
 

もともと乳質についての意識は高かった 

 有機酪農の取組が始まる前、津別町は加工原料乳の生産地帯だったが、当時の

津別町乳検組合の会長や酪農振興会の会長は、津別町を飲用乳の出荷ができる地

域に育てようと、乳質改善に取り組み、全道でもトップクラスの乳質を実現して

いた。また、環境への意識も高く、「ゆう水」（浄化槽の一種）を用いた牛の糞

尿浄化や、放牧への取組も進んでいた。 

明治乳業から声がかかる 

 こうした酪農家の意識の高さが明治乳業の目に留まり、明治乳業の担当者から

酪農振興会に、有機酪農の話が持ちかけられた。 
 当時、欧米では環境や動物福祉という観点から、有機牛乳市場が成長してきて

いた。明治乳業は日本でも有機牛乳市場が成長すると考え、有機牛乳生産プロジ

ェクトを開始した。そこでまず必要なのは、生乳の生産地を探すことである。有

機酪農のマニュアルがなかった当時、有機酪農への転換には長期間の困難を要す

ると考えられ、スタート時点で少しでも有機に近い取組をしている意識の高い産

地が求められた。そこで、乳質改善、環境対策、放牧重視の方向で酪農が展開し

ていた津別町に白羽の矢がたったのである。 

20 年度-No.03 
北海道津別町 

津別町有機酪農研究会 
日本で初めて有機酪農に取り組み、有機転換当初の飼料収量激減と苦闘しな

がら有機酪農体系を確立。今や慣行酪農を上回るほどの収量を実現。その牛

乳は感動的なおいしさ。 
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デントコーンの有機栽培技術の定着に向けた苦悩 

 一番の課題は、飼料を有機栽培で生産することであった。当時日本では飼料の

有機栽培技術は確立されておらず、試行錯誤しながら取り組むほかになかった。

しかし、化学肥料も農薬も使わないデントコーン栽培の収量は、慣行栽培には全

く太刀打ちできず、有機転換 1 年目は腰の高さまでしか育たないデントコーン畑

さえあった。自給飼料不足で飼料購入費が嵩み、所得も低迷し、当初 20 名いた

会員は、平成 17 年末には 5 名にまで減ってしまった。 
このままでは有機酪農は継続できないという瀬戸際で、明治乳業に協力を要請

し、平成 17 年 4 月 1 日からプレミアム乳価が実現した。有機牛乳としての認証

を取得したのは平成 18 年 5 月であり、17 年 4 月からの約 1 年間は、有機牛乳と

して販売できないにもかかわらず、明治乳業は生産者からはプレミアム乳価で購

入したのである。この明治乳業の決断で、有機酪農研究会会員の酪農経営は一息

つくことになる。 

土が生き返り、慣行栽培以上の収量を実現 

 こうした試行錯誤をしていくうちに、土は生き返ってきた。柔らかくなり、根

がはりやすく、雨が降っても流れにくい土になってきた。取組開始から 5 年目ご

ろから、ようやく俵も草丈も茎の太さも非常に良いデントコーンが取れるように

なってきた。現在、デントコーンの収量は、慣行農法でも 6.5 トン以上の収穫を

得ることがなかなか難しい中、有機栽培で 8 トン近くを上げられるようになっ

た。 

酪農振興会の会長が地域の酪農家の組織化を進める 

 平成 11 年、明治乳業から酪農振興会長に声がかかり、振興会長は会員に対

し、飲用乳出荷のチャンスを生かすため、有志で有機酪農研究会を立ち上げよう

と呼びかけ、会員約 25 戸のうち 20 戸が加入して研究会を立ち上げた。 

腰までしか育たなかったデントコーン（左）と大きく育ったデントコーン（右） 
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牛乳がおいしくなる 

 飼料が甘いので牛乳も甘くておいしくなった。生産されているオーガニック牛

乳は低温殺菌ではないが、低温殺菌に優るとも劣らない味が実現されている。 
 オーガニック牛乳の小売価格は 398 円で、一般の牛乳価格のほぼ倍である。そ

れでも購入する消費者がいるのは、おいしいからにほかならない。 

消費者との連携を進める 

 価格が高い牛乳を売るには、高いことの意味合いを消費者に理解してもらわな

ければならない。そこで、毎年コープさっぽろの消費者に、有機酪農研究会の牧

場に来てもらい、交流を図り、パンフレットの説明をして、有機酪農に対する理

解を深めてもらっている。 

飼料の糖度もアップ 

 有機栽培にしてからデントコーンも牧草も糖度が上がってきた。デントコーン

で 12.5％、牧草で 8％ぐらいの糖度がある。デントコーンは生で食べるとスイー

トコーンのように甘い。サイレージの乳酸発酵も良好に進むようになり、刺激臭

のない、さらさらしたサイレージができあがる。手でつかんでも手には匂いがほ

とんど残らないサイレージである。 

消費者との交流に使っている施設 
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有機酪農を各地に広げる取組 

