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 明けましておめでとうございます。 
  日頃より農林水産行政の円滑な実施につきまして、御理解と御支援をいただいておりますこと
に感謝を申し上げます。 

 さて、本年は、「農政新時代」と言うべき、新たなステージを切り拓く転換期を迎えています。こ
れまで進めてまいりました攻めの農林水産業に向けた施策をさらに推し進めるとともに、昨年取
りまとめられました「総合的なTPP関連政策大綱」に掲げた施策を着実に実行することにより、新

たな国際環境下における「強くてゆたかな農林水産業」と「美しく活力ある農山漁村」の実現を図
ることが求められています。 

 このため、中国四国農政局愛媛支局は、「現場と農政を結ぶ業務」として、現場の課題･ニーズ
をお聞きする中から、地域の抱える問題点を把握し、県・市町等の地方公共団体、農協等の農
業団体、農家・農業法人・集落営農等の担い手農業者、加工・流通・販売等に関わる事業者の
皆様と協働して､その解決に向けた取り組みを進めます。 

 力強い愛媛県農林水産業と、美しく活力のある農山漁村の実現にむけた取り組みについて、
皆様方のより一層の御理解、御協力をお願い申し上げます。 

 
                                                       平成28年1月１日 
                                                                 中国四国農政局愛媛支局 

                                       地方参事官  有馬 聡 



有馬： 本日はお忙しいところ新春座談会にお集まりいた
だきありがとうございます。 
 今日は、有限会社こんぱら菅社長、胡柏(フバイ)愛媛大

学農学部教授とともに、紺原集落をまとめ、法人として事
業展開されている(有)こんぱら(以下、「こんぱら」という)の

取り組みと、今後の展望や農水省の施策などについての
ご意見をお伺いしたいと思います。 
 胡先生におかれては 学術的な立場からご助言をいただ
ければと思います。 
  まず、こんぱらの菅社長から、歴史なり課題なり今後の展
望なりをお聞かせ願えればと思います。 

菅：  新春座談会と言うことで、希望も含めざっくばらんに、
気楽にお話をさせていただきたいと思います。 

 こんぱらは、地区の先祖代々の農地を荒らさないという
ポリシーで出発しています。立ち上げから10年経った現在

も、それは継承していますが、米価等が下がっていくなか
で米・麦だけではなかなか経営が継続できない。そのため、
米・麦をベースに野菜、特にたまねぎで収益を得ようと取り
組んできています。 

 しかしながら、社員は兼業であったり、高齢であったりで、
365日農作業することは厳しい。また、事業の継続のため

にも、当社としては楽しくできる農業を目指しており、休養
をとりつつ英気を養い、日々の作業をと考えています。 
  昭和30年代には、地区はほとんど農地でしたが、地区の

産業である造船所等に勤務される方々の住宅が増え、昔
は50haほどあった農地は、現在は30haちょっとです。 

有馬： 集落外の農地を借り受けて経営面積を増やすこと
は考えられますか。 

菅： 近隣の地区から高齢者が増えたので農地の管理を
お願いしたいとの声も聞かれますが、ただ、水利関係や地
域のルールに格差、温度差があるので、他の地区の農地
を管理するというのも難しい面があります。 

 水利関係がしっかりしておればまだ可能ですが、それで
もいろいろルールがあり難しいところがありますねえ。この
集落内は、これまで先輩方が地区をしっかりまとめてきまし
たし、今は我々こんぱらの実績を見て、農地を守ってくれる
と理解もしていただいており、土地の集約ができています。 

有馬： こんぱらは、社員が23名おられると伺っております

が、もともと持っておられる耕作面積と経営面積はどのくら
いですか。 

菅： 集積地は16ha、経営面積は21ha。以前は20haほど集

積していましたが少し減ってきました。家を建てたり、事業
所の進出で、農地は飛び地となり、農地自体も少なくなっ
てきています。 

胡： 中山間地域とは違う事情で、都市型の農地の減少や
農地集積の問題が発生してきていると言うことですね。 

菅： 環境問題もあります。トラクター作業のあとは農道に
土が落ちる。すると、ほこりが立つ、朝早くからやかましい、
洗濯物が汚れる、というような苦情が来ます。住民の皆さ
んとは、作業の時は声かけしながら進めていますが、混住
化でそうした問題がおこっています。 

有馬： 先ほど高齢化の話がありましたが後継者はいらっ
しゃいますか。 

菅： こんぱらは兼業農家の会社組織で、定年退職後から
が後継者。60歳で定年退職しても70歳くらいまでは働ける。
10年は大丈夫。平均寿命は80歳を超えていますから。 

