平

してきました︒苦しいとき

０００万円の工場ですが︑

伸ばすことができました

けて︑外からの虫が入って

ことで︑遠いんですけど配

臭いと目がしみるので大変

地域の分担金として１００

が︑利益を出せずに経営は

こないように扉を何重にも

パーセント

に﹁やっぱり自分たちで何

０万円近く︵法人化したと

しばらく苦しい状況が続き

って活動促進施設を建てま

国︑県︑町の補助をもら

けてきました︒

すね︒そのことを

歳以上ということで

し︑手袋︑アルコール消毒

して︑中に入るとマスクを

持っています︒

達してくれるような関係を

んやおばちゃんたちは︑仕

そんな状況でも売上が伸

しています︒働いている人

年度には︑売り上

びていたことで︑なんとか

ます︒
当初︑運転資金がないと

実 は︑ 去 年 ２ 人 の 若 者

情報発信が実る

たちは︑仕事があるという

います︒この人たちはパー

ことが︑生きがいになって

なるだろうと呑気な私達で
員４名︑パート・アルバイ

県の補助事業もあり︑み

いうことで１５００万円も

平成

85
した︒

した︒機械も含めて１億２

52

65

借入れをしました︒常勤職

25

16

16

なんですけど︑おばあちゃ

とかせなあかん﹂と一生懸

きに集めた出資金を元手

ました︒

の価格安定するのは加工品

10

46

に︶出して工場を建ててい

ゆず玉と青空
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が︑ 仕 事 し た い ん で す っ
発信したり︑みんなに来て

命︑ゆずの里のことを情報
シンプルで感動のある商品

ら︑素材の良さを生かし︑

要望をまとめることができ

トに意見や言葉を書いて︑

って連携することを始めて

川の流域で︑事業者が集ま

議会では︑来年からは自主

て︑平井の里にやってこら

け︑協議会で取り組みを進

防災に頑張っていくことに

います︒ふるさとづくり協

めていきたいことを絞りま

なっていて︑古座川流域連

ました︒その中から３つだ

した︒１つ目は︑七川の桜

携プラットフォームを設立

をつくる︒

が︑老木になっていること

しました︒事業者の連携に

と言ってきたことが実った

平井の里で事業をしてい

が心配だという意見が多か

ついては︑各事業者の課題

れたんです︒どちらも地元

て︑つくづく思うんですけ

ったので︑これを何とかし

を持ち寄って問題を共有し

かなと思っています︒

商品をつくるときのコン

ど︑最近平井の里で働いて

よう︒２つ目は︑買物に行

ようということにしていま

の方なんですけども︑神戸

というメールが来て︑１年
セプトですが︑シンプルに

くれる人が集まりにくくな

くのが大変になってきたと

たんですけど違いました︒

かったら売れると思ってい

手で行っています︒おいし

す︒商品開発は自分たちの

には出荷の最盛期を迎えま

消毒はしていません︒

月

降は出荷が近いことから︑

月以

オニコチノイド系の農薬を

す︒そのこともあって︑ネ

ばちの蜜を販売していま

守る取り組みと︑日本みつ

私たちは日本みつばちを

月に七川のふるさとづくり

でおります︒平成

の地域づくりにも取り組ん

集落の周りにある七川地域

平井のことだけじゃなく︑

伝いしていただきながら︑

湯崎先生や宇田さんにお手

した︒そこで和歌山大学の

ないということに気づきま

では平井の里が続いていか

な地域を創らないと︑ここ

見渡したときに︑持続可能

した︒

年経って︒周りを

はないことに気づいてきま

ていくかというと︑そうで

だけ良かったら事業が伸び

査を始めていこうというこ

回︑原点である聞き取り調

務局体制も整えて︑もう一

力隊員に来てもらって︑事

らは︑２人の地域おこし協

て思いました︒来年年度か

ことがとても大事だと改め

う ち に︑ 問 題 を 共 有 す る

区長さんたちとお話しする

がけるようになりました︒

住移住を促進することを手

んやろかということで︑定

目は︑若い人に来てもらえ

だろうかということ︒３つ

という願いを叶えられない

バスで連れて行ってほしい

いう意見が多かったので︑

ていますので︑もし興味の

子を収穫できたらなと思っ

少しでもゆとりを持って柚

ていって︑地域の人たちが

ています︒ボランティアを

れるんじゃないかなと思っ

学さんも︑コロナだけど来

山大学さん︑京都の大谷大

の企業もそうですし︑和歌

ん来ていただきます︒地元

ボランティアの方にたくさ

ので︑その収穫の時期には

お年寄りの多いところな

す︒

か︑雇ってもらえませんか

ないのに︑お仕事ないです

の大学を出て︑募集もして

かけて面接をしたり︑工場
香りにこだわってつくって

ってきたんです︒平井の里

販売する力が大事だとつく

協議会を発足させて︑和歌

と に な っ て い ま す︒ 今 ま

ある方はぜひ手伝いに来て

持続可能な地域づくり

に来ていただいたり︑お母
います︒

して︑晴れて４月から来て

づく思い知らされる毎日で

山大学の学生さんたちや

で︑七川︑平井の集落の周

ください︒どうもありがと

商品へのこだわり

さんを呼んで聞いてみたり
いただいています︒一生懸

す︒私たちには山があって

地域おこし協力隊員と聞

辺のことを取り組んでいた

うございました︒

す︒
品目ありま

人から１００人に増やし

50

製品は約

11

8

11

16

最後に

川があって柚子があって︑

き取り調査を行いました︒

んですけど︑今度は︑古座

28

30

使用していません︒

山村に生きる知恵がある︒

２８０個ほどのポストイッ

年の

地域のめぐみに感謝しなが

柚子の里の製品は、古座川の恵みでいっぱい
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⑨
シリーズ 「若者から見た現代社会」