 有機酪農に関心を持って視察に来る人も多い。その人たちに話すのは、もとも

と農業は有機農業だったということである。化学農業の歴史は 50 年にすぎな

い。そしてその 50 年で化学農業が崩壊しつつある。これをもとの姿である有機

農業に戻すことが、結局経営的に見ても有効だというのが、研究会の実践から見

えてきた結論である。 

経営が安定して後継者も確保 

 粗飼料の収量も上がり、オーガニック牛乳として単価も向上し、販路も確保さ

れたことにより、有機酪農の経営は安定し、慣行経営以上の利益を上げることが

できるようになった。こうして、会員の酪農家のほとんどは、後継者も確保され

ている。また、有機酪農への転換当初に予想される厳しさを納得した上で、新た

に 2 名が有機酪農研究会に加入した。 

輸入配合飼料からの脱却を目指して 

 有機酪農研究会では、有機粗飼料は自給しているが、有機配合飼料は購入して

いる。その価格は一般の配合飼料の 3 倍近い。また、国産有機配合飼料の流通が

皆無という現状の中では、輸入に頼るしかない。しかし、有機酪農とは、地域内

での資源循環を目指すことでもある。給餌体系は、現在でも自給粗飼料にウエイ

トを置いており、配合飼料は少ししか使っていない。さらなる輸入配合飼料から

の脱却を目指し、畑作農家と連携して、実とりコーンと実とり大豆の利用を試み

始めた。コーンや大豆をしっかり結実させてからサイレージにすることで、たん

ぱく含量が高く、配合飼料の代わりになるサイレージができる。 

自給飼料として期待される大豆圃場 
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ソバに着目 

 今庄は昔から小粒だが良質の香りの良いそばが取れるところだった。また、今

庄から敦賀までの鉄道は、1,000 分の 25 という急勾配で、かつて今庄駅では機関

車を連結しなければならず、停車時間が長いので、今庄駅の立ち食いそばが有名

であった。そんな背景があり、今庄で町おこしが課題となったとき、そばを使っ

た町おこしをしてはどうかということになった。 

町や農協も支援 

 しかしそばの収量は低く、農家にとっては採算が合わない。そこで、役場と農

協が補助金を出し、さらに町は全国に先駆けてそば道場を建て、農協はそばの加

工センターを建設してゆうパックでそばを全国発送していった。 

19 年度-No.23 
福井県 南越前町 

（有）ほっと今庄

400 年の伝統を誇る今庄そば。そのそばを手づくり加工していた女性グルー

プが、製粉・そば打ち機の操作方法を苦労しながら習得、HACCP も取得し

て、美味しくて安心なそば作りに取り組む。後継者育成も順調に進む。 

女性グループが立ち上がる 

 ほっと今庄の社長である川渕さんは、当時 JA 女性部の部長をしていた。町お

こしのため、女性部も何か役に立ちたいと、17 名で手づくりグループを結成し、

伝承料理や手づくりの品物を手がけていった。平成 4 年度、もうすこし上を目指

そうとソバ会席の開発に取り組み、平成 7 年に食アメニティコンテストに出品し

て、国土庁長官賞を受賞し、自分たちの品物に対する自信を深めていった。 
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企業化を目指す 

 さらに、農協の参事から、農協のそば店を経営してみないかという提案があっ

た。しかし、手づくりグループの 17 名は、必ずしも企業経営を目指して集まっ

た人だけではない。そこで 17 名で話し合い、企業化を目指して 12 名が残ること

になった。自分の会社だという意識をしっかり持ってもらうため、12 名には 1 人

当たり 20 万円の出資金を出してもらい、経営を立ち上げた。 

そばの全国発送を農協から引き継ぐ 

 経営の立ち上げから 4 年経った平成 12 年春、今度は農協のそば加工施設をほ

っと今庄に任せたいという話があった。この加工施設は、全国発送も手がけてい

たが、ほっと今庄には全国発送の経験はなかった。全国発送を手がければ相当の

事務量が発生すると想像できた。そのとき、元農協職員で女性部の事務局担当の

経験もあった澤崎さんから「私が手伝うから」という一言があり、ほっと今庄の

12 名は、「今庄のそばは私たちが頑張って守らなければ」という思いを持って、

引き受けることにした。 

そばを箱に詰める 

機械の操作にとまどう 

 そば加工場を引き受けて、一番困ったのはそば打ち機械を動かすことだった。

それまでほっと今庄の女性たちは、手作業で粉を挽き、そばを打ってきた。機械

の操作は初めてだった。5～6 人の従業員が、「男の人を入れてもらわなければこ

の機械は使いこなせない」とストライキを起こした。それに対して川渕さんは、

「この機械はどこかボタンを押すか何かすれば動く、男の人が使えたのだから女

の人が使えないはずがない」と諭した。その後、試行錯誤しながら機械の操作を

学び、経験を積むうちに、機械の簡単な修理も自分たちでできるようになった。 
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細かい計画は立てない 

 細かい計画は立てず、思いついたらとにかくやってみる。やってみて問題があ

れば聞く。聞いてまたやってみる。それがポイントである。 
 「無計画さ」を象徴する出来事がある。川渕さんが法事に行ったときに食べた

そばせんべいがおいしかった。そこで「お菓子屋さんに電話してみよう」という

ことになり、このお菓子屋さんがそば団子を卸してくれることになった。焼き方

も教わって、今ではほっと今庄の従業員が団子を焼くようになっている。 

世代交代も順調に進む 

 メンバーも結成当時から半分以上代わり、若返りも進んだ。新入社員は全ての

部署を経験する中で、それぞれの得意分野に自然に定着するようになっている。

研修会など対外的な場面にも連れ出すように心がけ、若い人たちが外に出て人と

知り合うことで、新たな発見をし、それが後継者育成に結びついている。 

粉を挽く石臼を操作する 

商品開発のアイデアは雑談の中から 

 商品開発のアイデアは、雑談の中で生まれる。ヒット商品はがんこ豆（煮豆）

とそばいなりである。米粉の入ったそばも作ってみたが、いつも本物のそばを食

べているほっと今庄の人たちにとっては「こんなものはそばじゃない」という代

物だった。しかし、素人の人に食べてもらったところ、「普通のそばよりつるっ

としておいしい」と言われ、これは見捨てたものではないと製品化し、現在特許

出願中である。 
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身の丈いっぱいでやっていく 

 支店を出せばどうかなどの誘いもあるが、身の丈一杯で、細く長く続けていく

のが目標である。宣伝も最小限にしている。チラシ作りにお金がかかるゆうパッ

クもとりやめた。かわりに顧客リストを使ってダイレクトメールを出し、入金の

あった人に発送するようにしたら、経費もかからず、後から請求書を送る必要も

なく、作業も楽だった。 
 身の丈以上に背伸びをすると、必ず反動が来る。電話やネットだけの商売では

なく、顔の見える範囲でやりとりをしていくことが大切という考えである。 

ＨＡＣＣＰを取得する 

 全国的に食の不祥事が起こる中、ほっと今庄も HACCP を取得し、従業員の意

識を高めていこうと考えた。しかし、取得に必要な分厚い書類を見て、自分たち

にはとても無理だ、ということになりかけていた。 
 ほっと今庄が HACCP を取得しようとしているが、書類が難しすぎて困ってい

る、という情報は、普及指導員の舘さんにも伝わってきた。そこで、書類作成は

舘さんが手伝うことになり、再度挑戦しようということになった。 
 従業員の間には、「営業につながるのか」、「小さい会社がとるものではな

い」、というような反対意見もあった。それでも川渕さんは従業員を説得し、認

証取得を実現した。自動手洗いや金属探知機の導入により、従業員の衛生意識も

さらに高まった。HACCP の取得は、本物志向、品質と安全性にこだわる姿勢の

象徴となっている。 

生そばと、煮豆「がんこ豆」 
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活動の軸は子どもの教育 

 グリーンウッドの活動の軸は教育にある。会長の梶さんは、かつて東京で幼稚

園の先生をしていた。塾、おけいこ、テレビゲームがはやり始めた時期で、子供

たちの様子がおかしくなったと感じ、自然体験が大事ではないかと思ったのが活

動のきっかけ。飯田市の野外教育財団と一緒にキャンプをするようになった。キ

ャンプで自然体験をすると、子ども達は生き生きしてくる。キャンプを 2～3 日

やると、子供たちがどんどんやる気になり、3 泊が 1 週間に、1 週間が 1 か月

に、1 か月が 1 年にと期間が伸びていき、山村留学に行き着いた。 

縁あって泰阜村に土地を取得 

 野外教育財団の理事長が泰阜村出身だったので、活動の地を泰阜村に求め、理

事長の縁戚の助力もあって、現在の土地を見つけた。 

18 年度-No.26 
長野県泰阜村 

グリーンウッド自然体験教育センター 
子ども達の体験学習の必要性を痛感し、その場を泰阜村に求める。地元住民

の理解を得るための苦労は大きかったが、子ども達の教育に地域資源と住民

の力を活かし、今では地域経済にも地元住民の生き甲斐にも寄与。 

施設は自分たちで建てる 

 まず家から作らなければならない。家もトイレも風呂も食器も、自分で作るこ

とが大切だと考えた。枕木や電柱廃材を使い、3 年間かけて母屋を建てた。 
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目的はあくまでも教育活動 