有馬： サラリーマンしていた方が退職してこんぱらに入社、
それから10年なり20年なりと言うことですか。そして次の方

にバトンタッチしてゆく。そういう形で地域の農業がずっと
維持できればいいですよね。 

新春座談会 

 都市的地域の 
     集落営農を考える 

胡： この地域のような都市型の地域で、効率的で安定的
な個人の大規模経営は難しいと思います。一方こうした地 

混住地域での農地集積 

都市型地域だからこその集落営農 

菅惠志 氏 
（有）こんぱら社長 
JAおちいまばり退職後、
平成20年から現職 
昭和26年生まれ(64歳) 

 今治市大西町の集落営農組織(有)こんぱら 菅

社長ならびに胡柏（フバイ）愛媛大学農学部教授を
ゲストにお迎えし、都市近郊での集落営農の取り
組みとその役割、また、住宅地と混在する農地の
集積や、地の利を生かした経営計画などについて
お伺いしました。 



胡： 効率的、安定的な農業経営を考えるときに、個人経
営の大きな経営体を想定しがちですが、政策では集落営
農も想定している。ただ、全国では1.2万ほどの集落営農
組織があって、そのうち2割ぐらいが法人経営をしています

が、こんぱらのようにみんなをまとめただけではなく、経営
体として成功し、地域で認められている法人の例は少ない
です。都市型の地域での取り組みとして、非常に大きな役
割を果たしています。  

有馬： 話は変わりますが、私どもは｢農林水産業・地域の
活力創造プラン｣に基づく農政改革を着実に推進するため、
地域センターを見直し、新たに、農政全般について｢現場に
伝える｣｢現場からくみ上げる｣｢現場とともに解決する｣機能
を担う中国四国農政局愛媛支局を設置しました。 
  そこで、お聞きしたいのは農業政策に対するご要望です。

胡先生からも学術的立場から、ご意見をお聞きしたいと思
います。 

菅： 農業が補助金なしでやれるような政策でしょうね。 

 たとえば農業機械。経営所得安定対策の交付金を積み
立て、中長期の計画は立てていますが、会社としては交付
金に頼らず、利益を上げて計画を立てたいと考えています。 

 また、米麦以外は輸送コストを考慮すれば県内消費、地
産地消で、何とか利益を上げて行きたい。大消費地に向け
た大量生産をすると、物流コストとともに、ロットが必要、さ
らに、相場が収益を左右する。ここは、農地が飛び地に
なっていますし、この面積で単一化すると経営的に難しい。
たまねぎなら、近郊で安定して需要があり輸送コストもか
からないということで、現在取り組んでいます。 

胡： 県内消費は大事です。 

 愛媛県は、農業県と言いながら、多くの農産物は自給は
できていない。これは、よく県内農業の弱みといわれます
がこれはむしろメリット。県内自給率が低いということは県
内販売、地産地消の可能性が大きいということでしょ。しか
も、この地産地消の担い手は誰かと考えると、これは小規
模農家が多い。そういう意味で、それを組織化し、まとめる
のは集落営農、農業法人の大きな役割の一つと考えます。    

 農水省への要望ですけど、農地集積と後継者と法人化
支援、この３つが大きなポイント。これを政策的にどう支援 

し、安定的かつ効率的な経営体とするための施策として継
続していくかが課題と考えます。そのため、しっかりした実
態調査をしたうえで、政策への反映をお願いしたいです。 

 菅： 地区によって環境、条件はいろいろ。今は補助金も

らって法人化するのが精一杯。継続をどうするかの事例が
少ないので、方向が決められない。その中で消えていく法
人も多いです。 

有馬： 時間も迫ってまいりましたが、最後に今後の方向性
について一言お願いします。 

 菅： 周年で仕事があるような事業計画ができればと思い

ます。後継者を育てるには切れ目なく仕事があり、賃金が
出せるようにならないと難しい。賃金が確保できないと施設
栽培など新しい物にもトライできない。早く確立したいです。 

 今日は、楽しく話させていただきました。胡先生のご意見
も参考になりました。 

胡： 現地で直接取り組みをお聞きしましたが、定年後の人
を活用し、地域農業を維持できると事業体として評価でき
ることが多くあります。是非こんぱらの経験を多くの人に
知っていただきたいと思います。 

 集落営農は、全体としてどういった課題があるのか把握
して、大規模展開ができない地域でどうしていくか、政策的
に学問的にも非常に大きな課題。私としても機会をいただ
ければたびたびお邪魔したいと思います。 

