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トークセッション _2 ／ 小さな家族経営農家の飽くなき挑戦 ～ RE100 農家を目指して～

　皆さんこんにちは。O2Farm という農場で、農家の嫁をしてい
ます。「未来を創る食のビジネス」ということで呼んでいただき
ましたが、私たちは先祖代々つづく専業農家です。農業も食農
ビジネスの関係者ではあるので、畑違いとまではいいませんが、
正直に言って儲かっているわけでもありませんし、法人化もまだ
できていません。
　ビジネスを通じて社会を変えていこうとしている企業の皆さま、
それから法律とか制度によって舵取りをされていく行政の皆さま
が、参考になることなんか言えやしないと気後れしていました。
けれども、今日寺島さんのお話を聞いて、世界レベルで埋没し
ようとしている日本の中で、食農が再生のカギであると知りまし
た。その中で、1 次産業の従事者、後継者として、先祖代々引
き継いできた農地を使っている身として、胸を張って現場でやっ
ていること、そして目指していることをお話しできればと考えます。
　私はいつも ERI と名乗っています。30 世帯ある私の集落は、
半分ぐらいが大津姓です。だから、集落にはファーストネーム文
化があり、下の名前を名乗っています。実は都会育ちなので、
田舎での生活や仕事のスタイルが分からず毎年怒られています。
女性農業者のネットワークであるNPO法人 田舎のヒロインズの
理事長をしております。私たちは農業を続けることで、子どもた
ちに美しい農村を引き継ぎたいという思いを持って就農し、今年
の米作りが 18 年目になります。
　東京育ちで 4 児の母です。ランドスケープ農家を名乗ってい
るのですが、大学を卒業した後、夫と一緒にドイツの大学院で
ランドスケープの勉強をする中で、故郷である阿蘇の美しい景
観を守っていきたいという思いを新たにしました。
　O2Farm は、大津という姓をもじったものです。熊本県では北
部に当たりますが、九州のほぼど真ん中にあたる阿蘇の南の麓
で、水田 5 ヘクタールを使って無農薬のお米を栽培しています。
場所によってはコンプライアンスが取れないところもあり、一部
減農薬で作っています。
　一緒に経営しているおじが、繁殖用のあか牛を 20 頭飼ってお
りまして、この二つが阿蘇の伝統的な景観である、草原と田畑
の組み合わせを守るためのキーとなっています。お米を収穫し
た後のわらを牛が食べ、牛が排泄したものを堆肥として、翌年
田んぼに戻すという循環型農法を実践しています。
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SDGs× 生物多様性 シンポジウム

　私たちの職場は、日本昔話のような世界が目の前に広がって
おります。美しい農村景観が広がっています。ランドスケープは
生態系まで含めた概念ですが、見た目に美しいのも重要なポイ
ントではないでしょうか。そして、この景観の約9割以上の農家が、
農業を続けられているから農村の景観が維持できていることを、
私は就農してからようやく気付きました。

　4 人の子どもがいると言いましたが、長男次男が双子で、今年
14 歳になります。都会育ちの私よりずっとセンスのいい彼らは、
既にトラクターを運転しています。2 歳、3 歳ぐらいにデビューし
ているので、私よりずっと使いものになります。英才教育というや
つですね。世界の農家人口の 9 割が家族経営の農家だと言われ
ています。世界中で 5 億世帯いるらしいのですが、彼らが世界の
食料の約 8 割を生産しているそうです。その家族経営の農家の 7
割ぐらいが1ヘクタール未満の小中規模農家らしいです。
　世界のことはよく分かりませんが、私たちも 1 ヘクタールの田
畑からはじめて、今は 5 ヘクタールに広がりました。農業を拡
大する中で、女性農業者という立場で、これまでに取り組んでき
たことをお話ししようと思います。17 ある SDGs に当てはめられ
ると思い、今回初めて 17 個に分けてみました。少しこじつけの
部分や、どうなのというところもあるとは思いますが、お気付き
の点があればアドバイスやもっとこうなんじゃないのというアイ

