
岡山県総社市

総社市有機農業推進協議会 会員

㈲吉備路オーガニックワークの取り組み

私どもは、20数年前から、有機農業における「少量多品目生産」

に限界を感じ、「少品目生産」に、積極的に取り組んできました。

10年前から 野菜については「ニンジン単作」を行っています

有機農業においても、今後の「生産量の拡大」を考える上で

「多品目生産」は、大規模農家を除けば、

相当困難な、「生産形態」のように思えます。



私どもの「有機農業」 幻想から現実へ



私どもが「有機農業開始時」に イメージした「自給自足」をベースに

した「少量多品目、有畜複合農業」は、地域に波及する「運動として
の有機農業」とはなり得ず開始から４～５年する内に、経済面でも、
相当苦しく、近隣からは怪訝な目で見られていました。それから「バ
ブル」と呼ばれる１０年間という「期間」が あったようです。他の方々
は そんなことはないと思いますが、私のような「アンポンタン」は、私
の生産物が評価されたとの「誤解スパイラル」に陥っていきました。
そのころ やっと「少量多品目生産」の限界に気づき、品目を絞ること
を思いつきました。とは言っても、出荷形態が180度 変わるわけで
すから、思いつきでは出来ません。心当たりを尋ね、少しずつ出荷先
を見つけていきました。



生計を立てるための「有機農業」の
確立に向けての模索

現在の「老舗と呼ばれる有機農産物の流通業者」はこの時期

に確立されたのではと考えています。私どものような「理念も

何もないイカサマ農家」は、何らかの「バブル」の恩恵を受け

ていたことはたしかとと思いますが、一輪車を購入することは
出来ましたが、軽トラックを購入することは出来ませんでした。

「少量多品目、有畜複合農業」という、私に取っての「有機農

業の定説」は瓦解しました。



生産コストの削減の切り札は
少品目化以外に考えられない

私どもは専業農家のセガレですので、子供の頃の「記憶」をたどってみま

した。私どもの地域では

水稲と果樹（桃あるいは葡萄）の組み合わせの農家がほとんどでした。

有機農業開始から７年目、やっと野菜の品目を４品目に絞ることが出来ま

した。言い換えれば「小売り」からの解放です。

（それまで１本 200円で販売していたダイコンを１本 １00円で売ることで

す）

１年目には、確かに売上高は下がりましたが、３年目には、小売り時代の１

２０％の売上を計上することが出来ました



有機農産物の生産拡大のためには
「少量多品目」という定説からの解放が

必須要件と考えています

４品目から「有機ニンジン単品」まで

約８年の時間が掛かりましたが、これは、品目数を削減するための
時間ではありませんでした。

「有機ニンジン」という作物の「生産から販売までの」システムを作り

上げるための時間でした。

その後の１０年は、山谷はありましたが、年平均12.5％のペースで売
上高が増加してきました。



栽培から出荷までの
「一貫した機械化体系」の導入と

作業性の良い圃場の確保

ニンジン専用の農業機械、車両の導入は、15年ほど前から、

少しずつ進めてきましたが、予算との兼ね合いから、思うよう

には進みませんでした。

2008年 奇跡が起き（売上高 前年比140％）いっきに進みま

した。作業場も更新し、作業場内の機器も、機械化が ほぼ

完了しました

圃場の方も ７～８年前頃より、60～70a程度の圃場が3圃場

確保でき 圃場での作業性も格段に向上しました。



多品目 ＶＳ 少品目
多品目 少品目

メリット

①一般的にいって、1品目当りの生産量が少ないので

消費者に直接販売でき、高単価が見込める
（高単価では あるが、販売経費の比率は高い）
②野菜セットを組めば、品目ごとの出来不出来が

解消出来る
③圃場条件に合った作付が出来るので、失敗が少な
くなる（総生産量は比較的安定する）

①圃場面積が同じなら、まとまった生産量 が見込
める
②一定以上の作付面積が求められる、「一貫した機械
体系」の導入がやりやすい
③「機械体系」の導入できれば、生産、調製のコストの削
減が可能
④量がまとまれば、多様な出荷先への出荷が可能
⑤「シェアー1％」になれば、営業しなくても 相手方から

