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トヨタ自動車が、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用して農業経営の効率化を支援する取り組みに力を入

れ始めている。要となるのが、自動車生産で培ってきた独自の生産管理手法、「トヨタ生産方式」の応用。先

行してトヨタのシステムを導入した農業生産法人では、育苗で資材費を3割削減することに成功するなど、具

体的な成果も出てきた。担い手の高齢化で農業の大規模化・効率化ニーズが高まる中、3年後をめどにシス

テムの一般販売を目指す。 

◇稲作でもカイゼン 

取り組みの始まりは、2011年。愛知県の最西端、弥富市の農業法人

「鍋八農産」と共同でコメ生産プロセスの改善に着手したのが最初だった。鍋

八農産は小規模農家などから農作業を受託しており、耕作面積は約200ヘ

クタールに及ぶ。ただ、耕作地は弥富市を中心に約2000カ所に分散。い

つ、どこの水田で、誰がどういった作業をするのか、といった日々の作業管理は

経営者の経験に頼り、生産性の向上や効率化に大きな課題を抱えていた。 

そこでトヨタがまず提案したのが、トヨタ生産方式を支える現場での「カイゼ

ン」活動だ。作業に入る前の無駄を省くためにトヨタが重視する基本的な活

動だが、当時は「どの農機具を誰が使うのか分からないといった具合に、カイゼ

ンするところが山のようにあった」（トヨタのカイゼン指導員）と言う。指導員が

通い続け、日常業務を一つ一つ改善していった。 

併せて、効率性を追求するトヨタ生産方式を応用した農業ＩＴ管理ツール「豊作計画」の開発も進めた。

クラウドを利用した同システムは、広範囲に分散する水田を複数の作業者が効率的に作業できるように、毎日

の作業計画を自動的に作成する。その内容は現場に向かう作業員が持つスマートフォンやタブレット端末に配

信されるので、作業員はその日の作業場所や内容を直ちに確認することができる。 

また、作業の開始や終了時にスマホの画面をタップすることによって、共有のデータベース上で進捗（しんちょ

く）状況を集中管理する。各現場での異常の把握も容易で、煩雑な日報作成も自動化された。 

カイゼン活動とＩＴツールを融合させたトヨタ独自の農業支援スキームは、14年には鍋八農産など愛知県

と石川県の農業法人9社に提供され、実践的な運用がスタートした。17年7月末現在で利用法人は北海道

や福島県、長野県などの35法人にまで広がっている。 

◇スマホ活用で効果 

木曽三川の西岸に広がる鍋八農産の耕作地。水田では作業員がスマホで豊作計画の画面を確認しなが

ら、田植えを進めていた。画面上には、水田がカラフルに色分けされた地図が表示されている。水田を囲む枠

の色は契約形態によって区別され、中の色はコメの品種を表す。真ん中の丸いピンは作業状況を示す。青は

翌日以降に作業予定、黄色は当日に作業予定、灰色は作業終了といった具合だ。 

同じ地図は、作業員全員に配信されるとともに、オフィスの管理者用パソコンでも確認される。つまり、全ての

関係者が全体の進捗状況を同時に共有することができるようになっている。

トヨタ生産方式で農業支援 
＝愛知県・鍋八農産などでＩＣＴ活用、効率化に寄与＝ 

 

