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１．天皇杯受賞者

部門 受賞財
受　　賞　　者

表彰行事
住　　所 氏　名　等

農　産
経　営

（水稲他）
青森県
北津軽郡中泊町

有限会社 瑞宝
（代表　三上　新一）

第 58 回全国農業
コンクール

園　芸
経　営

（マンゴー）
宮崎県宮崎市

宮崎県果樹振興協議会
亜熱帯果樹部会

（代表　松田　泰一）

第 58 回全国農業
コンクール

畜　産
経　営

（養豚）
宮崎県
児湯郡川南町

山道　義孝
第 58 回全国農業
コンクール

蚕　糸 
・

地域特産

産　物
（茶）

静岡県掛川市
農事組合法人
中山茶業組合

（代表　鈴木　昻）
第 62 回全国茶品評会

林　産
経　営

（林業）  
広島県広島市

日新林業株式会社 
（代表　加計　正弘）

全国林業経営
推奨行事

水　産
生　活

（多面的機能
・環境保全）

三重県鳥羽市
鳥羽磯部漁業協同組合

答志支所青壮年部
（代表　橋本　政幸）

第 14 回全国青年・
女性漁業者交流大会

むらづくり むらづくり活動 佐賀県小城市  
小城町農産物直売所

「ほたるの郷
さと

」
（代表　宮島　壽一）

第 31 回豊かなむらづ
くり全国表彰事業

平成21年度（第48回）農林水産祭天皇杯等三賞受賞者一覧



２．内閣総理大臣賞受賞者

部門 受賞財
受　　賞　　者

表彰行事
住　　所 氏　名　等

農　産
経　営

（小麦他）
北海道江別市

片岡　弘正  ＊
片岡　八重子＊

第 38 回日本農業賞

園　芸
経　営

（カーネーション）
長崎県諫早市

長崎県央農業協同組合
諫
いさはや

早カーネーション部会
（代表　江頭　富春） 

第 38 回日本農業賞

畜　産
経　営

（肉用牛繁殖）
大分県
玖珠郡九重町

鷲
わ し ず

頭　栄治＊
鷲
わ し ず

頭　洋子＊

平成 20 年度全国優良
畜産経営管理技術発
表会

蚕　糸
・

地域特産 

経　営
（茶）   

鹿児島県
志布志市

上
かみむろ

室　義和
鹿児島県茶経営改善
コンクール

林　産  
産　物

（乾椎茸）  
岩手県
下閉伊郡山田町

芳賀　榮三
第 42 回全農乾椎茸
品評会

 水　産  
産　物

（水産練製品）
熊本県熊本市

ふくとく 株式会社
（代表　太田　福一）

第 61 回全国蒲鉾
品評会

むらづくり むらづくり活動 沖縄県糸満市
糸
い と ま ん し き ゃ ん し ゅ う ら く

満市喜屋武集落
（代表　慶留間　清栄）

第 31 回豊かなむらづ
くり全国表彰事業

（注）氏名等の欄に＊を付したものは、夫婦連名。
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３．日本農林漁業振興会会長賞受賞者

部門 受賞財
受　　賞　　者

表彰行事
住　　所 氏　名　等

農　産
経　営

（水稲）
茨城県坂東市

有限会社 アグリ山﨑
（代表　山﨑　正志）

第 58 回全国農業コン
クール

園　芸
 経　営

（露地野菜）
東京都練馬区

練馬区農業体験農園園主会
（代表　白石　好孝）

第 38 回日本農業賞

畜　産
技術・ほ場
（放牧）  

青森県むつ市
鈴木　悦雄＊
鈴木　栄子＊

全国草地
畜産コンクール

蚕　糸
 ・

地域特産

 経　営
（ホップ他）

岩手県
九戸郡軽米町

大
おおうちくら

内藏　久
第 40 回岩手県特産農
作物生産振興共進会

林　産  
産　物

（木材）  
岐阜県下呂市

有限会社 倉
くらち

地製材所
（代表　倉地　貞之）

第 36 回 JAS 製材品
普及推進展示会

水　産  
経　営

（流通・消費拡大）
大分県佐伯市

漁村女性起業化グループ　
　「めばる」

（代表　桑原　政子）

第 14 回全国青年・
女性漁業者交流大会

むらづくり むらづくり活動 島根県雲南市
槻
つ き の や

之屋振興会
（代表　斎藤　文隆）

第 31 回豊かなむらづ
くり全国表彰事業

（注）氏名等の欄に＊を付したものは、夫婦連名。
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選　賞　審　査　報　告

　審査報告を申し上げます。

　本年度の農林水産祭に参加された 309 行事において、農

林水産大臣賞を受賞された 514 点を対象に、農林水産祭中

央審査委員会では、書類審査および現地調査を通じて、慎

重な審査を重ねてまいりました。その結果、農産、園芸、

畜産、蚕糸・地域特産、林産、水産、むらづくりの７部門において、それぞれ天皇

杯、内閣総理大臣賞、日本農林漁業振興会会長賞の３賞合わせて 21 点の受賞者を

決定いたしました。

　受賞者の方々の業績につきましては、お手元にあります資料に概要が記載されて

おりますので、それをお読みいただくことといたしまして、今回の農林水産祭の受

賞者全体を通じた特徴的な点について申し上げ、審査報告とさせていただきます。

　まず第１の点は、多くの受賞者が国民の安全・安心への期待に応えて、土づくり

を基本とする環境にやさしい農業に積極的に取り組み、地域資源の循環や自然の生

態系を重視した農林水産業を展開しているという点です。

　中里自然農法研究会を組織し、28ha の水田の全面積で有機稲作を実践して収益

性の高い大規模水田作経営を確立している農産部門で天皇杯を受賞された青森県中

泊町の有限会社「瑞宝」、有機質肥料を中心とする独自の配合肥料を使って、茶園

ごとの日照、土壌を考慮した独自の栽培管理体系を確立し、秋摘み深蒸し煎茶の開

発などに取り組んでいる蚕糸・地域特産部門で天皇杯を受賞された静岡県掛川市の

農事組合法人中山茶業組合、高品質なブランド豚「あじ豚」を開発するとともに、

母豚のストレスを軽減し飼養環境を改善することで極めて優れた繁殖成績を実現

　平成 21 年 11 月 23 日に開催された農林水産祭式典において、

天皇杯等三賞の授与に先立ち、八木宏典農林水産祭中央審査委員会

会長から、選賞審査報告が行われました。　　　　　　

　以下は、同報告全文です。
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し、取引先や消費者の安心を獲得している畜産部門で天皇杯を受賞された宮崎県川

南町の山道義孝氏、豊かな自然環境と持続的木材生産の認証を取得し、CO２ 吸収量

等のフォレストック認定を受け、自然環境に配慮した作業道と高性能林業機械によ

る収入間伐を実施している林産部門で天皇杯を受賞された広島県広島市の日新林業

株式会社、などの取組が評価されます。

　第２の点は、多くの受賞者が時代の流れや消費者の動きをよく見て、農産物の生

産と販売に努力しているという点であります。独創的な創意工夫によって高品質な

農産物の生産・販売に努めるとともに、需要の動向に即した新しい作目の導入にも

積極的に取り組んでいます。

　熟すと自然落下するマンゴーのネット収穫を考案し、最高級ブランド「太陽のタ

マゴ」の商標登録をするなど、完熟出荷にこだわり、輸入果実との差別化をはかっ

ている園芸部門で天皇杯を受賞された宮崎県果樹振興協議会亜熱帯果樹部会、早期

成園化技術を開発するとともに、機械化と幅広い品種導入により製茶工場の稼働率

の向上をはかり、生産性の高い高品質茶生産を実現している蚕糸・地域特産部門で

内閣総理大臣賞を受賞された鹿児島県志布志市の上室義和氏、〆浦（コノシロ）と

蒲鉾の新しい結着技術を開発し、鮮魚とすり身のうまみを生かした新商品を開発す

るなど、地元産の魚を有効活用し付加価値の高い加工食品を開発している水産部門

で内閣総理大臣賞を受賞された熊本県熊本市のふくとく株式会社、などの取組が評

価されます。

　第３の点は、多くの受賞者が地域のおかれた立地条件や気象条件を巧みに利用し

て、卓越したすばらしい経営を展開しているという点であります。また、厳しい立

地条件をむしろ逆手にとって、新たな農林産物づくりにも挑戦しています。

　春播き小麦「ハルユタカ」の初冬播き栽培技術を確立するとともに、「ハルユタ

カ」を使った農商工連携の地域産業おこしにも先導的役割を果たしている農産部門

で内閣総理大臣賞を受賞された北海道江別市の片岡弘正氏と八重子氏、このお二人

は夫婦連名受賞であります。和牛を中心に花卉と水稲の複合経営に取り組み、地域

の土地基盤 20ha を活用して、繁殖牛の放牧や飼料自給率 72％という高水準を実現

している畜産部門で内閣総理大臣賞を受賞された大分県九重町の鷲頭栄治氏と洋子

氏、このお二人も夫婦連名受賞であります。形崩れ、変色、シワを生じさせない優



受賞者のことば
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受賞財　経　営（水稲他）
受賞者　有限会社　瑞宝
住　所　青森県北津軽郡中泊町

天 皇 杯 受 賞
農 

産 

部 

門

園 

芸 

部 

門

畜 

産 

部 

門

農 

産 

部 

門

林 

産 

部 

門

水 

産 

部 

門
む
ら
づ
く
り
部
門

農 

産 

部 

門

有限会社　瑞宝　代表　三上　新一

　この度の農林水産祭において、栄誉ある天皇杯を賜り、社員、家族共々
心から喜んでおります。
　今回の受賞は、㈲瑞宝として頂きましたが、純農村地域での農業生産法
人の経営は、役員や社員・従業員をはじめその家族、地域の農業者や県内
外の消費者、取引先及び関係機関など多くの人々の支えがあって成り立つ
ものだと、改めて実感しているところであり、皆様に深く感謝申し上げま
す。
　私は、昭和 37 年に水稲専業農家の後継者として就農しましたが、薬剤
撒布の度に寝込んでしまうほど農薬に弱かったことから、農薬や化学肥料
を使わない農業経営ができないものかと「自然農法」に取り組んで参りま
した。小さな１筆の水田での試作からスタートし、地域の土壌特性や稲・
雑草の生態等を観察しながら試行錯誤を続け、現在では、乗用除草管理機
などの機械化作業体系を組み入れることで大規模稲作経営にも対応できる
技術となりました。これらの技術は、他の品目でも応用できることから、
近年は、大豆や野菜等を組み合わせた経営の多角化も進めています。
　このような自然循環機能を活かした持続的農業を実践することで、生産
者自身が健康で安心して農業に従事でき、消費者も安全・安心で健康的な
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受賞者のことば

　地域の概要と受賞者の略歴

１．地域の概要
（１）　地域の立地条件
　中泊町（なかどまりまち）は、津軽半島の
ほぼ中央に位置し、南西部には、白神山地に
端を発して津軽平野を縦断する岩木川が流
れ、いくつかの支流を集めて汽水湖の十三湖
に注いでいる。河口付近の平野地帯は地下水
面の極めて高い低湿地で、堆積により稲作な
どに適した肥沃な土壌泥炭・黒泥土）となっ
ている。江戸中期以降に開発された水田地帯は、かつては湿田が多く、水
害に悩まされたが、現在は豊かな穀倉地帯となっている。
　気候については、年間降水量 1,284mm、平均気温 10.0℃、年間日照時
間 1,476 時間となっている。
　㈲瑞宝（代表　三上新一）が営農の本拠地を置く中里地域は、総面積の
約６割が山地で、約３割が平地であり、袴腰岳（標高 628 ｍ）をはじめと
する山地は、スギ・ヒバなどの針葉樹林を中心とした国有林となっている。
集落は津軽中里駅周辺、国道 339 号沿い、河川沿いなど、山裾から低地に
かけて形成されており、山裾の集落付近には数多くのため池がある。

食生活を送ることができるということを経営理念に、これらの技術情報等
を常にオープンにすることで一層の普及・研鑽を図っていければと考えて
います。
　今後も、この栄誉に甘んじることなく、地域の気候風土を活かした大規
模機械化有機栽培技術の確立、消費者の視点に立った安全・安心な農産物
の生産販売に情熱を傾け、より一層精進して参ります。

 
むつ市

外ヶ浜町

弘前市
東北道

青森市

浪岡 I.C

八戸市

御所川原市

小泊地域

中里地域

第１図　
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（２）中泊町の沿革
　中泊町は、津軽半島の中央部を走る津軽山地の西側に位置する北津軽郡
に属し、西はつがる市と日本海、南北は五所川原市、そして東は外ヶ浜町
と接しており、県庁所在地の青森市までは約 50km の場所に位置している。
平成 17 年に津軽半島の中央部にある旧中里町と、日本海に面した旧小泊
村の新設合併により発足した。
　町域は中里地域が東西約 13km、南北約 21km、小泊地域が東西約
13km、南北 16km、総面積は 216.33km2、町の人口は、平成 17 年国勢調
査では 14,148 人、平成 21 年３月現在の推計人口は 13,880 人となっている。

２．農林水産業の概要
　中泊町の平成 18 年農業産出額は 39 億 6 千万円で、品目別内訳は、米が
31 億９千万円で全体の８割を占め、次いでトマトが１億９千万円となっ
ている（第１表）。また、主な農産物である水稲、大豆及びにんにくの作
付面積及び単収については第２表、経営耕地面積等農業の概要については
第３表の通りである。

　

第１表　中泊町の品目別農業産出額（H18 年）
区　分 町全体 1 位（米） 2 位（トマト） 3 位（葉たばこ）

農業産出額 39.6 億円 31.9 億円 1.9 億円 1.7 億円
割　 合 100.0%    80.60% 4.80% 4.30%

第２表　中泊町における販売農家数及び耕地面積 （単位：ha）
販売農家数

（うち主業農家数）
耕地面積

田 畑 計
1,040 戸（127） 3,390 423 3,813

※ 2005 年農林業センサス

第３表　水稲・大豆・にんにくの作付面積及び単収

区分 水稲 大豆 にんにく
作付面積（ha）単収（kg/10a）作付面積（ha）単収（kg/10a）作付面積（ha）単収（kg/10a）

中泊町 2,660 620 191 172 3 －
青森県 52,200 588 4,340 152 1,350 1,082
※水稲・大豆は平成 19 年産農作物統計値
※にんにくは、面積が平成 21 年普及指導室調べ、単収は H20 年の作物別経営実態調査より
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　受賞者の経営概要

１．経営の概要
　三上氏は昭和 37 年の就農直後から、農薬の使用による健康被害に悩ま
されるとともに、妻も健康被害を受けたため、化学肥料や化学合成農薬、
除草剤を使わない農業に先駆的に取り組んだ。当時は有機農業という言葉
が一般的でなかっため「自然農法」と自ら呼称した。やませに起因する冷
害等、様々な困難を乗り越え、大規模でも実践できる機械化有機栽培技術
を確立して経営の安定を実現した。平成 16 年には㈲瑞宝を設立し雇用型
経営への展開を目指した。現在では、法人構成員２人、常時雇用９人（男
性４人、女性５人）から成り、年間の臨時雇いについては、延べ人数が
910 人（実数 13 人）と、地域の人々の大きな雇用の場を提供している。

経　営　者 　　三上　新一（63 歳、㈲瑞宝　代表取締役）
法人構成員　　２人（本人と妻（百合子））　　　　　　　　　　
経 営 内 容　　水稲 23ha、大豆 60ha、にんにく 2.5ha
従 業 員 数　　常時雇用９人、臨時雇い延べ 910 人
売　上　高　　１億 3,800 万円
経 常 利 益　　3,226 万円　　　　　　　　　　　 ※平成 20 年現在

代表取締役
三上新一（本人） ………… 経営全般・水稲部門・大豆部門

………… 加工部門・野菜部門

………… 経理部門・発送部門

取締役
三上百合子（妻）

経理・記帳
三上裕恵（長女）

常 時 雇 用 者 ９ 人
（男４、女５）

写真１　三上氏と妻、長女
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　就業条件、休暇、給与規定等については定款、規定によって定められて
いる。女性の活躍の場については、妻の百合子氏を始め女性従業員が中心
となって豆腐・味噌の加工品を生産しているほか、経理等の事務や商品の
発送についても、長女の裕恵氏を中心に女性従業員が主体的に行っている。
　後継者についても、長女の裕恵氏が地元の JA を退職し法人の従業員と
なり、現在は、主に経理や商品の発送部門を担当している。現在、主要な
生産技術及び、法人の技術等経営全般について勉強中である。
　主な栽培作物は、水稲、大豆及びにんにくであり、それぞれの平成 21
年度の作付品種、作付面積、作付時期については第４表の通りである。ま
た、野菜（トマト）を生産しているほか、味噌・豆腐の加工、販売を行っ
ており、通年を通して雇用労働が有効に活用できる経営体を構築している。

２．経営の規模拡大の経過
　昭和 37 年の就農直後から、人、農薬や化学肥料をまったく使わない「自
然農法」による水稲栽培を５a 程の水田で開始した。当初は、雑草が生い
茂る等米の収穫はほとんど出来ず、２年目以降もほとんど収穫が見込めな
かった。
　しかし、昭和 57 年のほ場整備により機械化が可能となり、特に除草用
の機械の導入と独自の改良により、水稲の収量確保が可能となり、昭和
60 年には 10a 当たり 480kg（県平均の約８割）の収量を実現できるよう
になった。有機栽培技術についても参考文献等を基に独学で習得する等、
様々な技術の工夫を行い平成２年以降は、水稲作付けの全面積で「自然農

第４表　主な作目の栽培状況（平成 21 年度）
部　　門 品　　種 面　積 作　付　時　期

水　　稲 つがるロマン 28ha 田植え  ５月下旬
収　穫  ９月下旬～ 10 月上旬

大　　豆 おおすず 55ha 播　種  ６月上～中旬
収　穫  11 月中旬～ 12 月上旬

にんにく 福地ホワイト 2.5ha 植付け  ９月下旬～ 10 月上旬
収　穫  ６月下旬～７月上旬
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法」（有機農法）を実践している。
　平成５年には、北日本を中心に大冷害に見舞われ、青森県の作況指数も
28 に落ち込んだが、有機農法に取り組んでいた三上氏の水田は平年並み
の収量を確保し、三上氏が実践している有機農法に周囲の関心が一気に集
まり、地域でも有機農法に取り組む農家が出現した。そのため、32 人の
仲間とともに、有機米を乾燥・調製・精米するミニライスセンターの運営
組織である「中里町自然農法研究会」を設立し、以後、研究会の代表とし
て有機農法の技術の研鑽と普及を図っている。
　平成 12 年からは、地域の転作 60ha を引き受け有機農法による大豆栽
培を開始し、「有機大豆」として高い評価を得て契約栽培を実施するとと
もに、最近では味噌、豆腐等加工品として付加価値を高めた販売を行って
いる。さらに平成 16 年には㈲瑞宝を立ち上げるとともに、冬季の重要な
収入源ならびに従業員の冬場の仕事の確保を目指してにんにくの有機栽培
を始めるなど、地域の重要な雇用の場としての役割が発揮できるように経
営の多角化を推進している。

第５表　三上氏の就農から現在に至るまでの農業経営の動き
年 主　な　出　来　事

昭和 37 年 ・就農。

昭和 38 年 ・「自然農法」（有機農法）による水稲栽培を試験的に開始。
・農薬を使った農法が主流のため、周囲から批判の眼差しでみられる。

昭和 57 年 ・ほ場の区画整理開始

昭和 60 年 ・有機農法による水稲栽培で 10a 当たり 480kg の収量を確保できるまで技術
が向上。

昭和 61 年 ・妻が体調を崩す。近隣農家の子供がアトピーなどで苦しむ姿を目の当たり
にして、本格的に有機農法に取り組む。

平成 2 年 ・水稲の全面積を有機農法で栽培。
平成 5 年 ・青森県作況指数 28 の大冷害の年でも、有機農法により平年作を確保。
平成 6 年 ・有機農法に関心を持った農家 32 戸で「中里町自然農法研究会」を設立。
平成 8 年 ・ミニライスセンター建設。（中里町自然農法研究会）

平成 12 年 ・大豆の有機 JAS 認証を取得。大豆の作付は 60ha。
・籾殻、米ぬかを原料とした堆肥センター建設。（〃研究会）

平成 13 年 ・水稲の有機 JAS 認証を取得。三上氏 6ha、研究会全体では 40ha。
平成 14 年 ・共同育苗施設、大豆加工施設の建設。（〃研究会）

平成 16 年 ・有限会社「瑞宝」を設立。農産物加工施設を建設。
・有機 JAS にんにくの栽培を始める。

平成 20 年 ・有機 JAS 認証面積が、水稲 23ha、大豆 60ha、にんにく 2.5ha に拡大。
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３．経営の成果
　有機農法であるため、除草労働がかかること、また借地が多いために地
代がかかることから、労働時間や生産費については県平均を上回っている
ものの、ほぼ機械化による有機農業の技術体系を確立したことから、収量
については県平均の７～８割を確保している。なお、販売については独自
の販売ルートを開拓し、販売価格は県平均を大きく上回り、高い農業所得
を実現している。

　受賞財の特色

１．農薬や化学肥料を使わない「自然農法」への取組
　三上氏は、昭和 37 年の就農直後から、農薬や化学肥料をまったく使わ
ない「自然農法」による水稲栽培に取り組んでおり、　昭和 57 年のほ場の
区画整理に伴う除草用の機械の導入や技術の向上により、平成２年以降は、
水稲作付けの全面積で「自然農法」を実践している。
　三上氏の水稲の生育の特徴について、生育ステージは周辺と差は見られ
ないものの、草丈・茎数等生育量が少なく、栽培期間を通じて葉色値が小
さく、㎡あたり着生籾数は、慣行の約７割の 25,000 粒程度である。また、
高温時においても、冷害年次おいても収量や品質での年次変動は少なく、
特に登熟割合や品質は際だって高い。

２．「中里町自然農法研究会」の立ち上げ
　平成５年には、北日本を中心に百年に一度といわれる大冷害に見舞われ、
青森県の作況指数も 28 に落ち込んだが、有機農法に取り組んでいた三上
氏の水田は平年並みの収量を確保した。自身のほ場と他の人のほ場の差が
遠方からも明確に判別できる程歴然としていた。冷害でも平年収量を確保
できた要因としては、冷害対策のための栽培管理も徹底して実践したこと
もあるが、他の人は 10a 当たり 10 ～ 12 俵取ろうとしていたところ、三上
氏は、自然に近い形で７～８俵取れればいいという方針でやっていたため、
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稲体によけいな負荷がかからず、冷害を回避できたのではないかと考えて
いる。
　これを契機に、三上氏が実践している自然農法に対する周囲の関心が一
気に高まり、一緒に有機農法を実践する仲間が形成された。そして平成６
年には 32 人の仲間が集まって水稲の有機農法技術の研鑽と普及を図るた
め「中里町自然農法研究会」を組織するとともに，平成８年には有機栽培
米の乾燥・調製・精米を行うミニライスセンターを設立し、以後、研究会
の代表として自然農法の技術の研鑽と普及を図っている。

３．大規模有機農業の実践と耕作が困難になった農地の集積
①　三上氏（瑞宝）は、「中里町自然農法研究会」のメンバーや地域の農

家が高齢化や後継者不足で耕作できなくなった農地を集積し、水稲の有
機 JAS 栽培面積を年々拡大し、平成 20 年には栽培面積は 23ha に達し、
平成 13 年の 3.8 倍に拡大した。

　　なお、有機 JAS 認定は、「中里町自然農法研究会」で取得しており、
研究会の水稲の有機 JAS 認定面積は、平成 13 年以降 40ha で推移して
いる。

②　大豆の有機 JAS 栽培面積は、平成 12 年の認定以降 60ha で推移して
いる（転換期間中含む）。なお、大豆については三上氏（瑞宝）が転作
地の全作業を受託し、㈲瑞宝名義で販売している。転作地を提供した研
究会員や地域の農家へは、産地づくり交付金を借地料として支払ってい

写真２　三上氏ほ場 写真３　慣行栽培ほ場
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る。三上氏のこのような転作対応によって、地域で耕作放棄地が広がる
ことが大きく抑制されている。このため、中泊町における耕作放棄地の
面積は 1.1ha であり、中里町自然農法研究会における耕作放棄地の面積
は０ha となっている。

４．徹底した土づくり
　当初は稲わらを鋤き込むとともに、籾殻や米ぬかをほ場へ堆肥として還
元していたが、ほ場ごとに味のバラツキがあったため、堆肥センターを建
設し、稲わらや籾殻の他に米ぬか、くず大豆、菜種かす（購入したもの）
から発酵肥料を生産し農地に還元している。これらの堆肥については堆肥
用資材の多くを自給している。
　また、同地区は泥炭質のため窒素が豊富にあり、15cm 程の耕起と乾土
を実施することによって、その生産力を十分に生かしている。その他、ロー
タリーによる土壌砕土を徹底しており、雑草（特にひえ）対策を入念に行っ
ている。県の普及センターによる土壌分析の結果ではリン酸が少ないとの
結果が出ているため、試験的に緑肥の導入も検討している。

第６表　三上氏（瑞宝）及び「中里町自然農法研究会」の水稲有機栽培面積の推移
年　次 H13 年 H14 年 H15 年 H16 年 H17 年 H18 年 H19 年 H20 年

三上氏（瑞宝）ha） 6 7 8 9 11 13 15 23
三上氏以外の会員（ha）  34  33  32  31  29  27  25  17
研究会合計（ha）  40  40  40  40  40  40  40  40
研究会員数（人）  32  32  32  32  28  22  18  15

（注）１　水稲は平成 13 年産から有機 JAS 認証を取得。
２　三上氏は平成 16 年に法人化し㈲瑞宝となる。

第７表　大豆の有機栽培面積の推移 （単位：ha）

年　次 H12 年 H13 年 H14 年 H15 年 H16 年 H17 年 H18 年 H19 年 H20 年
三上（瑞宝）  60  60  60  60  60  60  60  60  60

（注）１　大豆は平成 12 年産から有機 JAS 認証を取得。（転換期間中含む）
２　作業は全て三上氏（瑞宝）が受託
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５．ほ場の管理について
　ほ場の管理に当たっては、次のように栽培作物ごとに様々な工夫を行っ
ている。

（１）　水稲
①　プール育苗の導入
　慣行の育苗では、本田の耕起・代掻き作業で多忙な、４月上旬から５月
中旬までの約 40 日間、ほぼ毎日、苗の温度・水管理作業を欠かすことが
できなかったが、プール育苗を導入したことにより、育苗管理時間が大幅
に軽減されている。
②　乗用型中耕除草機の導入
　有機栽培では本田の除草が最大のポイントになるが、従来の歩行型除草
機を、平成 18 年から乗用型中耕除草機に順次切り替え、除草時間の短縮
と作業の軽労化に努めている。

稲わらや籾殻堆肥の鋤き込み

プラウによる耕起と乾土効果の発現

ロータリの３回掛けや逆転ロータリによる土壌の砕土

徹底した土づくり

写真４　堆肥センター約 30ha 分の堆
肥が製造可能

写真５　プラウによる 15cm の耕起
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（２）　大豆
　大豆栽培においても除草が最大のポイントになっており、中耕除草機の
活用と、人手による仕上げ除草を行い、雇用創出の場にもなっている。

（３）　にんにく
①　播種機及び収穫機の導入により、作業員の労働の軽減化に努めている。
②　収穫や冬場の収穫調整では町内外のシルバー人材等を活用し、雇用創

出にもつながっている。
③　雑草防除のため、黒フィルムによるマルチ栽培と通路への敷わらを実

施している。

６．機械化の体系について
　機械による除草を中心に機械化を進め，機械化有機栽培技術体系の確立
に努めているほか、ミニライスセンター、堆肥センター、共同育苗施設、
農産加工施設を整備し、作業の効率化と多角化を行っている。また、全作
物に共通で使用するトラクターでは、特に秋期の土づくり作業で、①もみ
殻堆肥散布、②稲わらすき込み、③プラウ耕、④排水対策（サブソイラ）
の４作業を並行して実施する必要があるが、複数台のトラクタにこれらの
専用作業機をセットしたままでの組作業を実施することで、積雪前の限ら
れた期間での適期作業を可能にしている。
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第８表　共同利用施設について
種　類 設置年次 建物面積 備　考

ミニライスセンター
50t × 12 基　常温通風乾燥 H8 年 311m2 15 者による共同利用

ぼかし肥製造施設 H11 年 330m2 15 者による共同利用
籾殻堆肥施設 H11 年 356m2 15 者による共同利用
ビニールハウス H14 年 2,970m2
大豆加工施設
味噌：大豆で年間 2t
豆腐：大豆で年間 1.5t

H14 年 290m2 販売先は自然食品店、学生会
館橘、消費者グループ等

第９表　所有する農業機械について
種　類 数 設置年次 仕　様 メーカー

トラクター 6 H11,13,15,18,19 32,42,46,64,50ps クボタ、イセキ
トラクター 1 H17 28 クボタ
田植機 2 H17 8 条 クボタ
コンバイン 2 H16 5 条 クボタ
除草機 2 H18,19 6 条 ,8 条 キュウホー
大豆色彩選別機 1 H16 500kg/hr
普通トラック 2 H17
軽トラック 3 H16,18
油圧ショベル 1 H15
大豆乾燥機 1 60 石 ヤマモト

第 10 表　所有する農業機械の作物別の使用時間 （単位：時間）

種　類 数 使用時間 水稲 大豆 にんにく
トラクター 7 2,100 645 1,423 32
田植機 2 126 126
コンバイン 2 159 159
ライスセンター 1 900 900
乗用型水田除草機 2 133 133
大豆乾燥機 1 150 150
大豆色彩選別機 1 150 150
にんにく収穫機 1 72 72
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　その他、オペレーターの技術向上のため、農機具メーカー職員による指
導を受けているほか、法人負担によるトレーラーの牽引免許等の取得を
行っている。

７．水稲と大豆の輪作体系の確立による単収の確保
　水稲と大豆の輪作体系を計画的に行うことにより、雑草や病害虫の発生
を抑制している。
　また、土づくりと輪作体系の確立により、有機栽培でありながら、単収
は水稲が中泊町の一般栽培の約８割、大豆は約７割を確保している。

第 11 表　トラクターの汎用利用体系

第12表　水稲の10a当たり収量（kg/10a）     第13表　大豆の10a当たり収量（kg/10a）
区　分 収　量 比　率（%） 区　分 収　量 比　率（%）

三上氏（瑞宝）    478     77 三上氏（瑞宝）    118     69
中泊町    620    100 中泊町    172    100
青森県 588    95     青森県 152    88

（注）比率は中泊町を 100 とした （注）比率は中泊町を 100 とした
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８．有機農法を実践するための技術の工夫
　栽培技術については、栽培作物ごとに様々な工夫を行っている。
①　水稲では、育苗土の pH を上げないための工夫として、菜種粕と米ぬ

かで作られた「ぼかし」肥料（pH ７）とピートモス（pH ３～４）の混
合施用（pH ５）、種子の温湯消毒、水管理の省力化と有機質肥料による
生育障害の軽減を狙ったプール育苗、乗用除草機の導入等により、病害
虫や雑草の発生を抑制している。

②　大豆では、ロータリーカルチベータ等による機械除草と手取り除草を
組合せ、雑草の発生を抑制しているほか、炭酸カルシウムの施用を行っ
ている。

③　にんにくでは、植付機や収穫機を導入し、省力化に努めるとともに、
通路に敷藁を行うことで、雑草の発生を抑制している。

　　特に有機農法では雑草対策が重要であり、これまで最も苦労した点で
あるが、三上氏は溶接技術を持つ社員と共に、自身のほ場に合わせた除
草機の改良を行っており、機械除草と手取り除草を組み合わせた除草体
系を確立している。

写真６　水稲のプール育苗

写真９　大豆のロータリーカルチ

写真７　水稲の乗用型除草機 写真８　水稲の温湯消毒

写真 11　サブソイラーによる排水対策写真 10　にんにくの敷わらによる雑草対策
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９．従業員の通年雇用のための作物導入と冬期間の収入の確保
　年間を通じた従業員の雇用を可能とするため、有機 JAS にんにくの栽
培を始めたほか、有機大豆を使った味噌、豆腐の加工・販売、酒造会社へ
の有機米の提供、有機のくず米やくず大豆、くずにんにくをエサとして飼
育した鶏の卵の販売等、経営の多角化を積極的に推進している。
　また、共同でライスセンターを設置し、通年安定的な米の販売が可能と
なるような体制を整備している。乾燥方式についても、常温通風乾燥方式
を導入し、自然乾燥に近い、品質ムラの少ない乾燥を行っている。これに
よって、翌年の収穫期まで品質、量共に安定的な「今ずり米」の販売が可
能となり、安定的な収入の確保につながっている。

写真 12　ライスセンター

写真 14　豆腐の加工場

写真 13　加工用の味噌ダル

写真15　有機栽培米「自然純米」及び加工品
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10．高い収益性
　平成 16 年に㈲瑞宝を設立し、収益性の高い農業経営を行っている。こ
れまでは、研究会のメンバーの協力もあってライスセンターの運営等を
行ってきたが、その他のメンバーも自身の営農が繁忙となったため、三上
氏自身が法人化することで常勤雇いを増やし、効率的な経営を行うことと
した。
①　米
　自然農法で栽培した有機の米は、中里町自然農法研究会が買取り、研究
会が「自然純米」のネーミングで一元販売している。販売先については、
大都市への売り込み等積極的な営業活動を行っているわけではなく、従前
までの付合いや、口コミ等独自のルートで開拓している。米は受注後籾ず
りや精米を行う「今ずり米」として、県内外の消費者グループや個人、自
然食品店、東京都内の米穀小売業者などへ販売している。
　10a 当たり収量は８俵で県平均の 83％と少ないが、県産米を大きく上回
る価格で中里町自然農法研究会へ販売しており、その結果、10a 当たり粗
収益は県平均の２倍程度となっている。

②　大豆
　有機の大豆は有機野菜・有機食品を扱っている「ポラン広場」や学生会
館「橘」などと播種前契約を結び販売している。

③　にんにく
　にんにくについては、生産に係る費用を全て含めた価格で学生会館「橘」
と全量契約栽培を行っている。
粗収益から経営費を引いた所得は、三上氏（瑞宝）の場合、県平均の 2 倍
以上と非常に高くなっている。
　法人化以降、売上高が急激に伸びているのは、大豆の作付けに対する助
成金によるところが大きいが、米価については平成５年の冷害時に実現し
た価格をそのまま維持し、また、値切り交渉も無く高品質なものを安定価
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格で提供している。さらに、大豆は播種前契約、にんにくは契約栽培を行っ
ているため、高水準の利益を安定的に確保している。

　普及性と今後の方向

１　普及性
　自然循環機能を活かした持続的農業を実践することで、生産者が健康で
安心して農業に従事することができ、消費者もまた安全・安心で健康的な
食生活を送ることができるという経営理念をもち、土づくりを基本とした
環境にやさしい持続可能な有機農業を実践している。三上氏が実践する有
機農業は、除草と土づくりを工夫することで機械化体系が活用できるとう
極めて実践的かつ普及性が高い技術である。そのため、大規模機械化有機
栽培を試みようとする多くの地区、経営体で活用可能であり、今後広く普
及する可能性が高い。
　そのためには、試験研究機関や普及センターと連携して、誰もが機械化
有機農業に取り組めるような技術としてマニュアル等を整備することが重
要である。また、三上氏自身もこれまで開発・実践してきた機械化有機栽
培技術をオープンにし、研修希望者を受け入れるとともに、若手農業者の

第２図　㈲瑞宝の売上高及び利益の推移

写真 16　契約販売されたにんにく

写真 17　トマトのハウス栽培
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育成を重視しており、「青森県農業経
営士」や「青森県有機農業等実践アド
バイザー」として青森県農業を支える
中心的な存在となっている。さらに、
地元の小学校において講師として授業
を行う等、積極的に食育活動に取り組
んでいる。

２　今後の方向
　住民の働き先が少ない津軽地域にあって、農企業として地域住民を積極
的に雇用し、地域全体の重要な雇用の場を形成している。特に冬場の就業
先の確保を考えた経営の多角化の実践は、地域の農企業経営の今後の経営
展開の方向を示す重要な取組である。
　経営規模に関しては、更なる拡大と多角化を目指しており、拡大に伴っ
て必要となる人手については、社員を雇用することで展開していくことと
している。

（執筆者　農林水産省生産局生産流通振興課
土地利用第１班稲係長　宮本　英尚）

項目 平成 21 年 5 年後目標
水稲有機栽培面積 28ha 40ha
大豆有機栽培面積 55ha 70ha
にんにく有機栽培面積 2.5ha  5ha
常時雇用人数 9 人 15 人
臨時雇用人数 延べ 910 人 延べ 1,000 人

新作物の導入 育苗ハウスを活用した夏秋トマト栽培
有機栽培のもち米を使用した干し餅の加工

写真 18　地元の小学校での授業の様子

第 14 表
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受賞財　経　営（小麦他）
受賞者　片岡 弘正
 片岡 八重子（夫婦連名での表彰）
住　所　北海道江別市

受賞者のことば受賞者のことば

内閣総理大臣賞受賞

－ 23 －

片岡　弘正・八重子

　農林水産祭において、栄誉ある内閣総理大臣賞を頂き、身に余る光栄で
あります。これも偏に、地域生産者・関係諸機関のご指導、ご支援のお陰
であり、喜びと感謝の気持ちで一杯でございます。
　「ハルユタカ」は昭和 60 年に道立北見農業試験場で生まれた春まき小麦
で、国産としては 16 年ぶりに開発された強力タイプの品種でありました。
それまで国産小麦のほとんどがうどんなどの日本麺用でしたが、「ハルユ
タカ」はタンパク質の含有量が高く、パンや中華麺の適性を持つ貴重な小
麦として期待されました。しかし、病気や収穫直前の雨に弱いなど、生産
量も少なくいつの間にか「幻の小麦」と呼ばれておりました。
　こうした中、「消費者から愛されている小麦を幻にはしたくない」との
思いから、生産量を確保するため毎年試行錯誤を重ね、「ハルユタカ」が「野
良生え」していることをヒントに、通常は春先の播種を積雪前に播くこと
に挑戦し、「失敗したら春播きをすればいい」と平成４年 11 月下旬に播種
したところ、道内春播き小麦の２倍以上の収量がありました。これが後の

「初冬播き栽培」の原型となり、平成８年には普及センター・農業試験場・
農協等の協力を得ながら、栽培技術の基本形を確立しました。
　しかし、育てにくいというイメージから、積極的に取り組んでくれる生
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受賞者のことば

－ 24 －

受賞者のことば

－ 24 －

　地域の概要と受賞者の略歴

１　地域の概要
（１）地域の立地条件
　江別市は、石狩平野の中央部にあり、広さは東西 17.2 ｋｍ、南北
18.1km、総面積 187.57㎢で、最高標高 93.0m と概ね平坦な地勢を形成し
ており、日本第４位の長さを誇る石狩川の下流域に位置している。土壌統
群は泥炭土であるが、表土は客土された灰色低地土であり、生産力は比較
的高い。水源は、篠津中央土地改良区が管理する石狩川水系からの取水で
ある。
　江別市は、過去 10 年間の平均気温は、6.8℃で、最高気温が昭和 51 年
で 34.5℃、最低気温は昭和 52 年で－ 27.7℃が記録されているが、平均気
温からみると北海道でも比較的に温暖で、冬はやや寒く、夏はやや暑い準
大陸性気候となっている。地勢の関係から日本海から太平洋に向け、四季
を通じて風が強く、特に４月～５月頃には南南東の強風が特徴的である。

産者が少なかったことから、平成 10 年に「江別麦の会」を発足させ、パ
ンや麺の食味試験や小麦の先進需要地視察などを行い、地道な研究と普及
活動を続けた結果、平成 19 年度には 559ha に作付けされ、江別市内では
約 2,000t の「ハルユタカ」が生産されるようになり安定した収入源へと
変貌を遂げました。
　安定生産が可能となったことで、生産者・地元製粉企業・製麺企業・大
学・試験研究機関、行政等と消費者が一体となり、「江別小麦めんやパン」
の開発に関るなど農商工連携による地産地消・地域おこしの取り組みが進
められました。
　これからも、ハルユタカの生産のみならず、他の作物の生産においても、
この栄誉を励みとして、驕ることなく精進してまいりたいと存じます。
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降雨量は、過去 10 年間の平均が 1,116 ｍｍで、７月～８月に集中しやす
い傾向にあり、積雪は山間部に比べると少なく 11 月下旬から翌年４月初
旬までが降雪期となっている。
　　　

（２）農林水産業の概要
　江別市は、人口 12 万４千人を擁し、北海道の経済・商業の中心である
大消費地、札幌市（人口 190 万人）に隣接しており、製紙工場の街とし
て知られている。農産物の出荷先としては JA 共同販売により札幌市場の
他、全国各地の市場で販売されている。また、地元直売所での野菜の販売
や、小麦については JA と市内製粉会社の協力により製粉加工し、直売も
行っている。特に、同市は管内でも有数の小麦産地であり、作付面積は
約 1,776ha、その内 941ha が春播小麦、835ha が秋播き小麦となっている。
春播き品種では「ハルユタカ」及び「春よ恋」、秋播き品種では主に「ホ
ロシリ」及び「ホクシン」を作付けしている。製粉メーカーの要望により
江別小麦めんのブレンド用として使用される「ハルユタカ」は、北海道全
体の 63％の作付け（559ha）、「ホロシリコムギ」については、52％（470ha）
の作付けを行っている。

　　　 

札幌

市 

北海道 

江別

市 

第１図　

片岡



－ 26 － － 27 －

 

　受賞者の経営概要

１．経営の概要
　昭和 39 年に就農した片岡氏は、江別市の東部、美原地区において、約
32ha の経営地で水稲、畑作（秋播き小麦、春播き小麦、大豆、小豆、て
ん菜）、野菜（白菜、スィートコーン、キャベツ、人参）の複合経営を行っ
ており、管内を代表する大規模専業農家である。経営地は、所有地 22ha
と借地 9ha であるが、後継者の就農に伴い経営基盤の安定と所得確保を
図るため近年、農地取得により規模拡大を進めている。
　経営方針としては、平成 17 年に家族経営協定を締結し、妻及び長男夫
婦と親子２代での経営を行っており、労働力は家族労働を基本としている。
家族間の役割分担としては、片岡氏が農場運営全般、水稲、小麦作業を担っ
ている。
　一方、後継者である長男は畑作、野菜全般を担当しているが、播種時期が
限定されている小麦の初冬播栽培での播種作業や防除作業などは共同での
作業が多く、４年目を迎えた本年では、その栽培技術についても着実に継承
がなされている。また、本年度中に経営権を長男に移譲する予定である。

第２図　

ほ場配置図
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　他方、妻及び長男の嫁についても家事のほか雇用労働、パート労働の管
理、農作業記録や経営記帳等を主として担当するとともに、野菜の収穫作
業等の役割分担がなされており、農業経営において欠かせない存在である。
特に妻である八重子氏の役割は大きく、雇用労働の管理、経営記帳、息子
とのコミュニケーションの橋渡しだけでなく、「ハルユタカ」を活用した
パン作りなど、加工面でその力を発揮し、農場経営の多様化に大きな貢献
を果たしている。片岡農場の経営の確立は妻八重子氏の力無くしては考え
られず、この功績が極めて大きいとして夫婦連名で受賞されたものである。
また、農閑期には家族全員で経営成果の検討と次年度以降の経営戦略を練
り、計画を重視した攻めの経営を展開している。

 

２．経営の成果
　片岡氏は、麦、大豆、小豆、てん菜の畑作、水稲、そして野菜を組み合
わせた高収益の畑作・野菜経営を確立し、経営所得の安定を実現できる営
農モデルを確立した。平成 19 年度の粗収益に占める農業所得率は 27.5％
と高収益を実現している。

第１表　家族構成

氏 名 続 柄 年 令 職 業 年間農業
労働時間 備　考（役割分担等）

片岡　弘正 本人 63 農業 1,843 農場運営総括、防除全般、小麦、水稲管理

八重子　 妻 58 農業 1,584 野菜管理、ﾊﾟｰﾄ労務管理、農作業記録、直売
所統括

貴弘　 長男 31 農業 1,795 畑作・野菜統括、ブログ運営、ネット販売
喜代美　 長男の妻 32 農業   504 野菜管理、専従者源泉・年末調整手続、家事

弘毅　 長男の長男 2 　0

第２表　経営規模の推移 （単位：ａ）
部門

年度 水稲 小麦 大豆 小豆 てん菜 野菜

平成 17 215 648 227 397 200 450
平成 18 215 799 476 397 200 595
平成 19 215 938 300 296 280 702
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　さらに、片岡氏は昭和 60 年に北海道において優良品種として認定され
た春播き小麦の「ハルユタカ」は、パン・中華めん用途に適する品種とし
て実需者ニーズが高かったものの、収穫直前に降雨にあう等栽培が難しく
幻の麦となっていた。氏は平成３年よりおよそ６年間をかけて「ハルユタ
カ」を積雪前の初冬に播くという「初冬播き栽培技術」を確立させ、収量
の向上と安定化を実現した。また、19 年産春播き小麦、秋播き小麦の単
収については、それぞれ 561kg、543kg といずれも江別市、石狩管内、北
海道を大幅に上回っている。
　一方、19 年度の小麦の労働時間は、畑の土作り、小麦の生育状況をこ
まめに確認し、倒伏軽減対策として、「麦なで」を行うとともに、生育状
況に応じて、きめ細かな管理を行っているため単位あたり投下労働時間は、
北海道平均を上回っている。
　　　　　　　　　　　　       
　 第４表　小麦の単収と労働時間（平成 19 年度）

区　分
10a 当たり収量（kg） 10a 当たり労働時間（h） 比較（%）

片岡弘正（a） 江別市 石狩管内 北海道（b）片岡弘正
（c）

北海道
（d）

収量
（a/b）

労働時間
（c/d）

春播小麦 561 348 331 323 2.24 1.33 174 168
秋播小麦 543 477 517 510 2.16 1.32 106 164
注１　春播小麦は初冬播栽培も含む
注２　片岡氏の春播小麦は全て初冬播栽培である

第５表　小麦の生産費

区　分
10a 当たり費用合計（円） 60kg 当たり費用合計（円）

片岡弘正（a） 北海道（b） 比較（a/b） 片岡弘正（c） 北海道（d） 比較（c/d）

平成 17 年 47,315 52,898 89 6,408 10,651 51
平成 18 年 42,040 50,539 83 7,269 9,910 74
平成 19 年 41,471 52,671 79 4,435 9,784 45

注１　10a 当たり費用は春播小麦・秋播小麦も含む
注２　60kg 当たり費用は春播小麦のものである
注３　片岡氏の春播小麦は全て初冬播栽培である
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　受賞財の特色

１．技術
①小麦品種「ハルユタカ」の初冬播き栽培技術確立と地域への普及
　春播小麦は、「ハルユタカ」の初冬播き栽培のみで行っており、播種量は、
播種条件と種子の越冬（生存）率を考慮し、融雪後の理想的な生存茎数は
200 ～ 250 本 /㎡程度としている。
　また、地力対策として、競馬場から排出される馬糞を完熟させた馬糞堆
肥を計画的に投入している。基肥はリン酸資材のみか無肥料で行い、窒素
と加里は融雪直後、止葉期に行っている。止葉期分肥のタイミングや、開
花期の葉面散布の有無については、麦の生育状況に応じてコントロールし
ている。赤かび病防除は、麦の生育状況を観察し、開花始以降４～５回タ
イミング良く行っている。また、倒伏軽減対策はケイ酸資材の葉面散布や

“麦なで”等を行ったり、各地の情報を収集し、追肥法を改善する等、常
に調査研究を行っている。
　他方、秋播き小麦の究極の単収目標は１t という高いハードルを自ら設
定し、一歩でもこれに近づくよう、完熟馬糞堆肥の施用や土壌診断に基づ
いた周到な施肥設計を行うと同時に、播種、追肥および倒伏軽減対策の研
究に怠りなく取り組んでいる。

☆春播き小麦の初冬播き栽培
　通常、春播き小麦は融雪後（４月中旬）に播種を行うが、生育期間が短く、
収量、品質が不安定になりやすいのが欠点である。そこで前年の根雪前に
播種を行い、融雪直後から生育をスタートさせる、いわば“究極の早播き
栽培”が初冬播き栽培である。この栽培法は、通常の春播き栽培に比べ生
育期間が長くなる上、出穂、開花期が１週間から 10 日程度早まるために、
赤かび病やムギキモグリバエ等の病害虫の発生や穂発芽を回避しやすくな
り、収量・品質の向上につながることが最大のメリットである。
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☆　麦なで
　防除スプレイヤの竿にシートとパイプの錘をつけ、小麦ほ場の茎葉をな
でるという接触刺激を与えて、耐倒伏性を高める技術

２　経営
　①　高収益性複合経営の確立
　作付体系は、春播き小麦について全作付面積を「ハルユタカ」の初冬播
き栽培を行っており、収穫時期の前進化を図り降雨による穂発芽を回避す
るほか、春耕期の作業競合をさけることが可能となっている。輪作体系の
確立のために水田の大半を転作田として利用しており、小麦を中心として
大豆、小豆など豆類、てん菜、野菜の５品目による輪作体系を確立してい
る。土づくりが基本という信念から、JRA 札幌競馬場への積極的な働き
かけにより、これまで産業廃棄物として処理されていた馬糞堆肥を無償で
入手する他、地域内有畜農家との麦稈交換により牛糞堆肥を投入している。
また、積極的な堆肥の導入による減化学肥料や減農薬に努め、「エコファー
マー」の認定を取得するなど、環境に配慮した高収益畑作・野菜複合経営
を行っている。
　かつて、片岡氏の農場経営は、水稲中心の経営形態であったが、現在で
は、平成 19 年の畑作・野菜の複合経営で農業所得は道内の同規模経営の

写真１　ドリルシーダーによる初冬播
き栽培の播種作業

写真２　自作した麦なで機での作業風景
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10a 当たり農業所得の 1.5 倍を確保し、農業所得率も常に約３割を確保す
るなど、圧倒的に高い収益性を誇っている。

② 農業機械・施設への過剰投資を抑制
　片岡氏の農業経営者として特筆できる優れた資質の一つとして、農業機
械の修理能力と作業機などの開発能力である。片岡農場には古い農機・作
業機が現在も現役で活躍しており、戦後の北海道における農機の歴史を見
るようである。また、農機具格納庫や作業舎も自ら建設しており、減価償
却費は大きな経営負担にはなっていない。現在、年間の減価償却費は 200
万円前後であり、同規模の農業経営に比較して極めて低い。栽培技術だけ
でなく、機械の修理・作業機の工夫など、低コスト大規模畑作・野菜経営
を実践している。

③実需者ニーズの高い春播き小麦の初冬播き栽培技術の確立
　昭和 60 年に北海道の優良品種として認定された春播き小麦「ハルユタ
カ」は日本では数少ないパン・中華めんに適した品種で、実需者ニーズが
極めて高い品種である。しかしながら、病気に弱く、収穫期に雨害による
穂発芽など栽培方法が難しく、作付けは年々減少し、幻の小麦となってい
た（第８表）。片岡氏は「ハルユタカ」の生産量を確保するため、いろい
ろな栽培法に挑戦してきており、ペーパーポット移植栽培に取り組んだ時
期もあった。しかし、この方法は良質な麦の収穫が見込める反面、経費や

第６表　片岡氏の作付品目の変遷（面積ベース） （単位：ha）

年度 作物名／面積 合計
昭和
53 年

水稲 　 　 　 　 　 その他 99 　 　 　 　 　 　
平成
元年

水稲 小麦 大豆 小豆 　 野菜 その他 165 5 － 1 　 5 　
平成
10 年

水稲 小麦 大豆 小豆 てん菜 野菜 その他 205 3.5 3.5 2 － 6 　
平成
20 年

水稲 小麦 大豆 小豆 てん菜 野菜 その他 282.2 8.8 1.8 2.2 3 5.1 4.9
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労働時間がかかり過ぎ、断念せざるを得なかった。やがて氏は、「野良生
え」をヒントに編み出した「春播き小麦の初冬播き栽培」に平成３年より
試験的に取り組み農業改良普及センター、農協、農業試験場等の協力を得
て、平成８年に栽培技術の基本型を完成させた。この栽培技術の確立によ
り、地域の「ハルユタカ」の収量は従来の 2.5 倍と飛躍的に高まり、生産
量が安定的に確保されたことから、栽培面積が増加し、生産者の所得向上
につながっている。

④「農商工連携」を先導した「ハルユタカ」での地域産業おこしを先導
ア　片岡氏が中心になって開発した「ハルユタカ」の初冬播き栽培は、安

定技術として周辺農家に浸透し、江別市内の「ハルユタカ」生産農家は、
平成 10 年には 10 戸だったものが平成 19 年には約４倍の 142 戸に大幅
に増加した。作付面積も平成 10 年度に僅かに 35ha だったものが、平
成 19 年には 559ha に増加し、生産量も 2,400ｔ の多きに至っている。

イ　春播き小麦「ハルユタカ」の安定生産が確立されたことから、「ハル
ユタカ」生産者、地元製粉企業、製めん企業、大学、試験研究機関、行政、
消費者が一体となった「江別麦の会」が設立され、消流運動が取り組ま
れた。片岡氏は「江別麦の会」の会長を務め、「ハルユタカ」の消流運
動を推進することにより、「ハルユタカ」を主原料にした「江別小麦めん」、

「江別小麦パン」のブランド品を開発した。

第７表　片岡氏のハルユタカの初冬播き栽培の作付面積と単収の推移
年　　産 16 H17 18 19 平均

作付面積（a） 347 248 278 422 324
10a 当り単収（kg） 560 443 347* 561 521*
注：H18 は長雨による被害年であり平均算定基礎より除く

第８表　江別市及び北海道におけるハルユタカの単収の推移 （単位：kg/10a）
年　産 H ７ ８ ９ 10 H11 12 13 14 15 16 17 18
江別市 16 95 12 215 50 175 198 258 335 330 356 332
北海道 86 118 72 167 125 91 128 123 269 306 297 305

資料：北海道農政事務所調べ
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ウ　また、片岡氏はこのほかの地域産業おこしの取り組みとして、「北海
道食の自給ネットワーク」が主導する日本で初めての取り組みとなる「小
麦トラスト運動」に生産者として参加し、産地訪問の実施などトラスト
一般会員（消費者）との交流を継続している。

エ　さらに、片岡氏は平成 14 年度から地元小中学校の農業学習の講師を
務め、その中で農場視察演習の受け入れを行っている。その結果、毎年
３～４校、延べ 100 名以上の小、中学生が片岡氏ほ場を訪れ、小麦の学
習、地元の農業について学習しており、加えて、市内にある酪農学園大
学において特別講義「実践農業経済学」の講師も行っている。

