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環境資源の利活用と経営ビジネス展開との関係について

15KG01　盧　永　強

はじめに
　済南市は中国の山東省の省都であり、黄河流域の半乾燥地域でもある。省都として省内の通

商、政治、文化の中心としての地位を占める。市中を黄河が流れ、南には泰山が控えている。済

南市には特有の気象、地質構造の上に特徴的な水文、地形、土壌条件が形成され、人間の生存も

その自然条件に適合した様式で維持されている。したがって、済南市は山東省の中でも環境条件

として必要な自然価値を備えた都市と言える1。

　済南市では、市民が地下水を利活用すると同時に、様々な地下水に関する加工企業が設立され

てきた。そして近年、市民による地下水の利活用が増加し、水位の下降問題と水質の悪化問題が

日々厳しくなっている。黄河流域は、著しい人口増、西部地域の大開発などに伴い、上下流の水

配分問題が顕在化し、上流域での非効率灌漑、下流部での水不足、断流、土砂の堆積、地下水位

低下など深刻な事態に直面している。したがって、自然・人工改変に伴って、済南市の地域特有

の地下水水資源変化を予測し、その対応策を検討することは重要である。

　一方、新潟市は新潟県の県庁所在地で、信濃川と阿賀野川の下流域にある。済南市と違って水

資源が充足している新潟市は水田が多く作られていて、農業の発展に力を入れている。そして、

水資源を利活用して発展している企業が多く存在している。水を大量に利活用できるため、米の

生産量と質が日本国内でも非常に高い地位にある。新潟市のコシヒカリというブランド米は日本

国内で非常に有名である。穀類を多く利活用して、新潟市を有名にしている発酵食品が誕生して

いる。水により作られている新潟市の産業構造はユニークと言える。そして、地域資源を開発す

る成功例を済南市に応用する必要があると考える。このように、新潟市は研究価値がある都市だ

と考える。

　本研究の目的は中国の済南市と日本の新潟市を比較しながら、地域資源を整理しその利活用を

分析することにある。

　このような研究目的を到達するために、以下のように展開したい。まず、済南市の地下水を事

例として、地下水資源需要マップの解析、各種社会経済統計データ（地下水関連）の整備状況を

まとめる。次に、済南市で各産業における水資源を利用する配分状況を見ていく。そして、自営

業者として、地域環境資源を利活用する場合に、何が問題であるのか、どんな利活用法規を基準

として守るべきかを検討する。最後に、環境と経済・経営との関係を整理しよう。済南市と比

べ、新潟市の法規をみたい。
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第１章　済南市の地下水及びその利活用

１．済南市についての概況

　済南市は中国の山東省に位置する副省級の都市である。山東省の西部に位置し、省都として省

内の通商、政治、文化の中心としての地位を占める。人口のほとんどは漢族であるが、満族や回

族なども居住している。

　言語は北京語に近いが、声調がひどく訛る山東方言がある。旧い城内に「天下第一泉」と呼ば

れる趵突泉をはじめ「72の名泉」もある水量の多さと水質の清さから、都市の別名を「泉城」

という。豊かな自然と歴史資源を持つため、国家歴史文化名城に指定されている。

　文化都市という観点から見ると、今では済南市内に流れている川はもともと河南省済源市を源

流とする川であった。後に黄河の流れが変わったとき、済水の河川敷はそのまま現在の黄河下流

となってしまった。実際に、済南市が黄河文明の中心の一つだったと見られている。中国の一番

早い青銅器文化時代から清時代まで、済南市はずっと商業都市、文化都市、政治都市として、重

要な役割を果たしてきた。

　地理的な位置、気候から見ると、北側は黄河に沿った沖積平野であり、南側は泰山へと続く丘

陵地帯になっており、土地は北が低く南が高い地勢となっている。主要な河川は黄河、小清河、

徒駭河の三つ。大明湖、白雲湖、芽荘湖等の湖沼が散在する。済南市の気候は温帯の半湿潤大陸

性気候に属し、四季がはっきりしている。春は乾燥し雨が少なく、夏は暑く雨が多く、秋は爽や

かで、冬は乾燥して寒く、平均最高気温は19度ほどしかない。表１を見ると、済南市の気候状

況がはっきり表れている。

表１　済南市の気候の配布情況（2000年-2014年までの平均値）

月（平均値） ６月 ７月 ８月 通年
平均最高気温（℃） 31.6 31.8 30.6 19.5
平均最低気温（℃） 21.6 23.6 22.5 10.6
降水量（ｍｍ） 78.6 201.3 170.3 26.5
湿　度（％） 55.0 72.0 75.0 57.0
平均月間日照時間（ｈ） 258.2 214.5 219.1 203.9

　出典：	「済南市気象局」（http://www.jnqx.gov.cn/）データにより作成。

　表１を見ると、済南市の気候は温帯大陸性気候の特徴があるとわかる。夏季の気候の特徴と変

化が著しく表れている。一年の降水量は大体夏の６、７、８月に集中している。７月は特に年平

均値の10倍ほど降っているとわかる。降水量の集中によって、夏は済南市の水資源が一番多い

季節だとわかる。そして、夏の用水量が一年の中で最も多くなっている。しかし、冬は逆に降水

量が少なく、用水は降水に頼る分量も少なくなっている。夏には降水量が多いだけではなく、地

表水と地下水に対する利活用も一年の中で一番多い季節だ。供水不足の現状を解決するために、

地下水についての開発が今の済南市の重要な課題になっていることがわかる。
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２．地下水の利活用の現状及び渇水の原因