トヨタとの連携に手応えを感じている鍋

八農産の八木輝治社長 

えを見せる 
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「全員が情報を共有しているので、自分の

予定が早く終われば遅れている水田へ手伝

いにいくこともできるようになった」と鍋八農産

の八木輝治社長。「豊作計画の画面には

自分の場所も表示されるので、作業場所が

分かりやすい」と、入社3年目の西村蒼太さ

ん（20）はその効果を説明する。 

豊作計画が導入する前に入社した三輪

祥太さん（25）が感じるのは、その日の作

業内容や面積などを記録する日報の作成が

楽になったことだという。以前の日報は手書きで、しかも農作業が全て終わった後に作成していた。「疲れている

し、間違いも多かった」。今では、作業と同時にスマホ画面を何回かタップするだけで終了。「帰りも遅くならなく

なった」と歓迎している。 

◇変わった常識 

豊作計画の活用は、それまでの農家の常識をも変えつつある。八木社長が象徴的な事例として挙げるのが、

苗の廃棄率だ。八木社長の先代である父親から、「飛び込みの顧客にも対応できるように苗は余分に作って

おけ」と教えられてきた。「農家では当たり前の感覚で、全く違和感はなかった」と八木社長。3種類の米それぞ

れについて、予備として苗を1割程度多く栽培してきた。しかし、大規模な耕作地での作業を担う同社だけに、

予備の苗の数も膨大な量にのぼる。「飛び込み」の客が来なければ

苗は全て廃棄し、資材費や人件費なども無駄になっていた。 

これに対し、在庫を持たないトヨタ生産方式の「ジャスト・イン・タ

イム」の思想を取り入れた豊作計画では、田植えに必要な苗の数

の予測精度が向上。苗の廃棄率は10分の1となり、育苗の資材

費も含めたコストは3割低下した。八木社長は、「以前は何のため

に予備の苗を作っていたんだろう」と、しみじみ語る。 

◇新しい農業モデルへ 

農業の効率性を追求する取り組みは、現在進行形で続いている。豊作計画では、作業内容や収穫量な

ど現場の作業員が入力したさまざまなデータが蓄積されており、生産性向上へこれらを自由に加工・分析する

ことが可能だ。「歩留まり率の良い栽培方法をデータ解析して、どんどん採り入れることができる」（八木社長） 

さらにトヨタ流の現場カイゼンは、常に現場で創意工夫を重ねる人材の育成にもつながる。「農業では、『天

候が悪かったから不作でも仕方ない』と考えがちだが、豊作計画に蓄積されたデータを活用して天候に応じ収

穫量を安定させる取り組みをしていきたい」。八木社長は、新しい時代の農業モデルを模索する。 

一方、トヨタが農業支援に取り組むのは、トヨタ生産方式を通じて地域社会に貢献するためだという。事業

を統括する友山茂樹専務は、「今後も豊作計画を軸とした取り組みを進化させ、未来の先端農業の実現に

向けて生産者とともにチャレンジしていきたい」と語る。そのために、豊作計画の普及を図るとともに、新しい支援

スキームの模索も始めた。今年3月、鍋八農産や山間地の農業法人「リイ・ファーム」（愛知県新城市）と、

先端農業モデルの開発に向け業務提携。ビッグデータや最新技術の活用、流通プロセスの改善、稲作以外

への展開を実際の作業を通じ検討していく考えだ。（名古屋支社・川村豊） 

豊作計画の一画面。点在する水田での作業状況を分かりやすく表示している（ト

ヨタ自動車提供） 

植えられるコメの苗 
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◎制度見直し考えず＝輸入牛肉の緊急輸入制限－斎藤健農林水産相（17/08/04） 