　普及性と今後の方向

１．普及性
　片岡氏は、普通作物と収益性の高い野菜の複合経営により、道内同規模
の農業経営より 1.5 培の農業所得を確保していることから、日本の食料生
産を支える北海道農家の模範となる農業経営のビジネスモデルを提起して
いる。また、今後の我が国における小麦需要はパン用、中華めん用のニー
ズが大きく、こうした適性を備えた国産小麦品種による安定生産が緊急の
課題である。春播き小麦の「ハルユタカ」は、パンや中華めん用の適性が
高かったが、穂発芽等の雨害に弱く、生産は長く停滞していた。このよう
な中、片岡氏は、収量の向上と安定化に大きく貢献する「ハルユタカ」の
初冬播き栽培技術を確立した。本技術は、まだまだ作付面積を拡大できる
可能性が高い。また、「ハルユタカ」を活用した農商工連携の取り組みは、
農産物を活用した農商工連携の貴重な成功事例であり、その取り組みは他
産地でも適用することができる高い一般性を備えている。

２．今後の方向
　片岡氏は、今後の目標は小麦のより多収への挑戦であり、その実現可能
性はあると自信を深めている。また、多収とともに、小麦の「初冬播き栽
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培」における農薬散布回数の削減に挑戦しており、環境に配慮した持続性
の高い畑作・野菜経営の確立をめざしている。なお、後継者による農業の
後継が決定したことにより、さらなる経営規模の拡大が可能になり、新た
な経営の確立を目標としている。

（執筆者　農林水産省生産局生産流通振興課
土地利用第１班麦係長　久野　純一郎）
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受賞財　経　営（水稲）
受賞者　有限会社　アグリ山﨑
住　所　茨城県坂東市

受賞者のことば
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日本農林漁業振興会会長賞受賞

有限会社　アグリ山﨑　代表　山﨑　正志

　農林水産祭に参加できましたことは、激変する時代の流れの中で、私の
周囲だけ突然時が止まったかのような大きな感動に包まれた一日でありま
した。
　同時に、日頃より御指導いただいている関係機関の方々、御協力御支援
いただいている皆様に心から感謝の念がわき起こってまいりました。
　「食の安全」に対して、国民の関心は高まっていますが、それを踏まえ
た具体的な行動、食べ物生産としての農業に対する理解という点では、い
まひとつであるように感じています。そんな中、この農林水産祭は、農林
水産業への理解を深める大きな出来事であることには間違いないと思いま
す。私は 10 年前にも、参加する機会がありましたが、その時とは雰囲気
の違いに驚かされました。
　日本は瑞穂の国ということで、古くから米を主食としてきました。新嘗
祭に参加して、それらの歴史が強く頭をよぎりましたし、改めて日本の食
文化を考えさせられました。「お米を食べてお米の汁（日本酒）を飲んで
いれば健康だ」などという話もあるほどですから。
　これまで以上に、土づくり、人づくり、そして環境にやさしい農業を実
践しつつ、本物の美味しさが消費者の皆様に伝わりますよう努力を重ね、
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受賞者のことば
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　地域の概要と受賞者の略歴

１　地域の概要
（１）地域の立地条件
　茨城県坂東市は茨城県の南西部に
位置し、平成 17 年３月 22 日に岩井
市と猿島町が合併して誕生した。利
根川を挟んで千葉県野田市と接す
る。気候は太平洋型で、年平均気温
は 15.0℃、年間降水量は 1,293mm
と比較的温暖な地域である。
　坂東市の総農家戸数は 3,723 戸（H17）、うち専業農家数は 467 戸（H17）
である。総耕地面積は 5,840ha で、うち 2,880ha は水田である。農業産出
額 2,189 千万円（H18）で、うち米の農業産出額は 248 千万円（H18）となっ
ている。

（２）農林水産業の概要 
　坂東市の主要な産業である農業では、温暖な気候と首都圏へ 50km 圏内
という地理的条件を生かして、生鮮野菜の栽培が盛んである。気候にも恵
まれているためほとんどの野菜が栽培されているが、特に、レタス、夏ネ
ギ、トマト、春ハクサイは茨城県の銘柄指定産地を受けるブランド品とし
て、市場でも人気となっている。

また地域と共に発展していく所存です。
　この賞の重みをしっかりと受け止め、受け継がれてきた日本の文化を次
世代に正しく残していくために、農業を軸にした食育活動にも力を入れて、
社会に貢献していきたいと思っております。

 
 

第１図　
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　坂東市における総農家数は 3,712 戸、うち販売農家が 2,804 戸であり、
内訳は専業が 467 戸、第一種兼業が 789 戸、第二種兼業が 1,548 戸となっ
ている。また、総耕地面積は 5,840ha となっており、うち水田は 2,880ha

（49％）となっている。農業算出額は、2,189 千万円であり、うち水稲の農
業産出額は 248 千万円（11％）を占める。

　受賞者の経営概要

１．経営の概要
　山﨑氏が、代表を務める「有限会社アグリ山﨑」は、利根川との支流の
飯沼川に挟まれた水田地帯で、稲作を主体とした大規模土地利用型農業経
営を実践する農業生産法人で、平成８年９月に設立された。
　平成 20 年度現在の経営面積は、水稲 45ha、麦 17ha、大豆 15ha、農作
業受託 15ha であり、冬期は暗きょ排水工事を請け負っている。主な労働力
は、本人、妻、後継者の３名と常時雇用４名、臨時雇用（年間 100 名）である。
　昭和 44 年に後継者として就農した山﨑氏は、機械化・大規模化による
合理的農業経営のあり方を模索しながら、水田面積を徐々に拡大してきた。
その一方で、水田基盤整備が進み、化学肥料や農薬を大量に使用する水稲
耕作に疑問を抱き、環境に配慮した有機農法の模索が始まった。
　昭和 56 年に県のカリフォルニア米（アメリカ合衆国カリフォルニア州
サクラメントの国府田農場）の視察研修が転機となり、1,000ha 規模の農
場、ヘリコプターや大型コンバインが活躍する壮大な米づくりに加え、農
業者が生産から販売までを行う「自社ブランド米」の経営形態に刺激を受
け、生産・販売に関する意識が変化した。　
　昭和 62 年より特別栽培米の生産を、平成４年より小売店や消費者への
直接販売を始めた。平成８年には、地域農業の維持・発展のための核とな
るべく「有限会社アグリ山﨑」を設立、有機栽培米づくりを開始した。平
成 12 年には、改正 JAS 法に基づく有機検査認証制度に茨城県で初めて認
定されている。
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第１表　農業経営の変遷 （単位：ha）

年次 内　容 水田経営面積
計 自作地 借地 受託

昭和 21 年 父が父が勘助新田にて開拓を開始。 2.0 2.0 － －
昭和 44 年 後継者として就農。 2.6 2.6 － －
昭和 56 年 米国カリフオルニア州の国府田農場視察。 7.9 4.7 3.2 13.6
昭和 62 年 化学合成農薬。化学肥料を使わない農法を開始。 6.3 3.0 3.3 8.7

平成４年 米穀小売店の許可を取得。
消費者への直接販売を開始 10.4 3.5 6.9 9.9

平成８年 有限会社「アグリ山㟢」設立。
有機栽培米つく吟を開始。 14.2 4.0 10.2 12.0

平成 12 年 改正 JAS 法に基づく有機検査認誕制度に県内初認定。
家族経営協定締結。 24.0 4.0 20.0 11.3

平成 14 年 消費者との「田植え・稲刈り交流」開始 33.8 4.5 29.3 9.6
平成 19 年 湛水直播栽培技術の導入。 40.5 4.5 36.0 10.0

平成 21 年 茨城県農業経営士協会会長に就任。
社団法人日本法人協会役員に就任。 45.0 4.5 40.5 15.0

第２表　機械の所有状況

種類 台数・
個数 導入年次 性能・馬など 制作会社

トラクター 10 昭和44～平成19年 23 ～ 95 馬力 イセキ・フォード
汎用コンバイン １ 平成13年 ６条 イセキ

自脱用コンバイン ３ 平成16年 ６条 イセキ
乾燥機 13 平成10年～平成19年 32 ～ 50 石 イセキ・山本

高精度水田用除草機 ２ 平成14年～平成17年 ８条 イセキ
湛水直播機 １ 平成19年 ８条 イセキ

第３表　家族と農業従事者
氏名 続柄 満年齢 農業従事日数 農業従事内容

家
族                          

山㟢　正志 本人 58 歳 250 日 全般
山㟢みつ子 妻 58 歳 250 日 経理・管理作業
山㟢　美穂 娘 33 歳 250 日 事務・検査・管理
山㟢　七郎 父 82 歳 100 日 管理
山㟢　静枝 母 86 歳 － －

雇
用

常時雇用 男 ４人 総計 1,000 日 管理・機械作業
女

臨時雇用 男
女
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２．経営の成果
　平成 19 年の水稲における 10a あたりの収益状況については、粗収益が
176,660 円、経営費が 102,455 円、所得が 74,205 円となっている（所得率
42.0％）。
　また、平成 20 年の法人の売上は 9,988 万円となっている。

写真１　自脱型コンバイン

写真３　トラクター

写真２　乾燥機

写真４　汎用コンバイン
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第４表　損益計算書（平成 19 年 8 月 1 日～平成 20 年 7 月 31 日） （単位：円）
科　目 金　額

Ⅰ【営業損益】
　１（純売上高）
　商品売上 99,877,320 99,877,320
２（売上原価）
　期首棚卸高 1,570,750
　　当期製品製造原価 78,008,687
　期末棚卸高 △ 3,009,500 76,569,937

売　上　総　利　益 23,307,383
３（販売費及び一般管理費） 35,506,979

営　  業　  損　  失 12,199,596

Ⅱ【営業外損失】
　１（営業外収益）
　受取利息 14,679
　雑収入 14,374,927 14,389,606
　２（営業外費用）
　支払利息割引料金 540,756 540,756

経　  常  　利  　益 1,649,254

Ⅲ【特別損失】
　固定資産除去損 96,346 96,346

税引前当期純利益 1,552,908
当　期　純　利　益 1,552,908

第５表　水稲 10a 当たり収量の推移 （単位：kg）
平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 最近３カ年

山㟢氏 500 500 530 510
市町村の平均 490 498 514 501
府県の平均 504 508 537 516

第６表　所要労働時間（時間 /10a）

作業名 作業時間
山㟢氏 県平均

育苗（移植） 3.00 2.85
耕起整地 2.30 5.05
基肥散布 0.30 1.19

田植え（移植） 0.60 4.14
機械除草 3.00 1.63

収穫 0.40 4.56
乾燥・調整 1.80 2.11

計 11.40 21.53
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　受賞財の特色

１．技術
（１）　環境に配慮した有機農法の取組
　山﨑氏は、昭和 62 年から特別栽培米、平成８年度から有機栽培米の生
産を開始し、栽培面積を拡大してきている。有機農産物の認証に向けた体
制を整え、平成 12 年には、県内で初めて改正 JAS 法に基づく有機検査認
証制度に認定されている。
　特別栽培・有機栽培では、機械除草に取り組んでおり、平成９年に「高
精度水田用除草機」を導入した。除草は雑草の発生状況に応じて、田植え
後 7 日～ 10 日間に１回と、その後１回～２回実施する。その後に残った
雑草は、手取り除草で取り除くようにしている。また、雑草が発生する時
間を与えないように、代かきを通常よりも早めに行い、田植えの１日～２
日前に再度、代かきを行う工夫をしている。
　なお、水稲作付面積のうち有機栽培は約 15％、特別栽培は約 30％を占
めている。また、その他の慣行栽培を含め肥料はすべて有機質のものを使
用している。

　　　　　　　　　
　　

写真５　高精度水田除草機による除草作業 写真６　高精度水田除草機の拡大図
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（２）収量を維持しつつ、高品質化への取組
　収量重視の米づくりは食味低下につながるとの考えから、収量目標は
510kg/10a としており、食味重視の米づくりに努めている。栽培方法のポ
イントは「土づくり」と「水管理」としている。「土づくり」においては、
収穫された米の副産物（ワラ、ヌカ、籾殻等）はそのままの形、又は堆肥
にして、極力水田に還元するように心がけている。なお、堆肥は地域の畜
産農家と連携しながら生産を行い、毎年２月にほ場に基肥として施用して
いる。「水管理」については、全てのほ場で活着後、出穂までは可能な限
り深水管理をし、出穂後は間断かんがいに切り替えている。深水管理の効
果としては、除草・茎を太くする・穂を大きくする・倒伏防止がある。特
に有機栽培では、雑草対策が一番の課題となっており、中干しを実施せず
に、深水管理と高精度水田用除草機による機械除草、手取り除草で管理し
ている。また、多様な品目を栽培することで、作期の分散を図っている。
なお、乾燥調整時の異品種混入を防止するため、品種ごとに乾燥調製を行
い、作業終了後には清掃作業を徹底している。また、有機栽培米は専用の
機械を使用している。

（３）省力化技術の導入
　省力化技術の取組として、平成 19 年から湛水直播栽培を行っている。
県内では乾田直播栽培が普及しつつあるが、直播でも特別栽培を行いたい
との考えから、草との競合にも強い湛水直播栽培技術を選択した。直播栽
培導入のメリットとしては、除草剤の節減、鳥害の減少等がある。平成
20 年には「高精度湛水土壌中点播機」を導入し、2.3ha で栽培を行ってお
り、今後も面積を増やす予定である。また、慣行栽培における省力的技術
としては、植え付け本数を２～３本にする・株間を 17 ～ 18cm にする・
播種量を 120g/ 箱にする等の疎植栽培や、成熟期の異なる品種を作付し、
作期の分散を図っている等の取組を行っている。
　さらに、大豆栽培においては、平成 21 年より不耕起栽培技術を導入し
ている。
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２．経営
（１）生産者による直接販売の先駆け
　「農業者が生産から販売までを行う」という目標に向かって自ら販路開
拓を行い、平成４年から消費者や小売店、飲食店への直接販売を開始した。
その際、安定的に米を供給できる体制を示すことによって小売店や飲食店
の信頼を得るために、米穀小売店の許可を取得した。

（２）米のブランド化の取り組み　
　有機栽培のコシヒカリは「将門ひかり舞」として、特別栽培のコシヒカ
リとミルキークイーンを「美穂郷の米」として、自社ブランド米の販売を

 作目 品種 面積(ha) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

あきたこまち 1.52 　　　　○ 　　 ▲◎ 　　　　■

美山錦 3.46 　　　　○ 　　 ▲◎ 　　　　■

チヨニシキ 1.01 　　　　　○ 　　　 ▲◎ 　　　　　■

ミルキークィーン 9.79 　　　　　○ 　　　 ▲◎ 　　　　 　■

コシヒカリ（早植） 　　　　　○ 　　　 ▲◎ 　　　　　 ■

コシヒカリ(遅植） 　　　　○　　　 ▲◎ 　　 ■

ゆめひたち 0.72 ○　　　　▲◎ 　　　 ■

LGCソフト 0.60 ○　　　　▲◎ 　　　　 ■

マンゲツモチ 2.24 ○　 ▲◎ 　　　　　■

ヒノヒカリ 0.40 ○　 ▲◎ ■

カシマムギ 6.00 ■ △ ○

農林61号 6.00 　　 ■ 　△○

ハタユタカ 6.00 △○ 　　■

タチナガハ 7.00 △ ○        ■

納豆小粒 4.00 　　　　　  △○           ■

大豆

22.33水稲

麦

第２図　作付体系の図

△：耕起、▲：代かき、○：播種、◎：田植、■：収穫

写真７　湛水直播栽培の播種作業 写真８　高精度湛水土壌中点播機
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行っている。「将門ひかり舞」「美穂郷の米」はいずれも商標登録を行い、
地域オリジナル米（茨城県の認証制度）として積極的に PR を行い、県や
地域でも認められている。これらは都内および茨城県内の大手デパートで
販売されている。また、特別栽培において、低グルテリン米である LGC
ソフトも生産し、販売業者に出荷している。

（３）販路の拡大・多角化とリスク対策　
　米の販売先は、デパート、消費者（宅配）、レストランチェーン、小売店、
飲食店と多様である。
　また、酒米については、平成 10 年から酒造メーカーと契約販売を結び、
酒造好適米「美山錦」の栽培を行っている。現在、４社と契約し、年間
18ｔ を生産している。さらに、付加価値販売の取組として、もち米（マン
ゲツモチ）を年間 4.2ｔ 生産し、のしもちに加工後、個人宅配やスーパー
や産直店等へ直接販売を行っている。
　このような直接販売にあたって、代金回収のリスク対策として、販売先
を特定の相手に集中させない（１社で全体の３割を超えないようにする）、
新規の消費者は宅配の際に着払いを利用する等を行っている。

（４）消費者との交流
　平成 12 年からは、本物にこだわる消費者の声を聞くと同時に栽培方法
など生産者の情報を直接伝えるために、デパートでの店頭試食販売を開始
している。また、平成 14 年からは、消費者に米を少しでも身近に感じて
もらうための取組として、消費者自ら田植えや収穫を体験できる「田植え・
稲刈り交流」を行っている。

　　　　　
第７表　有機栽培米の栽培面積（平成20年度）

有機栽培

コシヒカリ 1.4ha
ミルキークィーン 2.1ha

美山錦 1.8ha
計 5.3ha

第８表　特別栽培米の栽培面積（平成20年度）

特別栽培

コシヒカリ 5.0ha
ミルキークィーン 4.9ha

LGC ソフト 0.7ha
計 10.6ha
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（５）経営合理化の取組
　経営の多角化として、麦・大豆栽培の他に、建設業許可を取得し、冬季
の暗渠工事請負を行っている。建設土木工事の技術を習得したことにより、
借地等の基盤整備を自ら行い、作業効率の向上を図っている。これらの取
組により、年間を通して雇用の創出に貢献している。

（６）担い手の育成・確保のための地域への貢献
　「事業の拡大＝人材の確保・育成」と考え、地域農業の維持・発展のた
めに地域の核として法人化し、研修生の積極的な受け入れや社員教育にも
力を入れている。また、高品質良食味米生産を目指し有利販売に結び付け
ることを目的として、自社に出荷する生産者と「愛稲会」「水稲ゆうき会」
を設立した。このうち「愛稲会」では、長年にわ
たり、栽培技術の勉強会を行ってきた。また、「水
稲ゆうき会」では、統一した栽培基準で水稲栽培
を行うとともに、品質に応じた買い取り価格を設
定することで生産者のやる気を高め、全体の技術
向上・平準化に努めた。その結果、平成 20 年に
は地域の生産者とともに、独自ブランド「田園王
子」を立ち上げることができた。

写真９　自社ブランド「将門ひかり舞」 写真 10　自社ブランド「美穂郷の米」
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（７）人材育成の取り組み
　後継者および若手社員の育成に積極的に取り組んでいる。
後継者の山﨑美穂氏は、平成 10 年に入社。平成 11 年に県の海外派遣事業
によるドイツへのファームステイが転機となり、法人経営に意欲的に取り
組んでいる。「オーガニック検査員」「米穀検査員」「J-GAP 審査員」等の
資格を活かした活動に取り組むとともに、県主催の「いばらき農業元気アッ
プ女性リーダー育成専門講座」への参画を契機とした産地づくり提言や、

「お米マイスター」として地域の子供達への食育活動など、地域活動にも
積極的に参加している。また、大学時代の友人が勤務している酒蔵とタイ
アップし、アグリ山﨑の有機栽培米を使った日本酒「美穂久仁」を共同で
開発した。
　社員に対しては、機械作業に関わる各種資格を取得させるとともに、各
自が担当するほ場の管理を任せて適期作業の重要性などを伝えている。ま
た、「水稲ゆうき会」に参加させて、地域の生産者や関係機関とのつなが
りを持つ機会を作っている。
　さらに、後継者と社員に新商品の開発を任せたところ、若年層の消費者
をターゲットとした新ブランド「美穂郷の米」が誕生した。

写真 11　山﨑氏と後継者 写真 12　純米吟醸酒「美穂久仁」
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　普及性と今後の方向

１．普及性
　地域の水稲生産者をまとめ、「水稲ゆうき会」「愛稲会」を組織化し、先
進事例研修や勉強会等を行い、また、氏自身が、認定農業者・県の経営士
会会長・社団法人日本法人協会役員等の役職を務めている。さらには、食
農連携や食育活動にも積極的に参加しており、消費者の農業や農政、食に
関する関心を高めてほしいとの考えから、消費者への直接販売をするとと
もに、消費者交流活動にも力を注いでいる。このような取り組みの中で、
次世代を担う後継者も育成しながら、将来的にも更なる発展が期待される。

２．今後の方向性
（１）地域としての目指す姿
　普通作経営は、土地利用型経営であり、地域との関係が重要であるとの
想いから、担い手は地域を背負っていく立場であり、自分だけが利益を追
求するのではなく、地域と一丸となって取り組んでいくという精神が大切
であると考えている。また、有機栽培においては、周辺のほ場が有機栽培
でない場合には、緩衝地帯を設ける等の周囲の理解が必要であるため、今
後は地域の絆をより深いものにしていくこととしている。

（２）経営体として目指す姿
　平成21年度は湛水直播栽培面積を４～５haに拡大したいと考えており、
将来的には、経営面積の半分は特別栽培とし（約 20 ～ 25ha）、特別栽培
は全て直播栽培としたいと考えている。直播栽培は、現在のところ湛水直
播栽培であるが、今後は乾田直播栽培技術と組み合わせて行うことを検討
している。
　現在のようなほ場管理のもとで効率的な経営ができる規模として、50ha
程度を想定している。また、規模拡大だけではなく、経営内容の充実を図
ることとしており、社員の質・ほ場の条件整備・米の品質向上を図ること
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によって、同じ経営面積でも手元に残る所得を考え、経営の質を上げてい
くことを考えている。消費者のニーズは「良いものを安く」と考えており、
面的拡大だけでは、厳しい現状にあるため、付加価値のある販売に努めて
いくこととしている。さらに、将来的には海外で米を販売したいと考えて
おり、取り組みを開始したところである。
　なお、今後まとまった農地が出てくることも考えられるが、水稲面積が
50ha を大きく超えるような場合には分社化も視野に入れている。そのた
めに新卒の社員を採用しており、人材育成にさらに力を入れる方針である。
経営内でも、営業などの専属の職員を配置し、「生産」「販売」「加工」等
の部門分けを行い、経営の合理化を図ることを検討していく。

（執筆者　農林水産省生産局生産流通振興課
土地利用第１班稲係　飯塚　仁彦）



受賞財　経　営（マンゴー）
受賞者　宮崎県果樹振興協議会亜熱帯果樹部会
住　所　宮崎県宮崎市

受賞者のことば
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天 皇 杯 受 賞

園 

芸 

部 

門

宮崎県果樹振興協議会亜熱帯果樹部会　代表　松田　泰一

 この度、平成 21 年度農林水産祭園芸部門において天皇杯という最高の栄
誉を賜りまして、部会員一同身に余る光栄と存じております。
　私ども宮崎県果樹振興協議会亜熱帯果樹部会は、「宮崎はひとつ」とい
うスローガンのもとに 20 年来マンゴー栽培に励んで参りました。今回の
受賞は、先人達のマンゴーに取り組んだチャレンジ精神と、より良き果実
生産を目指した熱意、たゆまぬ技術研鑽の上に認められた結果であると考
えております。
　今でこそ、名実ともに宮崎を代表する果物となり農家経営の安定に寄与
しているマンゴーですが、当初、新規作物であるマンゴー栽培を導入する
に当たっては幾多の苦難がありました。
　技術面では、世界に数多くある品種の中から日本人の嗜好に適した「アー
ウィン」を選択し、消費者に一番美味しいタイミングで食べていただくた
めに完熟にこだわった「ネット栽培方法」を開発しました。また、販売面
では、平成 10 年には最高級ブランド「太陽のタマゴ」の商標登録を行い、
徹底した規格の厳守や共同での販売 PR に取り組んでまいりました。
　近年では、宮崎県で開発した残留農薬分析システムによる全戸分析や、光
センサーによる糖度測定など信頼確保を図るための取組を進めております。
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受賞者のことば

　地域の概要と受賞者の略歴 　　　　　　　　

１．地域の概要　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）地域の立地条件
　宮崎県は九州の東部に位置し、総面積 7,735k
㎡のうち森林が 76％を占め、農地は 9％である。
気候は温暖で、平均気温は 17.2℃と高く、日照
時間、快晴日数は全国トップクラスである。地
質的には、沿岸部の砂丘畑地帯から、沖積土の
水田地帯、火山灰土壌の台地となっており、そ
の土壌条件に応じた農業が展開されている。耕
地面積は約 7 万 ha で、水田が約 4 万 ha、畑が
約 3 万 ha である。

（２）農林水産業の概要 
　宮崎県の総農家数は全国の 1.8％、農業産出額は 3.6％を占めている。主
要品目では野菜を中心とした施設園芸、畜産等が営まれており、平成 19
年の農業産出額は 3,078 億円と全国第６位である。
　平成 18 年度の県内総生産は 3 兆 5 千億円余で、農業は 1,744 億円で全
体の 5％、県の農家人口は 13 万人で県の総人口の 11.3％を占める。
　県の果樹栽培面積は 3,480ha（平成 19 年）で、そのうち柑橘類が 50％、

　果樹農業の情勢は、国際化の進展や産地の高齢化など厳しいものがあり
ますが、私どもの活動が他の品目の模範となれるよう、今回の天皇杯受賞
の重みを、産地の責任の重さだと捉え、現状に満足することなく更なる技
術向上に取組ながら信頼性の高い産地となるよう研鑽に努めていきたいと
考えております。

第１図　宮崎県のマンゴー産地
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くりが 27%と大半を占める。
　みかん過剰など果樹農業の低迷期
から、温暖多照な恵まれた気象条件
を活かしたマンゴー、完熟きんかん、
日向夏といった宮崎ならではの特徴
ある品目の生産振興が図られた結果、
果樹面積が大きく減少する中で、産
出額は増加に転じており、平成 19 年
には 141 億円となった（第２図）。

２．受賞者の略歴
（１）宮崎県果樹振興協議会亜熱帯果樹部会（会長：松田泰一）における
マンゴー導入のあゆみ
　・昭和 51 年　宮崎県総合農試亜熱帯作物支場でマンゴーの栽培試験を
  開始
　・昭和 61 年　県単独事業で西都市２戸に導入し、栽培を開始
　・昭和 63 年　マンゴー初出荷
　・平成 ５年　宮崎県果樹振興協議会に亜熱帯果樹部会を設立
　・平成 10 年　 「太陽のタマゴ」商標登録（JA 宮崎経済連）
　・平成 12 年　国庫事業を活用し、マンゴー苗木生産施設を整備
　・平成 13 年　「太陽のタマゴ」が県商品ブランドとして認証
　・平成 16 年　マンゴーの取扱高が初めて 10 億を突破（11 億７千万円）
　・平成 21 年　全国農業コンクールで農林水産大臣賞を受賞
    

（２）宮崎県果樹振興協議会亜熱帯果樹部会の概要
　宮崎県果樹振興協議会は、県内果樹農業者の意志に基づく組織的活動に
よって果樹農業者協同の安定的発展に寄与することを目的に昭和 47 年に
設立された。亜熱帯果樹の他、カンキツやクリなど８品目の部会から組織
されており、部会員数は平成 20 年現在 2,781 名となっている。

第２図　果樹面積と算出額の推移
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　亜熱帯果樹部会は、マンゴーの生産が増加した平成５年に設立され、「宮
崎はひとつ」の合い言葉のもと、栽培技術向上のための研修会や販売方針
検討会、販売促進 PR を自主的に行っており、県全体でブランド産地化を
進めている。
　現在、９JA（９部会）262 名の会員で構成され、平均年齢が 48 歳と若く、
また、高齢の会員のほとんどに後継者がいるなど大変活気のある部会であ
る（第４図）。
　組織の大きな特徴は、県内産地がひとつになって活動しているところに
あり、県全体のマンゴー栽培に占める組織加入率は生産者数で 88％、面
積で 78％を占める。
 
　　　　　　　　　　　　

　受賞者の経営概要

１．経営の概要
（１）研修会等による栽培技術の向上  
　各部会での技術研修会はもとより、
宮崎県下一体となった全体研修会を行
い、生産者の栽培技術レベルの向上と
意識啓発を図っている。また、青年部
や女性部の研修会を実施しているだけ

第３図　協議会の概要

写真１　研修会の様子

第４図　部会の概要
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でなく、重要病害である炭そ病が問題になった場合にはその防除対策に的
を絞った研修会を緊急開催するなど､ 課題に対して迅速な対応を取ってい
る。   
                           

（２）出荷規格の統一や販売戦略の検討
　出荷規格の統一や出荷計画の策定など
の協議を行い、また、目揃え会や抜き打
ち検査で自ら厳しい出荷前管理を実施し
ている。出荷は非破壊センサーで糖度判
定を行い、全てに生産者名を明記した出
荷を行っている。また、出荷前には全戸、
残留農薬分析を実施し、安全確認を行っ
ている。

（３）一体となった PR・販売対策の実施
　宮崎県はひとつという意識の中で、市
場や量販店等で「完熟マンゴー」の販売
促進活動を一体的に展開している。

２．経営の成果
（１）マンゴーが宮崎を代表する果物に成長
　マンゴー栽培は、技術の確立とともに、面積、生産者数ともに増加し、
平成 19 年には宮崎県の品目別果樹産出額でみかんを抜いて、トップとなっ
た（39 億円）、（第 1 表、第６図）。

 

写真２　戦略会議

写真３　PR 活動

第 1 表　面積と生産者数 （単位：ha、トン、戸、千万円）
昭和 63 年 平成 6 年 平成 10 年 平成 15 年 平成 19 年 平成 20 年

宮崎県

面積 1.5 11 18 46 65 77
生産量 0.1 46 158 436 815 911
栽培戸数 9 67 87 170 230 275
産出額 － 9 40 130 392 －

※面積、生産量、栽培戸数：市町村報告（県農産園芸課まとめ）
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（２）品質管理の徹底によりブランド化が進展
　宮崎産完熟マンゴーの品質管
理の向上と PR の推進の結果、出
荷量は年々増加しながら、平均単
価も上昇してきた。
　平成 19 年は東国原知事のア
ピール力等により著しい高値と
なった。平成 20 年は、前年より
も価格は低下したものの平成 18
年に比較すると高い伸びを示して
おり､品質が評価され着実にブランド化が進んできた結果であると言える。

（３）栽培技術の確立によりマンゴー経営の所得が向上
　当初は品質面や収量で課題が多かったが、関係機関一体となった栽培技
術確立の取組の結果、年々、収量・品質が安定し、マンゴー農家経営の所
得向上につながった。現在、部会員一人当たりの平均栽培面積は 25 ａで、
農業経営の大きな柱となっている。
 　　　 

第５図　面積と生産者数

第７図　平均単価と出荷量

第６図　品目別果樹算出額の推移
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　受賞財の特色

１．技術
（１）ヤニ果・裂果等の発生対策
　栽培を始めた当初、ヤニ果や裂果の発
生が最大の課題であった。試験研究機関
等との連携を図りながら試行錯誤を重ね
た結果、ステージにあわせた温度管理等
の改善により品質向上を図ることができ
た。

（２）完熟にこだわるネット収穫
  追熟型の果実であるマンゴーは、熟すと果硬部に離層をつくり自然落下
する。部会では､ この特徴を活かしてネット収穫を考案した。
  消費者に完熟果を提供するに当たっては、輸入果実との差別化を図ると
いうメリットと、日持ちが悪いデメリットについて、部会内で慎重に検討
を重ねた結果、完熟出荷にこだわることを選択した。
　ネット収穫とはネットにポトリと落ちた果実を収穫する方法であるが、
この収穫法を確立するまでにも、ネットの種類や掛ける時期で果実に傷が
付いたり、ネットの跡が付いたりと試行錯誤を繰り返した。現在では宮崎
産マンゴーは 100％ネット収穫を行っている。

写真４　ヤニ果

写真５　ネット収穫 写真６　花房
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（３）高品質生産の取り組み
  マンゴーの花房を一つ一つ吊り上げ、日光がまんべんなく当たるように
し、ミツバチにより受粉を行っている。結実したら適正着果量に摘果し、
残した果実を一つ一つ吊り上げて日光が当たるようにすることで、高品質
なマンゴーが生産されている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　
２．経営

（１）ブランド確立への取組
　輸入果実との差別化を図るため、宮崎
産完熟マンゴーのブランド確立を進めて
きた。平成 10 年には、糖度 15 度以上、
階級２Ｌ以上、鮮紅色部分が全体の１/
２以上あるものを最高級ブランド「太陽
のタマゴ」として基準化し、商標登録を行った。
　「太陽のタマゴ」を生産の目標として、部会員に対して品質管理の意識
を徹底させている。　　　　　　　　

（２）安全・安心の確保に向けた取組を推進  
　全部会員で防除記録簿の記帳を徹底して
おり、出荷前には宮崎県で開発した迅速な
残留農薬分析システムを活用して全戸分析
を行っている。
　また、非破壊センサーによる糖度測定や、
果実に JA 名等を直接印字する産地保証の取
組を行っており、消費者の信頼確保に努め
ている。

（３）苗木供給体制の確立
  マンゴー産地の確立には、優良品種の苗木

写真７　 「太陽のタマゴ」

写真８　「非破壊選果機と
個体識別番号」
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確保が重要であることから、平成 12
年に国庫事業を活用してマンゴーの苗
木生産施設を整備した。これにより、
年間約 4,000 本の苗木を安定的に供給
できる体制が確立し産地化が促進され
た。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　普及性と今後の方向

１．普及性
（1） 国産マンゴーの需要拡大が見込まれる
　国産マンゴーの認知度が高まり、加工・業務も含め需要量が拡大してい
る中、国内生産量は約 3,000t（沖縄県：約 58％、宮崎県：26％）で､ ま
だまだ供給量が少ない状況にある。また、マンゴーは約 12,000t 程度が輸
入されているが、使途が完全に区分されており、国産マンゴーの品質管理
を徹底することで更に需要拡大が図られると見込まれる。
　　　

（2）将来に向けた大規模経営が出現
　マンゴー経営は他品目に比べ投下労力が少なく、労働生産性が高いこと
から大規模経営を志向する担い手が出現している。マンゴー栽培は温度管
理等で開花時期をコントロールすることにより出荷時期を調整できること
から、大規模経営を志向する生産者は労力をうまく配分して計画生産を
行っている。

写真９　育苗

第２表　マンゴーの国内生産及び輸入状況
H17 H18 H19

国産マンゴー 面積 （ha） 311 348 369
生産量（t）  2,152  2,676 2,687

 マンゴー輸入量（ｔ）     12,139 12,383 12,389
※面積、生産量：特産果樹生産動態等調査（農林水産省まとめ）
　輸入量：財務省貿易統計
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（３）果樹産地の産地再編に貢献
　みかん、くり等の露地果樹が中心であった宮崎県の果樹農業において、
新たな産地再編の核としてマンゴー経営が導入され、担い手の所得源とし
て経営改善に貢献している。

２．今後の方向
（１）消費者から信頼されるブランド確立
　消費者から信頼され、安心して購入してもらえるよう、今後も「完熟」
出荷にこだわりながら更なる技術確立を進め、県下で統一した規格を厳守
するなどの品質管理を徹底することで、確固たる日本一のブランド産地確
立を目指している。
　また、世界には多様なマンゴー品種
があることから、「アーウィン」種に
次ぐ品種の検討を進めるなど、バラエ
ティのあるマンゴー産地確立を目指す
取組も進めることとしている。

（２）魅力ある経営の確立と省エネル
ギー生産
　マンゴー経営の安定化を図るために
安定・高品質生産に向けた技術確立を
進めている。
　また、マンゴー栽培における最大の
危険因子は台風等の気象災害であるこ
とから、低コストで強風に強い栽培ハ
ウス導入による産地拡大を進めている。
　一方、環境にやさしい省エネルギー対策として、ヒートポンプの導入を
進めており、暖房経費の節減だけでなく除湿効果を使った品質向上など今
後の活用が期待される。

写真 10 　ハウス団地

写真 11　「ヒートポンプ」
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（３）夢ある若手後継者の育成
  亜熱帯果樹部会では、新規栽培者の
フォローアップとして、生産者相互の
情報交換会や学習の場をつくったり、
また、栽培のマニュアル化も進めて、
初期コストが高いマンゴー栽培におい
て失敗しない対策を講じている。
　また、大苗育苗の取組や計画密植栽
培など早期に経営確立が図られるための産地サポート体制づくりなど、「宮
崎はひとつ」のブランド産地づくりを皆で推進している。　
　以上のように、宮崎県果樹振興協議会亜熱帯果樹部会は冬季の温暖多日
照という宮崎県の気候の有利性を生かしてマンゴー生産を行っているが、
マンゴーは新規栽培であったため､栽培技術や販売戦略が確立しておらず、
亜熱帯果樹部会としては一致団結して栽培技術の向上やブランド確立に取
り組んできた。この過程で地域の先進的な部会員（農家）や県､ JA の果
たした役割はきわめて大きい。現在では収益性の高い経営を行っており、
高品質な贈答用果物の需要は今後もあると思われること、これまでの努力
により既にブランドが確立し、また光センサーを利用した品質管理の徹底
によって今後もその高いブランド力は維持されると思われること、苗木の
供給を通じて無理な生産拡大を抑えていること、また JA､ 県が亜熱帯果
樹部会の活動を積極的に支えている点から見て、今後とも持続的な発展を
維持することは可能であると考えられる。今後の更なる発展のために残さ
れた課題を挙げるとすれば､ ハウスマンゴーの生産量と品質を両方ともに
向上させる技術の開発､ 完熟品の持つ高い品質を維持しつつ低コストで輸
送するための保存・輸送方法の改善であるが､ これらについては県や JA
と今まで以上に密接な連携を取っていくことが必要になると思われる。

（執筆者　東京大学大学院農学生命科学研究科教授　杉山　信男）

写真 12　後継者
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受賞財　経　営（カーネーション）
受賞者　長崎県央農業協同組合諫早カーネーション部会
住　所　長崎県諫早市

受賞者のことば 長崎県央農業協同組合　諫早カーネーション部会

代表　江頭　富春

　このたび、栄えある内閣総理大臣賞を受賞し、喜びと感謝の念に堪えま
せん。これもひとえに長崎県を始め諫早市、JA ながさき県央、地域の皆
様からのご指導、ご支援の賜と心から深く感謝申し上げます。
　昭和 48 年、一人がカーネーション栽培を始め、その後、施設園芸に魅
力を感じた同士の仲間たちが徐々に加わり現在の８戸となりました。当初
はわからないことばかりのなか苦労と不安の連続でしたが、毎晩のように
全員が集まり議論を重ねていた日々を思い出します。しかし、それが、今
の私たちの結束力に繋がってきたのだと思っております。
　この間、平成３年の台風襲来を始めとする幾多の困難もありましたが、
部会の結束力と周囲からの支援により、苦労を乗り越えてくることができ
ました。また、関係機関のお力添えをいただきながら規模拡大を進め、現
在では栽培面積 5.5ha、年間販売量は約 680 万本、県内から北海道までの
８市場に出荷するまで発展を遂げることができました。
　現在では、経営面において休日制や給料制などを導入し、ゆとりある農
業も実現できるようになり、後継者も少しずつ育ってまいりました。今回
の受賞を機に私たち部会を始め、地域の農業がさらに活性化し、地域全体
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受賞者のことば
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　地域の概要と受賞者の略歴

１．地域の概要
（１）地域の立地条件
　JA ながさき県央諫早カーネーション部会が所在する諫早市飯盛町は県
の南東部に位置し（第１図）、平地及び小丘陵地帯に広がる畑作農業地帯
である。気候は温暖で、沿岸の一部には無霜地帯もあり、平均気温 16℃、
年間降水量 2,200㎜、年間日照時間 2,300
時間と施設園芸に適した気象である。

（２）農林水産業の概要
　JA ながさき県央管内（諫早市、大村市、
東彼杵町、川棚町、波佐見町）の主幹作
物は水稲、みかん、いちご、茶、ばれい
しょ、肉用牛等である。近年は観光農園
や直売所などを核にした都市部消費者と
も交流が盛んとなっている。

第１図　長崎県内における諫早市飯 
　　　　盛町の位置

の発展に繋がっていけばと願っております。
　景気が低迷している現在、カーネーション経営は非常に厳しい状況です
が、私たち部会が、ここまでこられたのは、一人一人がみんなに迷惑をか
けられないと言う気持ちがあったからだと思っています。これからも「一
人はみんなのため、みんなは一人のために」を忘れずに部会の結束を更に
強めていきたいと思います。同時にこの賞に恥じぬよう、尚一層の精進を
重ねていく所存です。今後ともこれまでと変わらぬご指導を賜りますよう
よろしくお願いします。

佐世保市

諫早市

雲仙市
長崎市

諫早市飯盛町
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２．受賞者の略歴
　昭和 48 年に 1 戸がカーネーション栽培を開始し、昭和 59 年に周辺２戸
の農家を取り込み若葉生産組合を結成した。この取組に影響を受け、昭和
60 年に 4 戸、平成４年に 1 戸が加入し、現在の諫早カーネーション部会
となった。　　
　この間、施設を拡大し、部会員相互の研鑽により、品質、収量の向上を図っ
た。また、幾多の困難もあり、特に平成３年の台風 19 号で施設は壊滅的
な被害を受けたが、強い結束力で立ち直り、国内でも有数の産地となった。

　受賞者の経営概要

１．経営の概要
　部会は 8 戸の生産者によって構成され、一戸一役を受け持ち、部会の運
営を行っている。構成は部会長 1 名、販売部長 1 名、資材部長 1 名、苗部
長１名、会計 1 名、監事 3 名の役員となっており、各役職は、部会長も含
め 2 ～ 3 年ごとの完全交代制になっている（第２図、第１表）。全戸が部
会長を経験することで、常に全体で部会運営・発展を真剣に考えるように
なっている。
　すでに、7 戸において後継者が就農しており、各担当も徐々に後継者が
引き継ぎ、順調に世代交代が進んでいる。数年後には全戸で後継者が就農
予定である。

写真１　部会員全体の写真

部会長

販売部長 資材部長 苗部長 会計 監事 

ＪＡながさき県央 

諫早カーネーション部会 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

カーネーション部会 青 年 部 

長崎県花き振興協議会 

第２図　組織の構成図
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２．経営の成果
（１）生産及び販売状況
　国内のカーネーション生産は、輸入の増加や価格低迷により減少してい
る中で、当部会は施設面積を着実に伸ばしている（第３図）。さらに、平
成 16 年より分散していたハウスを現在の直径 1㎞以内に集約化した。
　平成 18 年度、部会の平均栽培面積は 66.8a で県平均（44.9a）、全国平均

（18.8a）を上回る大規模経営を行っている。なお、平成 20 年度の栽培面
積は 5.5ha で、約 680 万本を出荷している。

第１表　役員の主な役割
役職名 主　な　役　割
部会長 部会全体の総括

販売部長
各市場での商品性調査や相対取引の調整。
実需者協議会や買参人との連絡調整。
地域での花育活動。

資材部長 肥料・農薬・ハウス資材・出荷用資材等の共同購入の取りまとめ及び注文など

苗部長 苗の取りまとめ及び注文。
次年度栽培品種の情報収集。

会　計 部会内の会計
監　事 部会内の庶務
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第３図　諫早カーネーション部会の面積と販売額の推移

※グラフはカーネーションのみの実績
※部会の決算期間の 7 月～翌年 6 月でとりまとめている。
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（２）部会員の経営収支
　近年、景気の低迷、輸入量の増加は国内のカーネーション経営を圧迫し
てきているが、当部会は、高品質化と生産安定技術向上により経営強化を
図ってきている。当部会の平均単価は全国平均より常に上回っており、平
成 19 年度は、全国平均より約 10 円高く取引されている（第４図）。
　また、後述するコスト削減に向けた取組を実施してきたことで、1 戸当
りの農業所得は 1,350 万円を確保している（第２表）。

　　　　

　受賞財の特色

１．技術
（１）品質向上・収量増加に向けた技
術確立
　栽植本数を慣行（37.5 本 /㎡）より
28.5 本 /㎡と減らし、枝の誘引、摘心
などの独自の仕立て法を導入した（写

第２表　諫早カーネーション部会１戸当り平均経営収支
面　積（ａ） 販売額（円） 生産費（円） 農業所得（円）

平成 20 年度 68.5 41,633,164 28,132,717 13,500,446
※年度：1 月～ 12 月

写真２　枝の誘引

誘引

第４図　諫早カーネーション部会平均単価推移

※農林水産統計花き卸売市場調査結果の概要より
※部会平均単価を全国統計にあわせて１～ 12 月で算出
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真２、第５図）。この技術開発で、株あたりの収量増、品質の向上、種苗
費の削減を実現した。また、高温期には一部のハウスで被覆資材を白寒冷
紗にかえ、ハウス内の温度を下げ１番花から高品質な切り花を出荷するこ
とを可能にしている。
　さらに、収穫後直ちに鮮度保持処理を行い、市場まで徹底した低温管理
により品質保持に努め、市場で高い評価を得ている。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）省力化に向けた取組
　新たな養液土耕システムや自動選花機を地元企業と共同開発した。養液
土耕の導入が灌水・施肥時間を 10a 当り 90 時間から 12 時間へと大幅に削
減し、品質の均一化にもつながった。また、自動選花機を導入したことで、
出荷調整の労力の軽減と時間の短縮につながった。

（3）新品種による産地強化
　輸入花きに対抗するための産地強化のため、長崎県のオリジナル品種育
成に深く関与し、これまでに「マシュマロ」、「こんぺいとう」、「ミルクセー
キ」の３品種を育成した。また、寒冷地（北海道）とのオリジナル品種の
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×：摘心 
①～⑪：採花順 

誘引した枝

 

諫早カーネーション
オリジナルの仕立て方

第５図　オリジナルの仕立て方（スプレータイプ）
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リレー栽培締結に積極的に関わった。オリジナル品種の PR 及び出荷も他
産地に先駆け行っている。
　一方、種苗メーカー、市場と連携して、新品種展示ほを設置し栽培特性・
消費者ニーズの把握に努め、消費者嗜好にあった品種の選定導入を図って
いる。

（４）環境に配慮した技術への取組
　防虫ネットの導入により、防除回数を約５割に低減させた。さらに、全
栽培施設において養液土耕栽培を導入し、窒素施用量を標準より２割以上
の低減することを実現している。土づくりについては地元の養豚農家と連
携したオリジナル堆肥を利用し、この取組が評価され、県堆肥コンクール
で知事賞を受賞している。
　また、部会発足時より、部会員全員が生産履歴の記帳を実施するととも
に、「環境に優しい花づくり」を目指し平成 18 年度にはエコファーマーに
認定されている。

２．経営
（１）指数化による販売代金精算方法の開発
　消費者の要望に応え、本部会では幅広く約 50 品種の栽培を行っている。
しかし、抽選で割り当てられた品種によっては、部会員の収入に差が生じ
る恐れがある。そのため、平均単価にもとづいた指数計算方式により販売
代金を精算している。これにより、どの品種を栽培しても収入に不平等が
生じないように工夫している（第６図）。この精算方法は、長崎県の他産
地にも利用されるとともに、カーネーションだけでなく他の花き産地へも
波及しつつある。
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（２）コスト低減に向けた取組
　カーネーション経営で、種苗費の占める割合は高い。県内他産地と苗を
一括購入することで、コスト削減を実現した。施設の被覆資材、肥料、農
薬などの生産資材も指定業者において共同入札、共同購入することで経費
を削減している。さらに、部会内でハウス規格を統一することで、資材な
どの大量購入ができ、業者による設計等の手間が省け、ハウスを低コスト
で設置している。
　市場への輸送コスト低減には当部会が高いリーダーシップを発揮し、県
内生産組織に輸送協議会を設け、入札制度により、東京出荷のコストを１
本あたり１円削減させた。

（３）女性や後継者の活躍
　平成９年度に１戸の法人を除く７戸が家族経営協定を締結した。経営に
おける役割分担、労働時間、労働報酬、福利厚生、各種研修への参加、家
事の分担、経営移譲などを取り決め、経営改善を実践している。労働報酬
は家族それぞれの口座に振り込み、特別手当も保証している。このことは
後継者並びに後継者の妻の就農を円滑にし、やる気を持たせることにつな
がっている。後継者は責任ある役割を受け持ち、ガーベラ等の補完品目を
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第６図　指数化による精算例
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主体的に栽培するなど、部会運営や個別経営に積極的に関わっている。
　本部会の優れた点の一つとして、女性の経営参画がある。昭和 60 年に
女性部（若葉グループ）が組織され、経営管理のためのパソコンによる
簿記研修を行うとともに、各種研修会に積極的に参加している（写真３）。
県外研修にも男性と交替で出席し、技術や情報の蓄積と収集をして経営決
定にも参画している。また、細やかな雇用労働者の管理にも女性の適性を
活かしている。

　普及性と今後の方向

１．普及性
　本部会が開発した新たな生産技術や独自の販売代金の精算方法は県内外
から高い評価を得て、他産地においても導入されている。
　全国的にカーネーションが低迷し生産戸数、生産量とも減少する中、逆
に発展を続ける当部会のこれまでの取組は、全国からの視察者も絶えるこ
とはなく、地域はもとより全国の産地発展の参考になっている。
　本部会は、毎年積極的に研修生を受け入れ、就農後も技術指導を行って
おり、カーネーションの後継者育成に大きく貢献している。また、高い技
術力と経営力もあり、農業技術関係職員や海外からの研修生等についても
受入れるなど、幅広い人材の育成にも尽力している。

写真３　部会女性の主催で異業種（雲仙旅館女将組合）経営交流会を開催
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　一方、花とのふれあいを通して命の大切さを学ぶ「心の花育」を関係機
関と協力して市内の保育所の園児を対象にして行っている。本部会は花材
の提供とフラワーアレンジメントの指導を行い、明日を担う子供たちに「花
の心」を伝えている。

２．今後の方向
　今後も輸入増加は続くものと考えられる中で、農業所得を確保し、産地
を維持していくには、県全体の発展が必要であると考え、これまで以上に
各産地との連携を強化していくこととしている。特に県オリジナル品種育
成に県内の生産者が一体となって力を注ぎ、独自性を発揮していき、輸入
に負けない産地づくりを目指している。
　さらに、これまで以上の高品質生産を図るため、品種毎の栽培技術の確
立、地域にあった技術開発を進めるとともに、部会員の情報交換、ほ場管
理の徹底により、秀品率の向上に向け生産技術の向上に取り組むこととし
ている。
　数年後には部会員全員の後継者が就農する予定であり、さらなる規模拡
大を計画している。平成 18 年に本部会の後継者を中心とした県花き振興
協議会青年部が結成され、将来を担うリーダーの育成が行われている。現
在カーネーション主体の経営である中、ガーベラ、トルコギキョウ、ラナ
ンキュラスなど新たな草花類の栽培も行われており、これらは後継者が主
体の部門となっている。今後施設拡大とともにこれらも増加の見込みであ
る。将来的には、複数の花き類を取りそろえることにより、労力の平準化
及び周年雇用を確立し、さらには年間を通して安定した収入を得られるよ
う経営の安定化を目指すとともに豊富な品揃えで、卸売市場流通はもとよ
り花束加工や量販店に対する契約出荷など多様な流通チャネルに対応して
いくこととしている。

（執筆者　千葉県農林総合研究センター暖地園芸研究所
果樹研究室上席研究員　神田　美知枝）
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受賞財　経　営（露地野菜）
受賞者　練馬区農業体験農園園主会
住　所　東京都練馬区

受賞者のことば 練馬区農業体験農園園主会　代表　白石　好孝

　この度、平成 21 年度日本農林漁業振興会会長賞の栄誉に与りましたこ
とは、都市で農業を営むものにとりまして、この上ない喜びであります。
　これまで、東京の農地は戦後の高度成長にともなう都市の拡大により、
減少の一途をたどってきました。特に、昭和 43 年の都市計画法改正以後、
市街化区域内農地は積極的に都市整備を進めることとなり、農地を保全し都
市農業を継続していくものにとっては、苦難の道を歩むこととなりました。
　しかし、東京の農業は、江戸時代から営々と食料の生産に励み、消費者
に新鮮な農産物を届けてきました。都市化された現代にあっても、都市環境
に即した農業生産を模索しながら頑張っている生産者は少なくありません。
　そういったなかで、練馬区で農業を続けてきた若手雄志により、農産物
を生産し販売するばかりでなく、野菜作りのノウハウを提供しながら消費
者とともに歩む農業として、農業のカルチャースクール「農業体験農園」
が発案され、平成８年に第一園が開園後、毎年一園ずつ開設され、平成
21 年春には 14 園を数え 1506 家族が参加するまでになりました。
　農業体験農園は、農家にあっては農業収入の安定と労働力の軽減、農業
へのやりがいが醸成され、参加する消費者には安価で手軽に新鮮で安全な
農産物を自ら生産する体験ができるともに、参加者同士の交流など地域コ



－ 71 －

受賞者のことば

－ 71 －

　地域の概要と受賞者の略歴

１．地域の概要
（１）地域の立地条件
　練馬区は、東京都 23 区の北西部に位置し、東西約 10km、南北約４～
７km のほぼ長方形であり、23 区の中では大田区、世田谷区、足立区、江
戸川区に次いで５番目の広さである。
　地質は、台地は洪積層、低地は沖積層からなっており、洪積層は、関東
ローム層を母材とした黒ボク土である。土層は厚く礫は含まず、水はけは
良い。酸性が強くリン酸の固定力が強いため、酸度の矯正とリン酸の増施
が必要である。
　北側に白子川が流れ、川の反対側は埼玉県和光市である。区内中央には
西から東にかけて石神井川が流れ、かつては水田地帯であった。現在は都
市化により水田は無くなり畑作中心となり、農業用水には井戸水等を使用
している。

ミュニティーの役割も担ってきました。加えて、生産者と消費者の濃密な
関係から、生産体験をとおして食べ物への関心の高まり、我が国農業への
理解が生まれています。
　私たち練馬区農業体験農園園主会は、この度の受賞を励みとし都市農業
の存続と、我が国農業の発展のために、都市消費者の農業理解を促進しな
がら、農業体験農園の都内全域への拡大、全国的な展開に向け新たな一歩
を踏み出す所存です。
　これまで、ご支援ご指導賜りました関係各位に、心より感謝申し上げま
す。
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（２）農林水産業の概要
　長らく練馬ダイコンの特産地であったが、昭和 30 年代から連作障害の
ため生産量は急減し、キャベツ、カリフラワー、ブロッコリーなどのアブ
ラナ科野菜が栽培されてきた。中でも基幹作物のキャベツは、平成９年
には年間 60 万ケース /10kg あったが、10 年余りで約 40 万ケース減少し、
現在の市場出荷量は年間 20 万ケース /10kg を下回っている。
　現在では共同直売所での販売が中心で、直売所を通じて販売される野菜
は 50 品目以上に及び、少量多品目の生産が進んでいる。