　済南市地域における利活用可能な水資源に関する各種社会経済統計データとしては、中国城市

統計年鑑等に掲載されている以下の項目が存在する。水資源利活用に直接関係すると思われる項

目としては、人口指標（総人口、就業総人口、第３次産業就業人口、従業者総数）、面積指標

（総面積、都市区域面積、都市建物総面積）、エネルギー指標（電力消費量、生活用電力消費

量）、経済指標（国内総生産、１人当たり国内総生産工業生産総額、第３次産業生産額、労働者

賃金総額、労働者平均賃金）がある。また、地下水資源利活用指標としては、給水総量、生活用

の給水量の２つがある。

　これから、以上に挙げた各種データを分析しながら、済南市の地下水のマップを解析したいと

思う。そして、その中で、済南市の地下水が枯れる原因について研究したい。

　近年済南市の水平規模の拡大発展は急速であり、本研究では済南市の1976年及び1986年と

2002年の３時点における都市域の拡大動向の例を分析したい。済南市は、1976～1986年には

東北に向かって市域が拡充し、1986～2002年には東西方向に拡充が起こっているほか、南方、

東北、西北への展開もしている。市の北部には以前は低く平らな耕作地が広がっていたが、近年

では徐々に工業用地や居住用地へと転換している。そして、都市用地の拡大は用水に対する需要

が多くなっているため、従来の農業用水のほか、工業用水も大きな割合で増えている。この当時

の水源需要の問題を解決するため、地下水の利活用が１つの開発手段として行われていた。地下

水を直接使用することは水源が枯れる直接の原因と言える。

　済南市都市部城区において住民の居住用地における用水量は約80百万㎥/年である。これは城

区全体用水量の26％を占める。需要を充たすための水源の70％が地表水であり、30％が地下水

で賄われている。娯楽施設・ホテルにおける用水量は26百万㎥/年である。済南市地域の中には

当該グリッドは701個施設に及び、城区全体の用水量の９％を占めるが、ここ数年では大きな変

化を示していない。

　公共機関・設備などの用地は741グリッドを占め、総用水量は６百万㎥/年である。これは城

区全体の2.4％に過ぎない。また業種による用水特性の違いも大きくない。教育用地は659グ

リッドを占め、総用水量は11百万㎥/年である。これは城区全体の4.0％に過ぎない。但しグ

リッドの数では16.7％に達しており、校庭の敷地を含むことにも関係しているが、一般的には小

中学校などで用水量は少ないに対して、大学では比較的多く、市内でも大規模な需要を示してい

る。医療衛生機関・設備用地は比較的少なく、189グリッドに過ぎない。総用水量は３百万㎥/

年である。これは城区全体の0.8％であり、長期的に安定している。

　済南市の水量の配分から考えると、済南市城区の用水状況がはっきりとわかる。図１は済南市

の６城区の用水量の配分図を表している。図１から見ると、最も用水量が多かったのは天橋区の

62百万㎥/年である。ここは古い工場などが密集している工業城区なので、用水量がもともと多

い。割と新しい技術の開発及びその技術の利用とする企業は開発区に多く分布してある。開発区

総用水量は天橋区の約半分で、38百万㎥/年である。農業用水を考えなければ、ここは済南市地

域の11.7%の用水量を占めている。大量に水を必要とする大型重工業（大型製鉄所、発電所）が
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多く分布していることである。工業用水は済南市地域の用水量の中で最も多い比率を示している。

図１　済南市の６城区における用水量（百万㎥/年）
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出典：「黄河流域における地下水利用の現状把握と将来予測手法の開発」データにより作成。

図２　済南市における土地利活用種別用水量の割合
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出典：「済南市の土地利活用報告」（2000～2015年までの土地利活用報告）により作成。

　上記図１のデータによって、済南市の各城区が水資源を利活用する量は地域によって異なって

いることがわかる。中には天橋区の水利用量が一番多くて、開発区の方が一番少なかった。その

原因についてこれから図２に合わせて考察したいと思う。

　図２における済南市の用地用途と土地利活用種別から見ると、済南市の城区で最も用水量に占

める割合の大きい用途類型はここでも工業用水の55％である。特に重工業やビール工場、発電

所などが大きい比率を占める要因とわかる。用水量が比較的多いのは建成区の北部、西部及び東

部である。その地域では工業用地のグリッドは2010個に及び、全体の49％を占める。また2003

年の総用水量は169百万㎥/年に達し、済南市城区の55％に及ぶ。つまり、済南市は依然として

典型的な工業都市と言える。工業都市は水資源に対する需要が高くなっている。そのため、多く

の用水によって、済南市は水資源が徐々に枯渇している。そして、企業は水資源を利活用すると
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き、環境保全の意識がなく、地下水を多く開発し、地域の水資源を汚染する問題が非常に大きく