デアを是非いただきたいと思っております。今回の登壇のため
に作り、まとめたものです。17 もあるので、駆け足になります
がよろしくお願いします。
　目標1の「貧困をなくそう」は当然ですね。私たちは1ヘクター
ルの小中規模からはじめましたし、慶応大学卒とわざわざ書い
たのですが、私たちは海外の大学院卒で夫と 2 人合わせて月収
10 万からスタートしました。私は都会生まれの一人っ子なので、
両親からとても心配されました。随分、反対されたり、心配され
たりもしますが、今は家族が 6 名に増えて去年リーフという新車
を買いました。RE100 という化石燃料を減らそうという取り組み
の一環なのですが、それはまた後でお話しします。
　もともと、儲けることを目的としてはじめたわけではありませ
ん。もちろん私たちが続けるために利益を出す必要はあります
が、生き方改革、働き方改革が主題です。だからESG の対象に
はとてもなりません。しかし、自然資本、ストックによって、利子、
つまり農産物を生み出しているのが「農業」なのではないかな
とも思います。農家を始めて18 年で経営規模が 5倍になり、親
に心配されたような状況ではなくなりました。目標 2の「飢餓を
ゼロに」は、お米を作っているので、それ自体が飢餓をなくす
取り組みだと思いますから今日は飛ばします。

　目標 3「すべての人に健康と福祉を」。アイガモとか鯉を使っ
ている農法で有機農産物を作っていますので、健康というキー
ワードに当てはまりますし、家庭菜園レベルですが自宅で食べる
野菜はできる限り自分たちで作っています。それからグリーン
ツーリズムの促進で、年間数百人の宿泊客が来る賑わいのある
農場なのですが、福祉や健康につながってほしいという思いで
やっています。

出所：登壇者講演資料
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　それから目標 4「質の高い教育をみんなに」。これは少子化、
人口の都市集約が進む日本において、学びの場、教育の場とし
て農村の役割が今後さらに大きくなっていくのではないかと思っ
ています。農家の子女たちだけではなく、「農業が好きな子ども
集まれ」という取り組みを通じて子どもを受け入れたり、東京大
学の「異才発掘プロジェクト」を招致したりしています。
異才発掘プロジェクトは、基本的には不登校支援プロジェクトで
すが、本郷や駒場といった都会の中でやるのではなくて、農村
に飛び出てやってもらおうと南阿蘇に来てもらいました。
　目標 5「ジェンダー平等を実現しよう」。これは女性農業者と
いうだけで、既にクリアできるかなと思います。ただ付け加えて
おきたいのは、男性も活躍しているということ。女性の世の中と
言われ、男性もいろいろ大変でしょう。男性も頑張れってよく思っ
ています。あと、目標 6「安全な水とトイレを世界に」。これは
農薬の使用を減らしていますので水に直結します。水のいらな
いバイオマストイレも導入しています。

　目標 7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」は、私
がかなりこだわっているところなので、少し詳しく説明します。
農村部は自然エネルギー、再生可能なエネルギーに最も適して
いる場所です。農地で農産物も電気も作る「ソーラーシェアリン
グ」は、日本で生まれたアイデアです。南阿蘇の景観を守るラ
ンドスケープ農家を謳っており、景観とのバランスに関して答え
が見出せていないので、まだ導入に踏み切れないでいますが、
私たちの農場でも小規模ではありますが導入を考えています。