２．受賞者の略歴
（１）練馬区農業体験農園のあゆみ
　平成 ４年 ９月４日 生産者・練馬区・JA で研究会を立ち上げ
　平成 ８年 ４月１日 練馬区農業体験農園「緑と農の体験塾」開設
　平成 ９年 ４月 1 日 練馬区農業体験農園「大泉 風のがっこう」開設
　平成 10 年 ４月１日 練馬区農業体験農園「田柄すずしろ農園」開設
　平成 10 年 10 月６日 園主３名で「練馬区農業体験農園園主会」発足
   初代会長に加藤義松氏が就任。以後毎年１園ず 
   つ開設（詳細は別紙）

第 1 図　練馬区と農業体験農園所在地
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　平成 10 年度 農林水産省の農業の動向に関する年次報告書「農 
   業白書」で、練馬区型の農業体験農園が優良事 
   例として取り上げられ、「都会の中の市民農園で 
   地域住民と交流」と紹介された。
　平成 14 年７月 ８日 「東京都農業体験農園園主会」発足、会長に加藤 
   義松氏が就任した。
　平成 19 年３月 14 日 第４回（平成 18 年度）オーライ！ニッポン大賞 
   受賞
　平成 19 年４月 26 日 練馬区農業体験農園園主会会長に白石好孝氏が 
   就任
　平成 21 年３月 ７日  第 38 回 （平成 20 年度）日本農業賞集団組織の部 
    大賞受賞

（２）組織の概要
　練馬区の農家が、東京の大消費地の中で農業を続けていくために、生産
販売ばかりでなく、地域で生活する人々のニーズに積極的に対応する農業
体験農園という経営形態を考え出した。そして、この新たな経営を普及し、
自らの農業経営に組み込む農家を支援し、練馬区の農業を効率的に、より
魅力あるものとするために「練馬区農業体験農園園主会」を組織した。
       

 

※　農業体験農園
　農業体験農園は、利用者に区画を割り当ててあるが、市民農園のように農地を区画毎に貸し
出すものではなく、経営の主体は農地所有者である農園主であり、利用者は農園主の指示に従っ
て農作業を行うという、いわば、農業のカルチャー・スクールである。
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　受賞者の経営概要

１．経営の概要　　　　　　　　　　　
（１）練馬区農業体験農園園主会の業務
ア　新規会員に対する支援
　　農林水産省・東京都・練馬区の農

業体験農園の整備事業の実施主体とな
り、交付申請、開設時の設計・施工指
導管理、入札の立ち会い等を行う。

第２図　組織機構図

東京都農業体験農園園主会
 

東京都
 

全国農業会議所 

練馬区
 JA東京あおば

 
練馬区農業体験農園園主会

 

東京都農業会議
 

農林水産省 

会長 

副会長 会計 

理事長
 

監査 

相談役（JA東京あおば） 

理事 施設設備代表 

施設整備支援 

事務補助 

事務局 

制度検討 

相談 

内部組織機構図

外部組織機構図

施
設
整
備
支
援

制度検討 

写真１　農業体験農園園主会
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イ　会員向け運営マニュアルの作成と指導
　　会員向けに、野菜の作付計画・肥培管理・利用者指導に関する運営マ

ニュアルを整備、また、利用者が、多くの野菜を栽培して収穫する満足
を得られるよう、指導・栽培技術の向上を目指して、園主同士で定期的
に農薬の安全使用等の学習会・情報交換・視察研修などを実施

ウ　利用者へのサービス提供
　　JA と連携を取りながら、優良区画を審査する立毛品評会、畑の写真

教室、うどん・蕎麦打ち体験、練馬大根の歴史と漬物講習会、長野への
リンゴ狩り、茨城・山梨での米作り体験・交流ゴルフコンペ、など交流
やイベント等を開催

エ　農業体験農園の普及啓発
　　東京都農業体験農園園主会への出席等

２．経営の成果
　会員は、キャベツ等の栽培ほ場の一部で農業体験農園を開設することに
より、農作物の生産と販売に掛っていた労働時間を軽減させながらも、農
園利用料により開設前よりも収益を増やすことができた。また、軽減され
た労働時間で直売向け等の作物栽培に取り組むことができたため、農家収
入全体が増加した。
　さらに、会員と利用者、利用者同士の良好な関係が生まれ、地域コミュ
ニティが創出された。

（１）労働時間の軽減
　農業体験農園１農園（42a）にかかる労働時間は 358 時間程度であり、
比較的労力の少ないキャベツ生産（40a）の 420 時間に比べて、２割程度
労働時間が短縮された。
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（２）農業所得の増加
ア　単位面積当たりの所得の増加
　農業体験農園は、農産物を生産して販売するだけでなく、消費者を募り
野菜づくりを指導することによって利用料・指導料を頂く、いわゆる農業
のカルチャースクールのようなものであり、練馬区農業体験農園の所得は、
区の基幹作物であるキャベツ生産の 10a 当たりの所得に比べ 4.25 倍とな
り、その差額は 60 万円以上になる。

 

イ　農業所得の向上
　農業体験農園の利用料収入以外にも自ら栽培した農作物を市場や直売向
けに販売できるため、農業所得が増加した。

第 1 表　農業体験農園に係る１農園
（平均 42a）の労働時間

第２表  キャベツ生産（概ね 40a）
に係る労働時間

作業内容 労働時間

講習会 120 時間
農地の耕耘　　　 10 時間
種子の小袋分け 5 時間
指導案の作成 15 時間
肥培管理 208 時間

　　合計　　　　　 358 時間

作業内容 労働時間

育苗　　　　　　 40 時間
農薬散布・除草　 32 時間
施肥・耕耘・畝作り 60 時間
出荷作業　　　 240 時間
定植作業 ･ 片付け作業 48 時間

合計 420 時間

第３表　農業体験農園とキャベツ生産の単位面積当たり粗収入の比較
　事項 練馬区農業体験農園（12 園） 練馬区内産キャベツ

粗収入 /10a（平均） 1,126,310 円 540,000 円
経　費 /10a（平均） 337,800 円 354,600 円
所　得 /10a（平均） 788,510 円 185,400 円

※　粗収入＝平均単価約 600 円×反収 450 ケース / 年２回作付 



－ 76 － － 77 －

　受賞財の特色

１．技術
（1）練馬区農業体験農園園主会の発足
　平成８年４月農業経営としての野菜づくりカルチャースクール「練馬区
農業体験農園・緑と農の体験塾」が開園した。以後、練馬区の支援を受け
ながら毎年１園ずつ開設することとなった。
　区をはじめ、行政機関及び JA 東京あおばと一緒に仕組みを検討し、練
り上げた農業体験農園は利用者の好評を博し、大きな需要を生み出した。
　そこで、農業体験農園の拡大や運営の効率化及び充実・発展のためには、
組織化が不可欠と考え、平成 10 年 10 月６日に園主３名で「練馬区農業体
験農園園主会」を立ち上げ、初代会長に加藤義松氏が就任した。　　　　
　平成 21 年４月現在、園主会傘下の農園利用者は 1,506 家族あるが、利
用者の４割は 40 歳代以下の子供のある家族であり、市民農園に比べると､
比較的若い世代が利用している。また、申し込み倍率も 3.7 倍と応募者の
人気も高い。
　野菜の生産と農業の情報＋サービスを提供するため、園主同士の情報交
換や視察研修、農薬の安全使用などの学習会、東京都農業体験農園園主会
への出席など研鑽に努めている。
　さらに、JA と連携を取りながら、優良区画を審査する立毛品評会、長

第４表　農業体験農園園主会会員の平均経営収支 （単位：千円）
年度 １戸当たり粗収入 経　費 １戸当たり所得

17 年度 　8,850 　　　4,602 　4,248
18 年度 8,681 　　  4,235 　　  4,446
19 年度 　8,625 　　　4,053 　　  4,572

※　農業体験農園以外の農業粗収入を含む

（参考）
　・１園当たりの農業体験農園の経営面積  4,205㎡
　・１園当たりの利用（契約）者数 110 人 
　・10 ａ当たりの粗収入  1,126,310 円
　・１園当たりの粗収入 4,737,166 円
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野へのリンゴ狩り、畑の写真教室、茨城・山梨での米作り体験・交流ゴル
フコンペ、うどん・蕎麦打ち体験、練馬大根の歴史と漬物講習会など交流
やイベント等を開催している。

（２）東京都農業体験農園園主会の設立に発展
　農業体験農園の取組は、東京都の農業振興施策に位置づけられ、補助事
業が実施され、さらに練馬区の施策として、若い後継者を中心に毎年１園
ずつ新規開園している。このような取組は、区内にとどまらず、他区市に
も波及を見せ始めた。そこで、練馬区農業体験農園園主会を核に、東京都
農業会議を事務局として、平成 14 年「東京都農業体験農園園主会」（会長
に加藤義松氏が就任）を立ち上げるとともに、開園マニュアルを作成・発
行した。
　平成 20 年４月現在、この園主会は、埼玉県、千葉県、京都府、福岡県など、
園主会が未組織の他府県の７名を加えた 47 園主が会員として、活動を展
開している。
　このように、農業体験農園は全国的な広がりを見せ始めており、農園利
用者は約 3,000 家族を数える。

２.　経営
　農業体験農園は区画を貸し出す市民農園とは異なり、農業者自らが経営
する農園であり、これまでにない新しい農業経営手法である。農家が、種
子や肥料、資材など野菜づくりに必要なものをすべて用意し、栽培を指導
する。園主は、定期的に講習会を開き、肥料の施し方、土の耕し方、種の
蒔き方や肥培管理まで、これまでの経験から学んだ野菜づくりのノウハウ
を利用者に懇切丁寧に指導する。
　「野菜づくりは頭で覚えるより体で覚える。」という農家の後継者が親に
教わってきた方法をそのままシステムに活かし、講習会を繰り返すことに
より、野菜づくりの初心者でも「八百屋さんに並ぶようなプロの野菜」が
できると、大好評となった。
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（１）農業体験農園の概要
　・　春先に園主が堆肥を撒き、トラクターで耕耘することから作業が始

まる。
　・　農作業に必要な種苗、農具等、必要なものは全て園主が用意する。
　・　園主が作った作付計画表をもとに農作業が行われる。
　・　作業に必要な技術は、園主が講習会で伝授する。園主は長年蓄積し

た技術を利用者に披露し、利用者は見た通りに自分の担当区画で農
作業を行う。

　・　１区画の面積は、30㎡で練馬区内に 13 園、1,427 区画を開設（平成
20 年４月現在）。

　・　利用期間は、３月下旬から約１年間（５年まで更新可） 
　・　利用料金は、43,000 円 （利用料・収穫物代金）
　　　※区民の利用者には 12,000 円の補助
　・　主な施設は、柵、簡易トイレ、水道、簡易な休憩・講習施設、農具

庫、看板、掲示板等

                     

（２）開設者（農業者）の利点
〔農業経営の安定〕
　・　１年間の収入（利用料＋農産物販売代金）が年度の始めに確保できる。
　・　露地の野菜生産としては所得率が高く、市場などの農産物価格の変

動に左右されることはない。

写真２　講習会風景 写真３　農園の様子
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　・　野菜生産では、収穫・出荷に労力を必要とするが、利用者への技術
指導が中心となり、主な肥培管理作業が軽減される。

　・　労働力が軽減されることにより、市場や直売向けの農産物生産など
他の農作業に時間が割け、農家収入全体の向上につながる。

　・　先進的な農業経営を行っている充実感を覚え、利用者との交流によ
り評価が直接伝わるため、やりがいがある農業が実践できる。

　・　講習会を頻繁に開催するため、園主と利用者との結びつきも強くな
り、利用者は農業のよき理解者となりうる。

〔農業後継者や女性の経営参画〕
　・　体験農園の運営は、農場での作業や指導ばかりでなく、利用者リス

トの管理や交流会の開催といったことも大切な仕事となる。これま
で経営に参画していなかった後継者や配偶者も運営に参加しやすく、
利用者と園主・配偶者・後継者のよい関係ができあがることで、利
用者は、より積極的に農園に足を運ぶようになる。園主会でも、後
継者が運営をまかされるケースや後継者が帰農した例もある。また、
交流会等で経営者の配偶者が重要な役割を果たしている。

　・　収入が安定することによって、後継者にとっても魅力ある経営となっ
ている。

（３）利用者の利点
　・　身近で自然と触れ合え、安価で充実した余暇活動ができる。
　・　はじめての人でも、プロの農家の農業技術が習得でき、新鮮で安全・

美味しい野菜がたくさん収穫できる。（利用者が野菜購入代金に換算
したところ８万円以上の収穫があった。）

　　（参　考）練馬区農業体験農園で栽培する露地野菜
 約 30 品目で少量多品目栽培を行っている
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　・キャベツ  45㎏ ・大根  50㎏ ・ジャガイモ  10㎏
　・ほうれん草 9㎏ ・コマツナ 9㎏ ・トマト  25㎏ 
　・キュウリ  13㎏ ・ｽｲｰﾄｺｰﾝ  12㎏ ・枝豆 2.5㎏
　・インゲン   2㎏ ・ナス  15㎏ ・ピーマン 10㎏
　・シシトウ 7㎏ ・カブ 5㎏ ・ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ 5㎏
　・里芋  10㎏ ・ネギ  12㎏ ・ニンジン 15㎏
　・ハクサイ  45㎏ ・その他葉菜類 5㎏

※１区画 30㎡当たりの生産量　　合計　　約 306.5㎏ 

　・　農業の情報や農業にまつわる文化にふれることが出来る。
　・　農家や利用者同士の交流が活発になり、楽しい地域コミュニティー

の場になる。　

　普及性と今後の方向

１．普及性
　農業体験農園は平成８年に練馬区で産声をあげ、その後 12 年の間に区
内に広がり、都内に広がり、そして今や全国的な広がりにまでに発展して
きた。この練馬区で始まった都市農業の新しい挑戦は、三大都市圏を中心
に全国に数多くの農業体験農園が誕生するよう、現在も更なる活動強化が
図られている。
　農業体験農園が日本の人口の約３割が集中する首都圏に普及し、拡大す
ることは、農業を通じ都市住民に「ゆとり」や「やすらぎ」のある空間と
場を提供することになる。
　そして、この場で、都市住民は安価な出費で豊かな食と農業の体験がで
き、交流をする。これにより、農業を理解し興味をもつ利用者が増え、農
業全体のイメージアップにつながり「農業を真に理解する」強力なネット
ワークを構築することができる。
　このようなネットワークを活用し、現在、練馬区農業体験農園では、都



－ 82 － － 83 －

会に居ながら園主及び利用者の自給率 100％を目指す活動を始めている。
　農業体験農園側からは、労働力や購買力を提供し、一方で各県の農家と
年間を通じて交流連携し、生産品の提供を受けるといった、都市と農村の
新たな連携事業を広範囲に展開している。
 

                  
２．今後の方向
　練馬区農業体験農園園主会は、農業体験農園発祥の地として、農園運営
のさらなる充実を図るため、技術研鑽と利用者サービスのあり方について
検討するとともに「農業体験サービス」から「農業ホスピタリティ」（体
験農園利用者の豊かな暮らしに貢献するもてなしの心を育む）に発展さ
せ、都市住民に我が国農業の置かれている状況の正しい理解を広げるとと
もに、国産農産物の消費拡大に努めている。
　この農業体験農園が、消費者が集中する東京都内及び首都圏である神奈
川・埼玉・千葉ならびに名古屋圏、関西圏、あるいは全国の政令指定都市
に拡大することにより、国民（消費者）の意識は着実に確実に変化し、国
民の基本的生活を支える食料自給率の向上と、農業発展のための理解につ
ながるものと確信できる。

写真４　畑の野菜で交流会

写真 5　蕎麦打ちの会
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　都市農業者は、大都市という特殊な環境にあるとはいえ、我が国農業の
担い手の一人でもある。練馬区農業体験農園園主会は、これまでの都市農
業で得た経験とノウハウを生かし、さらに農業を通して教育、生涯学習、
福祉、余暇の楽しみや文化の継承など、地域社会の一員として農業のもつ
力をいかんなく発揮し、都市農業及び日本農業の発展と担い手育成、豊か
な地域社会の実現に寄与することが期待できる。

（執筆者　社団法人日本施設園芸協会参事　吉岡　宏）

写真６　他県での田植え体験 写真７　他県での稲刈り体験





受賞財　経　営（養豚）
受賞者　山道 義孝
住　所　宮崎県児湯郡川南町

受賞者のことば

天 皇 杯 受 賞
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畜 

産 

部 

門
山道　義孝

　この度、平成 21 年度全国農業コンクールの名誉賞に続き、農林水産祭
の畜産部門で天皇杯という最高の栄誉を賜りましたことに大変大きな驚き
と重責を感じる日々であります。
　思い起せば、農業高校卒業後、埼玉県の「サイボク」で一年間の研修を
経て、好きで飛び込んだ養豚の世界。地域の諸先輩方の御指導により少し
ずつ規模を拡大し、今では母豚 380 頭の一貫経営になりました。ここに辿
り着くまで平坦な道ばかりではありませんでしたが、元来好きで進んだ仕
事ですので、苦に感じることは少ないものでした。
　現在では、長男が農場責任者となり、また、長年の夢でした豚肉直販店
㈱フレッシュ・ワンでは、７年前に手作り加工技術を習得して戻ってきた
三男が店長となって、それぞれがしっかり仕事をするようになってくれま
した。
　また、こだわりの豚肉生産に努めてきたお陰で、プライベートブランド

「あじ豚」を生産する仲間も増え、６戸の農場で年間 23,000 頭を出荷する
生産グループに育ちました。
　私達養豚農家は、「自分達のことは自分達で！」を合言葉に自主的組織
活動（チェックオフ活動）に取り組み、国・県レベルで協議会を設立して
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受賞者のことば
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　地域の概要と受賞者の略歴            　 

１．地域の概要
（１）地域の立地条件
　川南町は日向灘に面した宮崎県のほぼ中央
に位置し、面積 90k㎡、人口１万７千人（平
成 18 年６月）の町である。川南町の大部分
は洪積層台地からなり、西部に位置する上面
木山の麓から東部に低く、標高 50 ｍ～ 80 ｍ
のゆるやかに傾斜した波状の高台となってい
る。
　冬季間は温暖な気候に恵まれるが、夏場は
高温多湿で台風の通り道となっており、養豚
にとっては決して良好な環境とはいえない。    

きましたが、私も設立に係われたことで、多くの仲間を知り、自分を大き
く成長させてもらいました。今では、この時の仲間や身近なあじ豚生産グ
ループの仲間達の存在が私の心の財産であると感じています。
　今後は、農場成績の安定向上を目指すとともに、農場 HACCP 認定取
得やアニマル・ウェルフェアの導入に挑戦し、「健康でおいしい豚肉作り」
を目標に農場スタッフとともに進んで行きます。作り上げた「あじ豚」を
自信を持ってお客様に提供し、「おいしい」と笑顔が返ってくることを楽
しみに直販の量を増やしていけたらと思います。
　そして、今回の誉えある受賞に驕ることなく、更なる経営の安定を目指
しながら、次の楽しみである世代交代（経営譲渡）を実現していきたいと
思います。

第１図　宮崎県川南町の位置

川南町

宮崎市
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（２）農林水産業の概要       　　
　農業生産額を平成 18 年の数値で
見ると、川南町の農業産出額は 207
億円で、農業は町を支える重要な産
業であり、県内でも有数の農業地帯
となっている。その中心は畜産であ
り産出額は 147 億円と農業の 70％
強を占め、さらに養豚に着目する
と産出額は 73 億円で畜産全体の約
半分、農業全体から見ても 35％を
占める町の一大基幹産業となってい
る。

２．受賞者の略歴
　山道氏は昭和 44 年、20 歳を目前に母豚７頭で子豚生産を行う繁殖経営
からスタートし、昭和 47 年には「㈲宮崎第一ファーム」を設立した。以
後徐々に増頭して母豚 300 頭で子豚生産から肥育まで行う一貫経営に移行
した。平成 12 年には母豚 450 頭規模まで増頭することとし豚舎を増築し
た。
　また、自ら生産した豚肉の加工販売会社「㈱フレッシュワン」と、それ
に付随する販売店舗「ゲシュマック」を設立し、生産を担当する「宮崎第
一ファーム」と機能を分担しつつ、相互の情報伝達によって優れた品質の
豚肉と豚肉製品を安定的に生産販売している。

　　　

第１表　川南町農業産出額（平成 18 年）

農産物 農業産出額
（億円）

豚 73.3
野 菜 25.8
肉 用 牛 25.4
鶏 卵 鶏 22.6
ブ ロ イ ラ ー 17.1
花 き 12.9
乳 用 牛 8.3

米 6.3
そ の 他 15.3
合 計 207 億円
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　受賞者の経営概要

１．経営の概要
　山道氏は平成 12 年に母豚 450 頭規
模の一貫経営体制を確立したが、①川
南町の養豚は都城市に次ぐ県内有数の
濃密飼養地域であったこと、②ウイン
ドレス豚舎（清浄化の維持や飼育環境
の管理に適した機密性の高い豚舎）を
導入したが、高温多湿地帯でのウイン
ドレス豚舎の運転に不慣れがあったこ
と等から疾病に悩まされ、事故率が 10％を越える年もみられた。
　これを契機に、生産面においては無理をせず、豚にやさしい環境で健康
的に飼養することによって消費者ニーズに合致した高品質な豚肉の生産に
努めることを経営方針の中心に据えた。
　この方針のもと、①種豚を自家育成から SPF 豚（特定の病原体をもた
ない健康な豚）の外部導入に切り替えたこと、②管理獣医師による適時
適切な衛生管理を行ったこと、③母豚 450 頭のキャパシティーに対し約
80％の 370 頭まで飼養頭数を減らしたことにより、豚に対するストレスが
軽減され、行き届いた管理が可能となり、飼養環境の改善が図られた。

 

写真１「肥育豚舎」
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２．経営の成果
　豚の飼養環境の改善は、経営的にも収
益性の向上として大きな効果を現わすこ
ととなった。すなわち事故率が３％台ま
で急減し、年間母豚１頭当たり出荷頭数
は 24 頭に、農場飼料要求率（豚肉１kg
を生産するのに必要な飼料量（kg））は
3.35 になった。その結果、平成 20 年の
家族労働力１人当たり所得は１万１千円
を超え、安定して好成績を得るまでになった。
　同時にテーブルミートとしての差別化を目指し、豚の品種・系統、飼料
配合について試行錯誤を続けた結果、やわらかくさっぱりとした旨味の中
にも甘みがある「あじ豚」の開発に成功。その後、商標登録し銘柄豚とし
ての確立にも成功し、７名の「あじ豚生産グループ」の基幹農場として安

第２表　経営の概要及び経営実績（平成 20 年１月～ 12 月）
山道義孝氏の経営 県内コンサル平均

経営規模
　種雌豚飼養頭数（頭） 370 145
　年間肉豚出荷頭数（頭） 8,752 2,794
収益性
　養豚部門総所得（千円） 34,413 14,538
　種雌豚 1 頭当たり所得（円） 93,008 100,629
　所得率（％） 11.9 14.0
　出荷肉豚 1 頭当たり生産原価（円） 40,152 37,491
生産技術
　種雌豚 1 頭当たり年間平均分娩回数（回） 2.46 2.32
　種雌豚 1 頭当たり年間子豚離乳頭数（頭） 28.3 22.5
　種雌豚１頭当たり年間肉豚販売頭数（頭） 23.5 18.5
　平均肥育日数（離乳～出荷）（日） 186 －
　出荷肉豚 1 頭 1 日当たり増体量（離乳～出荷）（㎏） 0.67 －
　飼料要求率（肥育豚） 3.07 3.08
　農場飼料要求率 3.35 －
　種雌豚 1 頭当たり飼養管理労働時間（時間） 40 96
注：「県内コンサル平均」の値は、県畜産協会が実施したコンサルテーション結果の平均値

写真２　「山道義隆氏（右）
と長男謙吾氏」
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定かつ体質強固な経営を展開している。
　後継者については長男夫妻が経営に参画しており、長男は専務取締役と
して生産現場の責任を負い、その妻は、現在経理を担当している経営主の
妻から順次経営管理の引継ぎをうけている。

 　

　受賞財の特色

１．技術
（１）繁殖成績の向上
　「宮崎第一ファーム」の繁殖成績は、
年間分娩回数 2.46 回、一腹当たり産
子数 11.5 頭の数値に見られるように
大変優れているほか、母豚の年間更新
率も 31％と繁殖豚が比較的長持ちし
ていることがわかり、生産費の低減に
寄与している。このような繁殖成績の
向上を実現した背景には、次のような技術改善の積み重ねがあった。
    　

第３表　農業従事者

氏　名  続　柄 満年齢 農 業 従 事
日数（1）

兼業従事
日数（2）

労働日数
（1）＋（2）

農業従事内容
（役割分担）

家
族

山道　義孝 本人 60 281 日 日 日 代表取締役、ﾌﾚｯｼｭﾜﾝ
含む

　　　敬子  妻 57 140 財務管理、ﾌﾚｯｼｭﾜﾝ
含む

　　　謙吾   長男 35 281 農場責任者（専務）
　　美智子 長男の嫁 35 50 育児中

　
　　　計 ４人 752

雇
用

常 雇 い 男 ３人 平均 33 才 総計 843
女 １人 平均 62 才 総計 281

臨時雇い 男 ２人 平均 65 才 総計 416
女 　―

写真３　「分娩柵と哺育子豚」
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ア　ウィークリー養豚
　養豚生産全体の計画的生産と効率的管理を目的に導入されたウィーク
リー養豚（生理期間に基づき飼養管理と作業を一週間単位に定型化した飼
育管理方法）のシステムが、繁殖成績の向上にも裨益している。具体的に
は、定時の妊娠鑑定や人工授精等をプログラムにのっとって着実に実行し
ている。

イ　妊娠鑑定
　妊娠鑑定は超音波による機械鑑定と獣医師の診断による二重に徹底され
たもので、ウｨークリープログラムによる一定のチェックをクリアできな
い繁殖豚は、不受胎を見逃されることなく的確に淘汰され、育成豚を潤沢
に準備していることからも適時の母豚淘汰を可能にしている。

ウ　人工授精の活用
　平成 13 年から人工授精による交配を始め、現在 80％まで拡大した。人
工授精の活用によって安定した繁殖成績が得られるようになった。

（２）ブランド豚肉、「あじ豚」を開発
　豚肉の輸入自由化とその後の輸入価
格の低落により、安価な輸入品が増加
し、加工用にとどまらず、スーパー
マーケットや食肉店でも精肉として販
売されるようになった。この輸入豚肉
との競争に勝ち抜くために、あえて規
模拡大によるスケールメリットを追求
せず、テーブルミートとして消費者か
ら選択される付加価値を高めた豚肉を生産する道を選択し、次のような生
産システムの改善、構築を図ることにより、ブランド豚肉「あじ豚」の開
発に成功した。

写真４　「あじ豚の精肉と加工品」
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ア　肥育用素豚の改良・作出
　肉豚の品種の組み合わせについて比較検討した結果、WLD に統一した。
　すなわち「大ヨークシャー種（W）の雌」に「ランドレース種（L）の雄」
を交配して生まれた「一代雑種（F1）の雌」に「デュロック種（D）の雄」
を交配して生産された子豚（WLD）を肥育すると、肉質に優れた豚肉を
生産する結果となり、すべての肉豚をこの品種の組み合わせで生産するこ
ととした。さらに、同一品種でも「系統（血統）」まで吟味することによ
り肉質と斉一性の向上を図った。

イ　肥育用配合飼料の開発
　系統とともに、肉質に大きく影響する「配合飼料」についても、飼料メー
カーと共同して給与試験と肉質調査を続けた結果、動物性の配合原料を使
わずにマイロ、麦、キャッサバを主原料とした肥育仕上げ用飼料を開発し、
消費者が敬遠する「豚臭さ」をおさえた豚肉の生産が可能となった。

ウ　生産性の向上
　母豚の収容頭数 450 頭に対して、実際の飼養頭数を約８割の 370 頭規模
に抑えることにより、ゆとりを持って飼養管理を行った。この結果、飼養
環境の改善と豚のストレス軽減により年間分娩回数 2.46 回、一腹当たり
産子数 11.5 頭に見られるように、極めて優れた繁殖成績を実現した。
　また、契約管理獣医師の指導、監視のもと、ワクチネーションを中心と
した衛生管理プログラムを導入し、より健康な状態で豚を飼育管理できる
ようになった。この結果、事故率が 20 年度には５％に、21 年度上期には
3.9％まで低下した。

（３）HACCP 認定農場を志向して着々と準備  
ア　管理獣医師を通した薬品の入手
　以前は、動物用医薬品の取引は動物医薬品ディーラーから直接行ってい
たが、現在ではすべての医薬品について管理獣医師を通して農場に搬入使
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用している。このことによって、専門的な第三者のチェックを受けること
となり、より適切で安全な医薬品の使用と管理が行われている。

イ　衛生関係の記録
　発病及び治療の履歴に始まり、折れた注射針が豚の体内に残留すること
を予防するため、注射針の使用本数及び破棄本数を記録し、その管理を獣
医師の立ち会いの下で行う等、安全性の向上に心がけており、近い将来
HACCP（家畜の所有者自らが危害要因等を設定・記録し、生産農場段階
での危害要因を管理する飼養衛生管理）認定農場の指定を受けるための条
件整備を進めている。

（４）敷材のオガコ利用
　肉豚舎の床は、オガコを利用した発
酵床にすることにより、糞尿の清掃作
業の効率化、悪臭及び汚水発生の軽減、
ストレス軽減による疾病発生リスクの
軽減等を図っている。なお、肉豚出荷
後にオガコはすべて交換し、使用済み
オガコは堆肥化のあと耕種農家へ供給
するとともに、 一部は「美味源２」の
商品名で「ゲシュマック」の駐車場で一般消費者向けに販売している。

２．経営
（１）体質強固な養豚経営を確立
　山道氏は、高品質な豚肉の生産を高い生産性のもとに実現した技術的な
取り組みに加え、年間を通しての枝肉販売価格設定及び飼料の一括購入に
よる購買条件の改善により、売上高は、平成 19 年度３億 1,900 万円から
20 年度の３億 3,900 万円と増加し、所得も増加している。
　また、自己資本比率も平成 19 年度の 53％から平成 20 年度には 57％へ

写真５　「オガコ踏み込み式肥育豚房」
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高まっており、財務面での安定性も大
変高い水準にある。また、加工販売を
行う株式会社「フレッシュワン」を所有
し、平成 18 年には直営店舗「ゲシュ
マック」をオープン。これにより、豚肉
の生産から加工販売、レストランでの
提供まで行う６次産業化を達成した。
　この結果、対面販売やメニューの説
明等を通じた消費者ニーズの直接把握が出来るようになった。
　これら貴重な消費者情報を、「フレッシュワン」から「宮崎第一ファーム」
へフィードバックすることが可能となり、生産面の改善に大きく役立つこ
ととなった。 
　　　　　　　　　　　　　　　      　

（２）あじ豚生産グループの組織化とリーダーシップ
ア　あじ豚生産グループの組織化
　山道氏は、開発した「あじ豚」を、ユーザーから正当に評価してもらい、
一般の豚よりも有利に販売するために、銘柄豚としての確立を目指した。
まず年間最低１万５千頭の出荷を目標に、販売先を確保するともに種豚や
交雑方式、飼料を統一した「あじ豚」生産グループの仲間を増やしていった。
　グループで飼育する母豚を同じ系統に揃えるため、グループの１戸を
F1 母豚生産専用農場とし、ここから一元的にグループ各戸に母豚（WL）
を供給。さらに雄豚 ｢デュロック種」も（独）家畜改良センター宮崎牧場産
系統に統一した。
　さらに、グループの構成員に対し、斉一性の重要さを認識してもらうた
めに、月末には全員で出荷先の食肉センターまで出向き、枝肉の勉強会を
開催するほか、雄豚の違いによる豚肉への影響を理解してもらうために、

「フレッシュワン」のカット室で各農家が生産した精肉を見ながら、系統
による脂肪の付き方の違いを研修した。

写真６　「ゲシュマックの外観」
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イ　購買、販売及び営業におけるリーダーシップ
　一方、取引業者に対しては、グループの構成員が少しでも有利に取引き
ができるようにと交渉を積み重ね、枝肉の年間統一価格での販売を実現し
た。また、飼料代理店業務をこなすことにより得られた手数料をメンバー
に配分することにより、一般農家に比較して有利な取引条件を確保した。
　さらに、「あじ豚」の営業活動や販売促進グッズの作成、得意先へのア
フターケアをグループの先頭に立って実行し、クレーム処理の窓口も自ら
が担当している。このような山道氏のリーダーシップにより、①グループ
内の結束②取引業者の支援③販売先の支持④消費者の安心が得られるとこ
ろとなり、グループ全体で年間２万３千頭の出荷を誇るまでになった。

（３）養豚生産者による団体組織化に尽力
　WTO 農業交渉・FTA 交渉をはじめ、養豚を取り巻く情勢は今後ます
ます厳しいものが予測される中、山道氏は会長として宮崎県養豚生産者
協議会（MPC）を平成 15 年に、さらに理事として日本養豚生産者協議会

（JPPA）を平成 18 年にそれぞれ設立した。それまでは、交流のなかった
生産者のグループやセクトが、お互いの壁を越えて情報の共有化を図るこ
とができるようになり、養豚農家の意識の向上と関係団体との協調、養豚
業の振興に大きく寄与した。

（４）地域の活性化に貢献
　山道氏は教育機関からの要請による研修や体験学習には、可能な限り対
応して養豚の理解促進に腐心した。また、地域内の耕種農家へたい肥の供
給や、豚舎周辺の草花・花木の植栽による環境美化への積極的な取り組み
等、地域住民との融和と養豚業への理解醸成に尽力した。
　さらに、南九州地域は焼酎の一大産地であるが、従来から焼酎粕の処分
には大変困っている中、山道氏は地元の酒造会社から焼酎粕を引き取り、
発酵飼料として豚に給与することにより、地域内未利用資源の有効活用に
大きく貢献した。
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　普及性と今後の方向

１．普及性
　山道氏が実践する、「あじ豚」の開発とそれを核とした地域養豚の振興は、
我が国養豚農家が７千戸を下回るに至った現在、今後想定される輸入豚肉
とのさらなる競合に打ち勝つことができる現実的な方策の一つと考えられ
る。
　養豚農家の創意と工夫と連携による生産システムの構築と、高品質豚肉
の安定供給を求めるユーザーとのマッチングにより、山道氏の取り組みは
他の地域でも実現できる普及性を持ち、かつ今後養豚が生き残る上での先
駆的モデルとみなされ、高く評価するものである。

２．今後の方向
（１）「あじ豚」のさらなる美味しさの追求とブランド力の向上
　今後とも、「あじ豚」生産グループのメンバーと研鑽を積み、配合飼料
の原料と配合割合による肉質への影響を究明し続けることにより、より美
味しい「あじ豚」を追求し、併せてブランド力を高める。

（２）（株）フレッシュワンへの販売比率の向上
　山道氏の「宮崎第一ファーム」から出荷される肉豚のうち、「フレッシュ
ワン」への販売比率を見ると、平成 19 年度 15％、平成 20 年度 20％と拡
大しており、今後ともこの比率を高める。同時に、「フレッシュワン」の
直売組織「ゲシュマック」での取り扱い比率を高めることにより、収益性
を向上させ、堅固で安定した経営体質にする。

（３）アニマルウエルフェアに合致した飼養形態への移行
　　高温多湿な南九州における飼養管理方法を見直し、アニマルウエル　
フェア（快適性に配慮した家畜の飼養管理）を視野に入れた飼養形態への
改善や HACCP 認定農場を目指し、高品質な豚肉生産体制とリスク管理
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を消費者にアピールすることにより、「あじ豚」のさらなるイメージアッ
プを図る。

（４）自家製たい肥を活用した野菜作りと乾草作り
　自家製の堆肥を活用して野菜を生産し、これを「ゲシュマック」へ供給
する。また、現在、豚舎の発酵床にはオガコを使用しているが、将来的に
オガコの入手が困難になる状況を見越して、自己所有地で乾牧草を生産し
オガコが不足する分を代替する。同時に牧草の収量を高めるために自家製
堆肥を活用し、この取り組みの中で「堆肥→草地→牧草→乾草→敷料→堆
肥」の経営内循環を実現する。

（５）焼酎粕の積極的な活用
　焼酎粕の飼料としてのリサイクル利用には、今後さらに利用量を拡大し、
地域環境の改善と飼料費の節減に寄与すべく、リキッド（液状）飼料での
給与を目論んでいる。
　このため、リキッド飼料が「あじ豚」の品質等へ及ぼす影響をメインテー
マとし、県畜産協会、県畜産試験場と給与試験を開始したところである。

              （執筆者（財）畜産環境整備機構　副理事長　南波　利昭）
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受賞財　経　営（肉用牛繁殖）
受賞者　鷲頭 栄治
 鷲頭 洋子（夫婦連名での表彰）
住　所　大分県玖珠郡九重町

受賞者のことば

内閣総理大臣賞受賞

鷲頭　栄治・洋子

　この度、内閣総理大臣賞の栄誉を賜り、身に余る光栄と感謝を申しあ
げます。
　就農から 40 年、農業一筋に夢中で歩んできた私たちでしたが、このよ
うな賞をいただけたのも、関係機関のご指導はもとより家族全員が一丸
となって夢に向かって力を合わせた結果だと、皆で喜んでおります。
　親から経営を引き継いだ時は 20 頭規模だった肉用牛部門を、牛肉の輸
入自由化を契機に増頭を決意し、自家保留牛を中心に現在の成牛 100 頭、
育成牛 20 頭まで夫婦で力を合わせ規模拡大を行ってまいりました。労働
配分と経営の危険分散という経営理念のもとに、肉用牛、水稲、花きの
３部門を経営の柱として、年次毎に、身の丈に合った規模拡大を行って
来ました。一番の柱である肉用牛部門は、飯田高原の豊富な草資源によ
る放牧を最大限利用するとともに自給飼料基盤の拡大を図り、自給率の
向上と低コスト生産に努めてまいりました。さらに、粗飼料確保のため
の堆肥と無家畜農家との稲わら交換は、地域での資源循環型農業の実践
という１石２鳥の効果を上げております。また、夏場の放牧期間中の余
剰労働力を活かす為、ユリの栽培にも取り組みました。
　そして、自分の生産物に、更に付加価値をつけたいと模索している時、
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　地域の概要と受賞者の略歴

１．地域の概要　　　　　　　　　　　　　　　
（1）地域の立地条件
　九重町は、大分県の西部の九重連山北部
に位置し、鷲頭栄治・洋子夫妻の経営が所
在する飯田地区はその南東部にあり、標高
900 ｍの高原地帯である。内陸性の高原特
有の気候で、夏の最高気温は 30℃になる
一方、冬季間の最低気温は－ 10℃にもな
り、降霜期間は 10 月中旬から４月下旬と
６か月以上にわたる。
　また、飯田高原、九酔渓（きゅうすいけい）という紅葉の景勝地と高さ
と長さが日本一である「九重“夢”大吊橋」があり、観光客でにぎわう地
域でもある。

（2）農林水産業の概要
　九重町の総人口 11 千人のうち農家人口は 5.9 千人（53％）であり、総

今村奈良臣先生の講演を聴き、「21 世紀は農業の時代だ」、「農業は６次
産業の時代だ」の言葉に感銘を受け、自分もやろうと決意しました。夢
の実現までには、幾つものハードルがあり、簡単には辿り着く事ができ
ませんでしたが、家族が協力し、諦めることなくチャレンジを続け、農
家レストラン「べべんこ」をオープンすることができました。
  これからも、地域の模範となるような経営を展開し、グリーン・ツー
リズム活動を通し、消費者との交流や安全・安心な農産物のＰＲにも力
を入れて行きたいと思っております。

第１図　九重町の位置
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農家数 1,518 戸のうち肉用牛飼養農家は 252 戸（17％）、肉用牛の総飼養
頭数は 4,350 頭である。また、耕地面積は 2,140ha であり、内訳は水田
1,380ha、畑 752ha となっている。町全体の農業産出額（平成 18 年）46.8
億円のうち畜産が 19.3 億円（41％）を占めており、畜産の中でも肉用牛
が 10.9 億円（23％）と産出額では１位となっている。
　町の大部分は山林原野であるが、飼料基盤としての改良牧草地や野草地
が多く、集落の共同牧野などで利用されている。
　このように、九重町は地域の資源を有効に活用し、大分県下でも有数の
肉用牛地域として展開してきている。

２．受賞者の略歴
　栄治氏は、昭和 45 年 18 歳で就農し、
肉用牛（成雌牛６頭）、水稲、野菜の
複合経営に加え、馬の「どんだびき」（木
材などの運搬作業）で収入を得る経営
であった。その後、昭和 50 年に 23 歳
で洋子氏と結婚し、平成元年、38 歳
で父から経営移譲を受けている。
　平成元年の経営移譲当時は、成雌牛
20 頭の規模であったが、平成３年に牛肉の輸入自由化を契機に、畜産・
水稲・花卉の複合農業経営をベースに、繁殖雌牛の多頭化を決意し、その
後着実に規模拡大を図ってきており、平成 15 年には農家レストラン「べ
べんこ」をオープンさせ、平成 19 年には成雌牛 100 頭の規模にまで拡大し、
農業の６次産業化を実現させている。

写真１　鷲頭夫妻
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　受賞者の経営概要

１．経営の概要
　当経営は、「労働配分と危険分散」を経営理念とし、肉用牛部門（平均
飼養成雌牛 101.7 頭）に加え花卉（オリエンタルユリ）、水稲（650 ａ）の
生産にも取組み、複合経営としての農業経営を営んできている。そういう
中、平成９年に当時の東京大学の今村教授の「これからの農業は第６次産
業（１次×２次×３次＝６次産業）であれ」という講演を聞き共感を覚えた。
そこで、生産から販売まで一貫して取組む農業経営を目指し、平成 15 年
４月 21 日に農家レストラン「べべんこ」をオープンさせるに至っている。
　このことにより、肉用牛部門を核とした複合経営を基盤に、夫婦と息子
夫婦、娘二人の家族労働力を中心として自らが生産した牛肉を直接消費者
に提供する農家レストランまで取組む、農業６次産業化を実現している。

２．経営の成果
　経営の核となっているのは、20ha
の採草地、90ha の放牧地により自給
飼料と放牧を基盤とした成雌牛 101.7
頭の肉用牛繁殖部門である。これに、
水稲 650 ａとオリエンタルユリの花卉
部門を組み合わせた複合農業経営を確
立している。
　第１表に示したとおり、肉用牛部
門の収益性は非常に高く、平成 19 年においては、成雌牛１頭当たり所得
124 千円、所得率 39.2％となっている。これは、放牧により労働時間を軽
減し労働コストを低く抑えていること、さらに粗飼料自給率 92.5％、飼料
自給率 72％（いずれも TDN ベース）を実現し、県内の繁殖経営に比べ
14％程度の購入飼料費を削減していることなどにより、子牛１頭当たり生
産原価が 325 千円と低いことによる。平均分娩間隔は 13.4 か月と平均的

写真２　放牧による肉用牛飼養
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な水準であるが、改善に向け平成 20
年５月に発情発見システム（牛歩シス
テム）を導入し、適期種付による繁殖
成績向上に取組んでいる。
　肉用牛繁殖部門とともに農業経営の
柱となっているのが、650 ａの水稲と
オリエンタルユリの栽培である。
　平成９年にそれまでの野菜価格が低
下傾向にあったことから、野菜作から花卉へ転換している。その際、所得
向上が図れるようにオリエンタルユリの導入を図っている。
　水稲部門は肉用牛繁殖部門と密接に関係しており、650 ａにコシヒカリ
を作付け、肉用牛部門で生産される堆肥を投入して特別栽培米を生産し、
この米を農家レストラン部門で使用している。
　当経営の最大の特徴は、自らの生産物を食材とした農家レストランを
開設し、消費者に直接届けている点で
ある。自家生産された牛肉、米のほか
野菜やブルーベリーなどを利用して、
様々なメニューを家族で創り出してい
る。さらに、地域の農家が生産する野
菜や果物などを食材として利用するほ
か店先で販売しており、地産地消を実
践している。

写真３　牛歩システムで発情を発見

写真４　農家レストラン「べべんこ」



－ 102 － － 103 －

第１表　肉用牛部門の概要と実績（平成 19 年）
項目名 鷲頭経営 県コンサル平均

経
営
規
模

家族労働力員数（人） 2.2 1.7
成雌牛平均飼養頭数（頭） 101.7 49.1
飼料生産用地面積（ha） 20.0 4.9
放牧地面積（ha） 90.0 －
年間子牛分娩頭数（頭） 77 43.4
年間子牛販売頭数（頭） 69 36.6

収
益
性

成雌牛１頭当たり所得（円） 124,126 92,181
所得率（％） 39.2 25.0

生
産
技
術

平均分娩間隔（月） 13.4 13.1

雌
子
牛

平均販売価格（円） 396,815 417,225
平均販売日齢（日） 285 285.7
平均販売体重（kg） 254 262.7
平均日齢体重（kg） 0.891 0.920

去
勢
子
牛

平均販売価格（円） 511,524 515,067
平均販売日齢（日） 278 271.8
平均販売体重（kg） 287 284.7
平均日齢体重（kg） 1.032 1.049

粗
飼
料

成雌牛１頭当たり飼料生産延べ面積（ａ） 19.7 10.5
成雌牛１頭当たり放牧利用面積（ａ） 88.5 －
粗飼料自給率（ＴＤＮ）（％） 92.5 －
飼料自給率（ＴＤＮ）（％） 72 －

成雌牛１頭当たり投下労働時間（時間） 48.6 －
子牛１頭当たり生産原価（円） 325,599 428,814

負
債 成雌牛１頭当たり期末借入金残高（千円） 125 －

注：「県コンサル平均」の値は、県畜産協会が実施した畜産経営診断結果の平均値。
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　受賞財の特色

１．放牧と自給飼料生産に基づく収益性の高い肉用牛部門
（１）放牧と自給飼料生産により粗飼料自給率 92％を達成
　部落共同利用の放牧地 50ha のほか、利用されなくなった他部落の放牧
地 40ha を借入れて放牧を行っている。これにより、肉用牛部門の家族労
働力 2.2 人で成雌牛 100 頭の飼養を可能としているほか、花卉、水稲、農
家レストランなど、経営の多角化を行い、労働力の配分と危険分散を図っ
ている。
　また、採草地 20ha でイタリアンライグラスなどの牧草生産を行い、自
給飼料の増産に努め、粗飼料自給率 92％、飼料自給率 72％（いずれもＴ
ＤＮベース）を達成しており、飼料価格高騰の下でも成雌牛１頭当たり購
入飼料費を 84 千円以下に抑えている。

（２）生産コストを抑え高い収益性を確保
　放牧、自給飼料生産の取組のほか、畜舎の自家施工、離農農家の豚舎を
改造して利用するなど投資を抑え、子牛１頭当たり生産原価 326 千円を実
現している。これにより、子牛販売価格は地域の平均並みとさほど高くな
いにもかかわらず、成雌牛１頭当たり所得 124 千円、所得率 39％と高い
収益性を確保している。

２．花卉、水稲部門との複合による合理的農業経営
　経営理念の「労働配分と危険分散」に基づき、肉用牛繁殖部門を基幹と
しつつ花卉、水稲の生産にも取組み、両部門で約 340 万円の所得があり、
複合型の農業経営を確立している。この背景には、放牧による夏期の労働
の軽減がある。
　また、肉用牛部門から生産されたたい肥を利用して生産される特別栽培
米コシヒカリは、農家レストラン部門に供給しており肉用牛部門、水稲部
門、農家レストラン部門が有機的に結合している。



－ 104 － － 105 －

３．農家レストランによる農業６次産業化への取組
　消費者に本物の味を届け、経営に付加価値をつけるため、平成 15 年４
月に農家レストラン「べべんこ」をオープンし、自家生産した牛肉（経産
牛の肥育）、米、野菜などを利用し、さらに地域の農家が生産した食材を
加え、「地産地消」に取組んでいる。
　農家レストランの開店までには、自力での用地造成、資金調達のための
奔走、会社勤めをしていた長女と次女の説得などの苦労があったが、平成
19 年の農家レストラン利用客は 34 千人を超え、売上高 38,344 千円を達成
している。
　なお、次女は栄養士の免許を取得しており、その資格が農家レストラン
の運営に大きく寄与している。

４．計数に基づく合理的経営管理
　県畜産協会の経営診断を 10 年間にわたり受診し、生産原価等の財務成
績や技術成績を正確に把握するとともに、その結果を活用して経営改善に
取組んできている。
　また、青色申告を実施し、経営主の妻が簿記記帳、資金管理など経理全
般を担当、パソコンを活用して肉用牛、花卉、水稲、農家レストランの各
部門別の会計管理を実施するなど合理的な経営管理を行っている。

５．地域社会と農業の担い手確保への貢献
　経営主は農協理事を平成 12 年まで 12 年間にわたり務めたほか、農業委
員、土地改良区理事などを歴任、地域の農業の発展に寄与しており、農協
理事在任中は、畜産振興会、肉用牛ヘルパーなどの立ち上げに尽力し、地
域農業のリーダーとして活躍している。
　また、経営主の妻も県男女共同参画審議会委員、県畜産女性ネットワー
ク組織への参画、農協女性部長などで活躍している。
　さらに、後継者である長男は玖珠郡農村青年連絡協議会会長のほか、地
域の肉用牛繁殖経営後継者のグループの立ち上げを行い初代会長を務める
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など、地域の畜産後継者の活動の推進役として活躍している。このほか、
母校の農業高校の臨時講師として自らの経験に基づいた話をするなど、後
継者の育成にも貢献している。
　このほか、平成 15 年には「九重町グリーンツーリズム研究会」を立ち
上げ、農泊施設として許可を得、小・中学生の職業体験、農業高校、農業
大学校生の受入れを行い、地域農業の担い手育成に大きな役割を果たして
いる。

６．家族の絆と協力による経営
　平成 14 年１月に、経営主夫婦と長男の３人で家族経営協定を締結し、
各人の役割分担と責任、労働に対する報酬を明確に定めている。経営主の
妻は、家族経営協定の締結により、自分の経営内での役割や労働が正当に
評価され、その評価に応じた報酬を受け取ることができるようになったこ
とが大変嬉しく思っている。
　また、農家レストランの開店は経営主の長年の夢であったがその実現の
ために、会社員であった長女と次女を呼び戻してレストラン部門に従事さ
せている。このことについて、長女と次女は最初は早く辞めたいとも感じ
ていたが、いまでは仕事が面白く、レストランのメニューの作成などの運
営に積極的に関与している。
　経営主夫婦、長男、長女、次女がそれぞれの役割分担の下で経営の各部
門の運営に関与している。特に、経営の各場面での方針決定については、
経営戦略会議で家族全員が意見を出し合っており、家族の一致協力の下で
経営運営がなされている。
　農家レストランの取組など、経営主の夢を実現していく過程で家族員が
それぞれの立場から関わっているが、経営主は「子供たちに夢を託すので
はなく子供たちが夢をつないでくれている」と言っている。家族の強い絆
が、肉用牛部門を核にした農業経営、さらには農家レストラン部門の取組
による農業の６次産業化を実現した大きな要因といえる。
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　普及性と今後の方向

１．普及性
　飼料自給率の向上は、肉用牛経営だけではなく現在の畜産経営全体に
とって非常に大きな課題であり、特に近年では、配合飼料価格が高騰し畜
産経営を大きく圧迫していることから、喫緊の課題となっている。
　当経営が取組んでいる放牧と自給飼料生産を基盤とした肉用子牛生産方
式は、今後の肉用牛繁殖経営の模範的な姿を示したものである。放牧は中
山間地域等における耕作放棄地、低利用地等の活用を図るための極めて有
効な手段である。この取組が普及されることが、飼料自給率の向上、土地
基盤の有効活用につながるものと期待される。
　また、肉用牛＋水稲＋花卉という農業部門の複合化は、土地と労働力の
有効活用、畜産部門で生産されるたい肥、水稲部門の稲ワラの相互利用な
どの資源循環、経営全体での所得向上などを実現しており、農業経営の基
本的な姿として普及性を有する。
　これに加え、農家レストランまで含めた農業６次産業化の取組は、生産
だけでなく加工、流通部門を経営内に取り込み所得向上につながっている。
近年、肉用牛経営だけではなく酪農経営などにおいても生産物の加工、直
売、レストランなどに取組む経営が増えているが、今後そのような取組を
めざす多くの経営の参考となるものと思われる。

２．今後の方向
　今後、肉用牛部門を成雌牛 150 頭にまで拡大したいと考えているが、後
継者である長男が自立を望んでおり、規模拡大とあわせて経営を分離する
方向で準備を進めている。
　また、来年４月から農業大学校の卒業生を１人雇用する予定であるが、
社会・労働保険など雇用条件を整備する必要性を感じており、経営の法人
化へ向けて具体的な検討をしている。
　一方、農家レストラン部門を核とした消費者との交流を一層進めるとと
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もに、経産牛肥育だけでなく若齢肥育による牛肉の提供を考えている。こ
れへ向け、繁殖肥育一貫経営への発展も視野に入れている。また、精肉販
売の許可も得ていることから、レストラン部門に加え精肉の販売も検討し
たいと考えている。

　　（執筆者（社）中央畜産会　事業第一統括部部長　近藤康二）
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受賞財　技術・ほ場（放牧）
受賞者　鈴木 悦雄
 鈴木 栄子（夫婦連名での表彰）
住　所　青森県むつ市

受賞者のことば
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日本農林漁業振興会会長賞受賞

　鈴木　悦雄・栄子

　第 13 回全国草地畜産コンクールにおいて、思ってもいなかった農林水
産大臣賞をいただき、さらに農林水産祭での日本農林漁業振興会会長賞受
賞は私たち夫婦にとっては一生涯の大きな栄誉でございます。
　私たちは青森県の下北半島にあるむつ市で肉用牛黒毛和種の繁殖部門と
契約栽培の野菜部門との複合経営を営んでおります。農家としては、川内
ダム建設により、父母が入植した川内町野

の だ い

平地区から袰
ほろかわ

川地区への集落移
転を経験するなど平坦な歩みではありませんでしたが、息子の就農や結婚
などこれからの世代への期待も芽生えております。
　この度の受賞は青森県家畜市場の県内統合市場としての開設と青森県基
幹種雄牛「第１花国」号のおかげだと感謝しております。また、自給飼料
生産と繁殖管理について親子放牧などの管理技術や畑作と越冬粗飼料生産
作業との組合せによる生産コストを抑える工夫が、高く評価されたものと
思っております。
　これからも、入植した時から行っている畑作は続けていき、複合経営に
よる牛や牧草地の管理を私たちの農業の根幹として維持していきたいと考
えております。
　また私たちがこのような賞をいただけるのも、家族の協力があってのこ
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受賞者のことば
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　地域の概要と受賞者の略歴