斎藤健農林水産相は4日のインタビューで、米国が反発している輸入牛肉の緊急輸入制限（セーフカード）

について「見直しは考えていない」と述べた。主なやりとりは次の通り。 

－セーフガードの仕組みを見直す考えはあるか。今後の対米戦略は。 

米国とよく話し合い、理解を得ることが大事だ。セーフガードは（輸入牛肉の）関税を下げる代わりに導入

した制度であり、見直しは考えていない。2国間の自由貿易協定（ＦＴＡ）も考えていない。（米国が離脱

した）環太平洋連携協定（ＴＰＰ）は、日本の通商戦略で一番大事だ。 

－消費が減少する主食用米から飼料用米に生産を促す高額補助金には批判

があるが。 

農家を守るためではなく、（補助金支出について）消費者が納得できるかどうか

が大事だ。一度米作りをやめると水田としての機能が回復するのに時間がかかる。

飼料用米の生産により、水田を維持できる。食料安全保障上の観点から、（将

来）子や孫が飢えないために消費者が1人当たり1日数円を負担するかどうかだ。 

－欧州連合（ＥＵ）との経済連携協定（ＥＰＡ）で国内対策は。 

（国内生産者に）対策を講じることは当然だ。一方、ＥＵ向けに輸出する農

産物の関税はほぼ撤廃されるため、攻めの輸出ができる対策も盛り込んでいきたい。 

－農協改革でＪＡグループに期待することは。 

担い手は減少し、農業は時代の大きな曲がり角に来ている。新しい環境にふさわしく、農家のためになる活

動を広い視野で取り組んでほしい。 

◎コメ先物、試験上場延長申請を決定―堂島商取（17/08/04） 

大阪堂島商品取引所は4日の臨時会員総会で、コメ先物の試験取引期間の延長を農林水産省に申請

することを決めた。期間は2年。きょう中に定款変更の認可を農水省に申請する。堂島商取は7月、試験上

場から本上場への移行を申請した。農水省は認可する方向で調整に動いたが、自民党が本上場を認めない

姿勢を示したため、3度目の試験期間延長に方針を変えた。現在の試験取引期限は7日。 

◎コメ先物、本上場実現には取引活性化が必要＝斎藤農水相（17/08/04） 

斎藤健農林水産相は3日の就任会見で、大阪堂島商品取引所で試験上場中のコメ先物について、本

上場の実現を目指すならば取引の活性化が欠かせないとの見解を示した。斎藤氏は、堂島商取の本上場移

行への認可申請に関し「みんなで議論すると、残念ながら利用者の伸びがないというのが現実だ」と指摘。その

上で「もっと目覚ましい動きが、これから本上場を（実現）するなら必要になってくる」と強調した。 

◎農政改革の実を挙げる＝斎藤健農林水産相－内閣改造・閣僚会見（17/08/03） 

斎藤健農林水産相農政改革は、これまで整備してきた制度や法律を実際に活用して実を挙げていく段階

だ。これからの農業は（過去と）同じことを続けることが最大のリスク。新しいことに挑戦していく。林業、水産

業も可能性を発揮できるよう政策を深めたい。日米経済対話では互いの懸念についてよく意見交換すること

が大事だ。経済連携協定（ＥＰＡ）で大枠合意した欧州連合（ＥＵ）に対しては、日本の優れた農産

物の輸出を増やせるように力を入れたい。 

トップニュース ７月３１日～８月６日 

インタビューに答える斎藤健農林

水産相＝4日午後、農林水産省 
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全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中）は7月5日に、任期満了で退任する奥野長衛会長（70）の

