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国境を流れるデトロイト川。対岸はカナダ。

 トロイト市の荒廃が������
デ
わ�����
かる建物。
窓ガラスがあちこち割れている。

貧困との戦い

1

ゼネラル・モーターズが本社を構える「レンセン�
」

プログラム）という米国国務省のプ

ョナル・ビジター・リーダーシップ・

ある。ホームレスたちは、駐車場か

働く人たちのための大きな駐車場が

間を行き来する人たちやレンセンで

ナダの街が見える。川岸には、両国

ログラムに招待されて全米を横断し

ら出てきたばかりの自動車の主に金

この夏、ＩＶＬＰ（インターナシ

た。３週間少々という限られた滞在

をたかっているのだった。

ホームレスの姿は１週間ほど前ま

期間ではあったが、米国社会におけ
る食と農の役割について垣間見てき

が、両者では年齢も表情もはっきり

でいたワシントンＤＣでも見かけた

治体として米国史上最大の財政破た

違う。大ざっぱを承知でいえば、ワ

た。負債総額１８０億ドルという自
んから１年を迎えた、ミシガン州デ

シントンＤＣでは若くて明るく、デ

い、自ら信ずるところがあってこの

い。ワシントンＤＣでは目つきの鋭

トロイト市では年がいっていて暗

トロイト市から話を始めたい。

市街地のホームレス

から青い光を放っているのは「ＧＭ」

ん中にあるビルの最上層の電光掲示

を突き刺すように立っている。その真

ラス張りの円筒形をしたビル群が天

市では失業したからやむなしという

びたび見かけた。一方、デトロイト

何やら真剣に話し合っている姿をた

若い女たちが若い男のホームレスと

る。
それを通行人も心得ているのか、

道を選んだという意志の強さがあ

の文字だった。ここは、ビッグスリー

相手もいないのかもしれない。

印象が強い。彼らには真に語り合う

市街地に入ると目を見張った。ガ

の一角であるゼネラル・モーターズが

だからなのか、腹に抱え込んだ恨

本社を構え、
デトロイトっ子たちが
「Ｒ
ｅｎｃｅｎ （レンセン）
」と呼ぶモー

に滞在することになった。毎朝ホテ

通りを挟んで真向かいにあるホテル

はこの日から４日間、レンセンとは

筆者を含む参加者８人と通訳３人

男性のＨさんにしても、夜道を１人

筆者と一緒にプログラムに参加した

ごみ箱を何度も蹴っ飛ばしていた。

スと思しき黒人が大声を上げながら

岸の公園に行ってみると、ホームレ

み辛みも時に吹き出す。ある朝、川

ルを出るたびに気になったことがあ

で歩いていたところ、突然、ホーム

ターシティーのシンボルだ。

る。目の前の交差点をうろつくホー

レスから「

（くたば
GO TO HELL!
っ ち ま え！）
」とののしられたそう

ムレスたちの姿だ。レンセンの裏に
はデトロイト川が流れ、対岸にはカ
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たちが折に触れて見聞きしたのは、

