
儲かる農業に若者殺到 

　 
　 
伊勢です、 

時代の変化を感じさせる 
ニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
「もうかる農業」に若者が続々  
「年収1,0000万円目指す」持続可能な食料生産 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

自分でビジネスをして 
年収1000万円というのは 
なかなか難しいものです。 

また、会社員として働いても 
かなり難しい金額だと思います。 

そんななか、農業が注目を 
集めています。 

「やればやっただけ収入が上がる」 

というコメントに喜びが 
感じられます。 

・・・・・ 

2021年のトレンド 
グリーンシフト関連でも 
動きが活発化しています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
トヨタが21年に2人乗りEV　まず法人向け、160万円から 
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD232NV0T21C20A2000000 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

トヨタは12月17日に 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD232NV0T21C20A2000000


こんな発言をしています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
トヨタ社長「自動車のビジネスモデル崩壊」 
政府の「脱ガソリン」に苦言 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

2030年代にガソリン車の販売を 
禁止するという政府案に対しての 
発言です。 

ハイブリットはOKなのですが 
このような発言をしています。 

これは、何より大きいのは 
愛知を中心に数々の下請け工場を 
抱えるゆえの発言だと思います。 

電気自動車になると、 

現在のエンジン部品メーカーなどが 
根こそぎ、いらなくなってしまいます。 

それは、とてもキツイことです。 

なので、業界団体の長として 
この発言があったと思います。 

一方で、世界をみると、 
EV自動車化は避けられません。 

そんななか、世界でもまだ 
中国ぐらいでしか売られていない 

軽クラスの車両から 
EV車をリリースしました。 

「本気を出せばいつでも 
EVシフトはできる」 

そんなトヨタの気概からの 
逆襲はあるのか？ 



それとも、アメリカのGMや 
クライスラーが潰れたように 

トヨタと言えど、 
世代交代の波には 
飲まれてしますのか？ 

とても今後が気になります。 

株でいうと、買いなのか 
売りなのか、です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
日銀、２％物価目標遠のいていること 
踏まえ原因検証開始へ－報道 
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-12-18/QLIHMADWX2PS01 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日本はインフレになると言っていますが 
現在のところ、極端なデフレになっています。 

GOTO割引の影響や、 

コロナの影響で余ったものが 
値引き販売されているため、 

など、色々な理由が考えられますが 
日銀が本腰を入れて調査するようです。 

日銀としては、 

インフレに持っていきたいわけです。 

ずっと実現していないのですが 
中国から物が入ってこなくなってきた 
現在は、インフレチャンスだと考えているはずです。 

しかし、物価が下がっているので 
調査ということになりました。 

今回は、本気でインフレに 
挑んでくると思います。 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-12-18/QLIHMADWX2PS01


ちなみに一番恐れているのは 
スタグフレーションです。 

インフレになり物価は上がったのに 
景気が悪くて、給与が減る 

という地獄をスタグフレーションと 
言います。 

しかし、一瞬なったとしても 
長期的には日本は有利だと 
私は思っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
フリーランス独禁法で保護 
働き方多様化、約１千万人契約慣行見直しへ 
https://www.roudou-kk.co.jp/member/5758/ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

フリーランスが増えていくことは 
間違いがありません。 

アメリカのカルフォルニアで 
ウーバー配達員を会社員に近い 
雇用形態にすべきという裁判が 
起きています。 

ギグワーカーを守る法律です。 

日本でも遂にフリーランスを 
守る方向に動き出しました。 

これはつまり、 

大きな政府を目指す 
ということです。 

この大きな政府が2021年以降の 
トレンドになります。 

しかし、そこには問題点もあって 
それについては、 

https://www.roudou-kk.co.jp/member/5758/


FINALライブの4部で 
お話しています。 

フリーランス化については、 
過去記事ですが、 
こちらをご覧ください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
料理人自体のデリバリー化も進む 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

できあがった料理のデリバリー 
だけではなく 
料理人の派遣サービスです。 

シェフが、家に訪れて、料理をする。 
特に富裕層では、利用する機会も 
多くなっていきます。 

そうすると、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
料理人のフリーランス化 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