１．地域の概要
（１）地域の立地条件
　むつ市は、本州最北端、青森県北東部
の下北半島に位置し、南北約 35km、東
西約 55km にわたっており、面積は 863.8
㎢、人口 64,700 人である。また、三方を
海に面しており、北は津軽海峡を隔てて
北海道を望み、西に平舘海峡、南に陸奥
湾を抱えている。恐山山系の外輪山を形成する釜臥山を中心とし、東部は
平野など比較的なだらかな地形が広がり、北部・西部は自然に溢れ、緑豊
かな山地や台地が海岸近くまで迫る山岳地形となっている。気候は、四季
がはっきりとしており、夏季は短く温暖で湿度が低いことから比較的過ご
しやすいが、冬季は降雪期間が長く最大積雪が山間部で１m 以上、平野
部や海岸部では約 70cm に達するなど、厳しい気象条件である。年平均気
温は 9.4℃と冷涼寡照で雨量が少なく、夏季の偏東風（ヤマセ）の影響が
大きい。

（２）農林水産業の概要
　当地域は、いか・ほたて等の漁業や酪農・畜産、ひば林業が盛んで、近
年は育てる漁業や高原野菜が注目されている。酪農・畜産では、肉用牛は

とであり、これからも、家族みんなでこの栄誉に負けない経営を目指して
励んで行きたいと思います。
　最後に今回の受賞にあたり、御指導いただきました関係機関の皆様にこ
の場を借りて感謝申し上げます。

第１図　

 

野平 

袰川 
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黒毛和種及び日本短角種などの品種の、繁殖経営が主で、肥育経営は殆ど
なく、乳用牛は全てホルスタイン種となっている。むつ市の農業産出額
396 千万円（平成 18 年）に占める畜産の割合は 73％と高く、うち肉用牛３％
で畜産に依存した地域である。

２．受賞者の略歴
　悦雄氏は昭和 38 年佐井村立野平中
学校を卒業し、氏の父が昭和 24 年に
入植した野

の だ い

平地区（現むつ市川内町）
において、就農した昭和 38 年に水稲
と畑作と肉牛５頭の複合経営を開始
し、昭和 45 年に広島県から２頭の黒
毛和種を導入して、肉用牛繁殖経営の
基盤を築いた。昭和 46 年の米の減反
政策を契機に、所有する水田全て 2ha を牧草地に転換し、水田跡地で放
牧を開始した。昭和 47 年からは放牧で生じた余剰労力を活用し、高冷地
の立地を活かした加工用野菜の契約栽培も取入れ、昭和 56 年には、治水
目的の川内ダムの建設により、野平地区 36 戸が現在の袰

ほろかわ

川地区に集落移
転したのに合わせて牛舎を建設した。労働の平準化による肉用牛繁殖と野
菜生産の営農体系を二人三脚で展開してきている（写真１）。

　受賞者の経営概要

１．経営の概要
　労働力 2.8 人（経営主・後継者夫妻）により、袰川地区にある自宅・牛
舎周辺の採草地６ha と、そこから 30km 離れた野平地区にある 37 カ所に
分散した放牧地 33ha（内 20ha は兼用地）において（第１図）、粗飼料自
給率（TDN 換算）100%の肉用牛繁殖経営（繁殖牛 65 頭、育成 10 頭）を
主に、夏期には首都圏にある漬け物、青果物業者と 2.5ha の加工用高冷地

写真１　鈴木夫妻と後継者夫妻



－ 112 － － 113 －

野菜（カブ、ダイコンなどの根菜類）の契約栽培も行う複合経営を実践し
ている。
　放牧は、春から秋まで成雌牛のすべてを野平地区に袰川の牛舎から運び、
放牧地に昼夜放牧している。放牧は、東西４km の範囲において 37 カ所
に分散した放牧地に分娩予定日別に分けた１群５頭程度の群編成により
行っている。放牧地で分娩した親子はそのまま放牧を続け補助飼料無給与
の自然哺育による我が国では例の少ない黒毛和種の親子放牧である。また
親牛は、放牧地で発情確認、人工授精を行っている。

２．経営の成果
　平均分娩間隔 12.0 ヵ月で１年１産の高い生産性を上げ、繁殖牛１頭当
たりの販売保留頭数は 0.94 頭である。販売価格（平成 19 年度）は雌子牛
615 千円、去勢 609 千円、雌雄平均 612 千円で、青森県の平均 550 千円と
比較しても高く、20 年、21 年も同様に高価格を維持している。その結果、
繁殖牛１頭当たり所得 248 千円、所得率 43.2%であり収益性は極めて高い

（第１表）。これらは「第１花国」による人気子牛の繁殖生産および放牧を
主体とする飼養による軽労化など、経営努力の賜と考えられる。このよう
に高い販売価格で、高所得を上げ、経営の安全性も高く、ゆとりある生活
を創出している。



－ 112 － － 113 －

 

第１表　平成 19 年度収益性・生産性の経営実績
期　　間 19 年 1 月～ 19 年 12 月 経営実績 比較数値※

経
営
の
概
要

労働力員数
（畜産）

家　　族（人）
雇　　用（人）

2.8 2
0 0

成雌牛平均飼養頭数（頭） 65 69
年間子牛販売・保留頭数（頭） 61.0 57

収
　
益
　
性

繁殖部門年間総所得（千円） 16,133 6,977
成雌牛１頭当たり年間所得（千円） 248 102
所得率（％） 43.2 28
成雌牛１頭当たり投下労働時間（時間） 94.0 －
家族労働力１人１日当たり投下労働時間（時間） 6.0 －

成雌牛
１頭当たり

部門収入（円） 574,692 357,807
売上原価（円） 365,793 280,523

生
　
　
　
産
　
　
　
性

繁
　
　
　
殖

成雌牛１頭当たり年間子牛販売・保留頭数（頭） 0.94 1
平均分娩間隔（カ月） 12.0 13
受胎に要した種付け回数（回） 1.5 2
平均産次数 5.5 －

雌
子
牛

１頭当たり販売・保留価格（円） 615,181 430,481
販売・保留時日齢（日） 310 292
販売・保留時体重（㎏） 284 252
日齢体重（㎏） 0.91 1

去
勢
子
牛

１頭当たり販売・保留価格（円） 609,071 502,485
販売・保留時日齢（日） 301 281
販売・保留時体重（㎏） 316 274
日齢体重（㎏） 1.05 1

粗
　
飼
　
料

成雌牛１頭当たり飼料生産延べ面積（ａ） 100 16
借入地依存率（％） 21.4 52
粗飼料 TDN 自給率（％） 100.0 －
飼料 TDN 自給率（％） 77.0 －
TDN1kg 当たり生産費（円） 8.9

安
全
性

成雌牛１頭当たり借入金残高（期末時）（円） 58,769 135,693

※中央畜産会 2008.1 経営診断から見た畜産経営の現状－畜産経営診断全国集計統計編－成雌牛
飼養頭数規模別集計 50 頭以上
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　受賞財の特色

１．技術と経営
（１）合理的なほ場管理による飼料の低コスト生産
　分散した 37 カ所の放牧地（含兼用地、
0.2 ～ 2.6ha）と７カ所の採草地（0.6 ～
1.4ha）に対して、毎年 3ha 程度の草地
更新を計画的に行っている（第２図）。
草地更新は、対象草地に一旦根菜類を１
～３年作付けし、その後に実施してい
る。採草地、放牧地には堆肥、草地化
成、苦土石灰を施用し、牧草収量は各
50t、40t/ha を達成している。なお、後
述する自家生産した堆肥は経営内の採
草地に還元している。これらの合理的な
ほ場管理により、飼料自給率（TDN ベー
ス）で 77%（粗飼料自給率（TDN ベー
ス）で 100%）と高い自給率を上げ、ま
た TDN1kg 当たり 8.9 円と低コスト生
産を達成している。

（２）徹底した放牧管理による飼養労力の削減
　放牧地では分娩時期別に群分けして
放牧し、放牧地分娩を行わせている。さ
らに分娩後は終牧時まで親子放牧とし
て補助飼料は無給与の自然哺育を行う
など大幅に手間を省いている（写真３）。
その結果、繁殖牛１頭当たり投下時間
94 時間で、大規模な経営にありながら

写真２　放牧地と野菜畑

写真３　親子放牧の様子

第２図　分散した放牧地

放 牧

 

兼用地
 

野菜畑
 

借地
 

0 2km
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飼養労力の削減に努めている。

（３）優良な牛群作りと高い繁殖・育成技術による高価格子牛販売と高収
益性
　経営主および後継者の博之氏とも家畜人工授精師の資格を有し、繁殖雌
牛の健康管理や発情の観察を徹底し、適期授精を行っている。特に、人気
の高い種雄牛「第１花国」の種付けと優良繁殖雌牛の血統整備を進めてい
る。その結果、繁殖成績は、分娩間隔 12 ヵ月、平均種付回数は 1.5 回と
良好な成績を示し、放牧子牛を含む子牛の発育成績は、販売時体重が雌
284kg、去勢 316kg、日増体量は雌 0.91kg、去勢 1.05kg と良好で、子牛
市場における販売価格では、平成 19 年度では子牛価格が県内平均価格よ
り約６万円高い販売価格を達成している。

（４）ふん尿利用（環境対策）
　冬期の全頭舎飼時に発生するふん尿
は敷料のおがくず、残滓などと共に堆
肥舎（433㎡）で月３回切り返しを行
い、良質な完熟堆肥を生産している。堆
肥の５%は耕種農家と稲ワラの交換に使
い、残り 95%は採草地、野菜畑に還元
し、肥料費の節減に努めるとともに土壌
環境を良好に維持している（写真４）。

（５）ゆとりのある経営とそのデータ管理
による経営改善
　夏期、放牧により省力管理で飼養作業
の手間を減らし、さらに採草は牧草ロー
ルベール調製のみとし作業体系を単純化
させ、飼料生産・貯蔵作業を軽労化して

写真４　堆肥舎

写真５　ロールベール調製
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いる（写真５）。これらにより、上述の通り労働時間の大幅な削減を実現
している。経営管理面では、後継者がコンピュータ利用による複式簿記記
帳とともに青色申告を行うほか、肉用牛と野菜の部門別管理によって経営
改善につなげている。

（６）資本投資抑制による生産コストの低減
　畜舎は、袰川の１棟は昭和 56 年、集落移転時に建築したものに増築し、
他の１棟は平成７年に補助事業により建設するとともに、同事業で増頭に
対応するためロールベール体系の作業機械一式を取得している。野平地区
の家畜避難舎は、昭和40年代に建築した畜舎を改造して使っている。なお、
増改築は基礎部分の工事を除いて自力施工を行い、建築費の低減を図って
いる。牧柵は長芋栽培に使われていた支柱廃管を加工して再利用するなど
コスト節減に努力している。このように補助事業を上手く取り入れ、機械
は必要最低限に絞って整備している。牛舎などは増築に増築を重ねている
ため使い勝手は少し劣るが、それを我慢して使用するなど、無駄な経費を
極力抑えている。

（７）地域社会との連携
　経営主は農事実行組合長や黒毛和種生産組合長として重責を担い、また
農産物の直売、地域の環境美化、消費者交流、地域内の繁殖農家に対する
優良子牛の導入による血統整備や肥育農家との情報交換・交流等を通じて、
地域貢献度は大である。後継者は、就農後は４H クラブに所属し、国内先
進地研修や消費者交流等に積極的に参加し、子牛市場開催日（毎月１回）
には、買参人や肥育農家等との情報・意見交換を行い、生産子牛の履歴の
把握に務めるなど、経営能力を着々と高めている。

（８）家族で話し合う畜産経営の実現
　作業は親子夫婦で分担し、平成 11 年に家族協定を締結するとともに、
夫婦連名による認定農業者として「ゆとりある経営」を実践している。鈴
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木夫妻と後継者夫妻は常日頃コミュニケーションを密に取り、経営状況を
細かく家族全員で吟味するなど情報を共有している。また、野菜の播種、
収穫期（７月～ 10 月）には忙しいが、それ以外は、時間に余裕もあり、
そのゆとりで、研修旅行も含め、ガーデニングで余暇を楽しむなど、積極
的に休養し鋭気を養っている。

　普及性と今後の方向

１．普及性
　当経営は、入植時の経営基盤をもとに、肉用牛繁殖と加工用野菜による
複合経営を確立し、集落移転後も野平の離農跡地の取得と借り入れなどに
より土地基盤を集積した。現在 37 カ所にも分散した草地であるが、草地
面積に応じた家畜配置などきめ細やかな放牧牛群管理により草地を有効利
用し、夏期の飼養管理労働の軽減を図り、大規模な肉用牛繁殖牛飼養と野
菜作の複合経営を確立している。集落移転した袰川地区の農家 25 戸のう
ち 17 戸が肉用牛を飼養しているが、その中でもトップクラスの規模であ
り、自給飼料の生産コストも低く、収益性も高い。季節放牧と採草の自給
飼料生産に立脚した放牧型畜産経営は当該地域でのモデル的な存在であ
る。自給飼料生産に基づく、また環境にもやさしい畜産経営の確立が求め
られている中で、当経営は経営実績について高く評価されるだけでなく、
草地基盤に立脚した資源循環型の土地利用型畜産経営でもあり、我が国の
寒冷な地域を対象にそのモデルとして全国的にも普及性がある。

２．今後の方向
　将来は後継者夫妻とともに、①繁殖牛 100 頭規模への増頭、草地の拡大、
②繁殖成績の向上、③市場性の高い子牛の生産、育成、④さらなる低コス
ト、省力管理を図ることなどを目標に掲げ、意欲を燃やしている。また、
鈴木家の妻達は自らの自慢料理の腕を通して地域との連携を深め、また風
光明媚な下北半島の地の利も活かした「グリーンツーリズム」をやってみ
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たいとの夢を持っている。さらに経営データを躊躇なく開示する用意もあ
り、もっと多くの畜産農家に放牧の良さを知って欲しい、畜産農家がハツ
ラツと元気になる放牧をもっと広めたいと大きな希望を持ちその意欲は計
り知れない。

（執筆者（独）農業・食品産業技術総合研究機構 
畜産草地研究所研究管理監　梨木　守）



受賞財　産　物（茶）
受賞者　農事組合法人　中山茶業組合
住　所　静岡県掛川市

受賞者のことば

天 皇 杯 受 賞
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農事組合法人 中山茶業組合　代表　鈴木　昻

　茶業組合再編 40 年という節目の年に栄えある天皇杯を受賞し、組合員、
青年部、婦人部、家族共々大変感激しております。
　また、受賞に至る迄の長きに渡り、お力添えいただきました方々をはじ
め、今回の審査におきましてお世話になりました皆様に心より感謝申し上
げます。
　当中山茶業組合は、急傾斜の中山間地に立地しており、土壌も粘土質で
排水不良の畑が多く、茶栽培といわず、農地としての利活用が大変困難な
条件下にありました。
　しかし、この地では茶業しかないと考え、当時盛んに行われた在来種よ
り品種茶園への改植で暗きょ排水や農道設置等の基盤整備を進めました。
　また、質の高い荒茶を製造するためには、良質な生葉の生産が第一であ
ることから、山草の投入による土づくりや、昭和 55 年から組合をあげて
有機質肥料を中心とした独自の設計による自家配合に取組み、試行錯誤を
重ねました。現在では、組合員各自が、土壌分析のデータや気候の状況を
考慮して肥料を配合し、きめ細かな施肥による高い品質を追及しています。
　一方製造においては土壌の性質から保肥力が高く葉が厚くコクのある生
葉が採れることから深蒸し茶の製造に取り組み、形状、色択はさておき、
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受賞者のことば

－ 120 －

　地域の概要と受賞者の略歴

１．地域の概要
（１）地域の立地条件
　掛川市は、人口約 11 万 5 千人、総
面積 265.63km2 を有し、静岡県の中西
部静岡市と浜松市のほぼ中間に位置し
ており、北部の山間地から南部の遠州
灘にかけて、起伏に富んだ丘陵地帯が
広がっている（第１図）。
　年間平均気温は約 17℃と温暖で、
年間降水量は約 2,000㎜となっている。
　中山茶業組合は、掛川市北東部に広がる中山間地にある佐夜鹿地区に位
置し、かつて箱根、鈴鹿と並んで「東海道の三大難所」と言われた「小夜
の中山峠」が地区内にあることでもわかるとおり、起伏条件に富んだ地形

滋味が抜群で旨みが強いお茶だと評価されるようになり、付加価値もつき
業績は向上しました。
　また、同時に、組合設立当初から、取引先との連携を強化し、消費動向
を踏まえた、ニーズに応じた荒茶の製造や、新しい商品開発により、取引
の安定化と有利販売にも取り組んでまいりました。
　これらの取組が、昨今の時代の流れに合うものと評価して頂いたと考え
ております。
　私たちは、今回の栄えある天皇杯受賞を大きな励みとし、今後とも、組
合員一丸となって良質茶の生産に精進し、多くのお客様に喜んでいただけ
るお茶を提供するとともに、茶業を通じ地域社会に貢献してまいりたいと
思います。ありがとうございました。

第１図　掛川市及び佐夜鹿地区の位置

静岡県

掛川市
※網掛けの範囲が中山茶業組合組合員の茶園

佐夜鹿地区

小夜の中山峠 佐夜鹿地区
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条件の中、33.3ha の茶園が展開されて
いる（写真１）。

（２）農林水産業の概要
　掛川市の北部では茶、水稲、施設園
芸、畜産など、南部では大規模な水稲、
茶、施設園芸、露地野菜など、多品目
にわたる農業が行われている。なかで
も茶は、掛川市の農業産出額の４割（77 億円（平成 18 年））を占める市
の基幹作物である（第１表、第２表）。

　掛川市で茶の生産が始まったのは、江戸時代後期と言われており、その
後、生産者や茶商のたゆまぬ努力などによって、県内有数の茶産地として
成長してきたが、特に昭和 50 年代に深蒸し製法を取り入れてから、大き
く躍進した。
　現在、掛川市の茶園面積は、2,353ha（平成 20 年）で県内第３位、荒茶
生産量は 5,790t（平成 19 年）で県内第２位となっている。

写真 1　小夜の中山峠からの景観

第１表　掛川市及び掛川市農業の概要
総世帯数（H21.8.1） 38,375 戸
総人口（H21.8.1） 115,624 人
耕地面積（平成 20 年） 5,550ha
　うち茶園面積（平成20年） 2,353ha
農家戸数（平成 17 年） 4,451 戸
　専業農家 561 戸
　第 1 種兼業農家 944 戸
　第 2 種兼業農家 2,946 戸
茶生産農家数（平成 17 年） 1,958 戸
認定農業者数 520 人
　うち茶生産農家数 333 人

第２表　掛川市の農業産出額
農産物 産出額（億円） 割合

総額 203.6 100.0%
茶（生葉＋荒茶） 77.0 37.8%
鶏卵 29.8 14.6%
米 25.9 12.7%
メロン 18.7 9.2%
いちご 13.9 6.8%
生乳 7.7 3.8%
トマト 6.4 3.1%
その他　 24.2 11.9%
資料：第 54 次静岡県農林水産統計

資料：掛川市住民基本台帳人口（総世帯数、総人口）
農林水産省、農林水産関係市町村別データ（耕地面積）
静岡県茶業の現状（茶園面積）
2005 年農林業センサス（農家戸数、茶生産農家数）
掛川市（平成 21 年８月 1 日現在の認定農業者数、茶生産農家数）
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　平成 19 年９月には「掛川茶」が掛川茶振興協会により地域団体商標登
録されている。

２．受賞者の略歴
　農事組合法人中山茶業組合は、昭和 19 年に、佐夜鹿地区の農家 18 戸で
設立した「山中共同製茶工場」、それを引き継ぐ「丸中協同製茶工場」を経て、
昭和 45 年、13 戸により設立された（第３表）。
　当組合は標高 270 ｍを中心とした中山間地域にあり、佐夜鹿地区ほぼ
全ての茶園が傾斜 15 度以上となっており、土質も重粘土質で排水が悪く、
安定的な水源にも乏しいといった、厳しい自然条件の中にありながら、茶
園の基盤整備や技術力向上への積極的な取組によってこれを克服し、現在
では収益性の高い茶業経営を実現している（写真２、３）。

 　写真 2　中山茶業組合の茶園風景 写真 3　平成 21 年度の茶工場全景
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第３表　中山茶業組合の変遷

年　次 内　容 茶園
面積（ha）

昭和 19 年 佐夜鹿地区農家 18 戸が「山中共同製茶工場」を設立する。 4.5

昭和 20 年頃 山林原野を開墾し、規模拡大を進めていく。

昭和 35 年頃 深蒸し煎茶の製造に取り組み始める。

昭和 39 年
取引先茶商の倒産により多額の損失を被り「山中共同製茶工場」は
解散する。農家 12 戸により「丸中協同製茶工場」を設立し、再出発
する。

8.0

昭和 40 年頃 在来種から品種「やぶきた」の導入を進める。
大型ブルドーザーによる開墾、改植を進める。

昭和 45 年
近代的な茶工場建設の機運が高まり、新工場落成と共に農家 13 戸に
よって法人化し、「農事組合法人　中山茶業組合」を設立する。製茶
機械 50 Ｋ２ラインを設置。

12.0

昭和 46 年 開墾を進め、茶園面積を拡大していく。

昭和 49 年 製茶機械を 60 Ｋ２ラインに増設。 20.0

昭和 50 年 深蒸し煎茶研究会「三葉会」を発足させる。

昭和 54 年 秋摘み茶の製造を開始する。

昭和 55 年 組合をあげて有機質肥料中心の施肥体系に取り組み始める。
組合で肥料の共同購入、独自配合肥料の作成を始める。

昭和 57 年 第三次構造改善事業により茶工場の増設を行う。 22.2

平成 2 年 茶商と共同で新商品の食用茶の製造を開始する。 25.4

平成 3 年頃 品種「さえみどり」を導入。

平成 6 年 製茶機械を 180 Ｋ２ラインに拡大する。 26.5

平成 10 年頃 品種「山の息吹」を導入。

平成 12 年
中山茶業組合、現（独）農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研
究所、㈱カワサキ機工の共同研究で環境保全型農業技術確立研究を
開始する。

29.2

平成 15 年 安全安心への意識の高まりから、生産履歴についてコンピューター
での記帳、管理を始める。

平成 17 年 GPS（衛星即位システム）を利用しての茶園の面積測定に取り組む。

平成 19 年 自園自製農家 1 戸が加入し 16 戸になる。 33.3

平成 20 年 牧之原畑総事業が完了し、茶園の潅水施設が整う。

平成 21 年 強い農業づくり交付金事業を活用して製茶機械をリニューアルする
予定。 33.3
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　受賞者の経営概要

１．経営の概要
　中山茶業組合は、平成 21 年現在、
16 戸の組合員で構成されており（写
真４）、そのうち 10 名は農業経営
基盤強化促進法に基づく認定農業
者で、代表理事を中心とした理事
5 名が主な経営判断を行っている。
生産部、製造部、販売部、経理部、
青年部、女性部が組合活動を担い、肥料・農薬の一括購入や栽培方法の統
一化のほか、組合員から出荷された生葉により荒茶の製造、販売を行って
いる（第２図）。
　茶園面積は 33.3ha で、品種構成は、「やぶきた」が 27.2ha、「山の息吹」
など早生品種が 2.6ha であり、「やぶきた」が 81.7%を占めている。
　年齢構成は、20～30代が４名、40～50代が12名、60代以上が４名となっ
ており、若手が多く後継者が確保されており、茶価低迷など中山間地域の
茶業を取り巻く環境が厳しさを増す中にあっても、安定した法人経営が展
開されている。

　受賞者の経営概要

写真４　中山茶業組合組合員集合写真

第２図　中山茶業組合の茶生産振興体制

代表理事組合長
（鈴木昻）
理事（4 名）

生産部
・栽培体系の決定
・肥料、農薬の選定
・施肥時期の決定
・病害虫予察による 

防除時期の決定
・一番茶の生育調査に

よる生産計画の立案

製造部
・荒茶製造
・工場の保守管理

販売部
・茶商取引
・荒茶仕上げ
・小売販売

経理部
・会計経理

事務

青年部
・後継者間

の交流

女性部
・各 種 イ ベ

ン ト へ の
協賛

・研修会へ
の援助

※各部の責任者は理事が兼務し、組合員は複数の部を兼務している。

構成員 16 戸
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２．経営の成果
　中山茶業組合全体の年間生葉生産量は、平成 20 年度は 674t であり（第
４表）、一番茶、二番茶、秋番茶と、年間通じて荒茶製造を行うことが、
後に記す高品質・高価格の茶生産と相俟って高い収益性を生む要因となっ
ている。
　荒茶生産量は、経営面積の拡大に伴って年々増加傾向にあり（第５表）、
荒茶の販売先は、全量の約 85%を茶商へ、10%を掛川茶市場へ出荷し、残
り５%を仕上げ茶にして口コミを介して得た顧客に直接販売している。
　荒茶平均単価は、静岡県の平均に比べ一番茶で約 1.5 倍（このうち手摘
み茶では約 3.2 ～ 5.6 倍）、二番茶で約 1.1 倍、秋番茶では約 1.4 倍（この
うち手摘み茶では約 25 ～ 30 倍）となっており、品質への高い評価が価格
に反映されている（第６表）。
　また、中山茶業組合が組合員へ支払う原材料費（生葉代）は平成 20 年
度で１億 7,000 万円であり、１kg 当たりの単価は、県の平均に比べ２割
高の水準となっている（第７表）。
　以上のように、中山茶業組合は、高い技術力の維持・向上に不断の努力
を払いながら、この技術力を経営に活かすことで、手摘みの深蒸し煎茶に
代表されるような高品質で付加価値の高い、差別化された茶の生産・販売
を可能にしており、中山間地域にありながら、収益性の高い安定した茶業
経営を実現している。

第４表　生葉生産量の推移 （単位：ha、kg）

年次 栽培
面積

生葉生産量
一番茶 二番茶 秋番茶 年間手摘み 機械摘み 計 手摘み 機械摘み 計

平成 2 年 25.4 － － 203,201 197,566 － － 129,801 530,568
　12 年 29.2 － － 248,892 206,932 － － 194,215 650,039
　18 年 30.5 37,934 192,538 230,472 167,807 11,820 171,646 183,466 581,745
　19 年 33.3 44,673 196,353 241,026 174,848 10,652 200,554 211,206 627,080
　20 年 33.3 32,186 234,724 266,910 186,436 13,089 207,800 220,889 674,235

※二番茶は、全て機械摘み。
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　受賞財の特色

１．技術
　中山茶業組合は、生産性やコスト面での制約の多い中山間地域で、収益性
の高い安定した茶業経営を実現するため、高い技術力の維持・向上に努め、
その技術力を活かし、高品質で付加価値の高い茶生産に取り組んでいる。

（１）技術力を核とした中山間地茶業
ア　基盤整備等による土壌改良

第５表　荒茶生産量及び荒茶販売高の推移 （単位：kg、円）

年次 荒茶生産量 年間荒茶販売高一番茶 二番茶 秋番茶 年間
平成 2 年 40,614 40,410 27,714 108,738 295,480

　12 年 56,514 45,060 43,063 144,637 310,347
　18 年 47,787 33,986 39,246 121,019 251,837
　19 年 49,989 36,011 43,119 129,119 271,907
　20 年 49,195 35,641 47,324 132,160 245,959

（注） 荒茶平均単価は手摘みと機械摘みを含む。

第６表　中山茶業組合の荒茶平均単価                        

年次
荒茶平均単価

中山茶業組合（A） （円 /kg） 県内平均（B）   （円 /kg） A/B × 100（％）
一番茶 二番茶 秋番茶 年間 一番茶 二番茶 秋番茶 年間 一番茶 二番茶 秋番茶 年間

平成
18 年 4,131 1,045 482 2,081 2,731 925 323 1,592 151 113 149 131

19 年 4,272 1,000 518 2,106 2,772 915 350 1,588 154 109 148 133
20 年 3,745 979 567 1,861 2,511 890 404 1,456 149 110 140 128

（注）荒茶平均単価は手摘みと機械摘みを含む。
　　　　　　　　（資料：県内平均（静岡県経済連、静岡県お茶室））

×

第７表　中山茶業組合の生葉平均単価　

年次 生葉年間平均単価
中山茶業組合（A） 県内平均（B） A/B × 100（％）

平成 18 年      314 円 /kg      230 円 /kg 137
19 年 326 234 139
20 年 257 211 122

　（資料：県内平均（静岡県経済連））

×
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　佐夜鹿地区は急傾斜地が多く、土壌が重粘土質で排水が悪く、茶の栽培
に不利な条件下にあった。
　このため、新植や改植を進める際に、バックホーによる天地返し、暗きょ
排水、明きょ排水の設置とともに、耕耘機による耕起及び山野草の投入・
植栽を実施し、土壌の物理性改善に努力してきた。
　成園化後も、８月下旬に深耕を実施し、物理性の改善や完熟した山草の
すき込みを行うなど、良好な土壌条件の確保が図られている。
　平成 20 年に牧之原畑総事業が完了し、茶園の灌水施設が整備されたた
め、スプリンクラーによる定期的な灌水が
可能になり、茶樹への水ストレスが大きく
減少している（写真５）。
　このように、「中山間地の傾斜地」とい
う不利な土壌条件を、昭和 40 年代からの
長年に渡る不断の努力により克服し、茶園
面積の拡大とともに、高品質な茶を生産す
る土台づくりに取り組んできた。

イ　独自の栽培管理体系の確立
　茶園が小夜の中山峠の尾根を挟んで東西南北の斜面に広がっているた
め、茶園毎、更には一筆の茶園内においても気温差により新芽の生育状況
や寒害の状況が異なるなど、茶園環境が多様であることから、茶園それぞ
れの特徴（気温、日照時間等）を詳細に把握した上で灌水、防寒、防風対
策等、きめ細かな栽培管理を実践するとともに、作業の過度な集中の回避、
荒茶加工のピークを低減することで、複雑な環境条件を逆に質の高い生葉・
荒茶生産に積極的に活かしている（第９表）。
　なお、摘採・施肥・防除時期などの生産管理情報は組合員に共有化され、
適期に適切な栽培管理が行われている。 

写真 5　スプリンクラーによる灌水
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第８表　中山茶業組合における茶栽培管理の状況
時期 摘採時期 作業内容

1 月
上旬 総会の開催

山草の投入（１月～２月）中旬
下旬

2 月
上旬 施肥①、浅耕

（施肥後、土壌と混和して施肥効果を高める）
化粧ならし（一番茶に向け摘採面を整える）
土壌灌注（土壌改良材、液肥を投入）

中旬
下旬

3 月
上旬 施肥②、浅耕（自家配合有機質肥料）
中旬 防霜対策（３月中旬～摘採終了まで）

防除①（カンザワハダニ）
下旬

4 月
上旬 生育調査（萌芽、新芽の生育を調査）

施肥③、浅耕（自家配合有機質肥料）中旬
下旬

5 月

上旬 施肥④、浅耕（自家配合有機質肥料）
一番茶摘採（手摘み摘採 30%、機械摘採 70%）

中旬 一番茶後、一部茶樹で中切り更新
防除②（カンザワハダニ、チャノサビダニ、クワシロカイガラムシ）
防除③（チャノキイロアザミウマ、チャハマキ、チャノコカクモ
ンハマキ）

下旬

6 月
上旬
中旬
下旬 防除④（チャノミドリヒメヨコバイ、チャハマキ、輪斑病）

7 月
上旬 二番茶後整枝、更新
中旬 防除⑤（チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ、炭疽病）
下旬

8 月

上旬 防除⑥（チャハマキ、チャノコカクモンハマキ、炭疽病）
中旬

下旬
施肥⑤、浅耕（自家配合有機質肥料）
土壌灌注（土壌改良材、液肥を投入）
防除⑦（チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ、新梢枯死症）
灌水（8 月下旬～ 9 月下旬、週１回）

9 月
上旬 防除⑧（チャハマキ、チャノキイロアザミウマ）

施肥⑥、浅耕
中旬
下旬 秋摘み茶（手摘み摘採）、秋番茶（機械摘採）

10 月
上旬

秋整枝中旬
下旬

11 月
上旬 茶園巡回（10 月下旬～ 11 月）

山草投入（11 月～ 2 月）中旬
下旬

12 月
上旬

年間作業計画の立案中旬
下旬

一番茶
摘採・加工

二番茶
摘採・加工

秋摘み茶、
秋番茶
摘採・加工
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ウ　地域全体の防除適期の判定
　残留農薬基準値を確実に守る上では、近隣の経営体を含めた地域全体の
農薬使用時期の調整が必要となる。本組合内に設置された防除委員が地域
の防除委員会に参加し、佐夜鹿地区全体の防除適期を判定する等、指導的
な役割を果たしている。

エ　不利な条件を逆手に取った高品質な深蒸し煎茶の生産
　傾斜地の茶園において高品質かつ付
加価値の高い深蒸し煎茶を生産するた
め、手摘みやレール走行式摘採機が最
大限活用されている。
　特に、手摘みは、均一で良質な生葉
を得るのに適した摘採方法ではあるも
のの、１時間当たりの生葉摘採量が１
～２kg/ 人（可搬型摘採機は２人で、
250 ～ 370kg）となるなど作業能率が極めて悪く、コストもかかるため、
全国的には大きく減少傾向にあるが、本組合では、毎年、１日最大 250 人
の「お茶摘みさん」を雇用して、現在も全体の約２割の茶園で手摘み茶の
生産を行っている。手摘みの品質は、「お茶摘みさん」の熟練度合に大き
く左右されることから、「お茶摘みさん」の指導の徹底とともに細心の注
意を払って高価な手摘み茶の製造を行っている。
　このような「お茶摘みさん」の雇用は、地域の雇用創出にもつながって
いる（写真６）。
　また、傾斜のきついほ場においても安全かつ精密な作業が可能なレール
走行式摘採機の導入（本組合のほ場の約 15％）により、手摘みに準じた
高品質な生葉の収穫を可能としている。

オ　高品質な深蒸し煎茶製造の先駆け
　佐夜鹿地区で生産する茶葉は、うま味は強いが肉厚になる傾向にあり、

写真６　手摘みの風景
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普通煎茶に製造すると外観が優れず、
茶葉の持つ良さを十分に発揮しにくい
状況にあった。そこで、蒸熱時間を長
めにした深蒸し煎茶の製茶法に活路を
見いだし、蒸熱時間やその後の乾燥工
程の工夫と研究を重ねていった。
　昭和 50 年頃には、中山茶業組合、
茶商、製茶機メーカーを構成員とした
深蒸し煎茶の研究会である「三葉会」を設立した。「三葉会」は品質の高
い深蒸し煎茶製造に関する研究をはじめ、荒茶品評会を開催し技術を研鑽
するほか、優良な荒茶を消費地の茶問屋へサンプルとして送付して需要調
査を行い、製造方法の改善を図っていった。深蒸し煎茶製造の技術の向上
とともに、手摘みを増やして付加価値の高い高級茶を増産していき、現在
に至っている（写真７）。
　繁忙期には 24 時間体制となる過酷な製造工程の中でも安全安心で高品
質な茶を製造するため、荒茶工場内の各所に設置した伝言ボードの活用、
製造担当交代の 10 分前ミーティングの実施、整理整頓の注意喚起の掲示
など、きめ細やかな取り組みが行われている（写真８）。

写真７　中山茶業組合の深蒸し煎茶

写真８　工場内の伝言ボードと注意喚起の掲示
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カ　有機質肥料を中心とした独自の配合肥料づくり
　高品質な深蒸し煎茶を製造するため
には、良質な生葉の生産が不可欠で、
化学肥料だけに依存した施肥体系で
は、茶の旨味が希薄になる傾向がある
と、中山茶業組合は考え、「原点は土
づくり」を基本理念に掲げて有機質肥
料を最大限活用した栽培体系の構築を
目指してきた。昭和 55 年には、組合
員一丸となって統一的な施肥体系に取
り組むことを決定し、有機質肥料を中
心とした独自配合に取組んできた。（写
真９）。
　当初は、各肥料の配合比に関するノ
ウハウが少なく、失敗も多くあったが、
本地区の土質条件や製造する荒茶の品
質に適した独自配合を確立するため、
試験ほ場を設けるなど試行錯誤を経てノウハウの蓄積が図られてきた（写
真 10）。
　現在では、毎年 10 月頃に、次年度の指針となる動物性肥料及び植物性
肥料の配合比率や施肥量の決定がなされており、長年蓄積されたノウハウ
を活かして茶園や気象状況に応じたきめ細かな施肥が実施されている。

キ　試験研究機関と連携した技術の向上
　近隣に独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所、
静岡県農林技術研究所茶業研究センターが設置されていることもあり、意
欲的にこれらの研究機関と連携した試験栽培が行われている。
　近年では、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究
所の交付金プロジェクトに協力し、茶園管理における精密農業に向けて、

写真９　独自配合肥料作成の様子

写真 10　実験ほ場の様子
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GPS（衛星測位システム）を利用した
茶園の正確な位置・面積の測定が試み
られた（写真 11）。
　このような試験研究機関との積極的
な連携は、中山茶業組合の高い技術力
の形成・向上に大いに活かされるとと
もに、取引先茶商との信頼関係の強化
にも繋がっている。手摘みなど伝統的
な手法を活用する一方、優れた先進技術をいち早く取り入れることで、高
い技術力の維持・向上に努め、高品質な茶生産に取り組む姿勢が本組合の
特徴の一つとなっている。

（２）環境に配慮した茶づくり
ア　環境に配慮した施肥技術
　中山茶業組合は、有機質肥料を中心とした独自の配合肥料づくりとその
活用を進め、環境に配慮した茶づくりに取り組んでいる。年間の窒素施肥
量は、静岡県の施肥基準 54kg/10a を遵守したうえで、肥料に占める有機
質資材の割合を春肥で 64％、夏肥で 81％程度まで高くしている。
　施肥の吸収効率向上を図るため、平成 12 年度から気温、雨量、土壌水
分の観測や、土壌埋設
型 EC センサーを利用し
た土壌中の窒素成分量の
測定が行われており、そ
の結果が施肥時期の決定
に活用されるなど、先進
的な取組が行われている

（第３図）。

写真 11　GPS での茶園面積の測定

第３図　土壌埋設型 EC センサーの画面

（気温、雨量、土壌水分、土壌 EC の値が、経営分析に活か
しやすい形で、パソコンに表示されるようになっている。）
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イ　地域資源の活用
　地域資源を活用しながら土づくりをしていくために、地区内の山草（ス
スキやカヤなど）を刈り取って茶園に敷き草として投入し、土壌改善が図
られている（写真 12）。
　静岡県農林技術研究所と独立行政法人農業環境技術研究所の共同研究に
よって、山草の刈り取りが絶滅の危惧されている草生植物（キンラン（ラ
ン科）、フジタイゲキ（トウダイグサ科）など）の維持にも役立っている
こと※１が明らかになってきており、茶園の生産性向上と同時に地域の環
境保全に寄与する一石二鳥の取組として、今後の波及が期待される。（写
真 13）。　　

２．経営
（１）ニーズに応じた荒茶の生産体制
ア　商品提案力のある荒茶生産体制
　中山茶業組合の荒茶販売の特徴は、設立当初（昭和 45 年）から茶商と
の連携と関係づくりを重視した販売方針がとられていることである。現在、
その販売先の 85％が掛川市及び島田市の茶商５社となっている。
　取引先との間で、茶期前の荒茶の生産・販売計画のすり合わせ、茶期後
の茶葉の評価を含めた意見交換を通じて情報の共有が図られるとともに、

※１　稲垣栄洋、大石智広、高橋智紀、松野和夫　「除草の風土 [13] 静岡県の茶園地帯に見られ 
 る管理された茶草ススキ草地」　雑草研究 Vol.53（2）77-78（2008）

写真 12　山草採取の様子 写真 13　絶滅の危惧されてい 
 る草生植物（フジタイゲキ）
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消費者の嗜好変化の把握や先を見据えた生産・製造計画への反映が試みら
れている。
　特に、茶期中は、取引先の日々の要望を聞き、摘採時期、摘採方法や生
葉の蒸しの度合いの調整を行うなど、日々製造改善に取り組んでいる。こ
うして茶商の要望に即座に対応することを通じて、取引先の安定化と信頼
関係の構築が行われている。このような取組は、茶商の求めるお茶づくり
が課題となっている今日に先駆けた取組といえるものであり、特筆すべき
点といえる。

イ　高い研究開発意欲と茶商との連携
　中山茶業組合は、研究開発意欲が高
く、茶商と連携した新商品の開発に積
極的に取り組んできた。特に、９月下
旬に秋芽を手摘みして製造される深蒸
し煎茶‘秋摘み茶’は、一番茶に近い
品質で、優れた新鮮な香りが特徴であ
り、茶商からも高い評価が得られてい
る。その単価は、同じ茶期の荒茶に比
べて、25 ～ 30 倍という極めて高いも
のとなっており、明確な差別化が実現
されている。この「秋摘み茶」の生産
には、気温及び地温を参考にして摘採
期を見極めた上で手摘みすることが不
可欠であり、高い技術力があってこそ
可能となっている　（写真 14、15）。
　また、平成２年から、食用茶の品質
向上の研究にも取り組み、現在では、年間 600kg の食用茶が安定して取
引されており、平成 21 年には、茶葉粉砕のための新しい機械が導入され、
更なる食用茶製造への取組が展開されようとしている（写真 16）。

写真 14　秋摘茶 PR の様子

写真 15　秋摘み茶についての掲載記事
（平成 21 年 9 月 22 日の様子）

（中日新聞　平成 21 年 9 月 23 日掲載）
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ウ　組合における女性の活躍
　本組合の女性部は 14 名から成り、
うち２名が、組合員の収入に直結する
生葉格付けや茶工場の運営事務のため
年間雇用されている（写真 17）。
　また、女性部が中心となって、主要
取引先や、製茶機械メーカーとの販売
研修会を 30 年以上にわたり年２回開
催し、最新の流通実態や製茶技術など
についての情報交換を行うともに、互いの深い信頼関係を構築している。
　女性部は、「掛川市農業活性化やる気塾」という地域の協議会に参加す
るなどして、闘茶会などのイベントで茶の魅力発信に努めている。
　こうした地域活動への積極的な取組
も、消費者の声を直に聞く貴重な機会
として捉えられ、日々の荒茶製造への
反映が意識されている。

エ　担い手の育成
　20 代～ 40 代前半の６名からなる青
年部は、生産部もしくは製造部を兼
務しており、生産部内では、青年部員

写真 16　食べるお茶として販売されている食用茶

写真 17　生葉格付けの様子

写真 18　蒸し機の茶葉をチェックして
 いる様子
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が防除時期の決定、EC センサーの測定・管理を行うほか、トレーサビリ
ティーの管理を担当している。また、製造部では荒茶製造にも関わり、き
め細かな製造技術を学んでいる（写真 18）。今後組合の運営の中心となる
青年部員に責任を持たせ、技術の継承を行うことで、組合の持続的な発展
が図られている。

　普及性と今後の方向

１．普及性　　　　
（１）中山間地域の法人経営
　中山間地域という条件不利地域おいて、茶園の土壌改善や環境に配慮し
た茶づくり、深蒸し煎茶の製造法の確立など、茶商や研究機関と連携して
技術力向上への積極的な取組が行われ、このような取組を通じて得られた
成果が茶の高品質化・高付加価値化に活かされることで、収益性の高い安
定した茶業経営が実現されており、生産性やコスト面での制約が多い中山
間地茶業における経営モデルとなる法人といえる。

（２）茶商との連携によるニーズに対応した茶づくり
　中山茶業組合は、茶価が低迷する昨今の茶業経営環境下にあって、好調
な販売を行っている。これは、茶商との連携に取り組み、実需ニーズに合っ
た茶づくりという、今日の茶業界が抱える課題にいち早く対応する体制を
整えたことが一番大きな要因と考えられる。
　また、長年にわたる取引の安定化や信頼関係を築いてきたことに加え、
深蒸し煎茶、秋摘み茶など商品開発への取組は、消費者動向を敏感に捉え
た商品づくりが求められる昨今において、極めて高いモデル性と波及性を
併せ持つ優れた経営であると評価される。
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（３）環境に配慮した茶づくり
　茶園での化学肥料の過剰施肥が問題となる中、中山茶業組合は、静岡県
内でも早くから環境に配慮した茶づくりに取り組み、成果を挙げている法
人である。現在でも EC センサーの活用や有機質肥料を中心とした独自の
配合肥料づくりを進めており、持続的な事業を志向するその姿勢は評価さ
れる。

２．今後の方向
（１）安全安心の取組
　中山茶業組合では、食の安全・安心ニーズに対応した取組を強化してお
り、平成 15 年からは、防除履歴、施肥履歴、その他の栽培管理作業も含
めて生産履歴を記録・保管しており、取引茶商へ情報を公開することで信
頼関係を築いている。
　さらに、荒茶の安全性を確保するため、GAP にも積極的に取り組んで
いる。現在、青年部３名が J － GAP ※基礎指導員資格を取得済であり、
さらに J-GAP 審査員補の取得を目指している。
　今後は、さらに GlobalGAP の取得も含め、将来的には欧州への輸出に
対応した生産体制の構築を図るなど、先進的な取組を進めることとしてい
る。

（２）掛川茶のブランド化支援
　掛川茶振興協会が設置した、生産者、
茶商及び行政によって組織される「掛
川茶ブランド委員会」は掛川茶の品質
基準作成、品種「つゆひかり」及び「さ
えみどり」の商品化や PR イベント開
催に向けて活動している。
　掛川茶の評価を向上させることが、

※ NPO 法人日本 GAP 協会（内閣府認可）が提唱している GAP

写真 19　ブランド化の取組み
（静岡新聞　平成 21 年 8 月 20 日掲載）
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中山茶業組合の評価向上につながっていくため、鈴木昻代表理事が当委員
会に参加し、生産者の立場から委員会の活動を支えている（写真 19）。中
山茶業組合としても、「つゆひかり」及び「さえみどり」の栽培面積拡大
を計画しており、平成 23 年度までに現状 20a の栽培面積を 70a 程度に増
やす予定となっている。

（３）中山茶業組合の新たな経営展開
　本組合では、消費者の嗜好が大きく変化していることを受け、今後とも
茶商との連携を密にすることなど、消費者ニーズに沿ったお茶づくりを強
化していくこととしている。
　また、今後は、小夜の中山峠や美しい茶園の景観、400 年にも及ぶ旧東
海道の文化や歴史とお茶を組み合わせた「グリーンティーツーリズム」の
推進などを通じて、消費者との交流をさらに深め、更なるファンの開拓に
取り組み、地域の特色を活かした新たな経営展開が予定されている。

（執筆者　農林水産省生産局生産流通振興課
特産農産物対策室　茶振興係長　坂口　真也）
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受賞財　経　営（茶）
受賞者　上室 義和
住　所　鹿児島県志布志市

受賞者のことば

内閣総理大臣賞受賞
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上 室  義 和

　この度は、第 48 回農林水産祭におきまして内閣総理大臣賞をいただき、
たいへん光栄に存じます。父親から昭和 61 年に経営を引き継ぎ、乗用型
茶園管理機械による生産性の高い経営を図るため、経営規模拡大並びに生
産コストの低減、高品質茶生産に努めてまいりました。
　このような取組が高い評価を受けたことは、とても嬉しく感激しており
ます。
　茶業に携わる多くの知人や地域の同業者との交流をはじめ、切磋琢磨し
て研鑽をしたことが良い結果となり、諸先輩方の教えや同業者の力添えの
賜物と感謝しております。
　私は、現代の茶業経営に欠かせない乗用型茶園管理機械と共に、労働力
の軽減や適期管理により規模拡大を図り、また近代的自動制御荒茶加工施
設の性能を充分活かした製法と共に、処理能力の向上、高品質茶生産で所
得の増大や経営の合理化を目標にしてきました。
　自然を相手に農業の難しさや茶流通の厳しさなど、幾たびの経験で苦し
いときもありました。しかし、家族や地域住民の支えで茶業農家として育
ち、今では有限会社の設立と同時に企業的感覚の一大農業生産法人を目指
しております。
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受賞者のことば
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　地域の概要と受賞者の略歴

１．地域の概要
（１）地域の立地条件
　志布志市は、鹿児島県東部、志布志湾奥のほぼ中央に位置し（第１図）、
東西 23㎞、南北 18㎞の扇型の区域をなし、総面積は 289.4k㎡である。年
間平均気温は 17℃内外と温暖なうえに、日照時間も長く、農作物の生育
に適した地域となっている。

　今後も、後継者や系列員の育成と共に目標を大きく定め、消費者の好む
茶づくりに専念し、経営規模拡大と高品質の茶生産に向けて、地域の方々
や関係機関のご指導のもと、儲かる生産方式の確立と緑茶の消費拡大を進
め、茶業経営安定と茶の文化を大切にして食の提供や国土の保全に努める
所存であります。
　最後になりましたが、この賞を受賞するに当たり多大なご支援、ご協力
を賜りました関係者の皆様方に深く感謝申し上げます。これからも、家族、
社員と共に力を合わせ、地域の方や関係機関の方の力添えをいただき、日々
頑張って参りたいと思っています。誠にありがとうございました。

第１図－１　志布志市の位置 第１図－２　志布志市全体図
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（２）農畜産業の概要
　志布志市は温暖な気候の中、広大な台地に広がる畑地や水田を生かした
農畜産業が盛んである。茶は、鹿児島県内第２位の栽培面積を誇り、さつ
まいもは、近年の焼酎ブームを背景に焼酎用の生産が伸びている。畜産の
取り組みも盛んで特に肉用牛、豚などは生産量も多く、品質も高いことか
ら県内外で高い評価を得ている。
　志布志地域の茶業は、昭和初期に共同経営による茶業奨励が進められる
と同時に茶工場が設置され、機械による茶業が始まった。昭和 26 年に鹿
児島県立茶業指導所の設立以来、有明町を中心に曽於地区の茶業が急速に
発展し、松山町、有明町、志布志町の３か町の合併により、志布志市とな
り、1,000ha を超す茶園面積となっている。普通煎茶、深蒸し煎茶、蒸し
製玉緑茶の生産が盛んで、地域の特徴を活かしたこだわりのお茶づくりに
よる茶業経営が行われている。

２．受賞者の略歴
　上室氏は、昭和 45 年、家業であった製茶業に就き、仲間とともに、茶
業後継者の組織である ｢若葉会｣（第２図）を設立し、当時の会員（現在
の茶業経営者）とともに、相互の研鑚に励み、地域の茶業振興発展に取り
組んだ。平成８年から地元有明町の茶業振興会理事や副会長として地元茶
業の振興に貢献するとともに、平成 17 年からは鹿児島県茶生産協会理事
も務めた。市町村合併による統合後は志布志市茶業振興会理事や監事の任
につくとともに、志布志市有明茶研究会会長として、各種製茶品評会出品
に取組み、地域の茶業技術の底上げに貢献している。
　上室氏が就農したころの茶園面積は 230a であったが、昭和 61 年に父か
ら経営を継いだ後は、生産基盤整備や近代的施設整備を積極的に進め近所
の担い手のいない茶園の荒廃を防ぎながら売買や借地契約により経営規模
の拡大を図り、平成９年に家族経営から法人へ移行し，現在では茶園面積
1,374a（自園、7.7ha、借地６ha）にまで拡大、系列農家（栽培指導もする
地域の生葉売り農家）の 4.6ha とあわせ、地域でも有数の大規模農家となっ
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ている。認定農業者、県指導農業士として地域の農業振興発展に尽力して
おり、平成 13 年にエコファーマーに認定され，これからの農業を見据え
た環境保全型農業への取組も強化するとともに、後継者とともに志布志市
の茶業をけん引する存在となっている。
　また、上室氏は、茶生産技術の向上と産地の銘柄確立のため、志布志市
有明茶研究会員として、会の設立（平成２年）以降、積極的に品評会茶事
業に取り組んでいる。その結果、数々の各種製茶品評会において高い評価
を得、多数上位に入賞している。平成 20 年度鹿児島県茶経営改善コンクー
ルにおいては、その製茶技術のみならず、経営状況についても高い評価を
受け、農林水産大臣賞（最優秀賞）を受賞した。

　　　 

　・志布志市茶業振興会
　　平成 18 年の合併と同時に旧町３つの茶業振興会（茶生産者組織）が

合併し設立。
　・若葉会
　　昭和 45 年設立。志布志市内の茶業後継者で構成。
　・茶業女性の会
　　平成 13 年 10 月２日設立。志布志市内の茶業女性で構成。

第２図　志布志市の茶生産振興体制
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　・志布志市有明茶研究会
　　平成２年 12 月 13 日設立。志布志市内茶生産者 15 名で構成。

　受賞者の経営概要

１．経営の概要
　家業である製茶業を父から引き継ぎ、経営規模拡大や優良品種への改植
を計画的に取り組み、立地条件を活かした品種の組合せや優良品種の導入
による高品質な生葉を生産するための経営戦略は、地域の模範となる茶専
業農家である。地域の生産基盤整備や近代的施設整備等、地域の先駆者と
していち早く取り組み、立地条件を活かした機械化体系、並びに農地の集
約化による集団茶園での低コスト茶の生産技術を普及促進すると共に、地
域農業の振興に貢献するなど、地域のリーダーの役目を果たしている。ま
た、認定農業者でかつ県の指導農業士にも認定されており、地域の農業後
継者をはじめ、農業高校生や農業大学校生を平成５年から実習生として受
け入れるなど後継者等の育成や、志布志市有明茶研究会や志布志市茶業振
興会等の生産組織の育成にも取り組んでいる。更に、産地として銘柄確立
のための品評会事業へ積極的に取り組み、経営改善や生産技術の向上での
経営の合理化と所得向上を図りながら産地育成に貢献している。
　経営の把握を行うため、平成９年に法人化し、また平成 14 年に家族経
営協定を結ぶなどして役割分担を図り、生産及び販売状況を明確化し、経
営分析を反映させながら所得の向上に努めている。生産管理に伴う作業日
誌、資材や労働管理など記帳も整理され、きめ細かい管理の下で系列農家
との共同作業による労働の確保と適材適所の人員配置による労働の安全性
についても配慮し、経営努力している。

＜取組事例＞
　一番茶は４月中旬～５月上旬、二番茶は６月上旬、三番茶は７月中旬、
秋冬茶は 10 月中旬に摘採・製造する。近年では、茶樹の樹勢回復と防除
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回数の低減を目的として、二番茶後に浅刈又は深刈し、三番茶を７月下旬
～８月上旬に摘採・製造することが多い。
　10a 当たり生葉収量は約 2,000kg、年間約 250,000kg である。（第１表）
　合理的規模拡大と投下資本の回収のため、上室製茶で実践している手段
は以下のとおりである。