 山村留学の中には、個室でテレビと食事付きという、何の不便もないものもあ

る。その理由は簡単。過疎対策として、多くの子どもを集めることが目的だか

ら。しかし、グリーンウッドの山村留学は違う。目的はあくまでも教育。子供た

ちは、食事の準備や後かたづけ、食器づくり、五右衛門風呂の準備、薪集めな

ど、生活の全てを自分たちで行う。生活する上で、どんな作業が必要で、時間は

どれぐらいかかるのか、子どもたち自身が段取りし、失敗しながら学んでいく。

年間スケジュールも月間スケジュールも全て子ども達が話し合いで決めていく。 

地域の人と仲良くなる 

 薪を集めるのも、米や野菜を作るにも、地域の人たちと仲良くしなければなら

ない。間伐させてくださいと頼んでも、昔は「だめだ、うちの木だ」と言われた

が、今では「助かる」といって切らせてくれる。売れば何十万円もするようなケ

ヤキの木を「薪に使え」とくれたりする。薪に使うのはもったいないので、木工

品を作ってお返しに持っていくと、感動して、「また木をやるよ」となる。地域

の人もまた、グリーンウッドの子ども達と関わることで喜びを増していく。 

地域に溶け込むための苦労 

 最も苦労したのは、地域に溶け込むこと。都会から子どもを連れてきて子ども

だけで生活させるということは、地元ではなかなか理解されなかった。「○○ヨ

ットスクールと同じだ」、「都会から不良が来たら村の子供たちも染まってしま

う」などと非難を浴びた。梶会長が「体験活動が大事だから」と頭を下げても

「女だから何ができる」とまで言われ、会長が「この村にお嫁に来たつもりで

す」と覚悟の旨を伝え、村の人にも少しずつ理解してもらった。会長は未婚のま

ま、今もグリーンウッドで活動している。 

子ども達の作った年間スケジュール 薪がなければ風呂にも入れない 
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村民の顔を立てる 

