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朋友だより
今年最初の朋友だよりをお届けします。
本文で紹介した堤未果氏が著書で訴えている事態は極めて
深刻な問題です。
どのように考えるべきかについて検討しました。
ご参考になれば幸甚です。
２０１９年２月
(有)コンサルタント朋友
代表取締役 奥 長 弘 三

経済活動の本質を考える

現在の日本でとんでもない事態が
進んでいる
堤未果著『日本が売られている』(幻冬舎新
書 2018 年 10 月)を読みました。米国、中国、
EU のハゲタカ達が日本を買い漁っている現状
を伝えています。
日本人の資産としての水、土、タネ（種子）、
ミツバチの命、食の選択肢、牛乳、農地、森、
海そして築地が海外の多国籍企業にどんどん
売られています。それだけでなく、「日本人の
未来が売られる」として、労働者、日本人の仕
事、ブラック企業対策、ギャンブル、学校、医
療、老後、個人情報などが外国の大企業に売
られている現状を報告しています。
何故、この様になったのでしょうか。著者は
「まえがき」で述べています。
売国とは、自国民の生活の基礎を解体し、
外国に売り払うこと。即ち、自国民の命や
安全や暮らしに関わる水道、農地、種子、
警察、消防、物流、教育、福祉、医療、土地
などのモノやサービスを安定供給する責任
を放棄して市場を開放し、外国人にビジネ
スとして差し出すことである。(中略)
多国籍企業群は、民間商品だけでなく、
公共財産にも触手を伸ばし、土地や水道、
空港に鉄道、森林や学校、病院、刑務所、
福祉施設に老人ホームなどがオークション
にかけられ、最高値で落札した企業の手に
落ちるようになった。企業は税金を使いな
がら、利益を吸い上げ、トラブルがあった
ら責任は自治体に負わせ、速やかに国外に
撤退する。(同書 P.5)
そんな日本が実は猛スピードで内側から
崩されていることに、一体どれほどの人が
気づいているか。次々に売られていく大切
なものが、絶え間なく届けられる派手なニ
ュースにかき消され、流れていく日常に埋
もれて、見えなくなってしまっている。
（同
書 P.7）

現在の安倍政権は、まさにこれを押し進め
ている張本人です。「大企業が一番活躍しや
すい」国づくりを強引に進めています。各種の
制約を取り払い、大企業が自由に活躍できる
うこと
よう、日本を差し出しています。それだけでなく、
財界主導の「成長戦略」により、各地に被害が
出始めています。
例えば奈良県では、安倍政権の観光立国
をそのまま踏襲した形で、外国人富裕層の観
光客を呼び込もうと、平城宮跡国営公園事業、
大宮通り高級ホテル建設、奈良公園整備を合
わせて「大宮通りプロジェクト」と名付けた開発
を推進し、東京オリンピックまでの開業を目指
しているとのことです。（雑誌「前衛」2019 年 3
月号 P.109 ～P110）

勇気と展望を与える文章
前項のような厳しい現状に立ち向かう勇気と
展望を与えてくれた文章に出合いました。
高橋源一郎、辻信一共著『「雑」の思想—世界
の複雑性を愛するために--』（大月書店 2018
年 11 月）です。同書の「はしがき」で辻信一氏
は述べています。
「スローライフ」とはたんなる「のんび
りした暮らし」のことではない。これは経
済的な効率性を最優先して、大切なものご
とを犠牲にするような社会への異議申立だ
った。生存のための自然界とのつながりも、
人間どうしの社会的なつながりも、それら
を育み、持続するための十分な時間とケア
が必要だ。そうした本質的な関係性さえ、
生産性、経済効果、効率性などの観点から
は単なる資源、〝合理化〟されるべき無駄、
犠牲にしても構わない価値、つまり雑事、
雑用とみなされています。そんな本末転倒
の社会のあり方からの転換を目指す運動、
それがスローライフなのである。(同書 P.6)