なっている2。

３．地域環境資源の利活用とビジネス開発とのバランス

　地域環境資源とは、自然資源だけではなく、特定の地域に存在する人的・文化的な資源をも含

む特徴的な資源として利活用可能な物と捉える広義の名称である。

　地域は、さまざまな自然・社会条件や歴史的・文化的環境から形成され、それらが複合して、

水源涵養や防災、農林水産物の生産、景観保全、保健休養、自然とのふれあいなど、人々の暮ら

しや産業等に多様な役割（多面的機能）を果たしている。これらの役割や機能のうち、地域特有

の役割を果たしている機能をはじめ、それらを形成している自然、社会条件、歴史的、文化的な

環境は、地域固有の資源と言える。

　地域の資源を生かしたまちづくりや地域づくりに向け、地域に賦存する資源を明らかにし、資

源の棚卸などを含む資源目録として整備することにより、資源の利活用管理実態を把握していく

必要がある。

　そして、地域ビジネス開発の視点から、地域資源の多面的な利活用及び管理のあり方について

総合的に検討を行い、地域資源を生かした地域づくりに向けた地域マネジメントの仕組みを確立

していくことが求められている。

　本研究では、済南市の歴史的・文化的資源を含めた様々な地域環境資源を利活用する場合、地

域の自立と地域経営に向けた地域資源利活用管理の展開が必要になると考えている。地域経済発

展が進む中で、どのように環境資源を利活用することによって、近い将来の自分像、地域像を描

けるかも検討したい。

４．自営業者としての今後の方向性と課題

　近年、ビジネスの発展と地域資源の利活用の間に、循環利活用の理念を持つ必要があることが

著しく重要視されている。地域に住んでいる住民たちにとっても、持続利活用は厳しくなってい

くだろう。私たちの世代を含め、将来にも利活用できる資源についての課題は今後研究する価値

があると思う。

　済南市の事例から見ると、伝統的な工業都市として、地域資源を利活用する一方で循環利活用

という考えを実施していく可能性がまだ低いようだ。ただ利活用するだけという企業の理念は古

いものとなり、現代社会に適合した新しい経営の仕組みが重要になっている。新しい技術の更

新、切り替える資源の発見、資源の新たな機能や価値などを考えることが必要になっている。自

営業者らは、地域の発展について責任を負っていると思う。

　これからの将来の課題として、私たち自営業者の責任と義務を認識するために、以下の３つの

方向性について検討する必要があるだろう。

　まず、自営業者として、地域資源を知る。
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　地域資源を活かした地域活性化を考える前提として、「地域資源とは何か」を整理しておきた

い。地域資源を活かしつつ地域活性化を図るという目的を達成していくには、さまざまな主体が

一定の共通認識を持って協力・連携して地域が一体となって取り組んでいく必要がある。地域資

源に対する認識を共有することは、そうした協働を推進するための土台となるのであり、地域資

源を活かした地域活性化の出発点でもある。	地域の資源であれ、経営の資源であれ、資源を考

える際に重要な視点の１つは、資源は使えば無くなるというものばかりではなく、使えば使うほ

ど価値が高まる資源もあるということである。

　次に、地域資源を発掘する。

　発掘とは、「価値の発掘」を指す。物自体としては従来からそこにあったが、その価値が認識

されていなかったものを取り上げて、従来とは違った着想で「こんな良さがあるのではないだろ

うか」、「こんなことに使えるのではないか」と改めて問い直すこと、そこから新しい価値を発見

していくことを「価値の発掘」という。地域資源を発掘するとは、自分たちの地域に存在する

物、事、人等が持っている隠された力に改めて思いを馳せる作業である。

　最後に、地域資源を活かして稼ぐ。

　「地域資源を活かして稼ぐ」というのは、稼ぐ主体は地域の事業者、団体等を主に想定してお

り、事業化の主体も事業者やNPO、住民等が中心的存在になるだろう。どんな地域資源を利活

用しようが、どれほどの愛着があろうが、最終的には、そこから生み出した商品・サービスを顧

客が支持しなければ事業として動き出すことはない。大事なのは、自分たちは、「どのような価

値を持つ商品・サービスを、どのような顧客に、どのような方法で提供して、顧客のどのような

ニーズに応えていこうとするのか」という基本的な設計図を持つことだと思う。

　以上の地域資源を発掘して、そして生かすことを第一に行わなければならない。このように地

域資源を活かして地域を活性化するのは大事なことだと思う。地域資源を利活用した商品・サー

ビスは、最終的に、地域活性化につながらなければならないのだ。地域資源を中心に、地域経済

の活性化のための活動やコミュニティの活性化のための活動がお互いに関連しあって地域活性化

を達成し、さらに、活性化された地域が新しい地域資源を発掘したり、生み出したりしていくと

いう好循環を作り上げることによって、持続的な成長を遂げる自主・自立の地域づくりが定着す

ることになる。	

第２章　新潟の地域企業における環境資源の利活用

１．新潟地域における環境資源と企業状況

　新潟市は新潟県北東部の都市で､同県の県庁所在地である。北陸地方最大の人口を有する都市

であり本州日本海側では唯一の政令指定都市である。中部地方では名古屋市に次ぐ人口を有する

都市でもある。市の中心部にあたる信濃川河口部には、古くから港が開かれ、現在でも水陸の交

通の要衝である。人口が81万人を突破し、市域には北区、東区、中央区、江南区、秋葉区、南

区、西区、西蒲区の８行政区が設けられ、市役所をはじめとする市政の中枢機能は中央区に置か
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れている。信濃川左岸の新潟島中心部には柳が植えられていたことによって、「水の都」、「柳

都」などの異名を持つ。

　地理的な位置から見ると、新潟の地は越後平野に位置している。信濃川と阿賀野川が日本海に

流れ込む場所で、河川の流域には低湿な平野と数多くの潟湖が、また海岸線に沿って新潟海岸と

新潟砂丘と呼ばれる砂丘が形成されている。郊外には湿田や潟湖を干拓した広大な水田が広がる

一方、現在でも鳥屋野潟や佐潟、福島潟などの潟湖が残されている。

　気候状況から見ると、表２のように、冬季に降水量が多くなる日本海側気候であるが、緯度の

割に温暖である。冬は海岸近くの為日本海からの北西風が強く、県内では最も雪が少ない地域

で、50cm以上の大雪への備えも十分でなく、豪雪県のイメージとは裏腹に交通マヒが起こるこ

ともある。表２から表すように、特に12月の降水量217.4ｍｍと１月の降雪量91cmは一年の中

で一番多いとわかる。したがって、新潟市の冬は最も供水が多い季節である。十分な水量がある

ことは水分が必要な稲作にとって有利な条件である。春から夏にかけては同緯度の東北太平洋側

と比べると気温が高く、南高北低の気圧配置になった場合南風が越後山脈を超える際に起こる

フェーン現象の影響を受け、生暖かい強風が吹き高温になることがある。

表２　新潟地方気象台の気候（2000年～2014年冬の気象データ）

月 12月 １月 ２月 年平均値
平均最高気温℃ 8.7 5.5 6.0 17.6
平均最低気温℃ 2.7 0.2 0.1 10.6
降水量mm 217.4 186.0 122.4 151.8
降雪量cm 30.0 91.0 73.0 18.0

