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成功へのメッセージ 

～活力ある農山漁村から学ぶべきこと～ 

 

 

  
農林水産業を核とした、自律的で経営感覚豊かな農山漁村づくりの 

先駆的事例を「立ち上がる農山漁村」として選定した  

 

 

 

 

 

 

 
農山漁村づくりの先駆的事例において「成功要因はなにか」、そして 

「地域活性化に必要なポイント」について調査をおこなった 

 

 

 

 

 

 
調査の結果、今後の地域活性化に向けて、４つの成功要因メッセー 

ジが抽出された 

 

１．調査の目的 

 

 平成 16 年 6 月 14 日、首相官邸大会議室において開催された「立ち上がる農山漁

村」有識者会議において選定された、全国の活力ある農山漁村における先駆的事例

を調査し、先駆的地域から学ぶべき点について検討を加え分析を行うことを目的と

する。 

 

 農山漁村においては、人口の減少や高齢化の進行等による地域活力の低下等の問

題を抱える中で、近年、地域資源を活かし、地域住民・組織が主体となって自律的

で経営感覚豊かな活動を行なうことにより地域の活性化・再生に結びついている先

駆的な事例が各地で見受けられる。 

  

 今後、こうした活動が幅広く展開され、農山漁村地域における地域再生が進展し

ていくためには、先駆的な事例での成功要因を明らかにしてそのポイントを体系化

し、広く情報提供していくことが必要である。 

 

 このため、今回の調査では、各地で見られる様々な先駆的取り組みの中で、農山
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漁村の活性化のためのヒントとなるような先駆的な事例について、それらの特徴、

地域経済への波及効果等を調査し、その成功要因を明らかにするとともに、事例横

断的な成功のポイントについて体系化することにより、今後の各地域における取り

組みの参考に資するものとする。 

 

２．調査の内容 

 

 「立ち上がる農山漁村」に選定された地域は、農林水産業を核とした、自律的で

経営感覚豊かな取り組みを行っている先駆的事例である。 

その対象分野は、以下の５分野となっている。 

● 「食」 

  ―おいしく、安全・安心の食材供給― 

● 「バイオマス、リサイクル」 

  ―環境に優しい地域資源利用― 

● 「IT 導入」 

  ―高度情報化による経営革新― 

● 「農林水産物の輸出」 

  ―守りから攻めへ― 

● 「都市と農山漁村の交流」 

  ―ゆとりとやすらぎ・食育の場の提供― 

 

また、選定の視点として、以下の４つがある。 

● 農山漁村振興へ力強い情熱と独自の経営感覚を有している事例。 

 

● 農山漁村の地域資源を最大限に活用している事例。 

 

● 既成概念や枠組みにとらわれない革新的な地域戦略を有している事例。 

 

● 農山漁村の経済活性化や雇用創造に貢献している事例。 

 

こうして選定された「立ち上がる農山漁村」３０事例について、活動期間、収

益、事業規模、参加者数など定量的なデータの把握を目的としたアンケート調査を

行うとともに、事例に関する定性的な特徴の把握を目的とした現地関係者へのヒア

リング調査を実施した。 

両調査の結果を基に、活動の特徴や地域経済への波及効果等を分析し、その成功

要因を明らかにするとともに、各事例から抽出された成功のポイントについて体系

化を行い、農山漁村地域における自律的な活性化の要因について分析を行った。 
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３．まとめ 

 

 

 

 

各事例における「成功要因」、「地域活性化に必要なポイント」についての調

査を実施し、これを分析した結果、成功要因として以下の４つのメッセージが

浮かび上がってきた。 

 
 

 

 

 

 

 

コミュニティの活動 オリジナル性 経営感覚 ニーズの把握 

成功要因メッセージ 

 

以下、４つのメッセージについて、それを構成する成功要素を具体例とともに

説明する。 

 

● ニーズの把握 

・日本米であることをダイレクトに伝えるため、城や桜などのイラストを取り入れ

ることにより、日本ブランドとしての高級イメージをアピール。台湾における高所

得者層への販路の開拓に成功した。             （島根県益田市） 
→海外に存在する日本ブランドの高級イメージを利用した販売戦略 

・JA 西いわみでは、台湾への販路拡大の可能性を探るため、平成 15 年 2 月から
台湾で事前調査を実施した。米が主食でない台湾では、積極的な試食会の開催と食

べ方の提案も含めた、商品の良さを最大限に引き出す工夫を行っている。2年間で
9回と、定期的で継続的な試食会を実施し、商品の差別化を図っている。 
                             （島根県益田市） 

→継続的で対象を明確化した PR 活動 
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・インポーターや販売店に対する試食会や産地情報・生産情報の配信にも取り組ん

でいる。                          （島根県益田市）  
→IT の活用などによる消費者とのパートナーシップの構築 

・年中安定した食味を維持することで味に対する信頼性を獲得している。 
（島根県益田市） 

→品質管理による消費者の信頼確保 

・「からり」は、内子産にこだわり、内子の農家が生産したものだけを販売しなが

ら、消費者と会員がともに楽しむイベントを開催し、地域農業振興に貢献するほか、

女性の経済的・社会的自立、高齢者の生きがい創出にもつながっている。 
                   （愛媛県内子町） 

→消費者とのパートナーシップ 

 
 
 
 
 
 
 
 
・出荷者の農業情報連絡システムと直売所の POSを結びつけた「からりネット」
の導入により、生産者がリアルタイムで売り上げデータを把握し、出荷することが

可能となっている。                     （愛媛県内子町） 
→適切な品揃えによる消費者の信頼確保 

・顧客との会話をヒントに、新たな商品の発掘、迅速なクレーム処理を行なうなど、

ニーズの把握、消費者の信頼獲得に努めている。        （愛媛県内子町） 
→消費者とのコミュニケーション 

→迅速なクレーム処理による消費者の信頼確保 

・既存の生花用花木生産技術と山の資源の活用、女性にもでき、事業化できる特産

物を模索し、高級料亭を自分で歩き、徹底して消費者の話を聞いた。 
                             （徳島県上勝町） 

→適切な問題意識を持った市場調査 
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・海外研修で訪れたオランダの花市場で、観葉植物のフェニックス・ロべレニーが

国内価格の 5～10 倍で販売されていることを知り、輸出を始めた。現在、年間 5,000

鉢程度の輸出を行う。                （東京都八丈町）  

→適切な問題意識を持った市場調査 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ・IT の活用や組織づくりによる消費者とのパートナーシップの構築 

 ・直販所等における消費者とのコミュニケーションの促進 

 ・品質管理、迅速なクレーム処理による消費者の信頼確保 

 ・継続的で対象を明確化した PR・マーケティング活動 

・海外における日本ブランドの高級イメージを利用した販売戦略 

・適切な問題意識を持った市場調査 

 

● 経営感覚 

・町の防災行政無線システムを活用し、ファックスによる商品の受発注システムを

構築。消費者のニーズに即した効率的な出荷・販売を可能にし、地元農業者の所得

上昇や雇用創出へ効果を及ぼしている。           （徳島県上勝町） 
→立ち上げ段階での行政によるサポート 

・地域の昔ながらの食べ物を伝えていくことに情熱を持った女性達が、「手づくり、

本物、地場産」をモットーに、地元生産組合や農業者等と契約し、良質な原材料を

確保し、女性の感性を生かした商品性の高い産品づくりと新商品の開発に取り組ん

でいる。                         （富山県立山町） 
→女性・高齢者等の地域内に存在する人的資源の有効活用 

・「谷口がっこそば」を開業するにあたり、そばの専門家を招いて指導を受けた。

そばの品質、保存方法にこだわった運営方法により、来客数が増加し、交流人口増

加に大きく貢献している。                  （山形県金山町） 
→経営力を高めるためのアドバイザーによるサポート 
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・妻良地区では、観光協会が漁協と協力し、小中学生を対象とした漁村体験学習を

行うことにより、地区全体で約 3,000 万円の収入を得ている。 

 （静岡県南伊豆町） 
→商品化・観光化を目的とした地域資源の有効活用 

・地域の特産品である完熟トマトの市場出荷規格外品を｢もったいない｣、何とか活

用しようとケチャップ作りに取り組んだ。加工の工程と味の研究に数年を費やした

が、明宝ならではのトマトケチャップ製造技術を確立した。   （岐阜県郡上市） 
→商品化・観光化を目的とした地域資源の有効活用 

 
 
 
 
 
 
 
 
・高齢者でも容易に使えるよう入力方法を改良したパソコンを導入し、生産者、営

業組織、物流拠点及び市場をイントラネットで結ぶことにより、生産者自らが商品

開発などに取り組み、また、多品種少量出荷の商品をきめ細かく管理することが出

来るようになった。                    （徳島県上勝町） 
→参加者の経営への参画意識の醸成 

・出店者一人ひとりがそれぞれ経営感覚を持って、顧客のメリットを第一に考えて

いる。「からり」全体の売り上げが伸びれば、自分たちの売り上げも伸びることを

出店者同士が理解し、また、技術的なノウハウについても情報交換を行なっている。 
（愛媛県内子町） 

→生産者同士のパートナーシップの構築 

→参加者の経営への参画意識の醸成 

 

  

 
 ・経営感覚を持ったリーダーの確保・育成 

 ・経営力を高めるためのアドバイザーによるサポート 

 ・参加者の経営への参画意識の醸成 

 ・商品化、観光化を目的とした地域資源の有効活用 

・立ち上げ段階での行政によるサポート 

・女性・高齢者等の地域内に存在する人的資源の有効活用 
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● オリジナル性 

・地域の特産品である完熟トマトの市場出荷規格外品を｢もったいない｣、何とか活

用しようとケチャップ作りに取組み、加工の工程と味の研究に数年を費やし、名宝

ならではのトマトケチャップ製造技術を確立した。      （岐阜県郡上市） 
→地域の特性に着目した商品の差別化 

・牛一頭一頭の顔を見分けられるほどの愛情を注ぎ、毎日 4時間掛けて牛のベッド
を掃除するなど、牛の健康を第一に考えた飼育環境を整備し、アニマルウェルフェ

アを実践している。                   （北海道中札内村） 
→徹底した品質管理・生産管理による商品の差別化 

・牛のベッドの掃除から無菌室でのビン詰まで、徹底した衛生管理が、不可能と言

われた日本で唯一の殺菌する必要のない“無殺菌牛乳”「想いやり牛乳」を実現し

た。                          （北海道中札内村） 
→独自の視点と工夫による商品の差別化 

・京阪神の高級料亭の盛り付けに野山の枝葉が珍重されていることに着目し、野山

の花や枝葉を料理の「つまもの」として商品化し、売り上げを伸ばしている。 
（徳島県上勝町） 

→地域の特性を活かした商品の差別化 

・民間研究所に土壌診断を依頼し、土づくりを見なおした栽培手法を導入。道の駅

などでミネラル野菜として販売し、1,000 万円以上の売上を上げている。    

  （福島県西会津町） 
→企業・大学との連携による開発コストの削減 

・「食彩工房たてやま」は、県内初の女性による農事組合法人を設立し、地域の昔

ながらの食べ物を、｢手作り｣、｢本物｣、「地場産」をモットーに商品化してきてい

る。                           （富山県立山町） 
→地域の特性に着目した商品の差別化 

・「かんもち紙風船」は非常に独創的なアイデアなので、特許を取るため手続きを

しようと思ったが、新聞に掲載して公表してしまっていたので出来なかったことか

ら、知的財産権保護の重要性が今後の課題となる。     （富山県立山町） 
→独自のアイディアを守るための特許取得 
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・かんもちや漬物などのふるさとの味を、全国にアピールするため、県のデザイン

センターでパッケージのデザインを行った。         （富山県立山町） 
→地域の特色を表すデザイン開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・企業・大学との連携による開発コストの削減 

 ・IT の活用による独自のシステム開発 

 ・地域の特性に着目した商品の開発と差別化 

・徹底した品質管理・生産管理による商品の差別化 

 ・地域の特色を表すデザイン開発 

 ・独自のアイデアを守るための特許、商標登録などの知的財産権保護 

 

● コミュニティの活動 

・明治用水周辺の都市化の進展と用水のパイプライン化に伴い、用水が地域住民か

ら忘れられないようにと農村公園「水の駅」や水辺環境施設を整備している。 
（愛知県安城市） 

→住民が参加したくなるコミュニティ活動の｢舞台｣の創造 

・土地改良区が、｢水の駅｣で地域の環境保全グループ等と連携しての子供たちの農

業体験、ビオトープ作りを行っている。           （愛知県安城市） 
・熱心な自治公民館長が、小さな町の取り組みから日本を変えていこう、という意

気込みで地域おこしに取り組んでいる。       （鹿児島県串良町） 
→活動の核となる人材の確保や体制作り 

・地元高校生の力と遊休農地を借りたから芋栽培、集落民の労働奉仕による自前の

運動遊園や歴史資料館の建設、集落の高齢者の力を統合した生ごみや畜産ふん尿の

発酵処理用土着菌作りなど、さまざまな活動を通じて集落のつながりを再生し、ま

た家畜糞尿の悪臭公害抑制など地域の問題を解決してきている。（鹿児島県串良町） 
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→住民が参加したくなるコミュニティ形成活動の「舞台」の創造 

・地域の小学校と連携して農業水利を環境学習に活用する｢せせらぎサミット｣を開

催している。                        （愛知県安城市） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・計画づくりの段階から住民を巻き込んだ熱心な討議を重ねるとともに、住民出資

による第３セクターを設立した。               （広島県三次市） 
→住民の参加意識を高めるための仕掛け作り 

・地元の農産物を使用した農家レストラン「オーガニック農園」では、地域の婦人

による地元食のメニューを提供し、好評を博すなど、地産地消を実践している。 
                             （大分県大山町） 
→地産地消など地域内で循環させる仕組みづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・活動の核となる人材（リーダー）の確保や体制づくり 
・住民の参加意識を高めるための仕掛けづくり 
・継続的な取り組みを経済的に支えるためのコミュニティビジネスの形成 
・住民が参加したくなるコミュニティ形成活動の「舞台」の創造 
・地産池消などの地域内で循環させるための仕組みづくり 
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（２）各事例における成功要素を再整理すると、4 つの成功要因メッセージに

分類される 

 

● ニーズの把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・IT の活用や組織づくりによる消費者とのパートナーシップの構築 

 ・直販所等における消費者とのコミュニケーションの促進 

 ・品質管理、迅速なクレーム処理による消費者の信頼確保 

 ・継続的で対象を明確化した PR・マーケティング活動 

・海外における日本ブランドの高級イメージを利用した販売戦略 

・適切な問題意識を持った市場調査 

 

● 経営感覚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・経営感覚を持ったリーダーの確保・育成 

 ・経営力を高めるためのアドバイザーによるサポート 

 ・参加者の経営への参画意識の醸成 

・商品化、観光化を目的とした地域資源の有効活用 

・立ち上げ段階での行政によるサポート 

・女性・高齢者等の地域内に存在する人的資源の有効活用 

・生産者同士のパートナーシップの構築 

 

● オリジナル性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・企業・大学との連携による開発コストの削減 

 ・IT の活用による独自のシステム開発 

 ・地域の特性に着目した商品の開発と差別化 

・徹底した品質管理・生産管理による商品の差別化 

 ・地域の特色を表すデザイン開発 

 ・独自のアイディアを守るための特許、商標登録などの知的財産権保護 

 

● コミュニティの活動 

 

  ・活動の核となる人材（リーダー）の確保や体制づくり 

 ・住民の参加意識を高めるための仕掛けづくり 

 ・継続的な取り組みを経済的に支えるためのコミュニティビジネスの形成

 ・住民が参加したくなるコミュニティ形成活動の「舞台」の創造 

 ・地産地消など地域内で循環させるための仕組みづくり 
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＜アンケート編＞ 
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３０事例に対するアンケート調査からの成功要因分析 
本章では、「立ち上がる農山漁村」に選定された３０事例に対するアンケートの調査結果を

基に、４つの成功要因に関する定量的な分析を行った。 
 
1 ニーズの把握 

農山漁村の住民が、消費者や都市住民のニーズを把握し、農水産物の販売戦略や農山漁村

への誘客戦略に活かしている。 
 

(1) 売上げ拡大のポイントは、消費者ニーズの的確な把握 

･ 立ち上がる農山漁村の成功事例のターゲットは、マスマーケットという
より、ニッチマーケット。ニッチ（隙間）を狙う戦略が必要。 

･ 農山漁村への訪問者の増加を、購入者や売上げの増加に結びつける。 
･ 他地域との差別化とともに、商品の安定供給や品揃えの拡大にも取組む
ことが必要。 

 
大山町の飲食・物販の売上は急速に伸びており、年間 10 億円を上回っている。また、内
子フレッシュパークからりや黒松内町の事例も安定的に増加している。一方、君田 21 は平
成 13年度をピークにやや減少する傾向がみられる。 
売上げの伸び率についてみると、柳谷自治公民館が大きくなっているが、それ以外も大半

が 100を上回り堅調に伸びている。 
 

図 1- 1 近年の売上高の推移 

 

0

200,000

 

 

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

12 年度 13 年度 14 年度 15 年度

（

 

 

黒松内町  
㈲中札内村レディースファーム

西会津町  

 

 

 

 

千 
円 
）

妻良観光協会 
食彩工房たてやま 
㈱名田庄商会 
㈱君田 21 
㈱いろどり 
㈱内子フレッシュパークからり

大分大山町農業協同組合（物販）

柳谷自治公民館 
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表 1- 1 近年の売上高の推移 

（千円） 

 12年度 13年度 14年度 15年度 
黒松内町 2 1183,454 176,894 288,18 287,61
㈲中札内村レディースファーム 43,134 74,042
西会津町 6,432 7,957
妻良観光協会 32,000 29,400 23,800 
食彩工房たてやま 39,86826,386 34,978 40,466 
㈱名田庄商会 2 2 2 221,611 28,538 37,646 40,794
㈱君田 21 537,000 570,000 523,000 493,000
㈱いろどり 17,243 18,301 22,891 24,689
㈱内子フレッシュパークからり 4 4 5 510,000 50,000 20,000 70,000
大分大山町農業協同組合（物販） 1 1719,238 994,166 ,166,973 ,362,211
柳谷自治公民館 800 1,000 3,000 3,000

 
成功事例の取組みは、ニーズの把握やニーズにあった売り方に工夫がみられる。 

 
表 1- 2 消費者ニーズの把握に関する特徴的な事例 

事例 活動の特徴 
君田 21（三  

子フレッシュパークからり

の（茂木町） 

） 

ム

都市との交流の中でマ を実践。出資者＝営業

一方、生産者が店頭に立って消費者と対

地消、安心・安全な食にこだわり 
Ｒ 

発 
もらい、飲めなかった人にも売

次市）

 
内

（内子町） 
そばの里まぎ

ＪＡ西いわみ（益田市） 
食彩工房たてやま（立山町

名田庄商会（名田庄村） 
中札内レディースファー

（中札内村） 

ーケティング

マンとして活動 
ＰＯＳを活用する

面 
地産

説明会、研修会、店頭での試食会等でＰ

県の認証食品に認定 
多数のブランド品を開

商品（牛乳）を再認識して

り込む 
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(2) 交流系の取り組みでは、都市住民のニーズの把握が重要 