　それからRE100 を目指した取り組みとしてバイオディーゼルの
使用があります。農作業に必要なトラクターとかコンバインは軽
油を使います。多くの CO2 を排出している意識がずっとあり、昨
年 4 月に植物油をベースにした燃料「バイオディーゼル」に切
り替えました。使用済みの天ぷら油を軽油の代替燃料にしたも
ので、植物油ベースなので（実質的に）CO2 は出ません。その
他にも小水力発電、小型風力など、小さな農場ができることを
実現していけたらなと思っています。小水力発電に関しては水路
の流量や落差を測っている段階です。
　目標 9「産業と技術革新の基盤をつくろう」ですね。水田セ
ンサーのプロモーションに協力しましたが、うちの農場では本格
的には導入していません。けれども、女性農家仲間のアイデア
で誕生した「雑草ふみふみ」という機械など、農業の IT 化だけ
でなく、日本ならではのアイデアを技術革新の基盤として活かし
ています。
目標 10「人や国の不平等をなくそう」に関しては、うちの農場
は国外からも視察や収穫体験などを目的にたくさんのお客さん
が来ます。韓国と険悪な関係が続いていたときも視察もありまし
たしお友達も来てくれました。ハワイからも来る人もいますし、
香港の皆さんは収穫体験をして帰りました。
　それから、目標 11「住み続けられるまちづくりを」。農村は高
齢者比率が半端ないです。高齢者政策が先行しがちですけれど
も、今、農村で 4 人の子どもを育てていて、本当に幸せです。
子どもたちの場所がいっぱいあって、安心な食べ物があって、
遊ぶ場所があります。だから、子育て世代を増やしたいなという
思いから取り組みには力を入れています。うちの田畑で託児所
や幼稚園のような取り組みを実施し、その結果、友人が事業所
を立ち上げ、事業化に至りました。
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香港の皆さんは収穫体験をして帰りました。
　それから、目標 11「住み続けられるまちづくりを」。農村は高
齢者比率が半端ないです。高齢者政策が先行しがちですけれど
も、今、農村で 4 人の子どもを育てていて、本当に幸せです。
子どもたちの場所がいっぱいあって、安心な食べ物があって、
遊ぶ場所があります。だから、子育て世代を増やしたいなという
思いから取り組みには力を入れています。うちの田畑で託児所
や幼稚園のような取り組みを実施し、その結果、友人が事業所
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で誕生した「雑草ふみふみ」という機械など、農業の IT 化だけ
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　それから、地産地消カフェもオープンしました。写真にあるの
は、ミニトマトと小松菜のショートケーキです。そんなこともやっ
ています。
　18 年間の取り組みの中で、唯一の私の自慢というか、社会貢
献したなと思っていることが、私たちを頼って15 人の移住者が
まず来てくれたことです。「おいでよ」といったら来たみたいな
感じなんですけど、それが皆さん結婚して子どもを産んで、数え
てみたら熊本県の人口が 37 人増えていたことです。
　目標 12「つくる責任・つかう責任」。うちは産直農家で、作っ
たお米は全量、お客さまに直接お届けしています。なので、生
産者と消費者との直接の交流があって、サプライチェーンという
意味では本当に顔が見えます。誰が作っていて、誰が食べてい
るかどちらも分かる関係を築き上げています。
　目標 13「気候変動に具体的な対策を」。気候変動に対しては、
農薬を減らしたり、化石燃料を減らしたりしているので具体的に
取り組めています。圃場の生態系調査もしていますし、それを住
民参加型で田んぼの学校という形で実施しています。
　RE100に向けても、やれることを一つ一つやっている最中です。
目標 14「海の豊かさを守ろう」については、「この先、海です」
という啓蒙プロジェクトをしました。阿蘇は九州のど真ん中にあ
り、九州 6河川の水源です。水を汚すわけにはいかないという
ことで、道路脇の排水溝に『この先、海です。』と書いて、排水
溝が海につながっている意識を持ってもらうための取り組みで
す。加えて、目標 15 の「陸の豊かさも守ろう」に向けて、山の
管理も子どもたちと一緒にやっています。田んぼや水路には準
絶滅危惧種がたくさんいます。それらを守る意識を高め、阿蘇
といえば野焼き。野焼きは焼き畑と間違えられることもあるので
すが、枯れたススキ野原を焼くことで、発芽などを促しています。
地中の熱が上がらないので、地中の根や卵が死滅せず、生物多
様性の保全に寄与をしています。

　目標 16「平和と公正をすべての人に」も、おいしいものをお
腹いっぱい食べられたら、人間は平和で公正であろうと考えます。
そんなところで、だいぶこじつけもあるなと思いつつも、最後の
目標 17「パートナーシップで目標を達成しよう」です。これだけ
どうしても言いたいと思っているのが、本当にいろんな方にご協
力いただいたり、アドバイスいただいたりしているのですが、去
年『耕す女（著：NPO法人田舎のヒロインズ）』という本を出
版しました。
　この本の表紙を描いてくださったのは、農林水産省の農業女
子プロジェクトの生みの親というか、それが発足したときの農林
水産省の課長であった榊さんという方なんですが、今、彼は難
病を患われています。そんな中、目の動きで入力できるツール
を使って、南阿蘇の風景を絵にしていただいたものが『耕す女』
の表紙です。
　それから、ドコモアグリガールさんとすごく仲良くさせていた
だいており、うちのNPOが一緒に活動しております。熊本地震
で被災したとき、農業と観光の両方合わせて復活、復興させよ
うということで、レストランバスを招致して、農村は宝という宣
言を日本語と英語で世界に流しました。あと、先ほどの話の続
きですが、農業後継者の不足が深刻で、婚活イベントもNPOと
して行いまして、なんと8組中 2組がゴールイン。今日ここに来
る途中、2人目のベビーが生まれた報告を受けました。これも
貢献していますね。
　時間が来ましたので、これぐらいにしたいと思います。今日の
話は、17 のゴールというよりも、私たちが小さい家族経営の農
家ながらにやっていることが、皆さんの何かのヒントになったり、
こんな農家のおばちゃんいたなと記憶に残ったりすればいいか
なと思い終わりにしたいと思います。ご静聴ありがとうございま
した。

トークセッション _2 ／ 小さな家族経営農家の飽くなき挑戦 ～ RE100 農家を目指して～
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