出典：「新潟地方気象台」2000年～2014年データ（www.jma-net.go.jp/niigata）により作成。

　地域産業資源の観点で、新潟市を含めた新潟県全体をみると、新潟県内の産業は「サービス

業」、「製造業」、「不動産業」の順で構成比が高いという結果になった。図３と図４から表すよう

に、新潟県の産業はサービス業が34.0％、製造業が17.9％、不動産業が	15.6%とこれら３業種で

全体の約７割を占めている。製造業から見ると、事業所（従業者４人以上）の	98.6%が従業者

300人未満のいわゆる中小企業である。商業においても商店数の	99.1%が中小企業（卸売業では

従業者規模１人～99人、小売業は従業者規模１人～49人）となっており、これらの中小企業が

本県の地域経済と雇用の大部分を支えている。将来、中小企業を中心として発展するような戦略

が強調されている。図４から見ると、新潟県は全国と比べて、農林水産業の比率が倍になってい

る。新潟県は自地域の有利な自然資源が地域の発展を推進している。
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図３　新潟県の産業別比率状況（業種別売上高構成比）
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出典：「新潟県の地域経済（新潟県の産業別GDP比率）」データにより作成。

図４　全国の産業別比率の状況（業種別売上高構成比）
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出典：「新潟県の地域経済（新潟県の産業別GDP比率）」データにより作成。

　県内の産業資源は非常に豊かである。本県には、全国有数の生産量を誇るトップブランド「新

潟県産コシヒカリ」、チューリップの切り花をはじめ、西洋梨、桃などの果樹、いちご、えだま

めなどの園芸作物、寒ブリや南蛮エビに代表される魚介類などの豊富な農林水産物がある。ま

た、鉱工業品についても、米菓や日本酒（新潟清酒）、蒲鉾などの水産練製品といった食料品を

はじめ、金属洋食器や石油ストーブなどの金属製品、産業機械、工作機械などの一般機械、ニッ

ト製品や織物などの繊維製品、木彫堆朱、鎚起銅器、仏壇、桐箪笥、刃物、織物、漆器等全国第	

２位の16指定品目を誇る伝統的工芸品など歴史、風土、地域に根ざした産業と技術が多数集積

している。さらに、観光資源についても自然公園、海水浴場、スキー場、温泉地の数は全国上位

となっているほか、佐渡金山などの史跡や名勝、笹川流れ、秋山郷などの自然景観、薪能やまつ

りなどの伝統文化等、特色ある地域産業資源が数多く存在する。
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　さらに、県内の基幹産業を構成している企業の多くは、歴史的、地理的に関連性の深いこれら

の地域資源を利活用しており、本県生活関連製品について新潟発の国際ブランドの確立を目指す

「百年物語」や、燕地域の金属洋食器、金属ハウスウェアの製造技術を利活用した「ENNブラ

ンド」、桐箪笥などの木工製品の製造技術を利活用して斬新なデザインを創造する加茂木工ブラ

ンドなどの「JAPAN	ブランド」の取組は、地域産業の発展に大きく寄与している。

　新潟市が県内随一の都市として、今後地域経済をさらに活性化させるためには、中小企業等が

地域産業資源を有効に利活用し、創意ある工夫と進取の精神で事業化にチャレンジする取組を推

進、拡大していくことが重要である。　

２．企業による地域資源の利活用の現状

　新潟地域にある企業はそれぞれに各地域の資源を利活用し、企業の魅力を最大に展開してい

る。その中で中小企業が最も発展してきた。新潟県は2007年6月29日に施行された「中小企業

による地域産業資源を利活用した事業活動の促進に関する法律（中小企業地域資源利活用促進

法）」によって、中小企業の経営者らが、地域資源を利活用した事業計画を国に申請するのに先

立ち、国が定める基本方針を踏まえ、地域経済の活性化の観点から基本構想を作成している。

　このように、新潟地域経済の活性化には、こうした多数の中小企業の知恵とやる気を活かし、

中小企業が活力をもって事業活動を展開し、それを地域産業の強化や新たな地域産業の創出につ

なげていくことが重要である。そのためには、他地域の企業との差別化を図る重要な要素となり

うる地域の特徴ある産業資源を、域外への事業展開に利活用するような中小企業の創意ある取組

を推進することが極めて有用である。

　地域資源法によって中小企業は地域の特産物（農産品、鉱工業品、文化財や自然風景等の観光

名所）を「地域資源」として指定する。そして、その地域資源を利活用して商品やサービスを開

発する事業計画を策定してきた。

　事例から見ると、新潟県北部の胎内市のクラレや新潟市の小国製麺の例が一つの典型である。

胎内市の中心を流れる清流「胎内川」沿岸に、クラレ新潟事業所がある。1959年、クラレ新潟

事業所は、日本初の天然ガスコンビナートとして操業を開始した。以来、メタクリル樹脂をはじ

め、ポバール樹脂、香料・医薬原体などを生産し、クラレの化学事業の中核事業所として約半世

紀に亘り生産活動を行っている。クラレでは蒸留塔などプラントの多くが屋外設備だが、寒波や

降雪が操業へ影響することは殆どなかった。また化学プラントに加え大規模な自家発電設備を有

しており、多くの工業用水を使用しているが、クラレは飯豊連峰・奥胎内の雪解け水を源とする

良質且つ豊富な地下水を使用して一年を通じ安定操業を継続してきた。

　一方、新潟地域にある小国製麺株式会社は地域資源「新潟米」を利活用した米粉入りパスタを

開発して、新しい魅力を展開している。小国製麺株式会社は輸入小麦の代替品として米粉に着目

し、米粉入り生パスタの開発に挑戦してきた。「米粉100%」に向けて、作り手発想のこだわりを

捨て、消費者嗜好に合わせて「美味しさ」を追求したいと企業努力を続けた。メディアで紹介さ

れたことやモチモチした食感が好評で、県内スーパーから首都圏などにも販路を拡大し、年間
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2.5億円売上を達成した。