だ。デトロイト市での滞在中に筆者

年のベテランである。彼女は、前

んという女性で、有機農業を始めて

の髪が特徴のミッシェル・ラッツさ

くれたのは、細身の身体にオレンジ

たわ。こうしたビニールハウスを市

「複数の高級レストランと契約でき

れるかどうかもみている。

の高級レストランに卸し、採算が取

かう町ぐるみの活動だった。

こうした貧困の実情とそれに立ち向

分ほど離れ

空き地にビニールハウス
レンセンから車で

科がある人たちとともに、イタリア

内のあちこちに作って、麻薬の常習
場をつくりたい」

者など犯罪歴がある人たちが働ける

種類の野菜を化学肥料

ンナスやパイナップルの風味がする
トマ ト な ど

ると、青空の下に明るい光景が広が
た。それをリカバリーパークが買い

ハム製造工場の駐車場の跡地だっ

ここは７週間前まで、隣にあった

なる。生活苦は犯罪と結びつき、凶

全米平均６・２％の３倍近い高さに

を 落 と し て き た か ら だ。 失 業 率 は

貧困と犯罪はデトロイト市に暗い影

彼女がこうした思いを�����
抱く
����
のも、

った。どん詰まりの空き地にあった

している。実験というのは、前科が

取り、今年から第１号の実験農場に

と農薬を使わずに作っている。

のはビニールハウスだ。側面が開い

ケンタッキー

テキサス

フロリダ

・７％（２０１４年７月現在）と、

ており、青々と育った野菜が姿を見

悪犯罪率は全米一という不名誉が続

た、窓ガラスが所々で割れた建物群

リカバリーパークの事業を説明する、ゲイリ ー・ウォズニアックさん

ある人たちを雇い入れ、野菜の作り

せていた。

と線路に挟まれた薄暗い路地を抜け

25

いている。レンセンに事務所を構え

アイオワ

る日本領事館を訪れた際、筆者たち
一行は外務省の職員から「エイトマ

とりわけ、目を引いたのは黒焦げ

年ごろから
な忠告を受けた。そこは映画の舞台

火する犯罪がはやり、多い年には数

ハロウィンの夜になると空き家に放

になっているビルだ。
にもなった特別に危険な地区で、数

百件もあったという。いまこうした

イルには行くな」という脅しのよう

日前に１日だけで６件の殺人事件が

慈善事業ではなく
ビジネス

件での農業が注目されているのだ。

問題を解決するのに空き地や空き物
治安の悪さだけではない。製造業

あったばかりだというから驚く。
の衰退による財政の悪化で公共サー
ビスが低下したこともあり、デトロ
イト市では１９５０年に２００万人
た。
空き地が市域の３割近くに及び、

ー・ウォズニアックさんは、ビジネ

ークファームの創始者であるゲイリ

リカバリーパークとリカバリーパ
空き家は８万戸を超える。市内を巡

スとしても都市農業に魅力を感じて

万人にまで減っ

ればビルでは落書きされていたり、

いる。見せてくれたのは、米国農務

近くいた人口が

窓ガラスが割られたりして、街のす

省（ＵＳＤＡ）が実施した全米にお

有機栽培歴 20 年のミッシェル・ラッツさん

20
方を教えるためだ。収穫したら市内

ここを管理するのは、デトロイト
市を拠点に農業と漁業で雇用を創出
することを目指している非営利法人
リカバリーパークの関連会社、リカ

ミシガン

80

10

バ リーパークファームだ。出迎えて

デトロイト市
モンタナ
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さんだ様子が容易にうかがえる。
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リカバリーパークファームのハウス。