･ 四賀村のクラインガルテンは、倍率 3～4倍の人気。都会に住む人の田舎
志向は高くはないが、根強い人気がある。 

･ 柳谷自治公民館は 1,500 人／年の視察来訪者を受け入れる。 

 
参加者数の伸び率が大きな四賀村や柳谷自治公民館は元の数が小さい事例であるが、要因

はそれだけではない。四賀村のクラインガルテンは 3～4 倍の倍率になるほど人気の高い事
例である。また、柳谷自治公民館もモデル選定等もあり、視察来訪者が 1,500人／年を上回
るほど人気の高い事例である。 
なお、今回のアンケート調査では回答が得られなかったが、新治村のたくみの里の参加者

数は 50万人／年、美山町では 56万人／年である。 
 

図 1- 2 交流系事業の一般参加者数の推移 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

12年度 13年度 14年度 15年度

（

人
・
組
）

黒松内町

㈲シナジーこしみず

牧野地区むらづくり協議会

四賀村

㈱名田庄商会

京都府美山町

柳谷自治公民館

 

 
表 1- 3 交流系事業の一般参加者数の推移 

（人・組）    

 12年度 13年度 14年度 15年度 
黒松内町 182,711 176,578 167,650 170,657 
㈲シナジーこしみず 4,600 3,900 6,000 2,150 
牧野地区むらづくり協議会 117 104 95 58 
四賀村 52 69 93 104 
㈱名田庄商会 20,000 20,000 20,000 25,000 
京都府美山町 471,225 539,152 558,258  
柳谷自治公民館 300 400 500 500 

※牧野地区むらづくり協議会のみ単位は組 

※美山町は全国観光動向調査による 
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図 1- 3 交流系事業の一般参加者数の伸び率 
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京都府美山町

柳谷自治公民館

 
 

一方、事業系の事例の訪問者数をみると、名田庄商会では 50万人以上、また、君田 21で
は 20万人以上の訪問者があるが、近年も安定的に増加している成功事例といえる。 

 
図 1- 4 事業系事例における訪問者数の推移 

700,000

600,000

㈲中札内村レディース 
ファーム500,000

谷口地区

（ 400,000
㈱名田庄商会

人 
） 300,000

大阪府森林組合

200,000

100,000

0 
12 年度 13 年度 14 年度 15 年度

㈱君田 21

 
 

表 1- 4 事業系事例における訪問者数の推移 

（人）   

 12年度 13年度 14年度 15年度 
㈲中札内村レディースファーム 3,500 7,800
谷口地区 8,996 9,178 12,390 13,000
㈱名田庄商会 550,000 550,000 570,000 580,000
大阪府森林組合 650 600 600
㈱君田 21 250,000 280,000 290,000 300,000
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(3) 交流系事業では、４つの要因軸の中で、情熱と活用のファクターが効い

ている 

･ 情熱では、活動期間等の要因が比較的大きい。 
･ 活用では、活用資源の種類や一般参加者数（または訪問者数）による要

因が比較的大きい。 

 
交流系は、４つの要因軸（※）の中で、情熱と活用のファクターが効いている 
･ 情熱では、活動期間等の要因が比較的大きい。 
･ 活用では、活用資源の種類や一般参加者数（または訪問者数）等による要因が比較的

大きい。 
   ※ アンケートで把握したデータを情熱、活用、先進、経済の 4つの軸に分類し、標準偏

差で基準化した。 

 
① 黒松内町 

黒松内町

-2

-1

0

1

2
情熱

活用

先進

経済

図 1- 5 黒松内町 

図 1- 6 ㈱名田庄商会 

黒松内町の一般参加者数 17 万
人は、アンケート未回答の美山町

（56万人）、新治村（50万人）を
除くと、特に大きな事例である。

また、町をあげて交流に取り組ん

でいるため、活用資源の種類が 1
種類（アンケート回答ベース。歌

才ブナ林の他は農林水産物や施設

などが多い）と多くなっている。

また、活動期間は 14 年

0

 
間継続

し

 
② 名田庄商会 

取組みは 20 年
間

ているため、「情熱」の項目も比

較的大きい。 

㈱名田庄商会

-2

-1

0

1

2
情熱

活用

先進

経済

名田庄商会の

継続しており、「情熱」の高評

価の要因となっている。また、

訪問者数 58 万人は、事業系で
は最大であり、また、県外比率

（購入者）は 93％と高いことが、
「活用」の項目が大きい要因と

なっている。 
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2 経

取組みを成功させ、継続していくためには、意欲的なリーダー達が集まり、準備期間をき

ち

 

(1) 意欲ある人材が一定の期間をかけて必要な準備をしている 

手当（中札

･ 用（四賀村）を実施するなどの特徴ある準備がみられる。 

営感覚 

んとかけて、必要な準備を進めることなどが重要である。 

･ 通常は 2 年程度かけて企画検討を行っているが、認可や資金
内等）、試作品開発や加工所の確保（たてやま等）等には、時間・労力を

要する。 

モニター利

･ 研究者やアドバイザーの参画がみられる。 

 
企画検討期間については、最長は食彩工房たてやまの 9年であるが、これは試作品の開発

や

 
図 1- 7 企画検討期間 

加工所の確保を含んだものであり、企画検討のみで考えれば 2年程度が多い。 

4
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（年）

（

件
）

（平均　2.6年）
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(2) 資産及び出資金の適正規模 

･ 総資産額は概ね 1,000～5,000 万円である。 
･ 出資金は 1,000 万円超がみられるが、100 万円程度も多い。 

 
総資産額は、中札内レディースファームが 1.9億円と大きくなっているが、他は概ね 1,000

～6,000万円である。 
出資金については、村民 242名が出資している君田 21が 6,000万円と大きいが、他は 1,000
万円以下である。ただし、君田 21の 1人あたりの出資額は平均 24万円であり、それほど大
きくはない。 
一方、出資者の内訳をみると、自治体の他は数名の出資者によるものから、広く町民が出

資するもの（内子からり等）まである。 
 

図 1- 8 総資産額および出資金 
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注：大阪府森林組合は組合員所有の森林が含まれるため除外した。 
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(3) 大きな収益が出なくとも、事業採算性を維持することが重要 

･ 一部の例外を除き、収益は 0～300 万円程度のものが多い。 

 
大山町の物販・飲食の事例は、売上の増加に対応して急速に増加している。一方、君田 21
の事例は売上が H13より減少に転じたことにより、収益も大きく減少している。 
その他の事例は、中札内レディースファームで赤字が出ているほかは概ね収支が均衡して

いる。 
 

図 1- 9 近年の収益の推移 
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㈱君  田 21

 
表 1- 5 近年の収益の推移 

（千円）  

 12年度 13年度 14年度 15年度 
黒松内町 6,299 2,492 1,260 2,878
㈲中札内村レディースファーム -28,725 -25,824
西会津町 712 932
食彩工房たてやま 345 2,466 2,489 1,303
㈱名田庄商会 577 1,005 816 865
㈱君田 21 88,000 140,000 115,000 76,000
㈱いろどり 218 305 471 1,752
㈱内子フレッシュパークからり 620 -180 210 400
大分大山町農業協同組合 51,292 89,396 121,941 135,736
柳谷自治公民館 800 1,000 3,000 3,000
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なお、バイオマス事業は、特に採算性を図ることが難しいとされるが、30の成功事例では
採算性向上のための努力がみられる。 
･ バイオマス事業は、一定のコストがかかり、スケールメリットも生かしにくいことか

ら、採算性が取りにくいとされる。 
･ 大阪森林組合は、ペレットの多目的利用を進めている。 
･ 愛東町は、新たな利活用施設を建設し、事業活動の拠点を目指している。 
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3 オリジナル性 

農山漁村の限られた資源の中から何とか工夫して、他地域にはない独自性を生み出すこと

が重要である。また、商品を売り込む場合は、消費者のニーズを踏まえた商品コンセプトを

明確化することが重要である。 
 

(1) オリジナルなものを生み出す発想や工夫が必要 

･ オリジナルなものを生み出す工夫として、企画の充実・外部との連携が
みられる。 

･ オリジナル性に基づきコンセプトを明確にすることが重要。 

 
限られた地域資源の中から、オリジナルなものを生み出すためには、企画検討の充実を基

本として次のものが挙げられる。 
･ フェニックス・ロベレニーが海外で高価であることを知り輸出を始めた八丈島や、木

の葉の商品価値に気づき、販売を始めたいろどり等にみられるように、ちょっとした

きっかけがオリジナル化に寄与する。 
･ 研究者やアドバイザーと連携して取り組む。（金山町の谷口地区、西会津町、茂木町等） 

 
こうした工夫を行った結果、30事例の中では、下記のようなオリジナル性がみられる。 

 
表 1- 6 地域オリジナル性の例 

 地域オリジナル化の工夫 
シナジーこしみず（小清水町） 
そばの里まぎの（茂木町） 
オーストリッチヒル（相模原市） 
いろどり（上勝町） 
柳谷自治公民館（串良町） 

ゆりを使った食品開発 
そばとブルーベリーの組み合わせ 
都市内遊休地を利用したダチョウの飼育 
木の葉の商品（つまもの）化 
家畜のふん尿対策から始まった土着菌活用 

 
一方、販売する側のニーズの把握を前提とし、商品コンセプトを明確化して、これに沿っ

た販売戦略を展開することも重要である。 
30事例におけるコンセプトの明確化の例としては、以下のものがある。 
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表 1- 7 コンセプト明確化の例 

事例 コンセプト明確化の例 
中札内レディースファーム（中札内村）

 
そばの里まぎの（茂木町） 
西会津町、ＪＡ西いわみ（益田市） 
食彩工房たてやま（立山町） 

今まで牛乳を飲むことが出来なかった人でも

飲むことが出来る。 
地産地消、安心・安全な食にこだわり 
健康への徹底的なこだわり 
安全、安心、本物をモットーに 

 
また、コンセプトの明確化の手法もさまざまである。 
･ 君田 21 では、都市との交流の中でマーケティングを実践し、また、出資者が営業を
おこなうことをコンセプトにしている。 

･ 内子からりでは、生産者が店頭に立ち消費者と対面しながら、きめ細かな情報交換を

行うことで、コンセプト形成に役立てている。 
･ 西いわみでは、ヘルシー米の台湾輸出に際し、現地説明会、研修会、店頭での試食会

等でＰＲしながら、コンセプトを形成している。 
･ 食彩工房たてやまでは、県の認証食品の認定を受けており、これがコンセプトの明確

化に寄与している。 
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4 コミュニティの活動 

外部との連携を行いながら、内部の人材や資源にこだわり、農山漁村の住民が高い意識を

持ち主体的にコミュニティの活動に参加することが重要である。 
 

(1) 地域へのこだわりをもつリーダー達が住民主体の活動を支えている 

･ リーダーは固定される傾向にあるが、人を育て、意識改革を進めるとい
う意識は強い。 

･ 多くの住民参加を集めるため、君田 21 や内子の事例では、150 名以上の
出資者を募っている。地域資源を地域内で有効に活用する事例が多い。 

･ 地域のリーダー達は、自然環境の保全（黒松内町､茂木町等）、子どもた

ちの体験（水土里ネット）等についての思いが強くみられる。 
 

交流系のリーダーは、当初段階から増える傾向にあり、平均 7.2人となっている。 
個別にみても、名田庄商会＋8人、柳谷自治公民館＋3人、四賀村＋2人等と増えており、

反対に減少している事例はみられなかった。 
一方、事業系のリーダー（経営者）は、平均 9.8 人と交流系を上回っているが、当初段階
と比較すると、むしろ減る傾向にある。減少幅の大きな事例は妻良観光協会の－14人である
が、これは組合員の減少を指している。それ以外では、君田 21、内子フレッシュパークから
りが－2人、中札内レディースファームが－1人となっている。 
一方、増加幅の大きな事例は、名田庄商会の＋8人であるが、これは 20年の長期間をかけ
て事業規模が拡大してきたことを反映していると考えられる。それ以外では、いろどり＋2
人、谷口地区＋1人となっている。 

 

図 1- 10 交流系におけるリーダーの人数 
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図 1- 11 事業系におけるリーダー（経営者）の人数 
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(2) 地域住民は地域資源を有効に活用する活動を展開している 

･ 地域資源を地域内で有効に活用する事例が多い。 
･ 地域資源の組み合わせ、リサイクル等に特徴がみられる。 

 
一方、多様な地域資源を最大限に活用することも重要である。 
30事例における地域資源の有効活用の例としては、組み合わせや新しい利用法等の特徴や
廃棄物の再利用などの取組みがみられる。 

 
表 1- 8 地域資源の組み合わせの特徴的な事例 

事例 地域資源の組み合わせ 
シナジーこしみず（小清水町） 
愛東町 
君田 21（三次市） 
柳谷自治公民館（串良町） 
多数の地域 

特産のゆりを食用として利用 
もみ殻を炭化し、農地に還元 
周辺町村と連携して体験ツアー 
土着菌→からいも→焼酎の開発 
地元産にこだわったメニュー 

 
表 1- 9 廃棄物の有効利用の例 

事例 廃棄物の有効利用 
黒松内町､四賀村､君田 21､柳谷 等 
ＪＡ東京島しょ（八丈町） 
オーストリッチヒル（相模原市） 
愛東町 

家畜糞尿の利用（堆肥､バイオマス） 
老木の炭利用 
残渣をえさとして利用 
廃油の代替燃料利用 
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５．愛媛県内子町（内子フレッシュパークからり） 

【ＩＴ】 

■ 行政が各種補助制度を活用して無借金の安全経営を実現するとともに、

高齢者等に対しきめ細かなサポートを行うことにより、円滑にＰＯＳシ

ステム等を導入することができた。（ＩＴシステム導入の秘訣） 

 

 

 

 

 

(1)ＰＯＳによる情報管理を導入した理由や契機は何か。 

 会社経営の合理化も重要だが、最も重要なことは、農家の（経営に対する）主

体性を引き出せたこと。各農家が自分で情報を分析し、生産計画を立てるよう

になった。 

 単にコスト縮減だけでなく、マーケティングにも活用されている。 

 現在、進めつつあるトレーサビリティ

については、農家の抵抗はあるが、新

たな面での差別化が必要だというこ

とで積極的に推進している。内子から

りの商品はすでに安心して買っても

らっているが、イメージだけではなく

きちんと情報を出していくことにし

た。このような情報は、お金を払う前

に見せたいと思う。また、こうすれば

ますます売れるということを、農家に

示したいと思う。 
 

(2)大量の設備を導入したが、費用負担はどうしているのか。 

 借り入れはいっさいせずに、出資金（＋利益）のみでまかなってきた。最近増

資を行い、出資金は 5,600万円になっている。内訳は町の他は、町民 450名が
一口 5万円で出資している。この形が第 3セクターの理想型と考える。 

 町民には町内回覧で株主を募集した。出荷者による出資は３割程度。 

 株主への配当は行っていないが、5,000 円分の優待券を発行しており、町民と
しては、割のよい投資となっている。 

 
(3)ＩＴの導入がスムーズにいった要因は何か。 

 農家はみな自分のことだからとして、ＩＴにも真剣に取り組んだ。また、自分

で「内子からり」まで持ってくることが難しい高齢農家は、巡回員が集めて出

荷する。その巡回員がそれぞれの農家に「何が売れた」という情報を伝えるこ

ともある。 

 また、みんなの気持ちが一つになり、リーダーシップがよかったことも導入成
功の要因。うまくリードできたために、高齢者や女性でも使いやすいシステム
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ができあがっていった。 

 パソコンなどの導入について、はじ

めは高齢者の抵抗もあったが、シス

テム更新の際に使いやすくするこ

とと、自分たちで計画することの面

白さがわかったことなどによって、

次第に抵抗感が薄まっていった。 
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■ 知的農村塾、地域密着の運営委員制度等を利用しながら、農家女性の経

営マインドを醸成し、それを共有化していったため、参加者は意欲的に

ＰＯＳ等の先進的な情報システムや対面販売による２ＷＡＹコミュニケ

ーションに取り組んだ。（農家女性のやる気をおこしたしくみづくり） 

 

 

 

 

 

 

(1)みんなで考えやってきたことはどのようなことか。 

 内の子市場の 2年間の経験が重要(当初 74名が参加)。周辺地域にも直販所が多
く、年間 7,000万円の売り上げしか上げられなかった。このときに、なぜ売れ
ないか、みんなで話し合った。 

 その結果、①松山市に売りに行く（出店）、②イベントでお客さんを呼ぶとい

う施策をやることにした。こうした活動を通じて、消費者のニーズに、誰がつ

くったものかわかるようにしてほしいというのがあり、③生産者の名前を商品

に貼ることにした。 

 また、クレーム処理をうまくやることが重要であることに気づき（これを契機

にリピーターを獲得できる）、ここから商品をうまく紹介する目的で、④生産

者が店頭で販売する当番制を敷くことにした。 

 これらの結果、顧客が増え、リピーターとして繰り返し来訪するようになって

いった。 

 売れ残りや追加出荷などが出てきたことから、ＰＯＳの導入を検討するように

なった。 
 

(2)対面販売やＰＯＳで把握した消費者ニーズをどのように活かしているか。 

 「内子からり」の顧客は年間 42万人（昨年度実績）。この内の地元が 1割、松
山市が 4割、県外が 1割、近隣市町村が 4割となっており、全体の 7割がリピ
ーターである。このため、顧客の目は肥えており、生産者情報の要望が高まっ

たので、商品に生産者の名前と電話番号を記載するようになった。電話番号を

付けるのは、商品に自信があったからである。 

 従来のＪＡ等を通じた流通では、出荷する農作物の規格を合わせる必要があっ

た。しかし、「内子からり」の出店では、規格外のものなどを扱えるため、農

家の自由裁量になるようになった。例えば、トマトの場合、従来の流通体制で

は、畑で完熟したものは店頭に並ぶ頃は腐ってしまうため、早めに収穫するこ

とが規格となっていた。しかし、「内子からり」ではこうしたものを売ること

ができるため、本当の旬のものが並ぶことになり、消費者の支持が得られた。 

 消費者ニーズを教えてもらうだけでなく、農家の方から説明をして、消費者に

本物の良さをわかってもらった。内子産のものしか売らないということも、一

生懸命説明してわかってもらった。一方で、農家も消費者の声を聞き、それを
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次の生産に活かしていった。 

