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を打ち出している。だが、食料不足

けてさまざまな食料支援プログラム

深刻化するなか、政府が貧困層に向

の前に、そろいの青い制服を着た３

た。そんな様子を眺めている私たち

が育っていることが遠目にも見え

り、彼らのそばには青々とした野菜

農具を使って何かの作業をしてお

の問題は量的にも質的にも未解決の

人の同僚とともに出迎えてくれたの

ベティさんは、ローカルフード協会

ふくよかな身体に笑顔が印象的な

万人へと約３分の１に減っている。

76

農業経営者 2014 年 12 月号

米国では貧富の拡大で食の格差が

ままで
�あ
�る
���
��
。国�
務省
��
が�
主催
���
する�
人材
�

は、デトロイト市で学校給食の栄養

ィ・ウィギンスさんである。

交流プログラムのＩＶＬＰ（インタ
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「みなさん、よくいらっしゃいまし

を管轄する仕事に携わっているベテ
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た。私たちは学校の空いた場所を利
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用して野菜や果物を作っています。

っています。お腹が空いていたら勉
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栄養の過不足を解消する
農園を耕すのは志願した生徒たち
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に ％ が食料不足の状態にある。な

最終目標は
アントレプレナーの育成
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畜産物を食材として受け入れる店も
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生徒たちが取得することで、農場に
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くるかもしれな
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査結果によれば、６万人のうち、実
ベティさんたちが学校菜園に取り

が都市農業を盛り上げていけば、学

できつつある。

かでも気になるのは食料支援を受け
組んでいるのは単に食料不足を解消
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らはなかなか手に入らない野菜や果
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に教えている。

た。ここに支援団体の職員や食料不

50

団体本部の２階を案内してもらう

講習会である。
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筆者らはデトロイト市の前に訪れ

人がいるという。
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。