イルで、これはボストンとサンフラ

たからだ。１エーカー当たり５・２

当面の販売先を高級レストランに

人の仕事を生み出せると見ている。

体も訪れたが、リカバリーパークが

どおりなら契約に応じる。５年以内

契約し、年間７５０万ドルを売り上

げる計画を持っている。

や食品会社、コンサルタントなどで

厳しいため、栽培期間はその時期を

デトロイト市は冬期の冷え込みが

水耕栽培で周年出荷
実務経験のある多彩な人たちであ

カ月間に限られる。ただ、冬

除く

団体などとパートナー契約を締結。

で１２５に及ぶ企業や大学、非営利

農業や教育、エネルギーなどの分野

工場だったレンガ造りの建物で、水

ニールハウスの横にあるハムの製造

場の雇用もつくりたいことから、ビ

金で成り立っていて経営の考えがな

出るようにしたい。他の団体は助成

ークの関連会社ではきちんと儲けが

「僕は起業家だから、リカバリーパ

して３００万ドルを集めた。

る。他の空き地にもビニールハウス

この建物は集荷場としても機能させ

させ、まずはハーブを作るそうだ。

が置かれている。この翌週から稼働

広い空間の中に水耕栽培の装置だけ

肉の生臭さがほのかに漂っていた。

その建物に入ると、薄暗く、まだ

耕栽培による周年出荷も試みる。

く、いわば慈善団体だ。それでは長

を建て、収穫した農産物をここで一
栽培形態で施設園芸を選んだの

は、空き地にいけすを設け、カワス

リカバリーパークの別の関連会社

括集荷する。
は、最も雇用が確保できると試算し

ない」

続きしないし、本当の雇用は生まれ

で、初年度である今年度に投資額と

その協力を得て策定した事業計画

10

14

農業経営者 2014 年 11 月号

ける地場産農産物のマーケット調査

入るほどの広さだ。そこで土地が余

限っているのはブランド化のため

ンシスコ、マンハッタンがすっぽり
ってきており、おまけに水は豊富で

だ。同じ理由から小売店に売り込む

億ドルと

わずか３年間で７割近く伸びた。

食材を作る環境が整っている。農業

年の

「都市部ほど地場産食材を求める声

水耕栽培の装置。
ハーブを育てる予定だ。

リーパークファームが提示する値段

ことは一切せず、先方が取引を持ち

ハウス内。
苗も自分たちで育てている。

訪米中に同様の活動をする他の団

で雇用を生み出すのに十分な可能性

トロイト市の総面積は１４０平方マ

店舗のレストランと

に少なくとも
年間で

際立っていたのは事業計画の堅実さ
だ。ウォズニアックさんは

18
る。彼らはかつての人脈を活かして

家のミッシェルさんのほか、投資家

た。仲間として募った他の社員は農

７つの会社を起こして成功させてき

30

野菜がまるで手に入らなかった。デ

は強まっている。だが、驚くべきこ

億ドルから

だ。この調査によれば、売上高は
08

かけてくるのを待っている。リカバ

年の
80

があると踏んだんだ」

11

とに、この辺りではこれまで新鮮な

48

ことを証明できたら、ほかの場所に

から。都市での農業や漁業が儲かる

０万ドルの家計収入が見込める」

２０００万ドルの税収、１億２５０

新たに５０００人分に近い雇用と、

携わる人たちが手を取り合いながら、

こうした目標に向かって食と農に

も広げていきたい」

町を挙げて立ち向かう

町ぐるみで貧困とそこから派生する

問題に立ち向かっているのだった。

デトロイト市ではリカバリーパー
クのような活動は珍しくない。ビジ

◇◆◇

年１月にジョンソン大統領が一
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ネスとしての可能性は別にして、空
き地や空き物件で農業を始める団体
や企業は増えている。

にあるバーを兼ねたレストランで、

を訪れていた。歴史的建造物の地下

ベース」によれば、米国では１％の

発表した「世界トップ収入のデータ

経済協力開発機構︵ＯＥＣＤ︶が

般教書演説で打ち出したスローガン

禁酒法時代には官憲に隠れて酒を飲

富裕層が握る所得が全体の ％（２

前日、筆者たちはメジャーリーグ

ませていた場所である。突然の摘発

０１２年）に達する。この数字は年

は、半世紀を経たいまの米国にまた

にあった際に酒飲みたちが逃げてい

を追うごとに拡大しており、格差問

よみがえりつつある。

ロイト市で構築するビジネスモデル

た地下通路がいまもあるそうだ。

に加盟するデトロイト・タイガース

をフランチャイズ化するつもりだ。

の球場近くにある「Ｃｏ ｌｏｒｓ 」

64

る。提供先からは売上の４％をもら

ケージにして企業や団体に提供す

方法、ブランドの利用権などをパッ

栽培や販路、前科者たちへの指導の

能を身に着けさせ、 週間の研修期間

ある人たちばかりだ。調理や給仕で技

団体が雇っているのもまた犯罪歴の

このレストランを運営する非営利

共和党のロムニー氏。その反省から

出さずに前回の大統領選で大敗した

貧困・格差問題で何の対策も打ち

題は深刻化している。

ズメ科のティラピアとサケ科のニジ

年の大統領選を見据えて同党候補

に漁業の可能性も探っている。以上

罪歴のある人たちの仕事を生むため

れだけ都市での貧困問題の解決が急

どでも事業化を打診されている。そ

ロー市やナイアガラフォールズ市な

すでにニューヨーク州のバッファ

の壁にいくつも張ってあった。その

での栽培の様子を伝える写真が店内

から買い取っている。そうした農園

するリカバリーパークのような団体

調理に使う食材は、理念を同じく

ろう。

ん、その影響は地方選挙にも及ぶだ

む姿勢を明らかにしている。もちろ

者たちは、すでにこの問題に取り組

を終えたら就職先をあっせんする。

の計画が成功すれば、１５０人の雇

がれているのだろう。ただ、ウォズ

うちの１枚の写真の下には次のよう

成長できるのか。その行方は多くの

う計画でいる。

用が生み出せると踏んでいる。

ニアックさんはいま、その誘いを断

に書かれていた。

イト市で農業は産業としてどこまで

製造業が振るわなくなったデトロ
って い る 。

フランチャイズ化で
普及

注目を集めている。

バ リーパークファームと同じく、犯

マスの養殖を始めたばかりだ。リカ

48
「 ％の食材を地元でまかなえたら、

16

10
「まずはデトロイト市で成功させて
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犯罪歴のある人たちを
社会復帰させるため、
職業訓練をさせるレス
トラン「Ｃｏ ｌｏｒｓ 」 
の店内。

ウォズニアックさんは将来、デト
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