私たちの小さな抵抗について
いて話す場として︑教育学

最近では政治と教育につ

という気持ちがする︒

やく大学生に戻れたなぁ︑

常に良い傾向である︒よう

ムも安定してきたので︑非

と違い︑私自身の生活リズ

の授業も増えてきた︒前期

少しだけ復活し︑話し合い

教育学部では︑対面授業が

〜三週間くらいだが︑まさ

作成にかける時間は毎回二

氏を打ち破ったのだ︒原稿

くもバイデン氏がトランプ

アメリカ大統領選挙はから

ている間に︑大きなニュー

ところでこの原稿を書い

を自画自賛したい︵笑︶︒

そんな場を作った自分たち

の 平 見 眞 由 さ ん で す︒ 今 回 は︑
﹁私たちの小さな抵抗に

さて︑何が言いたいかと

い︒

ら都構想反対を決めたらし

分で情報を集めたりしなが

彼女に対して︑特別何か言

しい笑顔で言ってくれた︒

対に入れてきた！﹂と清々

ン バ ー は︑﹁ 親 も 連 れ て 反

で反対票を投じたというメ

友人と二人で作った会だが︑ てきたのだ︒特に大阪住民

ついて﹂というテーマで寄稿していただきました︒

言うと︑最初は﹁心置きな

想が住民投票で否決となり︑ った覚えはないのだが︑自

スが二つあった︒大阪都構

く政治の話ができる場を作

ちり都構想に反対票を投じ

ぼしていたメンバーがきっ

使い道がわからない︑とこ

いかけていたり︑参政権の

は今︑そんな願いを込めて

が増えることでもある︒私

良い社会を作るための基盤

とは︑権力を見張り︑より

加する人が増えるというこ

い︒そして積極的に政治参

ることに繋がるかもしれな

彼らの自信や自尊心を高め

ることは︑主権者としての

いる︒他者の声を聴き続け

う一つの意義を見いだして

が︑今はそうすることにも

添う︑くらいの意味だった

それは他者の気持ちに寄り

い﹂と書いたことがある︒

人たちの声に耳を傾けた

﹁今大変な思いをしている

と か︑﹁ 大 阪 に 住 ん で る け

よく話題にのぼっていた︒

つのイベントについては

ゼミでも︑以前からこの二

私と友人の主催する自主

止める場所があるだけで︑

らの思いや疑問をただ受け

ていた︑ということだ︒彼

誰かと共有するようになっ

ミ以外の場所で政治の話を

治的決定に関わったり︑ゼ

バーたちが自分の意思で政

ていなかった︒驚きである︒ たつもりが︑気付くとメン

府運動︑などという誤った

そ︑民主主義︒批判＝反政

思う︒権力を批判できてこ

のは︑残念ながら確かだと

った変化が起こっていない

わったところで︑これとい

ただ安倍政権が菅政権に変

きるかはまだ分からない︒

たことで︑どんな変化が起

アメリカ大統領が変わっ

回 目 は︑ 和 歌 山 大 学

部生を集めて自主ゼミを作

かこの短期間で大事な決定

自主ゼミを開催している︒

﹁若者から見た現代社会﹂の第

り︑毎週議論している︒こ

ろう！﹂と場所だけを作っ

思ったことを︑皆で真剣に

ど︑住民投票は行った方が

できない︑難しい﹂と考え

﹁政治の話なんて自分には

言葉の使い方に抵抗し︑私

後期が始まって一か月︒

れがメンバーたちに好評で︑ が二つもなされるとは思っ

考 え て く れ て 嬉 し い ﹂﹁ 授

いい？﹂とか︑そういった

ていた彼らに︑主権者とし

たちは私たちで︑ささやか

﹁講義でもっと考えたいと

業中の話し合いでは言えな

話だ︒

止 め て く れ る か ら 言 え る ﹂ ﹁大統領どうなるやろうな﹂

いことでも︑ここなら受け

またそれに絡んで︑ちょ

ての自信を持ってもらえた

ながらも主権者である学生

といった評価を得ている︒

っと面白いこともあった︒

のではないか︒私はそう感

らう活動を続けていきたい︒

会の参加者のひとりが︑別

以 前 こ の シ リ ー ズ で︑

さんたちに自信を持っても
とＳＮＳで大統領選挙を追

じたのだった︒

9

に政治に興味のない友だち

平見眞由氏

平 見 眞 由
和歌山大学