 グリーンウッドがいくら良くやっていても、そのこと自体に腹を立てる人もい

る。逆にうまくやれないと、「なんでうまくやれないのか」と言ってくる。どち

らに転んでも、地元の人からいろいろ言われるのはある程度仕方のないこと。 
 地元の人と接するときに一番大切なのは、謙虚さ。グリーンウッドのスタッフ

が地元の組織の長になるのも極力避ける。地元の人に長になってもらい、グリー

ンウッドのスタッフは、その人を通じて色々な提案をしていく。 

100 人の理解者よりも 1 人の理解者 

 地元の人の中に一気に 100 人の理解者を増やすよりも、まず 1 人の理解者を増

やすことが大切。その 1 人を通じて次の 1 人を作っていく。一気に 100 人増やそ

うとして地元に大きな広報戦略を打つと、自分たちの知らないところで勝手にい

ろいろ言われてしまい、逆効果になりやすい。 

教育に村の人材を活かす 

 村の人たちが先生になる仕掛けをつくり、グリーンウッドはコーディネーター

役を果たす。炭焼き職人に、子ども達のために炭焼き窯をつくってほしいと頼ん

だが、「自分は職人だから子ども達のためには作れない」と断られた。それで

も、「話をするだけでもいいから」と説得し、子ども達の前で炭焼きの話をして

もらった。子ども達は目を輝かせて話を聞き、その職人も、子ども達の前で話す

のが嬉しくなった。そこで、「子ども達と一緒にやりたい」と、炭焼き窯も作っ

てくれた。グリーンウッドが地域の人に働きかけることで、地域の人の考えも変

わり、地域の資源が掘り起こされ、活用される。 

キャンプ場の設備もたったこれだけ。だ

からこそ、子ども達の力が発揮される。 

陶芸部屋。食器も自分で

作れば大切に使う。 
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取組の一貫性が大切 

 NPO グリーンウッドは教育事業をするための組織。そこに一貫性を保っておか

なければ、お客さんは、「あそこは何屋さん？」ということになる。だから「や

すおかプリン」は、NPO グリーンウッドとは別に株式会社を設立して生産してい

る。一貫性を保つことは、経営戦略論の基本。ラーメン屋なのに流行に乗ってモ

ツ鍋も売り出すような店は、結局つぶれていく。NPO グリーンウッドも、かつ

て、収益を増やそうと漬物製造販売に取り組み、見事に失敗した。何をする組織

なのか、一言で自己紹介できないような組織は、事業を整理分割した方がよい。 

特産品「やすおかプリン」をつくる 

 「だいだらぼっち」の保護者の友人に、「なめらかプリン」を作った職人がい

るという。その職人が、グリーンウッドの活動に共感し、泰阜村近隣の食材を用

いて、泰阜村の魅力である素朴さをイメージした「やすおかプリン」を作ってく

れた。このプリンはイベントなどで売ると行列ができるほどの人気となった。 

村の経済も活性化 

 1 年間の山村留学「だいだらぼっち」の参加費は 1 人年間 100 万円。ここから

人件費や子ども達の食費を差し引けば、得られる収益は少ない。そこで、教育と

いう軸をはずさずに稼ぐ方法として始めたのが短期留学の「山賊キャンプ」。千

人規模の山賊キャンプで必要な食材の 98％は村の契約農家から購入。これが村の

経済を活性化する。農家の生きがいも増してきた。野菜嫌いの子が農家に行き、

「おばあちゃんの野菜は食べられた」と言う。それに応えて、農家も「あの子た

ちのために、安全で安心なものを作らなければ」と頑張る。グリーンウッドの事

業規模は約 1 億円。そのうち 7 千万円が地元に還元されている。 

子ども達と同様、スタッフ

も常に話し合う 

やすおかプリン 
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米を粉にすることへの農家の拒否感 

 米粉を使い、小規模業者としての特徴を生かした特産品を作る上で、地元の米

は必需品。当初、レイク・ルイーズに米を売る農家は、T さん 1 人だけ。足りな

ければ T さんが周りの農家から買い集めた。価格は食用米と同じにしたが、出し

たいという農家は少なかった。「丹精込めて作ったうちの米を粉にするとはけし

からん」という反応だった。 

20 年度-No.21 
岐阜県海津市 

（有）レイク・ルイーズ 米粉食品開発事業部

地元産の米「ハツシモ」を使って、米粉 100％の麺「べーめん」を開発。地

域の農家の所得向上と水田の有効利用を実現。さらにノングルテンの米粉パ

ンも開発、そのレシピも公開し、米粉製品市場全体の底上げを目指す。 

道の駅設置をきっかけに特産品開発が始まる 

 旧南濃町内に道の駅ができることになり、役場の呼びかけで、特産品づくりのた

め、農家、加工業者、地元の主婦などが集まる機会があった。そこで、特産品開発

のアドバイザー役を頼まれたのが、もともと飲食事業を展開し、パンやスイーツを

作っていたレイク･ルイーズ。海津には目立った観光資源もない。米もメジャーな

ブランドではないから、そのまま売っても儲からない。他方で当時、洋菓子業界で

は輸入米粉をかなり使っていた。米粉なら地元でできる。そこで、まずは、米粉パ

ンを作ろうということになった。パンなら地元の主婦でも簡単にできる。毎日のよ

うに売れる持続性もある。しかし、オリジナル性という面では弱い。オリジナル性

の高い商品として米粉 100％の麺も作ろうということになった。 
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大学の力も借りる 

 ハツシモを選んだのは試行錯誤の結果。自分たちでは限界だというときには大

学に駆け込んだ。大学での研究結果も、「べーめん」の製法にはハツシモが最も

適している、ということになり、ハツシモを使用することに決まった。 

研究投資は 1 千万 

 大学とのつながりは、商工会から岐阜大学産学官融合センターを紹介され、融

合センターのコーディネーターから先生を紹介された。レイク・ルイーズから大

学に支払った研究費は 4 年間で 1 千万。常に研究し、先に進んでいかないと、他

の業者に追い越されてしまうから、これも必要な先行投資と考えた。 

品種はハツシモ限定 

 海津市の品種構成で一番多いのは「あさひのゆめ」、次が「ハツシモ」。製麺

に使う品種は「ハツシモ」に限定した。麺にするにはアミロースや蛋白の含量が

微妙に影響する。岐阜県しか作っていないコメで供給量は少ないが、ハツシモは

加工適性がよさそうだった。 

農家の協力を得る 

 ハツシモを売ってくれる農家を増やすには、「べーめん」がうさんくさい物で

はないと分かってもらう必要がある。道の駅という公的な場で売ったのも農家の

協力が得られた理由。地元の農家である T さんの協力も大きい。T さんは、道の

駅の加工品開発当初から米を供給している専業農家。飲食業者が農家に「協力し

てくれ」といっても農家はなかなか協力してくれない。T さんが「俺もやるから

協力してくれ」とい言えば農家の信頼を得ることができる。今では 12～3 戸の農

家が加工用米を出荷するようになった。 

「べーめん」と、「べーめん」を使ったメニュー 
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機械メーカーと共同で機械を作り上げる 

 製麺機は、うどん機械メーカー「讃岐麺機」のうどん用機械をベースにした改

造品。讃岐麺機も、うどん用の機械だけを作っていたのでは、頭打ちになる。米

の麺を作る機械を開発したい。両者の思惑が一致し、お互い協議しながら何度も

改造を積み重ねた。機械は、米粉用として注文生産した特注品。すでに稼働して

いるが、問題点への応急処置も頻繁。大きな改造も必要になる。特注なので、レ

イク・ルイーズも讃岐麺機も、頻繁な改造は織り込み済み。 

返品を経験して意識が変わる 

 当初の営業は、「下手な鉄砲数打ちゃ当たる」というような方法だった。物珍

しい品だったから小売店から声もかかった。しかし、色々な店に持って行き、返

品され、そこで頭打ちになる。人を雇って、農家の思いをかなえようとすれば、

もっと売らなければならない。かといって量販店に流せば買いたたかれる。 

製麺機を改造する讃岐麺機の技術者 

営業のターゲットを絞る 

 そもそも、スーパーにポンと置いて売れるものではない。今は、量販店からは

ほとんど撤退した。ターゲットはお客さんと見える関係を築ける売り場。レイ

ク・ルイーズとイメージの重なる店。農産物直売所や、オーガニックレストラ

ン。だから、設備も必要最小限。大きな設備を入れて大量に作る体制になると、

大手量販店に買ってもらわなければならないから、価格交渉で買いたたかれる。

無理をして拡大しない、あれもこれもとやるのではなく、欲をかかずに身の丈で

行く、絞り込んだところで頑張ることが大切。 
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思いに共感してくれるお客さん 