後任を決める選挙を行い、ＪＡ和歌山中央会会長の中家徹氏（67）を内定した。奥野氏は万歳章前会

長が2015年4月に突然辞意を表明したことを受けた10年ぶりの会長選挙で、中家氏を破り、同年8月に就

任。ＪＡグループ内でも改革派とされ、政府が推進する農協・農業改革や環太平洋連携協定（ＴＰＰ）

対策などでも、自らの極めて率直な言葉でその考えを発信し、同グループのかじ取りをしてきた。退任を前に奥

野氏に話を聞いた。（聞き手＝編集長・増田篤、経済部・藤平治郎、経済部・松本亜夕美） 

◇５０年もたてばさびも出る 

─改めて2年間を振り返って、一番印象に残ったことや達成感があったことは何か。ＴＰＰ交渉や農協改

革など、いろいろな意味で激動の時期に担当されたが。 

やはり（16年）11月25日の自民党の農林合同会議（農林・食料戦略調査会、農林部会、農林水産

業骨太方針策定ＰＴ、畜産・酪農対策小委員会合同会議）だ。幹事長や政調会長が出てきてくれて、こ

れでいきましょうと。あの日が苦労してきたＴＰＰ大筋合意以降の対策の集大成だった。これで日本農業の再

生に向けて政官民挙げて前へ歩き出せるなという思いを非常に強くした。規制改革会議のいろんな提言の波

紋もあった中で、あそこでやっとおさまった。 

―それは規制改革推進会議の「高いボール」の後を受けて、これで

ある程度は押し返せたということか。 

僕の気持ちの中ではキャッチボールもできないようなボールだった。何で

こんなことをしたのかなという思いはあった。 

―新聞紙上では、農協改革を巡って政治家では小泉進次郎氏、

農林水産省では奥原正明事務次官、そして農協（ＪＡ）では奥野

さんが改革派として単純化して描かれていたが。 

全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）の経済事業改革では、

小泉さんがわざわざＪＡビルまで来てくれて、一緒に山に登りましょうと

いうことで進んできた。1球目のボールは受け取りましたと。2球目は指定生乳生産者団体制度の話だった。こ

れは安倍晋三首相が50年ぶりという言葉を使っているが、「50年もたったらどこかにさびがある。その見直しにつ

いてはわれわれも「一所懸命」やるし、農水省も一緒になってやりましょう」という話をした。だけど、他のボールは

もうキャッチする必要もない、全部バックネットの後ろへ飛んでいったのでは。 

◇米価運動の成功体験から抜け出せなかった 

―今回決まった改革の方向性を受けて、ＪＡグループとして組織などをどのように、どれぐらい変えていけばよ

いと考えているか。 

全農の中野（吉実）会長（当時）が「われわれは毎日努力している」と言ったのも間違いではない。7月

22日の記者会見で僕が「僕らはこれでよかれと思って努力していたとしても、他者が見たときにやっぱりまだ足り

ＪＡは地域に根を張る活動を 
＝改革に終わりはない、正のスパイラルを＝ 

～ＪＡ全中会長・奥野長衛氏インタビュー～ 
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ませんよという話になったら、われわれも謙虚に反省すべきだ」と言った。 