この運動のなかで「雑」という概念が形づくら
れたといいます。

が出合う市場という観点から扱っていると
いえる。買い手はもともと出物を探してい
るわけで、品物の産地や背景などに関心を
「雑」なるモノやコトが無ければ、ぼく
持たない。関心があるのは安い買い物をす
たちの暮らしはずいぶんと淋しいものとな
ることだけである。この様なわけで、市場
るだろう。(P.7)
は社会の上っ面にすぎず、その意義は、そ
マスメディアを通しては見えなくても、
の時々の瞬間的な状態を示すことである。
新しい時代はすでに世界のあちこちで始ま
モノの背後にある自然、社会の事実には全
っているとぼくには思える。地産地消、パ
く関心が払われない。ある意味では市場と
ーマカルチャー、エコビレッジ、無銭コミ
いうものは、個人主義と無責任が制度化さ
ュニティ、コミュニティ･デザイン、ギフト
れたものといえる。買い手も売り手も自分
エコノミー、連帯経済、自然農、大地の再
だけにしか責任を負わないからである。
生、森林農法、スローフード、マルシェ、
（P.58）
フェアトレード、エシカルファッション、
市場とは、個人と社会全体にとって極め
カルマキッチン、シェアハウス、森のよう
て重要な質的区別というものが全く認めら
ちえん、補完、代替医療、宅老所…….それ
れない。区別が表面に現れることを許さな
らを手がける〝雑民〟たちは、まるで現代
い。従って、量が市場を支配し、君臨する。
に蘇った古代人のようではないか。かれら
一切のモノが同等と見なされる。というこ
の背後には、グローバルからローカルへ、
とは値段が付けられ、相互に交換できるよ
集中から分散へ、GNP（国民総生産）から
うになるという意味である。（P.60）
GNH（国民総幸福）へ、貪欲から充足へ、 ３．組織の規模は大きくない方が良い
間接民主主義から直接民主主義へと向かう
今日でも、巨大な組織というものはどう
雑のエネルギーの溢れる大きな流れがある。 しても必要なのだと言われている。しかし、
（P.9）
事実をよく見れば、巨大な組織が生まれる
と、たいていの場合、すぐその中に小さな
組織を作ろうとする努力が払われることに
原点にもどる
気がつく。(P.83)
巨大組織としての一体性を維持しながら、
E.F シューマッハ-著『スモール イズ ビュー
同時に無数の「準会社」の連合体でもある
ティフル――人間中心の経済学――』（小島･
といった「雰囲気」ないし感覚を生むよう
酒井訳 講談社学術文庫 1986 年 4 月）を読
な構造を作り上げる試みである。（P.84）
みました。前述の『「雑」の思想』の P.34 で紹
人間というものは、小さな理解の届く集
介されていたものです。
団の中でこそ、人間でありうる。
(P.97)
原著が書かれたのが 1973 年、いわゆる高度
私は技術の発展に新しい方向を与え、技術
成長が始まる前夜に書かれた書物ですが、経
を人間の真に必要物に立ち返らせることが
済活動の原点を示しています。
出来ると信じている。それは人間の背丈に
合わせる方向でもある。人間は小さいもの
１．人間にとって働くことは基本的なこと
である。だからこそ小さいことはすばらし
人間性は主に仕事を通じて培われる。自
いのである。巨大さを追い求めるのは、自
信をもってのびのびと仕事をすれば、仕事
己破壊に通じる。（P.211）
をする当人とその作るものは素晴らしいも
のになる。（同書 P.73）
経済は人間の生活･暮らしを豊かにする為に
人間は仕事が全く見つからないと絶望に
存在するものです。今こそ人間の為の経済の
陥るが、それは単に収入がなくなるからで
原点に戻ることが必要でしょう。
はなく、規律正しい仕事だけが持っている
人間を豊かにし、活力を与える要素が失わ
れてしまうのが原因である。(P73)
２．市場とは何か
経済学は財やサービスを売り手と買い手

§ 読者企業紹介 ６２ §

株式会社 せいじつ屋

（東京都新宿区： 代表取締役 川端 協 氏）

広告代理店業を営む創業 24 年の会社です。社員数 13 名。読者企業紹介欄には 9 年前に一度登場
しています。この 9 年間で会社の内容は一段と発展充実しました。社内の結束が固まり、社員の一
人ひとりが自分の仕事に自信を持って取り組んでいます。そして、時代が変化しても常に必要とさ
れる企業を目指してみんなが励んでいます。
得意分野は販売促進をメインとした街頭キャンペーンの企画運営、パンフレット、チラシ等のペ
ーパーメディアの企画制作、ノベルティグッズ等の広告物の企画制作、ホームページの制作などで
す。
2 年前に経営理念を見直し、地域に目を向けること、社員同士仲間を大切にすることが強調され
ています。
また昨年には、10 年ビジョンも作成され、横浜支店に次ぐ、第 2 の支店開設を目指し、さらに時
代の要請に応じた新事業の創出を展望しています。
同社の特徴として強調したいことは、同社として「良い会社」の定義を決めていることです。良
い会社とは、
「働きがいがあり、働く仲間が幸せで、お客様はせいじつ屋の仕事に満足して下さり、
世の中の地域活性に貢献できている」ことです。良い会社像が抽象的なものでなく、具体的な形で
提示されたことで、社員一同、良い会社をつくろうと決意を固めています。
創業から四半世紀になり、成熟した会社としての発展が期待されます。

経 営 理 念
１．私達は人の活躍で集客を創出する、地域活性化企業を目指します。
１．私達は関わる方の期待を超える誠実なお役立ちで、永続致します。
１．私達は幸せな人生のために、お互いに尊重し、挑戦と成長を続けます。
【私達の使命】 繁盛店作りを通して地域の活性化に貢献する。
お問い合わせ ： 株式会社 せいじつ屋
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-5-8 正和ビル 3 階
TEL．03-3367-8785
FAX．03-3367-6770
URL:http://www.seijitsuya.co.jp
～＊～＊～ あとがき ～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～
朋友だより 156 号をお届けいたします。
〝ＮＨＫあさイチ〟の 1/18 のプレミアムトークのゲストは 10 年前、郵便割引制度をめぐり冤罪で
逮捕・起訴され、その後無罪が確定された村木厚子元厚生省事務次官(事件当時局長)でした。164 日に
及ぶ過酷な拘留中に支えになったのは、
「普段通りのままで」という家族の支えと自由時間の読書だっ
たと語りました。どのような本なのかと私自身も読書離れ久しい中、興味を持ちました。その中の 1
冊が延暦寺の僧侶で、千日回峰行を二度満行された酒井雄哉・大阿闍梨の言葉集『一日一生』(続編も
あり)だとの事でした。私も早速読み「身の丈に合ったことを、毎日くるくるとやっていく････」に
影響されています。村木さんの今携わっている若い女性たちへの支援活動等見事な生き方に感心しま
した。同書の発行は「朝日新聞新書」
、定価は 756 円及び 821 円（続編）です。
(野上)
有限会社 コンサルタント朋友

〒174-0064 東京都板橋区中台 1-35-10
朋 友TEL．090-4439-4550
FAX．03-3935-3510

e-mail foryou91@tokyo.email.ne.jp
URL:http://www.consultant-hoyu.co.jp