 このような過程を通じて、消費者の中にファンができ、リピーターになってい

った。 
 

(3)住民主体の活動として、成功した要因は何か。 

 「内子からり」の原則は、規制をしないこと。補助金主体ではなく、農家の主

体性（自立）を第一に考えた。このため、農家は自分の判断で、何をいつ、い

くらで（50 円以上）出荷してもよいとした。このことが、農家の経営意識を
高め、中には「内子からり」で 1,000万円以上の年収を得る農家も出るように
なっていった。 

 知的農村塾を開催し（農閑期である冬場を中心に年間 5 回程度）、農家自身で
考えるようにしていく一方、何か実践が必要だということで、直売施設（内の

子市場）を実験的に設置した。ＪＡ経由の出荷では、消費者に農家の顔が見え

ないので、農家の顔が見える点を考慮した。流通のプロや消費者の代表を講師

に招いて、直売所の運営の研究をおこなったり、消費者の声を把握しようとし

た。（生産者協議会の）会員数は立ち上げ期の 70名から現在は 400名以上にな
っており、これに伴い（会員の 1/10が該当する）、役員は 10名から 40名にな
っている。彼らが知的農村塾の取り組みをリードした。 

 当時は、全国的の直売ブームであり、苦戦が強いられることが予想されたが、

直売施設（からり）の事業は、内子町としてもきわめて重要な事業であるため、

差別化を図るため構想にかなり時間をかけた。町は、生産者にとって重要なこ

と、消費者にとって重要なことを徹底的に検討した。この結果、内の子市場か

ら「内子からり」への展開が成功した。 

 品目ごとに、いくらで何点売れたという情報が、情報センターから農家に情報

提供される。この情報を基に、農家が自分の判断で出荷や生産を行うようにな

った。このやり方は、女性や高齢者にとっても十分にできるやり方であった。 
 

(4)コミュニケーションがうまくいっている要因は何か。 

 成功の要因の一つに、農家同士の交流が進んだことがある。内子町の世帯数は、

約 3,800世帯、このうち半分は何らかの形で農業に関わっているが、葉たばこ
など同じ作物を生産している農家同士は交流があるが、それ以外では知らない

状況であった。直売所をきっかけに、よい意味での農家同士の交流が進んだ。 

 これまでも会員間（農家同士）でのトラブルなどもあったが、常に“からりら

しさ” に照らし合わせることで、「内子からり」の運営方針が揺らぐことはな
かった。 

 ただし、リーダーのみが奮起しているだけでは良くなく、個々の参加者（出荷

者）の意識を高めることが必要となる。 
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 「内子からり」の出店者は上手に儲けていることが、町内に広まった。また、

消費者に対しては、口コミまたはマスコミで取り上げられたことによりＰＲさ

れた。 

 出店者は、当番制で店に出るが、ここで食材の食べ方などを、若い母親に教え

ることでコミュニケーションが広がっていった。 

 
(5)農家の意欲を向上させた要因は何か。 

 農家の人が、内子からりを通じて、経営に関与することでおもしろくなったこ

と。出店者一人一人がそれぞれ経営感覚を持っていることが、からりと普通の

直販所との違う点である。 

 ほかにも、新たな交流（従来のＪＡの

中では、同じ農産物をつくる人同士の

交流しかなかった）が生まれたことも

おもしろくなった要因の一つ。 

 また、農家の人は、ライバルの生産が

伸びると自分の収入が減るという考

えが定着しているため、本来、技術的

なノウハウを他人には教えたがらな

かった。しかし、「内子からり」の出

店者は、からり全体の売り上げが伸び

た方が自分自身の売り上げも伸びる

ため、技術的なノウハウについてもオープンになった。顧客のメリットを第一

に考えるという意識が定着している。 

 基本方針は、農家の自由にして稼ぎなさいということである（今までがんじが

らめに縛られていた）。問題が出てきて始めて、規約を作った。みんなが徹底

的に議論して作った規約であるため、みんなでこれを守っている。 

 新規就農者も少しずつ現れているが、みな自分で勉強しながらやっている。 
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■ 町民の出資公募に始まり、農家同士の交流促進、行政の適切な支援など、

農家、町民、行政が一体となって進めた取り組みとして成功。（地域のト

ータルパワーの勝利） 

 

 

 

 

 

(1)部会・委員会などの体制がうまくいっている要因は何か。 

 旧内子町５区（合併後 7区）の地区ごとに、地区懇談会（生産者大会と交互に
隔年開催）を開催し、細かい意見を吸い上げている。また、地区の代表として、

10名に 1人の割合で運営委員を選出しており（現在 37名）、この運営委員が、
イベント企画などを実行している。 

 当初の運営委員は、役場の推薦等により、初期入会者が中心であったが、次第

に新規入会者による運営委員も増加し、新旧会員の温度差の平準化に寄与して

いる。 
 

(2)新たなものの導入を含め、物事を計画的に進められる要因は何か。 

 「内子からり」の場合は、一部のリーダーだけでなく、会社のスタッフ、生産

者（農家）、行政といった関わる大勢の人が意識を共有しており、「総合力の勝

利」といえる。 

 特に、会社のスタッフは、行政側の人や生産者の代表等からなるが、この人た

ちがきちんとしていた。 

 会社の収入は、出店農家の売り上げの 15%の手数料と直営部門（レストラン、
加工品等）の売り上げである。 

 
(3)内の子市場の実験から、からりへの展開がうまくいったのはなぜか。 

 2年の実験期間を経て本格展開していくシナリオは、当初の町の計画どおり。
これに、「はまりこんだ人」が農村塾から出てきたことが成功要因である。 

 それまでのつくらされていた農業から楽しくおもしろい農業に代わったこと

がはまる要因。 

 一般に、農産物は市場価格によるため、自分が決めた価格で売りたくても、売

ることができなかった。また、規格外品は、捨てるより仕方がなかった。「内

子からり」によって、農家は、自分の売りたいものを、自分で決めた価格で売

ることができるようになった。 

 今後は、ポイントカードを導入し、顧客のランクづけも図りたい。 

 イベントにきてもらうことにより、遊びながら買い物もしてもらうというよう

に交流を深めていきたい。 
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(4)オリジナルと考えるものはどのようなものか。 

 内子のものにこだわりを持ち、内子の

ものしか売らないという方針を明確

に出している。内子のものしか売らな

かったというのは、結局、安易な方向

に流されなかったということ。他の直

販所では、目先の売り上げを伸ばすた

めに、消費者が欲しがるもの（ＪＡカ

ップ麺など）を次々に置いていった。

からりは、こういうものをいっさい置

かなかったことが、結局成功につなが

った。 

 また、内子という土地柄にもうまくあったことから、「からり」自身がブラン

ド化しつつある。 

 あくまでも露地物が主体で、施設園芸の農産物は出品していない。旬のものし

かないことが内子らしさの評価につながっている。 
 

以上 
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６．福島県西会津町（健康ミネラル野菜） 

【食】 

 

 

 

 

■ 行政が農家に対し、科学的方法の良さを気づかせるとともに、普及会立

ち上げの支援をするなどのバックアップを行ったことにより、次第にミ

ネラル野菜が定着していった。（農家が納得するきっかけづくり） 

 

 

(1)ミネラル野菜の取り組みの概要 

 平成 10年より、健康な野菜をつくるた
めには健康な土づくりからという理念

を基に西会津町の支援をうけ、取り組み

を開始した。 

 当初は、家庭菜園から町民の健康づくり

を志向するものであったが、やがて、余

った野菜を直売し、現金化を図る方向も

出てきた。当初はイベント会場での販売

（不定期）であったが、平成 12年に固
定の販売所を設置するとともに、にしあ

いづミネラル野菜普及会を発足させた。 

 平成 14年から、プレハブの直売所を開
設。平成 16年 9月には、道の駅「より
っせ」が開業。 

 

(2)農家がミネラル野菜農法をよいと認めるきっ

かけはどのようなことか。 

 ミネラル栽培については、最初は信じられなかったが、食べてみておいしいこ

とがわかり、みんなに知ってほしくなった。さらに、おいしいだけでなく、自

分自身も健康になった。 

 （ある中核農家の場合）それまでたばこの栽培を行っていたが、20 年前から
トマトの生産に取り組んできた。連作障害などで収穫が伸びなくなった時期に、

ミネラル野菜農法に出会い、挑戦してみたら、再びトマトの収穫が増えた。ま

た、水害が起きると、その後で病気等が発生するが、ミネラル野菜農法のおか

げで被害を最小限に抑えることもできた。こういうことを一つずつ積み重ねる

うちに、良さを知ることができた。 

 この農法の場合、まず、土壌診断を行う。この分析結果を受けて、施肥の設計
等を行う。ここで、新しい資材が指導されると、価格的に割高になるケースが

あり、農家の躊躇がある。しかし、葉面散布や追肥等が少なくなると、コスト
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面の効果も出てくる。 
 

(3)ミネラル野菜普及会の立ち上げについて 

 普及会メンバーは、当初 20名でスタートしたが、現在は 70名になっている。
小規模農家の女性が主体だが、4名の認定農業者も入っている。事務局は、役
場の農林課が行っている。 

 当初は、様子を見ている状態であったが、今年もさらに会員が増えそうである。

会員になるためには、土壌の診断を受け、役員会の承認を受けることが必要。 

 プレハブの直売所時代の売り上げは年間 800万円程度であったが、「よりっせ」
開業後半年程度ですでに 1,000万円以上の売り上げを上げている。 

 出荷農家は、規格外を直売に回しているが、大多数の小規模農家は、多くの農

産物を直売している。 
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■ 公共施設での地産地消、ＣＡＴＶによる広報など、町民の健康づくりと

ミネラル野菜の普及を両輪とした普及策を展開したことにより、町内で

相乗的に普及していった。（地域コミュニティを利用した消費者・生産

者双方への普及）  

 

(1)健康の町の取り組みの概要について 

 西会津町は平成 5年に健康の町宣言（百歳への挑戦）を行い、医療、保健、福
祉のトータルケアの取り組みを開始した。 

 宣言後の取り組みとして、食生活改善推進員の育成、在宅健康管理システムの

導入、骨密度測定や疫学調査や、温水プール・室内ゲートボール場を整備する

などの取り組みをおこなった。 

 取り組みの効果（H15調査）：脳卒中の減少 
  
(2)食生活改善の指導の内容・方法について 

 指導内容が、料理の技術や知識から、食行動の改善に広がりつつある。 

 自治区に行き、講習やみそ汁の検査等を行う（2 年で 90 地区全部）ほか、カ
レンダー料理（10 年で 120 種類の料理を紹介。全戸配布）を作成、さらに、
指導員の自主的な活動もある。 

 指導員の一人は、小学校で子どもに糖尿

病予防の話（入院しながら勉強している

子どもの話）をした。今の子どもは、飽

食の環境にありこれを昔の状況に戻す

かが課題。 

 このような食育は、会津地域でも広がり

つつある。 

 CATVの健康教育番組も効果がある。身
近な食改さんが出演しているので住民

の関心が高い。 
 

(3)コミュニティにおける普及会の活動について 

 普及会メンバーは、老人クラブに入る寸前の高齢者、女性が多い。主に自給自

足しており、余分にできたものを販売できるようになったので、元気が出てき

た。 

 小学校の食育の取り組みとして、野菜づくり（ほうれん草、キュウリ、トマト、

メロン、スイカなど）を指導している。この中で、後継者がでてくるとよいな
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と考えている。また、中学校でも、農業の体験教育を行っている。 

 町内の学校・福祉施設の給食分は一定量確保されているが、そのほか、市場に

出すか、直売するかは、農家の判断による。また、価格設定も農家の判断によ

るが、農家は売れ残りを心配するため、低めの価格を設定する傾向がある。 

 座談会や CATV番組等を通じて、ミネラル野菜の良さを農家にＰＲしているが、
長年一定の方法でやってきている農家は、なかなか方法を変えようとしないこ

とも課題となっている。 

 
 (4)地域コミュニティへの効果はどのようなものがあるか。 

 普及会で活動することが楽しいので、会長は、毎日「よりっせ」に通っている。

（お客さんの多い 11時頃）。浜通、新潟方面から来るお客さんもいる。 

 高齢者農家の後継者は、町外に出ている。材料を送るとともに、会津の伝統料

理（こずゆや棒鱈など）の作り方を教えている。 

 健康運動指導士としてみていると、週１の運動が楽しく、生き甲斐になってい

るお年寄りが多い（香川県寒川町との交流で始まった棒体操、銭太鼓など）。 

 膝が悪い人向けなどのイベントであっても、楽しく参加したいという理由から、

多くの人が参加するようになっている。 

 町民の健康意識が高いのは、健康番組を取り上げる CATVの効果も大きい。健
康に関するアンケートの回収率が 90%にも達している。 
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■ 道の駅「よりっせ」の直売所での販売を通じて、地域外への展開が始ま

った。今後、専業農家への展開による供給拡大と産地ブランド化・販路

チャネル開拓等を目指す。（道の駅を契機とする対外展開） 

 

(1)消費者へのミネラル野菜の浸透 

 町民への普及は、健康づくりの活動やおいしさの評判を通じて。これが、イベ

ントやマスコミ報道や道の駅のＰＲ等を通じて、町外へも広がっていった。 
 

(2)道の駅「よりっせ」の経営について 

 「よりっせ」は、農産物販売、物産、飲食（レストラン）の 3 部門からなる。
農産物は販売組合が運営しているが、実態は町が運営している（店長及び他１

名を農林課から派遣）。物産も販売組合が運営しているが、地域振興課から派

遣されている。 

 ミネラル野菜は午前中で売り切れるほどの人気。プレハブ時代は、９割方が町

内の顧客であったが、「よりっせ」では、顧客の大半は町外からである。 

 ミネラル野菜の直売が「よりっせ」（道の駅）の目玉となっているが、冬場は

野菜がない。今年は、沖縄の野菜で乗

り切るつもりでいる。来年からは、ハ

ウスの野菜が期待できる。 

 イベントも拡大し、会津若松、新津、

福島市などでも開催されている。また、

宮古島の平良市との友好都市交流で

も産品の交流を行っている。現在は冬

場なので、「よりっせ」では、地元の

農産物等に加えて、平良の農産物も販

売している。 

 
(3)ミネラル野菜の産地化・ブランド化について 

 直売所がある程度成功してきているので、次のステップは、産地化・ブランド

化を目指したい。そのためには、絶対的な供給量と販路の確保が必要であるが、

特に、前者の方が課題となっている。ハウスのリース等を通じて、認定農家や

中核農家に働きかけようとしている。 

 認定農業者は、ＪＡへ出荷するほか、新宿市場の特農コーナーにもミネラル野

菜を出荷している。通常の 2倍の価格で扱われている。 

 米の場合は、大規模農家と小規模農家がある。直売では、付加価値を出すこと
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ができるが、ＪＡ経由の系統出荷では、別扱いが難しい。ただし、ＪＡ経由で

出荷している大手卸Ａ社では、「ミネラルこだわり米」として契約栽培を行っ

ており、これには加算金がついている。 

 普及会の活動としては、一定の規模に達しており、限界に近づいている。この

ため、中核農家（お父さんたち）の参加を進めて量の確保を図り産地化するこ

と、お母さんたちは加工品を開発することを、それぞれ目指すように仕向けて

いる。 

 宅配は、ゆうパックを利用。ちらしや「よりっせ」のＨＰでＰＲしている。さ

らに、東山温泉のホテルやゴルフ場など、食材を出荷する当てはある。ただ、

現在は供給が追いついていないので出せない。 
 
(4)供給不足の課題とその対応策 

 野菜の通年栽培が難しいので、供給不足である。給食におけるミネラル野菜の

使用率は、20%にとどまっている（米は 100%）。 

 冬期の野菜栽培対策として、無加温

栽培用のハウスの整備（カナダ製、

二重になっており耐雪性もある）を

行い、生産は町の振興公社に委託し

ている。また、平成 16 年から 5 年
程度、県補助による加温パイプハウ

スの整備（農家へリース）を行って

いる。16 年度は 7 棟整備、全部で
70棟整備する予定。ただし、冬期は
日照時間も短いことが栽培の課題

となっている。 

以上 
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７．島根県益田市（西いわみヘルシー元気米） 

【農産物の輸出】 

 

 

 

 

■ 販売ターゲットを明確化し、消費者や実需者の視点できめ細かくマーケティン

グを行い商品開発へ反映させるとともに、販促活動は単発でなくブランドが定

着するまで継続的に実施。 

 

(1)販売ターゲットの明確化 

 販売先として、台湾の高級百貨店“微風広場”を選定し、店との協同の販売体

制を行うとともに、店側からも消費者ニーズなどの情報を入手。販売店の選定

において、微風広場は当時一番新しい百貨店で客層も高かったこと（他店は一

般客層であるため価格が折り合わなかった）、駐車場完備であること（最大手

の太平洋そごうは駐車場がないので、買い物客が米など重たいものを自家用車

で買いに来ることができない）などが選定要因となった。 

 微風広場との交渉過程においては、平成 15年 10月に 3日間販促で 500袋（1
ｔ）を完売し、続けて 11 月にも販促を行い完売した。こうした連続的な販促
活動で微風広場にも本気であることを示し、評価を得た。 

 店の担当者が「一緒に販売してみよう」という姿勢であり、産地としても現地

での販売経験がないので、単に“委託して品物だけ陳列する”というやり方で

なく、販売方法も協同で進められる点が心強かった。 

 微風広場の顧客層はハイグレードで、納得のいく商品であれば高額でも購入す

る。ヘルシー米には既にリピーターが付いている。現地在住の日本人は、割高

な日本食を購入することはあまりし

ないことから、ターゲットには入れ

ていない。 

 台湾は貧富の差が 6.4倍（日本は 4.8
倍）とされ、貧富格差が大きい。高

所得者層は食にお金を使うので、可

処分所得の高い客層をターゲットに

した販促を行った。 
 

(2)マーケティングに基づく商品開発 

 現地で開催された物産展において台湾人の好みのリサーチを行った。 

 現地に駐在する日本人の奥様方 10 人程度に試食してもらい、価格設定の意見
を聞いた（現地の日本人モニターは交流協会が窓口となり召集した）。 

 若者（特に女性）や高齢者などは健康志向が強く、安全安心への関心が非常に
高い。健康やキレイなどのキーワードが商品化におけるポイント。一時、納豆
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も大ブームになった。こうしたことから、高所得者層は生産履歴に対しても台