 お客さんの反応は、美味しいというものばかりではない。食品なので、好みに

合わない人もいる。一番うれしいのは、「この麺はあまり好きではないけれど、

レイク・ルイーズがやっていることは好きだから買う」と言われたとき。そんな

反応は、普通の食品ではあり得ない。好みに合わなければ買わないのが普通。

「応援するために買い続ける」という人たちが口コミで商品を広げてくれる。 

ノングルテンの米粉パンも開発、レシピも公開 

 輸入小麦由来のグルテンを使わずに米粉パンを作りたい。見つけた方法は、大

豆由来の成分を添加すること。米粉だけで麺を作った経験も役立った。大豆なら

地元で作っている。こうしてノングルテンの米粉パンが完成した。事業の柱であ

る「べーめん」の製法は非公開だが、ノングルテン米粉パンの製法は公開。他社

にも使ってもらうことで米粉食品のすそ野を広げたい。岐阜県は米粉で頑張って

いる、そういえば岐阜には「べーめん」がある、そんな流れに持っていきたい。 

ブームを作らない、ブームに乗らない 

 米粉もブームになり、スーパーからも誘いが来る。スーパーに置くには賞味期

限 3 ヶ月では短すぎる。添加物を入れて賞味期限を 1 年にしてください、そうす

れば月に 5 千袋買います、というような誘いもある。しかし、その誘いには絶対

に乗らない。ブームになると浮かれてしまうが、ブームはいつか終わる。食品業

界は浮き沈みが激しい。パンナコッタ、ティラミス、クリームブリュレ、ブーム

は全て 1 年で終わった。ブームに便乗した商法は、ブームが去ったらつぶれてし

まう。他方で、ブームに左右されずに昔ながらの味を守っている店でも利益は出

している。農家もレイク・ルイーズも 1 年の商売ではない。だからブームは作ら

ない、ブームになっても本道をはずさない。 

米粉カステラ。カステラ

のレシピも公開。 

飲食事業部のケースに

並んだスイーツ 
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観光の目玉になりうる千枚田に着目 

 バブル景気の時代、若者は皆、地域外に流出し、丸山区自治会は高齢者ばかり

の地区になって、かつて 2,200 枚あった千枚田も荒れ放題になり、たばこのポイ

捨てが山火事につながりかねない状況になっていた。そんな状況を何とかした

い、千米田が復活すれば町の観光の目玉になるのではないかと考えて、最初にリ

ーダーシップを発揮したのは、当時の紀和町長、中村町長だった。 

地元にリーダーを見出す 

 といっても、町長が直接丸山区の活動のリーダーになるわけにはいかない。や

はり活動のリーダーは地元の人でなければ。そう思った町長が声をかけたのが、

初代会長の北さんである。 
 北会長は、当時、山師たちのリーダーをしていた。そんなこともあって、北会

長は人をまとめて引っ張っていく力の強い人だった。丸山区の出身でもあり、弁

も立つし、勢いもある。常に先のことを考えているアイデアマンでもある。丸山

区の住民は、かつては山仕事で子供を育てたというほどで、皆、山仕事の経験が

あったから、そんな丸山区の住民のリーダーとして、山師のリーダーだった北会

長は適任だった。 

16 年度-No.18 
三重県熊野市 

丸山千枚田保存会

 荒れ放題になっていた千枚田を、丸山区の農家が機械を持ち寄って復元。

さらに千枚田オーナー制度を導入し、伝統行事も復活。丸山千枚田は、いま

や丸山区だけのものではなく、旧紀和町、熊野市の共有財産となった。 
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保存会が立ち上がる 

 北さんも丸山区の千枚田の荒れように心を痛めていたので、町長の考えにすぐ

に一致した。そして北さんは、さっそく丸山区の住民に声をかけ始めた。 
 丸山区の全 31 戸の合意をとるのは簡単なことではない。一度で意見がまとま

ったわけではない。何度も相談を重ねる必要があった。それでも、丸山区の住民

たちは皆、荒れていく千米田を見て、「なんとかしたい」と思っていたし、北さ

んの熱意とリーダーシップに引っ張られて、平成 5 年、丸山区の全戸を構成員と

する保存会を立ち上げることになった。 

復元前の丸山千枚田 

農家が機械を持ち寄り千枚田を復元 

 とはいっても、千米田復活の作業に皆が毎日出ることはできない。そこで北会

長は、当時丸山区で比較的規模の大きな農業経営をしていた 3～4 人の人たちに

声をかけ、機械を持ち寄ってもらい、10 名ほどが毎日作業に出た。そして丸山区

に住む人たちの力だけで、生い茂っていた木を抜き、草を刈り、荒れ放題になっ

ていた田を起こし、畦を作り直し、5 年間で 810 枚の水田を復元した。その後さ

らに復元を進め、現在は 1,340 枚になっている。 

現在の丸山千枚田 
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オーナー制度を立ち上げる 

 保存会を立ち上げる時はオーナー制度の導入は想定していなかった。しかし、

観光客に千枚田を見てもらうだけでなく、交流し、都市部の人にも一緒になって

千米田を守ってもらおうと、平成 8 年にオーナー制を導入した。 

町も積極的に支援 

 町長が言い始めたことでもあり、紀和町の支援も積極的だった。町役場には千

枚田担当職員が置かれ、町が保存会に委託料を出して千枚田整備を委託し、整備

作業従事者の手間賃も出すことができた。 
 紀和町ふるさと公社も平成 5 年に設立された。丸山区で地主が耕作できない水

田は、熊野市が無償で借り、公社に貸し付ける。公社は保存会会員を雇い、保存

会会員が水田の耕作をする。公社は米の販売を行い、水田を耕作した会員の賃金

を支払う。このほか、従来、旧紀和町直営事業として行われていた日本きじ、高

麗きじ、味噌、梅製品、高菜製品の生産も公社が引き継いだ。 

復活した虫送り 

 虫送りは、熊野古道の世界遺産登録を記念して復活したものである。熊野市も

全体的にお祝いしようというムードがあり、そのテーマが火だった。丸山ででき

ることは何かと考え、火と鐘と太鼓を使った伝統的な虫送りを復活させた。担い

手は、旧紀和町役場の職員のボランティアが中心で、紀和町ふるさと公社や保存

会と連携しながら実施している。 

畦そり体験をした人がオーナーに 

 畦そり体験は、オーナーだけでなく、一般の人にも参加を呼びかけている。体

験を通じてオーナーになってほしいからである。実際に体験してオーナーになっ

てくれた人もいる。一般向けにはネットと地元紙で PR している。20 年度の畦そ

り体験参加者は約 20 人、そのうち一般の人は 1 組だった。作業指導は、保存会

から数名が出て行った。 

オーナーの参加率を上げる工夫 

 当初、オーナーの作業日は田植 1 日、稲刈 1 日だったが、オーナーの作業期間

を 1 週間設けたことで、参加率は 6 割程度に上がった。オーナー制度の運営で

は、しっかり交流し、リピーターになってもらうことが一番大切。作業に来たと

きには、郷土料理の食事を出し、故郷の特産品の販売もする。千枚田の虫送り、

案山子づくり体験や畦そり体験にも来てもらう。 
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お土産用２合米パックを開発 

 米は 2kg、5kg、10kg 入りのほか、お土産用に 2 合パックを作った。2 合を真

空パックに入れてエージレスを入れ、米袋はミニチュア版を特注して使ってい

る。中に千枚田のカードも入れてある。千枚田の米を使ったどぶろくも試験的に

作っている。 

地鶏生産や松阪牛産地とも連携 

 公社では地鶏を飼育している。そこで、飼料米の生産にも取り組み始めた。丸

山千枚田のすばらしい環境の中でとれた米で、おいしくて健康的な鶏が育つ。そ

こでとれたワラは松阪牛の飼育農家に持って行ってもらう。丸山千枚田と松阪牛

の 2 つのブランドが生き、相乗効果を生んでいる。 

保存会会員を丸山区以外にも広げる 

 公社が耕作する水田は年々増えている。それを実際に耕作するのは保存会会員

である。だから、公社の耕作面積が増えれば、保存会会員を増やさなければなら

ない。保存会は丸山区の住民だけで構成されていたが、平成 20 年度には、旧紀

和町内からも即戦力となる新会員を募集することになり、農作業経験があって比

較的余裕のある人に声をかけ、20 人が加入、早速戦力となっている。 

人とのつながりを大切に 

 人のつながりが大切。丸山地区外から保存会の新規会員になった K さんも、元

はオーナーだった。交流を通じて保存会に入ってもらえた。千枚田を守る理由

と、守りたいという思いがしっかりしていれば、協力してくれる人は必ず増え

る。思いが強いから自分たちも頑張れるし、周りの人も協力してくれる。 

お土産用 2 合入りの千枚田米 特産の香酸柑橘「新姫」ドリ

ンクと、2kg 入りの千枚田米 
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「島を元気にする会」を立ち上げる 