　それらの企業の例に見られるように、地域企業として地域にある資源を最大に利活用すること

が重要になっている。地域資源を開発しながら保護することが企業として認識されなければいけ

ないことがわかる。自営業者にとって、将来、企業の発展と地域の間にどのような問題が存在し

ているだろうか。

３．新潟市の発酵食品文化の推進

　発酵食品は、採れたままの食材に対して、何らかの発酵に基づく加工が成された食品である。

新潟地域にある発酵食品は全国に先駆けてブランド化が普及したと考えられている。

　全国各地で、地域と関わりのある商品やサービスが地域ブランド化される動きが多くなってい

る。その背景として、インターネットなどの普及による情報環境の劇的な変化や、流通環境の向

上によって、商品の購入が容易になり、価値観の多様化や個別化が大きく進展している。買いた

いと思われ続けることが重要な地域発祥の文化や商品は、生産者の苦悩や成功のストーリーなど

を付加価値として、正確に消費者に伝えていくことが大切だと考える。提供者・生産者と消費者

側のイメージが一致したときに生まれたブランド力は、地域と消費者との共同作業でマネジメン

トしていくことが重要であり、それが消費者にとって「他地域には無い」付加価値と満足感を与

え、生産者や地域に誇りと豊かさをもたらす好循環を生み出す。地域活性化を目的としたブラン

ドの確立に向けた主体的な取り組みは、地域が、地域を取り巻く環境や時代のニーズに対応しな

がら持続的に発展していくために、必要な要素であると考える。

　新潟地域は、全国トップレベルの米の生産量を誇る全国有数の「食料生産基地」であり、新潟

米に代表される豊富な「食」資源を活かしつつ、新たな市場のニーズに対応した製品開発によ

り、地域経済を支えている企業が多く存在しているなど、食分野は新潟県の地域ブランド、地域

の価値を高める大きな役割を果たしていると考える。新潟県は、新潟の魅力を活かすために、ブ

ランド策定にあたり、産業活性化を通じて地域の活力を見出すことを基本理念としているとのこ

とだ。

　図５から見ると、新潟地域の農業所得の全国における比率については、米どころらしく、	

58.3％を占める。全地域の半分以上と全国の倍以上になっており、日本一の産出額を誇ってい

る。穀類の産出は地域内の発酵企業に十分な原料を提供している。その上、米の質が高く、他地

域と比べると、発酵食品が「地域の味」として消費者の記憶に残されている。新潟地域において

は、発酵食品の誕生は別地域にはない特色を示している。地域資源に対する完璧な利活用にとっ

て、新潟市の発酵食文化は成功のポイントであるだろう。

　これからの新潟市は地域特色の道で探索している。
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図５　新潟地域の農業産出額と全国の比較

58.30%

16.10%

3.10%

18.00%

4.50%

0

22.80%

28.70%

8.90%

31.50%

7.40%

0.70%

0% 20% 40% 60% 80%

穀類

野菜

果物

畜産

その他

加工農産物

全国

新潟地域

出典：農林水産省「生産農業所得統計」により作成。

　新潟地域には食によって、地域ブランド形成を推進してきた。他県と比較しても評価の高い食

に着目し、地域の資源、文化を取り入れた食品や食品関連サービスの付加価値を向上させていく

ことで、地域イメージ全体の変化や価値観が向上するといった相乗効果を促進している。商品価

値、商品のイメージに統一感を持たせ、品物単体の統一感ある世界観を形成・発信することで、

他地域と差別化された価値が生まれていき、地域資源の利活用が促進されることが期待できると

みられる。

４．発酵食品企業の今後の開発課題

　これから、新潟ブランド化を創造するために、何が必要であるのか研究する必要がある。

　まずに、先人達の思いを継承する必要がある。1970年代後半から新潟の活性化事業は始めら

れた。1980年代初期に至るまでが、新潟というイメージが確立されていった時期である。水の

都のイメージや港町の再認識などもここから頻繁に着目されていく。1980年代中期には、都市

の開発から地域の活性化に重点がシフトされ、様々な問題を解決するべく、市民を巻き込んだイ

ベントが企画されていった。日本海夕日コンサートなどの地域イベント企画が増えている。21

世紀を迎えると「都市開発・発展」「地域活性・危機感」が一時的に飽和し、「未来」というテー

マで「にいがたの将来を考える」という意識に移り変わっていった。
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　次に、将来性を考える。将来性を重視した「新潟ブランド」の創出プロジェクト、地域産業の