湾人は非常に関心が高く、台湾産の安いものには見向きもしないようである。

また、賞味期限にも敏感で、3ヶ月で店頭から商品を下げている(実際にはほと
んど売り切っている)。 

 減農薬･減化学肥料などの商品特性とヘルシー米というネーミングをマッチさ

せることで商品コンセプトを創り上げた。 

 （米が主食でないだけに）米だけの単品でなく、日本食を販売するという意識

が必要。今後は国の支援も必要。 
 

(3)販促･ＰＲ活動の工夫 

 袋のパッケージも工夫した。元気米については、

１）地域性を出すこと、２）見た目にも美しいデ

ザインとすること、などを意識して作った。日本

米であることをダイレクトに伝えるため、城や桜

などのイラストも入れた。店側と一緒にパッケー

ジを考案した。 

 パックの大きさも、日本のように 5ｋｇ入や 10
ｋｇ入などは大きすぎる。主婦が持ち帰りやすい

サイズで 2ｋｇ入とした。台湾では日本のように
規格化されていない。1ｋｇ、1.5ｋｇ、2ｋｇ、3
ｋｇなど様々なサイズの商品が販売されている。 

 産地の生産の様子や生産プロセスなどを産地通

信としてインポーターや販売店など 24社にメー
ルで配信している。 

 平成 15 年に行った試食会では、米を持参して熱々の炊き立てご飯を準備し、
台湾人の好みを踏まえて“おにぎり”にして、島根県産のわさび漬けを添える

など、消費者に食べ方の提案も含めて、商品の良さを最大限に引き出す工夫を

した。日本では試食は常態化しており特別な販売方法に感じないが、台湾では

お客さんの試食に対する興味が非常に高かった（台湾人は、“お土産好き”で

“試食しないと買わない”という購買特性がある）。 

 台湾の百貨店は、試食などの取り組みも少ない。試食会は 2年間で 9回も実施
している。店頭に品物を置いておくだけでは差別化できない。呼びかけなどの

PR と、定期的な実施が重要である。店舗販売での商品説明も十分に行なう事
が必要。 

 消費者だけでなく、インポーター、百貨店、販売担当者などの関係者にも試食

してもらい評価してもらった。 
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■ 事業推進団体を形成し、技術面で核となるリーダー的な人材を継続的に育成し

てクオリティの高い生産技術の普及と底上げを推進。集落営農組織の活用によ

り、効率的な生産システムを実現。 

(1)地元生産者参加型の仕組みづくりとリーダー的人材の確保 

 米を作るのはあくまでも“人本位”であるため、単にマニュアルだけをつくっ

ても普及しない。技術的なサポートも含めて核になる人材が不可欠である。 

 加算金 500 円/俵は固定されていて、ヘルシー米でも同額である。他の有機栽
培と比較すると牛糞堆肥を使用した農法は生産コストや労力もかかるため割

が良くないが、生産者は積極的に協力してくれている。こうした生産者の取り

組みが、結果的にブランド化の推進に大きく寄与している。 

 平成 14 年度の特色ある米づくり事業で地域の生産者に技術的な指導を行った。
この事業をきっかけに地元でおいしい米をつくるグループの合意形成ができ

た。 

 生産地域では“西いわみヘルシー米生産者協議会”が主体となり、生産指導や

生産に関する調整などに当たっている。栽培面積や生産者の拡大において、新

規参入者に対する指導的な熟練の生産者を選定し、指導に当たっている。 

 現在の指導者は 61 名で“お米マイスター”という称号を与えている（指導員
の半数程度が協議会の会員）。生産者は、国のエコファーマーの認定も受けて

いる。 
 

(2)集落営農による協力体制 

 本地域では従来、集落営農が活発に行われてきた（おくがの村が先進的とされ

る）。このため、目標値の実行なども取り組みやすい。集落営農型農業生産法

人も数多く設立されている。このコミュニティの基盤を活かしヘルシー米の生

産に係る合意形成を図った。 

 牛糞堆肥の散布は、マニュアルスプレッダーという堆肥散布機の導入し、集落

営農組織を活かして取り組んでいる。しかしまた、“耕蓄連携”がうまくまわ

るための仕組みづくりを行政も支援していく必要がある。 

 今回の取り組みがマスコミにも取り上げられ、生産者がマスコミや視察者の対

応する中で、生産者の機運も高まった。 
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■ 「食味」と「安全安心」を軸に、徹底した品質管理に基づく商品差別化戦略を

推進し、リピーターを獲得。 

 

(1)差別化戦略 

 食味値80以上で年間平均85以上となるように食味のコントロールを工夫して
いる（牛糞堆肥を使用することで窒素分が増えて、食味が良くなり、甘くなる）。

通常出来秋以降食味は下降して夏頃に最も低くなるが、出来秋時にサンプリン

グして生産者ごとの食味値をチェックし、年中安定した食味を維持することで、

消費者から商品の味に対する信頼性を獲得することで差別化を図る。 

 現地にも有機農産物の認証機関は存在するが、認定商品に対する信頼性があま

り高くない。本商品は我が国のエコファーマー認定商品であることを PRして
差別化した。 

 従来のコメ流通における不透明さ（商品の素性のあいまいさ）に対して、安全

安心を追求することを目的として、JA 西いわみが主体にヘルシー米を取り扱
う（袋詰めから販売まで）ことにより、

商品に対する信頼性を高めた。 

 商品の魅力を高め、ブランド化を推進

するための工夫。減農薬･減化学肥料に

よる環境にやさしい商品性と“ヘルシ

ー元気米”というネーミング。パッケ

ージや消費者目線での販売方法の工夫

など。 

 ブランドイメージを下げないで販売量

を増やしていきたい。販売量が増えれば輸送コストが下がるが、販売価格を下

げるつもりはない。 

 
(2)リピーターの獲得 

 エコファーマー認定、土づくり、減農薬･減化学肥料など、安全安心や食味の

良さを基本コンセプトに据えて、着実にリピーターを確保する事業展開。 

 e-メールで現地の取引先などに対して産地通信を定期的に配信している。 

 微風広場では日本食品が 2,000種類以上売られており、米の販売コーナーで元
気米は販売数量で 2割、売上高で 3割以上を占めるに至っている。⇒リピータ
ーが付いている。 
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８．滋賀県東近江市（菜の花プロジェクト） 

【バイオマス】 

 

 

■ 「菜の花の風景」とそこから得られる食用油、廃食油回収から得られ

る BDF（燃料）活用で地域の関心が高まった。分かりやすいコンセプ

トを打ち出せた。 

■ 全国で初めて廃食油から燃料を取り出すプラントを開発できた。 

 
（１） イメージのわかりやすさ 

 マーガレットステーションには 2ha の
農地があり、そのうち、30a（0.3ha）
に菜の花を植えた。 

 ちょうど愛東町の花のシンボルがマー

ガッレットであったので、道の駅にマー

ガレット園という名称がついた。花壇に

も、菜の花を植えることになった。 

 マーガレットステーションの直売所で

の販売はよく当たっている。素材が良く

て品質が良いと評判を得ている。加工して販売し、販売した物から良い料理が

つくられているかどうかもポイントになる。 

 製品のターゲットとしては病院、学校給食、役場などの公的機関の食堂で使っ

てもらえればと思っている。 

 消費者へのアピールについて、菜種油の香りの好きな人がいる。ただ、エルシ

ン酸には心臓に悪影響を及ぼすという問題があり、体に良いという表現はでき

ない。カナダ産はエルシン酸をゼロにしている。 

 93年にテストプラントの導入が始まり、NPOと愛東町の連携が始まった。廃
食油が軽油に代わる物として注目されはじめていた。ただし、廃食油の回収量

が 300ｔでは、公用自動車を走らせるまでにはいかない。当時、休耕田もあっ
たのでそこに菜の花を植えるプロジェクトを思いついた。 

（２） 全国初の廃食油燃料化プラントの開発 

 廃油から分留をして BDF を作成するプラントを作れたのは大きい。大きさは
それほど大きなものではない。BDFについては、BDFそのものの品質基準が
ない。BDFを使うところで、根詰まりやエンストの原因にもなる。 

 ディーゼルエンジンそのものは、多少の配線変更などはあるが、大きな改造を

せずとも BDFで動かすことができる。その代わり排気ガス対策は不要であり、
黒煙が出ない。 
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■ 琵琶湖水質保全のための廃食油回収の仕組みと地元組織を活用でき

た。 

 
（１） 廃食油回収の仕組みの活用 

 昔は全国各地で菜の花が植えられていた

ので、搾油所が至るところにあったが、今

はなくなってしまった。幸いなことに愛東

町の近くでは愛知川に食油所が残ってい

た。 

 自治会が廃食油の回収のためのステーシ

ョンを設置している。役員の人が、このエ

コステーションまで持ってくることにな

っている。それに対して京都市は業者任せ

になっているので、割高となっている。 

 菜の花プロジェクトを支える集団として、菜の花応援団を地元と地域外に形成

しようとしている。年間 40 万人の来客があるのに対して、地元住民は 5,700
人である。 

 消費生活グループが販売の中心を担ってもらっている。女性が中心で他にも環

境学習を行っている。水環境の勉強会も行っている。消費生活グループは、エ

コライフ文化推進会議という名前で 20数名いる。 
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■ 地域内の物質循環システムを構築するために、様々な課題に取り組む

ための協力者（自治体、研究機関）を見つけることができた。 

 
（１） 自治体・各研究機関との連携 

 菜の花の栽培には研究も必要であり、琵琶湖の周辺で実は気象条件も所々違っ

ている。現在栽培実験を 5ヶ所で 3年間かけて行っている。 

 99 年にアースデーを行ったときに、私人として国松知事が出席。そこで、湖
の国、滋賀県の取り組みとして、菜の花の研究や転作田への作付けに対する補

助が行われた。 

 栽培から BDF として使うためには、循環させていくための工夫が要所、要所
に必要である。 

 滋賀県立大学の山村先生、滋賀県の工業

技術センターにお願いしている。そこで

エルフが誕生した。山村先生は BDFカ
ートを作ってしまった。ゴーカートの車

体にヤンマーの 200cc のエンジンを積
んでいる。この周辺にすでに７台のカー

トがある。また、工業高校の先生が授業

でゴルフカートを作っている。 

 近くの竜王町では、廃食油回収を行って

おり、農耕機械の運転試験もお願いして

いる。 

 安土町にも試験場がある。 

 現在、BDFに関するトラブルを用途別、
症状別に整理して回避策も含めて共有

する仕組み作りを考えている。 

 年間 1万リットルの BDFができるため
には、まだまだマーケット調査が不足し

ている。地産地消のデ－タもないのが現

実である。 

 現在の生産量は 200ℓ/週である。現在はモデル作りのためのプロトタイプを進
めている状況だ。 

 
以上 
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９．愛知県安城市（水土里ネット明治用水） 

【交流】 

 

■ 地域コミュニティに対してワークショップを通じて積極的に参画し、明治

用水の支援者を増やしていく地道な取り組みを行ってきた。また、水土里

ネットとしては初めて女性部が誕生し、積極的な活動を行っている。 

 

（１） ワークショップによる地域コミュニティへの積極的な参加 

 ワークショップのメンバーとは、定期的にイベントを行っている。毎回連

絡を取りながら、相手からの要望を把握するように努めている。 

 ワークショップに携わったグループがさらに精力的に活動するようにな

った。最初は集会やイベントレベルであったものが、定期的に食事会など

を行い、議論の一つとして地域防災の話まででるようになった。いわば、

昔の集落機能が復活してきた感じである。 

 ワークショップの開催の目的は、人材を見つけることにあると思う。明治

用水の支援者かつリーダーシップのある人を増やしていくことがポイン

トである。 

 コミュニティの活性化のためには、ただ意見を聞くだけの姿勢ではダメで

あって、何らかの形で参画していくことが必要である。 

 理解者を増やしていくことで、水管理の組織を継続していきたいと思う。

女性部の人も小さい頃は明治用水で遊んだ人が多い。 

 
（２）  水土里ネットでの初の女性部の創設 

 平成 13 年に土地改良法が改正になって、環境への配慮という項目が加わ
った。田んぼの水回りは実際にはお母さん方がやってくれている。今後は

お母さんや子供たちの協力が不可欠なので、女性部を作った。いろいろな

イベントに来てもらうことと、明治用水を知ってもらうことが必要だと思

っている。 

 女性部の任期は４年である。最初に勤めた方は、楽しいので続けたいとい

う希望もあったが、理事長の決定で、他の多くのお母さん方にも明治用水

を知ってもらうよう、全員やめてもらった。 
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■ 住民ニーズの十分な把握に努めて、ホタルの見える水路（水の駅）ができ

た。ホタルの水路の造成には、地元住民の積極的な参画が得られた。 

 
（１） 住民ニーズの十分な把握 

 住民からは、昔の土水路が欲

しいという話が出てきた。上

部利用の施設には、どのよう

なものが良いか意向を探りな

がら検討している。 

 「水の駅」は 100%住民側か
らの要望で進められた。 

 「ホタルの見える水路」では、

年 2 回以上のイベントを行っ
ている。4 月には桜祭りを開
催している。そこには、土地

改良区、サクラホタル同好会、水辺の会の 3者が携わっている。サクラホ
タル同好会は、ホタルの養殖を行っている。パイプライン化が始まると同

時にホタルの会が作られる。水辺の会はお母さん方の集まりである。 

 
（２）   地元住民の積極的な参画 

 ホタル同好会は、造園、土木、建築、加工などの業者の方が多く、ボラン

ティアで様々な作業をやってくれた。地域への愛着心が強く、笹目町を良

くしていきたいという想いがあると思う。 

 水の駅に花壇を作ってもらっ

た。工事の一部を住民の方に

お願いすると、地域の父母の

方が積極的に参加してくれた。 

 ホタル水路を造るときに、重

機などは会員からの持ち出し

で貸してもらった。 
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■ 水の駅の整備を通じて、地域コミュニティの力（集落機能）が復活すると

ともに、地域の小中学生に対する環境意識の向上に貢献している。 

 
（１）   地域コミュニティの復活 

 ワークショップに携わったグループがさらに精力的に活動するようにな

った。最初は集会やイベントレベルであったものが、定期的に食事会など

を行い、議論の一つとして地域防災の話まででるようになった。いわば、

昔の集落機能が復活してきた感じである。 

 我々は、よく施設に魂を入れるという表現を使う。施設の修繕は行政や明

治用水の仕事になるが、日常管理については 100%住民の方にお願いして
いる。このように活動に参加してくれる方を減らさないように支援してい

くのも仕事と考えている。 

 
（２）   環境教育への参画 

 小学校を対象にして「せせらぎ

サミット」を開催している。 

 近くの中部小学校では明治用水

から校庭へと水を引いてもらっ

ている。このような取り組みは

全部で 14校になるが、ビオトー
プや遊び場を作ってもらってい

る。これまで、学校側にその活

用を任せていたが、現在では報

告会を行っている。H16 年度で
5回目になる。 

 ３年前から、農協、地産地消を推進するボランティアグループ、農林課と

タイアップして、水をはぐくむ活動を行っている。 

 HP を軸にして、教育活動を展開している。仕事以外でも、教育面でサポ
ートすることは必要だと思っている。 

 
以上 
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１０．内子フレッシュパークからりの成功要因（愛媛県内子町）

成功要因を
生み出すしくみ

知的農村塾の活動
（主体性・連帯感の育成）

地域密着の
運営委員制度

（連帯感・自主性の育成）

町民への出資公募
（町民全員でサポート）

経営感覚の醸成
経営意識の

共有化・連帯感の育成

兼業農家の意識改革

ＰＯＳ等のＩＴの導入 対面販売による
２Wayｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

からりの成功体験活動

• 時間帯などきめ細かな売れ筋
情報を出荷・生産に反映

• クレーム情報をもとに適切な対
応 等

• 真に美味しい野菜の情報を提供
するとともに、きめ細かな消費者
ニーズを得る 等

事務方（行政）の
サポート

（農家の主婦や高齢者に
もわかりやすい）

各種補助制度の活用
（出資金の範囲で
投資する安全経営）

先
進
シ
ス
テ
ム

へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ

経
営
へ
の

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

経営への
フィードバック

コミュニケーション
を楽しむ

４8



１１．健康ミネラル野菜の成功要因（福島県西会津町）

道の駅（よりっせ）における直売
（宮古島などとの交流も発展）

ミネラル野菜の
生産拡大・ブランド化

（専業農家の参加、直販等の販路開拓）

活動の展開形

成功要因を
生み出すしくみ

ＣＡＴＶによる広報な
ど両者を関連づけた

普及策

量は少ないものの地
産地消（学校給食や
福祉施設で利用）

役場がサポートして
普及会（兼業農家中
心）を立ち上げ

町民の健康づくり活動
（消費者サイド）

ミネラル野菜の普及
（生産者サイド）

中心となる
２つの活動

科学的な方法と農家
の感性のマッチング
（気づきを与えた）

町内では互いに
連携しながら
相乗的に展開
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１２．西いわみヘルシー元気米の成功要因（島根県益田市）

成功要因を
生み出すしくみ

事業推進団体
（生産技術の普及促進）

集落営農
（効率的な生産システム）

徹底した品質管理
（食味の維持）

消費者･実需者視点の
マーケティングと
継続的な販促・PR

商品の差別化戦略

ニーズ把握に基づく事業展開

ブランドの定着 リピーターの獲得

安定的な需要の創出

• 高価格でも毎月着実に完売 • 販売店の米部門の主力商品とし
て定番化

JETRO等による輸出ノ
ウハウに係るサポート

現地組織のサポート
（交流協会による現地量販
店やインポーター等の紹介、
マーケティング支援等）

島根県等行政による
支援事業

継続的な販促・PR 販売戦略への
フィードバック
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１３．菜の花プロジェクトの成功要因（滋賀県東近江市）

琵琶湖水質保全のた
めの廃食油回収の

仕組み

滋賀県の転作田への
菜の花の作付けに対
する補助制度

成功要因を
生み出すしくみ

家庭の廃食油からBDF
を精製する取り組み

菜の花から菜種油の生
成、販売

BDF実用実験
（農業機械、カート）

栽培マニュアル、
BDFに関するFAQ

の整備

菜の花の栽培実験
（滋賀県内５カ所）

プロジェクトを発
展させるとりくみ

全国初の廃食油燃料
かプラントの開発

様々な課題に取り組
むための自治体、研
究機関の活用

菜の花応援団
（地域内、地域外）

地元小中学校に対す
る環境学習・農家民宿

への展開

地域内資源循環システムの構想
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１４．水土里ネット明治用水の成功要因（愛知県安城市）

住民ニーズの把握
成功要因を
生み出すしくみ

地域コミュニティへ
の積極的な参画

パイプライン上部の有効利用
（水の駅、ホタルの見える水路づくり）

交流の場

環境意識の向上

・小中学校への総合学習
・将来の明治用水の支援者育成

地域コミュニティの復活

・日常的施設管理への参加
・地域防災への取り組み

環境学習の場

地域住民の
ワークショップ参加

渇水時の広域
用水管理

水源涵養林

水質保全活動

明治用水の支援者、リーダー
シップのある人を見つけていく
ことがポイント！
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水が見えないことに
よる意識の希薄化
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１． 岡山県倉敷市「漁村の特性や伝統を活かした町づくり」 
 
 
                        地域の概況（倉敷市）

総面積 29,855ha 
林野面積 8,129ha
林野率  27.2% 
人工林率        8.4% 
耕地面積 4,120ha
耕地面積率       13.8％ 

田(3,330ha) 
畑( 795ha) 