探して来られる
⑥さまざまな出荷先が出来るので「出荷上のノウハウ」
が、習得できる

デメリッ
ト

①「機械体系」の導入が困難で、生産、調製のコスト
削減が難しい
②個々の品目の特性を理解するのが大変である

③出荷先が限定されるので、新規の出荷先が出来に
くい
④顧客の変動に対応するための「顧客管理」の作業
が大きなウエイトを占める

①安定した出荷が求められるため、気象変動に対応す
るための「技術」が求められる
②作業性向上の「技術の習得」は、常時必要

些細なミスが大きな損失に繋がる場合がある
③結果的に、経営規模が大きくなるので「雇用」という課
題が浮上する

総合評
価

地理的条件によって、収益が大きく変化するため大
都市近郊以外では、販売面での制約が多い
長期的に見れば、次世代への継承が難しい場合が
ある
「多品目多量生産」が出来れば企業化は
もちろん可能である（実践されている農場も多い）

法人化によって「企業的経営」が可能なので
「堅実な経営」を心がければ、次世代への継承が可能で
ある

小規模の場合は「少品目」が有利と考えます



私どもの農場「㈲吉備路オーガニックワーク」
現在の経営状態

平成10年2月設立で、現在(2009年) 米2.3ha 大豆 1.8ha ニンジン 4ha(延べ
作付け面積5.6ha) の作付けを行っています。今後も随時、圃場を増やし、「有機
農産物中心の」農業生産法人として安定した出荷を目指しています。

現在のスタッフは5名（研修は随時受け入れ）
（有機JAS認証圃場 8ha  H21.12 現在）

生産物販売先

岡山市中央卸売市場をとおしての県内スーパー等と学校給食（岡山市、岡山
県）を中心に、岡山市民生協、有機流通の卸売及び小売業者（主に関西及び名
古屋エリア）、地元の青空市、自然食品店、学校給食（総社市）、レストラン、加工
業者等
出荷先は「広く浅く」を基本に考えています） 県内出荷 35％ 県外出荷 65％



生産物

品目 品種 出荷量（ｔ） 出荷額（万円）

有機ニンジン 向陽2号、彩誉 １４７ 3,075 

有機米 みつひかり 11.9 403 

有機大豆 トヨシロメ 2.6 82 

計 161.2 3,560 

受託作業

作業内容 面積（ha） 金額(万円)