 笠岡諸島有人 7 島、それぞれの島が、活性化したいという思いを持っていた。そ

こで各島は、笠岡市の街づくり支援事業に応募。市は島の思いを知って、全島で話

し合ってはどうかと働きかけた結果、「島をゲンキにする会」が設立された。 

まずはお互いの島を知ることから 

 どの島も、自分の島を良くしたい。だから、「うちの港を直してほしい」、

「うちも港を直してほしい」と。しかし、全部で 7 つの港を直すのは無理。だか

ら、学校はここ、港はここ、病院はここと、分担が必要になる。しかし、「お前

の島は」、「うちの島は」と言っても、行ったことがないから相手のことが分か

らない。そこでまずはお互いの島を知ることから始めようと、7 島の住民が参加

する運動会を開催することになった。 

20 年度-No.34 
岡山県笠岡市 

NPO 法人 かさおか島づくり海社 
 笠岡諸島を活性化しようと、各島持ち回りで運動会を開始。ネットを使っ

た情報発信で島どうしをつなぐ。NPO を設立し、診療所送迎、介護、特産品

開発、I ターン募集と幅広く取り組み、島に移住する人も増えてきた。 

市に島おこし専属部署ができる 

 1 回目の大運動会の時、市からの人的支援も要請し、平成 13 年に、市長直属の

組織「島おこし海援隊」ができた。ここには公募で選ばれた市の職員 3 名を配

置、島の専属とした。もちろん、募集に際しては、応募者がすぐに出てくるよ

う、人のめどは立てておいた。 
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島を情報でつなげる 

 平成 10 年、「島おこしパソコン塾」を開講、参加した真鍋島の森本さんは、

ホームページ作りを教わり、島おこしの活動に参加していく。ネットで集まって

きた島内外の人たちの真鍋島に対する思いを、ネットが使えない人たちにも知ら

せようと、平成 11 年から、紙媒体「真鍋新聞」の発行も始め、各島の取材もす

るようになった。こうして、島が情報でつながっていく。 

「海社」という名前を発案 

 島をゲンキにする会は、平成 14 年 8 月に「電脳かさおかふるさとづくり海

社」と名称変更した。「海社」という名前は、経営的な感覚を持って島を運営し

ていくという意味あいで、「会社」を意識したネーミング。 

診療所への送迎事業を始める 

 北木島は広いので、高齢者が診療所に通う足として、車での送迎を始めた。さ

らに、過疎地有償運送許可取得のため、平成 18 年、「海社」を NPO 法人化、バ

スの運行を始めた。利用者は月 150 人前後。 

有償バス「ほほえみ号」 

通所介護事業に取り組む 

 「海社」は介護施設の運営にも取り組む。今、運営している通所介護施設は 3
ヶ所。通所者は計 31 人。最初にできた介護施設「ほほえみ」の当初スタッフ

は、もともとボランティアで介護をしていた島の人。建物は空き家になっていた

民家を改造して使っている。改造といっても、完全なバリアフリーではない。段

差があるから歩かなければならない。それがかえって幸いし、車いすに頼ってい

た人が、歩けるようになることもある。 

デイサービス通所者のみなさん 
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ゴーヤから「しまべん」へ 

 NHK から、「NHK まで真鍋島のゴーヤの宣伝に来てほしい」という依頼があ

った。しかし、打合せでディレクターが人と人のふれあいに感激し、NHK から

島に取材に来ることになった。そこで、島の食材を使ったお弁当「しまべん」の

開発を始めた。メニューを考えたのは主に島の女性たち。食の専門家に試食をし

てもらい、厳しい評価に意気消沈したこともあったが、めげずに工夫を重ね、納

得できる「しまべん」が完成。平成 17 年に発表となった。 

I ターン者が住むのは「空き家」ではなく「地域」 

 移住者の受入も進める。空き家対策で、移住希望者にまず空き家を見せるのは

ナンセンス。移住者が住むのは空き家ではなく、地域。だから、地域の人や地域

の雰囲気を知ってもらうことが先決。地域でうまくやっていけそうな人なら、そ

の時初めて空き家を見せればよい。 

地域おこしに必要な女性の力 

 「島をゲンキにする会」の会員は男性が多く、子供や高齢者の話は俎上に上が

らない。だから、女性の視点から島の課題を吸い上げる組織が必要。そこで、女

性の集まりとして「いきいき会」を組織した。この「いきいき会」と婦人会が、

「しまべん」開発にも大きな力を発揮した。 

アンテナショップ「ゆめポート」を立ち上げる 

 平成 19 年、島の特産品を売るアンテナショップを陸側の商店街空き店舗に設

置した。空き店舗は「海援隊」職員の実家。「空いているから使っては」と冗談

半分で「海社」の理事長に声をかけたら、本当にアンテナショップになった。島

の人たちが手の空いたときにこまごまと作ったものを売っている。 

アンテナショップ「ゆめポート」の入口と店内 
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計画よりも実践、必要なのは信念だけ 

 まず売り先を決めて、損益分岐点を決めて、とやっていたら、事業は進まな

い。まずは作ってみる、売ってみる、やってみる。細かい計画は不要。実践する

中で問題点に突き当たったら、その時点で考える。必要な人材も、取組を始めれ

ば協力者が現れる。やる気があるように見せていれば「俺もやろうか」という人

が出てくる。そして、その人が次にやる気のある人を捜してくれる。 

多様な事業を展開することで相乗効果 

 広範な事業を展開すれば、効率があがることがある。空き家対策事業が介護事

業や「しまべん」とかみ合うなど、複数の事業が連携できる。いろいろなことを

やっているからこそ、活動が認められている。今の島にとって、広い範囲の事業

をして、とりあえずサービスがある状態に持っていくことが大切。 

反対意見にひるまない 

 「運動会で島をめちゃくちゃにされる」などと言う高齢者も多かった。新しい

取組だから、好意を持たない人もいる。そんな人たちは放っておくしかない。前

に進んでいけば、何か結果が残っていく。反対していた人の中にも、結果を見て

「これはいい」と思い直す人もいる。 

「海社」を住民がみんなで支える体制作りを目指す 

 「海社」の事業は多いが、住民にとって、それが「海社」の事業であることは

見えにくい。有償運送ができた時、「拝むぐらいにありがたかった」という高齢

者がいるが、それは「海社」に対してではなく、バスに対してで、それをどこが

運営していようが、あまり関係ない。市が運営しているという感覚を持つ人も多

い。アンテナショップも島の人が支えなければならないはずだが、手数料が惜し

いという出荷者もいる。みんなで支える体制作りが今後の課題。 

第 10 回運動会（高島）の人文字 第 12 回運動会（六島） 
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将来的な公共事業の減少をいち早く予測 