総人口     430,291人 
老齢人口      70,116人 
高齢化率 16.3% 
１次産業就業者数      5,225人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       出典：2000年国勢調査 
                          2000年世界農林センサス 
         図 2-１．倉敷市位置図 
 
１．地域の概要 
 
 倉敷市は、岡山県の南部に位置し、瀬戸内海沿岸都市であると同時に、中国地方の交通

の拠点として古くから栄えてきた。新幹線・山陽本線・伯備線・瀬戸大橋線などの鉄道網

と山陽自動車道・瀬戸中央自動車道といった高速道路網が市内で交差し、広域交通網の結

節都市の位置づけとなっている。総面積は 298.55ｋ㎡、人口が約 43万人と、瀬戸内海岸の
中核市として位置づけられている。気候に恵まれており、古くは稲作のほかに、綿花やい

草の栽培が盛んであったが、昭和 30年代から水島臨海工業地帯が形成され、重化学工業を
基幹産業としてまた、繊維産業を地場産業として、工業・商業・サービス業・農業・漁業

が調和よく発展している都市である。 
 倉敷の歴史は、さまざまな物資の集積地としての賑わいによって、江戸時代に幕府の直

轄地となり、代官陣屋が置かれていた。同時に、新田開発により農地が増加し、綿花の栽

培のため、周辺の人々が集まり商工業の発展をうながした。備中、美作、讃岐の米、綿、

油などが陸路・水路を通じて集荷・搬出されるようになり、繰綿問屋、米穀・肥料問屋な

どの倉庫が次々と建設され、商業の中心地としての地位を得ていった。 
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 倉敷市の南、児島半島の先端にある下津井は、瀬戸内海に面し入り江が天然の良港とし

て重要な役割を果たしてきた。江戸時代中期以降、秋になると北海道の干しニシンやニシ

ン粕を積んだ北前船が、山陰の海から下関を通って下津井港に立ち寄るようになった。下

津井からは塩、木綿などを積み込んで北国へ荷を運んでいく北前船による交易が、この地

域に大きな繁栄をもたらした。 
 

写真 2-1 下津井漁港は潜水漁も盛ん 
 
２．取り組みの内容 
 
 倉敷市下津井地区、下津井漁協壮青年部の取り組みについて調査をおこなった。 
 
 倉敷市下津井地区は、現在（2004年 12月末）2,339世帯 8,305名が暮らす地域である。 
かつて、江戸時代には風待ち港として、また軍事上の重要な拠点として城が築かれ、城下

町 3 万 2 千石を謳歌した歴史ある港町である。また、近年では瀬戸大橋がこの地域から四
国に架けられており、開通時には多くの観光客が足を運んだ。漁業も盛んで、港の沖にあ

る速い瀬戸では「うおじま」とよばれるように、産卵にくる魚の群れが海の中の島に見え

ると言うぐらい、豊富な漁場であった。2003 年度における下津井漁協の組合員は、199 名
であるが、過去 10年で半分に減少し、同時に 3分の 2が 60歳以上の高齢者で、すなわち
組合員の減少と高齢化が深刻な状況になっている。 
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写真 2-2 潜水漁による「たいらぎ貝」が特産物 
 
 下津井漁協青年漁業士、大崎周治氏にお話をうかがった。この地域の漁業は、「底引き網」、

「一本釣り」、「潜水器」、「蛸壷漁」、瀬戸の早い瀬を利用したイカナゴやマナガツオを獲る

「袋待ち網漁」が盛んにおこなわれている。特に、潜水によるタイラギ貝の漁が盛んにな

っている。また、トラフグやノリの養殖なども盛んであるが、全体的には近年の魚価の低

迷によって苦しい状況が続いている。 
 
大崎氏を中心に取り組まれている、下津井漁協壮青年部による取り組みは下記の通り。 

 
① 浜辺のクリーンアップ作戦。県漁連の企画として、港・浜辺を美しくということで、 
年 2回 10年間にわたって取り組まれている。 

② 地元の小学校を対象に、漁業の体験学習をおこなっている。 
③ 「海づくり」と題して、トラフグの受精卵・ふ化仔魚の放流などを通じた「つくり育 
てる漁業」に取り組んでいる。 

④ 地元の伝統行事の復活に取り組んでいる。 
⑤ 「下津井漁協おさかな朝市」や「魚島フェスティバル」を通じて、新鮮な魚を安く提 
供し、下津井を広くアピールするイベントに地域の人々と連携し取り組んでいる。 
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写真 2-3 なまこ壁が美しい下津井の路地 

写真 2-4 かつて繁栄したしるしとしての旧家が多く残る町 
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写真 2-5 干しダコなど漁村の佇まいが残っている 
 
２－１．取り組み主体 
 
 下津井の取り組みは、漁業協同組合の壮青年部によって支えられている。組合員 199 名
の内、26 名が壮青年部に所属しているが、その目的は資源の減少や高齢化による漁業の衰
退傾向に対して、地域漁業を活性化させるため 1989年に結成された。同時に、この地域の
活動は、海の特産品を開発する研究会や下津井を考える会などの市民グループを巻き込ん

で取り組まれている。 
 
２－２．取り組みの経緯と概要 
 
 1989年に結成された漁業協同組合の壮青年部の取り組みは、「海づくり」、「人づくり」、
「地域づくり」という三つの柱で取り組まれている。当初は、「ゴミの持ち帰り運動」や「ヒ

ラメの養殖」から始め、次第に地域に波及する活動に拡大している。 
 「海づくり」として取り組まれてきたのが、まず「ヒラメの養殖」と「トラフグの種苗

生産・中間育成放流」事業である。すなわち、近年の漁獲高の減少と中国からの輸入の増

加による価格の低下の対策として、中間育成という栽培型の漁業に取り組んでいる。ここ

では、2000年度から取り組まれているトラフグの受精卵放流・ふ化仔魚放流について下記
に記す。 
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 1988年度には、水揚げ 50ｔ金額にして 1億 4,000万円もあったトラフグの漁獲が、2000
年には、水揚げ約 5ｔ金額にして 1,000万円程度と、10分の 1以下に低下してしまった。
この状況に危機感をつのらせ、取り組まれたのが受精卵の放流である。初年度は、県の水

産試験場の協力を得、2,000万粒の受精卵を放流した。その後順調に技術開発や協力体制が
整備され、近隣の漁協とも協力しながら事業を拡大している。2003 年には、1 億 2,000 万
粒の受精卵が採取され、ふ化率も 53％と上昇し、毎年放流量が確実に上昇している。この
ような取り組みによって、漁獲高の増加が期待されている。 
 このような取り組みは、最初のヒラメの中間育成から始まり、トラフグの育成へと発展

し、現在ではクルマエビ、キジハタなどに広がっている。同時に、壮青年部の取り組みが

地域へと波及し、ヒラメ・トラフグの受精卵・仔魚の放流は、地域の子供たちに「海の日」

の記念行事として実施してもらうようになった。また、クルマエビなどについても、種苗

の運搬・飼育・放流を隣り合う漁協と協働でおこなうなど、地域を越えた連携の環が広が

っている。 
 「海づくり」活動では、恵みをいただいている海をきれいにとの考えから、ゴミの持ち

帰り運動を始めたが、現在では年に 2 回の海岸のクリーンナップ作戦が展開され、漁協関
係者と地域の人々が協働で事業をおこなっている。 
 

写真 2-6 下津井町並み保存地区 
 
 「人づくり」活動と題して取り組まれているのが、地元の小学生やその親を対象にした
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体験学習である。海の日の記念行事として、下津井西小学校ＰＴＡと協力し、漁業につい

ての学習・種苗の放流・海浜清掃を中心とした体験学習である。2003 年には、総勢 70 名
の親子が参加し、「漁業について」学んだ後、六口島に漁船で渡り、ヒラメとトラフグの稚

魚を放流した。子供たちの参加の動機は海水浴であるが、実際に稚魚の放流や漁業の実際

を学ぶことにより、地域の歴史や漁業についても興味を抱くようになってきていると、関

係者の方が話されていた。 
 この体験学習は好評で、県と協力、不登校やひきこもりの小・中学校の子供たちにメニ

ューを提供し始めている。「渋川青年の家」の子供たちを漁船に乗せ、底引き網漁業の体験

学習を実施した。このプログラムは大変好評で、子供たちに笑顔が戻り、心にも良い影響

が与えられたと評価されている。このような体験学習は大変好評であるが、漁協スタッフ

の人数の制約もあり、特別な場合を除いて地域の小学校に限定し運営されている。 
 

写真 2-7 かつては北前船が寄港し反映の姿をしのばせる資料館 
 
 「地域づくり」として取り組まれているのが、「下津井漁協朝市・魚島フェスティバル」

である。「若いもんに魅力あるまちにしたい」、「下津井の子供たちに、わしらの子供の頃、

経験した祭りや海のおもしろさを伝えていきたい」という、壮青年部とその先輩たちの思

いを形にした取り組みである。この思いから、「新鮮で安い魚を提供しよう」、「地元の祭り

を復活させよう」、「子供らへも海への関心を取り戻してもらおう」という具体的なアイデ

アの実現がなされてきた。 
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 「下津井漁協おさかな朝市」は、漁協の荷捌き所で毎月第 2 日曜日の午前 5 時から開催
されているが、早朝の下津井に、多くの人々がやってくる定期イベントとして定着してい

る。同時に、この朝市を通じて、地域の関係者がサワラや下津井タコなどの特産品を開発

し、販売するなど、大きな波及効果が出始めている。同時に「魚島フェスティバル」は、

毎年 5 月中旬開催される地域の大イベントに育ってきている。下津井で水揚げされた魚や
食料品の青空バザール、トコハイ下津井節踊りなどの出し物が披露されるなど、多くの観

光客を呼び寄せる下津井を代表する行事に成長した。このような、1989年に始まる取り組
みから新たに復活したのが、30 年間途切れていた「祇園神社」の夏祭りの御輿担ぎの復活
である。壮青年部が音頭を取り、当時のことを知っているお年寄りたちからの聞き取りや、

写真の調査から昔の祭りを少しずつ再現する取り組みを 1997年から始めた。下津井の祇園
神社夏祭りは、かつて 3 台の御輿が町を勇ましく練り歩き、最後に船に乗せ岬を回って鳥
居前に着船し、そこから参道を担いで上る勇ましい姿をみせていた。この祭りを、壮青年

部が中心になって、地域の若者や子供たちのために復活を果たした取り組みである。祭り

の復活に当たって問題になったことは、御輿の再建であった。祇園神社に保存されている

御輿は、昔から伝わる金箔の豪華なものであるが、復活の年に海に放り込んでしまい、神

社から使わせてもらえなくなった。つまり、自分たちで御輿を作ることを迫られた。そこ

で、住民の方々を説得し資金提供を促すと同時に、船大工の協力を仰ぎ再建にこぎつけた。

このような、地域の一体となった取り組みが、先祖から続くお祭り行事を復活させること

となった。 

写真 2-8 中国四国横断橋の下に漁港は位置する 
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２－３．取り組みの効果と成功要因 
 
 漁協壮青年部の取り組みによってもたらされた効果として「海づくり」活動からは、周

辺漁協との協働の環が広がり、事業の効率的・効果的な実施体制が整えられた。ヒラメや

トラフグの資源の増大は、漁家経営の安定にもつながる。「人づくり」活動からは、地域の

子供たちにさまざまな体験を通じて漁業や地域での思い出を形成するのに役立ち、学校や

地域の人々との接点が深まり、結果的に後継者の育成につながっている。「地域づくり」活

動からは、下津井の新鮮な魚を安く提供するイベントとして定着し、下津井を広くＰＲす

る場として評価されている。同時に、地域の伝統行事の復活を期に、下津井全体が協力し

合い、さまざまな課題に一体となって取り組むことができるようになった。 
 このような取り組みを成功させた大きな要因は、漁師の先輩が常に言っていた「わしら

漁師のような一次産業は、地域と一体とならにゃーできん」という、地域に向けたまなざ

しを、後輩の壮青年部が受け継ぎ具体的なアイデアを次々と実行して行ったことによる。

特に、過疎化・高齢化が進むことに対する危機感から、このような視点を持って取り組ん

で事業をおこなったことが重要なポイントである。 
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２．徳島県上勝町「野山の枝葉の商品化による地域おこし」 
 
 
                      地域の概況（上勝町）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2．上勝町位置図 

総面積 10,968ha 
林野面積 9,370ha
林野率   85.4% 
人工林率        83.2% 
耕地面積 230ha 
耕地面積率        2.1％ 

田(  79ha) 
畑( 151ha) 

総人口      2,124人 
老齢人口       937人 
高齢化率 44.1% 
１次産業就業者数       486人  

                      出典：2000年国勢調査 
                         2000年世界農林センサス 
 
 
１．地域の概況 
 
 上勝町は、県庁のある徳島市から南西方向に 40km、車で約 50分の位置にある。地形的
には四国山脈の南東山地にあり、標高 1,439mの高丸山を最高峰とする山脈が重なり、東流
する勝浦川は、深い渓谷をなし、その流域にごくわずかな平地が見られるほかは、大部分

が山地で、山腹斜面に階段状の田畑があり、標高は 100mから 700mの間に大小 55の集落
が点在している。このような地形条件に合わせ、農業では標高ライン作目配置構想をかか

げ、地帯別の基幹作物の配置に努めている。 
 総面積は 109.68k㎡、内 85.4％が山林で、そのうち 83％が杉を主体とした人工林である。
耕地はわずか 1.9％と狭く、典型的な山間の町である。気候は紀伊水道に流入する黒潮の影
響を受け、比較的温暖で雨が多く、平均気温は 15℃前後である。 
 町の人口は、国政調査結果によると、1955 年の 6,265 人をピークに毎年減少し、2000
年には 2,124 人と 45 年間で 66％の減少となり、高齢化率は 44.1％、過疎と高齢化が同時
進行している四国で一番小さな町である。 
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写真 2-9 山間にある上勝町の集落 
 
 
２．取り組みの内容 
 
 野山の枝葉の商品化というアイデアで、地域の元気を作り上げた㈱いろどりの調査をお

こなった。㈱いろどり、専務取締役横石知二氏のヒアリングを中心に調査を実施した。 
 
 上勝町では、第三セクター方式による株式会社いろどりを組織し、中山間地のどこにで

もある地域資源のさくらやもみじなどを利用し、「つまもの」生産販売事業「彩」（いろど

り）事業を実施してきた。その内容は、地域に暮らす高齢者の方々を中心に、野山の枝葉

を商品として出荷販売する仕組みを、さまざまな観点から組み立て事業化を果たした。 
 1986 年出荷が始まり、初年度 116 万円に過ぎなかった売り上げが、2003 年度には 2 億
円を超えるなど、大きな成果がもたらされている。 
 
表 2-1 いろどり売り上げ推移 

年度   1986年   1991年   1996年   2003年 
 売り上げ   116万円  5,700万円   1.6億円  約 2億円強 
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２－１．取り組み主体 
 
 上勝町の取り組みは、㈱いろどりが中心となってこの事業を推進しているが、第三セク

ターの特徴を生かし、町や JA、県の農業改良普及所などが連携し、商品開発などの面で協
力し合って取り組みがなされている。特に、「彩」の商品を町内から集める、発注集荷のシ

ステムや情報の共有システムを背景で支えているのは、町が整備を進めてきた「防災行政

無線システム」である。同時に、市場のニーズに対応した商品供給を可能にしている日頃

からの研究会も、JAの会議室を利用しながら、農業改良普及所とも連携し進めている。取
り組みの中心は、㈱いろどりの専務である横石である。特に、商品の開発、ニーズに対応

した商品マーケティングについて、地域の組合員の積極的な事業が可能になるよう導いて

いる。事業開始当時、軌道に乗らない事業を成功に導いた背景には、1988年から消費マー
ケットを歩き、マーケティング活動を実施した横石氏の役割が重要な位置を占めている。 
 

 
写真 2-10 パソコンで知らされる情報 
 
２－２．取り組みの経緯と概要 
 
 上勝町の産業は、木材と温州みかんが主な産物であったが、1960年～‘70年の高度成長
期において、木材は外材との競争、温州みかんは生産過剰による値崩れで、上勝町の産業

は窮地に立たされていた。その上、1981年上勝町を襲った冷害は、氷点下 13℃という異常
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寒波により、ほとんどのみかんの木が枯れ死し、同時に特産物として出荷されていたゆず

やすだちの木々も瀕死の被害を受け、上勝町の農業に甚大な被害を与えた。 
 このような危機を契機に、上勝町では地域ぐるみの生き残りをかけた取り組みがなされ、

さまざまな成果をあげてきた。その一つが、㈱いろどりの取り組みである。 
 

 
写真 2-11 いろどりの取り組みを代表するモミジ 
 
 専務取締役横石氏は、20 年前の上勝町において一般的であった考え方や習慣における悪
条件を五つあげている。①いつも田舎は負け組だ。②厄害では仕事ができない。③人を批

判することが通常。④最初からあきらめている。⑤女性は隠れた存在。このようなことが

一般的であったが、これからは必ず出番がくると、上勝にあるもので何か出来ないかを横

石氏は考え続けてきた。まず、「山の資源」や「山の土地」でできること、「一人ひとりが

この山の中でできること」、「女性でもできること」、何よりも「事業化して飯が食えること」

を基本に、研究会を立ち上げた。 
 このような考え方の背景には、町が 1993年から始めている「１Q塾」すなわち、自分た
ちが住んでいる地域や町を良くするために、自ら考え話し合いで実行していく仕組み、「一

つの疑問（1 つの Question）を持って取り組もう」、「一休さんのように考えて解決をはか
ろう」、「一級（一流）を目指そう」という、町が進めてきた人づくりの活動が大きく貢献

している。 
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写真 2-12 柚子と共に出荷される彩の葉っぱ 
 
 「彩」という考え方は、上勝町の独自の概念である。野山の枝葉が商品となる、この独

創的なアイデアの事業化には、いくつかの道のりがあった。上勝町では、20 年以上前から
花木（華木）すなわち生け花の木の産地であった。簡易なハウスで枝物を早く開花させ（「ふ

かし」の技術）、花市場に出荷をしていた。この小枝が、高級料亭で盛り付けに珍重されて

いることに着目し、農協職員の指導で料亭や市場に出荷したのがスタートである。残念な

がら、当初は単価も低く抑えられ、市場での評価は低いものであった。商品としての注目

を集めるようになったのは、横石氏が京阪神の消費者、すなわち高級料亭を自分で歩き、

直接この枝葉を料理の飾り付けに使用する板前さんたちからニーズを直接吸い上げ、それ

を商品開発に生かし始めた 1988年からである。この年の売り上げは、約 2,200万円と一桁
売り上げが跳ね上がっている。横石氏によると、従来型の農産物開発は、技術開発に 90％
の労力を割き、マーケティングには 10％以下の労力しか投入されないが、むしろその逆に
するべきだとの指摘をされた。「モノが売れるとは、ニーズに対する対応の結果」であると