独自開発、観光誘致のための整備計画、「未来」というテーマのもと「子ども」を中心とした企

画案が様々生まれてきた。「未来」＝「子ども」、「未来を考える」＝「環境を守る」、「未来へ向けて

のまちづくり」＝「産業の発展」と新潟の将来ビジョンの基に発展が考えられつつある。調査・

研究を行い、新潟の発展と視点の移り変わりを認識することで、これから求められる地域の魅力

や価値を再認識し、これからの地域活性に大いに役立てるとともに、新潟の「過去と未来」か

ら、「今」を創造していくことが必要であり新潟の発展に貢献した先人達の想いを継承し魅力あ

る新潟の創造に寄与していかなければならないだろう。

　また、新潟地域にある各企業は事業ミッションを明確にする必要がある。伝統である発酵文

化、農業の発展など、新潟の地域特性を活かした産業は数多く存在する。生産者がそれらを自ら

発信しているため、消費者に伝えきれていない部分も数多くある。また、港町として栄えた新潟

は、漁港の発展にも大きな影響を与え、農業のみならず、漁業も食文化の中心的な位置づけとな

り、地域が発展してきた。独自の加工文化や歴史ある生産拠点が多くあるのもそのためだ。ま

た、雪の多い地域である新潟は、保存食品、加工技術も発達してきた。

　最後に、ブランド創造には、企業、学生、新潟で活動する団体の協力や、市民活動での発信、

学生の協力など様々な分野の活動と連動して地域産業の発展を考え、行動して行くことで生まれ

る歴史的文化の再認識や継承、新しい提案を創造できる環境が必要だ。新潟の過去の事業や成果

の調査で得られた知識のもと、発展に不可欠な差別化、地域産業の活性化をすることで、新潟の

イメージを向上させて行くことが重要であり、その為には、幅広い年代の協力体制が大切だと考

える。

　新潟ブランド化の発展から見ると、その未来の役割と目指すべき方針が今後も続いていくこと

が重要である。新潟の新しいイメージは、伝統や歴史を、新しい感性や若い世代のアイディアと

融合することで造り上げることが出来る。発酵文化や過去の事業を今の世代に伝えること、文化

を繋げて行くこと、新しい発想と連動して行くことが重要である。新しい創造は過去の歴史・伝

統を知り、進化を意識し、地域が協力することによって生まれて行く。過去を紹介することで、

新しいブランドイメージを創造するための動きが活発化されることが大切だと考える。

第３章　企業と地域環境との関係

１．済南市と新潟市との比較

　済南市は山東省の省都として、山東半島全域から考えても重要性がある都市といえる。経済、

文化的な所から見ると、済南市は中国の東部都市の中で、将来の期待を担った都市であろう。

　近年の山東省全体の発展のために、済南市は経済面から見ると、急速な成長を遂げている。

　済南市には、重工業（冶金鉄鋼産業、交通装備産業等）や軽工業（紡織、食品、医薬等）の企

業が多く、中国有数の鉄鋼メーカーも存在している。現在は、製造業だけでなく、保険や情報技

術、通信、観光などサービス産業、ハイテク産業も急成長している。済南市には全国的な高速道
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路ネットワークの中心があり、済南と青島を結ぶ済青高速公路、北京と福州を結ぶ京福高速公

路、北京と上海を結ぶ京滬高速公路など、中国の南北軸と東西軸の交点があり、これらを結ぶ市

内環状高速道路もできている。物流では高速道路や鉄道を使う青島港が使えるほか、内陸コンテ

ナターミナルも存在している。現在、済南遥墻国際空港は国内各地を結んでいる	。

　済南市は教育基地としての役割も果たしており、山東大学、済南大学、山東軽工業学院、山東

科技大学等、高等教育機関・研究機関が多く集まっており、高度な知識、技術を持った人材が多

いとみられる。

　済南市が所在する山東省は全国第３位の経済規模を誇り、今後も毎年10％以上の経済成長が

見込まれる。しかしながら、急速な経済発展の陰では汚染物質の排出規模が中国でも有数（特に

二酸化硫黄等）であり、また、資源も乏しく（例：１人当りの水資源については全国平均の１／

６程度）、経済成長の大きな足かせとなっている。加えて、第12次５カ年計画を踏まえ、厳しい

環境規制が実施されるため、新たな環境ニーズが出現すると考えられている。

　済南市は古い工業都市として、水資源に対する重要性がまだ十分に認識されていない。水資源

を大量消費しながら、保護していない状況が将来の済南市に対して、日々厳しいものとなるだろ

う。経済のみを最重視しながら発展するとの経済方針は、地域の環境を無視することにつなが

る。最終的にはおそらく、都市にとって悪い影響をもたらすであろう。

　済南市は環境に対する問題処理がまだ経験として教訓となっていない。下水処理場では水を浄

化する過程で大量の有機汚泥が発生し、その処理にかかる費用、又は処理する過程において排出

される温室効果ガスが増加する事が深刻な問題となっている。

　新潟市は済南市と違って、経済の発展と環境の保護を同時に進めている。その中で一番目立つ

のは「食文化」の「発酵食品」という分野である。新潟の食文化の背景には、豊かな自然環境と

歴史的な特性がある。新潟は広大な平野の河口部に築かれたまちで、目の前には日本海が広が

り、まちの中を二つの大河が流れ、遠くに日本列島の背骨となる山脈が連なっている。こうして

新潟には、米を中心に農産物、水産物、畜産物といった豊かな恵みが多様な地形により供給され

ている。さらに、新潟の四季は雪融けの芽吹く春、濃緑の夏、紅葉の秋、白雪の冬と、くっきり

とした変化が特徴だ。この変化も自然の恵みを多様で豊かなものにしている。

　新潟市は17世紀頃（江戸時代）から港町として発展してきた。新潟市を囲む新潟平野は日本

で最大の米の生産地であったことから、江戸、大坂に米を運ぶ航路の拠点だった。このような交

易を通じて、他地域から様々な文化が入り込み、新潟の創造性を刺激した。また、外来の人々を

もてなす料亭料理の文化も発達した。かつて、土地の豊穣をもたらす二つの大河はたびたび荒れ

狂い広大な湿原を作りだし、農民は湿原の中で、腰までつかる米作りの過酷な農作業を強いられ

ていた。このため新潟は、不屈の精神と創造性を発揮しながら、世界レベルの排水技術により、

泥田を日本有数の美田へと変貌させるとともに、米の品種改良を進めてきた。また、このような

農業技術は海外へも伝えられ、食糧の生産に貢献している。

　新潟市は地域発展において進んでいるうえ、地域の環境資源を最大に利活用してきた。そし

て、開発しながら保護し、将来的にもまだ利活用していく強い理念を持っている。地域が大切に

してきたことを変えないとの方針が最重要視されている。新潟市はその経済方針に従って、地域
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の水資源を最大限利活用している。発酵食品の誕生は新潟地域に特色的なものである。その経験