（１）省力的管理機械の導入
　茶園管理に要する労働時間を削減するため、可能な作業は全て機械化し
ている。摘採や更新、防除に必要なものは全て乗用型管理機械をいち早く
取り入れ、現在乗用型摘採機を３台、乗用型防除機を２台、乗用型中刈機
を３台所有している。経営面積の拡大に伴って管理機械を導入し、効率的
作業体系を整えてきた。（第２表・第３表）
　また、自家製で機械化した機械も少なくない。その一つに堆肥散布に係
る多大な労力を軽減するために製作した堆肥運搬・投入機や幼木園の灌水
管理に用いる散水機及び灌水チューブ等がある。（写真１・写真２）
　これら大型機械の導入にあたっては、機械の導入によって低減される労
働費、拡大可能面積等を考慮して決定する。
　これにより、10a 当り労働時間は 41.1 時間と、鹿児島県平均 66.5 時間
/10a に比べて約 60%に抑えられている。（第４表）

第１表　生産販売状況

年度
作付面積

（　） 内
は、収穫

面積

生葉
生産量

10 ａ 当
た り 生
葉 生 産
量【　】
内 は、
県平均

買葉量 荒　茶
生産量

仕上茶
生産量

販売額
千円

単価（一番茶）
円／㎏ 県 茶 平

均荒茶
単価（一
番茶）荒茶 仕上茶

ａ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 円／㎏

18 1,234
（ 1,179 ）227,900 1,933

【1,480】 0 49,000 500 66,000 2,755 5,000 2,283

19 1,234
（ 1,179 ）247,800 2,102

【1,509】 0 51,800 620 77,804 3,218 5,000 2,339

20 1,374
（ 1,234 ）271,900 2,203

【1,610】 0 57,100 700 74,027 2,921 5,000 2,026
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第２表　茶園面積と機械整備台数の推移

年 茶園面積
（単位 a；自園のみ） 機械整備台数

S61 495 摘採機 1 台，防除機 1 台，中刈機 1 台
H11 852 摘採機 1 台，中刈機 1 台追加
H14 1,084 防除機 1 台追加
H16 1,084 摘採機 1 台追加
H20 1,374 中刈機 1 台追加

第３表　農機具及び施設の保有状況
農機具 施設

名称 規模・能力 台数 名称 規模・能力 台数
乗用型摘採機 30ps 3 荒茶加工施設　1 棟 620㎡ 　
乗用型防除機 14.8ps 2 製茶機械　120 ｋ型 6-3-4 方式 １系列
乗用型中刈機 40ps 3 機械格納庫　5 棟 520㎡ 　
トラック 2 ｔ以上 6 　 　 　
トラック 2 ｔ未満 3

写真１　堆肥運搬・投入機

写真２　散水機・散水チューブ
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（２）農業従事者の役割分担とスケジュールの明確化
　主な労働力は、家族４人と常時雇用２名の６人である。自園 13.7ha に
加え、系列茶園の管理まで委託されることも多く、各自の役割分担と日々
の作業スケジュールの明確化が作業効率を大きく左右する。
　このようなことから，家族内の役割分担を明確化するため、長男就農時
の平成 14 年に家族経営協定を締結し、長男結婚後の平成 19 年に見直しを
実施した。
　義和氏は栽培、製茶加工、栽培履歴、加工履歴、販売、総括経営、総括
経理までの全ての役割を負うが、数年後の経営移譲を見据え現在は販売、
総括経営、総括経理が仕事の大半を占める。妻・郁子氏は、栽培と製茶加
工に加え、雇用者経理と家計管理、家事を担う。長男・和久氏は、栽培と
製茶加工、栽培・加工履歴等技術全般に関する分野を大きく担い、長男妻・
望氏は経理補助や販売、家事を担っている。（第５表、写真３）
　また、日々の作業が円滑に進むように毎日必ず朝礼を実施し、作業のス
ケジュールを明確化している。（写真４、第３図）

 
 　　　　　　　　　 

第４表　労働時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：時間）

全体 10a 当たり 県平均
10ａ当たり

うち家族労働 うち雇用
全体 10a 当たり 全体 10a 当たり

栽培管理 3,105 22.6 37.0 2,031 14.8 1,074 7.8
収穫調製 340 2.5 7.5 170 1.2 170 1.2

加工 1,354 9.5 15.0 1,354 9.9
販売 339 2.5 339 2.5

その他 509 3.7 7.0 170 1.2 339 2.5
計 5,647 41.1 66.5 4,064 29.6 1,583 11.5

第５表　家族の役割分担
氏　名 続柄 年齢 労働力 役　　割

上室　義和 本人 57 1.0 栽培 / 製茶加工 / 栽培履歴 / 加工履歴 / 販売 / 総括経営 /
総括経理

　　　郁子 妻 57 1.0 栽培 / 製茶加工 / 雇用者経理 / 家計管理 / 家事
　　　和久 長男 32 1.0 栽培 / 製茶加工 / 栽培履歴 / 加工履歴 / 販売

　　　望 長男妻 28 0.5 経理補助 / 販売 / 家事



－ 146 － － 147 －

　　　　　　　　　　　　

 

写真３　上室氏のご家族 写真４　ほ場別作業のスケジュール表

第３図　上室氏の年間作業体系図（曽於地区茶園の管理こよみ）

注：病害虫防除の基本は、地区暦によっているが、発生予察と丹念な茶園観察による病害虫 
 防除により薬剤散布は必要最小限にとどめている。
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２．技術の特色
（１）地域の特色を生かした高品質茶生産
　生産性の向上と経営の合理化を図るため、生産コストの低減（労働力、
労働時間、機械化茶園）への追求と規模拡大にもかかわらず良質茶生産に
取り組んできた。
ア　良質で安定した生葉生産のための防霜技術
　上室氏の導入技術から地域の一般技術に展開されたものは多い。その代
表的なものが防霜技術である。現在は一般的になっているが、上室氏は昭
和 52 年には防霜ファンを自己資金で地域に先駆けていち早く導入し、安
定した収量と品質確保を図った。昭和 58 年には、より防霜効果を高める
ため、上水道を利用したスプリンクラー式防霜を導入した。また、平成５
年には自前で湧水を利用したスプリンクラー防霜を 3ha に整備した。現
在水利用による防霜面積は 3.5ha となっている。

イ　茶園の集団化、機械化による労働力の軽減
　茶生産は一、二番茶が主体であるが、この時期は施肥、摘採前の茶園
被覆及びその除去、摘採、製造、整枝、病害虫防除などの作業が続く。
13.7ha の茶園は、６箇所に分かれているが、いずれも自宅から 1.5km の
範囲の平坦地にあり、基盤整備により全ての茶園に乗用型茶園管理機が投
入できる。このため、堆肥施用、病害虫防除、施肥、摘採・剪整枝等の作
業が短時間で可能となり、作業の効率化と労働力の軽減に役立ち、10a 当
たり労働時間は県平均の約６割強を実現している。また、葉層を厚く仕立
てることにより樹勢を維持し、高品質な生葉生産に努めている。

ウ　立地条件を活かした優良品種の導入や品種の組合せによる生産性向上
　温暖な立地条件を活かし、「さえみどり、あさのか」等早生品種を中心
に優良品種の導入をすすめ、早・中・晩生品種の組合せによる摘採期幅の
拡大と、工場稼働率の合理化を図っている。品種構成は、早生品種（ゆた
かみどり、さえみどり、あさのか）45%、中生品種（やぶきた）35％、晩
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生品種（かなやみどり、おくみどり、べにふうき）20％であるが、早生系
の「さえみどり、ゆたかみどり、あさのか」の三品種は鹿児島茶市場でい
ずれも人気が高い品種であり、荒茶単価も高く、経営安定にも役立ってい
る。（第６表）

エ　早期成園化技術
　「定植した苗木は枯死させない」と
いう理念に基づいて幼木園管理に努め
ている。
　特に定植当年の夏季の干ばつ対策に
は注意し、平成 20 年３月に定植した

「やぶきた」55a の茶園には防風対策
として畦間にソルゴーを植えるととも
に、ドリップ式かん水チューブによる
夏季の干ばつ対策や液肥施用による効率施肥に取り組んでいる。この幼木
茶園では、茶樹の生育速度は極めて速く、慣行栽培と比較して苗の樹体へ
の抵抗力を向上させ、病害虫の被害を軽減しており、早期成園化新技術と
して期待される。（写真５）

（２）環境保全型茶栽培への取組
ア　良質堆肥による土づくりの技術
　高品質の牛糞堆肥等を購入し、有機質資材を自らの経験でブレンドしな

第６表　茶の品種別面積と緑茶の市場評価（平成 20 年）

品種 市場評価（本茶；円 /kg） 上室氏茶園 鹿児島県
一番茶 二番茶 年間平均 面積 (a) 割合（%） 面積（a） 割合（%）

ゆたかみどり 3,186 976 1,584 323 23.5 2,403 27.7
さえみどり 3,614 1,106 1,714 211 15.4 584 6.7
あさのか 2,472 894 1,374 85 6.2 163 1.9
やぶきた 1,995 827 1,188 475 34.6 3,360 38.8

かなやみどり 1,345 786 974 60 4.4 345 4.0
おくみどり 1,901 836 1,173 195 14.2 384 4.4
べにふうき － － － 25 1.8 64 0.4

写真５　定植から１年半後の幼木（やぶきた）
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がら、堆肥の表面施用を行い、茶園にあった土づくりを行っている。

イ　化学肥料を低減する技術
　ほ場ごとの土壌診断を農協へ依頼し、塩基バランス及び養分バランスに
配慮し、ほ場の状態にあった（肥料成分の過不足に応じた）きめ細かな施
肥設計を行うことにより、無駄な施肥を抑えており、県の施肥基準と比較
しても、窒素、リン酸、カリの三要素に関しては低くなっている。（第７表）
また、茶樹の樹勢診断に果樹や野菜で取り入れられている汁液診断法の導
入にも取り組んでいる。

 
   
　　

ウ　化学合成農薬を低減する技術
　予察に基づいた防除に努め、茶園の観察に基づいた必要最小限の防除を
実施することにより、ダニやカイガラムシに対する散布回数を慣行の半分
以下に抑え、防除経費の大幅な削減に成功している。また、①耕種的防除
として、二番茶摘採後の浅刈りによる炭疽病の防除や三番茶を収穫しない
栽培体系、スプリンクラー整備園では夏季の定期的なかん水や効率的な施
肥により、茶の樹勢維持による害虫の発生密度の低減に努めている。②生
物的防除としてウイルス製剤や BT 剤を利用している。
　このような取組を実践し、エコファーマーとして地域の担い手農家等へ
普及や指導をするなど、地域の茶業振興に大きく貢献している。

（３）製茶工場の効率化（省エネ型製茶機械の導入等）
　製茶工場は６－３－４方式の 120k 型１系列であるが，製茶機械メーカー

第７表　施肥の状況（平成 20 年度）（単位：kg/10a）
施肥量 窒素 リン酸 カリ
上室氏 48.0 18.0 12.0 
当該地域
施肥基準 49.0 11.4 8.2 

鹿児島県
施肥基準 50.0 24.0 24.0
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で開発された低燃費型製茶機械を、平成 19 年に県下で最初に導入し、製
茶加工に必要な重油を慣行より２割削減するなど、コスト低減に努めて
いる。また、製造には深蒸し茶生産に向いた芽重型の良質生葉を使用し、
摘採期の分散化により、工場の稼働率を高め、現在、１日 10 時間操業で
7000kg、年間約 60 日の操業でゆとりを持って高品質茶の製造を行ってい
る。工場内は「かごしま茶基礎 GAP」を念頭に整理整頓を図るとともに、
大きな換気扇を要所に配置し、工場内の作業環境の快適化を目指している。

　普及性と今後の方向

１．普及性
　上室氏は、生産性の向上と経営の合理化を図るため、集約化による集団
茶園と立地条件を活かした早・中・晩生優良品種の導入及び機械化茶生産
体系で低コスト良質茶生産を進めている。また、良質堆肥による土づくり、
化学肥料低減技術、化学合成農薬低減技術などを一体的に行う環境保全型
茶業を推進しており、これらの方法の多くは、地域の茶業栽培者の進む方
向と一致しており、有明茶研究会の研修会等を通して広まっていくものと
思われる。
　また、地域に先駆けての自己資金での防霜ファンの導入、自前での水利
設備の整備とこれを最大限に利用した幼木園管理技術、低燃費型製茶機械
の導入等常に新たな課題に挑戦し、これを克服している。
　一方、水利設備の整備とドリップ式灌水チューブによる夏季の干ばつ対
策や幼木園管理技術、スプリンクラー式防霜対策等の水を最大限に利用し
た栽培管理技術は、今後、当該地域に畑地灌漑事業の水が通ることになっ
ており、畑地灌漑事業による通水の恩恵を受ける地域の茶農家のモデルに
なるものと思われる。
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２．今後の方向
　上室氏と長男は今後の戦略として経営面積 30ha を目標に定めている。
現状の製茶機械設備を最大限に活用するとともに，稼動率を向上させるた
め、経営規模の拡大を計画しており，今後の課題として、労働条件や労働
環境及び雇用の確保対策等を考慮し，24 時間体制の構築とそれに伴う社
員の育成を挙げている。
　農産物の安全性の確保や環境への負荷軽減などが世界的に求められてい
る中、クリーンな ｢かごしま茶｣ づくりを基本に、かごしま茶基礎 GAP
に基づき、ISO、K － GAP などの第三者認証取得を目指している。
　また、現在の仕上げ茶販売は、周辺地域の方への販売が主である中、今
後は、インターネット等による通信販売網の構築を進め販売の拡大を図っ
ていくとともに、以前より消費者との交流を大切にした販売を行っていき
たいとの考えが大きいことから、産地直販での販売をより積極的に行って
いきたいと考えている。また、安心・安全はもちろんのこと出来る限りの
コスト削減を図り低価格で高品質のお茶を提供していき、現在の仕上げ茶
販売額は微々たるものだが、将来的には（10 年後）仕上げ茶率 10%を目
標に取り組んでいる。

（執筆者　農林水産省生産局生産流通振興課特産農産物対策室
　　　　　　地域特産係長　森崎　　寛）
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受賞財　経　営（ホップ他）
受賞者　大内藏  久
住　所　岩手県九戸郡軽米町

受賞者のことば

日本農林漁業振興会会長賞受賞
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大内藏　久

　軽米町におけるホップの栽培は、昭和 37 年に現在のサッポロビール株
式会社と岩手県北ホップ農業協同組合との間に契約が締結され、本格的な
栽培が始まりました。
　私の父も、この時に新しい作物であるホップの栽培に興味をもち、経営
の柱として導入を決意し栽培を始めることに致しました。小学生だった私
も、学校が休みの日には作業の手伝いをさせられたものでした。　
　昭和 43 年、学校を卒業とともに父の後を継ぎ、ホップの栽培に取り組
みましたが、思うような生産量を確保できずに、冬期間、出稼ぎに行った
こともありました。このような中で、私が本格的にホップに打ち込もうと
いう大きな転機が訪れました。そのひとつは、昭和 49 年に岩手県北ホッ
プ農業協同組合の収獲・乾燥・加工までの一貫した作業を共同で行うとい
う全く新しい取組でした。これによって、個人作業での雇用の心配、朝か
ら徹夜の作業も続く過酷な収獲作業が本当に楽になり、２ha を超える面
積の栽培が可能となりました。
　もうひとつは、ホップほ場ごとに生産量が把握できる、計量システムを
導入したことでした。それまでは数人による査定方式（目で見ておよその
生産量を決定していた）で見栄えが収量を決定するというものでした。
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受賞者のことば
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　地域の概要と受賞者の略歴

１．地域の概要
（１）地域の立地条件
　軽米町は、岩手県の北部に位置し、県庁所
在地である盛岡市までは約 100km、青森県八
戸市へは約 25km の距離にある（第１図）。
　総面積は約 246㎢で、約 80％が山林原野で
占められ、周辺を標高 550 ～ 850m の山々に
囲まれた丘陵地帯である（第１表）。年降水量
は 983mm と少なく、たびたび夏期の日照不足、
低温に見まわれる地域である。
　総世帯数は 3,456 戸、総人口は 10,997 人で、
過疎地域、特定農山村（全部）、新山村振興（一
部）地域に指定されている。

　これらが、私にとっては頑張ろうという大きな起爆剤になり、その結果
が現在の実績に結びついたものと考えております。
　ホップの面積も諸事情により減らさざるを得ない現状の中、町で奨励し
ている雑穀を取り入れた複合経営により、収益の安定化を図るために最善
の努力を行っていきたいと思っております。
　この度、身に余る賞を頂くこととなりましたが、これもひとえに、地域
のホップ栽培の振興に携わってこられた諸先輩方、苦楽を共にしてきた仲
間、そして、各関係機関のご指導とお力添えの賜物と心より感謝申し上げ
ます。ありがとうございました。

第 1 図 軽米町の位置図
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（２）農林水産業の概要
　軽米町の総農家戸数は 1,549 戸で総世帯数の 45％を占める。このうち専
業農家は 265 戸、第１種兼業農家 255 戸、第２種兼業農家 603 戸である（平
成 17 年）。農業産出額は 88.4 億円で、主な品目は鶏（60％）、葉たばこ、ホッ
プ等の工芸作物（12％）、豚（10％）となっている（第２表）。　
　また、古くから雑穀の産地としても全国的に知られており、日本一の雑
穀の郷づくりとして雑穀振興に向けた取組を行っている。
　大内蔵氏の住む晴山地区は町中心部より約 10km 西側に位置している。

２．受賞者の略歴
（１）ホップ生産をめぐる状況
　岩手県では、昭和 30 年代に国内ビール会社が県内各地でホップの契約
栽培を開始している。軽米町では、昭和 37 年に日本ビール株式会社（現：
サッポロビール株式会社）との契約栽培を始めた。
　全国的には、昭和 43 年をピークに減少傾向となったが、岩手県におい
ては、米の生産調整を機にホップの生産が奨励されたことなどにより増反
され、昭和 58 年をピークにその後減少傾向となった（第３表）。

第１表　軽米町地目別面積（平成 17 年） （単位：ha）

水田 畑作物 宅地 山林 原野 その他 総面積
1,111 2,293 369 18,496 335 1,970 24,574

第２表　軽米町における主要農産物の産出額（平成 18 年）　　 （単位：億円）
米 野菜 果実 工芸作物 豚 鶏 その他 合計

軽米町 4.7
（5％）

3.0
（3％）

1.4
（2％）

10.2
（12％）

8.8
（10％）

53.4
（60％）

6.9
（8％） 88.4

岩手県 639
（25％）

267
（10％）

128
（5％）

74
（3％）

222
（9％）

660
（26％）

554
（22％） 2,544

資料：農林水産省「平成 18 年生産農業所得統計」「平成 18 年産野菜生産出荷統計」
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（２）大内蔵氏のホップ栽培
　大内蔵家は当初、雑穀主体の経営だったが、昭和 36 年に軽米町にホッ
プが導入されたのを契機に、先代の喜八氏が、換金性の高さに注目し、ホッ
プ栽培を始めた。
　大内蔵氏は昭和 43 年に軽米町立晴山中学校卒業後、両親とともにホッ
プ栽培に従事し、平成７年に 42 歳で経営移譲を受けている。
　平成 15 年から、ホップの生産調整による減反の対策として、雑穀栽培
に取り組み、平成 18 年には自ら晴山雑穀生産組合を設立し、地域栽培者
の刈り取り、乾燥調整の請負作業も実施している。
　平成 19 年からは、岩手県北ホップ農業協同組合の観音林支部長として、
農協と生産者をつなぐ役割も担っている（第４表）。

第３表　国産ホップの生産及び輸入の状況
昭和 30 年 昭和 50 年 平成元年 平成 20 年 H20/S30

生産量（ t ） 795 2,074 1,896 446 56％
輸入量（ t ） 104 3,267 7,286 4,459 4,287％
自給率（％） 90.9 32.9 22.1 9.0 10％
国産価格（円 /kg） 2,027 2,097 2,123
輸入価格（円 /kg） 636 1,361 852 1,095 172％
資料：全国ホップ農業協同組合連合会及び各ホップ組合による調査
注：国産ホップは生産年の翌年に使用するため、前年値を用いた。

第４表　大内蔵氏の経歴
年　次 経　　歴

昭和 43 年 軽米町立晴山中学校卒業、就農 （ホップ栽培面積 39a）
49 年 軽米町消防団入団

平成  7 年 農業経営移譲 （ホップ栽培面積 248.6a）

11 年 岩手県特産農作物生産振興協議会会長賞、東北農政局長賞受賞
（岩手県特産農作物生産振興共進会（ホップ部門））

17 年 岩手県特産農作物生産振興協議会会長賞
（岩手県特産農作物生産振興共進会（ホップ部門））

18 年 晴山雑穀生産組合設立  組合長就任
19 年 岩手県北ホップ農業協同組合 観音林支部支部長
19 年 軽米町消防団退団（退団時：分団長）

20 年 岩手県特産農作物生産振興協議会会長賞、農林水産大臣賞受賞
（岩手県特産農作物生産振興共進会（ホップ部門））
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　受賞者の経営概要

１．経営の概要
（１）栽培面積
　大内蔵氏の現在のホップの経営耕地面積は 174a であるが、就農した昭
和 43 年は 39a と小さいものだった。
　大内蔵氏の所属する岩手県北ホップ農業協同組合では、昭和 49 年に国
内初の共同収穫から乾燥・ペレット加工までの一貫した処理ができるホッ
プ処理加工センター（以下、処理センターという。）を建設（写真１）、こ
れにより面積拡大が可能になった。
　大内蔵家もこれを契機に、ホップの作付面積を 206a まで拡大し、経営
の大きな柱と位置付けた。
　しかし、その後メーカーからの生産調整が実施、平成２年単年度、平成
７年から５ヵ年、平成 13 年からの５ヵ年の３回実施され、岩手県北ホッ
プ農業協同組合全体としては、ピーク時の半分近くまで減反を余儀なくさ
れた。
　大内蔵氏は、平成２年の減反では対象とならなかったものの、平成 10
年の 249a をピークに減反することとなり、現在は 174a となっている。そ
の中で、栽培面積は減少しても単収の向上により、収入は確保できるもの
と判断してホップ主体の経営を継続し、県及び組合の一戸当たり作付面積
を上回る規模を維持しつつ、現在も引き続き単収の向上に取り組んでいる

（第５表、第６表）。
　また、ホップの減反に合わせて、平成 15 年には雑穀の栽培を導入し、
着実に作付面積を増やしている。



－ 158 － － 159 －

（２）労働力
　家族構成は第７表のとおりであ
るが、自家労働力は、ほとんどが大
内蔵氏本人で、不足する労働力は、
地区内から臨時雇用している（第７
表、写真２）。作業員は、長年の雇用
関係にあるため作業を熟知してお
り、作業効率は高い（写真３）。
　雇用労賃は、株ごしらえ、選芽、
除草等の軽作業については町基準の 5,100 円／日、高所作業やスコップ等
による重作業は 6,000 円／日としている。

第５表　作物構成と規模 （単位：a）
年次＼作物 ホップ 水稲 小麦 雑穀 合計
平成 5 年 215（15） 80 200（150） 0 495（165）
　　10 年 249（15） 80 200（150） 0 529（165）
　　15 年 219（15） 80 20 15 334 （15）
　　20 年 174（15） 90 35 175（175） 474（190）

注：（　）は、借地面積で作付面積の内数

第６表　大内蔵氏のホップ栽培面積の推移

年次 栽培面積
（a）

生産量
（kg）

単収
（kg/10a）

単収
（kg/10a）

昭和　43 年 39 747 191.5 176
49 年 206 1,677 81.0 146

平成　 元年 228 4,807 210.0 208
10 年 249 4,160 167.3 172
15 年 219 4,377 200.3 176
18 年 174 4,503 259.6 177
19 年 174 4,562 262.9 192
20 年 174 4,962 286.0 218

H1 ／ S43 585％ 644％ 110％ 118％
H20 ／ H1 76％ 103％ 136％ 105％

写真１　処理センターにおける摘花機へ
のホップ蔓の投入作業
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（３）関連施設
　大内蔵氏は、機械工作を得意としており、施設や機械の整備・修繕を行
うことで耐用年数を超えて使用し、費用の低減を図っている（第８表）。

写真２ 大内蔵氏（中央）と妻（左）、長男（右） 写真３　臨時雇用者によるホップ
蔓下げ作業風景

第７表　家族構成と労働力
氏名 続柄 年齢 労働力 役割分担

家族 大内蔵　久 本人 56 農業 250 日 農業、ホップ、他栽培
大内蔵　良子 妻 50 町保育士 家事、休日手伝い
大内藏　伸之 長男 21 団体職員 休日農業手伝い
大内蔵　喜八 父 80 農業 自給野菜の生産等
大内蔵　キク 母 79 農業 〃

雇用 臨時雇用　 60 ～ 70 男 3 ～ 4
女 8 ～ 10
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第８表　保有機械・施設

機種 型式
規模 台数 年間

稼働日数 導入年度 ﾎｯﾌﾟ利用率
（％） 制度資金名

トラクター 26ps 1 40 S57、H4 70 自己資金
トラクター 25ps 1 40 H4 70 自己資金
スプレヤー 1000ℓ 1 10 H2 100 自己資金
高所作業台 　 1 15 H1 100 自己資金
高所作業台 　 1 15 H18 100 自己資金
マニアスプレッタ 　 1 5 S58 70 自己資金
ブロードキャスター 　 1 1 H18 50 自己資金
中古バックホー 　 1 5 H1 50 自己資金
中古バックホー 　 1 3 H17 50 自己資金
軽トラック 　 1 180 H14 70 自己資金
軽ワゴン車 　 1 30 H13 50 自己資金
中古ワゴン車 　 1 30 H20 50 自己資金
ホップ棚 　 2 　 S42・S43 100 自己資金
ホップ棚 　 2 　 S48・S50 100 自己資金
ホップ棚 　 2 　 H6 100 自己資金
貯水槽 　 1 　 S48 100 自己資金
鉄板貯水槽 　 1 　 S55 100 自己資金
水道設備 　 1 　 S48 50 自己資金
作業小屋 　 1 　 S30 10 自己資金
作業小屋 　 1 　 S36 10 自己資金
作業小屋 　 1 　 S43 10 自己資金
運搬車 　 1 　 S61 0 自己資金
田植え機 　 1 3 H8 0 自己資金
コンバイン（中古） 　 1 6 H12 0 自己資金
乾燥機 　 1 8 H2 0 自己資金
ライムソワー 　 1 2 H5 0 自己資金
畔塗機 　 1 2 H11 0 自己資金
水田ハロー 　 1 2 H11 0 自己資金
畦畔草刈機 　 1 5 H15 0 自己資金
散布機 　 1 2 H15 0 自己資金
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　受賞財の特色

１．技術
（１）単収の向上
　大内蔵氏の単収は、第９表のとおり、全国・岩手県・岩手県北ホップ農
業協同組合の平均を大きく上回っている。
　単収向上の要因のひとつは、気候と生育量を予測して、株の生育の強さ
を見極め、その年に最も適した蔓下げを行う技術力を有していることにあ
る。
　また、それまで、１本の登攀糸（蔓の誘引ひも）に２～３本の蔓を巻き
付けていたが、登攀糸１本に１本の蔓上げとすることで、以後の蔓下げ作
業の省力化と過繁茂による着花不良や病害の発生を抑制している。
　さらに、高所作業車を導入し、棚の上部まで側枝切りを実施することで、
蔓下部までの日照を良好にし、着花部位を増やしている。
　こうした丁寧な管理作業が、単収と歩留まりを向上させ、収入の確保に
つながっている。

（２）作業機の改良利用
　大内蔵氏は、積極的に技能資格を取得し、それを自身のホップ栽培に活
かしている（第 10 表）。
　ホップの春先の作業に、株の上の土を掘って株を露出し、不要な地下茎
等を取り除く「株ごしらえ」と呼ばれる作業があるが、大内蔵氏は、軽ト
ラックのディファレンシャルギア等を流用したホップ株開き機を自ら製作
し、それまでの手作業に比べ、大幅な省力化を図った（写真４）。
　また、機械工作等の技能を活かし、自己所有の施設や農業機械の修繕は

第９表　単収の比較 （単位 kg/10a）
年度 大内蔵氏 組合平均 県平均 全国平均

平成 18 年 259.6 218.6 167.9 177
　　19 年 262.9 201.7 169.8 192
　　20 年 286.0 214.3 203.7 218
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もちろんのこと、処理センター乾燥係の班長として、不具合な機械のメン
テナンスや修繕・改造を自ら実施し、共同施設の稼働率の向上にも大きく
貢献している。

　

 
 

（３）環境に配慮した生産
　環境負荷低減のため、平成 18 年より岩手県北ホップ農業協同組合では、
ホップの蔓が巻き上がるための誘引ひも（登攀糸）を、プラスチック製か
ら、とうもろこしを原料とした生分解性ひもに切り替え、ホップ収穫後の
残渣と一緒に、堆肥工場に持ち込み堆肥化している。生分解性ひもは従来
品と比べ価格が２倍程度であるが、大内蔵氏は、その有用性が実証される
といち早く導入し、全ほ場で使用している。　　　　
　また、国産ホップ産地は、安心・安全を提唱しているビール会社とより
密接な連携をとった協働契約栽培を進め、農薬の使用回数を削減するホッ
プ生産に積極的に取り組んでいくことが求められている。
　大内蔵氏の枝管理等の栽培技術は、病害虫防除の効率化にも極めて有効

第 10 表　資格取得状況
取得年月 名称 認定機関
S50.10.31 フォークリフト運転実務 岩手労働基準協会長　
S53. 3. 1 乾燥設備作業主任者 宮城労働基準協会長
S57.12.15 ガス溶接技能講習 岩手労働基準協会長　
H10.10.30 アーク溶接業務講習 岩手労働基準協会長

写真４　自作のホップ株開き機
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であり、農薬散布回数は、一般的な散布回数より約２回（１～３割）程度
少なくなっている。

２．経営
（１）ホップ
　大内蔵氏のホップ経営の特徴は、次の３点に集約できる。
　１点目は処理センターを活用して積極的に面積拡大を進めたことで、生
産調整による減反割当の中でも、174a の経営規模の維持、栽培面積は県
平均の２．３倍の規模で、軽米町においては３位とトップクラスの大規模
経営を確立している。
　２点目は、栽培技術水準が高く、減反による販売額の減少を単収向上に
よる収量の増加等で所得を安定的に確保している（第 12 表）。
　３点目は、経費の節減対策に様々な工夫が見られる。例えば、栽培管理
方法の省力化と収穫から乾燥までの作業の外部化により、10a 当たりの労
働時間は、県平均より約 15 ～ 30 時間少なくなっている（第 11 表）。また、
機械の製作や修理を自ら行うことによって償却費や農具費、修繕費のコス
ト低減を図っている。

第 11 表　10a 当たりの労働時間の推移 （単位：ha、時間）

年度 栽培面積 家族 雇用 合計 10a 当たり 県平均
10a 当たり

平成 18 年 174 1,160 738 1,898 109.4 127.3 
　19 174 657 916 1,573 90.7 121.5 
　20 174 645 1,068 1,713 98.7 115.7 

注：１　県平均は岩手県特産農作物生産振興共進会中央推薦者の平均。
　　２　処理センター利用又は共同機械利用の生産者の場合は、収穫・調整作業時間は含んで

いない。
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（２）雑穀の導入
　大内蔵氏は、ホップが生産調整傾向にある中で、地域でも生産振興を図っ
ている雑穀は、ホップとの労働力の競合が少なく、ホップと雑穀の複合経
営の確立が可能と判断し、地域の仲間とともに、平成 15 年に雑穀栽培を
開始した（写真５）。
　面積の増加に伴い、刈取り、乾燥等の機械化が必要となったことから、
大内蔵氏は自ら生産組合長となり、３戸で平成 18 年に晴山雑穀生産組合
を設立し、県単補助事業により汎用コンバインや雑穀用乾燥機等を導入し
た（第 13 表）。これにより、氏の雑穀栽培面積を 175 ａまで拡大したほか、
晴山地区の栽培者から、約 50 戸の刈取り作業、約 20 戸の乾燥調整作業を
請け負うことで、地区の面積拡大にも寄与している（第 14 表）。
　また、機械製作能力を活かして、水田用の除草機を雑穀畑でも使用で
きるよう改良し、作業効率を高めている（写真６）。作付けにあたっては、
連作を避けるため、アマランサス、キビ類、アワ、ソバ、小麦、大豆を組
み合わせている（第 15 表）。

第 12 表　経営収支の推移（ホップ）　 （単位：円）
　 費目　 平成 18 年 19 年 20 年 備考

収
入

販売額 9,580,349 9,661,632 10,474,335 ホップ販売代金
出役労賃 258,498 268,857 247,234 処理センター作業賃金
小　計 9,838,847 9,930,489 10,721,569 　

経
費

種苗費 0 0 0 永年性   改植なし
肥料費 357,520 378,840 359,451 元肥・追肥・堆肥等
農薬費 389,172 337,113 310,243 殺菌・殺虫・除草剤等 
光熱水費 135,799 173,160 124,850 燃料等
農機具費 0 0 0 ホップ用の購入なし
労働費 1,539,500 1,188,200 1,070,625 　

家　族 986,000 558,450 403,125 　
雇　用 553,500 629,750 667,500 男 2 人・女 8 人 

施設利用料 2,071,071 2,330,473 2,751,694 処理センター利用料金
償却費 229,580 216,797 424,623 　
諸材料費 109,650 225,840 206,400 分解性誘引ひも
修繕費 58,900 38,000 38,900 　
諸負担 503,137 469,480 531,335 賦課金、販売手数料等
小　計 5,394,329 5,357,903 5,818,121 　

所　得
家族労働費を含めた所得

4,444,518 
5,430,518 

4,572,586 
5,131,036 

4,903,448 
5,306,573
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写真５　雑穀（キビ）の栽培状況

写真６　自作の除草機

第 13 表　晴山雑穀生産組合の所有機械
機種 台数 年間稼働日数 導入年度 金額（円） 制度資金名

汎用コンバイン 1 40 18 　5,803,000  県単事業
雑穀乾燥機 3 50 18 　1,660,000 〃
管理機 1 20 18 　238,000 〃
ロール式播種機 1 5 18 　268,000 〃
真空播種機 1 5 18 　407,000 〃
中耕ロータリー 1 15 18 　816,000 〃
乗用管理機 1 20 21 3,120,000　 〃

第 14 表　晴山雑穀生産組合の作業受託状況

年次 コンバイン刈取 受託 乾燥 受託
戸数（戸） 面積（a） 戸数（戸） 数量（kg）

平成 18 年 31 946 16 9,024 
　19 50 1,542 　28 14,685 
　20 49 1,564 　20 11,617
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３．地域への貢献
　ホップの処理センターでは、岩手県北ホップ農業協同組合の軽米地区（観
音林支部）の支部長として、地域のホップ生産者のため、８月下旬～９月
上旬の工場稼動時期に不足する雇用労働力の確保に努め、処理センターの
円滑な稼動に貢献している。
　また、雑穀生産組合のリーダーとして機械・施設を整備し、地区の雑穀
生産者の作業を受託することなどを通じ、地区の雑穀栽培面積の拡大と生
産安定に貢献している。

　普及性と今後の方向

１．普及性
　ホップの生産調整による減反が行われるなかで、自分の持てる技術を活
かして単収の向上に取り組むとともに、地域の生産者と協力し、自ら先頭
に立って処理センターの運営に参加するという大内蔵氏の経営内容及び技
術は、地域のみならず、日本のホップ栽培でもトップクラスである。
　また、ホップの減反に伴って、軽米地域で古くから栽培され、近年、健
康食等で注目されている雑穀を積極的に導入し、ほ場の有効活用と、契約
栽培作物と新作物の複合経営で経営安定を図る取組は、中山間畑作地域の
ひとつのモデルとして高く評価できる。

第 15 表　雑穀等の生産状況

年次 品　目 作付面積（a） 収　量
（kg） 販売額（円） 10a 当たり

　 内借地 収量（kg） 販売額（円）

平成
15 年

雑穀（ｱﾏﾗﾝｻｽ） 15 0 180 216,000 120 144,000 
小　麦 20 0 420 46,200 210 23,100 
水　稲 80 0 1,080 244,300 135 30,538 

計 115 0  506,500 　 　

20 年

雑穀（ｿﾊﾞ） 100 100 1,240 40,800 124 4,080 
雑穀（ｷﾋﾞ） 75 75 1,349 674,500 180 89,933 

小麦（種子用） 35 35 420 44,200 120 12,629 
水　稲 90 0 3,360 439,880 373 48,876 

計 300 210  1,199,380
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２．今後の方向　　
　大内蔵氏は、食に関する安全・安心が強く求めらる世の中になっている
なかで、農薬散布回数の削減や堆肥等の投入によって化学肥料の削減に取
り組み、消費者・メーカーが求めている、安全性をさらに重視した栽培を
実施することで、経営の基盤としてのホップの安定生産を図っていきたい
と考えている。
　岩手県北ホップ農業協同組合と契約しているサッポロビールでは、平成
21 年秋に、新たな国産ホップ「フラノ 18 号」を使用した新製品を販売した。
同品種は茎が柔軟なため風害に強いこと、蔓下げ・側枝切りといった作業
が不要なため労力低減を図ることができること、早生種であり従来品種よ
り 10 日程度早く 8 月 10 日ころから収穫できるため、労力分散を図ること
ができる利点がある。将来、ビールメーカーからの増産要望に応えるため、
大内蔵氏は新品種の栽培にも高い意欲を示している。また、岩手県北ホッ
プ農業協同組合もウイルスフリー苗の生産技術を活用し、ビールメーカー
から増産要望があれば２年後には収穫できる体制を整えている。
　また、雑穀については、生産組合の作業受託等を通じて作付面積を更に
増やし、「日本一の雑穀産地づくり」に参画するとともに、将来は、冬期
間の労働力を活用した雑穀加工品の製造など、収益性のある雑穀生産を行
いたいと考えている。

（執筆者　農林水産省生産局生産流通振興課特産農産物対策室
　工芸係長　豊井　一徳）





受賞財　経　営（林業）
受賞者　日新林業株式会社
住　所　広島県広島市

受賞者のことば

天 皇 杯 受 賞
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門

日新林業株式会社　代表　加計　正弘

　この度、第48回農林水産祭において、図らずも天皇杯受賞の栄誉を賜り、
身に余る光栄と存じております。この度の受賞は、会社設立当初からの社
員をはじめ、林野庁、県、町、森林組合など、多くの関係者の皆様のおか
げと感謝致しております。
　当社は広島県の北西部に位置する安芸太田町にあり、加計家が「たたら
製鉄」の燃料山として所有していた山林約 1,200ha の内の旧戸河内町分の
山林の一部約 630ha の広葉樹を針葉樹に転換する目的で、昭和 34年に設
立され、以来一貫して経営管理を行ってきましたが、所有する山林の一部
が西中国山地国定公園の指定を受けており、国の特別名勝三段峡も含まれ
ているため、自然環境に配慮しながら林業経営を行ってまいりました。
　この度の受賞につきましては、永年にわたる林業経営はもとより、平成
18年度に森林認証（SGEC）を取得し、平成 21年には、森林のCO2吸収
量と生物多様性レベルの認定「フォレストック認定」を取得したこと、ま
た低コスト林業の実現を図るための 30,000 ｍに及ぶ作業路網の整備や、
微力ではありますが、県が進めている木材の安定供給体制の推進への協力
等が評価されたものと思っています。当社は今年で創立 50周年と林業と
しては若い会社であり、これを機会に所有山林のより一層の充実と、環境
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受賞者のことば
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　地域の概要と受賞者の略歴

１．地域の概要
　広島県山県郡安芸太田町は、広
島県の北西部に位置する中国山地
西部の、いわゆる中山間地域山村
と呼ばれる町で、面積は約 342k
㎡、人口は約 8,000 人（2009 年）で、
高齢化が進んだ地域である。町名
の由来となった一級河川太田川の
源流地域に位置しており、同町の
北には広島県最高峰の恐羅漢山（1,347m）が聳え、冬季には２mを超え
る積雪が見られる年もあり、日本最西端の天然スキー場がある。標高は、
約 200mから約 1,300mまでと標高差が大きく、急峻な地形となっている。
気象条件は、年平均気温が約 13℃、降水量が年約 2,000mmで、東北地方
の南部と似通った冷涼なものとなっており、冬季の降水（雪）量が多くなっ
ているのが特徴である。
　森林面積は約 30,218ha（H20 農林水産行政資料）、民有林人工林面積は
約 13,932ha（同資料）、民有林人工林率は約 46％で、民有林人工林のうち
スギが約 54％と多い。
　日新林業株式会社の本社は、広島市中区小町と市の中心部にあるが、
実際に森林経営を主に行っている加計出張所は、広島市から北西へ約
30km、都市高速、広島自動車道、中国自動車道を利用して、車で約 50分

林としてのさらなる整備を図りたいと思っていますので、今後ともご指導
ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。
　ありがとうございました。

第１図　日新林業株式会社加計出張所の位置図

 

 

日新林業株
式会社加計
出張所広域
図縮尺1:30
万程度  

日新林業株式会社
加計出張所位置図
縮尺1:1万程度   



－ 171 －

の山県郡安芸太田町にある。同社は、加計家がタタラ製鉄の燃料として所
有している山林約 1,200ha の一部を、戦後の木材需給状況の変化に対応し
て新たな体制を確立すべく、広葉樹林を人工林に転換することを目的とし
て昭和 34 年春に事業を着手し、その森林を半世紀近くも経営してきた。
社有の山林は約 630ha で、広島県内においても有数規模の森林を有して
おり、その蓄積も約 122,000㎥ときわめて大きい。

２．受賞者の略歴
・名　称	 日新林業株式会社
・所在地　	 広島県広島市中区小
	 町３番 25号
・代表者	 代表取締役　加

か け

計　正
まさひろ

弘
・創　立	 昭和 34 年
・資本金	 4,000 万円
・役員社員　役員２名、社員３名
・所有山林　約 630ha

３．地域への貢献、表彰歴等（日新林業株式会社代表取締役：加計正弘）
・平成５年～平成 18 年の間、広島県森林審議会委員として広島県の林業
振興について積極的な提言を行っている。
・広島県林業経営者協会会長として、県内林業経営者の連携に努めている。
・太田川流域の林業・木材産業の振興を目的として、平成 19 年に流域市
町（広島市、廿日市市、安芸太田町）の森林認証（SGEC）を受けた事業
者で結成した ｢太田川流域 SGECネットワーク｣ に参加している。
・県産材の利用拡大や、流通体制を構築するべく林業事業体が結成した ｢
ひろしま木材事業協同組合｣ 代表理事に就任している。
・広島県林業普及協会副会長として広島県の林業普及に貢献している。
・社団法人日本林業経営者協会理事・財団法人福澤記念育林会評議委員等、
県域を越えた役に就いている。

写真１　日新林業株式会社　
役員および社員　（中央が加計正弘氏）
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　受賞者の経営概要

１．経営方針
　自然環境に配慮しながら収入間伐を繰り返し、150 年以上の長伐期施業
を目指している。そのため作業道を作設し、高性能林業機械による施業の
低コスト化を行い、材を無駄なく利用することを目指すとともに、林業技
術を次世代に継承する努力をしている。
　また、林業による雇用を促進し地域活性化への貢献を目指している。さ
らに SGEC認定を取得して自然と協調するための適切な森林管理を行い、
環境保全にも十分配慮した林業経営を行っている。
　このような取組を通じて、地元地域のみならず日本の林業のモデルとな
ることを目指している。

２．環境方針
　社有林の一部は、西中国山地国定公園及び国の特別名勝三段峡の指定を
受けており、禁伐区に指定されている場所もあるため、特に環境に配慮し、
作業に使用する燃料・オイル類が林内や河川に流れ出さないように十分注
意し、また可能な限り化石燃料の使用の削減に取り組んでいる。
　また天然林は、景観形成・水源かん養・国土保全・遺伝子保護林として
基本的に天然更新にゆだねているが、必要に応じて択伐を行っている。
　平成 21 年８月には、社団法人日本林業経営者協会が創設したフォレス
トック認定を取得し、約 1,800t ／年の CO2 吸収量の販売も検討している。
このうち一部については、民間企業と売買契約を締結した。

３．経営目標
　同社では、安定的・持続的な森林経営を目標とした間伐を行いながら、豊
かな自然環境と木材生産を両立する健全な森林育成を行うこととしている。
　作業道は、ここ数年３万mと急ピッチに作設してきたが、今後とも必
要に応じ作設していく。また高性能林業機械の活用により、20ha ／年程



－ 172 － － 173 －

度の収入間伐を行うことを当面の目標
としている。この事業量により、通年
雇用の社員の作業量を確保している。

４．森林経営の特徴
　日新林業では、「高い生産性と同時
に高い公益性を発揮できる森林経営」
を目指している。
　このため、持続可能な森林経営を行い、豊かな自然環境と木材生産を両
立する健全な森林育成を行うこととし、平成 18 年度に SGEC認証を取得
した。
　人工林では長伐期施業により、高い収益性と環境に配慮した林業経営を
目指している。
　スギ・ヒノキ人工林のうち、傾斜 30 度以下の区域は３分の２以上と比
較的緩やかであるが、土壌は崩れやすいことから、「安価で壊れにくい作
業道」の作設を目指した技術開発に取り組んでいる。
　現在までに実施した造林の面積は、約 260ha であり、その内約７割が
スギである。同社の山林は、気候が日本海型に属し冬季多雪なため、植林
は 3,000 本／ ha 植えとし、苗木はできるだけ当地域の環境に適したもの
を植栽するよう、自社苗畑を設けていた。また、
当地域の天然スギ（蔵座スギ）から採取した挿
し穂を使用しているのみならず、他各地から
色々なスギを集めて、社有林に適した品種の選
抜にも努力するなど様々な試験を行っている。
　加計氏は、林業・木材関連の多くの役職をこ
なしながら、自らも作業道作設を行うなど、先
頭に立って森林経営に取り組んでおり、その姿
勢は、広島県の林業・木材産業の規範となって
いる。 写真３　SGEC認証

写真２　フォワーダによる搬出間伐作業	
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５．経営の実行結果の記録
　帳簿、森林簿、森林施業計画書、日新林業㈱の環境方針、日新林業㈱の
生物多様性の保全を考慮した施業指針等を整備し、計画的な施業や環境に
配慮した森づくりをしている。なお、これらの書類により森林認証を取得
している。

６．森林施業の指標等

７．森林施業の実施方法（平成 18 ～ 20 年度平均値）

８．森林施業の計画性及び共同化

第１表
樹種 スギ、ヒノキ
作業種 長伐期施業
伐期齢 スギ、ヒノキ 150 年以上

施業上の
技術的特徴

　施業の対象は 7～ 11 齢級を中心とした 100 年以上のスギ、ヒノキ林を含む人工
林である。除伐、枝打ちは終了しており、長伐期の林分へ移行し、最終的に 150
年以上からなる持続的な経営を目標とした間伐を行っている。
　伐採適期を迎えていること、また林内傾斜が 30 度以下の場所が全体の 3分の 2
以上であることから、作業道を高密度に整備し、チェンソー（伐採）⇒グラップル（集
材）⇒ハーベスタ（枝払・玉切）⇒トラック（運材）により搬出間伐を行っている。
　また天然林は、景観形成・水源かん養・国土保全・遺伝子保護林として基本的
に天然更新にゆだねているが、必要に応じて択伐を行っている。

第２表　　　　　　　　　　 （単位：ha）
直営・委託別面積

直営 委託（請負を含む）
630

第３表 （単位：ha）
認定森林施業計画の種類別

対象森林面積 認定森林施業計
画の対象森林の

団地数単独施業
計画

共同施業
計画

団地共同
施業計画
600 2 箇所
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９．林業経営基盤の整備・資本装備等
（１）路網整備

（２）林業機械、車輌等の整備

10．林業生産の状況（平成 18 ～ 20 年度平均値）
	 	 	 	 	 	 	

11．生産物の販売（平成 18 ～ 20 年度平均値）

	第４表　　

施設の種類 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 路網密度
（ｍ /ha）

路網から作業現場まで
の平均到達距離（ｍ）

林道 3,000 4 5
作業道 28,000 3 44
作業路

モノレール等
計 31,000 49

	第５表

種　類 台数 所有・レンタルの別
年間利用日数

自家林業経営 素材生産・
造林請負

在来型

油圧ショベル 1 レンタル 200
グラップル 1 所有 200 	
フォワーダ 1 レンタル 100
トラック 2 所有 100

高性能型 ハーベスタ 1 レンタル 100

第６表 （単位：㎥）

材種
柱材

直営
生産

委託
生産

材積 1,900

第７表
種別 木　　　　　材

販売形態 立木販売 丸太販売 バイオマス等の集積販売

販売方法 入札（㎥） 随意契約
（㎥） 入札（㎥） 随意契約

（㎥） 入札（㎥） 随意契約
（㎥）

販売量 1,900
販売金額（万円） 1,600
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12．経営収支（平成 18 ～ 20 年度平均値）
（１）林業経営

（２）農林業その他の全経営の経営収支

13．林業経営に係る資金の調達と運用

　受賞財の特色

１．先進性
（１）高収益性・高生産性
　ここ数年は基盤整備に重点を置き、約３万mの作業道を開設している。
今後とも必要に応じ作設していくこととしており、高い収益をあげる基盤
は整ってきた。また高性能林業機械の活用により、20ha ／年程度の収入
間伐を行うこととしており、その豊富な資源量からも高い収益が期待でき

第８表 （単位：万円）
収　　　入 支　　　出

収支
差額

所有森
林の伐
採によ
る収入

特用林
産物収
入

副産物
収入

受託事
業収入

補助金・
交付金
等

所有森
林の施
業支出

特用林
産物の
生産・
販売支
出

副産物
の生産・
販売支
出

受託事
業に係
る支出

その他

1,600 1,100 3,370 4,500 1,100 200 270

第９表 （単位：万円）
収　　　入 支　　　出

収支差額林業経営 農業
経営 その他 計

林業経営 農業
経営 その他 計丸太

生産等
特用
林産

丸太
生産等

特用
林産

1,600 9,560 11,160 1,600 8,560 10,160 1,000

第 10 表 （単位：万円）
調　　　達 運　　　用

事業
収入

補助
金・交
付金等

公庫・
銀行等
からの
借入

過年度
の経営
余剰積
立金の
取崩

他部門
からの
繰入

計 事業
支出

作業道
等基盤
整備

借入金
の元利
返済

経営余
剰の積
立

他部門
に繰出 計

2,700 3,370 2,000 2,000 10,070 4,500 3,000 2,300 9,800
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る。木材販売額は、1,600 万円／年と
なっているが、今後はさらに販売額の
増額が期待できる。
　加計氏個人の所有森林を、社有
林 630ha と併せて管理しており、約
1,200ha の森林経営及びその他不動産
管理を３名の社員でこなしている。ま
た生産性は、広島県の間伐における１
人当たり生産量平均の２倍近くとなっ
ている（県平均３㎥／人・日⇒日新林
業平均５㎥／人・日）。

（２）革新性
　社有林では、森林認証（SGEC）を
取得し、環境に配慮した施業を行って
いる。「森林認証」、「ウッドマイルズ」、
「トレーサビリティ」をキーワードに、
自然に優しい林業経営をしている山か
ら木を切り出し、途中の加工流通の過程を全て明
らかにして、地域材で家を作りたい人たちに供給
することを実践している。
　生物多様性の保全を考慮して可能な限り間伐材
等の生物系資材を有効利用するとともに、人工林
内に採餌木となる広葉樹等を適度に残しているこ
となどにより、平成 21 年８月に社団法人日本林
業経営者協会が創設したフォレストック認定を第
１弾で取得した。フォレストック認定に基づく約
1,800t ／年の CO2 吸収量の販売も検討しており
（このうち一部について、民間企業と売買契約を
締結）、森林の多面的機能の経済価値の具現化の

写真４　ハーベスタによる搬出間伐作業

写真５　フォワーダによる
間伐材土場おろし作業

写真６　森林のCO2 吸収量
と生物多様性レベルの認定
（略称：フォレストック認定）



－ 178 － － 179 －

典型的な例となっている。
　また、日新林業代表取締役として、県産材の利用拡大や、流通体制を構
築するべく林業事業体が結成した ｢ひろしま木材事業協同組合｣ 代表理事
に就任しており、広島県初の取組みとなる大ロット安定供給の木材流通体
制の構築に向け、県内林業者の実質的な指導者としての役割を担っている。

（３）困難な状況の克服
　日本海型に属し冬季多雪という困難な状況であるため、植林は 3,000 本
／ ha 植えとし、苗木はできるだけ当地域の環境に適したものを植栽する
よう、自社苗畑を設けていた。当地域の天然スギ（蔵座スギ）から採取し
た挿し穂を使用しているのみならず、各地から色々なスギを集めて、社有
林に適した品種の選抜にも努力するなど様々な試験を行っている。また、
搬出が困難な場所での集材の可能性を探るため、マツ材のヘリコプターに
よる集材を行った。広島県や地元大学等がデータを収集し、他の集材方法
と比較検討し収益を上げることが確認できた。

（４）新技術の開発・導入等の創意工夫
　費用を抑えながら路網距離を延長し、また収入間伐を行うため、平成
19 年度に広島県の林業普及組織である ｢広島県森林環境づくり支援セン
ター（現広島県林業課林業技術指導室）｣ から ｢安価で壊れにくい作業道
作設｣ 及び ｢効率的な間伐施業｣ の技術指導を受けて実践している。

２．持続性（安定性）
（１）収益の持続性
　日新林業は、約 122,000㎥ある森林蓄積を利用して、持続的な経営を目
標とした収入間伐を行っており、高密度の作業道の整備をさらに実施し、
高性能林業機械等を利用することにより、持続的安定的な林業経営を行う
ことが期待できる。渓谷の管理を兼ねての不動産賃貸業でも安定した収益
をあげており、複合経営は安定している。森林の管理を半世紀近く行って
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きたことに加え、搬出のための基盤も整ってきたため、今後は安定した木
材販売に基づく、さらなる経営の安定が期待できる。また、後継者として、
専務の加計康晴氏の成長も目覚しく、今後とも安定的な林業経営の維持が
期待できると考えられる。
　経営には作業記録、森林台帳等が整備されており、経営者、従事者一人
ひとりが林業経営感覚を共有し、作業改善やコストダウン等への取組みを
積極的に行っていることから、経営は安定して持続している。従業員には、
休日、福利厚生、退職金の支給等手厚い配慮を行った通年雇用となってお
り、地域の信頼を得ている。また、「蔵座祭り」という伝統のある安全祈
願祭で、家族や従業員との結束を図っている。

（２）環境保全・資源循環
　生物多様性の保全を考慮し、フォレストック認定を取得しているが、京
都議定書CO2 マイナス６％削減目標のうち、森林吸収分 3.8％の削減に貢
献しており、地球規模での温暖化問題と正面から取り組んでいる。太田川
流域SGECネットワークを活用し、「森林認証」、「ウッドマイルズ」、「トレー
サビリティ」をキーワードに、自然に優しい林業経営をしている山から木
を切り出し、途中の加工流通の過程を全て明らかにして、地域材で家を作
りたい人たちに供給することを実践している。
　社有林の中でも渓流沿いには、自然植生からなる水辺林が良好に保全さ
れ、特に国の特別名勝に指定されている三段峡周辺は貴重な環境が保存さ
れている。結果として、天然林と高齢人工林がランドスケープレベル、林
分レベルの生物多様性の向上に大きく寄与している。三段峡の森林を、営々
として維持管理していることが、地域の観光産業を大きく支えており、そ
の経済効果は計り知れない。
　太田川流域の漁業者と協同で植林を行っている。また、社有森林を森林
ボランティアによる林業体験や学校教育の自然学習の場として提供してい
る。さらに山林内には訪れる観光客のための案内板やゴミの持ち帰り、山
火事注意の啓発看板等を設置している。
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　普及性と今後の方向