 「あぐり」は建設企業「愛亀」（「あぐり」立ち上げ当時は「金亀建設」）グ

ループの農業部門である。平成 12 年、建設需要の減少は、まだ今ほどひどくは

なかったが、その後も減少することが見込まれた。建設需要が無くなってから対

応し始めたのでは、経営は成り立たない。公共工事が悪者に祭り上げられること

を見越し、新部門として農業事業「あぐり」を立ち上げた。 

多能工化で雇用を守る 目指すは「第二種兼業農業法人」 

 地方の中小建設会社にとって、重要なのは技能職。雇用を守ることは地域の中

で生きる会社の大きな役割である。「あぐり」は第二種兼業農業法人を目指す。

農業だけでは食えないのは農家も法人も同じ。建設業などいろいろな事業の中の

一つとして農業もやっていく。従業員も多能工化する。建設現場の技能者は、米

も作る。リフォーム会社の営業マンはコメの宅配もする。土壌分析をするのはコ

ンクリートを作っている試験室。補完し合うことで、リストラしないで来ること

ができた。 

17 年度-No.25 
愛媛県松前町 

（有）あぐり（（株）愛亀） 

建設技能工の雇用を守るため、農業に進出。地域で出る有機資源を活用した

堆肥を使い、土壌診断結果や食味データと組み合わせて安全・安心でおいし

い米作り。地域に溶け込むことで、本業の建設部門にも好影響。 
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思い込みと思い付きが大切 

 試行錯誤しながら、漫画を描くなどしながら事業を練っていく。それは、考え

続けること。止まればやめるでは進まない。人が何に止まっているかをまず見つ

けること。たとえば剪定枝。これからは低炭素社会になっていく。燃やしている

から有効利用の方法を提案してみよう、そういうことの積み重ね。それを企画し

て持ち込んだら、「それはいけるんじゃないか」ということになった。 

どんなことにもプラスの側面がある 

 あくまでも地元の担い手優先。地元の担い手が受けるのを断った農地を「あぐ

り」が受ける。だから、「あぐり」の土地は分散している。「１枚にまとめたら

楽でしょう」と言われるが、土地が分散していることにより、害虫の被害もリス

クも分散できる。水管理は大変だが、すべて地元の農習慣を優先する。地元の農

家に仲間入りをさせてもらうのだから、それは当然。祭りの神輿も当社の敷地に

入れてもらうし、地域のバザーにも参加する。地元の習慣に従うことで、地元の

人と仲良くなる。そうすると、公民館を補修するから舗装してほしい、河川敷の

草を刈ってほしい、ホテイアオイを取ってほしいいなど、全く違う仕事も頼まれ

るようになる。そして草やホテイアオイは堆肥化できる。不利に見えることで

も、何かがプラスになるし、マイナスは消していけばよい。 

安全・安心で差別化を図る 

 キャッチコピーは安全・安心。農薬は使わない、化学肥料も使わない、食品工

場の残渣や剪定枝を有償で受け入れ、堆肥を作って、水田に還元する。精密農業

を導入し、各圃場が適正な養分となっているかどうかの診断も始めた。GPS、土

壌診断、各圃場の米の食味値を組み合わせ、循環型でおいしいコメ作りを目指

す。冬期間を有効利用し、ほ場を点検しながら、堆肥を入れていく。有償で受け

入れた有機資源を水田に投入することで、水田が冬にも利益を生み出す。 

重機を使って堆肥作り 受け入れた剪定枝 
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商いは単価を守ることが大切 

 直売所が良いとなると、みんな直売所を作りだす。そして価格破壊を始める。

価格を下げると、人のお客さんまで食いに行かなければならない。商いは単価を

守るということが一番大事。数量×単価が売り上げになる。数量は変動するのが

あたりまえ。だからこそ、単価はがっちりと守る必要がある。 
 「あぐり」のコメは確かに高い。家計を考えると、消費者は支出を切りつめた

いのは事実だが、高くても価値を認めてもらえるような売り方をする。だから、

「あぐり」では玄米がよく売れる。健康志向の人が玄米を買っていく。価格破壊

は給料破壊。一度下げたら二度と上げることができない。高いのには理由があ

る、高くてもよいものだというイメージを持ってもらうことが大切。 

努力し続けることを努力する 

 起死回生のホームランは地域の中では打てない。アイデアを思いつく能力より

も、努力し続ける能力が必要。めんどうがらずにデータを取ること。地域のお年

寄りが農作業中にトラクターを田んぼに落としてしまったら、その人の田んぼま

で拾いに行く。そんなことをしていたら、舗装はあいつに頼もう、などというこ

とになっていく。これは一種のブランド化。農産品の差別化だけが差別化なので

はない。建設やそのほかも含めて、「あぐり」なら何とかしてくれるという信頼

を地域社会の中で得ることをめざす。そのためには、努力し続けることを努力

し、積み上げていくしかない。 

「あぐり米」の配送車 
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カーボンクレジットの活用を目指す 