の考えから、丁寧に消費者のニーズを聞き、生産者である地域の人々にその要望を伝え、

一緒に研究し商品を開発して行ったのが、上勝町の「彩」の取り組みである。例えば、ヒ

ット商品のモミジは、柔らかい葉が望まれており、ニーズに合わせ技術を有効に活用して

商品化をはかっている。そのため、他の地域からモミジが出荷されても、差別化商品とし

て、上勝町の「彩」からの商品が有利とのことであった。 
 株式会社いろどりは、第三セクター方式で 1999年 4月に設立され、町長が社長となり経
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営をおこなっている。資本金は、1,000 万円で町が 700 万円を出資し、残りの 300 万円を
同じ町の第三セクター企業、株式会社上勝バイオが出資している。この企業は、キノコ類

の菌床の生産や販売を手がける企業である。 
 

 
写真 2-13 高齢者でも使いやすいパソコンの端末機器 
 
 現在、㈱いろどりの組合員は 185名おり、平均年齢は 67歳と高齢者を中心とした産業で、
同時に女性の参加が多いことに特徴がある。この高齢者の方々が、商品を受注し出荷する

上で大きな戦力になっているのが、IT 活用のネットワークシステムである。当初、町の防
災無線システムを活用し、ファックスによる発注、情報システムを構築した。すなわち、

市場からの情報をいち早く生産者に流すことによって、ニーズに対応したスピードある対

応を促した。市場から農協へ、そして情報センターから各農家へという流れを、防災無線

を活用し電波を使った同時発送ファックスシステムを開発した。 
 1998年度には、通産省の公募事業を利用し、「つまもの」産地連携による「彩」情報ネッ
トワークの開発実証普及事業を導入し、1億 6,000万円をかけ ITネットワークシステムを
構築した。この事業では、写真 2-10 と 2-13 にあるような、高齢者でもわかりやすい専用
ブラウザの開発や、簡単に扱える大型トラックボールによるポインティング装置、入力装

置も簡単なものにするなど、70～80才代の高齢者でも扱える機器の開発も同時におこない、
やさしいインターフェースが実現した。その結果、各家庭で 20万円の経費が必要となるパ
ソコンの端末機器導入も、145件の農家が購入し、現在の受発注・情報共有システムを構成
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している。このような情報システムは、いろどりの事業の消費者のニーズに即した商品供

給という、事業の中心を支えており、実際組合員の中には夜遅くまでパソコンに向かい、

市場のちょっとした情報を勉強する姿があるようだ。農業者の方々がゲーム感覚で市場情

報に接し、自分たちの知恵をその情報に合うよう商品開発に生かす仕組みが作り上げられ

ている。写真 2-14にあるように、稲作をしていた水田を、蓮の葉が商品になるということ
を知り、蓮田に変えるなど新たな商品開発に直接反映されている。同時に、このシステム

によって、毎日の売り上げ情報が管理・共有され、自分が当日の売り上げ・累積売り上げ

でどの位置にいるかもつかめるようになっており、競争の原理（はげみになる）が働く仕

組みにもなっている。その結果、80代の高齢者でも年収 1,000万円を超える高額所得者も
あらわれるなど、大きな成果を地域にもたらしている。 
 

 
写真 2-14 水田も蓮田に変え、葉を彩りで出荷 
 
 現在、「彩」の商品売り上げベストスリーは、モミジ・南天・笹の葉であるが、このよう

な商品開発にも、県の農業改良普及所が連携し携わっている。また、料亭を中心としたニ

ーズのくみ上げは現在でも徹底されており、例えば季節ごとの要望にこたえる商品開発な

どがおこなわれた結果、春の七草セット、節分・お盆・正月などの歳時記に合わせた商品

が出荷されている。このような努力の結果「彩」の商品は 330種類を数え、ワンパック 200
～300円の価格で安定し、むしろ需要にこたえられない状況が出始めている。 
 

 69



 
写真 2-15 いろどりでは、さまざまな葉っぱが商品化される（ゆずりは） 
 
２－３．取り組みの効果と成功要因 
 
 「人間は何歳になってもすごいんだ、やれるんだ」という発想が基本に、事業が組み立

てられている。「本当の福祉とは、介護などのサービスを充実させることはもちろん、『仕

事』という生きがいを持ってもらうことではないか？」と横石氏は言う。 
 いろどりの取り組みの成果として、直接的には所得の上昇と雇用効果があげられる。185
名の組合員が、野山の枝葉を商品として出荷し、同時に所得も高齢者所得が全国でもトッ

プクラスとなっている。この「つまもの」の事業は、現在全国でのシェアーの約 40％以上
を握っており、この地域の存在を全国にも知らしめ、女性や高齢者の生きがいを作り上げ

ている。2003年度の視察受け入れは、194団体 2,103人にものぼり、さまざまな効果を地
域に与えている。 
 いろどりの事業の仕組みは、JAの発注に基づき、各事業者が時間との競争で商品を受注
し、各家庭でパック詰めを行い、集荷場に納品する仕組みを用いているが、集荷場が会員

同士の情報交換の場として機能し、新たなコミュニティーを形成する場としての機能も発

揮している。高齢者向けの電動三輪車の荷台に枝葉の商品をのせ、アリが集まってくるよ

うに、たくさんの高齢者の方々が集荷場に集うさまは、非常に活気のある地域を実感する。 
 同時に、使いやすいインターフェースを備えたパソコンシステムが、新たなつながりを

作り、高齢者でもメール交換をする姿が、この地域ではあたりまえとなっている。 
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写真 2-16 葉っぱを美しく見せる工夫をこらす（柿） 
 
 横石専務によると、一番の成果は、「行政が何でもしてくれる」から抜け出し、「自分で

考え行動をする」へ変化したことだと述べられた。情報を読み、考え、行動する力が住民

に備わった。長年の生活習慣から抜け出すためには、「直すための仕組み」が必要。すなわ

ち、この地域では野山の枝葉を商品化する仕組みを整えたことによって、地域の人々が自

ら考え知恵を出す仕組みが作り上げられた。この事業の評価として、①売り上げ向上。②

高齢者の健康。③コミュニティーの再生があげられた。今後は、多くの要望に応え事業の

拡大をはかろうとしている。具体的には、これまで培ってきた ITネットワークシステムを
基礎として、温泉地などの新たなマーケットと双方向のネットワークシステムを構築し、

商品の受発注供給システムの構築を模索している。同時に、これからは地域が価値になる

時代で、地域のブランド化を図る方向で取り組みをおこなう方針である。 
 このような、上勝町の取り組みを成功させた要因は、①消費者のニーズに即した商品開

発の徹底と、②ニーズに即した商品供給の、IT 活用による効率化と情報の共有化、③地域
資源の有効活用の徹底が中心であるが、その上に、住民が主役となった地域づくりがなさ

れてきたことである。 
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写真 2-17 中学校も地元の材木を利用し建てられた 
 
 
このような地域が主役のまちづくりは、さまざまなことに生かされ、写真 2-17にあるよう
に、中学校も地元の材木で作られたことや、住宅や木橋の整備、34 分別によるゴミゼロへ
の取り組みなど、さまざまな地域ぐるみの取り組みに反映されている。 
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３．大分県大山町「生産者の顔が見える農産物の販売」 
 
 
                      地域の概況（大山町）

総面積 4,572ha
林野面積 3,621ha
林野率   79.2% 
人工林率        78.5% 
耕地面積 281ha
耕地面積率        6.1％ 

田( 104ha) 
畑( 177ha) 

総人口       3,910人 
老齢人口       1,063人 
高齢化率 27.2% 
１次産業就業者数        636人 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 2-3．大山町位置図         出典：2000年国勢調査 
                         2000年世界農林センサス 
 
１．地域の概況 
 
 大山町は、大分県の西部に位置し、福岡県、熊本県の県境にあたり東西に 6ｋｍ、南北に
10ｋｍの木の葉の形をした小さな町であり、1969年町制を施行し大山町となった。交通は、
大分自動車道の日田インターから約 30分程度の距離にあり、観光地として多くの人々を集
める由布院や黒川温泉へと至る国道 210号線から分かれる 213号線の途中に位置し、観光
客の通過点としての位置にある。中央を筑後川の上流となる大山川が流れ、その周辺のわ

ずかな平地や山間に 38集落、3,910人が生活する山村である。古くは、山から伐り出した
木材を、筏を組んで筑後川を下り、福岡の町との交易で栄えた歴史がある。その習慣は、

今でも受け継がれ、現在福岡市民との交流が盛んにおこなわれている。 
 なにより大山町を有名にしたのは、厳しい山間の地域にあって、1961年に取り組まれた
運動「ＮＰＣ運動」（ニュー・プラム・アンド・チェストナッツ運動）という新たな地域振

興の取り組みである。「梅栗植えてハワイへ行こう」のキャッチフレーズの下、圃場や里山

を開墾し梅や栗の木が植えられていった。その結果、梅の郷として九州有数の産地として

栄え、一村一品運動のモデルとして全国に有名になった。現在では、梅が 80ha（2003 年
度 227ｔ、7,700万円）スモモが 34ha（160ｔ、8,000万円）の作付けを誇る果樹栽培が盛
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んな地域である。このような取り組みをきっかけとして耕地面積の少ない山間地域を有効

に活用する農業の取り組みが積極的におこなわれており、大山町農協の資料によると 2003
年度の農産品の売上実績は合計約 22億円で、最も大きい売上は、施設栽培の「えのき茸」
の 7億 2,000万円、次いで「菌床椎茸」の 3億 1,000万円、「なめこ」の 2億 8,000万円、
ハーブ、クレソンなどがそれに続き、知恵を生かした多品目少量生産の農業がおこなわれ

ている。 

 
写真 2-18 木の花ガルデンには、福岡ナンバーの車が多い 
 
２．取り組みの内容 
 
大山川沿いにある「木の花ガルデン」は、大山町の取り組みの象徴である。町と農協が

取り組む「有機無農薬農業」の販売拠点、また、都市の人々との交流拠点として位置づけ

られる。 
表 2-２：木の花ガルデン・直販店売上推移一覧表 

 Ｈ13    Ｈ14    Ｈ15 
売上高（千円）   994,166  1,166,973  1,362,211 
農産物販売高    25,675    31,626    37,118 
雇用者数（人）      54      59      60 
集客数等   325,500   483,075   585,409 
＊ 集客数等は観光動態調査の数値を記入（売上は、直販全店舗合計） 
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表 2-2にあるように、集客数、売上高も順調に推移してきている。1990年「木の花ガル
デン」が開業し、1991 年度の売り上げが 1,230 万円、1996 年度の売り上げが 6 億 4,044
万円と比較すると大幅な売り上げ成果である。この順調な売上を支える背景に、新たに大

山町の直営店以外への出店が進められ、2003年度には 8店舗を数えている。同時に、大山
町の直営店では写真 2-19にあるような、農家のもてなし料理をメインとするレストラン「オ
ーガニック農園」が評判で、お昼時ともなると入りきれないほどの盛況である。同時に、

直販所も町内の農産物だけではまかないきれないほどの人気を博している。 

 
写真 2-19 農家レストランの惣菜コーナー 
 
 大山町における取り組みは、15 年ほど前に小さな農産物直販所を開設したことから始ま
っている。50名の出荷農家から始まった取り組みが、現在では 2,000名を超える農家が出
荷にかかわり、大山町域内から日田市、中津江村などにも出荷農家が拡大するなど広域の

取り組みとなっている。現在では、農産物や加工品の直売所「農産品バザール館」、「梅蔵

物産館」、食事どころの「咲耶木花館」と「オーガニック農園」を設置した「木の花ガルデ

ン」。福岡市に設置した交流拠点の「おおやま生活領事館」などのサテライト施設を合わせ、

三次産業の拡大がみられる。この取り組みを支えているのは、農家とお客さまの信頼関係

をつくるという基本、例えば出荷農家が各自商品に住所・名前・電話番号を明記し、同時

に上代も自分でつけるというシステムである。すなわち、購入者との信頼関係を顔の見え

る表示を商品につけることによってつくり上げ、同時に固定客の獲得をはかる仕組みが作

られている。 
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写真 2-20 木の花ガルデン直販所 
 
 
２－１．取り組み主体 
 
 「木の花ガルデン」の取り組みは、農協と農協組合員が主体となって事業を実施し、町

が支援をおこなっている。写真 2-21に見られるように山間の川筋に設置された「木の花ガ
ルデン」の施設は、農協組合員の出資でほとんど作り上げられている。唯一、「梅蔵物産館」

だけが町の施設として建設され、現在町が農協に貸与しているが、使用料は免除となって

いる。この施設は、町が主体となり農水省と国土庁の補助を受けつくられた。木の花ガル

デンは、農協の下部組織「木の花ガルデン小組合」で支えられており、農協の直販事業と

して事業が実施されている。2003 年度、この組合員は 311 名をかかえており、「年間品物
を切らせないで並べることができなくなってきたため、近隣市町村からも小組合に入って

いる農家がいる」（大山町農林振興課河津主幹）という状況である。 
 古くから、安全な農産物を生産することを地域の方針として掲げてきたこともあり、農

協や普及センターが中心になって、有機栽培の営農指導を積極的におこなっている。同時

に、地域内製材所から出るオガクズと牛糞に微生物を利用した有機堆肥を農協が生産し、

販売もおこなっている。 
 直販所への出荷は、農協の組合員が基本となっているが、売上の 20％が農協に手数料と
して支払われ、そのうち 3％が大山町に収入として入る仕組みをとっている。 
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写真 2-21 山間の川筋にある木の花ガルデン 
 
 
２－２．取り組みの経緯と概要 
 
 大山町の取り組みは、1961年に始まったＮＰＣ運動がすべてのスタートである。大山町
の農家の平均耕作面積は 50アール程度と狭く、その立地を活かすためには作物の収益性と
土地の回転率をあげることを主眼に置いた「高次元農業」、単一作物に頼らない少量多品目

生産、加工品の開発による高付加価値化、これらの実現による週休三日制の「知的集約農

業」をこの当時から目指してきた。このとき使われたキャッチフレーズが「梅栗うえてハ

ワイへ行こう」であった。このときの理念が今も息づいており、第一次産業に傾注しない

で、第二次産業、第三次産業への複合化の取り組みが、この地域では当時からおこなわれ

ている。 
 大山町はかつて林業の盛んな地域であった。日本三大美林に数えられる日田杉の産地と

して栄え、同時に筑後川を利用した筏によって材木を流し、川下の福岡市との結びつきが

古くから強かった。経済・文化圏としては、大分県にありながら福岡県との結びつきの強

い地域である。大山町の中心部を貫く、国道 212 号線は観光客の多い黒川温泉や阿蘇へ、
同時に北を走る国道 210 号線は由布院へとつながり、多くの観光客が福岡方面からこの地
域を通過し、それぞれの観光地へむかっていた。 
 1990年、このような観光客にむけて小さな農産物直販所を農協が設置した。当時、農産
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物の直販所は全国的に見てもまだまれで、大きな注目をあびた。利用者の高い評価から徐々

に規模を拡大し、1992年福岡市のスーパーにテナントとしてのコーナー設置、1995年には
大分県のスーパーにコーナー設置がされるなど、サテライト的な直販所が拡大した。同時

に、大山町の核施設も直販所に喫茶コーナーを加えるなど徐々に拡大し、現在では農家の

もてなし料理を地産地消で取り組む「オーガニック農園」など、複合的な施設として運営

がはかられている。この取り組みは、都市住民との交流を重要な位置づけとしており、1998
年には福岡市内に交流拠点としての「おおやま生活領事館」が設置された。この施設は、

大山町の農産物を使ったレストランを備えるなど、福岡市民との交流をはかることを主な

目的に、過疎債を利用し県との共同で実施した事業である。 
 

 
写真 2-22 農家レストラン 
 
 「木の花ガルデン」を訪れる観光客の 60～70％が、福岡県からの顧客である。1998年に
福岡市西区に設置された「おおやま生活領事館」の設置の成果や、古くからのつながりも

あり都市との交流拠点として機能している。特に、農産物に生産者の名前を明記すること

や、安全な農産物を生産することを地域ぐるみで取り組んできたこともあって、直接農家

に電話で注文が入るなど、農産物を通じた交流がすすんでいる。このような交流から、梅

やスモモの収穫体験や、シソ梅干しづくり体験などの事業が実施されている。 
 
 

 78



 
写真 2-23 ひびきの郷 
 
２－３．取り組みの効果と成功要因 
 
 2003 年度の年間売り上げ 13 億 6,000 万円という、直販所売上でも全国有数の成果をあ
げている「木の花ガルデン」からは、さまざまな波及効果が生まれている。大山町役場で

の聞き取りによると、①地域での雇用創造（施設の 60～70％の職員が地元採用）、②住民の
意欲の向上。特に、農家の行政頼りの体質が改善され自発的に事業を実施する機運が向上

している。③連帯感がつくりあげられた。④年間 60 万人（2003 年度）もの観光客が訪れ
ることによる波及効果が大。⑤視察者の増加（2003年度 2,724名）による大山町の宣伝効
果、などがあげられている。 
 このような事業を成功に導いた要因は、第一に 40年以上前から取り組まれたＮＰＣ運動。
すなわち、中山間地の特性を活かした「知的集約農業」の実現を目指し、貧しい山間の暮

らしをエネルギーに換え取り組んできたことである。第二に、都市部との交流が文化とし

て古くからあり、交流を通じた新たな事業を組み立てることを目指したことが、大きな成

果を生み出した。第三に、顔の見える安全な農産物の開発を、わかりやすい形で利用者に

伝える仕組みをつくりあげたことである。第四に、大山町を広く訴求し、地域ぐるみのブ

ランド化を目指したことである。大分から日本中に広がった「一村一品運動」の始まりの

地などの知名度を上手く利用したことである。第五に、第一回全国梅干コンクールを開催

するなど、加工品の開発等に努力目標をつくるなど工夫を凝らしたこと。このような大山
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町の取り組みは、新たな波及効果を生み出している。その一つが、2002年に開業した町の
第三セクター施設「豊後・大山ひびきの郷」である。これは「木の花ガルデン」の成功を

受け、町が中心となって事業を計画し実施した直販所、温浴施設、レストランなどから構

成される、都市と農村の交流拠点施設の整備事業である。町はこの拠点施設を活用し、第

三セクター株式会社おおやま夢工房を設立し、事業運営をおこなっている。 

 
写真 2-24 ひびきの郷の加工品 
 
 「ひびきの郷」総支配人緒方氏によると、この施設は「木の花ガルデン」の成功によっ

て蓄積されたノウハウを基本に、新しい工夫を加え都市と農村の交流拠点として、大山町

のまちづくり拠点として位置づけられている。同時に、この施設は「木の花ガルデン」と

の相乗効果を期待し建設された。開業 3ヶ月で 10万人の利用客を数え、2003年度の売上 3
億 8,000万円、営業利益、1,300万円を計上するなど、順調なスタートを切っている。 
 特に、緒方支配人が取り組んでいるポイントは、ＰＯＳシステムの積極活用やデザイン