１．全国のモデルケースとなる経営
　自然環境に配慮しながら収入間伐を繰り返し、長伐期施業を目指してい
る。また、SGEC認定やフォレストック認定を取得して自然と協調するた
めの適切な森林管理を行い、環境保全にも十分配慮した林業経営を行って
いる。この林業経営や、「高い生産性と同時に高い公益性を発揮できる森
林経営」という経営理念こそが、地域のみならず日本の林業のモデルとな
る。

２．地域（業界）内への波及の可能性
　太田川流域の林業・木材産業の振興を目的に、平成 19年に流域市町（広
島市、廿日市市、安芸太田町）の森林認証（SGEC）を受けた事業者によ
り、地場産木材の総合的な供給ネットワークである｢太田川流域SGECネッ
トワーク｣ を結成した。太田川流域 SGECネットワークを活用し、「森林
認証」、「ウッドマイルズ」、「トレーサビリティ」をキーワードに、地域材
の供給を実践していることや、社団法人日本林業経営者協会が創設した
フォレストック認定を第１弾で取得し、約 1,800t ／年の CO2 吸収量の販
売も検討している（このうち一部について、民間企業と売買契約を締結）
ことは、今後、地域や他流域の規範となる。
　日新林業株式会社代表取締役として、県産材の利用拡大や、流通体制を
構築するべく林業事業体が結成した ｢ひろしま木材事業協同組合｣ 代表理
事に就任している。広島県初の取組みとなる大ロット安定供給の木材流通
体制の整備における県内林業者の実質的な指導者としての役割を担い、広
島県の林務行政、林業・木材関係者が一致団結して推進している持続的な
広島県林業の構築という行政課題の解決を目指している。
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３．普及を促すネットワーク等の構築
　美しい森づくり推進国民運動（フォレストサポーターズ）の広島県版を
立ち上げようとしている。林業に携わる人や山村に暮らす人や企業・団体
などが，お互いに手を携えながら、「森にふれよう」、「木をつかおう」、「森
をささえよう」、「森と暮らそう」の 4つの活動を行うとともに、幅広い方々
の参画を進め、森林をサポートすべく、広告代理店・地元テレビ局と連携
し、企画している。

４．今後の方向
　同社は、加計家がタタラ製鉄の燃料として所有していた山林約 1,200ha
の一部を、戦後の木材需給状況の変化に対応して新たな体制を確立すべく、
広葉樹林を人工林に転換することを目的として昭和 34 年春に事業を着手
し、その森林を半世紀近くも経営してきた。
　「高い生産性と同時に高い公益性を発揮できる森林経営」という経営理
念に基づき、今後とも持続可能な森林経営を行い、豊かな自然環境と木材
生産を両立する健全な森林育成を行っていく。
　また、地域社会への貢献として、太田川流域市町の森林認証（SGEC）
を受けた事業者で結成された ｢太田川流域 SGECネットワーク｣ や「ひ
ろしま木材事業協同組合」の活動に積極的に参加し、地域林業・木材産業
の振興に引き続き貢献していく。

（執筆者　農林水産省林野庁研究・保全課　研究企画官　北尾光俊）
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受賞財　産　物（乾椎茸）
受賞者　芳賀 榮三
住　所　岩手県下閉伊郡山田町

受賞者のことば
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内閣総理大臣賞受賞

芳賀　榮三

　この度の内閣総理大臣賞受賞は、宮古・下閉伊地区のしいたけ栽培の振
興に携わった諸先輩方と、苦楽を共にしてきた仲間、そして何よりも岩手
県を始め、各市町村と全農系統農協の協力と各関係指導機関の皆様方の御
指導と御支援があってこその賜物であり、栄えある受賞を受けた責任の重
さを痛感し、さらに精進に努めなければならないと感じております。又、
これまでにお世話になった県内外の生産者と関係者の皆様に対しまして心
より感謝申し上げます。
　私は農家の三男に生まれ、小学生の頃に父が山田市日で売るしいたけと
なめこを作っていたので、それとなくしいたけとはなじみは深く、私自身
も 30才の時に 40本程の原木に植菌していました。
　私は、中学を出るとすぐに地元にあった肥料会社の臨時職員を経て、翌
年からおじの勧めで山林作業に従事し、いつの日か私が仲間の先頭に立つ
ようになっていました。その後、世の中も変り始め、自分なりに安定した
生活を望むようになり、地元の山田製材業協同組合の仕事と釜石地方森林
組合の労務班長として働く傍ら、33才の時にまつたけ採りをゼロから始
め、自ら買付を行うようになりました。そして昭和58年（36才）の時に2,400
本の原木に植菌をし、翌年には補助事業を導入し本格的なしいたけ生産を
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受賞者のことば

　地域の概要と受賞者の略歴

１．地域の概要
　山田町は、岩手県の東部、陸中海岸中央に
位置し、標高 0～ 1,160 ｍの沿岸地域にある。
気象条件は、海洋性の気候であるが比較的冷
涼で、特に暖候期の天候は北東気流（ヤマセ）
の影響を受けることが多く、１月の平均気温
が－ 0.5℃、７月の平均気温が 20.9℃で、寒
暖の差が大きい。年間降水量は、約 1,500mm
で、特に梅雨時期と８～９月の台風シーズン
に雨量が集中している。土壌は、主に褐色森
林土である。人口は約 19,600 人で、就労人
口の２割を１次産業が占めている。農産物及
び特用林産物産出額６億円の内、しいたけが
約４千８百万円を占めている。

始めました。その後、徐々に施設を拡充しながら、パイプハウスを導入し
た冬期間のしいたけ生産に取り組み、温・湿度管理の徹底により、高品質
の乾椎茸生産を作ることができるようになり、安定した経営を実現するこ
とができました。
　今では乾しいたけ主体の経営となり、現在は水稲、野菜、まつたけ採り、
まつたけの仲買業との兼業で年間を通じた作業の分散化を図ることができ
ました。
　今後も初心を忘れずにさらなる生産技術の研鑽に努め、地域の皆様や県
内外の皆様への恩返しのため、私のしいたけ生産技術をこれからの後継者
等に伝えていき、更なるしいたけ生産の振興に努めて参りたいと思います。

第１図　岩手県下閉伊郡山田町
の位置図
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　山田町の総面積は 26,344ha、森林面積は 23,968ha で森林率は 91％であ
る。民有林面積は 10,073ha で、その内、しいたけ栽培の原木となるコナ
ラを含む広葉樹林は 4,796ha あり、全民有林の森林に占める割合は 48％
と、県内平均の 44％を若干上回っている。山田町におけるしいたけ栽培
は、昭和 20 年代に自家用程度の栽培から始まり、豊富な原木資源の有効
活用を図るため、昭和 47 年の第１次林業構造改善事業を導入し基盤整備
を進め、その後も補助事業の導入により町内全体にしいたけ栽培が普及し
ていった。今でも、必要原木のほぼ全量を町内で自給しており、伐採され
た広葉樹林は、萌芽更新及び造林・育成天然林施業よって更新され、約
25～ 30 年のサイクルで循環利用されている。

２．受賞者の略歴
（１）芳賀榮三氏の略歴
　芳賀氏は、中学卒業後、肥料会社や
森林組合などに勤務した後、林業に従
事していたが、後にわさび生産などを
経て、昭和 56 年に地域の豊富な原木
に着目し、しいたけ生産を開始し、地
域資源の有効活用と経営向上を目指す
ようになった。そして、昭和 58 年に、
しいたけの生産の本格的な経営を開始
した。一貫してしいたけ生産を柱とする経営で家族を養い、現在は、妻と
２人で家族経営を行っている。椎茸生産歴は 27年である。
　

（２）産物の品評に関する略歴
　全農乾椎茸品評会では、平成９年に「花どんこ」の部で林野庁長官賞を
初受賞し、現在に至るまで長官賞以上に連続入賞している。農林水産大臣
賞は、平成 10年「花どんこ」の部で初受賞し、以降、「花どんこ」・「中葉
厚肉」・「大葉厚肉」の部で９回受賞している。（第１表）

写真１　芳賀夫妻
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（３）地域振興や技術普及の略歴
　地域振興や技術普及の面でも、平成 19 年秋の黄綬褒章のほか、県、業
界団体、民間基金などからの表彰のほか、多くの功労者表彰を受賞してい
る。（第２表）

　受賞者の経営概要

１．経営の概要
　経営基盤は典型的な中山間地にあり、夏でも気温の低いヤマセなど気候
的に不利であるものの、厳しい環境を最大限に生かした低コスト生産と、
しいたけを中心とした複合による土地の高度利用で、優良経営を実現して
いる。

（１）経営の規模
　経営は、しいたけ栽培のほか、水稲 0.8ha と自家用野菜の生産、山林 7.4ha
（針葉樹 6.0ha、コナラ 1.4ha）からなる複合経営である。山林では、スギ

第１表　農林水産祭参加行事での上位入賞歴
行	事	名

（H21 規模） 全農乾椎茸品評会（箱物 344 点） 全国乾椎茸品評会（袋物 499 点）

区　　分 農林水産大臣賞 林野庁長官賞 農林水産大臣賞 林野庁長官賞

本　　人 9 4
（参考品扱いを除く） 1 10

第２表　主な功労表彰等の履歴（品評会の受賞は、農林水産大臣賞のみ記載。）
	平成	６年　全国乾椎茸品評会（農林水産大臣賞）
	平成 10 年　全農乾椎茸品評会（農林水産大臣賞）
	平成 12 年　全農乾椎茸品評会（農林水産大臣賞）
	平成 14 年　全農乾椎茸品評会（農林水産大臣賞）
	平成 15 年　全農乾椎茸品評会（農林水産大臣賞）
	平成 16 年　全農乾椎茸品評会（農林水産大臣賞）
	平成 18 年　全農乾椎茸品評会（農林水産大臣賞）
	平成 19 年　黄綬褒章、全農乾椎茸品評会（農林水産大臣賞）
	平成 20 年　全農乾椎茸品評会（農林水産大臣賞）
	平成 21 年　全農乾椎茸品評会（農林水産大臣賞）



－ 186 － － 187 －

林は一部をほだ場に、アカマツ林はま
つたけ生産に使用し、コナラ林はしい
たけ原木林の造成を行っている（第３
表）。なお、自己所有山林のほか、森
林管理署との分収造林 1.66ha を有し、
しいたけ原木用にコナラ林の造成を
行っている。
　主力産物であるしいたけの生産規模
は、保有ほだ木約 10 万本から平年値で約 3,400kg を生産、持続的な経営
のために毎年３万本程度の植菌を継続して行っており、大規模生産者に数
えられる。

（２）生産施設の概要
　生産施設は、昭和 59 年以降ハウスを順次導入し、現在は 18 棟を有し、
主力とするハウスでの温度差を生かした発生操作で、労働の分散と品質向
上に効果を上げている（第４表）。

写真２　林内ほだ場

第３表　平成 20 年の経営の概要
品　目 乾しいたけ 生しいたけ まつたけ その他 合　計
基　盤 ほだ場 6.0ha （ﾊｳｽ 18 棟） 畑 1.2ha	外 －

生産量 乾重 2,800kg 800kg 自 家 100kg 外
仲買 自家野菜等 －

収　益 18,000,000 円 1,200,000 円 30,000,000 円 1,000,000 円 50,200,000 円
※部門別（しいたけ、その他）の収益は売上高。

第４表　生産施設
区				分 数	量 備　　考 区				分 数量 備　考

ハ	ウ	ス 	18 棟
	1,200 坪

30m× 7mのﾊｳｽを基本形とし、地理
的条件に合わせ適宜使用している。

乾	燥	機 15 台 ｴﾋﾞﾗ 540 枚
乾	燥	室 １棟
選	別	機 １台

スライサー １基 運	搬	車 ３台
林内ほだ場 ７箇所 6ha	（借地含む） チェンソー ２台
散水設備 ８台 ポンプ（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ） 軽トラック ２台
※エビラは、乾燥機の乾燥棚。芳賀氏の乾燥方法では、採取かご１杯（生重 7kg 程度）がエビ
ラ約 1.5 枚に載る。
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（３）家族構成
　主な労働力は芳賀氏夫妻の２人であり、それぞれが協力しながら役割分
担をし、生産に取り組んでいる（第５表）。

（４） 労働日数等
　平成 20 年のしいたけ生産に係る労働日数は、夫妻の自家労働力２名に
よる 600 人日と、臨時雇用 600 人日の計 1,200 人日（日８時間換算）である。
各自の適性と必要に応じて業務分担を行うなど、明るい家族経営を旨とし
ている。
　複合経営によって、労務は年間を通じバランス良く分散している。

２．経営の成果
　自然力を生かして地域資源を循環利用する栽培体系で、施設投資や経費
の低減を図り、堅実な経営を行うとともに、高い技術力で高単価と収量の
増大を両立させ、25%前後の所得率を実現している（第６表）。
　　

第５表　家族構成
氏　　名 続柄 年齢 職業 氏　　名 続柄 年齢 職業
芳賀　榮三 本人 64 農林業 芳賀　スモ 母 88 －
芳賀　のり子 妻 61 〃

第６表　過去５年間の乾椎茸部門の経営状況　　					　			 （単位：本、kg、円）
区　　　分 20 年 19 年 18 年 17 年 16 年
植	菌	本	数 25,000 23,600 30,000 34,000 32,000

有効ほだ木本数 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
生　産　量 2,800 3,500 3,200 3,600 2,100
椎茸部門売上 18,340,000 20,900,000 19,340,000 19,370,000 14,100,000
椎茸部門所得 3,973,785 5,279,271 5,277,218 5,058,201 3,245,045
所　得　率 22% 25% 27% 26％ 23％
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　受賞財の特色

１．出品財の特徴
　出品財は、こうしん大葉厚肉のしいたけであり、全開せず半開き以上の
傘の形をしつつ固有な色沢があり、形は丸形でしっかりとした厚肉を呈し
ている。大きさは基準内に収まり、かつ、揃いが良く、ヒダは淡黄色を表
しており、品質は良好である。
　　
２．技術

（１）安定した高品質しいたけの生産
　芳賀氏が得意とする花どんこ、大葉厚肉、中葉厚肉の規格のしいたけは
肉厚に仕上げるためゆっくりと成長させる必要があり、花どんこは傘に綺
麗な花柄の亀裂を入れるために湿度管理が必要で、ともに細心の注意と繊
細な作業が求められる。高い技術力に加え、日に何度もほだ場に足を運び、
ほだ場の状況を把握し管理を行うことで、高品質なしいたけを安定生産し
ている。

（２）不利な気候を克服する高度な栽培技術
　冬期の寒さが厳しく乾燥しがちである山田町において、厳冬期のしいた
け採取は困難とされていたが、芳賀氏は、栽培技術の改善に努め、植菌か
ら収穫・乾燥に至る高品質しいたけ栽培技術を確立した。
ア　ほだ化率の向上
　ほだ化初期の菌の活着、伸長には水分が不可欠であることから、材芯部
の水分を利用するため植菌穴の深さを通常の 1.5 倍の深植えにするととも
に、形成菌については接種種菌が乾燥しがちな春から入梅までの間、ハウ
ス内で仮伏せすることで、湿度・温度確保を効率よく行い、完熟ほだ木を
造成している。
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イ　水不足を克服する水分確保の工夫
　水分不足を克服するため、全部のほだ場にスプリンクラーを設置すると
ともに、針葉樹の林内をほだ場に利用し、林内の高い空中湿度を確保し、更
に林床からの湿度を有効活用するため、ほだ木をビニール被覆することで、
スプリンクラーと天然降雨と被覆の組合せによる水分管理を可能にした。

ウ　冬期における高品質しいたけの栽培技術
　ビニールハウスで 12 月から随時、散水やほだ倒し等の刺激を与えてし
いたけを発芽させ、温湿度の管理に当たっている。その後は、照度調節や
保温保湿管理を徹底し、昼夜の温度管理を最小限に留めて水分に当てず、
50 日程度の日数をかけてゆっくりと成長させ、厳冬期の 12 月から３月の
冬期に、高品質のしいたけを生産する栽培体系を確立した。
		

（３）採取・乾燥技術
　乾燥では乾燥機を使用するが、通常の乾燥開始温度では、型くずれや変
色、シワが生じ、採取時の品質を維持することが難しいため、試行錯誤を
重ね、以下のような独自の乾燥技術を確立した。
　①　採取時に、降雨に当てず可能なかぎり水分の少ない状態で採取する。

採取後は時間を置かずに乾燥を行い、しいたけの成長を抑える。
　②　乾燥開始温度は、通常（40℃～ 43℃）より高い 45℃から始め、初

期段階で形をつくり、変形やシワを抑える。
　③　乾燥が進み、しいたけが送風で揺れ始めた頃に風量を弱め、温度を

除々に高め約半日乾燥後、最終段階では通常（55℃～ 60℃）の温度
より低い 48℃に設定した仕上げ用の乾燥機３台に移し約 20 時間程度
かけて、ゆっくりと乾燥させる。

　④　集中発生時に乾燥機を効率よく使用するため、約 1.5 日かかる乾燥
工程を初期乾燥用、仕上げ乾燥用に乾燥機を区分して行い、毎日採取さ
れるしいたけは採取後直ちに乾燥を行えるよう段取りされており、し
いたけの適時乾燥と乾燥機の利用率向上のための工夫を行っている。



－ 190 － － 191 －

２．経営
（１）生産施設利用による労働の分散
　林内ほだ場はスギ林で、ほだ木の力の弱まった古ほだを伏せ込んでおり、
施設投資を抑え、管理費の負担が少なく、コスト面で圧倒的な優位がある。
　しかし、林内ほだ場だけでは、収量、品質とも天候に左右されやすく、
労働配分の面からも不安定で、発生期にはしいたけが集中発生し、適期に
すべてのしいたけを採取することが困難で品質の低下を招くとともに、収
穫、乾燥作業は多忙を極めることとなる。そのため、ビニールハウスへほ
だ木を伏せ込んでいる。こうすることで、気温が氷点下まで下がる冬期で
も温度を確保する事ができ、乾燥からほだ木を守ることができる。このた
め、冬期でありながら人為的に安定し
たしいたけ発生を操作することができ
るようになり、２～３回の収穫を行う
ことが可能となった。
　これらのことから、労働の偏重を改
善することで、計画生産と規模拡大が
可能になり、採取期間の延長と高品質
品の安定生産が実現した。

（２）商品価値向上への配慮
　出荷については、安心・安全に配慮し、しいたけ生産栽培履歴を確実に
記録している。全国農業協同組合に組合員として出荷しているほか、地域
のブランド化にも協力し、地元の産直
施設を活用した直売等も行っている。
　この安定した出荷体制を背景に販売
の労力を省き、採取適期を逃さず、乾
燥、選別など商品性の向上に力を入れ、
高品質しいたけの生産技術と共に、市
場や消費者のニーズに応え、芳賀氏の

写真３　ビニールハウス内の伏せ込み状況

写真４　山田町林産物展示販売施設
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しいたけは、全国平均に対しても 60 ～ 100%程度高値で取引されている。
また、氏が牽引する高いブランド力で、県の平均単価も、全国平均に比べ
高値となっている（第７表）

（３）地域振興の協調の和
　しいたけ生産を行うために地元から人夫を雇用し、雇用の機会が少ない
山間地域にあって、雇用の場の創出に寄与しているほか、しいたけ生産技
術の指導を望む者に対しては、自ら経験により確立した技術を惜しみなく
伝え、地域全体のしいたけ生産の底上げに大きく貢献している。また、地
域住民が地域内の山林から採取したまつたけを市場に供給するための仲買
も行い、地域住民の副収入の安定確保にも寄与している。

　普及性と今後の方向

１．しいたけ生産技術の普及と後継者の育成
	 	自らの生産技術を広く普及することで、他の生産者の栽培技術向上によ
る地域振興や、しいたけ産業全体の振興が図られると考え、県内外からの
視察研修者を快く受け入れている。

（１）視察者に対する生産技術指導
	 	視察・研修には、県内の生産者はもとより、全国各地の生産者が訪れて
いる。その都度、自身が苦労の末に習得して体系化した生産技術を詳細に
指導し、他の生産者の技術向上に努めている（第８表）。

第７表　年平均単価の比較	　																								　	　 （単位：円）
区　　分 20 年 19 年 18 年 17 年 16 年
芳賀氏　単価 6,550 5,971 6,043 5,380 6,714
全国平均単価 （未発表） 3,617 3,000 3,296 3,608
※全国平均は、林野庁公表の山成平均価格。



－ 192 － － 193 －

第８表　視察研修、講演等実績
（１）視察研修、講演等

年・月 内　容
Ｈ 14.	9 ・栃木県今市市生産者視察（15 名）
15.	1 ・岩手県知事としいたけ生産者との懇談会現地視察（70 名）
15.	2 ・宮崎県諸塚村生産者視察（30 名）
16.	7 ・野田村生産者視察（15 名）
	〃 ・岩泉町生産者視察（５名）

16.	10 ・JA宮古主催研修会講師（50 名）
17.	5 ・荒川小学校しいたけ収穫体験（38 名）
	〃 ・荒川小学校しいたけ植菌体験（38 名）
17.	6 ・山田小学校出前授業講師（40 名）
17.	12 ・宮古・下閉伊地区農業委員会主催会議での講演（50 名）
18.	1 ・荒川小学校しいたけ収穫体験（38 名）
18.	2 ・岩手県しいたけ生産技術指導地域リーダー研修会（20 名）
18.	9 ・宮城県泉市生産者視察（10 名）
18.	10 ・振興局主催乾しいたけ生産者技術研修会（10 名）
19.	3 ・岩手県乾しいたけ栽培技術研修会（30 名）
	〃 ・県主催篤林家研修講師（１名）　
19.	4 ・荒川小学校しいたけ収穫体験（20 名）
	〃 ・荒川小学校しいたけ植菌体験（20 名）
19.	6 ・宮古養護学校しいたけ栽培研修（１名・15 日）
	〃 ・宮古養護学校しいたけ栽培研修（１名・15 日）
19.	9 ・鳥取県生産者視察（11 名）
19.	6 ・遠野地方生産者視察（７名）
19.	11 ・遠野地方生産者視察（７名）
19.	12 ・遠野地方生産者視察（７名）
20.	2 ・久慈市生産者視察（20 名）
	〃 ・岩手県北部・南部しいたけ栽培研修講演（40 名）
	〃 ・岩手県ホダ木水分管理研修会（25 名）
	〃 ・宮古地方農山漁村女性組織連携会議セミナー講師（50 名）
20.	8 ・全国まつたけ振興大会パネラー（100 名）
20.	10 ・長野県安曇野市山林組合議会議員特産現地視察（15 名）
	〃 ・岩手県乾しいたけ栽培技術研修会（25 名）
21.	4 ・荒川小学校しいたけ生産者学習会（18 名）
21.	5 ・荒川小学校しいたけ植菌体験（18 名）

（２）テレビ、新聞等取材
年・月 内　容
Ｈ 14.	9 ・ＴＢＳテレビ取材
16.	7 ・日本テレビ取材
17.	4 ・日本農業新聞取材
18.	1 ・岩手めんこいテレビ取材
18.	8 ・ＴＢＳテレビ取材
19.	6 ・日本特用林産振興会取材
20.	1 ・IBC テレビ取材
21.	8 ・日本農業新聞取材
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（２）県内生産者に対する技術指導と後継者の育成
	 	卓越したしいたけ栽培技術を持つ芳賀氏は、岩手県の「しいたけ生産技
術指導地域リーダー」に平成 14年度に認定され、県内のしいたけ生産者に
対する技術指導により、県内各地のしいたけ生産者の意欲喚起や資質向上
を図るなど、県内生産者のリーダーとして、後継者の育成に尽力している。
　
２．地域への貢献、参画
　芳賀氏の卓越した技術と実行力、輝かしい実績は、県内生産者に元気を
与え、氏自体が生産技術の向上と地域振興のシンボル的存在になっている。
地域内の他の生産者へも、長年の経験と試行錯誤から習得した自らの栽培
技術を積極的に伝授し、地域全体の生産技術レベルの底上げに寄与すると
ともに、当地方の乾しいたけのブランド化を図るため、首都圏等での「宮
古地方産乾しいたけ」の販売に率先して協力するなど、地域のしいたけ振
興に貢献した功績は大きい。

３．今後の方向
　山村の過疎化とともに、多くの地域
で山林が荒廃し、森林の公益的機能の
低下が危惧される昨今、しいたけ生産
は資源循環利用による環境保全に通じ
た栽培体系であり、氏は「しいたけ作
りを通じて山を元気に」と「地域のみん
なが良くなるように次の人にもチャン
スを」の信念のもと、今後も、生まれ
育った地域の発展に力を注ぎながら、優良な家族経営の一層の向上と、地
域のしいたけと林産業の振興に、共存共栄の精神で取り組み続ける。　
　また、消費者に喜ばれる「最高のしいたけ」づくりを目指し、今後も一
層の精進をする覚悟である。

（執筆者　農林水産省林野庁研究・保全課　課長補佐　青柳　浩）

写真５　里山景観
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受賞財　産　物（木材）
受賞者　有限会社　倉地製材所
住　所　岐阜県下呂市

受賞者のことば

日本農林漁業振興会会長賞受賞

有限会社　倉地製材所　代表　倉地　貞之

　岐阜県は県土の 82％を森林が占め、そのほぼ中央に私達の住む町、下
呂市があります。弊社は昭和 18年に創業し、当初は水車を利用して製材
をしておりましたが、昭和 49年には、先代社長がいち早く製材機のコン
ピュータ化を進め、JAS規格に基づく製材品を量産し、間伐材の有効利
用を進めてまいりました。
　この度の受賞は、安定的に木材を出品していただいた山林家の皆様や、
製品を支持して下さいましたお客様方のご指導とご支援の賜物と、社員一
同、深く感謝いたしております。
　現在、私達製材業には、山林家と一体になり、低炭素社会の実現を目指
した環境保全と、確かな品質を表示した製品づくりが求められています。
そこには様々な課題もありますが、自然の中で１年に１つずつ年輪を重ね
て大きくなった木材が、柱となり、梁となり、皆様の住宅に利用されたと
き、お客様と山林家が共に喜べるような仕組みが大切だと考えております。
　また下呂市では、戦後植林された人工林の管理を、私達の祖父や父から
私達へ、そして子ども達へと伝えていく時期に来ております。しっかりと
管理された山から出材された木材を、安心して使っていただける製品に加
工し、きちんと顔の見える形でお客様に提供していくことが、私達の使命
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受賞者のことば

　地域の概要と受賞者の略歴

１．地域の概要
（１）地域の森林・林業の概況
　下呂市は、岐阜県の中東部に位置し、岐阜
県が全国に誇る銘柄材「東濃桧」の主産地
の区域にある。下呂市の総面積は 85,106ha
で、森林面積が 78,245ha と全体の 91.9%を
占める。民有林面積は 55,140ha で、そのう
ち人工林面積は 33,258ha、人工林率は 60.3%
と岐阜県平均の 46.3%を大きく上回り、県内
でも人工林率の高い地域である。その蓄積
量は 10,444 千㎥（1ha あたり 314㎥）である。
　

（２）地域の木材産業の概況
　下呂市の素材生産量は 36,017㎥（平成 19 年度推計）で、このうち民有
林が 76.5％、国有林材が 23.5％である。また、市内には原木市場が２市場
あり、その取扱量は 32,000㎥となっている。

だと感じております。
　さらに、木育を通じて、子ども達には小さな頃から木に親しんでもらい、
木に囲まれた暮らしの素晴らしさを肌で感じ取ってもらえるよう、木工工
作コンクールなどの活動にも、今後ますます力を入れていく所存です。
　最後に、今回の受賞を励みとして、私達も年輪を重ねた木材のように、
一歩ずつ着実に研鑽と努力を積み重ね、需要の拡大と木材産業の振興に努
めていく覚悟でございますので、皆様の今後一層のご指導ご鞭撻を賜りま
すよう、よろしくお願い申し上げます。

第１図　（有）倉地製材所の位置図
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　岐阜県の製材業は工場数において平成 19 年現在全国第１位（378）で
あり、零細な内陸製材型の建築兼業工場が過半数を占めている。専業工場
（JAS認定工場等）は、東濃桧主産地に集中しており、住宅建築用材出荷
量の比率は 82％で、かつ国産材の出荷量比率は 60％と高い値を示してい
る。㈲倉地製材所は下呂市内最大の国産材製材工場で、県内でも素材消費
量は３本の指に入り、県内外へ多くの岐阜県産材を供給している。
		
２．受賞者の略歴                                                          
　	・名　　　称　有限会社　倉地製材所　　　
　・所　在　地　下呂市萩原町羽根 408																																		
　・代　表　者　倉地貞之																																															
　・設　　　立　昭和 18年４月１日																																					
　・資　本　金　300 万円																																													
　・売　　　上　５億３千万円（平成 20年９月末決算）																			
　・従	業	員	数　19 名（平成 21年８月末）																													
　・事	業	内	容　国産材の製材及び販売・山林育成・その他付随する業務					

　受賞者の経営概要                                           

１．経営の概要
（１）経営の特色                                                             
　倉地製材所は、昭和 18 年に創業し、
昭和 49 年に現会長により㈲倉地製材
所として会社設立された。地域の豊富
な森林資源を背景に、高品位な製材品
を消費者に提供することを目的として
昭和 46 年に JAS 認定工場となり、平
成７年からは人工乾燥材生産に取り組み始めた。平成 20 年度の製材品の
生産量は約 9,600m3 であり、人工乾燥材の割合は約８割と高い。大手の小

写真１　有限会社倉地製材所従業員
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売店を始め、製品市場・工務店等の関連会社間と相互に連携し、商品開発、
流通・加工コストの低減、商品性の向上等に努めている。
　また、構造用材の生産のほか、羽柄材や羽目板等の商品開発に積極的に
取り組み、家一棟分の材を全て供給できる体制を整えている。近年はマー
ケティング機能を強化するため、地場や都市部の工務店へ自社製材品（県
産材）を積極的に邸別発送し、県が進める「産直住宅建設促進事業」や「ぎ
ふの木で家づくり支援事業」にも大きく貢献している。
																																																																											

（２）施設の概要                                                             
　・敷	地	面	積	 8,250㎡																																											
　・工	場	面	積	 3,300㎡																																												
　・動　力　数	 230 ｋｗ																																														
　・製	材	能	力	 1,250㎥／月																																						
　・主	要	製	品	 桧：管柱、通し柱、土台、垂木、大引、羽目板、フロー
	 リング杉：管柱、横架材、羽目板
				　	

【参考】隣接する南ひだウッド（協）に加盟し、下記の設備で仕上げ加工
も行っている。
	

第１表　設備の名称・数量	
	設　備　名 数量 	設　備　名 数量

	自動送材車付帯鋸盤 ２台 	チッパー １台
	ツイン帯鋸盤 ３台 	リングバーカー １台
	横型バンドソー １台 	フォークリフト ６台
	挽直用帯鋸盤 １台 	集塵装置 ６台
	テーブル帯鋸盤 １台 	モルダー ２台
	自動耳摺機 １台 	フィンガージョイント １台
	自動背割機 ２台 	自動結束機 ６台

									設　備　名 	数量 						設　備　名 	数量
	乾燥機	（高温蒸気式） ８室 	四面プレナ加工機 １台
	防腐・防蟻加圧処理加工機（ＡＱ認証取得） １台 	インサイジング加工機 １台
	建築用プレカット加工機（横架材、柱材、丸太曲り梁まで）（ＡＱ認証取得）	 １ﾗｲﾝ
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（３）雇用及び就労環境
　従業員は 19 名であり、地元雇用を
重視するとともに、高齢者を再雇用す
るなど、中山間地の雇用の場を継続し
て提供している。また、雇用の際に大
工経験者を優遇することで、高い木材
加工技術を維持し、工場内でも研修会
を開催し技術の研鑚に努めている。		
		

２．経営の成果
（１）生産量
　第３表は、過去３年間の生産量である。角類が製材品全体の約７割を占
め、人工乾燥材の割合は約８割と高い。副製品も含め、どの製品も一定割
合で安定的に生産している。　

			

第２表　年齢別従業員数（平成 21 年８月現在）	 （	単位：人）
従業員総数 20 歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳以上
				19 			６ 				６ 				７

第３表		過去３年間の生産量 （	単位：m3、t	）
区　　　　　分 	平成 18 年度実績 	平成 19 年度実績 	平成 20 年度実績

製材品
角類 6,740 6,857 6,752
割類　 962 980 964
板類 1,925 1.959 1,930

合　　計 9,627 9,796 9,646

うち人工乾燥品	
角類 5,870 5,974 5,883
割類　 867 882 868
板類　 963 980 965

小　　計 7,700 7,836 7,716
	製材品のうち JAS製材品 7,140 7,900 5,244
　副製品（チップ：ｔ） 2,803 2,871 2,828
※国産材 100％、スギ：ヒノキ＝３：７

写真２	併設する南ひだウッド協同組
合の乾燥施設（高温蒸気式乾燥機８基）
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（２）経常収支
　第４表は、過去５年間の経常収支である。モルダーを導入した平成 19
年度に当期利益が下がるものの、住宅着工数の大幅減という経営環境の中、
売上高は年々増加しており、堅調に推移している。また、一般管理費が年々
減少するなど、経営努力も見られる。

　受賞財の特色

１．優れた品質
　銘柄材「東濃桧」は、「東濃桧品質管理基準」及び「構造用製材 JAS規
格基準」に沿って熟練従業員により加工されており、柱材として全国各地
から高い評価を得ている。
　一般材も含め、人工乾燥施設の充実によって、製材品の生産工程スケジュ
－ルを適正化し、狂い・割れ等の防止と規格商品としての精度を高めてい
る。
　原木のうち約 50％は岐阜県東濃地方を中心として可茂・下呂（旧益田
郡）・中濃・郡上等の民有林及び国有林材を近くの市場で「木柄の良さ」
を判断し仕入れている。この地域から生産される桧材の第一の特徴は「材
の美しさ」であり、通直正円で年輪幅が均一の無節或いは節の少ない 70
年生以上の人工林桧が用いられている。この原木を豊富な経験を有する製
材技術者によって製材し製品の付加価値を高めている。
　また、自社有林でも良質材の生産に取り組み、優良材の供給に貢献して
いる。

第４表		倉地製材所の経常収支の推移																														 （単位：千円）
区　　分 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度
売　上　高 			476,099 			478,427 			509,073 			531,765 			535,224
売上総利益 				51,962 				53,762 				46,802 				44,479 				49,240
一般管理費 				44,868 				45,416 				40,461 				39,656 				39,056
経	常	利	益 					7,067 					6,959 					9,357 					5,637 					9,210
当	期	利	益 					7,667 					9,690 					9,284 					3,379 					6,095
自己資本比率 					0.436 					0.437 					0.423 					0.455 					0.480
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２．製材設備及び技術
　高度な製材技術を駆使して、芯持ち一丁取りの柱材及び横架材等の生産
を主体とし、高齢級、高品質材、大径材から純日本木造建築の柱、土台、梁、
桁、垂木、大引、フロ－リング、羽目板等付加価値の高い製品生産に日々
努力している。
		これら主製品のほか、端材はチップの生産、おが屑は飛騨牛の牛舎の敷
料などに活用するほか、昨年度は協同組合岐阜県木造住宅センターへ端材
を供給し、岐阜長良川温泉旅館協同組合への県産材割り箸の販売に協力す
るなど、木材資源を有効に利用し、歩止まりと付加価値の向上に努めてい
る。
　また、製材施設については、最新の機械を導入し、コストダウンを図り
ながら JAS製品を主体とした規格品の生産を行うとともに、作業の安全
性を図るため施設内の作業場を広く明るくして従業員が健康で安全に作業
ができる体制を確保し、地域製材業の模範となっている。
　製材工程は、銘柄材「東濃桧」品質管理規程の製造基準に基づき、粗挽
き→乾燥→モルダー仕上げの工程を取り入れ、伝統的な技術を継承してい
る。特に製材寸法は、乾燥工程での縮み、曲がりなどを修正できるように
最終寸法より 15mm歩増しして製材している。製材機は、コンピュータ
制御され、職人の目で原木の木目や癖を読みとり機械を操作している。モ
ルダー仕上げには、高精度のドイツ製の機械を導入し、表示どおりの寸法
に仕上げている。
　最近の木造住宅構法の変化に対応し
て、優良原木だけにこだわらず、地元
並材原木を仕入れ、JAS 製材品の生
産を基本に、優れた製材技術で高品質
かつ低価格で消費者に供給することに
よって、地元の林業振興に貢献してい
る。 写真３　ツインバンドソー

（大工経験者が木目等をチェック）
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３．乾燥設備及び仕上げ技術
	 	木造建築には、乾燥材の供給が不可欠であることをいち早く認識し、当
時まだ除湿乾燥が主流であった県下業界の先鞭をとり、平成７年度に協同
組合ドライウッド益田（現：南ひだウッド協同組合）が乾燥室４基（現在
８基）を倉地製材所隣接地に導入し、乾燥時における割れなど木材の損傷
防止等の研究に早くから取り組み、品質管理に種々研究を重ねて他社に類
を見ない効果を上げている。
　JAS展出品財である背割り柱材（ヒノキ	120 × 120 × 3000）は、低温
乾燥を行い、割れの防止はもちろんのこと、ヒノキ特有の色艶を失わない
ように仕上げている。その他、梁桁材などの無背割り芯持ち材は、高温蒸
気式乾燥機によりドライングセットを行い材面割れを防いでいるが、特に
スギは地域ごとに性質の差が大きいため、地域の材に合ったスケジュール
について独自の研究を重ねている。
　乾燥が終了した製材品は、数日間外気になじませ、最後に大型のカンナ
機やモルダーで表面仕上げを行っているため、建築後の曲がりや狂いが生
じない。
　針葉樹の構造用製材等の JAS制度に積極的に参画し、平成４年及び 15
年度に JAS工場の認定を取得し、JAS製材品の生産供給に努めている。

４．品質管理（工程管理）及び選別検査のポイント
　第 23回の JAS展から毎年出展し、JAS製材品の普及推進に先導的な役
割を果たすとともに、東濃桧の製材技術の伝承、製品格付基準、認証ラベ
ルの貼付等を骨子とした「岐阜県東濃桧品質管理センター」に平成 14 年
４月に入会し、銘柄材「東濃桧」のブランド化を推進している。以下のよ
うな品質管理、選別格付を厳正に実施した製品は、全国各地のユ－ザ－か
ら高い評価を受けている。
　①　原木は、まず土場において主たる用途別に「はい積み」し、剥皮か

ら製材工程に移行しても、常に各工程間において品質のチエックを行
い作業を進めている。剥皮した原木は紫外線防止用にネットをかけ、
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干割れ等による材質の劣化を防いでいる。
　②　粗挽きの段階から寸法、品等区分の選別を厳正に行うことにより、

その後の工程（乾燥・仕上げ）の効率の向上を図っている。
　③　製材後から乾燥までの間は極力時間を空けないように心がけ、時間

が空く場合は、スプリンクラーで水をかけて保存することにより、ド
ライングセット時の割れを防いでいる。

　④　乾燥前に含水率を測定し、材を均等化して処理している。また、乾
燥中もセンサーにより木材の温度・含水率等をモニタリングするな
どきめ細やかな作業を行い、「構造用製材 JAS 規格」の含水率 20％
をクリアした品質管理を実施している。

　⑤　乾燥後も十分な養生期間（１ヶ月程度）を取るよう指導し、工場内
に養生用の保管庫を備えている。

　⑥　仕上げの段階では、特に熟練した選別格付技術者を配置し、品質の
向上に努めている。

　⑦　構造用製材等の JAS規格並びに岐阜県東濃桧品質管理規程を基本
に格付けを行い仕訳を厳密に行っている。

写真４　　乾燥前処理（散水） 写真５　　モルダー後の目視検品
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　普及性と今後の方向

１．普及性
（１）地域材の普及
　取引のある複数の工務店等が主催するイベントに積極的に協力し、年数
回の工場見学会を実施している。
　下呂市木工製材協議会の一員として、県産材を使用した地元小学校の児
童向けの学童机や木製遊具の開発に関する研究活動を行っている。工場内
で発生するオガコの一部でカブトムシの養殖を行い、名古屋など都市部の
子ども達へプレゼントしている。
　このような活動を通して、木材の良さや地場産業としての製材業の役割
等について理解を深めてもらえる場を設けている。
　また、平成 20年には、NPO法人「木曽三川の木で家をつくる会」の「木
の家づくり講座」の講師を務め、木曽三川流域の家づくりに関心のある方々
に対し、木を育て森林を守る、育った木で家を建てる、さらにまた森林を
育てるといった循環型の生活様式が木造住宅に備わっていることをアピー
ルしている。

（２）技術の研鑽・普及
　中規模製材工場として、県内や県外（三重、愛知など）の同規模の木材
関係業者の視察を受け入れ、意見交換を行うなど、業界内での技術の研鑚
に取り組んでいる。これら勉強会や研修会を通じ、地域の木材業界関係者
に乾燥手法について普及している。
　代表の倉地貞之氏は、岐阜県木材青壮年団体連合会の活動に積極的に参
加し、平成 19 年度の会長を務めるなど、県内の木材関係業界の若手リー
ダー的な役割を果たしている。
　また、県が企画する「ぎふ証明材製品規格化検討員会」や「ぎふ証明材
性能表示体制整備検討委員会」にも委員として出席し、県産材の品質・性
能の向上に尽力している。
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２．今後の方向性
　高品質な東濃桧柱材については今後も引き続き安定供給していくことと
しているが、一方で大径化しつつあるスギの需要をさらに拡大していく必
要があると考えている。
　このため、無背割りで表面割れの少ない高品質な横架材の供給拡大に向
け、加工技術のさらなる研鑽や新しい設備の導入による効率的な品質管理
等に努めていく意向である。
　また、川上から川下まで連携した取り組みを進める中で、森林認証
（SGEC等）の必要性を感じており、森林組合等に対し取得について提案
している。
　今後も高品質な製品を需要に応じて供給できる地域拠点として、さらに、
他地域の製品と差別化を図り、県産材の需要拡大を目指すことで、川上か
ら川下まで地域産業の振興に貢献していきたいと考えている。

（執筆者　農林水産省林野庁研究・保全課　課長補佐　青柳　浩）



受賞財　生　活（多面的機能・環境保全）
受賞者　鳥羽磯部漁業協同組合答志支所青壮年部
住　所　三重県鳥羽市

受賞者のことば
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天 皇 杯 受 賞

水 

産 

部 

門

　この度、水産部門において栄誉ある天皇杯を賜りましたことは、大変身
に余る光栄と存じます。今回の受賞は、関係機関の皆様方のご指導、ご協
力のもとで当青壮年部が取り組んできた活動を評価して頂いたものと思い
ます。関係者の皆様には深く感謝申し上げます。
　当青壮年部は、様々な漁業に従事する若い漁業者が自分たちの魚種にこ
だわらず、藻場の再生活動は勿論のこと、ヒラメの中間育成、海浜清掃、
地元小中学校の体験学習への協力など、地域の活性化につながる様々な活
動を行っています。当地区の岩礁域では、かつて森の様に生い茂っていた
アラメが平成５年頃から磯焼けにより消失し始め、これを餌とするアワビ
などの漁獲量が激減しました。このため、操業日の制限や稚貝の放流など、
資源回復に努めてきましたが、漁獲量は回復しませんでした。このような
状況を何とかしたいという思いから、鳥羽市水産研究所など関係機関の協
力を得て、十数年前からアラメの再生活動を始めました。当初は失敗の連
続でしたが、移植方法やネットによる食害対策等の技術改善を図り、また、
ダイビングの資格を取得して不慣れな潜水作業も行ってきました。こうし
た取り組みの甲斐あって、今では移植した海域には、１メートルを超える

鳥羽磯部漁業協同組合答志支所青壮年部

代表　橋本　政幸
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受賞者のことば
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　地域の概要と受賞者の略歴

１．地域の概要
（１）地域の立地と特徴
　鳥羽磯部漁業協同組合答志支所青壮年部
が活動する答志島は、三重県鳥羽市の鳥羽
港の北東 1.5 ｋｍ、伊勢湾湾口部に位置して
いる。6.9 ｋ㎡の面積を持つ同島の海岸線は
26.3 ｋｍに及ぶ。入り組んだ複雑な地形は
浜や磯となり、漁港、漁場、海水浴場、景
勝地等の用途を地域に供している。同島の
周辺海域は、伊勢湾の海水と太平洋の海水
が交わる中で多種多様な魚種と海藻から成
る豊かな海洋生態系をこれまで形成してきた。しかし、平成５年以降、同
島伊勢湾側海域を中心に磯焼けが拡大し、特にアラメ場の縮小が進行して
いる。
　答志島は、桃取町（同島西部）、答志町答志地区（同島東部）、同町和

アラメが多数生育するまでになりました。
　しかし、消失したアラメ場に比べれば、これまでに再生したアラメはま
だほんの一部にすぎません。今回、天皇杯という名誉ある賞を頂いたこと
は、今までの活動を評価して頂いただけでなく、これから、ふるさとの昔
の豊かな海を取り戻しなさいというメッセージに聞こえて参ります。
　今後とも、関係機関との連携を図り、ふるさとの、アラメの覆い茂る豊
かな海、アワビ、サザエのたくさんいる海、また、子供や孫に自慢できる
海を目指し、活動を続けていきたいと思っております。この度は誠にあり
がとうございました。

第１図　三重県鳥羽市の答志島の位置



－ 207 －

具地区（同島南部）の３つの漁業集落から成る。中でも平成 20 年時点で
335 世帯（1369 人）を有する答志地区は最大の集落である。答志地区には、
漁業集落の社会的結合を維持する寝屋子制度が存在している。同制度は、
一定年齢に達した男子数名（寄子）を実家以外の寄親世帯に預け、漁業集
落における社会性を涵養する社会制度である。本出品財に現れる答志支所
青壮年部の組織性の高さは、この寝屋子制度にその理由が求められる。

（２）漁業の現況
　答志島周辺には、無数の天然礁と広大な砂地の海底がある。こうした海
域条件が同島周辺海域での多種多様な漁業を成立させている。中でも、イ
カナゴ・イワシ類の船曳網、マダイ・アジ・サバなどの一本釣り、イセエ
ビ・サワラ・キスなどの刺し網、アワビ・サザエなどの海女漁、タコ壺漁、
並びに黒ノリ・ワカメの養殖が主な漁業である。
　本出品財のアラメ場に関連する魚種は、アワビ（黒・赤アワビ）、サザエ、
トコブシ、ウニからなる磯根資源である。これらの漁獲量は、第２図に示
すように、サザエを除く磯根資源の著しい減少基調で推移している。

 

第２図　答志地区における磯根資源の漁獲量の動向
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　鳥羽磯部漁協答志支所の漁業水揚げ金額は、平成 20 年度で約 15 億円で
ある。答志支所の組合員は正組合員 160 名、准組合員 140 名、計 300 名
であり、組合員１人当たりの漁業水揚げ金額は約 500 万円となる。答志地
区の漁家総数は 157 世帯（H15 年漁業センサス、ちなみに世帯員数 786 名）
であることを考慮に入れると、当地区の漁家１世帯当りの漁業水揚げ金額
は約 1,000 万円と推定される。こうした漁業水揚げ金額の背景には、答志
支所所属の漁船隻数・総トン数が鳥羽磯部漁協の他支所に比して突出して
いることがある。平成 18 年の資料によれば、同支所所属の漁船は、隻数
430、総トン数 1,767 に上る。157 漁家世帯による大小漁船の稼働が同支所
の漁業水揚げ金額の高さを担保しているのである。

２．受賞者の略歴
　鳥羽磯部漁業協同組合答志支所青壮年部は、若手男性の漁業従事者 38
名から構成されている。青壮年部構成員の年齢構成は 27 ～ 39 歳、平均年
齢は 33 歳である。構成メンバーの大部分は、バッチ網漁、ノリ・ワカメ
養殖、一本釣り漁、刺し網、タコ壺漁等の漁業に日常、従事している。
　青壮年部は、答志地区全体の活性化につながる活動に従事しており、こ
れまで放流用ヒラメの中間育成や、海浜清掃、地元小中学校の体験学習へ
の協力を行ってきた。また、最近ではアワビの種苗放流を効果的に行うた
め、潜水による放流を行っている。稼得活動（本業）の合間を利用して青
壮年部のメンバーは、答志地区の資源管理事業や地域振興事業における主
要な担い手となっている。本出品財のアラメ場再生事業も、地区の資源管
理事業の一環として青壮年部によって行われている。
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　受賞者の経営概要

１．取組の動機
　答志地区の岩礁域では、アワビ、サザ
エなど豊富な磯根資源に恵まれ、古くか
ら海女漁が行われてきた。アラメ場は、
同地区の磯根資源の揺籃・生息の場であ
り、アワビやサザエ等の磯根資源漁業の
再生産を担保してきた。しかし、平成５
年頃から磯焼けがはじまり、特に島の伊
勢湾側でアラメ場が消失するのと並行し
て、アラメをエサとするアワビなどの漁
獲量が急激に減少した（第３図）。アラ
メ場の回復は以降見られず、また操業日
の制限や稚貝放流などのアワビの資源回
復の措置も採られたが、漁獲量は低迷したままであった。
　アラメ場をはじめとした藻場は産卵や稚魚の育成の場としても重要で、
藻場が急激に減少する磯焼けは全国的な問題となっているという点は地区
では認識されていた。平成 16 年、鳥羽市水産研究所に助言を求める中で
アラメの種苗生産が可能であることが明らかになった。こうして、鳥羽市
水産研究所の支援の下で生産種苗によるアラメ場造成の構想が生まれた。
　実は、答志地区のアラメ場の帰趨は、青壮年部構成員の母親をはじめ、
地区の海女漁に従事する漁業従事者に係わる問題である。したがって、同
地区の寝屋子制度により育まれた青壮年部構成員にとってアラメ場消滅に
海女漁の将来に不安を抱く従事者の姿は極めて身近な問題であったのであ
る。こうした問題意識が、本出品財であるアラメ場再生事業へ結実するこ
とになる。
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第３図　答志地区におけるアラメ場
の分布図（平成 11 年度）とアワビ

漁獲量の推移
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２．取組
　平成 17 年３月に鳥羽市水産研究所の支援の下で鳥羽磯部漁協答志支所
青壮年部は、アラメ場の造成を開始した。前例のないまま着手された当初
の造成方法は、コンブ場の造成方法に着想を得て、ロープ方式が採用され
ている。青壮年部構成員が水産研究所で採苗してロープに巻き、中間育成
したアラメ幼体をアラメ場造成に使用した。また、潮流でロープが流され
ないようにロープ全体を鉄チェーンに固着して海底に沈めた。
　その工程は、第４図のとおりである。この方法は、失敗に終わった。右
端の写真に見られるようにアラメは枯死している。自然状態のアラメは、
岩に付着器をしっかり巻き付けて茎で立ち上がっているが、ロープ方式で
は着底部が不安定なため、潮流の変化を受けて左右に横転し、藻体にダメー
ジを受けて枯れたり、食害を受けたりしたものと関係者は失敗の原因を分
析している。

　平成 18 年には、前年の失敗を教訓に新たな創意工夫が盛り込まれる。
すなわち、着底部が安定し、付着器がしっかり固着できるようにロープの
代わりに石材が使用されている。自然の状態に近くなることを考慮して、
使用する石材としては造成地に近い海岸で自然石が収集された。また、中
間育成に使用するロープも木片に変更するなど、環境への配慮も行われた

（第５図、第６図）。

 発芽藻
クレモナ糸

ロープ

中間育成

（鳥羽市水産研究所にて）

鉄チェーン
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海底

発芽藻
クレモナ糸

ロープ

中間育成

（鳥羽市水産研究所にて）

鉄チェーン
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クレモナ糸

ロープ

中間育成

（鳥羽市水産研究所にて）

鉄チェーン

幼体

海底

第４図　ロープ方式によるア
ラメ場造成の工程

写真１　ロープ方式によるアラメ場造成の工程
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　50kg 前後の自然石を数百個集めて、取り付け作業をし、造成地まで運
搬することはかなりの重労働である。青壮年部は、漁協答志支所を始めと
する関係方面の支援を得て稼得活動の合間を利用してこの重労働に取り組
んだ。しかし、造成から半年後、アラメの葉部は消滅し、茎だけが残すの
みという結果に終わっている。　

　造成したアラメの葉はほとんど消滅したものの、ロープ式に比べてアラ
メは自然石に固着していることが確認され、この植栽方法がアラメの定着
において有効であることが確認された。アラメの葉の消滅の原因は、残っ
た藻体の採食痕の分析と青壮年部構成員の経験知によりアイゴなどの藻食
性魚種による食害であることが特定された。

写真２　自然石を利用したアラメ場造成の風景

第５図　自然石を利用したアラメ場の造成方法
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　平成 19 年には、自然石を利用した造成に加え、さらに食害対策の創意
工夫が盛り込まれる。黒ノリやワカメの養殖の経験から藻食性魚種による
食害が特定され、アラメをネットで囲むという食害対策が施された。自然
石 50 個で造成されたアラメ場が四方４ｍのネットで囲い込まれた。しか
し、これに際して潜水による設置作業が必要となる。プロのダイバーを雇
用すれば１回で数万円の費用がかかり、活動継続において資金面の限界が
生じる。そこで、青壮年部の中から 10 名の潜水従事者が選抜された。
　青壮年部構成員は、多くが船曳きなど漁船漁業に従事しており、潜水の
経験がなかった。選抜された 10 名は２日間の講習を経てダイビング資格
を取得し、潜水に必要な器具（７セット）を揃え、潜水作業に取り組んだ。
潜水作業は年３回実施した。まず３月に、船上から投下されたアラメ付き
石を海底で向きを直したり、適当な間隔に配置したりする作業を行った。
次に、食害のはじまる６月には食害防止ネットを海底に設置した。最後に、
食害防止ネットは長期間使用すると付着物で目詰まりし、ネット内の海水
交換を妨げることから、11 月には取り外し作業を行った（第１表・写真３）。

第１表　アラメ場造成に係わる年間作業スケジュール
月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12
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　なお、現地調査によれば、第１表の年間作業に係わる作業は、第２表の
とおりとなる。年間延べ 410 時間（155 人）の作業がボランティア活動と
して行われた。平成 21 年８月末時点で青壮年部のダイバー資格取得者は
21 名に増員した。これにより潜水作業の負担は、事業参加者の間でより
平準化され、負担の軽減が実現されている。