 今「あぐり」が目指しているのは、水田のカーボンクレジットを活かすこと。

農地に堆肥を入れれば炭素率が上がる。それはクレジットではないかと考えた。

それを毎年測定できれば、有機農業によってカーボンクレジットされた部分が、

排出権取引として、収入の足しにならないだろうか。それに必要なのが精密農法

で、炭素量を毎年測らなければならない。地区ごとの代表的な圃場の炭素量はす

でに測って、炭素マップも作っている。いかに効率的に測るか、基準点はどうす

るかなどの課題を、これからクリアしていきたい。 

最初は陰口をたたく農家もいた 

 ある地区では、「あぐり」に農地を預けているのは 10 人ぐらい。最初の頃

は、「あぐり」の生産方式に対しては、ああだこうだと陰口をたたく農家は多か

った。しかし、この地域の篤農家も、自分の農地の地力が落ちていることに気づ

き始め、有機農業にだんだん目が向いてきた。 
 会社相手だと農地も預けやすい。地域の中には「あいつには農地を預けたくな

い」ということもあるが、会社であればそういうことはない。会社だからずっと

預かってくれるだろうという安心感もある。 

顧客を絞ることも大切 

 新潟産というだけでおいしいと考えるブランド信仰が残るなか、全体的に網羅

したマーケティングをせず、ターゲットを絞ることが必要。「あぐり」は、ロハ

ス＝おしゃれと考えている人や、安全・安心を追求する人をターゲットにする。 

圃場の土壌診断結果 
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副業林家を増やしたい 

 林業従事者は主に、森林組合などのプロ集団だけで構成されている地域が多い。

近では一般住民に近い森林ボランティアが加わるようになってきた。プロ集団と

森林ボランティアの中間的な立場で、昔は小規模な副業型の自伐林家がたくさんい

たが、今では少なくなってしまった。農業では自給農家や定年帰農等の小規模な農

家が直販所の拡大で元気になってきている。そういう中から専業農家に育つ人もい

る。現在林業にはそういう仕組みや流れがない。森林ボランティアからいきなりプ

ロになるのは難しい。森林組合等に緑の雇用で入った人たちも、定着するのはごく

わずか。プロを増やすにも、副業型の小規模林家を復活させる必要がある。 

プロ集団の大規模集約林業が山に負荷をかける 

 集約林業で間伐すると、よい太い材から伐って 5～6 割抜く。作業道は投資的行

為。施業期間だけ維持できればよい。収入間伐で採算を合わせようとすれば、こう

いうやり方になってしまう。強度に抜けば風が吹けば風倒木も出る。雑に造った作

業道は大雨が降れば山を崩す。自伐林家の間伐は状況を見ながら、少しずつ間伐す

る。作業道も長年使うため崩れないように丁寧に抜く。委託施業では一気に間伐

し、20 年ほど何もせず、また一気に間伐、という施業にならざるを得ない。一気

に間伐すると山に負荷がかかる。間伐すればよいというものではない。 

19 年度-No.44 
高知県いの町 

ＮＰＯ法人 土佐の森・救援隊 
副業的な林業従事者を増やすことで、林業再生を目指す。簡単に林地残材を

集積・搬出することができる設備も開発し、残材を有効利用。素人が林業に

参入する事例が続発。林業再生のモデルとして、ノウハウを各地に広げる。 
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休日林業で 200 万円 

 自伐林家は自分所有の山であるため愛情がこもり、手入れも頻繁におこなうことに

より、間伐も行き届き、下層植生も豊かな「いい森」をつくる。土壌流出や風倒木も

少ない。原木の販売は当然ながら、山を多面的に活用し、椎茸や山菜栽培もおこな

う。小径木は杭にする。木工加工し商品化し販売する。サラリーマンの休日林業で年

間 200～300 万稼ぐ人も。材を出せば、そこそこ儲かる。補助金ゼロ、支援ゼロとい

う中で、自伐林家が数を減らしながらも生き残ってきた理由もここにある。 

高性能林業機械も必要なし 

 高性能林業機械を導入すると、1 人 1 日で数立方以上の材を出さなければ採算

が合わなくなる。また専業化も強いられる。そのノルマがあるので現場作業はき

つくなる。 
 自伐林家に必要なのは林内作業車とチェンソー、ユンボと 2 トントラックぐら

い。自分所有の山だから頻繁に山に入る。毎年継続して収入を得るために長伐期

になる。低投資で人海戦術で経費がかからないから、材価が安くてもなんとかな

る。低投資なら現場作業もマイペース。参入もしやすくなる。 
 土佐の森方式の収集運搬も、設備は簡易。架線をはって、ウインチとワイヤで

作業道まで引きずり出し、運搬車で運ぶ。作業道もこまめに抜く必要はない。設

置に 20～30 分。費用が 20 万円、林内作業車が 150 万円なので、全部で 200 万

たらずの投資でできる。大きな材でもこれで運べる。ワンセットのキットになっ

ており、森林 NPO からの引き合いもある。 

木質バイオマスと地域通貨を組み合わせる 

 材を出すということから可能性が広がる。木質バイオマスとして材を出し、収

益で基金をためて、「モリ券」という地域通貨を発行した。この取組も、小規模

林業支援策として、うまく役立っている。 

ワイヤで材を引きずり出す ウインチで巻き上げる 

383



 

 

副業的林家の候補はたくさんいる 

 仁淀川町で全戸アンケートを採ってみた。3 千戸のうち 850 人から回答があ

り、そのうち 704 人が山林所有者。副業になる程度の山は持っている。材の搬出

をした経験のある人も 107 人。搬出経験のない人でも、作業道や技術指導があれ

ば材を出したいという人が 300 人。あわせると 400 人が副業的林家になりうる。

副業だから間口が広がる 

 林業専業で生活しようとすれば 100ha の山が必要。そんな人は山林所有者のほ

んの数％。副業ならば面積は少なくて良い。木材価格は杉が立方 1 万円、ヒノキ

が立方 2 万円。ha 当たり、およそ 300 立方の材があるので、無理のない間伐で 3
割間伐すれば、ha あたり 100 立方。そのうち 70 立方が用材になれば、杉で 70
万、ヒノキで 140 万の収入になる。1ha の間伐にかかる時間は約 1 週間。その間

伐材を 2～3 か月かけて搬出すれば、この収入。悪い商売ではない。間伐の搬出

補助金も作業道補助金も出る。残材もエネルギー利用で金になる。農家が農閑期

に、会社員が休日に作業できる副業。季節労働で 100 万稼げれば上等。土佐の

森・救援隊で林業を始めた農家もいるが、農業よりも儲かると言っている。 

町も地域通貨を上乗せ 

 もう少し残材の価格を上げたい。間伐をして森林整備をすれば二酸化炭素の吸

収が増大し、化石エネルギーの代替もできる。二酸化炭素排出削減、地球環境保

全活動だから、町も協力してくれないかと、仁淀川町に提案したところ、町も

「エコツリー」という地域通貨をトン 3 千円分上乗せするようになった。「エコ

ツリー」は地元の商店街で使える。残材搬出システムに商店も入り、地域ぐるみ

の仕組みに仕上がった。 

地域通貨「モリ券」 畜産農家が副業で作業道を整備 
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現場リーダーが育てば「のれん分け」 

 現場リーダーが育つと、独立させて別グループを作ってきた。こうち森林救援

隊も土佐の森から独立した。真似ができる取組だから、「のれん分け」して、高

知県内の各地域にグループを作りたい。 

小規模林家の集団から出るＣ材は安定的 

 バイオマスプラントは、小規模林家からの収集運搬を入れ込んで、うまく回転

し始めた。趣味ベースの個人も搬入者に位置付けた。大規模事業者は、プラント

近くの施業現場が終わり、次の現場は 60 キロも離れたところになった。そこか

らトン 3 千円にもならない残材を運ぶと大赤字。そんなことだから、出すときは

大量だが、出さないときは全く出さない。小規模林家なら、入れ替わり立ち替わ

りで安定供給ができる。小規模林家からの搬入量は、全量の 1 割と見込んでいた

が、今や 8 割が小規模林家から搬入される。 

Ｃ材で晩酌を 

 軽トラックに端材を積んでバイオマスプラントに持って行く。材の量に応じ

て、地域通貨をもらえる。これは良いと、林業なんか全然していなかった人がに

わかに参入し始め、作業に加わる人は 70 人を超えた。稼ぎは「晩酌代ぐらい」

と始めたが、いまや、月に数万円から十数万円を各自が稼ぐようになっている。 

特殊事例はモデルではない 

 特殊事例はモデルにならない。まず真似することが難しい。真似できたとして

も、隣接地域で同じ取組をすれば競合して片方がつぶれてしまう一人勝ちの仕組

みでは、山村再生モデルとは言えない。モデルなら隣接地域でも、真似しやす

く、共存できなければならない。この土佐の森の取組は、誰でも可能で、他の地

域にも広げることができる「山村再生モデル」である。 

林内作業車で材を運搬 軽トラで材を搬出 

385


	t1
	t2
	t3
	t4
	t5
	t6
	t7
	t8