代かき、田植 3.7 59

刈り取り 4.3 99

水稲育苗 3.5 54

ニンジン関係 0.6 18

計 230



今後は「圃場の排水性の向上」を目指して

圃場整備を行い、よりいっそうの
安定生産を行っていきたいと考えています

5年後あるいは10年後の「有機農産物生産量１％突破」を夢みながら、地道

な作業を続けていきたいと考えています。「有機野菜」の農家のモデルを夢

みて、20年 やっと、しっぽの影が 見え隠れしてきたような気がします。私

どものような「資金」のない農家は、時間をかけて、チマチマと進めていくと

いう方法論しか持ち合わせていませんので、皆さんにとって 参考にならな

いでしょうが、こうした有機農家も存在することを知っていただける機会を与

えていただいたことに感謝しております。ありがとうございました

㈲吉備路オーガニックワーク代表 香西達夫



私どもの「有機農業」 幻想から現実へ 

Ｐ２ 私どもは、有機農業の定説 通り「有畜複合、少量多品目生産」からスタートしました 

私どもが「有機農業開始時」に イメージした「自給自足」をベースにした「少量多品目、有畜複合農業」

は、地域に波及する「運動としての有機農業」とはなり得ず開始から４～５年する内に、経済面でも、相当

苦しく、近隣からは怪訝な目で見られていました。それから「バブル」と呼ばれる１０年間という「期間」

が あったようです。他の方々は そんなことはないと思いますが、私のような「アンポンタン」は、私の

生産物が評価されたとの「誤解スパイラル」に陥っていきました。そのころ やっと「少量多品目生産」の

限界に気づき、品目を絞ることを思いつきました。とは言っても、出荷形態が 180 度 変わるわけですか

ら、思いつきでは出来ません。心当たりを尋ね、少しずつ出荷先を見つけていきました。  

Ｐ3 生計を立てるための「有機農業」の確立に向けての模索 

現在の「老舗と呼ばれる有機農産物の流通業者」はこの時期に確立されたのではと考えています。私どもの

ような「理念も何もないイカサマ農家」は、何らかの「バブル」の恩恵を受けていたことはたしかとと思い

ますが、一輪車を購入することは出来ましたが、軽トラックを購入することは出来ませんでした。「少量多

品目、有畜複合農業」という、私にとっての「有機農業の定説」は瓦解しました。 

Ｐ４ 生産コストの削減の切り札は少品目化以外に考えられない 

私どもは専業農家のセガレですので、子供の頃の「記憶」をたどってみました。私どもの地域では 水稲と

果樹（桃あるいは葡萄）の組み合わせの農家がほとんどでした。 有機農業開始から７年目、やっと野菜の

品目を４品目に絞ることが出来ました。言い換えれば「小売り」からの解放です。 （それまで１本 200

円で販売していたダイコンを１本 １00 円で売ることです） １年目には、確かに売上高は下がりましたが、

３年目には、小売り時代の１２０％の売上を計上することが出来ました  

Ｐ５有機農産物の生産拡大のためには「少量多品目」という定説からの解放が必須要件と考えています 

４品目から「有機ニンジン単品」まで 約８年の時間が掛かりましたが、これは、品目数を削減するための

時間ではありませんでした。「有機ニンジン」という作物の「生産から販売までの」システムを作り上げる

ための時間でした。 その後の１０年は、山谷はありましたが、年平均 12.5％のペースで売上高が増加し

てきました。  

Ｐ６栽培から出荷までの「一貫した機械化体系」の導入と作業性の良い圃場の確保 

ニンジン専用の農業機械、車両の導入は、15 年ほど前から、少しずつ進めてきましたが、予算との兼ね合

いから、思うようには進みませんでした。 2008 年 奇跡が起き（売上高 前年比 140％）いっきに進

みました。作業場も更新し、作業場内の機器も、機械化が ほぼ完了しました  

圃場の方も ７～８年前頃より、60～70a 程度の圃場が 3 圃場 確保でき 圃場での作業性も格段に向

上しました。  

Ｐ７ 今後は「圃場の排水性の向上」を目指して圃場整備を行い、よりいっそうの安定生産を行っていきたいと考えています 

5 年後あるいは 10 年後の「有機農産物生産量１％突破」を夢みながら、地道な作業を続けていきたいと考

えています。「有機野菜」の農家のモデルを夢みて、20 年 やっと、しっぽの影が 見え隠れしてきたよう



な気がします。私どものような「資金」のない農家は、時間をかけて、チマチマと進めていくという方法論

しか持ち合わせていませんので、皆さんにとって 参考にならないでしょうが、こうした有機農家も存在す

ることを知っていただける機会を与えていただいたことに感謝しております。ありがとうございました  

㈲吉備路オーガニックワーク代表 香西達夫 

Ｐ８ 多品目生産のメリット 

①一般的にいって、1 品目当りの生産量が少ないので消費者に直接販売でき、高単価が見込める  

（高単価では あるが、販売経費の比率は高い） 

②野菜セットを組めば、品目ごとの出来不出来が解消出来る 

③圃場条件に合った作付が出来るので、失敗が少なくなる（総生産量は比較的安定する）  

少品目生産のメリット 

①圃場面積が同じなら、まとまった生産量が見込める 

②一定以上の作付面積が求められる、「一貫した機械体系」の導入がやりやすい 

③「機械体系」の導入できれば、生産、調製のコストの削減が可能 

④量がまとまれば、多様な出荷先への出荷が可能 

⑤「シェアー1％」になれば、営業しなくても 相手方から探して来られる 

⑥さまざまな出荷先が出来るので「出荷上のノウハウ」が、習得できる  

多品目生産のデメリット 

①「機械体系」の導入が困難で、生産、調製のコスト削減が難しい 

②個々の品目の特性を理解するのが大変である 

③出荷先が限定されるので、新規の出荷先が出来にくい 

④顧客の変動に対応するための「顧客管理」の作業が大きなウエイトを占める  

少品目生産のデメリット 

①安定した出荷が求められるため、気象変動に対応するための「技術」が求められる 

②作業性向上の「技術の習得」は、常時必要。些細なミスが大きな損失に繋がる場合がある 

③結果的に、経営規模が大きくなるので「雇用」という課題が浮上する  

多品目生産の総合評価 

地理的条件によって、収益が大きく変化するため大都市近郊以外では、販売面での制約が多い、長期的に見

れば、次世代への継承が難しい場合がある 

「多品目多量生産」が出来れば企業化はもちろん可能である（実践されている農場も多い）  

少品目生産の総合評価 

法人化によって「企業的経営」が可能なので「堅実な経営」を心がければ、次世代への継承が可能である。

小規模の場合は「少品目」が有利と考えます  
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