改革に終わりはない。常に世の中の動きに対して的確にニーズをつかま

えて、自分が姿を変えていかないと誰も支持してくれない。唯我独尊の世

界ではないから。組合員さんが一番大事ですよねと皆言うけれど、僕はも

う一歩進めたらと。農業者として見た時と、農協人として見た時とは違う

から、その違うところを本当は一つにしなければいけない。農協は、日本の

農業のためにできた組織で、地域協同組合的な意味も持っている。組

合員や地域の方々に「もう必要じゃないよ。君たちは時代遅れだ」と言わ

れたらもう終わりだ。就任してすぐにＮＨＫの討論会で当時の森山裕大

臣に僕は「カンフル剤的な補助金は要りませんよ」と申し上げた。国民の

税金である「予算をむやみやたらに農業界が要求するということは、私はし

ません」と申し上げた。 

―農協の方は「どうせわれわれは国民には理解されない」といったように

一般市民との距離感の大きさを感じる中で、以前の幹部に比べ奥野さんはもう少し一般市民に近い考えから

いろいろ発言され、動きをされているという印象も受けた。 

象徴的なことを挙げれば、日比谷の野外音楽堂でプラカードを持って鉢巻きして、「エイ、エイ、オー」って気

勢を上げてデモをやっているのが、テレビに映る。それを見た国民がどんな感情を持つか。農協はとにかく集会を

開いて、政治的な圧力をかけて、自分たちの欲しいものを獲っていく悪の集団といったイメージを与えたままでず

っと来ている。米価引き上げ運動は時代の要請があったと思うが、それで勝ってきたという成功体験があり、そこ

から抜け出せなかった。僕は、そこが違うと思った。圧力団体なら、もっと真剣に日本の食料というものを国民に

しっかりと考えていただき、理解していただく努力をしていくべきだ。 

◇負のスパイラルには絶対にしてはいけない 

―今回の会長選挙でＪＡ東京中央会の須藤正敏会長が立候補された。農協といえば地方であり、トップ

は農業県から出てくるのが当たり前だと思われてきたが。 

今までの全中会長選には全国を六つに分けたブロックからの推薦がないと出られなかったが、今回から47都

道府県単位での推薦で立候補できるように変えた。それと、もう都市農業、コメ農業、畜産とか言っている時

代でもない、「志」と「人柄」で皆さんが決められるような制度にしたいという思いもあった。だが、もう少しきちんと

（定数）251人の代議員の方々にしっかりと物を言える場をつくるべきだったという思いはしている。 

―任期中に何かやり残したこと、これはぜひやっておきたかったこと、あるいはちゃんと引き継いでおきたいという

ことは何かあるか。 

これというものはない。全てのものが流れていくのが歴史だと思っているから。いろんな物事はスパイラルで進む

わけで、それを負のスパイラルにだけは絶対にしたらいけない。常に質的にも昇華され、量的にも大きくなっていく

というスパイラルをきちんとつくり上げていく。それなりにそういう流れはつくれたのかなと思う。個別にどうのこうので

はなく、どんどん改革していかなかったら、世間から取り残され、遅れた集団になりますよということ。 

◇欧州の農業と日本の農業は似ている 

―日本と欧州連合（ＥＵ）の経済連携協定（ＥＰＡ）の大枠合意に対する評価は。 

ＴＰＰ12と今回のＥＵとのＥＰＡは根本的に違う。アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドなどの大規

模農業の国とヨーロッパとは違う。日本人の国民感情からいっても。「わあわあ、何も考えずに反対、反対という

 

奥野 長衛（おくの ちょうえ） 

1992年 伊勢農協理事、2007年 同

組合長、11年 三重県中央会会長、15

年 全中会長 
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ようなことをやったら大変なことになる」と僕は内部で言った。例えばゴディバのチョコレートも関税がなくなれば安く