から私たちが学ぶのは地域資源に対する開発と保護の重要性である。

２．地域における企業の社会的な責任

　自然環境は、人類をはじめとする生物すべての生存の基盤であり、経済活動のための資源とし

ての役割を果たすだけでなく、それ自体が豊かな人間生活の不可欠な構成要素をなしているもの

だと思われる。

　この自然の役割を思うとき、なによりも私たちがその価値を高く評価し、自然の法則性に対す

る正しい理解と、人間の英知を生かして自然資源を適正に利活用することが最重要視としなけれ

ばならない。現代に生きる地域の人々の生活をより豊かなものとするとともに、人類の歴史の中

で私たちをはぐくんできた自然を人類の貴重な資産として後世に伝え、人類の永続的生存を確保

していかなければならない。

　このためには、地域の人々又は地球市民とする人々が、自然を構成する諸要素間のバランスに

注目する生態学的な思考方法を尊重し、人間活動も、日光、大気、水、土、生物等によって構成

される微妙な関係を乱さないことを基本条件としてこれを営むという考え方に立つとともに、自

然資源の永続的利活用とよりよい豊かな生活環境を求めるという観点から更に進んで豊かな自然

環境を自からの手で創り出していかなければならない。

　地域企業はこれからどういう基準によって地域で生存するかが大切なことである。その中で地

域資源利用法規によって、地域資源利活用事業を推進する必要がある。地域資源利活用事業と

は、地域の中小企業経営者が共通して利活用することができ、当該地域に特徴的なものを認識さ

れている地域産業資源（農林水産物、生産技術、観光資源）を利活用して、中小企業経営者が商

品の開発・生産、役務の提供、需要の開拓等の事業を行うことをいう。	中小企業経営者等が単

独又は共同で、地域資源を利活用して新商品・新サービスの開発・市場化を行う「地域資源利活

用事業計画」を作成し、その内容について国から認定を受けると、法的措置や予算措置、金融措

置など各種支援措置を受けることができる。中小企業の推進は地域の資源を最大に開発できると

思う。

　地域資源を循環利活用するためには、企業からの責任ある役割が不可欠だ。企業の発展はまず

循環利活用の理念を持つことから始まる。そして、開発する際には技術の革新が重要である。

国、地域管理の団体は地域資源法によって、政令を実施する。最後に、地域の人々は環境資源を

保護する意識を持たなければいけない3。

３．環境と経済の関連性

　環境と経済の間には、「成長の限界」という関係がある。環境を良くすることが経済を発展さ

せ、経済の活性化が環境を改善するという「環境と経済の好循環」を実現することが重要だ。し

かし、経済成長が進むと汚染排出の増加によって環境の質を低下させる場合があるが、一方環境
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の質が低下すると、経済の生産性が損なわれるために経済成長の持続を困難にする4。

　環境と経済の関係が対立する時、非常に大きな問題となっている。結果としては経済発展が阻

止され、環境も悪化していく。日本が現在直面している土壌汚染問題の例から見ると経済と環境

の関係がはっきりわかると思う。

　2020年の東京オリンピック開催に向けて、施設の解体・基礎工事や建替え工事等が始まろう

としている。東京都内では国立競技場をはじめとして大規模な建替え工事や新規の建設工事が進

められる予定になっている。

　都内や首都圏に限らず、国内の産業構造の変化に伴い、工場の統廃合や閉鎖も続いており、中

小企業経営者の世代交代に伴う事業継承が進められる時期となっている。

　これらの建設、産業構造の変換、事業継承等に共通する課題の一つに土壌汚染問題がある。

　土壌汚染は、大気や水と異なり、過去の汚染の大部分が蓄積されており、累積した汚染を浄化

しなければならない。このための費用が甚大になることも多く、さらに土壌汚染が判明した後に

は法的な手続き等により、長期にわたって工事等の制限が課され、不動産の流動性に影響するこ

ともある。実際に東京オリンピックに向けた施設の整備候補地では、土壌汚染対策に数年かかる

可能性が示されている。

　また、もともと地中の汚染状態を把握するための土壌調査にも時間がかかることがある。地下

水へ汚染物質が流出していれば、地下水汚染対策も講じなければならない場合もあり、浄化対策

により多くの費用や時間もかかる傾向がある。実際に、土壌汚染調査、対策費用は、数千万円か

ら数十億円にのぼることがあり、土地の価格を超える対策費になる場合もある。

　このため、費用を捻出できない中小企業等では、調査の実施を躊躇し、現状を放置することも

少なくないが、それによって汚染が徐々に拡散し、対策費もさらに増加するという悪循環に陥る

こともあるのだ。

　一方、このような工場跡地等の多くは、過去に産業活動が行われていたこともあり、基礎的な

インフラが整備され、比較的交通の利便性が高く、うまく利活用していくことで職住接近、また

は介護施設などの施設用地としても利活用できる可能性も高いと考えられている。しかしなが

ら、現在ではこれらの重要な資産が、土壌汚染によって潜在的な利活用機会を失っていることが

多くなっているのだ。

　日本国内では、2002年に人の健康被害防止を目的に土壌汚染対策法が制定され、2003年２月

から施行された。土壌汚染対策の法律は、日本では比較的遅く制定され、アメリカでは1980年

に、欧州各国では80年代後半から90年代に法律等が制定されている。

　日本より10年から20年、法制化の早かった米国や欧州では、土壌汚染問題に伴う経済、地域

社会への影響の顕在化を受け、汚染サイトの浄化と地域経済の発展を両立させるための対応策を

推進している。この背景には、先進各国においても産業構造が変化しており、それに伴う土地利

活用用途の変換や地域再開発において、交通の便が優れ、都市部に近い産業跡地の環境保全を進

め、再利活用することが重要であるという社会的な理解があると考えられている。

　このように土壌汚染問題は、経済的、社会的影響の大きい環境問題であるが、現在の土壌汚染

対策法では、健康被害の防止という視点のみが取り上げられ、社会経済的な視点はまだ含まれて
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いない。また、土壌汚染対策の現場では、リスクに対して必要以上の対策が講じられる実態が見