が、進みます。 

これからの時代に稼げる職業は、 

・料理人 
・DJ（音楽） 

が、代表的なものとして 
上がっています。 

料理人は、店の看板がなくても 
個人的にファンを持っていれば 
フリーランスとして 
個人で稼げる時代が来ています。 

実際に、マドンナの料理人をしている 
日本人の女性は、 



世界中のセレブにマクロビの 
料理人として呼ばれ、 
世界中で仕事をしています。 

となると、、 
↓ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
シェフのためのレンタル・ 
レストランスペース 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

が生まれる可能性があります。 

例えば、 
料理人が場所を借りる。 

そして、自分で集客をして 
スペシャルな料理でもてなす。 

オープンは、月に1回だけ。 

というパターンが生まれるかも 
しれません。 

特に、今回のコロナで、 
空き店舗が大量に発生しそうですし、 
料理人で働く店舗が閉店する人も 
大量に出てくると思います。 

そうなると、 
自分で集客をできる料理人の人は 
潰れたレストランの空きスペースを借りて 
個人的に営業するスタイルに 
挑戦していく人もいるように思います。 

その根拠は、、 
↓ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
あらゆる”技術職”で進むフリーランス化 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

フリーランス化が進むのは 
料理人だけではありません。 



「美容師」も、 
「エステティシャン」も、 
「治療家」も、 
「デザイナー」も、 
「編集者」も、 
「弁護士・会計士」も、 
皆、個人の時代に入り始めています。 

東京では、 

「フリーランスの美容師が 
場所代を払って利用するサロン」 

が、生まれています。 

今までのサロンは、 
お店側主導で、美容師さんを 
雇ったり、契約したりしていました。 

美容師さんが個人事業主契約でも 
お店にお金を払うのではなく 
売上の歩合をもらうスタイルです。 

それが、 
新しいタイプのサロンは、 
場所を貸しているだけの 

「場所貸しビジネス」 

で、 

個人の美容師さんが 
スポットや月額で 
そこを使っている。 

売上は自分のもの。 

という構図です。 

これはつまり、 

フリーランスとして 



自分で集客できる美容師さんが 
増えている、 

ということです。 

エステ業界や 
治療家の業界は、 
だいぶ前から 
場所貸しの流れが 
ありましたから 

それが、美容師にも 
来たということです。 

そしてこれは、、、 
↓ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
SNSが起こした働き方革命 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

この流れは、 
SNSの流行が起こした 
社会変化と言えます。 

つまり、 

「個人が集客をできてしまう時代」 

が、SNS時代です。 

お店の広告費や、看板に頼らなくても 
個人がSNSをすることで 
ファンを獲得できてしまうのです。 

これは、昔なら絶対にありえない 
ことでした。 

今は、集客装置としての 
店舗や看板が必要なくなって 
いるということです。 

「個人が情報発信をすることで 
自分のファンをつくることができる時代」 



それあっての、 
料理人、 
美容師、 
セラピスト、 
治療家、 

の、 

「フリーランス化」 
ということです。 

アパレルのショップ店員が 
SNSのファンをつくって 
ブランドを立ち上げる 

ということも起こっています。 

フリースペースの利用だけではなく、 

料理人、 
美容師、 
セラピスト、 
治療家、 
自体が、 

「デリバリー化される」 

という時代も必ず 
やってくると思います。 

ということは、 
↓ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
マッチングサービスが生まれる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

レストランの場所貸し、 
サロンの場所貸し、 
治療の場所貸し、 

というような 
技術職フリーランス向けの 



マッチングサービスが 
生まれます。 

また、 

利用者とフリーランサーを結ぶ 
マッチングサイトも 
生まれると思います。 

例えば、 
「yenta」は、 

ビジネスパーソンの出会いマッチング 
サービスですが、 

新米の税理士さんや会計士さんは 
ずいぶんとこの「yenta」で 
新規の顧客がとれるので 
助かっているということでした。 

弁護士さんもそうですが 
一度頼むとなかなか、変えませんので、 

年配の方が引退しない限り 
新規の顧客がとれないので 
こういうサービスは 
ありがたいということでした。 

いずれにしても、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
技術職の人はSNSを利用した 
情報発信が必須 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

です。 

これからの時代を生き残るには 
死活問題です。 

自分でファンをつくり、 
SNSを通してつながり、 
いつでもフリーランスになれるように 



準備をしておくことです。 

また、営業活動も 
今からしておくのがいいでしょう。 

自らの手で、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
影響力のあるインフルエンサーの 
お客さんを開拓していく、 
「営業活動をする」 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