入るというようにマスコミが書く。そこに農業団体が大反対してＥＰＡがつぶれたということになると、若い女の子

は反農業団体になる。また日本人は、チーズとかワインはヨーロッパが本場だと思っている。そういうものが安く入

ると思っているのに農業団体がつぶしたとなると恨まれる、慎重に考えないとだめだという話をした。 

一方で、ヨーロッパと日本は（自然環境が）あまり変わらないので、ヨーロッパに負けない生産ができるはず

だ。例えば、ＥＵに入っていないが、スイスはとんでもない厳しい条件で農業をやっている。だから、日本もいろん

な工夫をしっかりやっていけば、それなりに対等に戦える世界だと思ったので、しっかりとした政策的な応援をして

下さいと。 

例えば今、子牛の価格が高い中で、ホルスタインを産ませずに和牛の子供を産ませるので、生乳の生産力

が減っている。そうした傾向をここでいったん止めて、しっかりと生乳の生産力を上げる施策のほうが現実的だし、

実現できる道かなという話を北海道の方を相手にした。今回の問題はチーズだから。そういう意味では、農水

省はよく頑張ってくれたと思う。最初は6万トンの枠をよこせと言われていたのに、（ソフト系チーズの関税割当

枠は）3万1000トンになった。すでに今、（ＥＵからソフト系チーズは）2万1000トン入っているから、実質

は1万トン（の増加）だ。チーズはヨーロッパ人のコメという表現があるけど、フランス人は1年間に26キロのチー

ズを食べる。日本人は2キロぐらいだ。 

ヨーロッパも神経が細かく行き届いた農業で、日本とよく似ている。ただ基本的に違うのは、ヨーロッパ人は食

料問題に対して非常に敏感だということ。食が途絶えたらどうなるかを彼らは長い戦乱の中で覚えているが、日

本には欠けている。フランスの政策ははっきりしていて、（食料自給率）100％では足りない時もあるので、

120％分をつくり、余った20％分は輸出補助金をつけてでも外へ出すというやり方だ。小麦でもそういうことをや

るけど日本でできるのはコメだけだ。 

◇准組合員の問題の前に担い手問題 

―今後の改革の課題として、農協金融の話や准組合員問題などがあると思うが、これから一番大変になり

そうだなと思うテーマはあるか。 

准組合員の問題の前に担い手の問題がある。そういう方たちから別に農協なんてなくたって僕らやれるよと言

われてしまったらもう終わり。農協はもともと人と人との結合体だ。各地域でここに農協がなかったら困るという事

業をスパイラル的に展開していけば、そういう心配はない。その地域の方々に必要とされ、地域に根を張るよう

な活動をしていく。東京で全農改革しろ、全中改革しろというような話とは別次元の話だ。 

学生時代にドラッカーを読んだことも影響していると思うが、僕は組織というのは常に水平であるべきだと思っ

ている。ＪＡグループは戦後70年かけて垂直型の縦割り組織をつくった。そこに横糸を織り込んでいくような組

織の形成の仕方があるだろう。 

―ＪＡ全中会長退任後にやりたいことは何か。ＪＡグループや地域においてどのような役割を果たしていく

のか。また、ご自身の農業は。 

今までの僕を支えてくれたのは地域の方々だ。その方々に実は借りがたくさんあって、それをまず返さなければ

と思っている。農協の役をしているからと村のいろんな役目を特別に免除してもらってきた。だから、自分の集落

の仕事からきちっとやって、自分が自由にできたという恩を返していかなければならない。ＪＡ伊勢でも会長理

事としてあと2年間の任期が残っている。 

農業では担い手にネギ畑として貸しているほか、5反はまだ自分で管理している。ネギ以外でもコメや野菜な

どいろいろつくっている。 
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コメ卸最大手の神明（神戸市）が事業の多角化を加速させている。藤尾益雄社長は7月、都内で開催