られる一方、本来必要な土壌、地下水環境の保全が進んでいないという状況も生まれている。

　	国際的にも生態系保全や自然資本など、経済的側面を重視しながら自然環境全般における保

全や持続的な利活用を進める仕組みが進展しつつあるなかで、日本国内でも、このように環境保

全と経済活動をつなげ、土壌環境の保全と経済活動が両立、共生する枠組みを再構築することが

重要な時期となっている。

　経済面からの決定は、環境改善の進度を決定づけている。環境の悪化は経済的な行動を刺激し

ている。経済と環境という観点から見ると、生態の理念が浮き彫りとなる。企業の発展も、地域

の発展も、国の発展も、可能な循環資源を利活用する生態理念を基本理念として持たないと、そ

れぞれの分野において不可能となり、それぞれの存在すらも止まってしまうだろう。経済・経営

と環境の関連性は非常に重要になっている。

　終わりに
　本研究では、中国の済南市と新潟県新潟市との多くの比較を検討してきた。その中で地域企業

は地域にある環境資源とどのような関係を築くかが問題になっている。企業は将来の発展を考え

ると、従来からの経済的・法的責任に加えて、地域に対する企業の社会的な責任に注目していか

なければならない。今後、企業は自分の社会的な責任を持つべきだと強く認識する必要がある。

　企業は地域の資源を使うことでその権利を行使している。それと同時に、自社の義務を認めな

ければいけない。企業は地域の一員として、ビジネス展開と地域環境とのバランスを把握するの

が基本的な考えであろう。

　済南市は近年、土地の拡大を町づくりの第一の目標として発展している。伝統的な工業都市と

して、地域資源を利活用する一方で、循環利活用という考えを実施していく可能性はまだ低かっ

たことがわかった。住民の立場から見ると、地下水を大量に利活用し、持続利活用という理念を

求めることは、未だに厳しいものとなっている。自営業者は、今はただ経済的な利益を追求して

いる。環境資源を保護する意識はまだ低い。このように、社会的な責任と義務はまだ認識されて

いない。これでは、地域と企業の両者の発展は不可能であり、環境と経済の最大化は展開できな

い。

　新潟市は済南市と違って、地域資源に対して、利活用と保護の理念が一致していた。新潟市は

県内随一の都市として、地域経済をさらに活性化させるために、県内の基幹企業から地域資源を

利活用して、新潟発の国際ブランドの確立を目指している。新潟市はサービス業・製造業をつな

いで、市内の豊かな水資源を利活用しながら、新潟市なりの発酵食品文化を展開していた。新潟

地域は食によって、地域ブランド形成を推進していた。発酵食品の誕生は新潟地域の他に類例の

ない特色を備えている。このように、地域の環境と経済の完璧な利活用は新潟市の発酵文化が成

功のポイントであると考えている。

　以上の事例から見ると、ビジネスの進展と同時に環境資源を維持するという持続可能な発展の

理念がこれから大きく注目される必要がある。
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　持続可能な発展とは、現在の世代が、将来の世代の利益やニーズを充足する能力を損なわない

範囲内で環境を利活用し、自分たちのニーズを満たしていこうとする理念である。持続可能な発

展は、現在、環境保全についての基本的な共通理念として、国際的に広く認識されている。これ

は環境と開発が互いに反するものではなく共存しうるものとしてとらえ、環境保全を考慮した節

度ある開発が可能であり、重要であるという考えに立つものである。

　持続可能な発展理念は地域環境に対して、地域経済発展と同時に環境資源についての保護が不

可欠だと強調している。と同時に地域の枯渇性資源と再生可能となる資源の分類・管理も注目す

る必要がある5。済南市のように、ただ土地の拡大を目標とし、水資源を大量に利活用する理念

はこれからの世代には不公平なものになるだろう。経済の発展はただの利益ではなく、	環境の

発展と密接な関連性がある。その関連性の発見こそが地域にとって、何よりも重要になっている。

　これから、水資源と多くかかわる事業の一員として、持続可能な理念を持って、地域資源を有

効に開発し、地域内にある環境資源により、地域と企業の価値を最大に高めていきたい。そし

て、地域の発展は、地域の将来の役割を目指しながら、伝統や歴史、新しい感性や若い世代のア

イディアと融合することで、地域の新しいイメージを創り上げていくことにより、成し遂げられ

ていくだろう。持続発展の理念と新しい地域ブランドイメージが同時に進んでいくことが地域の

発展に重要であると考えている。

注
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３	 『環境経済学をつかむ』（198～205頁）を参考した。
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「新潟地方気象台（2000年～2014年まで冬の気象データ）」（www.jma-net.go.jp/niigata）
「農林水産省（生産農業所得統計）新潟地域の農業産出額と全国の比較」（http://www.maff.go.jp/）
「山東省国際商務局（済南市の都市環境）」（http://japan.shandongbusiness.gov.cn）

　盧永強君は2015年３月に優秀な成績で無事に本学を卒業して、その後敬和学園大学研究生として私の研究室に

在籍した。2016年１月に出身地の中国山東省済南市において、式場などに向けての花屋「99鮮花」（花の栽培・販

売）をオープンした。毎日、大量の水を利活用する必要がある仕事のため、新事業をスタートする前には、今ま

で勉強して来た経済・経営と環境との知識を再認識しながら、済南市の地下水現状について調べて、この研究

ノートを書き始めた。学習単位がないにも関わらず、多くの資料を調べたことを評価したい。

　これからも地域環境資源を利活用し、新しい事業を成功するよう祈る。

	 （指導教員　房　	文慧）
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