やマーケティングにこだわること、マスコミの積極利用など、都市住民をターゲットとし

た企画を組み立て事業を実施している。ＰＯＳシステムでは、固定客の買い上げ動向の把

握など新しい利活用の仕組みを構築している。デザイン面では、施設のサインシステムを

若手の有力デザイナーに依頼し、グッドデザイン賞を受賞するなど、商品から施設までの

一貫したイメージ作りをおこなっている。マーケティングでは、大山町の安全で質の高い

農産物という特徴を活かし、さらに最高の加工技術を組み合わせることによって、世界中

のどの商品よりも優れた差別化商品を生み出す体制をつくろうとしている。実際、大手洋
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酒メーカーと取り組んだ、梅酒づくり、果実リキュールは高い評価を受け、首都圏の高級

食材店において首都圏価格ですでに販売されている。また、評判の良い梅酒を利用し顧客

のニーズに対応し、180ccの飲みやすいサイズの商品を開発し、博多や東京の寿司店に販売
を開始した。マスコミ対策としては、顧客をセグメントし、それに沿った媒体を積極的に

利用している。「じゃらん」などの旅行雑誌、新聞やテレビなどのマスコミを上手く使い分

け、同時に信頼されている人に話をさせるなど情報をコントロールしている。すなわち、「ひ

びきの郷」では経営感覚を持ったリーダーが、地域資源を有効に活用し新たな事業展開を

はかっている。 
 特に、この施設で特筆すべきは、地域の施設として愛着を持ってもらうことを目的に、

5,000万円の増資をおこない、地域住民 302名が株主として出資をしている点である。すな
わち、行政が施設を作っておしまいではなく、地域の人々がかかわる仕組みを、出資者と

なってかかわることから始めている。特に、豊かな生活の延長に観光があり、楽しく暮ら

すことによって外部の人々がやってくるという、緒方氏の信念から地元民が自分たちのも

のとして愛着を持って施設にかかわる仕組みをつくりあげた。同時に、交流という視点か

ら、福岡への農産物の流通に使われるトラックに目をつけ、帰りの空のトラックに福岡中

央図書館の書籍を積み、大山町の図書館で借り出せる仕組みをつくるなど、都市と農山村

の間で、全く新しい交流・補間関係の仕組みの構築を模索している。 
 

 
写真 2-25 グッドデザイン賞受賞・ひびきの郷サインシステム 
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４ 鹿児島県串良町「住民活動による公共サービスの提供」 
 
 
                      地域の概況（串良町）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    図 2-4．串良町位置図      出典：2000年国勢調査 
                         2000年世界農林センサス 
 
１．地域の概況 
 
 鹿児島県の南東に位置する串良町は、大隈半島のほぼ中央に位置し、東は東串良町、西

は鹿屋市、南は高山町、東北は曽於郡大崎町に接し、東西に狭く南北に長い地形をしてい

る。交通は、東西を走る国道 220号線と鹿屋市と都城市に通じる国道 269号線を基幹とし、
九州縦貫自動車道加治木インター、宮崎自動車道都城インターまでそれぞれ 80分、鹿児島
市まで垂水フェリー経由し約 100分の位置にある。総面積 65.86ｋ㎡で、平坦な地形に特徴
があり、全野が黒色火山灰土壌とシラスで、河川は東端を串良川、南部を肝属川、ほぼ中

央から南へ甫木川、西部を中山川が流れ、水に恵まれた地域である。気象条件は温暖多雨

に特徴があり、平均気温 16.9℃、年間降雨量 2,500mm前後で、台風の常襲地帯である。 
このような風土を活かし、古くから農業が盛んであり、特に全国 2 位の飼養頭数を誇る
畜産業と園芸を中心に、農業や水を活かしたウナギの養殖など、特色のある産業が形成さ

れてきた。 
 串良町は、1932年 5月に町制を施行し現在に至っているが、古くは大隈風土記に「大隈
の郡、串トの郷は昔、国造りの神がこの村のありさまを見るために出された使いが帰って

きて、髪梳の神がありましたと申し上げたので神はその村を髪梳きの村と言うように仰せ

総面積 6,586ha
林野面積 1,893ha
林野率   28.7% 
人工林率        73.9% 
耕地面積 2,950ha
耕地面積率        44.8％ 

田( 585ha) 
畑(2,360ha) 

総人口       13,613人 
老齢人口       3,364人 
高齢化率 24.7% 
１次産業就業者数       2,135人 
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串トの郷と言う」と書かれ

いるように、古くから開けた地域であった。 
現在の串良町は、人口は 13,472 名（2004年 8月 1日現在）とやや減少傾向で、高齢化

見ると、平成 8 年
800万円、平成 15年度 183億 3,500

や増減はあるが、他の地域の現 と比較的 に推移していると思わ

串良町の財政は、大半の農家が零細規模で所得も低いことから、平成 11年度の歳入のう
町税は 16.1％で財源の大部分を交付金や国県支出金等に依存している。そのた
自治を促進する制度を定め、1995年から自治公民館の取り組みとして、自主的な活動が
つようはかってきた。串良町 85地区の人々が自ら、 たちの課題を解決する

る。 

 

られ、隼人のことば久西良の郷というようになり、また改めて

て

 

率 27.4％と、高齢化が進んでいる状況である。農業の粗生産額の推移を
217億 1,600万円から、平成 12年度 170億度 万円と

 や 順調 れる。状に比較する

 

ち め、地域

の

育 自分 仕組みで

あ

 

写真 2-26 串良町の圃場 

 



２．取り組みの内容 
 
 串良町、柳谷自治公民館の取り組みの調査をおこなった。 
 
柳谷集落は、1700年代に平家の落人が高山町柳の谷から移り住んだことを起源に開かれ
た地域である。現在、130戸 287名（平成 16年）が居住する農村集落であるが、他の地域
に比較して高齢化（現在高齢化率 34％）が進み、それにともなう遊休耕地の拡大が 10年以
上前から問題となっていた。 
 

 
写真 2-27 柳谷自治公民館拠点「やねだん未来館」 
 
 東京の金融機関で働いていた豊重哲郎氏は、地元に U ターンし 1996 年自治公民館館長
に就任した。通常、自治会長は１年毎の交代制度であるが、地域の長老から 10年間の任期
で、この町の課題を解決し良くしてもらいたいと依頼を受け自治会長に就任した。 

豊重氏のリーダーシップの下、次のような取り組みがおこなわれている。 
 
① 地域自治活動の一環として、遊休耕地を住民総出で耕作し、サツマイモを植え付け、 
焼酎を生産・販売するなどして収益を上げ、地域課題の解決をはかっている。 

② 土着菌を利用した土質改良剤を生産し、畜産業者等に販売し利益を上げ、地域課題解 
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  決資金として利用
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している。 
 土質改良剤と生ごみ処理機を集落全戸に配布し、植物残渣の堆肥化をはかっている。 

堂および直販所として、多 
くの人々の受け入れを行なうとともに、地域コミュニティーの拠点として活用をはか 

宝歴史館」など、地域の助け合いによって活動の拠点を整 
備し、地域の活性化に役立てている。 
 

真 2-28 串良町柳谷 お宝歴史館 

取り組み主体は、串良町が 1995年から制度化をおこなった「自治公民館制度」を母体に
重館長による

「行政情報の回覧による伝達組織」としての機能でしかなく、地域の課題を解決するに

であ 化が可

③

④ 集落のコミュニティー拠点を整備し、手打ちそばを出す食

っている。 
⑤ 住民の知恵と汗によってもたらされた収益を利用し、介護・防犯などに対応した設備 
を整備し、地域の安全・安心の暮らしに役立てている。 

⑥ 「わくわく運動遊園」、「お

写

 
２－１．取り組み主体 
 
 

組み立てられている。自治公民館による地域の自治が実施されていたが、豊

と

も自治公民館に与えられる事務委託料、年間 44万円では新しい活動を展開することが困難
った。そこで、豊重氏は新たな枠組みとして地域住民が自分たちで活動・事業

能な仕組みを創出し、事業をおこない、収益を別勘定（集落民会議という名称）で利用す
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、実際に事業を行なう際には、地域の住民の

ろに

２－２．取り組みの経緯と概要 

 串 が自治会長に就任したことに

 

1996年、豊重氏が公民館長に就任したとき、柳谷集落の人口は子供の頃の 3分の 2に減
暮らしの老人が、22名と高齢化が進んでいる状況であった。 

豊重公民館長が最初に掲げた目標は、行政だよりの気持ちから脱し、自分たちが力を合

る仕組みを作り上げた。このような枠組みで

多く（一度に 100名以上）が参加し、共同事業が実施されている。 
 この仕組みは、行政の制度を下敷きにしながら、独自のアイデアで作り上げてきたとこ

独創性が認められる。 

 
良町、柳谷自治公民館の取り組みは、1996年豊重哲郎氏

始まるが、9年にわたる取り組みを時間の経過と共にふりかえってみる。 

 
写真 2-29 直販所で販売される焼酎（やねだん） 
 
 

少していた。同時に一人

 

わせて事業をおこない、達成感と感動を共有することであった。最初におこなった事業は、

串良町行政が買い上げそのままになっていた澱粉工場の跡地、20 アールを借りて「わくわ
く運動遊園」を、集落総出で作り上げることであった。それまで、草が生い茂り放置され

ていた土地を、集落の人々が力を合わせ、ゲートボール場兼多目的コート 2 面、高齢者や
子供向けの遊具や藤棚などを、4ヶ月かけて作り上げた。129戸 330名（当時）の集落民が
集まり、丸太や角材、緑化樹などの資材を提供し合い、工事については集落内の大工や左



官、造園士が中心になって労働奉仕で作り上げた。業者に発注したのは、電気工事などご

くわずかで、最終的には 8万円の予算で 1998年に出来上がった。 
 同時に、集落内にある遊休地 1 町歩を利用し、からいも（サツマイモ）を植え付け、収
益を上げる事業に取り組んだ。これは、それまで放棄されていた圃場を、高齢者の方々や

整備、畝たて、苗とり、堆肥散布、植え付け、除草、収

までを集落の共同作業としておこなうものである。通常、このような労働奉仕は嫌われ、

この取り組みのユニークな点は、この活動で作られた「からいも」を澱粉工場に販売し、

地域のボランティアをつのって、

穫

近年衰退している状況であるが、この地域では古くから続いてきた「結い」の心を復活す

るため、新しい仕組みで取り組んでいる。 
 

その収益を使い地域の課題解決を具体的にわかりやすい形で実現させるところである。初

年度からおおよそ 80～100 万円の売上利益が発生し、そのお金を使ってさまざまな課題を
解決してきた。例えば、初年度は一人暮らしの高齢者の世帯 8軒に、「夜、もしもの時にベ
ルがなり誰かが駆けつけるシステム」を、32 万円の予算で設置した。また、煙感知器 33
台をお年寄りから優先的に設置するなど、暮らしの安心に直結する仕組みを、収益を利用

し整備していった。このような、公民館長による現実的な資金計画を兼ね備えた、住民参

加型の事業が地域の人々に「感動」を持って受け入れられ、さまざまな波及事業に発展し

てきている。このような、「からいも」からもたらされる収益によって次の新たな収益事業

が生まれ、同時にその収益が集落の自治活動へ積極的に投入されている。 
 

 
写真 2-30 土着菌による土質改良剤づくり 
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 「わくわく運動遊園」の完成と「からいも」事業の収益による取り組みが、地域の人々

養豚家に実施したアンケートによると、33戸

の新たなまとまりと団結力をもたらすこととなった。2000年から研究を開始し、2001年か
ら事業を開始したのが、土着菌の製造販売である。これは、近くの山の腐葉土の中などに

いる糸状菌に、微生物と米ぬか、砂糖、水などをまぜて攪拌し、約三週間かけて醗酵させ

タネを作る。鹿児島大学の研究では、これを床に敷いて活用しているが、ここでは集落内

の養豚場の実践例を参考にして、飼料に 2％入れて直接牛や豚に食べさせている。柳谷集落
で 2001年 11月に、実際に利用した集落内の
のうち、89％が「悪臭がしなくなった」と答え、「牛の下痢がなくなった」「畜舎のハエが
いなくなった」との声も寄せられており、効果があるとの評価が高まっている。 
 この土着菌による改良剤は、キログラムあたり 50円で集落内の人々には販売され、同時
に集落外の人々には 80円で販売され好評を博している。年間 3万 kg程度販売されており、
200万円強の売上高となっている。このような新たな取り組みは、それまでの集落一丸の取
り組みの成果として好循環を作り出し、集落の人々のつながりを強固にする役割を担って

いる。ここでも、土着菌の醗酵をおこない出荷を担う建物「土着菌センター」（広さ約 100
㎡）が、地域の住民の手づくりで作り上げられた。同時に、この事業に携わる 6 名の販売
スタッフや重機を扱うオペレーターの仕事が新たに発生している。 
 

 
写真 2-31 集落外からも土着菌資材を購入にやってくる 
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 この土着菌によるタネは、集落内すべての世帯に堆肥づくりの容器と共に設置し、生ゴ

のために使われている。この資

を豊重館長は、将来的には公民館会費を全廃し、その上、地域の子供のために 500 万円

ミの堆肥化（好気性発酵方式）をはかっている。同時に、この菌を利用し地力の落ちた土

壌に散布し、地力回復をはかりそこにカライモを植えつける取り組みを実施している。散

布後 2年間で、ミミズが発生し地力の回復が可能なことを確認している。 

 
写真 2-32 土着菌の出荷をおこなう重機オペレーター 
 
 土着菌を利用したカライモ栽培は、現在でも地域住民の参画ボランティアでおこなわれ

ている。2003年度の柳谷自治公民館総会資料によると、5月 16日にカライモ畑に土着菌を
散布することからはじめ、5月 25日と 6月 7日には植え付け、11月 1日と 23日に収穫を
100名規模の参加で行なう等、延べ 64回の共同作業がさまざまな企画事業により実施され
ている経緯が紹介されている。現在「からいも」は、澱粉販売用と焼酎仕込み用が生産さ

れており、豊重館長によると 2003年度には 1,500本もの焼酎が、鹿屋市の神川酒造に製造
販売を委託し造られ、2,100 円の上代で販売された。次年度は、10,000 本が生産される予
定で、2,300円の上代で販売され、この焼酎によって 600～700万円の収益が見込まれてい
る。 
 
 このような、取り組み収益によってもたらされた集落の課題解決事業は、緊急警報装置

の設置にはじまり、2003年には全戸に防犯ベルが設置されるなど、地域住民の「安全・安
心」な暮らしを作るため、また「福祉」「教育」などの充実

金
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程度の育英基金を整備し、地域の外に出て行った子供たちにも地域とのつながりを持って

もらう仕組みに活かして行きたいとの考えを披露された。 
 
 現在、柳谷自治会の取り組みは他の地域の人々からも注目を浴び、年間 2,000 名程の視

 

察を受け入れるようになっている。現在までに、延べ 10,000人程が視察をされたとの数字
が残っている。このような多くの人々の注目を受け、2004年 5月には住民の共同による方
式で、「ホンモノ未来館」という食堂と直販所を備えた地域の拠点を整備した。この建物の

木材は、近くの山から伐り出し無償で提供された。測量・整地も住民の共同でおこない、8
ヶ月で整備された。124㎡の敷地に使われた資材は、ほとんどが無償で提供され、唯一屋根
材のスレートのみを購入した。地域の皆が常に出番をまっており、このような共同作業に

積極的に参加する結果がこの建物として出来上がった。初年度この施設では、時給 400 円
の給与で地域の主婦 8 名を雇用し営業を開始した。ここで出される食事は、蕎麦を中心に
地元の米・野菜を使い、特に土着菌を利用した生産物を積極的に利用し、串良町の料理研

究家と地元の主婦 5名が 50日間にわたり研究開発したメニューを提供している。特に「や
ねだん旬の御膳」1,000円というメニューを核に、1,000万円の売上を目標においている。 
 

写真 2-33 地域のコミュニティー拠点となる食堂「ホンモノ未来館」 
 
 今後この施設を拠点に、焼酎や新しい特産物を開発し、インターネットで販売していく

ことを考えているそうだ。特に、施設の前にある小山を利用し、トンネルを掘って空冷の
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倉庫をつくり、根ものを中心に販売していくことを検討中である。自然薯や芋を中心に、

地域にあった産物の開発をはかろうとしている。そのため、公民館組織による農地利用を

能にするため法人化を視野に入れ、例えば「地縁による団体」の申請の準備をはかって

、結果的に地域の人々が積極的に道路掃除をするなど、集落が美しくなりはじめた。 

育成についても力

注いできた。自分のブレーンやパートナーを大切にし、育てていくことが後継者育成に

可

いる。 
 
２－３． 取り組みの効果と成功要因 
 
 集落の共同作業によって始まった小さな取り組みは、収益を地域の公益事業に目に見え

る形で反映させることにより、地域住民のさらなる連帯感が作り上げられ、さまざまな地

域の元気を作り出すこととなった。 
 特に暮らしの安心という点で、防犯体制の整備を住民が内発的に取り組み、例えば 60人
いる高校生以下の学生に対し、通学路に住民が出て「おはよう」と挨拶をする「おはよう

声かけ週間」を設定し、地域の住民が通学路に立って送り出す仕組みをつくることや、自

主防災班を組織するなど、多くの取り組みとなって波及効果が生まれている。同時に、こ

のような取り組みが、地域外の人々の注目を浴び、ベトナムや韓国からも視察団を受け入

れ

  
 土着菌の利用についても、さまざまな副次効果を生んでおり、集落全戸に配布した堆肥

化の設備により、この集落全戸から生ごみの収集がなくなった。生ゴミステーションの悪

臭が大きな課題であったが、土着菌の利用によって解決がはかられた。同時に、地域外の

畜産農家や行政から土着菌の畜産業利用手法が注目され、隣町の東串良町でも取り組みが

始るなど、拡大が期待されている。同時に土着菌の活用によって、地域の循環型の有機農

業の環を作り上げることにも期待が集まっている。カライモの活用による焼酎生産や、食

堂を利用した土着菌利用農産物の開発など、新たな展開の拡大が期待されている。豊重館

長は、土着菌利用商品のブランド化も視野に入れ、計画を作り上げようとしている。 
 
 9年間の取り組みの成果として、公民館の総会に集落のほとんど（90％以上の出席率）の
人々が参加して、議事がおこなわれるようになった。すべての事業はここで、目的や資金

面などすべての情報を明らかにし、この総会で決定されることとなっており、自発的な連

帯感がそこで形成されている。すなわち、地域のコミュニティーの結束が、事業の計画・

承認・実施の連帯によって、強固な形でつくりあげられている。 
 
 豊重館長は、10 年間の任期で公民館長を引き受けたのだが、後継者の
を

つながる。すなわち、常に自分が中心ではなく、でしゃばらないで事業を住民参加でやっ

てきたことによって、まわりのスタッフが育ってきたと豊重氏はふりかえられた。同時に、
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すべての情報を共有し、地域の人々に開かれた仕組みづくりをおこなったことも重要な点