有馬： 今日は、とても勉強になりました。こんぱらのすばら
しい事例を同じような環境の集落に紹介し、維持発展に活
用してもらいたいと思います｡  
 ありがとうございました。 

補助金いらずの農業が理想 

有馬 聡 
昭和56年入省 

食糧庁、大臣官房国際部、近畿農政
局豊岡地域センター長、中国四国農
政局松山地域センター長等を経て 

中国四国農政局地方参事官（愛媛支
局長）現職 

胡 柏（フ・バイ） 氏 
愛媛大学農学部教授(2001年～) 
農学博士（愛媛大学農学部経済学） 

環境保全型農業の経営学・経済的研
究、農村や地域経済の活性化に関す
る研究等 
中国重慶生まれ 
 

菅： この地域は兼業農家が多く、小さな農家が多かった
から組織もできました。他の地域のように個人で数ヘク
タール持てるような所、大きくできる所は、こうはいかなかっ
たかもしれません。 

域で、集落営農は重要な役割を果たすと思います。農地と
住宅が混在し、農地がまとまっているところがない。個人で
やると交換分合とかいろいろ課題が出てくる。が、集落営
農のようにまとまってくると、お互いに協力してそのことはク
リアできる。集落営農の一つのメリットと考えます。 

今治市大西町（有）こんぱらにおいて収録 
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インフォメーション 
新年“イチ押し”「愛」あるブランド産品のご紹介                                                                                                                                                                                                      

                                                                    

★愛媛あかね和牛 
～脂肪を抑えたヘル
シー黒毛和牛～ 

【特徴】愛媛生まれで愛媛育ち
の黒毛和牛。愛媛県産かんき
つと亜麻仁油を餌に配合し、健
康的に育てました。脂肪が抑え
られた赤身の肉質は、ジュー
シーで柔らかく、あと味もさっぱ
り！ヘルシーなので、シニア層
や女性にも嬉しいお肉です。 

★愛媛Ｑｕｅｅｎスプ
ラッシュ ～甘くて
芳醇、プチプチ果
実～ 

【特徴】「愛」あるブランド産品で
もある愛媛県開発のオリジナル
品種、「甘平」の上級品として選
別されたのが『愛媛Ｑｕｅｅｎスプ
ラッシュ』です。濃厚な甘さと
シャキッとした独特の食感。贈
答品としても最適な高級柑橘！ 

★伊予の媛貴海
（スマ）～全身トロ
の幻の魚～ 

【特徴】愛育フィッシュに幻の魚
スマが登場。市場にはあまり流
通していない希少な魚の完全養
殖技術を愛媛県が確立しました。
脂のりが非常によく、マグロのト
ロのような食味。クセが少ない
ので刺身や炙りはもちろん、洋
食などにも是非どうぞ。  

えひめブランド期待の   
  ニューフェイス 

 平成27年11月に愛媛県が発表した｢愛媛あか
ね和牛｣｢愛媛Queenスプラッシュ｣｢伊予の媛貴
海（ひめたかみ）｣をご紹介します。 
 愛媛あかね和牛は本年3月から本格販売を開
始、愛媛Queenスプラッシュは1月末から、伊予

の媛貴海は今年秋以降に県内外の百貨店等で
お目見えの予定です。 
 

★伊予美人（里芋）  

食感はやわらかく滑らかな舌触り。
濃厚な甘味が特徴です。 

【 旬 】９月～３月 

★宇和島ブラッドオレンジ  

真っ赤な果皮と果実が特徴。越
冬完熟させた中から赤く色づい
た果実を限定出荷。 

【 旬 】２月～５月 

★みかん愛たい   

愛媛産の柑橘をエサに配合し
ているため、ほんのりと柑橘
の味、香りがします。 

【販売期間】通年 

★愛媛甘とろ豚  
愛媛県産の裸麦を与えて育てら
れた肉質はジューシーで柔らか。
その脂身は36度でとろけます。 

【販売期間】通年 

★あまおとめ（苺）  
糖度が高く酸味が低いため、
甘味を強く感じます。 

★紅い雫（苺）  
甘味と酸味のバランスが良く、
雫のような美しい形が特徴。 

【 旬 】11月中旬～6月下旬 

【 旬 】11月中旬～6月 

「愛」あるブランド産品や愛媛県農林水産物などの詳しい情報については、愛フード推進機構のHPをご覧ください。http://www.aifood.jp/  

ひめたかみ 

愛媛のイチ押し農林水産物。そのほかにもたくさんあります！ 

http://www.aifood.jp/