それくらいの勢いが欲しいです。 

今の時代は、 

ユーチューブでも 
ブロクでも 
ツイッターでも 
フェイスブックでも 
個人のメディアで影響力を 
持っている人はたくさんいます。 

そういう影響力のある 
インフルエンサーを 
顧客にしておくことです。 

そうすれば、 

いざ、フリーランスとして 
独立しなくてはならなくなったとき、 
その人たちが、 
あなたのお客さまを 
紹介してくれます。 

インフルエンサーと 
人間的なつながりを持つ。 

そして、 
その人たちに、まずは自分ができる 
提供をしておくことです。 



その提供は、大きなものとして 
戻ってきます。 

私が技術職なら、 
インフルエンサーへの営業は 
自腹を切ってでも今からやります。 

逆に、 
店舗オーナーサイドは、この流れに 
どう対応していくかを対策しておく 
必要があります。 

・・・・・・・・ 

今日のレッスンは、 

「個人の時代を生き抜く力」 

でした。 

「あらゆる人が、情報発信をして 
自分のファンをつくっておくこと」 

これが、これからの時代を生き抜くために 
必要なことだと思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
米国の富裕層が資金移動に大慌て 
バイデン政権下での増税警戒 
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-12-22/QLP1WJDWX2PT01 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

バイデン政権とは二極化の解消を 
最大のテーマにしていると思われます。 

税率はかなりあがります。 

これは、大きな政府を 
目指すということでもあります。 

現在のところ、下院は民主党 
上院はこれから選挙ですが 
共和党がキープするのではと 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-12-22/QLP1WJDWX2PT01


言われています。 

そうなると共和党は小さな政府で 
税金は下げる方針なので 

バイデン大統領が税金を 
あげようとしても 
上院で否決されて実施できない 
となる予想です。 

しかし、 

選挙で上院も民主党に 
なるかもしれません。 

そうなると、増税で大変なので 
今のうちとお金持ちが資金移動を 
しています。 

・・・・・・・ 

一方で、富裕層の中には 
怯えている人たちもいます。 

貧富の差が広がり過ぎて 
暴動がおきて、 
お金持ちは虐殺されるのでは 
ないかという不安です。 

そのため、 

「私たちの税金は低すぎる、 
おかしい、私たちからもっと 
税金をとってくれ」 

と言っている人たちもいます。 

ウォーレンバフェットさんも 
その一人です。 

富裕層の積極的な寄付も 
とりすぎたものを還元しないと 
まずいという理由もあります。 



怯えていなくても、 
社会正義的にそうるべきと 
考える富裕層の人たちも 
もちろんいます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
日本は洋上風力発電に力を入れる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

洋上風力発電といえば 
デンマークです。 

見学してきました。 

そのとき、デンマークの 
自然エネルギーエキスパートは 

「日本の官僚にも見学にきた」 

と、言っていました。 

そして、 

「日本は海の国だから洋上 
風力発電をすすめた」 

と、言っていました。 

ようやく、動き出すようです。 

これも政府のグリーンシフト 
政策の一環です。 

・・・・・・・・ 

今日は長くなりましたが 
新年一発目のニュース解説でした。 

最後に、 



///////////////////// 

コピーライティング道場 
ぜひ、ご覧ください。 

『誰も傷つけないコピーライティング』 
https://youtu.be/SMqEBnz0xPE 

天才コピーライター 
高田雅俊プレゼンツ 

///////////////////// 

素晴らしいコピーライターが 
誕生する予感を感じます。 

それでは、またメールします。 

伊勢隆一郎 

追伸： 
アンケートにご協力ください。 

アウトプットをしていただくと 
学んだことが整理されますし、 

それをシェアいただくことで 
より良いコンテンツ作りに励めます。 

どうぞよろしくお願いします。 
https://docs.google.com/forms/d/
1XLDnSgy821HPPcdFN3Hib9uF2dipWCTFel4rFfRp6aY/ 
　 
　 
　

https://youtu.be/SMqEBnz0xPE
https://docs.google.com/forms/d/1XLDnSgy821HPPcdFN3Hib9uF2dipWCTFel4rFfRp6aY/
https://docs.google.com/forms/d/1XLDnSgy821HPPcdFN3Hib9uF2dipWCTFel4rFfRp6aY/