だと考えられる。「補助金に頼らない地域おこし」には、持続性をどのように作り上げてい

くかの視点が重要である。ここでは、わかりやすい成果を示し、住民一人一人に出番を作

り、参加の実感を与えることに最も注意をはらっている。例えば高齢者には、長年培って

た農業技術などを地域のために使っていただく場を提供するなど、皆が参加できる事業

られた時、「感動」が生まれ次のエネルギーとなる。

生きた福祉と感動の地域おこし」と豊重館長は表現している。この表現の背景には、「人

きるはず」という強い信念と、緻密な戦略性がこの

き

を用意している。参加し大きな成果が得

「

間愛の村をつくる」と言う強い信念を持ったリーダーとしての豊重氏の存在がある。リー

ダーの情熱が基本にあり、自分から動き、自主参加を基本に計画を実行する。「自治公民館

による農業を中心にして村づくりがで

村に成功をもたらした。 
  
豊重館長は、「この地に住んでいて良かった」ではだめで、これからは「この地に住んでみ

たい」という、特に文化向上の取り組みが重要だと述べられた。ただ、事業を実施してい

るだけでは人口は増えない時代であり、その地域の魅力を教育・文化の面で高めていく努

力を今後進めていく必要があるとの認識である。 
 

写真 2-34 柳谷自治公民館に掲げられた横断幕 
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５．沖縄県石垣市「立地条件を生かした完熟マンゴー栽培・販売」 
 
 
                      地域の概況（石垣市）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     出典：2000年国勢調査 
                         2000年世界農林センサス 

図 2-5．石垣市位置図 
 
 

１．地域の概況 
  
 石垣市は、沖縄本島の南 411ｋｍ、宮古群島へ 170ｋｍ、台湾へは 260ｋｍの位置にある。 
総面積は約 230ｋ㎡で、面積では沖縄本島、西表島についで県内 3番目である。地形的には、 
県内最高峰の於茂登岳（526ｍ）があり、その於茂登岳を中心に西は崎枝から平久保まで緑
の丘陵が連なり、一方ではなだらかな平野部を形成しながら海岸線に至り、一方では急傾

斜のまま海岸線に至るという、海の青さと海岸線の白さに加え、深緑のコントラストが見

る者の目を引きつけるひいでた景観を形成している。同時に、亜熱帯の自然と都市機能が

マッチし、多くの観光客を引きつけている。平成 16年、石垣島を訪れた観光客は、観光協
会の推計で約 70万人と年々増加し、観光産業が盛んになっている。 
 石垣市の人口は、43,302人と 1990年から 2000年にかけて約 5％増加し、特に本土から

 農業産出額は 109 億 3,000 万円となっており、その半分ほどは肉用牛を中心とした畜産
がしめており、サトウキビや加工用パイナップルが中心であった農業からの転換を進めて

総面積 22,885ha 
林野面積 10,954ha 
林野率 47.9%   

人工林率         12.6% 
耕地面積 5,430ha 
耕地面積率       23.7％ 

田( 331ha) 
畑(5,100ha) 

総人口       43,302人 
老齢人口       6,653人 
高齢化率 15.4% 
１次産業就業者数       2、408人 

移住してくるＩターンの若い人が増えている。 



いる。特に、工芸農作物や果実の栽培が盛んになってきている。日本最南端の自然文化都

を標榜する石垣市では、亜熱帯の気候風土を活かした取り組みを積極的に進めている。 

           

日本最南 石垣市の石垣島果樹生

産出荷組合の取り組みを取材した。

主導する島田氏から、取り組みの概要をうかが

った。

石垣島の山間部、近くに名蔵ダムの

登山の裾野にこの組合はある。 街

から北へ車で走り、約 20分～
ビ畑や水田の広がる郊外に位 合

は数 の有志に

みの 熱帯の

ゴーの生産と、その商品を直接消費者に販売す

るシ 、

地域は山間の裾

どの被

害も多く、農業をするには条件の不利な地 
写真 2-35 石垣市             域である。取り組みの要点は、国内最南端の
気 

            候風土を活かし、マンゴーの栽培に先駆的に取
んでいる。同時に、フィリピンなどの外国産の商品に打ち勝つため、消費に近い立地

詰められており、運

の収穫がなされているが、固定客の需要だ

市

 
                    ２．取り組みの内容 

          
 

 

端の沖縄県

この組合を

 
ある於茂

石垣市の中心

30分、サトウキ
置するこの組

人の集落 よって作られた。取り組

内容は、亜 気候を活かした完熟マン

ステムを構築し 大きな成果をあげている。

写真 2-36 にあるように、この
野に位置し、この地域特有の大型台風な

 

        

り組

を最大限活かし、期間限定の（6～8月）樹上完熟「ポトリ果マンゴー」（登録商標）を生産
し、消費者に直接販売している。樹上で完熟し、袋に自重で落下したマンゴーは、その日

のうちに集められた上、箱詰めされ組合の共同出荷場から、宅配便で消費者の台所に直接

届けられる。ちょうど、集荷された日から 3 日後に果実が届けられ、最適な状態で消費者
の口に入ることとなる。同時に、徹底した品質管理をおこなっており、芳醇な香りと濃厚

な甘みを備えた付加価値を作り出し、安定的なファンを獲得したことにより、順調な経営

が図られている。 
 現在このマンゴーは、2,000 円/㎏が基本で、一箱 2 ㎏のマンゴーが
送費や箱代を入れて一律 5,500 円の価格で消費者の手元に届けられている。現在、島田氏
の圃場にあるハウスでは、55 アールでマンゴー
けでほぼ供給が一杯となっており、新規の注文には応えられない状況が続いている。 
この果樹生産出荷組合は、現在 3 名で運営されており、資材の共同購入や共同出荷体制に
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よりコストの削減をはかっている。 

写真 2-36 山裾に立地する島田農園 
 
２－１．取り組み主体 
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垣市の山間部字登野城に位置する島田農園は、「ポトリ果マンゴー」の生産販売に地域

を探り実施してきたことにより、農協の系統出荷から離脱していた。

「農

 
 石

の農業者と生産出荷組合を設立し取り組んできた。害虫（みかんこみばい）の絶滅によっ

て、直接農産物の本土出荷が 1986 年より可能になることから、「びわ」の栽培・共同出荷
をおこなうことを目的に、地域の農業者 8名と共に石垣島果樹生産出荷組合を 1981年に設
立した。その後一貫して、島田氏はそのグループのリーダーとして取り組んできたが、現

在は 3名の農業者が、「ポトリ果マンゴー」の栽培・共同出荷に取り組んでいる。 
 当初から、農協や普及所、県の農業試験場などの援助は受けず、取り組みを進めてきた。

その理由として挙げられるのが、①、技術的に沖縄本島にある園芸試験場では、気候風土

の違いから具体的な技術支援が望めなかったこと。②、当初から直接市場のニーズを調べ、

川下に直接販売の道

③、系統出荷から離脱したことにより、農協等の近代化資金についても利用できなかった。 
 このような独自の取り組みを支えてきたのが、独自の情報網である。当初、「びわ」の栽

培や「マンゴー」の栽培において、害虫などの障害に対する技術を台湾から導入し、栽培

技術の確立をはかった。また、市場のニーズや農業生産の新しい取り組みなどについて

の匠の会」という全国的なネットワーク組織に参加し、交流の中で情報を取得し、経営に



反映させていった。 

写真 2-37 マンゴー栽培ハウス内（花の吊り上げ・幼果時、全面太陽光に当てるため） 

と概要 

のは、

 
２－２．取り組みの経緯

 
 1981年、それまで野菜の栽培に取り組んでいた農業者が、地域の有志をつのって果樹生
産出荷組合を設立した。目的は、1986年それまで禁止されていた本土への農産物の出荷が、
害虫の根絶によって可能となることを視野に入れ、果樹の共同技術開発や資材の共同購入、

商品の共同出荷をおこなうため設立された。当初は、地域の８名の有志によって設立され

た。最初に取り組んだのが、「びわ」の栽培である。当時、びわは高級果樹として市場で流

通し、栽培の中心は鹿児島などの九州の産地であった。季節的に一番速く市場に並ぶ

鹿児島のびわであった。4月に市場出荷される鹿児島のびわは、高値で取引され都市部の高
級食材店で贈答商品として販売されていた。綿密な市場調査に基づき、この季節より早く

出荷が出来れば、高級品として高値で販売することが可能、その上びわは傷みやすく台湾

などの遠隔地からの出荷はコンテナで痛むことから輸出が難しいと言われてきた。また、

びわの特徴として熟度が 95％以上にあがらないと酸が糖度に入れ替わらないということも
あり、早期の出荷が無理との理由もある。この地域では２月に出荷ができることに目をつ

け、1981年から栽培に取り組んだ。一番大きな課題は、台風等の強風が襲う地域であり、
強度のあるハウスの建設に資金がかかることであった。このとき、近代化資金等の融資が

受けられず、５名の仲間が離脱した。毎年この地域に上陸する台風に備え、ハウスの強度
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を上げる必要がある。建設費用は、10アールあたり 600万円程度が相場であり、島田氏は
最終的に市の支援を受け、1,100 万円の融資を県の制度によって調達し、20 アールのハウ
スを建設した（写真 2-37）。同様に、亜熱帯でのびわ栽培は、病気や害虫などの影響があり
非常に難しいものであった。栽培当初、県の農政課や名護の熱帯果樹試験場に栽培技術の

支援を要請したが、緯度３度の差により、そこでの技術が反映することができないことが

わかった。そこで目をつけたのが、台湾である。この国では、距離 120ｋｍ、緯度１度の差
に二つの国の試験場があり、農家に対する技術支援を気候風土に合わせ支援する体制が整

っていた。緯度で 1 度の差の台湾の技術は、石垣島で有効に作用した。びわの障害も台湾
の技術導入によって克服し出荷を始めた。出荷の始まった 1986年、石垣島のびわは㎏あた
り 1万円と言う高額で取引され成果をあげた。 
 しかしながら、この取り組みも競合の進出により衰退することとなった。理由は、想定

外の円高により重油の値段が急落し、長崎地域でハウス栽培によるびわの早期出荷の採算

が合うようになり、競合が起こった。同時に、距離的な不利により九州地域に後塵を浴び

ることとなった。その上、1988年開港予定の石垣新空港の計画も頓挫し、コンテナ輸送が
かなわず、混載による商品の傷などのダメージが追い討ちをかけた。 
 

写真 2-38 マンゴーの花 
 
 石垣島果樹生産出荷組合では、びわに変わる作物として 1985年からすでに「マンゴー」
の栽培に取り組み始めていた。理由は、空港計画の頓挫、円高の進行、温暖化による温度

 97



の上昇により熱帯果樹にシフトをはかった。 

写真 2-39 1983年からのマンゴーの老木 
 
 1985年当時、マンゴーはフィリピンやメキシコから年間１万ｔ程度輸入されていた。当
時の価格は、ＣＩＦ輸出価格で 350円/㎏であった。当時の市場関係者に、調査したところ、
品質に優れたマンゴーでも㎏ 1,000 円までが限度であろうとの結果であった。ビジネスと
して成り立つ採算は、高価なハウスの投資もあることから、2,000 円/㎏であればやってい
けるとの判断をしていた。この溝を埋めるため取り組んだのが、ブランド化と消費者への

直接販売である。 
 完熟し、袋の中へ「ポトリ」と落ちるマンゴーの意味で、「ポトリ果マンゴー」の商標登

録をおこない、完熟マンゴーを差別化商品としてブランド化し、消費者への直接の普及を

はかった。同時に、戦略的なマーケティングをおこない、できるだけ遠い地域の人々をタ

ーゲットとし、遠方の顧客を開拓した。その理由は、近在の顧客はマンゴーを購入するチ

ャンスに恵まれており、このマンゴーに固執する理由が薄いからである。「一番南の島で、

マンゴーに適した気候で、一番美味しい状態でお客様の台所に届ける」に徹底し、顧客管

い販売を続 島田氏のグループの「ポトリ果マンゴー」は、現在新規

顧客の要望に応えることができないほどの需要をかかえている。同時に、島田氏は現在

理をおこな けてきた。

の

55 アールのハウスでマンゴーの生産出荷をおこなっているが、樹木の力の衰えが来ること
を見越して、20 アールのハウスで新規栽培を始めている。このような、マンゴー栽培の成
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功の陰にも栽培技術の研磨があった。びわ栽培と同様に、台湾に通い技術の研修をおこな

った。結果的に、さまざまなノウハウが蓄積し、隔年にしか結実しないマンゴーを毎年採

取する手法の確立や、10年ほどで生産性の劣化する木の寿命を 20年以上に引き伸ばすこと
に成功するなど、生産技術においても大きな成果をあげている。 
 通常、同じ品種を栽培している農家は、競い合っていることから隣同士仲の悪いことが

多いのだが、石垣島果樹生産出荷組合では、資材を共同購入するだけでなく、出荷も組合

でまとめ運賃を下げる努力をおこなっている。その上、技術についてはすべて仲間内では

公開し、商標も無償で使えることとしている。島田氏は、「人のつながりで作っているので

す」と述べられた。すなわちここでは、マンゴーの栽培を通じ、人のつながりが出来上が

り「篤農家」の仕組みがつくりあげられている。 

写真 2-40 強風に耐える骨組みのしっかりしたハウス 
 
２－３．取り組みの効果と成功要因 
 
 石垣島果樹生産出荷組合の成功は、石垣島の農業にとっても大きな期待がかけられてい

る。基幹作物であった、サトウキビやパイナップルが不振に陥り、最盛期年間 5万 tの生産
を誇っていたパイナップルも現在では 2,000ｔと 1/25に減少し、加工場も 1996年に封鎖さ
れた。現在では、パイナップル生産の跡地に牛の放牧地が拡大し、「石垣牛」として島の経

済を大きく牽引している。同時に、サトウキビ生産も厳しい状況となっており、水稲など
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土にあった技術が台湾

、IT機器の利用徹底をはかったこと。 

プでは徹底した顧客管理の下、不良品が発生

た場合消費者に負担を持たせないため、すべて後払いによる宅配システムを採用してい

が栽培されている。石垣市の地域マスタープランによると、農産物の複合化経営を図るこ

とがうたわれている。すなわち、畜産とマンゴー栽培などの複合経営による、営農の安定

化を図ろうという方向性が示されており、果樹栽培への流れが注目されている。 
 島田氏を中心とした取り組みが成功した大きな要因は①、気候風

にあり、そこで技術研修を受け技術を導入することに成功したこと。②、共同で組合を作

り、共同購入、共同出荷、商標登録、栽培技術などの共有などをおこなったこと。③、情

報の管理をおこない、顧客管理を徹底したこと。④、一番南のサンゴ礁の島で採れる完熟

マンゴーという独自性を訴求したこと。⑤、「ポトリ果マンゴー」の名前で商標登録をおこ

ない、マーケティング戦略によりブランド化をはかったこと。⑥、人のつながりを利用し、

積極的な情報収集と情報の利用をはかったこと。⑦

 

写真 2-41 敷き藁にサトウキビの絞りかすを利用 
 
 直接消費者に商品を送る、島田氏のグルー

し

る。また、お客様のお使い物として、第三者に送る場合もすべて石垣島から発送し、最適

の状態で台所に届く仕組みを構築している。同時に、各生産者と顧客のつながりや信用を

何よりも重視し、組合員同士の商品の貸し借りも禁止している。このような仕組みを陰で

支えているのが、ITシステムである。島田氏は、1985年頃から情報を使いこなせないと市
場で勝てないと、IT機器の導入をはかった。特に、1995年石垣島在住のビジネス専門学校



の校長に委託して顧客管理ソフトをつくりあげたことが、ビジネスの発展に大きく貢献し

た。プログラマーがそばにいることにより、日進月歩の IT技術に乗り遅れることなくバー
ジョンアップがはかられ、ビジネスに活かすことができる環境を作ったことが重要である。 

最盛期の２ヶ月間石垣島に住みたいと

う若い人たちを中心に雇用している。午前中のみ、単価 750 円を支払いパートタイム方

 同時に、市場や農業の状況がどうなっているかについても、常にアンテナを広げキャッ

チする体制を整えている。IT機器からの情報だけではなく、「農の匠の会」のような全国の
篤農家のネットワークシステムに積極的に参加し、常に情報を得る努力をおこなっている。 
 

写真 2-42 マンゴー栽培に取り組む島田氏 
 
 現在、石垣島果樹生産出荷組合で取り組んでいる事業は、後継者と新規就農者の育成で

ある。組合外の地域の農業者と共同し、月に 1 回話し合いながら新しいシステムを作るこ
とを模索し始めている。島田氏の農園では、出荷の

い

式で果樹の集荷などを委託している。その経験から、多くの都会から来る若者が農業に従

事することを望んでおり、参入の機会をつくることができれば、農業者は増加すると確信

を得ている。すなわち、都会からの若者を地域の農業者がグループをつくって受け入れ、

半年は果樹農家で実習、残りは野菜などの実習をおこなうなどのメニューをつくり、農家

での研修をおこない後継者や新規参入のハードルを低くし、参入をうながす仕組みをつく

ろうとしている。地域にある公民館の施設を授業に使い、研修所を宿泊施設にあてるなど、

地域で一体となった取り組みをはかろうと模索している。このように、成果の挙がってい
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る農業の後継者や新規参入者の育成を支援することが重要である。 
 

写真 2-43 防風林をハウスの周辺に植える 
 
 石垣島果樹生産出荷組合の取り組みから明らかとなったことは、今後の農山漁村が立ち

上げって行くため最も重要な支援策は、気候風土にあった地産商品の開発の技術的なバッ

クアップである。島田氏は、石垣島に合った果樹の栽培・開発に最も近い気候の台湾の技

術を導入し成功した。実際に沖縄本島の熱帯果樹試験場では、技術的な支援が不可能であ

た。今後、地域資源を生かす個性豊かで元気な地域を作り上げていくためには、その地っ

域の気候風土にあった研究支援機関の設置が重要になると考えられる。 
 このことは、農産物の栽培支援に限らず、たとえば地産商品の独自性を活かしたマーケ

ティング支援や、それを消費者に伝えるためのデザイン開発支援など、さまざまなソフト

開発の支援を、地域に即して実施される体制構築が必要だということにほかならない。大

規模効率化の産業と地域資源を有効に利活用する産業の共存が必要となっている。すなわ

ち、石垣島での取り組みから明らかとなったのは、石垣島での固有の問題を解決する仕組

みが必要であり、そのことはすべて日本全国それぞれの地域で同様の課題をかかえている

ということである。全国一律の技術指導から、地域固有の地産技術の研究開発が必要とな

っている。 
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