　４年目となる平成 20 年には、アラメ場造成事業は軌道に乗る。平成 17
年の活動開始からこれまでに約 500 個の自然石を使って 1,300 本のアラメ
が植栽され、アラメ場が造成された。食害防止ネットを設置後のアラメの
生育は順調に進んでいる。３月の投入時には 20cm 程度の大きさであった
アラメが、１年後には１ｍを越えるまでに生育した（写真４）。また、こ

写真３　アラメ場造成に係わる潜水作業の風景

第２表　アラメ場造成に係わる作業項目別作業時間・従事者数
作業項目 作業時間・従事者数 人件費換算額

アラメ取り付け用石拾い 4 時間× 20 人 56,080 円
幼体を取り付けるための石への針金埋め込み 2 時間× 20 人 28,040 円
幼体取り付け 2 時間× 25 人 35,050 円

中間育成場へのアラメ投入 2 時間× 30 人（うちアラメ配置の
ための潜水は 10 人） 42,060 円

食害防止ネット作製、設置 3 時間× 20 人（うち潜水は 10 人） 42,060 円
ネット取り外し 3 時間× 20 人（うち潜水は 10 人） 42,060 円
造成場所へのアラメ石の移設 3 時間× 20 人（うち潜水は 10 人） 42,060 円

年間計 410 時間・155 人 287,410 円
※人件費換算は、平成 20 年 10 月 26 日発効の三重県最低賃金の時間額 701 円に基づいて試算し
た。あくまでも人件費としての最低必要額を目安として示した。潜水作業等の専門作業や重労
働を考慮に入れると、この額は著しく増加するだろう。
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れらのアラメは成熟して
遊走子を放出することが
水産研究所によって確認
され、造成したアラメが
周りの海域に自然増殖す
る可能性も考えられるよ
うになった。
　なお、鳥羽磯部漁協答志支所青壮年
部が取り組んだ、上記のアラメ場造成
方法は、マスメディアや漁協間交流を
通じて周辺地域にも波及している。

　受賞財の特色

　本受賞財と類似する藻場の修復・造成の試みは、国内各地で行われてい
る。その試みに共通するものは、磯根資源とその漁場の保護、並びに関連
漁業所得の向上という直接当事者としての事業目標である。
　しかしながら、本受賞財は、国内の類似諸事例とは事業目標の性格をい
ささか異にしている。すなわち、磯根資源とその漁場の保護や関連漁業所
得の向上という観点に照らせば、本受賞財に参加する青壮年部のメンバー
は直接当事者ではない。メンバーの漁業所得の形成において、磯根資源（ア
ワビ・サザエ等）の漁獲に由来する所得は関係しないのである。
　本受賞財において事業目標の根底にあるのは、一方で答志地区の高齢者
が従事する磯根資源とその漁場の保護、他方で地域の海洋生態系の保全と
いう地域経営の機能と意識である。一般に国内では 1990 年代後半以降、
集落機能としての地域経営機能とそれを支える意識は、担い手の高齢化の
進行の中で著しい衰退を見せてきた。しかしながら、本受賞財に関して見

写真４　ネットなしの食害アラメとネット内で育ったアラメ

写真５　答志支所青壮年部の潜水作業者
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れば、若い世代の青壮年部の構成員によって地域経営の意識が受け継がれ、
地域経営機能がアラメ場の修復・造成という事業の形で整然とその役割を
果たしているのである。加えて、青壮年部の陣容も 20 歳代・30 歳代層で
比較的厚く、中・長期の事業展望を要する本件のような藻場修復・造成事
業においては、事業の持続性、並びに今後の新たな事業局面の展開も期待
できる。
　現地調査の結果に照らして、本受賞財の特色は、以下の諸点に整理でき
る。
　①答志島周辺水域のアラメ場を、多様な水生生物資源を揺籃する海の森
と位置付け、その再生事業を産地内発型事業として取り組んだこと。
　②アラメ場造成費用（とくにダイバーの人件費）の削減のために、青壮
年部の若手メンバーがダイバー資格を取得するなど、事業の内部一貫体系
を構築していること。
　③地元試験研究機関との連携の下、人工藻場造成方法に関する４年間に
わたる試行錯誤を重ねた後、地元で調達可能な自然石にアラメを植栽する
方法、並びにアラメ定着に係わる阻害要因を分析・検証し、食害防止ネッ
ト設置など、地域に根差した藻場修復・造成方法を確立したこと。
　④本事業に取り組む構成員の平均年齢が 33 歳と非常に若く、事業の継
続と発展という見地に照らせば、今後の展開が十分に期待できること。
　⑤本事業で確立した藻場修復・造成方法が県内の周辺地域に波及してお
り、技術普及という意味でパイロット事業としての役割を十分に果たして
いること。
　⑥近年、世界的に取り組みが進められる環境問題の解決という時代の趨
勢を、本出品財は地域経営事業として反映していること。

　環境再生や環境修復という事業は、公共事業の性格を持ち、膨大なコス
トの支出を伴うと一般に考えられている。しかしながら、本出品財は、稼
得活動との時間調整を行いながら、関係機関から最小限の支援（種苗提供、
技術指導、燃料費・資材費負担）を得て、最小限のコスト支出による最大
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限の効果を上げた地域的な環境再生・修復事業である。こうした効果を発
揮する背景には、すでに述べた寝屋子制度に象徴される社会的凝集性が答
志地区の地域経営機能の根底に保持、再生産されていることがある。今後
の地域レベルでの環境保全・修復事業の在り方に一つのモデルを提供する
出品財である。
　ここで、事業担い手の組織上の特色について「生活の視点」から付言し
ておきたい。
　本受賞財の事業は、地域経営上の動機に支えられた無償の活動である。
また、事業の担い手は、男性メンバーのみから成る漁協青壮年部である。
本来、漁業集落をベースとした地域経営活動は、企画と運営において青壮
年部のような男性組織と女性部のような女性組織との密接な連携に基づく
分業体制によって支えられている。
　本受賞財も、作業の危険性と肉体上の負担という理由から男性組織であ
る青壮年部が担っている。一方で、答志地区の磯根資源に依拠する海女漁
は女性を主な担い手とする。そもそも本受賞財の事業は、青壮年部メンバー
の身近にいる海女漁従事者によるアラメ場消滅問題の指摘と不安に端に発
し、青壮年部メンバーがその問題に対して真摯に対応したことから成立し
た。したがって、本受賞財は、地域の海洋生態系を保全する目的と同時に、
上記の分業体制の中で答志地区女性の就業の場を確保する目的を併せ持つ
事業でもある。
　答志支所青壮年部は、平均年齢 33 歳と若い組合員によって構成されて
いる。アラメ場造成事業に係わる企画と運営も、青壮年部の 30 代前半の
役員を中心に融和、協力して行われている。
　また、自然石の運搬や設置、それに伴う潜水作業が本事業における主た
る作業となるが、作業に際しては単独・過重負担の作業とならないように、
メンバー間での時間調整と役割分担の中で作業時間の確保が配慮されてい
る。さらに、地域の海洋生態系の保全、並びに磯根資源を根拠とする海女
漁（伝統漁法）の漁場確保という事業目的がある以上、本受賞財が地域文
化の維持継承をも視野に入れた地域経営活動であることに相違ない。
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　普及性と今後の方向

　すでに指摘したように、答志支所青壮年部が確立したアラメ場造成の方
法は、周辺地域に普及し始めている。漁協支所単位で最小限のコスト支出
による最大限の効果を引き出した本出品財の事業は、磯焼け問題に悩む地
域に新たな展望を提供している。もっとも、本受賞財が提示するモデルは、
地域経営の担い手の再生産という集落機能を維持している場合に有効であ
ることは指摘しておかなければならない。
　今後の方向としては、本出品財の事業が地域経営におけるボランティア
事業の性格を持つ以上、事業参加者に負担の軽減を進めていくことが求め
られる。負担とは、①事業参加者の稼得活動を圧迫しないこと、②作業従
事に際して安全対策の拡充を通じてリスクの回避が絶えず図られること、
③この環境修復事業からの恩恵を浴する地域社会全体で負担の平準化が図
られること、④種苗生産の工程での直接当事者（海女漁従事者等）の事業
への参画が進められること、⑤アラメ場消滅の地域的な現象の因果関係の
科学的究明とそれに基づく体系的な問題解決を図るために試験研究機関等
との一層の連携を進めること、⑥事業の持続的発展を図るために事業原
資と事業会計の構築を進めること、⑦アラメ場修復・造成の意義の社会的
認知とそれに基づく社会的支援ネット
ワークを確立すること、以上７点であ
る。
　以上に掲げた７点の課題に取り組む
上でも、今後、事業参加者の再生産が
答志支所青壮年部の若い世代を軸に行
われていくことが期待されるが、その
ためにもメンバーが参加しやすい事業
環境を現在にも増して整えていくこと
が必要であろう。

（執筆者　東京海洋大学工学部教授　中川　雄二） 

写真６  アラメ場再生に取り組む答志
支所青壮年部とその関係者
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受賞財　産　物（水産練製品）
受賞者　ふくとく株式会社
住　所　熊本県熊本市

受賞者のことば

内閣総理大臣賞受賞

ふくとく株式会社　代表　太田　福一

　この度は、弊社が製造しております「〆蒲（このしろ）」が内閣総理大臣
賞の栄に浴することができました。これもひとえに、皆様のご指導、ご支
援の賜と深く感謝しております。
　弊社は昭和 23 年に魚肉練り製品製造業を創業し、昭和 25 年に福徳食
品合資会社を設立しました。創業当初からお客様に喜んでいただける製品
をお届けしたいという思いで、鮮魚・すり身・調味など一つ一つの材料を
目と手と舌で確かめながら仕上げる、手作業だからこそできる丁寧な商品
づくりを行ってまいりました。
　そのような商品づくりのなか、昭和 40 年頃より創業者が当時熊本では
多獲性魚であったサバになんとか付加価値を付けようと、酢〆したサバと
すり身とを結着することを考案し、作り上げたのが〆蒲です。当初は〆サ
バと蒲鉾が外れ易かったり、サバの水揚げが月のうち半分くらいしか無く、
製造ができないなど様々な問題・困難もありましたが、これらの問題を乗
り越え 40 数余年作り続けてまいりました。
　しかし、近年熊本でのサバの水揚げが減少したこと、またサバそのもの
が人により好みが分かれることもあって、新たに天草近海で多く獲れ、熊
本県では馴染みの深いコノシロを用いた〆蒲を、先代からの志と秘伝の製
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受賞者のことば

　地域の概要と受賞者の略歴

１．地域の概要
（１）地域の立地条件
　熊本県は、九州のほぼ中央に位置し、豊か
な自然環境に恵まれ、農業を基幹産業とし
て発展してきた。第一次産業比率、就業者
比率はともに全国平均を上回っている。一
方で、県内の生産額を産業別にみると、サー
ビス業、製造業の占める割合が高いものの、
ほとんどが中小企業であり、地域産業の基幹
企業となって地域経済を支えている。

（２）水産業・水産加工業の概要
　有明海の浅海干潟では、アサリ、ハマグリ、タイラギ等の貝類、クルマ

法を継承しつつ、平成 18 年より生産を始めました。手作業で手間は掛か
りますが、食べやすいとのお客様の評判を受けており、魚としては比較的
安価なコノシロに新たな付加価値を与えられたのではないかと実感してお
ります。
　今回の受賞は、お取引先、お得意様など沢山の方に支えていただき、こ
つこつと 61 年間取り組んできたことの結果ではないかと思っております。
また、従業員と家族にとても喜んでもらえ、皆の自信や誇りにつながった
のではないかと思っております。
　最後に、ご協力いただいた全ての方々への感謝の心を忘れずに、栄誉に
恥じることのないよう、皆様になお一層喜んでいただける製品作りに研鑽
してまいります。

第１図　熊本市の位置図
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エビ、ガザミ等の甲殻類、スズキ、ボラ、コノシロ等の魚類を対象とした
採貝、潜水器、釣り、小型定置網などの漁業と、ノリ養殖業が主体となっ
ている。
　八代海（不知火海）では、湾奥部一体にクルマエビ、アサリ、ガザミが
多く生息し、湾南部にかけてタチウオ、マダイ、クロダイ、カタクチイワ
シ等の魚類が多く、吾智網、刺網、採貝、船びき網、打瀬網等の漁業と、
干潟域でのノリ、入江、島しょ周辺では、タイ、ブリ、フグ、クルマエビ、
真珠等の養殖が盛んである。
　天草西海では、沖合でアジ、サバ類、イワシ類、シイラ等の浮魚及びエ
ソ、ヒメジ、イトヨリ等の底魚が豊富であり、沿岸部では、マダイ、フグ、
ヒラメ、イサキ等多種にわたり、磯根にはアワビ、伊勢エビ、ウニ等が生
息し、まき網、刺網、釣り、小型機船底びき網、潜水器漁業等が行われて
いる。また、浦湾では、魚類、真珠等の養殖業が盛んである。
　内水面域では、菊池川、緑川、球磨川の大小河川で、アユ、コイ、フナ、
ウナギ等が漁獲され、また豊富な地下湧水を利用してアユ、ウナギ、コイ、
ニジマス等の養殖が盛んに行われている。
　水産加工では、焼・味付けノリ、サバ節などの生産量が多い。水産ねり
製品は、4,283ｔ生産され、全国第 28 位となっており、燻製かまぼこや、
日奈久ちくわ、えそかまぼこ等、県内各地で様々な製品が製造されている。

２．受賞者の略歴
　ふくとく株式会社は昭和 23 年９月
太田福督が南熊本にて太田蒲鉾店を創
業、水産ねり製品の製造を開始した。
昭和 25 年７月福徳食品合資会社を設
立し、昭和 28 年９月（株）鶴屋百貨
店にテナントを出店し、昭和 38 年 10
月熊本田崎総合卸売市場に直売店を出
店、以後、九州産業交通商事（熊本空 写真１　太田会長と社員
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港店）との取引開始や（株）トキハ（大分市）などにテナント出店を行っ
てきた。昭和 57 年 11 月本社工場を現在地に移転し、太田会長と社員合資
会社ふくとくに商号変更し、平成 19 年 12 月にふくとく株式会社に改組し、
現在に至る。また、平成６年10月に販売会社として大成フード株式会社（現
ふくとく大成株式会社）を設立している。
　現会長である太田福一氏は昭和 41 年４月に全国蒲鉾水産加工業協同組
合連合会蒲鉾研究所に入所し、蒲鉾製造技術を学んだ。昭和 43 年４月福
徳食品合資会社（合資会社ふくとくの前身）に入社、平成元年 10 月に合
資会社ふくとく代表社員に就任後、改組に伴いふくとく株式会社代表取締
役に就任し、蒲鉾製造業を営む傍ら日々技術の研鑽に励んできた。また、
同氏は九州蒲鉾青年協議会会長（昭和 53 ～ 59 年）、全国蒲鉾協議会理事（昭
和 53 ～ 59 年）および副会長（昭和 60 ～ 63 年）、熊本県蒲鉾協同組合理事（平
成８年）および副理事長（平成 12 年）、熊本県辛子蓮根協同組合理事長（平
成 12 年度）に就任し、蒲鉾業界や熊本県名産の発展に尽力した。
　

　受賞者の経営概要

１．経営の概要
　主な事業は出品財などの水産ねり製品の製造・販売のほか、熊本県の名
産である辛子蓮根をメインとするそうざいの製造・販売も行っている。
　従業員は 51 名で役員５名（うち女性役員は３名）、正社員 20 名（うち
女性社員は 15 名）、臨時従業員は 26 名（うち女性臨時従業員は 25 名）で
あり、女性の比率が非常に高い職場で、販売部門の責任者など女性の積極
的な活用がなされている。
　工場は熊本の食が揃う田崎市場に本社工場の他、豊かな魚介類の宝庫、
天草に天草工場を設けている。現在、店舗は田崎市場店、鶴屋店、鶴屋八
代生活彩館、阿蘇くまもと空港店、熊本駅熊本名産館、都内では銀座熊本
館に出品している他、デパートの物産フェア等にも出店している。
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２．経営の成果
　過去の品評会において「〆蒲（鯖）」が平成３年第 44 回全国蒲鉾品評会
で農林水産大臣賞を受賞している他、水産庁長官賞、栄誉大賞等を多数受
賞している。また、食品衛生の改善向上により、平成６年に厚生大臣から
表彰されている。
　また、イベント主催者からの要望により県内外の運動会、夏祭りなどに
も数多く出店し、水産練り製品のアピールを積極的に行っている。

　受賞財の特色

１．技術
（１）受賞財の概要
　出品財のルーツは「〆蒲（鯖）」で
ある。昭和 35 年ごろ、〆鯖が大好物
だった先代が、サバはすり身にすると
魚体重量の３分の１しかとれないが、
〆鯖はおいしい身の部分がほとんど活
用でき、サバの旨さプラスすり身部分
の感触、旨さが合うと試作を始めた。
製造での問題は結着剤を使わずに結着
させるかであり、試行錯誤の末、独自
の技術を開発した。
　「〆蒲（このしろ）」は平成 18 年に
ハモ、イトヨリダイのすり身に天草で
水揚げされたコノシロを独自の方法で
結着させ、鮮魚の旨みとすり身の旨み
を最大限に生かし、食べたときの感触
を調和させた商品で、「〆蒲」の製法
を守り続けている製品である。原材料

写真２　「〆蒲（このしろ）」

写真３　「〆蒲（このしろ）」
（包装を外し切り分けた状態）
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は品質が変わらないように同じブランドを使用している。また、「〆蒲（コ
ノシロ）」の漬け込みに用いている調味酢（追酢）は、受賞財の美味しさ
を決める重要なものである。約 30 年間にわたり使い続けており、一朝一
夕には造れない美味しさを先代より受け継いでいる。その他、保存料、品
質保持剤は全く使用していないなど随所にこだわりがみられる。

（２）原材料　　　　　
　コノシロはニシン目ニシン科コノシロ亜科コ
ノシロ属の魚で、内湾に生息し、汽水域でも見
られる。成長とともに呼び名が変わる出世魚で、
新子（シンコ、４～５cm）、小肌（コハダ７～
10cm）、ナカズミ（12 ～ 13cm）、コノシロ（15cm
以上）と呼ばれている。市場ではシンコが最も
高値で、大きくなるほど値が下がり、コノシロ
が最も安価である。産卵前の冬が旬であり、漢字は「鮗」と書く。主に、
酢でしめて寿司ダネとして食べられているが、塩焼きや煮付けも美味しい
魚である。
　熊本県では、地の魚介類 17 種を「くまもと四季のさかな」として選定
しており、冬のさかなの一つにコノシロが選ばれている。県内ではツナシ
と呼ばれ、馴染み深い魚であるが、鮮度低下が早く、また、大量に獲れる
ことから、市場価値はあまり高くない。過剰分については、飼料用で使わ
れている状況である。
　「〆蒲（このしろ）」に使用するコノシロは、旬の時期の 15㎝から 20㎝
のもので、鮮度の良いものを選び、保持することが重要である。「〆蒲（こ
のしろ）」の販売開始当時は、活魚のみを使用していたため、生産時期が
限定されてしまい、注文に応じることが出来ない状況であった。しかし、
顧客からの要望が多かったことから、地元漁協へ協力を依頼し、質を落と
さずに生産時期をできるだけ延ばせるよう工夫を凝らした。特に、漁場の
設備に関しては、鮮度と冷凍温度で商品価値が決まるため、改善に苦労し

写真４　コノシロ
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た。現在は、コノシロを漁獲後、早急に地元漁協で処理し、凍結すること
で活魚と同等の品質を保ち、漁獲のない時でも対応可能となっている。
　蒲鉾部分の主原料はハモすり身で、副原料はイトヨリダイすり身あるい
はスケトウダラすり身を用いている。いずれも無リンで、その中でも質の
良いものを厳選し、使用している。

（３）製造工程
　本品について、以下に、原料解凍から出荷に至る工程を示す。

 

①原料解凍
　ハモ、イトヨリダイすり身を５℃の
冷蔵庫にて解凍、イトヨリダイすり身
が入手できない場合はかわりにスケト
ウダラすり身を用いる。
②摺上げ
　ボールカッターにてすり身を－１℃
撹拌、１℃にて加塩調味混合、12℃で
摺上げ

写真５　ボールカッター

原料解凍 調 味 摺上げ撹 拌

原料処理 洗 浄 塩漬け 酢洗い

［すり身］

［コノシロ］

調味熟成 チェック包装 保管・出荷

独
自
の
方
法
で
結
着
成
形

第２図　製造工程
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③コノシロ原料処理
　地元天草灘で獲れたコノシロを水揚
げ後、早急に地元漁協にて鱗とり、頭・
内臓を除去。追酢に漬け込んだ時に味
が染み込む最大の厚さで３枚におろ
し、尾の方の細い部分は切り落とし、
腹骨をはずしてから真空包装して凍結
④塩漬け
　③のコノシロを５℃の冷蔵庫で解凍
水洗い後、３％程度の塩水に漬ける
⑤酢洗い
　④のコノシロを酢洗い、水気を切る
⑥〆蒲成形
　②のすり身と⑤のコノシロを独自の
方法で結着・成形
⑦調味熟成
　追酢を加熱し、酢を継ぎ足して調製
し、⑥を漬け込み、５℃で 48 時間寝
かせる
⑧包装冷却 ･ 出荷
　⑦を脱気包装し、冷却・出荷。包材
はガスバリア性の高いものを使用

（４）食品の安全性
　衛生関係の講習会に出席するなど、製品の安全への配慮はもちろんのこ
と、工場は防塵設備を完備している。
　加熱については、不完全な加熱による事故から回避するため、および常
に一定の品質の製品を製造するために加熱温度履歴については日誌に記録
している。また、調味熟成の工程においては、冷蔵庫での熟成時間を記録

写真６　〆蒲成形機

写真７　〆蒲成形

写真８　追酢調製
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し、一定の品質を保つように配慮して
いる。
　また、万が一の事故に備え、賞味期
限からフィードバックできるようにし
ている。

　普及性と今後の方向

　ふくとく株式会社はホームページや季節のギフトカタログであるかわら
版を発行し、商品の紹介、製造のこだわり、地域の観光情報の他に、商品
をアレンジしたレシピの紹介も行っており、〆蒲カルパッチョなど魚離れ
した消費者、若者だけでなく、魚の好きな消費者にも受け入れやすい内容
となっている。また、「〆蒲」を代表とする練り製品の他に熊本県の伝統
的な食品であるからし蓮根の製造も行っており、こちらも原料蓮根を契約
栽培によるものを用い、黄色い衣の色素を天然素材であるウコンを使用す
るなど、味と品質にこだわっている。伝統的な製品の製造と新しい製品開
発への取組は、雑誌や航空会社の広報誌を始めとして、海外からの観光客
のための観光情報誌からの取材もあり、熊本県名産品の顔として地域の活
性化に貢献している。
　多くの企業では退職、転職者が多い中、ふくとく株式会社では、永年勤
務される従業員がほとんどである。社訓のひとつ－お互いに助け合い明朗
で調和した職場を作ります－に基づき、アットホームで働きやすい職場環
境の維持に努めている。また、蒲鉾製造業においては伝統的な製造技術の
承継が重要であり、ふくとく株式会社では、定年は 60 歳としているものの、
定年後も続けて働くことができるため、伝統の味と技術を確実に引き継い
でいる。
　会長は、全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会蒲鉾研究所で得た知識、蒲
鉾製造における長年のキャリアを生かし、自らも製造ラインに入り、社員
一丸となって、伝統の味、魚の美味しさを多くの消費者に知っていただき

写真９　真空包装
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たいという気持ちで商品の製造を行っている。これらの取組は、お客様（消
費者）のための製品作りを目指した経営理念に基づくものである（一、ふ
くとくは、安心、安全、な製品づくりをモットーとし「品質のふくとく」
を目指す。一、社員全員は、「サービスのふくとく」と言われるような、
顧客満足を追求し、一人一人が、ふくとくの顔であるという自覚と責任を
持つ。）
　水産練製品は日本で生まれた伝統製品の一つであり、魚をより美味しく
食べるための画期的な加工技術である。平安時代に起源を発し、千年を優
に超える歴史の中で脈々と受け継がれ、全国各地において地元の魚介類な
どを原料とした製品が製造されてきた。
　現在、漁獲物の最大の仕向先は水産加工業であり、国内消費仕向先の約
４割を占めている。さらに、水産加工製品の中の約３割は水産練製品であ
り、水産練製品製造業は水産加工業の中では欠くことのできない存在と
なっている。しかしながら、食の多様化、消費の低迷等により生産量は年々
減少してきている。
　このような情勢の中、ふくとく株式会社は地元の魚を有効活用し、創意
工夫と地元漁協の協力により「付加価値加工品」を開発した。ふくとく株
式会社の取り組みは他の水産練製品製造業者の参考事例となり、一般的な
加工品とは一線を画した、消費者の視点に立った新たな水産練り製品が各
地から生まれ、地域の活性化、水産練製品の消費拡大につながっていくも
のと期待される。

（執筆者　独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所
利用加工部主任研究員　村田　裕子）
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受賞財　経　営（流通・消費拡大）
受賞者　漁村女性起業化グループ「めばる」
住　所　大分県佐伯市

受賞者のことば

日本農林漁業振興会会長賞受賞

漁村女性起業化グループ「めばる」　代表　桑原　政子

　この度は、栄誉ある日本農林漁業振興会会長賞を賜り、グループのメン
バー一同、大変光栄に存じております。ここに、厚く御礼申し上げる次第
であります。
　私たち漁村女性起業化グループ「めばる」は、平成 16 年に大分県佐伯
市鶴見地区のまき網漁師の主婦 10 名で結成した小さな組織です。多くの
家庭で魚を食べる機会が減っている現状に危機感を抱き、地元で水揚げさ
れた新鮮な魚介類や郷土に伝わる加工品を県下の朝市等で直接販売し、魚
の本当の美味しさを伝える活動を行ってきました。消費者の皆様と触れあ
うにつれ、日本人の魚離れが想像以上に進んでいることに驚き、魚の旬や
おすすめの料理方法、調理方法などをできるだけ丁寧に伝えるよう心がけ
てきました。微力ではありますが、試行錯誤を続けながら粘り強く販売を
行った結果、現在では私たちが目指す「漁師と食卓への架け橋」がだんだ
ん大きくなってきていると感じている状況です。　
　今回の受賞は、ごく普通の漁村の主婦である私たちの取組が、高い評価
を受けたものであり、誠に喜びに堪えません。このことは、同じ分野で現
在も活動している各地の女性グループにとっても今後の大きな励みになる
ものと確信しております。
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受賞者のことば

　地域の概要と受賞者の略歴

１．地域の概要                          　　　
（１） 地域の立地条件                            
　大分県佐伯市は、県の南部に位置
し宮崎県と接しており、海岸部は豊
後水道に面している。平成 21 年８月
末現在、人口 80,684 人、面積 903k㎡、
海岸線延長約 270km であり、平成 17
年３月の市町村合併により九州一広
い面積の市となっている（第１図）。
佐伯市鶴見地区は、九州で最も東に位置し豊後水道に突き出た鶴見半島の
北側に位置している。周辺の海岸は変化に富んだリアス式海岸が形成され
ているため、天然の良港に恵まれている。沖合い海域は、瀬戸内海からの
沿岸水と黒潮からの外洋水が混合するため豊かな水産資源が育まれ、我が
国でも有数の好漁場が形成されている。このため、古くから多種多様な漁
業が営まれており、佐伯市の水産業は同市の一次産業生産額の７割近くを
占めるなど地域の基幹産業となっている。  

　近年、漁獲量の減少や魚価の低迷により、水産業は厳しい状況にありま
すが、浜には良質で魅力的な材料がまだまだ存在します。私どもは今回の
受賞を励みに、今後も浜の水産物の消費拡大と若い世代への魚食文化の継
承に邁進して参る所存であります。
　最後になりましたが、私たちのこれまでの取組にご理解とご協力を頂き
ました関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。今後ともこれまで以上
にご指導ご鞭撻を頂きますようよろしくお願い申し上げます。

第 1 図　佐伯市鶴見の位置図
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（２）水産業の概要
  大分県の水産業は、海面漁業と海面養殖業を合せた平成 19 年度の生産
量が 66 千ｔで全国 22 位、同じく生産額が 377 億円で全国 15 位となって
いる。浅海域ではエビ類やカレイ類等を対象とし小型底曳き網や刺し網漁
業、豊後水道周辺海域ではアジ、サバを対象とする一本釣り漁業、アジ、
サバ、イワシ等を対象とするまき網漁業とブリ、タイ等の養殖業が盛んに
行われている。

（鶴見地区の概要）  
　鶴見地区の漁業者は、
大分県漁業協同組合鶴見
支店に所属している。こ
の地区には、松浦漁港（第
３種漁港）と漁港内に産
地卸売市場が開設されて
いる。 
　当地区の漁業は、まき
網漁業、定置網漁業、一本釣り漁業等が盛んであり、平成 20 年度の漁業
生産量は 15 千ｔ、生産額は 27 億円となり、平成 20 年度の組合員数は県
内の 14%を占める 1,163 人（正組合員 406 人、准組合員 757 人）である。
　特に、まき網漁業は、地区内の生産量の 90％、生産金額の 72%を占め
ており、早くから漁獲物の活魚出荷やブランド化に取組むなど地域漁業の
牽引役となってきた。しかしながら、近年のまき網漁業対象魚種であるマ
イワシ等の資源の減少、燃油価格等の高騰、更には魚価の低迷等からまき
網漁業の経営は大変厳しいものがあり、まき網漁業経営体数も平成２年の
15 経営体から、平成 18 年には９経営体に減少した（第２図）。
　一方、鶴見地区では、昭和 56 年９月に第一回「豊かな海づくり大会」
の開催地となる等、水産資源や漁場の管理にも熱心に取り組んでいる。ま
た、漁業協同組合女性部が中心となり、「豊かな森づくり大会」や「あま

第 2 図 　まき網漁業の生産量と経営体数の推移
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べの森づくり大会」での植林、クリーンアップ海岸清掃等による美しい浜
づくりを行うなど、豊かな自然環境の維持と保全のために積極的な取組を
行っている。

２．受賞者の略歴
　まき網漁業者の家族を中心とする女性グループのメンバー 10 名は、ま
き網漁業の経営が厳しさを増す中で、夕方出港し翌朝の５時～６時に入港
するまき網漁船からの水揚げを手伝いながら、自分たちに何かできること
はないかと考え意見交換を重ねてきた。その結果、「まき網漁船でとれる
魚を多くの人に食べてもらいたい」との思いと、「漁村に伝わる郷土料理
を多くの人に伝えたい」との思いから、平
成 16 年５月に漁村女性起業化グループ「め
ばる」（以下、「グループ」という。）を結成
した（第１表）。グループの名称である「め
ばる」は目がパッチリした魚の名前である。
グループの規約を制定し、その目的には、ま
き網漁業の漁獲物の販売、加工を行うことに
より、地域水産物の付加価値向上と販売物の
多様化により事業収益を図ることとしてい
る。平成 16 年５月には大分県から中核的漁
業者協業体の認定を受けており、平成 19 年
度「おおいた・ワンコイン」求評会においてはグループが加工した「ごま
だし」が優良賞を受賞した。また、これらの取組は、平成 20 年度に開催
された第 14 回全国青年・女性漁業者交流大会において農林水産大臣賞を
受賞した。   
       

氏　名 役職名
桑原　政子 代表
赤崎　幸代 会計
神河　絹代
成松トキヨ
山崎ケイ子
桑原　総子
神田　吉子
桑原　麗子
加嶋　芳子
清家　保子

第 1 表　漁村女性起業化
グループ「めばる」の構成員
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　受賞者の経営概要

１．活動の概要                
（１）活動のはじまり
　まき網漁船からの水揚げは、近年減
少し魚価安にも悩まされてきた。また、
買い手がつかず未利用となる魚も多
く、地元で水揚げされる新鮮な魚なら
ば工夫次第で多くの人に食べてもらえ
るのではないかと考え、とことん鮮度
にこだわり、活魚や鮮魚、自分たちで
加工した魚介類の直接販売を県下の朝
市や道の駅、その他イベント会場で開始した。        
　平成 16 年９月からは中核的漁業者協業体等支援事業の補助を受けて、
活魚トラックや販売資材を揃え、本格的な活動をスタートした。
　県下各地に活魚トラックを走らせ、まき網で獲れたアジやサバ等を活魚
や鮮魚で手作りの加工品とともに販売した。しかしながら、活魚の移動販
売には大変苦労することとなった。活魚の扱いに慣れていないメンバーは、
販売先に到着する前に大切な魚を全滅させるなどの失敗を繰り返し全く売
れない時期もあった。その後、水槽も改良し活魚の扱いにも慣れてくると
次第に顧客もつき、いつしか開店前に待っている客ができるまでになった。

（２）活動の転換
  年間、50 回､ 60 回と販売のために各地を回り顧客と触れ合う中で、お
いしい魚に出会っていない人や、魚の美味しさを知らない人が多いこと、
更には、若い人達を中心に魚離れが進んでいることを痛感した。このため、
魚の旬やお勧めの料理、調理方法をできるだけ丁寧に教えるよう心がけた。
  一方で、魚の消費を伸ばすためには、家庭で手軽に食べることができる
加工品や惣菜の販売も力を入れる必要があることを痛感した。これまでも

写真 1　グループの販売風景
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手作りの干物等の加工品の販売を手がけていたが、佐伯地方の郷土食品「ご
まだし」やサバ寿司、アジ寿司、イカ飯などの種類を増やしていった。中
でもグループが特に力を入れたのは「ごまだし」である。「ごまだし」は
漁師料理として佐伯地方に古くから伝わる郷土料理である。
　獲れたての魚の焼いた身を擂り、胡麻を加えて醤油やみりんで味付けし
たペースト状の調味料である。「ごま
だし」を茹でたうどんの上に乗せ、熱
湯をかけるとたちまち風味豊かなうど
んつゆになる。いつでも手軽にできる
漁師のファーストフードである。グ
ループは、この「ごまだし」  をもっ
と多くの家庭で食べてもらいたいと思
い、商品開発にも取り組み、また、広
告チラシを作成する等の PR を行い直接販売だけでなく地元の直売所や
スーパーマーケットでの委託販売にも努めている（第２表）。

２．活動の成果
　まき網漁業で水揚げされた漁獲物の活魚化や加工品の開発に取り組むこ
とにより、付加価値を向上させ、水揚げが減少する中で漁獲物を有効に活
用し収益に結びつけることができた。具体的には、ごまだし等の新商品の
開発（５種類）その他加工品の開発（８種類）を行い、また、鮮魚として
流通しない魚を活魚トラックで輸送し消費者に直接販売することや、朝市
等で魚の旬やお勧めの調理方法を丁寧に教えることにより市場価値の低い

写真２　グループで商品開発した「ごまだし」 

第２表 　活動の概要  ◎ ; 毎週、○；月 2 回、△；不定期
出荷等販売先 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜

１、大分駅での直接販売 ◎
２、朝市での活魚販売 ○
３、その他のイベント △ △
４、加工品の製造販売 ◎ ◎ ◎ 　
５、ごまだし等の出荷 △ △ △ △ △ △ △
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魚の認知度を上げることができた。このようなグループの活動の結果、毎
年売上げが伸びており、平成 20 年度には 917 万円の売上げとなった（第
３図）。

　特に、「ごまだし」については、平成 16 年には 12 万円の売上げであっ
たが、平成 20 年は約 55 倍の 655 万円の売上げとなり、換算すると年間約
１万世帯の食卓に「ごまだし」を届けることができたことになり、グルー
プが目指す「漁師と食卓の架け橋」が大きく育ちつつある。また、当初は、
メンバーの中で喫茶店を所有する者の小さな調理場で加工品の製造を行っ
ていたが、「ごまだし」の販売が伸びたこともあり、平成 20 年にはグルー
プ専用の加工場を作ることができた（写真３､ ４）。

            
　 　
　 　
　              写真３　新設された加工場 写真４　加工風景

第３図　売上げ金額の推移 第３表　平成 20 年度収支状況
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百万円

加工品

鮮魚

活魚

区　　分 金額（千円） 備　　考
売上高 9,172 雑収入 661 千円を含む
売上総利益 7,181
諸経費 5,281
うち人件費 1,995
　消耗品質 1,373

減価償却費 927
差引利益 1,900
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　受賞財の特色

１．活魚等の直接販売                    
　活魚トラックでの販売は、これまでにモデルとなるものがなく、試行錯
誤を繰り返し、当初は、家族や周りの方々の協力を得る必要があった。活
魚が顧客に見えるように、トラックからパンライト水槽に移し変えて販売
していたが、これでは魚に負担がかかり、労力が多く荷物も増えることに
気づき、トラックに積むタンクの一部を透明アクリル板に換えて水族館の
ように泳いでいる魚を見えやすくするように改造した。これは子供連れの
顧客に好評で、また、魚が痛まず労力の軽減につながる等の改善につながっ
た。この結果、現在では活魚の扱いや
トラックの運転等すべてをグループ内
で行うことが可能となった（写真５）。
また、鮮魚としては流通しない魚を活
魚トラックを用いて輸送することによ
り漁業者から直接消費者へ販売できる
流通形態を確立した。

２．「ごまだし」の販売
　「ごまだし」は佐伯地方の郷土料理であり主としてエソという魚が使わ
れていたが、グループでは鶴見で漁獲された新鮮な魚と佐伯産の胡麻を使
用した「こだわりの佐伯産ごまだし」、うどん会社と協力して、常温保存
可能な「大分郷土料理ごまだしうどんセット」（写真６）、鶴見では未利用
資源であった「しいら」という魚を使った「しいらのごまだし」（写真７）
などを開発した。また、商品のパッケージも改良し、販売に当たっては「作
るときはスローフード、食べるときはファーストフード」をうたい文句に
PR に努めながらの活動を行い、直接販売だけではなく、地元のスーパー
マーケット等への委託販売にも力をいれ、現在では大分市内のデパートで
も販売されることとなった。

写真５　活魚トラック
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　普及性と今後の方向

１．普及性
（１）グループは、自らの地域において商品化の可能性を有する地域資源
に着目し、活魚販売や商品加工を通じて水産物の消費拡大につなげている。
また、漁村に受け継がれている美味しい郷土料理が工夫次第で若い人たち
にも好まれる食品として提供できることを「ごまだし」の販売を通じて実
証した。漁村女性による起業化の実例を明確に示しており、モデルケース
として全国に普及しうる特性を備えていると考えられる。

（２）グループの代表は、「佐伯ごまだしの会」の副代表も勤めており、幅
広い活動を通じて県内各地はもとより県外を含め「ごまだし」の PR に努
めている。
　このような幅広い普及活動の結果、平成 19 年２月の農林水産省「農山
漁村郷土料理百選」に大分県からの郷土料理３品の中のひとつとしてごま
だしうどんが取り上げられた。今後、佐伯地方の漁師料理であった「ごま
だし」は、全国の方々に「食べてみたいふるさとの味として」更に普及す
ることが考えられる。

写真６　うどん会社と協力した
ごまだしうどんセット

写真７　グループで商品開発した
各種「ごまだし」
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２．今後の方向
　グループは、これまでの実績の上に立って、魚食普及活動の更なる充実
と拡大を模索している。一方で、漁業資源の悪化や魚離れの拡大等の問題
が存在するため、今後の方向性としては、次のような諸点が挙げられる。

（１）若い人が好む新しい加工品や料理方法の開発
（２）冷凍加工施設を整備し、加工品
の安定供給と販路拡大

（３）信頼される商品作りのために、
表示や食品衛生管理の一層の徹底を　 
通じた販売の促進

（４）将来の魚食文化の継承を見据え
て、子育て中の母親や子供たちに調理
方法や郷土料理を伝える魚食普及活動
の展開
　上記の方向に沿って、グループには、今後の一層の活躍が期待されると
ころである。

（執筆者　社団法人水産土木建設センター専務理事　松岡　英二）

写真８　漁村女性起業化グループ
「めばる」





受賞財　むらづくり活動
受賞者　小城町農産物直売所「ほたるの郷」
住　所　佐賀県小城市

受賞者のことば
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天 皇 杯 受 賞

む
ら
づ
く
り
部
門

小城町農産物直売所「ほたるの郷」　代表　宮島　壽一

　佐賀県小城市小城町の山すそにある 27 坪の小さな直売所が、このたび
栄えある天皇杯をいただいたことは、大変光栄であるとともに、身の引き
締まる思いであります。
　小城町農産物直売所「ほたるの郷」は、平成14年11月の設立当初から “も
のを売るだけの直売所ではなく、人と人、都市と農村をむすぶ直売所”を
基本理念に掲げています。
　設立当初は 50 人しかいなかった会員も、今では 200 人になり、取り扱
う農産物や加工品も年間 250 種類となり、地域とともに発展してきたとこ
ろです。
　さらに、「“小城”地域を売り込みたい」との思いから、都市圏での販売
にも力を入れる一方で、地産地消の取組として、市内の学校給食センター
等に農産物の納入等も行っています。
　また、「農業・農村の良さを伝えたい」と小学校と連携した食農教育や
都市農村交流活動にも取り組み、子どもたちや都市の方々が喜んでくれる
ことが、生産の励みになっています。
　今回の受賞は、「ほたるの郷」の設立、運営に関わってくださった数多
くの方々のお力添えによるものです。この場をお借りして心から厚くお礼
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受賞者のことば
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　地域の沿革と概要

　小城町農産物直売所「ほたるの郷」（以
下「ほたるの郷」）のある小城市は、平
成 17 年３月に小城郡４町（小城町、三
日月町、牛津町、芦刈町）が合併して誕
生した市で、県都佐賀市に隣接し、北に
は天山（1,046 ｍ）山系がそびえ、南は
肥沃な佐賀平野が広がり、有明海に面し
ている。
　小城市北部の小城町（旧小城町）は、
商店街に全国的に有名な小城羊羹の老舗が立ち並び、佐賀平野で生産され
る良質の米と天山に源をもつ清流によって酒造業が発展してきた。
　農業も天山山系の豊かな水の恵みによって古くから基幹産業であり、町
南部に広がる田園では米・麦のほか、いちごやきゅうりの施設野菜も栽培
され、なだらかな山の斜面と温暖な気候を利用したみかん、梅などの果実
類がある。また、山間部では肉質がよく全国でも高い評価を受けている銘
柄「佐賀牛」が生産されている。
　小城市では、20 年度から「スローライフなまちづくり」（天山から有明
海までの多様な資源をそれぞれつなぐ「水」を大切にするスローライフ）
を推進している。

申し上げます。　　　
　今、農業・農村は厳しい状況にありますが、知恵と工夫、人と人の絆で
乗り切っていければと思っています。今後とも、会員心を一つにして、さ
らに活動の発展に努力する所存でありますので、ご指導ご鞭撻の程宜しく
お願い申し上げ、感謝の言葉とさせていただきます。

第１図　位置図
小城町農産物直売所

「ほたるの郷」
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　むらづくりの概要

１.　地区の特色
　現在の小城市小城町一帯は、鎌倉時代の末、関東の千葉氏が国主として
下向し支配した。千葉氏は京都をイメージし、京都の八坂神社の分霊を勧
請して祇園社を建立し、祇園川、清水など京都にちなんだ地名が残ってい
る。小城町北部は、なだらかな山の斜面と温暖な気候を利用して、昭和
30 年代からみかんの主産地化が進み、みかん価格が低迷する中でも園地
改良、高品質みかんづくりに力を入れ、地域ブランド ｢天山みかん｣ を全
国に出荷してきた。
　また、小城町には初夏を彩るゲンジボタルが乱舞する祇園川や晴気川が
あり、「全国農村景観百選」や「日本の棚田百選」に選ばれた岩松地区江
里山の 600 枚の棚田は、秋になると畦道が真っ赤な彼岸花で埋め尽くされ、
黄色く色づいた棚田とのコントラストをなす。
　岩松地区江里山では、「棚田と彼岸花の里づくり」を目指し、中山間地
域等直接支払制度を活用して棚田の多面的機能の維持や保全活動に取り組
んでいる。
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第１表　農業の概要 （単位：戸、ha、頭、百万円）

区　　　分 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年
最　近　年

備　　　考
対 7 年比 構成比

農　
　

家　
　

数　
　

等

専　

兼　

別　

農　

家　

数

総　人　口 17,133 17,582 17,254 17,254 101% － 農業後継者確保率 46.7%
専　業　 19%
Ⅰ　業　 14%
主　業　 20%
準主業 　22%
認定農業者数

288 人
（うち法人 12）

基幹農業従事者数
男子　372 名
女子　329 名

65 歳以上人口 3,134 3,457 3,779 3,779 121% －
農家人口 3,771 3,288 1,461 1,461 38% －
農業就業人口 1,240 1,041 905 905 73% －
総世帯数 4,791 5,181 5,338 5,338 111% －
農家数 820 746 655 655 80% 12%
販売農家数 701 611 514 514 73% 10%

内
訳
１

専　業 129 130 123 123 95% 24%
Ⅰ　業 161 87 94 94 58% 18%
Ⅱ　業 530 394 297 297 56% 58%

内
訳
２

主　業 217 140 134 134 62% 26%
準主業 237 179 146 146 62% 28%
副業的 366 292 234 234 64% 46%

非農家数 3,971 4,435 4,683 4,683 118% 88%
規
模
別
農
家
数

0.5ha 未満 115 93 78 78 68% 15% 戸当たり平均耕作規模
1.17ha0.5 ～ lha 未満 215 194 175 175 81% 34%

1 ～ 2ha 未満 226 201 161 161 71% 31%
2ha 以上 145 123 101 101 70% 20%

耕
地
面
積
等

　耕　　　　地　 959 846 767 767 97% 地区面積 4,539ha

内　
　

訳

田 617 572 566 566 92% 74% 　耕地率　　 17%
普通畑 17 9 11 11 65% 1% 　林野率　　 45%
樹園地 325 265 190 190 58% 25% ほ場整備率  田 36%
牧草地 0 0 0 0 － － 畑 33% 

採草放牧地 0 0 0 0 － － 利用権設定率※ 34%

作
付
面
積
等

水　稲（ha） 543 432 ※ 2,250 ※ 2,250 主な経営類型
みかん（ha） 320 261 ※ 322 ※ 322 　水稲 + 果樹
豚　　 （頭） 4,520 6,300 ※ 4,670 ※ 4,670 　水稲 + 野菜
小　麦（ha） 226 290 ※ 2,110 ※ 2,110
いちご（ha） 4 4 ※ 20 ※ 20

農
業
産
出
額

総　額（百万円） 2,920 2,049 ※ 7,410 ※ 7,410 戸当たり農業産出額
水　稲 786 561 ※ 2,400 ※ 2,400 　　 ※ 1.4 百万円
みかん 722 498 ※ 360 ※ 360
豚 253 232 ※ 260 ※ 260
小　麦 158 195 ※ 1,300 ※ 1,300
いちご 130 157 ※ 670 ※ 670

資料：農業センサス、生産農業所得統計 　※印は小城市全体
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２.　むらづくりの基本的特徴
（１）むらづくりの動機、背景
　昭和 60 年、JA 小城支所女性部は「自分たちで生産・加工した農産物を
直接消費者に届けたい」と同支所の空き地を利用して毎週日曜日に朝市を
始めた。朝市は、とれたての新鮮さや手作りのおいしさに朝早くから消費
者が列をなす盛況ぶりで、女性たちは、自らの取組で現金を得て自分名義
の通帳を持つなど、これまでにない農業の喜びを感じた。
　旧小城町では、こうした活性化に向けた取組が行われるなか新たな展開
を図るため、平成８年度から県の事業「佐賀農業・農村むらぐるみ発展運
動」を活用して一層のむらづくりの促進に取り組んだ。この運動では、機
械利用組合の設立や生産基盤の整備とともに江里山で開催される「彼岸花
まつり」での農産物直売をとおした消費者との交流活動も行われた。
　13 年頃には、JA 小城支所や生産組合などで構成された「佐賀農業・農
村むらぐるみ発展運動」の実践組織が他地区の直売所の研修を行うなど、
小城町全体で直売所開設への気運が高まってきた。そのような中で、県農
業改良普及センター職員として農産物直売所の開設や経営指導の経験をも
つ現在のほたるの郷会長などによって農産物直売所建設の要望が町に出さ
れ、利用者数も少なくなっていた祇園川沿いの「ほたる資料館」が町単独
事業により農産物直売所として改築された。こうして、平成 14 年 11 月に
直売所の管理・運営等を行う組合「ほたるの郷」が設立され、平成 15 年
５月に直売所がオープンした。
　ほたるの郷は、会長の農業改良普及センター時代の経験を踏まえ、“も
のを売るだけの直売所ではなく、人と人・都市と農村をむすぶ直売所”を
基本理念に掲げ、食農教育活動や学校給食への食材提供、直売所を核とし
たグリーン・ツーリズムの推進など、地域の食と農に欠かせない拠点とし
て設立時より活動を続けてきた。特に 17 年度からは、外食産業の企業で
企画・販売の経験を持つ現在の直売所店長を迎え、販路開拓や食農教育活
動の企画等の各活動はより活発になっている。
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（２）むらづくりの推進体制
ア　ほたるの郷
　ほたるの郷の会員は、現在 200 名（設立当初 50 名）であり、60 歳以上
の会員が 142 名と約７割、また女性の会員が５割を占めている。役員会は
会長１名、副会長２名、会計１名、監事２名の６名で構成され、任期は２
年、総会で選出される。また、直売所には店長を含め５名の店員を雇用し
ている。会長と店長は、役員会に諮りながら、ほたるの郷の事業構想から
商品のレイアウトまでを幅広くリードしている。
　
イ　ほたるの郷と連携する主な団体
①　小城市学校給食センター・三日月小学校
　ほたるの郷は、平成 17 年度から小城市小城町内の４小学校、１中学校
及び１幼稚園の給食を担う小城市学校給食センター（以下「給食センター」）
に１日当たり 2,060 食分の野菜と果物を納入している。
　翌 18 年度からは、小城市三日月町にあり、三日月中学校分をあわせて
１日当たり1,514食の給食が作られる三日月小学校への食材納入も始めた。
　これまで、ほたるの郷と学校栄養士は話し合いを重ねることで相互の理
解を強めているが、さらに生産者と学校栄養士との理解を深めるための学
習会も行っている。学校栄養士は生産現場を視察し、生産者は給食センター
の見学や給食の試食をとおしてお互いの理解を深めている。
　　
②　佐城地区農産物直売所・加工所連絡協議会
　佐賀市、多久市及び小城市にある農産物直売所、加工所等は、消費者と
の交流や相互の情報交換により直売や加工に関する知識・技術を高め、農
家所得の増大や就業の場の確保等に寄与することを目的に、「佐城地区農
産物直売所・加工所連絡協議会（愛称：佐城ふれ愛ネット）」（以下「ふれ
愛ネット」）を平成 13 年に設立しており、現在では県の施策で食農教育、
地産地消、都市農村交流を推進する「さが“食と農”絆づくりプロジェク
ト」に取り組んでいる。
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　ほたるの郷もふれ愛ネットに加入し、各実践活動をとおして他の直売所
との交流を深めており、特に学校給食の食材納入においては、佐賀市の直
売所と食材のやりとりで安定的に実施している。

③　JA 小城支所・品目別部会
　ほたるの郷は、給食センター等へ大量の食材納入を計画的・安定的に行
うため、JA の共販体制を堅持しながら地元生産者の農産物をほたるの郷
に回す方策について、JA 小城支所や品目別の各部会との協議を重ねてき
ており、現在、ほたるの郷は学校給食センター等への大量の納入も可能と
なっている。

④　農家レストラン・農家民宿
　ほたるの郷の会員である農家レストラン「ふくふくふく家

や

」は、棚田を
含めた江里山の風景をゆっくり満喫したいという観光客などに予約制でラ
ンチ、弁当を提供している。
　ふくふくふく家は、自家で不足する分の野菜などをほたるの郷から購入
し、弁当をほたるの郷に納入しており、この弁当は、ほたるの郷の人気商
品となっている。
　ほたるの郷では、ふくふくふく家や農家民宿「いやしの宿ほのか」など
を直売活動により広く消費者に PR し、あわせて予約の受付も行っている。

⑤　病院・飲食店・スーパー等
　ほたるの郷は、20 年 11 月から小城町内にある病院・社会福祉施設へ食
材を１次加工した農産物を提供している。
　ほたるの郷から１km 程にある清水の滝周辺には鯉料理屋が軒を連ねて
いるが、ここで使う小ネギや長ネギ、タマネギ、ゆず胡椒などをほたるの
郷が提供している。
　17 年からは、福岡県内や佐賀市内のスーパーでインショップ販売イベ
ントなどへ参加し、小城町の農産物の PR と販路拡大に積極的に取り組ん



－ 246 － － 247 －

でいる。
　また、小城町では、２月下旬の梅まつり（牛尾梅林）、４月は小城公園
桜祭り、９月の江里山彼岸花まつり、11 月の竹灯りやほたるの里ウオー
キング、彼岸まつりなど年間をとおし様々なイベントが行われている。ほ
たるの郷は市、観光協会、地域などと協力しながら、農産物の販売ととも
に積極的に小城市を PR している。

　むらづくりの特色と優秀性

１.　むらづくりの性格
　地域のモノと人と情報をむすぶ「総合ネットワーク型直売所」として活
動を展開し、農産物販売のみならず、集出荷機能、起業支援、食育支援、
特産品開発、観光情報発信などの多機能を発揮する組織として平成 15 年
の開所より地域のむらづくり・活性化のコーディネート役を担っている。
　農水産物をはじめ、蛍、棚田、有明海など多様な地域資源を活かしたグ
リーン・ツーリズムへの発展や、市の新たな施策であるスローライフ運動、
県民協働で取り組む、さが“食と農”絆づくりプロジェクトとの連携から直
売所の多角化が実践されており、傘下団体は着実に取組実績を伸ばしてい
る。

 

ほたるの郷
（田舎の情報発信基地）

農家レストラン

ＪＡ

直売所
（佐賀市他）

学校・
給食センター

病院・飲食店

消費者

スーパー
（インショップ）

イベント会場

生産者

加工グループ

・佐城ふれ愛ネット
（佐城地区農産物直売所・加工連絡協議会）

・スローライフ小城の会
・小城市食農教育推進協議会
・江里山生産組合
・天山農産営農組合

・小城市役所
・佐城農業改良普及センター
・ＪＡさが佐城支部小城支所
・ＪＡさが佐城支部小城支所生産組合協議会

→小城市の農水産物・情報

←消費者・情報

・食農教育
・地産地消

・都市農村交流

協力

支援

第２図　むらづくり推進体制図
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２.　農業生産面における特徴
（１）多品目生産・加工活動で所得向上
　ほたるの郷の総収入額は、開設時より順調に増加し、平成 20 年度は約
１億４千万円になり、年間 600 万円程の売上額となる会員もいる。
　ほたるの郷は、現在、年間 250 種類の野菜・加工品等を販売しているが、
店頭販売にとどまらず、イベントでの出張販売、学校給食への食材納入な
ど町内外に販路を拡大している。
　ふれ愛ネットが 17 年から始めた「自然からの贈り物」（ボックスを利用
した販売５㎏箱、10㎏箱）の宅配事業においても、ほたるの郷はお中元や
お歳暮の贈答品など年間 1,000 箱を越えるボックスを販売（売上額 48 万円）
し、県内だけでなく県外へ地域農産物の販売促進につなげている。
　病院等への１次加工品納入も、直売所に出荷できない規格外の野菜を収
入源に変えており、カット野菜、野菜の面取り、皮むき、ごぼうの笹がき
などの１次加工を担当する高齢者 20 名は、活き活きと活動している。

　　　　　

　江里山では、女性加工グループが商品化した「江里山こんにゃく」や架
け干しして自然乾燥させた ｢江里山棚田米｣ を年に１回開催する「彼岸花
まつり」限定で販売していたが、直売所の開設により常時販売できるよう
になり、消費者に大変喜ばれている。
　なお、ほたるの郷が年２回行う栽培講習会では、消費者ニーズを踏まえ
た野菜栽培の研修を行っており、最近ではラディッシュ、ズッキーニ、バ
ジル、ハーブ類など新品目の栽培も盛んになっている。

第２表　年度別会員数の推移 （単位：人）
年　度 平成 15 年 16 年 17 年 18 年 19 年 20 年
会員数 50 名 80 名 100 名 150 名 180 名 200 名

第３表　総収入額の推移 （単位：百万円）
年　度 平成 15 年 16 年 17 年 18 年 19 年 20 年
売上高 56 92 102 116 120 140
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（２）学校給食への食材の提供による生産意欲の向上
　ほたるの郷は、3,574 食分の学校給食用食材を納入しており、現在その
量は、重量換算で野菜・果物全体の 50％を占めるようになっている。
　納入する農家は、野菜を栽培するときの思いや工夫を書いた子どもたち
へのメッセージを添え、給食センターへ届けている。給食時間には農家か
らのメッセージが放送され、味わった子どもたちからのお礼や感想の手紙
が届くなど、この活動により農家と地元の子どもたちの絆が深まっている。
　さらに、ほたるの郷が農家と学校の架け橋となって、三日月小学校では
総合学習の時間に給食に使われる農産物がどのように栽培されているかを
学んだり、収穫体験を行っている。子どもたちはスイートコーン、ミニト
マト、なすの生産現場を見学し、農家に話を聞いたり収穫体験を行うなか
で「好き嫌いがなくなった。野菜が大
好きになった」と感じ、農家は「子ど
もたちによりおいしいものを食べさせ
たい」と生産意欲が高まっている。
　このように絆が深まることで、安全・
安心の農産物づくりをめざしての栽培
履歴の記録も徹底されるようになり、
給食の献立に合わせた農産物の計画的
な周年生産にもつながっている。

３.　生活・環境整備面における特徴
（１）子どもたちからその保護者へ食農教育の拡大
　ほたるの郷は、給食食材の納入を契機として小学校や中学校と連携して、
子どもたちやその保護者への食農教育活動を進めている。
　三日月小学校とは、「地域の資源や主産業である農業について、将来の
担い手である子どもたちに関心をもってもらいたい」と内容を検討し、農
家の派遣と農業体験をとおして農業への理解を深める活動を展開してい
る。さらに、生徒が農業体験で収穫した野菜を自宅へ持って帰り家族で食

写真１　地元農産物たっぷりの給食を
食べる子どもたち
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べることにより、保護者の地産地消や農業に対する理解促進にもつながっ
ている。

（主な農作業体験）
　３年生…芋さしから芋掘り、焼き芋づくり、ナス・ミニトマトの収穫
　４年生…ソーダまんじゅうづくり、しめ縄づくり
　５年生…江里山棚田見学、お米の食べ比べ、味噌汁づくり
　また小城中学校では、保護者が年に２回生産現場の視察と収穫体験を行
い、農家とともに地元食材を使った学校給食の試食なども行っている。
　こうした取組は、保護者が農家との交流をとおして地産地消や食育の大
切さを再認識するとともに農業を理解する場になっている。また、このこ
とでほたるの郷（直売所）を利用し始める保護者も多く、顧客の拡大にも
つながっている。

（２）グリーン・ツーリズムの拡大と農家レストラン・農家民宿の開業
　ほたるの郷の販売員や会員は地域案内人としての役割を担うため、グ
リーン・ツーリズムインストラクターの資格を取得し、グリーン・ツーリ
ズム研修会へも積極的に参加している。ほたるの郷は、都市圏からのツアー
などでも窓口になり、江里山散策ツアーを受け入れるなど、地域の情報発
信基地としての役割を担うようになっている。
　平成 18 年から、ふれ愛ネットでは
ほたるの郷などが中心となり、都市住
民を対象に農業体験や農家ホームステ
イなどを行い親戚づきあいのような心
のふれあいを行う「田舎親戚づくり」
に取り組んでいる。
　ほたるの郷では、受入れに際して江
里山住民と何回も話し合いを重ね、「江
里山には何があり、どんな歴史がある

写真２　美しい風景の中で元気に走り
回る田舎親戚の子どもたち
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のか」等、地域の『あるもの探し』を行い、マップを作った。
　「田舎親戚づくり」を実施することにより、自分たちの住む地域のよさ
に改めて気がつくとともに、子どもたちとの交流を続けることにより、高
齢者の生きがいや地域の活性化につながっている。
　また、参加した消費者が土地を借りて野菜づくりを始めるなど、受入農
家と参加した子どもや家族との継続した交流が続いている。
　そして、江里山のある岩松地区に、19 年は農家レストラン「ふくふく
ふく家

や

」、20 年には農家民宿「いやしの宿ほのか」が開業した。農家民宿「い
やしの宿ほのか」は経営者の長男がＵターンしての開業となった。
　この他にも、ほたるの郷の設立を契機として、饅頭づくりを始めた晴気
まんじゅう『打

だ る ま

流真』のグループリーダーの自宅では、福岡から長男夫婦
がＵターンし、みかんの加工品やジャム、ドレッシングの加工に取り組ん
でいるが、「田舎親戚づくり」の受入農家にもなり、将来は農家民宿もし
ていきたいとの夢を持っている。

（３）直売所が核となった地域貢献活動
ア　イベント開催                  
　ほたるの郷は、お盆・彼岸・正月の売り出し、フリーマーケットなど、
月に１回程度のイベントを開催している。また、年に１回、会員の持ち寄
りによるリサイクル品を販売するバザーを行っており、バザーの収益は社
会福祉団体や地震被災地へ寄付してき
た。

イ　文化伝承
　ふれ愛ネットでは、地域の食農文化
を次世代に伝えるため、おばあちゃん
の知恵や技を伝える料理教室「おばあ
ちゃんの食べもの伝承塾」を開催し、
長年作り続けてきたおばあちゃん達の

写真３　おばあちゃんによる
地域食文化の伝承活動
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料理や暮らしを伝承している。
　ほたるの郷の会員もお年寄りから昔の食について調査し、行事や行事食
などをまとめて、次の世代に食農文化を伝えていく準備にとりかかってお
り、伝統を次の世代に伝えていこうという地域の気運が高まっている。

ウ　小城産こだわりの「おぎにり」で地域を PR
　平成 20 年度から小城市が推進する「スローライフなまちづくり」活動
に参加し、小城の食の豊かさを感じる小城市産の食材を心を込めて手で
握ったおにぎり「おぎにり」に取り組むことになった。ほたるの郷の惣菜
メンバーで「おぎにり隊」を結成し、試行錯誤の末に「おぎにり」を完成
させた。「おぎにり」の名は、小城（おぎ）をもじって名付けた。
　「おぎにり」は、小城産の米、江里山の名水「甘露水」、有明一番ノリを使い、
種類も梅、赤貝、エビ、ふきの佃煮入りなどの種類のほか、小城羊羹を桜
の花に型取りをし、紅梅漬けで淡く色づけした餅米に包んだお菓子感覚の
種類もあり 20 種類を越えている。３種入りパックが 320 円。小城を売り
込むため、マスコミなどをとおし小城の素晴らしさと豊かさを PR してい
る。

写真４　おぎにり隊と「おぎにり」
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（執筆者　農林水産省農村振興局農村政策部
都市農村交流課企画係長　伊藤　智哉）

第４表　平成 20 年度年間行事一覧

月 ほたるの郷イベント
他の団体との連携活動

食農教育活動 都市農村交流
４ フリーマーケット 田舎親戚づくりチーム会議

５
5 周年記念イベント
蛍観光対応（延長営業）
フリーマーケット

６ 新茶まつり 芋さし

７ さなぼり
ふるさと祭り

小城中 PTA ほ場
見学収穫体験

「田舎親戚づくり」受入打合
せマップ作成検討会

８ お盆イベント

９
視察研修
お彼岸大感謝祭
フリーマーケット

夏野菜カレーづくり

江里山棚田見学

グリーンツーリズム研修会

「田舎親戚づくり」

10
野菜栽培研修会
新米ふるまい
お彼岸祭り
フリーマーケット

ソーダまんじゅうづくり
グリーンツーリズム研修会
グリーンツーリズムインスト
ラクター育成スクールへ派遣

11
芋掘り・焼き芋づくり
みそ汁づくり
ミニトマト収穫体験
お米の食べ比べ

12 収穫祭
年末大売り出し しめ縄づくり グリーンツーリズム研修会

１ 仕事始め（初売り） グリーンツーリズム研修会
２ おはぎづくり

３
野菜栽培研修会

取組発表
菜の花金運まつり
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受賞財　むらづくり活動
受賞者　糸満市喜屋武集落
住　所　沖縄県糸満市

受賞者のことば

内閣総理大臣賞受賞
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糸満市喜屋武集落　代表　慶留間　清栄

　喜屋武集落は沖縄本島の最南端にあり、自然豊かで良好な集落景観を有
し岬の海岸線は風光明媚な地域ですが、第二次世界大戦において最も激戦
地となり、住民の約３分の１が犠牲となった地域でもあります。
　特に喜屋武岬は沖縄戦で追い詰められた住民や日本兵が身を投げた悲し
い歴史が残る場所でもあり、岬の先端には「平和の塔」が建立され、戦争
の悲惨さ平和の大切さを伝える場所となっています。
　集落は昔から、海の幸や農産物に恵まれた地域であり、人々は半農半漁
により畑と海から食料を調達し生活をしていました。当時の農業形態は、
甘藷、大豆が主で、廃藩置県後はサトウキビが主な換金作物になり、戦後
より、徐々にニンジンどころとして知られるようになり今日に至っています。
　集落には、漁業者もおり、独特のなまりや、アクセント、負けず嫌いの
気質で他集落にない独特の気風を持っていますが、人間味に厚く、団結力
も強く「ニンジンで元気なふるさとづくり」に励んでいます。
　近年は、先人達が永きにわたり培ってきた、「人が土を守れば土は人を
守る」をスローガンに共同による土づくりを行うとともに、耕土の浅い土
地の農業生産の効率をあげるため、集落のリーダーが立ち上がり、土地改
良事業が平成８年頃から推進され、客土による地力の改善、灌漑施設の整
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受賞者のことば
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　地域の沿革と概要

　糸満市は沖縄本島の最南端、北緯 26 度７分・東経 127 度 39 分にあって、
那覇市から南 12km に位置し、中でも喜屋武地区は糸満市の最南端に位置
している。気候は亜熱帯海洋性気候に属し、一年を通じて温暖であるが、
台風の来襲頻度も高く、冬の季節風も強い。
　糸満市は、第二次世界大戦における沖縄の中での最激戦地であり、県立
平和祈念資料館や各県の慰霊塔が建立されるなど、戦没者の慰霊と平和の
尊さの発信地として重要な役割を担っている。
　糸満市の農業は、那覇市近郊に位置しているという地域特性を生かした

備などが取り組まれ、現在、第３地区が平成 26 年完成に向けて推進中です。
　これまで、糸満市役所、南部農業改良普及センター、JA おきなわ糸満
支店など関係機関の支援を頂き地域振興につとめてきましたが更に連携を
密にし、温暖な気候と水有り農業の有利性を生かして、地域特産物の拠点
づくりを推進したいと思います。また本集落には、青年会、婦人会、老人
会、若者頭会、子供会のほかに、岬農友会、海を守る会、など多様なグルー
プが組織され、ハーリー（爬竜船競漕）やエイサー（盆踊り）等の伝統行
事も継承され、地域の活性化に貢献しています。当喜屋武集落自治会とし
ても、特に将来を担う青少年に明るい未来と大きな夢を託せるような環境
整備、また高齢者の健康と生きがい作り等を目標にその活動の活性化に努
めております。
　このたび内閣総理大臣賞という名誉ある大きな賞を賜り、集落区民一同、
大変感激しており、感謝申し上げます。この賞は区民に誇りと勇気をもた
らし、今後のコミュニティ活動の一層の発展につながるものと確信します。
今後とも賞に恥じないよう区民一同一丸となって豊かで明るいむらづくり
に邁進していくことをお誓い申し上げ、受賞者のことばとします。
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野菜、花きなどの栽培が
盛んで、ニンジン 61％、
ゴーヤー 14％、レタス
54％、スイートコーン
65％の県内シェアを占め
ており（平成 18 年度園
芸・工芸作物市町村別統
計書より）、サトウキビ
も本島南部地区で最も収
穫量が多い。
　喜屋武地区は自然豊か
な集落景観を有してお
り、国指定文化財の具志
川城跡一帯や、平成 18
年に国から名勝地として
指定された「喜屋武海岸及び荒崎海岸」など素晴らしい景観が残されてい
る。
　また、「喜屋武岬」は、岬の先端に「平和の塔」が建立され、戦争の悲惨さ・
平和の大切さを伝える重要な場所となっている。
　集落の総世帯数は 468 戸、人口 1,254 人、うち農家世帯が 127 戸、漁家
世帯が 17 戸である（平成 17 年）。親子三代で生活する世帯が多く、近年
ではＵターン者や新規就農者も増えている。

糸満市喜屋武集落

第１図　位置図
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第１表　農業の概要 （単位：戸、ha、百万円）

区　　　分 平成 7 年 平成 12 年
平成 17 年

備　　　考
対 7 年比

農　
　

家　
　

数　
　

等

専　

兼　

別　

農　

家　

数

総世帯数 452 457 468 103.5 農業後継者確保率
　専業　　90%
　Ⅰ兼　　90%
　主業　　25%
　準主業　25%
認定農業者数９人

（法入 0）
基幹農業従事者数

男子 128 名
女子  80 名

農家数 184 154 127 69.0
販売農家数 134 122 122 91.0

内
訳
１

専　業 76 59 55 72.4
Ⅰ　兼 30 33 25 83.3
Ⅱ　兼 78 30 42 53.8

内
訳
２

主　業 77 68 44 57.1
準主業 51 20 23 45.1
副業的 56 34 55 98.2

規
模
別
農
家
数

非農家数 268 303 304 113.4 戸当たり平均耕作規模
（耕地面積 / 農家数）

0.58ha0.5ha 未満 92 78 53 57.6
0.5 ～ 1ha 未満 80 64 61 76.3
1 ～ 2ha 未満 10 12 13 130.0
2ha 以上 2 0 0 0.0

耕
地
面
積
等

耕地 96.8 78.4 73.8 76.2 地区面積　　　258ha
耕地率　　　　　60%
林野率　　　　　 0%
ほ揚整備率
　　田　　 　　　0%
　　畑　　　　   61%
利用権設定　　　1.3%

内
訳

田 0 0 0 －
普通畑 90.5 78.1 72.7 80.3
樹園地 0 0.3 1.1 －
牧草地 6.2 0 1.5 24.2
採草牧草地 0 0 0 －

作
付
面
積

ニンジン 37.2 46.6 37.5 100.8 主な経営類型
ニンジン + サトウキビ
ゴーヤー + ニンジン雑穀 － 4.1 － －

サトウキビ 6.3 3.7 10.8 171.4
ゴーヤー 5.1 1.9 2.5 49.0
レタス 2.2 2.9 1.2 54.5

農
業
産
出
額

ニンジン 86.6 戸当たり農業産出額
　　　　　約 2.0 百万円

（平成 17 年度受委託販売品取扱
実績の総合計）／（農家戸数）
= ¥322,471,780 ／ 164 戸

ゴーヤー 69.2
サトウキビ 37.1
モロヘイヤ 15.6
レタス 10.6
スイートコーン 5.9

（資料）「農林業センサス農家調査農業集落別結果表」（沖縄県企画部統計課）
「平成 17 年度住民基本台帳月報」（糸満市市民課）
「平成 17 年度受委託販売品取扱実績」（JA 糸満市喜屋武支所）
「平成 17/18 年期さとうきび生産実績」（南部地区さとうきび生産対策協議会）
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　むらづくりの概要

１.　地区の特色
　喜屋武集落の農業は、ニンジンを核としてサトウキビ、ゴーヤー等の複
合経営が主体となっている。漁業では漁港が整備され、一本釣り、刺し網
漁が行われているほか、近年ではモズク、海ぶどうの養殖が展開されている。
　集落では、自治会が中心となり、土地改良組合や農業用水利用組合との
連携を図りながら農業振興を推進するとともに、ハーリーやエイサー等に
代表される伝統文化の継承など、沖縄県内でもいち早く特色あるむらづく
りに取り組んできた。
　
２.　むらづくりの基本的特徴

（１）むらづくりの動機、背景
ア　瓦礫の中からの復興
　喜屋武集落のむらづくりは、戦後、瓦礫と化した集落の復興からスター
トした。戦災を唯一免れた家屋を村屋（ムラヤー：公民館）兼配給所とし
て一時利用した。平日は、男性は米軍施設で働いているため、女性が畑を
管理した。畑での作業は、男性が週末の休日を利用して行っていた。
　喜屋武地域一帯は河川がなく、土壌も保水性に乏しい島尻マージである
ため、農業用水の確保が困難な地域であり、度々干ばつの被害を受けた。
　さらに、海岸に近いことから台風接近時には潮風を受け農作物が全滅す
るなど、厳しい農業生産環境下にあったが、農家独自で土づくり、散水を
行うなどの営農努力を続けた。昭和 40 年頃、土地改良事業を望む声はあっ
たものの、多くの農家が独自に客土を行っていたこと、区画整理への不安
等から農家の合意は得られなかった。

イ　ニンジン栽培の広がり
　昭和 30 年頃、サトウキビに加え、換金性の高い作物としてニンジンの
栽培が始まった。昭和 49 年に喜屋武農協ニンジン専門部会が結成され、
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栽培技術の向上、共販体制の確立、関係機関の連携等により生産が拡大し
た。昭和 51 年頃からは喜屋武農協を通じて県外出荷が始まり、集落にお
けるニンジン栽培はさらに広がった。県外市場では新鮮さと食味の良さで
評価が高かった。
　一方、ニンジンの連作と化学肥料の連用等により地力の低下を招いたこ
とから、喜屋武集落では「人が土を守れば土は人を守る」をスローガンに
土づくり運動に取り組み、現在においても着実に受け継がれている。

ウ　ニンジン生産を支える女性たち
　昭和 30 ～ 40 年代、男性が米軍施設で働いている間、畑の管理作業は女
性たちが行った。ニンジン栽培は中腰、しゃがみ作業が多く、足・腰・膝
への負担が大きかった。また、農連市場での相対売りで労働時間が極端に
長く、生活・健康上の大きな負担となっ
ていた。また、出荷時期の競合を避け
るためにも、集落では出荷体制を４班
に分ける等の対策を行った。
　昭和 55 年頃から、喜屋武生活改善
グループが中心となり、農産物の加工
品づくりを行うなど、女性たちが農産
物の付加価値向上に積極的に取り組ん
でいる。

写真１　受賞者
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第２表　むらづくりに関する年表

西　暦 事　　　項

1908（明治41）
1945（昭和20）
1946（昭和21）
1951（昭和26）
1957（昭和32）
1957（昭和32）
1961（昭和36）
1965（昭和40）
1971（昭和46）
1972（昭和47）
1972（昭和47）
1972（昭和47）
1978（昭和53）
1981（昭和56）
1981（昭和56）
1983（昭和58）
1984（昭和59）
1993（平成5）
1994（平成6）
1995（平成7）
2000（平成12）
2002（平成14）
2002（平成14）
2003（平成15）
2003（平成15）
2004（平成16）
2005（平成17）
2006（平成18）
2006（平成18）
2007（平成19）
2008（平成20）
2008（平成20）
2008（平成20）
2009（平成21）

村制施行により、喜屋武間切から喜屋武村となる。
終戦。村民の 4 人に 1 人が犠牲に。
喜屋武村、摩文仁村、真壁村の合併により、三和村誕生。
喜屋武農業組合設立
喜屋武信用協同組合と合併し、喜屋武農業協同組合として発足
鉄筋コンクリート構造の公民館建設
三和村、糸満町、兼城村、高嶺村の 4 町村合併により糸満町誕生
与那城町屋慶名のエイサーを導入
糸満町、市に昇格
沖縄の本土復帰
喜屋武生活改善グループ結成
喜屋武漁港、第 1 種漁港に認定
喜屋武農協婦人部発足
喜屋武農協青年部発足
移出野菜として、スイートコーンを奨励
喜屋武農業用水利用組合設立
沖縄県中央卸売市場開設に伴い、卸売市場へのニンジン出荷を開始。
米須地下ダム事業着工
喜屋武の「春夏ニンジン」が、国の野菜指定産地に指定される。
喜屋武の「冬ニンジン」が、国の野菜指定産地に指定される。
糸満市のレタスが、沖縄県の拠点産地認定を受ける。
ファーマーズマーケットうまんちゅ市揚開設
糸満市のゴーヤーが、沖縄県の拠点産地認定を受ける。
喜屋武コミュニティーセンター落成
米須地下ダム完成
字誌編纂委員会設置

「沖縄ニンジンの日」制定。「美らキャロット」命名。
糸満市のニンジンが、沖縄県の拠点産地認定を受ける。

「喜屋武海岸及び荒崎海岸」が、国の名勝地指定を受ける。
喜屋武地区が、「沖縄ふるさと百選」に認定される。

「喜屋武のむらづくり」意向調査実施
喜屋武公園のデイゴが「おきなわ名木百選」に認定される。

「平和の道」の事業化が決定
JA おきなわが、「美らキャロット」を商標登録
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（２）むらづくりの推進体制
　喜屋武集落には全戸が参加する自治会のほか、青年会、若者頭会、老人
クラブ、婦人会、子ども会があり、ハーリー、エイサー等各種行事に取り
組んでいる。また、JA 等によるニンジン収穫体験、ニンジン料理の提供
の取組や、漁業者を中心としたオニヒトデの駆除活動など、それぞれが連
携しながら地域づくりに取り組んでいる。

ア　喜屋武自治会
　集落の全戸が参加し、１班から 16 班までの行政班長とその役員として
自治会長、書記がおかれている。
　集落の活動目標として、「県道『平和の道』建設」、「字誌の発刊」、「土
地改良事業の推進」等が掲げられており、実現に向けて集落が一致団結し

第２図　推進体制図
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て取り組んでいる。
　自治会の補助団体として、青年会、若者頭会、老人クラブ、婦人会、子
ども会などが組織され、エイサーやハーリー等の伝統行事や村御願、生年
祝い、スポーツ交流、デイサービス等年間 120 回を超える各種集落行事を
担当し、地域活性化に貢献している。
　また、自治会では、関係機関の指導協力を得ながら農業集落座談会を開
催するなど、地域農業リーダーにも努めている。

イ　ニンジン専門委員会と特Ａグループ
　昭和 49 年に喜屋武農協でニンジン
専門部会（現専門委員会）が結成され、
品種統一、出荷体制づくり、生産技術
に関する情報交換が行われており、特
に出荷が優秀な「特Ａグループ」はリー
ダー的な役割を果たしている。

ウ　喜屋武農業用水利用組合
　昭和 58 年に整備された農業用水施設の利用組合であり、集落のほとん
どの家が加入している。土地改良の未整備地区においては現在でもなお重
要な給水源となっている。

エ　喜屋武土地改良組合
　安定的な農業用水の確保のため、平成４年に国営沖縄本島南部農業水利
事業が開始され、平成 15 年には米須地下ダムが完成した。地下ダムから
の給水利用と土地改良の整備が一体的に行われ、「水なし農業」からの脱
却が実現している。また、農家の合意形成を図るため、集落リーダーから
県土木事務所長へ「10 箇条の喜屋武土地改良条件」を提出し、土地改良
事業推進に当たっては細心の注意を払って進めるよう求めている。

写真２　ニンジン専門委員会等
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　むらづくりの特色と優秀性

１.　むらづくりの性格
（１）女性が支えてきた農業生産
　戦後から昭和 40 年代にかけては、
男性は、米軍で雇用されることが多く、
畑の管理は専ら女性の仕事であった。
そのため、炎天下の中、たい肥を担い
で畑に行き、収穫したイモなどを担い
で帰ってくるのは女性たちの仕事で
あった。また、昭和 50 年代以降、農
産物の加工による付加価値向上に貢献
したのも、生活改善グループを中心とした女性たちであった。

（２）集落の団結力による地域再生、むらづくり
　旧喜屋武村は、先の大戦で、村人の４人に１人が命を落とすなど激戦地
であった。戦後の地域再生を成し遂げられたのは、集落の団結力によると
ころが大きい。老朽化した公民館の建て替えのための住民の建設費負担金
をわずか１年でほぼ 100％徴収するなど、地域住民もコミュニティー活動
の維持に非常に協力的である。また、集落の全戸が参加する自治会のほか
青年会、婦人会、こども会の活動も活発で、地域の伝統行事・芸能の継承
が行われている。

２.　農業生産面における特徴
（１）「水あり農業」の実現による農業振興
　平成６年及び７年に喜屋武のニンジンが国の野菜指定産地に指定された
ことを契機に、地元の合意形成が進み、平成 11 年度に土地改良事業が開
始された。平成 17 年度には地下ダム整備を内容とする国営農業水利事業
が完了し、これにより農業用水が確保された。加えて、客土による土壌改

写真３　喜屋武集落の女性たち
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良とかん水効果により、生産性が向上した。このような「水あり農業」の
実現により、サトウキビ、ニンジンの安定生産が図られるとともに、ゴー
ヤー、レタス等園芸作物の生産振興が図られた。また、平成 14 年には糸
満市のゴーヤー、平成 18 年には糸満市のニンジンが沖縄県の拠点産地と
して認定を受け、県内外の消費地への安定供給に重要な役割を担っている。

（２）「美らキャロット」のブランド化に向けた取組
　ニンジン専門委員会では、甘くて食味のよい「ＴＥ－30」に品種を統一
するとともに、寒冷紗使用による発芽率向上など技術普及を徹底した。ま
た、JA、行政組織等の連携による支援チームを立ち上げ、ニンジン栽培
の省力化に取り組んでいる。間引き作業の省力化を図るため、シーダーテー
プの導入普及に努めた結果、シーダーテープ活用者は平成 18 年は 11 戸、
平成 20 年には 50 戸となった。
　また、特Ａチームのニンジン生産にかかる労働時間、収益、コストの
調査の結果、ニンジン再生産に必要な経営目標として、「農家手取り 1,000
円／ 10kg 以上、反収４t ／ 10a」と設定し、これを達成するため、技術
実証展示ほの設置、栽培講習会等が実施されている。
　さらに、平成 17 年、糸満市は糸満
産ニンジンの愛称を一般公募により

「美らキャロット」と命名し、JA おき
なわは、平成 21 年４月に商標登録を
行った。JA おきなわでは「美らキャ
ロット」のブランド化に向けて、県内
外で積極的な販促活動を行っている。

（３）漁港整備による産業振興
　喜屋武漁港は昭和 47 年に第１種漁港に指定され、その後逐次漁港の整
備が進められ、平成 19 年度に完了している。これにより、大型の船が入
港できるようになり、イカ釣り、パヤオ（浮魚礁）を利用した近海でのマ

写真４　ニンジンをアピールする看板
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グロ漁やカツオ漁等沿岸漁業が行われている。また、近年では、モズク、
海ぶどうの養殖にも取り組んでいる。

３．生活・環境整備面における特徴
（１）ニンジンで元気なふるさとづくり
　喜屋武地域では２月３日を「沖縄にんじんの日」とし、地域内外の幼稚
園児などを対象にニンジン収穫体験を行うとともに、学校給食へのニンジ
ンの提供、女性たちによるニンジン料理の考案・試食等を実施するととも
に、１ヶ月後の３月２日「裏にんじんの日」には、糸満市役所において「美
らキャロット感謝祭」を開催し、パネル展示や地場産品販売を行うなど、
ニンジンを核とした地域づくりに積極的に取り組んでいる。

（２）伝統行事・伝統芸能の継承
　喜屋武集落では、「喜屋武ハーリー」

「喜屋武エイサー」のほか、「ピーリン
ポーリン」（浜下り、旧３月３日）、チ
リタンチョウ（新生児合同祝、12 月
25 日）といった独特の伝統行事や伝
統芸能などの地域の伝統文化が残され
ており、自治会が主体的な役割を担う
ことで住民の団結力の醸成に寄与して
いる。
　また、平成 16 年に自治会内に字誌
編纂委員会を設置し、喜屋武地域の風
土、文化、行事、儀礼等について聞き
取り調査を行い、現在編集作業を進め
ているところである。

写真５　ハーリー（上）とエイサー
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（３）うみんちゅ（漁業者）を中心にした「喜屋武の海を守る会」の活動
　糸満漁協喜屋武支部の組合員 22 名が中心となり、「喜屋武の海を守る会」

（会員約 50 名）を組織し、30 年以上活動している。サンゴに食害を及ぼ
すオニヒトデの駆除作業、海岸の漂着物の清掃活動など、地域が一体となっ
て豊かな海を守る取組を行っている。

（４）住民一丸となったコミュニティの形成
　戦後の村屋（ムラヤー）に代わり昭和 46 年から使用していた公民館が
老朽化により平成 10 年に解体されたため、公民館の早期建設を望む声は
多かった。国の助成事業を活用するとともに、区民の負担金・寄付金によ
り、平成 15 年に近代的な機能と規模を備えた現在の公民館（喜屋武コミュ
ニティセンター）が落成し、各種団体の情報交換会、学習会、憩いの場と
して有効に活用されている。
　また、喜屋武集落は喜屋武岬や荒崎海岸などの観光資源が多くあるもの
の、国道 331 号線から奥まっているため地域振興上不利であった。このた
め、集落では糸満市内から喜屋武岬、
米須地区の「平和創造の森」をつなぐ
県道「平和の道線」の建設を促進する
協議会を組織し、沖縄県に要請を行っ
た。これにより平成 20 年度に事業化
が決まり、現在実施計画中である。今
後、観光産業の発展、景勝地の保全な
ど、さらなる地域振興が期待される。 写真６　喜屋武集落の人々
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（執筆者　農林水産省農村振興局農村政策部
都市農村交流課企画係長　伊藤　智哉）

第３表　平成 20 年度むらづくり関連行事一覧
各　種　行　事　等 理事会、総会等

4 月 ピーリンポーリン行事（旧 3 月 3 日）（浜下り）
マークサラー御願（厄払い）

第 1 回理事会
総会

5 月 アブシバレー（病害虫の侵入を防ぐ厄払い） 第 2 回理事会

6 月 ハーリー儀式（旧 5 月 4 日）
平成 20 年度慰霊祭 第 3 回理事会

7 月 地域農業総合指導事業推進会議 第 4 回理事会
第 5 回理事会

8 月 第 44 回喜屋武エイサー開催
地域活性化事業部落再発見調査 第 6 回理事会

9 月 カマサー御願（大漁、豊作、部落の安泰を祈願）
平成 20 年度角力大会 第 7 回理事会

10 月 マークサラー御願
地域活性化事業先進地視察

第 8 回理事会
前期会計監査

11 月 伊江村バイオマス施設視察 第 9 回理事会

12 月
霜月の御願
サトウキビ新制度説明会
チリタンチョウ（新生児誕生祝い）

第 10 回理事会

1 月
新春スポーツ大会
師走ウガン
ニンジンまつりの開催

第 11 回理事会

2 月 第 12 回理事会

3 月
農業振興指導事業推進会議
タチウガン
ピーリンポーリン行事（旧 3 月 3 目）（浜下り）
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受賞財　むらづくり活動
受賞者　槻之屋振興会
住　所　島根県雲南市

受賞者のことば

－ 267 －

日本農林漁業振興会会長賞受賞

槻之屋振興会　代表　斎藤　文隆

　このたび、私どものような小さな集落が、とても大きな賞をいただき光
栄に身が震える思いです。誠にありがとうございました。これを機に、次
に向かって一層がんばりたいと、住民一同決意を新たにしています。
　今回の受賞に際し、中国四国農政局、島根県、雲南市の関係各位に心よ
り深謝申し上げます。
　思えば十数年前に、「今、何とかしなければ取り返しがつかない」、「集
落の維持が危機的状況に直面する」と、飲み会がある都度意見を戦わせて
来ました。現状を見て、見ない顔をするのではなく、問題点を明確にして、
表に出し討論した結果です。
　10 年前に、農事組合法人槻之屋ヒーリングを設立し、８年前には、地
縁による法人槻之屋振興会を設立しました。生産部門のヒーリングと環境
改善部門の振興会が両輪の如くうまく回って、今の槻之屋集落があります。
　振興会の役員に女性を参画させ、女性の立場、高齢者の意見が言い易い
体質を作り、その中で行った、環境整備、景観づくり、葬儀の改革など、
女性の意見、高齢者の意見が大きく左右しています。また、綺麗になった
集落に若者夫婦が帰って来て、子供が生まれ、集落に赤ん坊の泣き声とカ
エルの鳴き声がよみがえって来ました。受賞の喜び、赤ちゃん誕生の喜び
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受賞者のことば

－ 268 －

　地域の沿革と概要

　雲南市は、島根県の東部に位置し、
北部は出雲平野に続いて平野部が広が
り、南部は広島県に接して中国山地に
至る広範な山間部である。総面積は
53.4k㎡で島根県の総面積の 8.3％を占
め、その大半を林野が占めている。
　古くから斐伊川の支流周辺の低地で
は農耕が営まれ、山間地では、たたら
製鉄や炭焼きが盛んに行われてきた。
また、山陰と山陽を結ぶルート上に位
置することから、陰陽を結ぶ交通の要衝として栄えてきた。
　農業は零細な経営基盤が多く、担い手の高齢化が進む中、生産組織とし
て西日本初の JGAP（農業生産工程管理手法）認証を取得した水耕野菜「み
どりちゃん委員会」や木次町・吉田町を中心とした有機農業などが取り組
まれており、安全・安心な農作物の生産地として評価を得ている。
　槻之屋地区がある木次町は、日本桜名所百選に選ばれた斐伊川堤防の桜
並木や湯村温泉、ヤマタノオロチ伝説の舞台でもあり、豊かな自然と歴史
文化があり、産業では木次拠点工業団地に県内屈指の製造業集積が行われ
ている。

が、今後も末永く続く集落を目指して、活動をより活発化して行きます。
　今後も、ご指導、ご鞭撻いただきますようよろしくお願いいたします。

槻之屋振興会

第１図　位置図
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　むらづくりの概要

１.　地区の特色
　槻之屋地区は、雲南市の中心地から南東７ｋｍ、車で約 20 分ほどの中
山間地域にあり、標高は 250 ～ 300 ｍで、冬季の積雪は比較的多い地域で
ある。旧村時代は村役場があり地域の中心・交通の要衝として栄えていた。
　昭和 54 年に 160 人いた地区住民も現在は 103 人、65 歳以上比率 41％
となっている。数年後には確実にいわゆる「限界集落」となり、集落維持
の危機に直面している。　　　　　　　　　　
　一方、文化面では、近隣で唯一の古代神楽が伝承され、島根県無形民俗
文化財「槻之屋神楽」 として近郷神社の例祭で奉納されている。

２.　むらづくりの基本的特徴
（１）むらづくりの動機、背景
　むらづくりへの取組は、30 年くらい前から始まった。自治消防団の若
者たちが消防活動で集まる度に、このままでは集落に子どもがいなくなる
という危機感を抱き、将来の集落の姿を語り合う中で、若者会の結成や尾
原ダム建設の具体化をきっかけに、集落内の若者が中心となって槻之屋の
将来ビジョンづくりが始まった。
　平成６年、沈滞ムードに充ちている集落を活性化しようと 42 歳以下の
若者 20 名がファームドリーム会を結成し、木次町がっしょ祭への参加や
地区盆踊り、納涼会などの開催で集落を盛り上げるようになった。
　槻之屋地区連合自治会では「地域農業は地域で守る」という彼らの熱い
思いを受け止めて、その活動に助成するとともに、「行政が何をしてくれ
る？」ではなく「集落が立案して要望書を出す！」をモットーに、集落の
将来像（青写真）作成プロジェクト「７人会」を立ち上げた。
　７人会は「快適な生活空間を目指す」という基本理念のもと、集落の生
活基盤整備、集落排水事業、農業基盤の整備や農事組合法人の設立等、先
進的な内容が数多く盛り込まれた 74 項目の要望事項を取りまとめた。連
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合自治会は、それをもとに町に提案・陳情を行うとともに、その後の事業
展開の担い手として、集落営農組織と自治組織の法人化に取り組んだ。

第１表　農業の概要 （単位：戸、ha、万円）

区　　分 平成
7 年

平成
12 年

平成
17 年

最近年（H20） 備　考
（最近年）対 H7 年比 構成比

世
帯
・
人
ロ
等
の
動
向

総世帯数 42 39 36 33 79% 販売農家の農業後継者確保率
　専　　業　　　　　　0.0%
　Ⅰ種兼業　　　　　　0.0%
　主　　業　　　　　　0.0%
　準 主 業　　　　　　0.0%

 認定農業者数　　　　　1 人
   （うち法人：１　　　　　）

 基幹農業従事者数　　  ２人
   （うち男性２人、女性　人）

総人ロ 147 129 116 103 70%
うち 65 歳以上 53 48 42 41%
非農家数 5 15 17 18 360% 55%
農家数 37 24 19 15 41% 45%
農家人ロ（販売農家） 116 70 30 24 21% 23%
うち農業就業人口 48 28 15 6 13% 6%

販
売
農
家
の
動
向

販売農家数 30 17 7 6 20% 18%

専
兼
別

内
訳
１

専業 5 5 2 3 60% 50%
Ⅰ兼 5 1 3 1 20% 17%
Ⅱ兼 20 11 2 2 10% 33%

主
副
別

内
訳
２

主業 3 0 2 2 67% 33%
準主業 7 2 0 0 0% 0%
副業的 20 15 5 4 20% 67%

規
模
別

0.5ha 未満 10 7 3 3 30% 50% 1 戸当たり平均耕作規模

3.3ha
0.5 ～1ha 未満 15 8 2 2 13% 33%
1～2ha未満 5 2 2 1 20% 17%
2ha 以上 0 0 0 0 0%

耕
地
面
積
等

耕地 21.8 19.9 19.7 19.5 90% 地 区 面 積　　　　　　283ha
耕地率　　　　　　　　6.9%
林 野 率　　　　　　　　80 %
ほ場整備率（田）　　　 92%
ほ場整備率（畑）　　　  2%
利用権設定率　　　　  64%

内
訳

田 16.3 17.8 18.4 18.5 113% 95%
普通畑 4.8 1.8 1.2 1.0 21% 5%
樹園地 0.7 0.3 0.0 0.0 0% 0%
牧草地 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

採草放牧地 0.0 0.5 0.0 0.0
耕作放棄地 4.4 0.8 1.7 2.1 47%
一戸当たり耕作面積 0.7 1.2 2.8 3.3 448%

作
付
面
積
等

稲 12.9 16.2 17.6 17.5 136% 主な経営類型

水稲 + 野菜野菜 0.5 0.3 0.7 1.0 200%
豆類 0.7 0.1 0.0 0.0 0%

農
業
産
出
額

総額 1,920 1,940 2,400 2,400 125% 1 戸当たり農業産出額
400.0 万円

（農業産出額のうち 8 割は（農）
槻之屋ヒーリング分）

稲 1,800 1,900 2,300 2,300 128%

野菜 120 40 100 100 83%

一戸当たリ産出額 64.0 114.1 342.9 400.0
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第２表　７人会の集落維持事業案（74 項目）

1 郷土文化保存伝習
施設建築 1 つきのやフラワー道路命名 1 配偶者問題 25 水仙の植付

2 上水道付設工事 2 槻之屋入口の看板設置 2 少子化問題 26 東大谷農免農道拡幅

3 農事組合法人の設立 3 槻之屋のホームページ
作成 3 独居者・跡取り問題 27 薬師堂・付近の整備

4 低農薬・低化学肥料栽培 4 花壇の設置 4 特産物に奨励金 28 ハイキング道設置

5 ゲートボール場建設 5 環境の日制定 5 特産物の販売ルート拡充 29 ダム展望台の建設

6 町部との交流
イベント開催 6 公民館移転新築 6 イノシシ牧場建設 30 菖蒲園づくり

7 町民バスの運行 7 パソコン教室の開催 7 廃車等粗大ゴミの撤去 31 水芭蕉園づくり

8 槻之屋集落のほ場 8 槻之屋特産物の開発 8 納涼祭の開催 32 釣り堀の建設

9 下槻集落道路二車線拡幅 9 槻之屋特産物の生産 9 笹ゆりの丘づくり

10 上槻農道二車線拡幅 10 平田西日登線二車線拡幅 10 かざぐるまの丘づくり

11 中山間直接支払制度導入 11 ゲートボール場
土地名義変更 11 薬草の丘づくり

12 環境保全看板設置 12 タラの木園づくり 12 山菜の丘づくり

13 集落維持活性化事業導入 13 集落維持システムづく
り 13 スズランの丘づくり

14 葬儀の改革 14 公民館～三谷屋前
二車線拡幅 14 エビネの丘づくり

15 環境保全活動事業導入 15 イノシシ捕獲檻設置 15 山野草の丘づくり

16 プランターの購入 16 ヌートリア捕獲檻
試作依頼中 16 メダカの池づくり

17 護美・ステーション建設 17 危惧動植物の保護
（タガメ） 17 炭窯づくり

18 病気見舞の見直し 18 合併浄化槽整備工事 18 桜の木植樹

19 机・椅子の購入 19 紫陽花の木植樹

20 葬儀の備品購入 20 ドウダンツツジの木植樹

21 伝習館にテレビ購入 21 ツツジの木植樹

22 槻之屋振興会
非営利法人化 22 カエデの木植樹

23 槻之屋川の掃除 23 レンゲ畑

24 槻之屋川の生態系調査 24 菜の花畑
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（２）むらづくりの推進体制
ア　「地域農業は地域で守る」農事組合法人の設立
　ほ場整備の着工が見えてきた平成７
年から、ほ場整備後の水田営農ビジョ
ンの検討を始め、集落営農法人設立の
方向で合意が図られ、平成 10 年、ほ
場整備の面的工事の開始とともに、有
志 18 名で農事組合法人「槻之屋ヒー
リング」が設立された。
　
イ　「快適な生活空間を目指す」非営
利法人の設立
　平成 13 年、尾原ダム建設に関連して槻之屋地区公民館が移転すること
になり、新しい公民館を地区名義で登記し継続的な活動拠点にしようと、
非営利法人「槻之屋振興会」（地方自治法第 260 条の２に基づく認可地縁
団体）を設立し、町の認可を受けた。
　これにより、槻之屋振興会は町の各種支援の受皿として、また、対外的
に認知された独立組織として地域活動の中心的役割を担うこととなった。
                     

　むらづくりの特色と優秀性

１.　むらづくりの性格（自治会と２法人のコラボレーション）
　当地区のむらづくりは、槻之屋振興会が中心となって、住民参加による
環境改善活動を展開するとともに、地域の共同利用施設の管理や各種支援
事業の実施主体となり、地域活動の主たる担い手として大きな役割を担っ
ている。
　一方、農業生産面では農事組合法人槻之屋ヒーリングが地域内農地の大
半を管理し、担い手不在農地の受皿となり、経営の多角化に取り組みなが
ら地域農業の担い手としての役割を担っている。

写真１　槻之屋集落の活動拠点
「ふれあい館（公民館）」
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　むらづくり活動は槻之屋振興会の役員会で企画し、連合自治会及び単位
自治会で実施されており、槻之屋ヒーリングは、所有施設機械を活用して
大きな作業を受け持ちながらこの活動を支援している。
　また、槻之屋振興会は、会員の野菜生産グループや老人会、女性グルー
プ「なでしこ会」などとも連携し、地域の環境維持活動や消費者交流イベ
ントなどを実施している。

２.　農業生産面における特徴
（１）農業生産基盤づくりと担い手の創出
　槻之屋地区では、地域農業を守る基盤づくりのため、尾原ダム周辺整備
に関連してほ場整備を要望し、併せて農事組合法人槻之屋ヒーリングを設
立するとともに、法人が農業経営基盤強化促進法の認定農業者となり、農
地の集積と施設機械の整備を総合的に進めてきた。
　この法人も設立 10 周年を迎え、地区内外を含めて利用権設定 16.6ha、
農作業受託 5.3ha の水田経営規模となり、地区内農用地の９割以上をカ
バーするほどに成長し、今では周辺地域を含めた地域農業の担い手として
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広く認知され、雲南市では近隣の集落営農法人との連携が検討されている。

（２）癒しをテーマとしたこだわりの農産物
　槻之屋ヒーリングは、心が癒されるほどに快適な農村空間づくりに向け
て、「神楽の里癒しと水」をテーマに安全・品質・美味しさを追求している。
　法人経営の中心となる水稲は、中山間地域の良好な食味と有機低農薬栽
培米をセールスポイントに、「奥出雲癒し米」として県内を中心に消費者
へ直接販売している。また、米を送るときには必ず一品農産物をプレゼン
トしたり、毎年 10 月の収穫祭などで顧客サービスをしており、徐々に東京、
広島、山口など県外にも販路を拡大している。

（３）地域を支える女性の力
　平成 11 年に誕生した槻之屋ヒーリ
ングの女性部は、組合員の家族 20 名
で構成され、ハウス作業や加工部門に
積極的に参加していたが、皆兼業であ
るため次第に参加者が限られ、また、
高齢化も重なり、数年後には結成当初
の活気がかなり薄れてきた。
　そのような中で、槻之屋振興会では
女性役員が３名選出され、集落活動に女性の声が反映されるようになった。
　また、槻之屋振興会と槻之屋ヒーリングとの共催で平成 18 年に開店し
た農家レストランを契機に、新たな女性グループ「なでしこ会」が結成さ
れ、法人と自治会の枠を超えて女性たちが活発に動き出した。
　農家レストランには、自慢料理が各家庭秘蔵の器に盛りつけられ、消費
者と槻之屋の味をゆっくりと味わいながら交流を深めている。また、なで
しこ会は、笹まきの予約販売などのアイテムを増やしながら、将来は常設
の農家レストランの開店や本格的な農産加工に取り組みたいという、新た
な夢を描いている。

写真２　平成 18 年にオープンした
農家レストラン
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（４）夢と信念を可能にした経営方針の転換
　農事組合法人槻之屋ヒーリングは、当初、和気あいあいで一緒に農業を
やろうという夢を持って設立したが、生産規模が小さく収量も不安定で、
初年度に 1,200 万円の赤字を計上した。翌年には花、野菜、採種、加工に
も取り組み経営の多角化を目指したが、ほとんど改善できなかった。
　しかし、有機低農薬栽培にこだわり、癒しの農村空間で育まれた農産物
を消費者に直接提供したいという信念のもと、新しく産直出荷を中心とし
た野菜、切り花、苗物、きのこ等の生産を開始し、売上の拡大と徹底的な
コスト削減、労力不足の解消を進めた。その結果、徐々に経常利益が向上
し、ついに平成 18 年度決算には累積赤字を克服した。
　法人の代表は、「農業するのが大変で、辛い、と思っている人が集落営
農を思いつきます。大変だ、辛いと思っている人は集団化したら、その集
団に任せきりになり、農作業をしなくなります。ここをどうするかが、正
念場です。」と言う。槻之屋ヒーリングは設立直後にこの壁に直面し、経
営方針の転換と槻之屋振興会との連携という手法でこの危機を乗り越え
た。これは、槻之屋ヒーリングが集落営農型の農業法人であったからであ
る。集落営農であったからこそ水田の継続的確保が可能となり、法人の運
営を任された責任者も、自治組織との連携、支援の中で、自らの創意工夫
や経営努力を生かすことができた。これまで培ってきた集落営農という仕
組みが、法人の経営改善に効果的に作用したのである。

（５）就業機会と後継者の確保
　槻之屋ヒーリングは、高齢化と兼業化が進む中で年間雇用を確保するた
め、平成 17 年から町内出身の 27 歳の青年を雇用している。一方で、槻之
屋ヒーリングが農業部門を担うことにより、農家は安定兼業が可能となり、
間接的に農家の就業機会の確保に大きく寄与している。
　水稲を中心とした複合経営と外部労力に依存している槻之屋ヒーリング
にとって、今の大きな課題は次世代を担う後継者の確保である。現在、33
歳のＩターン希望の研修生や退職者の中から将来の法人を担う後継者を育
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てる計画を進めており、すでに、各部門で後継者候補が見込まれている。

３.　生活・環境整備面における特徴
（１）葬儀の改革
　当集落は昔ながらの葬儀を行っており、葬儀があるたびに「自分の代は
近所の葬儀を手伝いできるが、子供の代になったらできない」という言葉
が出たり、世帯主が変わった場合に葬儀についていけない人も出てきつつ
あった。
　これらを解決するため、平成 12 年に葬儀の改革が提議され、葬儀を故
人の自宅から郷土文化保存伝習施設という共同の場で行うよう変更すると
ともに、葬儀の準備から実施までをすべてマニュアル化した。それにより
若者の気兼ねや負担感が無くなり次世代に継続できる仕組みとなった。

（２）県無形民俗文化財「槻之屋神楽」の伝承
　「槻之屋神楽」は、江戸期には仁多郡の神職によって舞が受け継がれて
いたが、明治を迎えると担い手は神職から氏子の手に移り、その後、槻之
屋出身者が中心となって伝承されてきた。槻之屋加茂神社の例祭や近郷神
社の祭礼に際して奉納されており、昭和 37 年に「島根県無形民俗文化財」
に指定された。
　その後、槻之屋地区の高齢化が進み地区内では維持が困難となったため、
雲南市全域から舞い人を募っている。この活動は地区内にある郷土文化保
存伝習施設を主道場として行われており、地区の中心にある施設は舞所や
神楽面の展示など、文化活動の拠点としても大きな役割を果たしている。

（３）ユースワークキャンプ開催による国際若者交流
　平成 18 年から毎年、槻之屋を舞台に 10 日間の国際ユースワークキャン
プを開催している。このキャンプは、ボランティア活動を通して、「社会
性」・「協調性」・「生きる力」を養うことと、その地域を知り、地元の人々
と協力して地域を盛り上げていくことを目的としており、期間中は世界の
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国々のユースたちとの家族のような親
しい時間を過ごしている。
　この企画の中で槻之屋ヒーリングは
農業体験プログラムを組み、花の移植、
草取り、野菜の収穫、袋詰め、出荷な
どの作業体験をサポートしている。参
加者からは、「異文化交流の中で良い
団結感を深めることができた」、「楽し
すぎて驚いた」などの感想が寄せられ、高齢化が進む地域に、たくさんの
元気をもらっている。
　この他にも、しまね田舎ツーリズム研修会開催地、近隣の保育園の芋掘
り体験、農林高校生や県立農業大学校生の農業体験学習等を積極的に受け
入れ、農作業や地域活動を通して農村の厳しさや豊かさを伝えている。

（４）環境問題への取組
　かつては集落内外問わず、不法投棄
が大変多く目についた。槻之屋振興会
では「環境の日」に定期的に環境問題
の啓発事業やボランティア活動を実施
している。槻之屋川の生物調査、環境
問題や家電リサイクル法の講演会、投
棄ゴミの現場視察、ゴミ拾い、加茂リ
サイクルセンター見学などのソフト活動とともに、ゴミステーション２基
の設置、啓発看板の設置などにより着実に啓発効果を上げ、現在では投棄
ゴミはなくなり、さらに環境保全活動（側溝や路傍、水路の掃除等）、生
活支援活動（イノシシ被害水路の復旧、倒木撤去、雪かき等）及び環境美
化活動（花いっぱい運動、スイセンの植栽、花壇の設置）などを計画的に
実施している。

写真３　文化の国際交流：槻之屋神楽

写真４　生活支援活動：雪かき
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（執筆者　農林水産省農村振興局農村政策部
都市農村交流課企画係長　伊藤　智哉）

第３表　平成 20 年度むらづくり関連行事一覧表
月 行事（名）等 役員会・総会等

４
農家レストラン（※）
下槻花見
菜の花祭り

第 1 回役員会
定期総会
賦課金検討会

５
６ 農村未来会議 第 2 回役員会
７ 道路愛護

８ ユースワークキャンプ（10 日間）（※）
グランドゴルフ

９

10
収穫祭・農家レストラン（※）
農事組合法人槻之屋ヒーリング設立 10 周年記念式典
尾原ダム進捗説明会
地域づくりサミット

第 3 回役員会

11

農業農村整備懇談会事務局視察受入れ（※）
グリーンツーリズム料理打合せ
ホンモロコ養殖打合せ
農家レストラン打合せ（※）
島根大学ワークショップ（地域の資源探し）

12
雲南市阿用自治会視察受入れ（※）
集落営農・特定農業法人サミット現地検討会受入れ（※）
農家レストラン（※）
研修予定者来訪（※）

第 4 回役員会
第 5 回役員会
第 6 回役員会

１ 農家レストラン打合せ（３回）（※）

２ 農家レストラン打合せ（※）
石川県担い手協議会視察受入れ（※）

３

注：（※）は、農事組合法人槻之屋ヒーリングと連携している行事等



平成 21 年度（第 48 回）
農林水産祭受賞者の業績（技術と経営）

	 印刷・発行／平成 22 年３月８日
	 発　行／財団法人　日本農林漁業振興会
	 東京都千代田区神田多町２－９－６（田中ビル）
	 電　話　０３（３２５６）１７９１（代表）


	表紙
	目次
	天皇杯等三賞受賞者一覧
	選賞審査報告
	農産部門
	天皇杯
	内閣総理大臣賞
	日本農林漁業振興会会長賞

	園芸部門
	天皇杯
	内閣総理大臣賞
	日本農林漁業振興会会長賞

	畜産部門
	天皇杯
	内閣総理大臣賞
	日本農林漁業振興会会長賞

	蚕糸・地域特産部門
	天皇杯
	内閣総理大臣賞
	日本農林漁業振興会会長賞

	林産部門
	天皇杯
	内閣総理大臣賞
	日本農林漁業振興会会長賞

	水産部門
	天皇杯
	内閣総理大臣賞
	日本農林漁業振興会会長賞

	むらづくり部門
	天皇杯
	内閣総理大臣賞
	日本農林漁業振興会会長賞