された「農政ジャーナリストの会」の研究会で講演し、「コメ卸の皮」を破る取り組みを進め、「川上から川下まで

の強い食のバリューチェーンをつくる」と強調した。2017年3月期の売上高は前年比14％増の1824億円で、

今後も右肩上がりの伸びを見込み、25年3月期には4000億円を目指すとした。 

神明が事業分野を拡大するのは、国内のコメ生産・需要量が減少傾向にあるためだ。国民1人当たりの年

間消費量は1962年度のピーク時は約118キロだったが、2015年度には54キロと大幅減少した。 

藤尾氏は、神明グループ全体の取り組みにおける重点項目として（1）マーケットニーズに応じた商品・サー

ビスの提供（2）海外ビジネスの拡大（3）産地連携の強化・取り扱い商材の拡大－を挙げた。 

（1）については、無菌包装米飯など加工品の取り扱いを増やしており、子会社ウーケが新たな第3製造ラ

インの増設を決定。また、「コメの消費拡大をあきらめていない」（藤尾氏）とし、小包装商品や10分で炊け

る炊飯器・スチーム米を開発し、単身世帯やコメ離れが指摘される若い女性の需要喚起を促す戦略だ。 

（2）の方針の背景には、世界各地で日本食レストランが増加していることがある。国内の外食産業も海

外に相次いで進出しており、子会社の元気寿司は国内よりも海外店舗が多い。ただ、16年の日本産米の輸

出量は前年比31％増加したが、規模自体は約1万トンとまだ小さいのが現状だ。 

元気寿司の海外店舗約160のうち、日本のコメを使っているのは10店舗程度にすぎないという。内外価格

差などの問題はあるものの、日系の外食チェーン向けに国産米を販売できるだけで、「（輸出量が）大きく変

わる」（藤尾氏）。国産米全体の輸出が「将来的に10万トン」（同）を達成することは可能と期待を寄せる。 

米国ではライスパテ（冷凍米飯）事業に加え、ライスバーガー専門店「ニンジャライスバーガー」の認知度向

上を目的に移動販売車の運行を開始した。藤尾氏は「地元で話題になって

いる」とし、ハワイや日本での事業展開も計画していると明らかにした。 

（3）の産地連携に関して、藤尾氏は「農業を元気にしたい」と訴える。Ｊ

Ｒ西日本と地域農業の活性化に向けた業務提携を行っているほか、子会社

の神明アグリが耕作放棄地を有効活用する取り組みの一環として、バナナや

パパイアを国内で栽培。また、事業多角化に向けてワタミなどと資本業務提携

したほか、青果卸大手の東果大阪を買収した。 

国による主食用米の生産調整（減反）は17年産で終了し、生産者は販路の確保など一段と主体的な

取り組みが求められる。こうした中、神明はローソンと提携し、生産者が安心してコメ作りができる環境の整備

にも取り組む。宇都宮大学が開発した「ゆうだい21」というコメを使い、ローソン向けに出荷。藤尾氏は「このコ

メは冷めてもおいしいのが特長で、弁当やおにぎりに最適。ローソンと交渉した結果、一定価格での買い取りと

なった」と話す。あらかじめ決めた再生産が可能な価格での買い取りが約束されているため、生産者もコメを作

りやすいという。17年産の集荷量は3000トンを予定している。 

神明が急ピッチの売り上げ拡大を想定していることに関し、藤尾氏は「壮大な計画と言われるが、企業理念

を追求する中で規模感が大事だ」と指摘。「マーケットはものすごい勢いで変わる」と述べた上で、消費者のニー

ズをいち早く察知し、変革していくことが必要との見解を示した。（金融市場部・鈴木健二） 

海外ビジネス拡大、事業多角化を加速 
＝「川上から川下まで」－神明・藤尾益雄社長＝ 
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◇小泉氏、人気は健在 農林水産省 
 

夏休みに小中学生らが中央省庁を訪れる「こども霞が関見学デー」の会場に3日、自民党の小泉進次郎

農林部会長が来訪した。小泉氏は、庁舎駐車場で林業機械「ハーベスター」が丸太を切る作業を子どもたち

と一緒に見学。和食の展示室では、だし汁を試飲して、「スポーツドリンクみたいに体にすーっと浸透する」と褒

めていた。小泉氏の来訪は告知されていなかったが、駐車場に現れると騒然となり、ハーベスターの周囲は黒山

の人だかりに。農水省関係者は「他の議員とは別格の人気」と驚いていた。小泉氏は2015年10月から部会

長を務め、同省幹部らも「小泉さんのおかげで農水の話題がよくテレビで取り上げられるようになったし、われわ

れの主張と同じことをテレビで話してくれてありがたい」などと発信力を絶賛していた。ただ、自民党は小泉氏を

筆頭副幹事長に充てる人事を3日に発表。小泉氏が部会から離れることに業界からは不満の声もありそうだ

が、小泉氏は「（部会長が交代しても）農業改革の流れは決して止まらない」ときっぱり。内閣改造や党人

事によって内閣や党の支持率は上がるかと記者団に聞かれると、「きょうのイベントを通じて日本の林業や和食

の支持率は間違いなく上がったでしょうね」と、うまくはぐらかしていた。 
 

◇前大臣の老婆心は 農林水産省 
 

内閣改造で山本有二農水相が退任し、これまで副大臣を務めていた斎藤健氏が新農水相に就任した。

山本氏はもともと農水族ではなかったが、農水省幹部は「農水族でないからこそ、こちらが思い付かないような

提案をしてくれて、『なるほど』と何度も思わされた」と語る。他にも省内には、「レクの時間が短くても即座に決

断を下してくれる人。おかげで仕事がスムーズに進んだ」と山本氏を慕う声があった。一方、斎藤氏について先

の幹部は「スマートな人。山本さんと同様に生粋の農水族ではないが、自民党で農林部会長を務めていた頃

から熱心に農水の勉強してくれていたありたがい存在」と話す。山本氏も退任会見で、「斎藤さんはクレバーな

役人だった人。何の心配もしていない」と能力に太鼓判を押しつつ、「『当選回数3回だから周りの先輩に気を

使わなきゃなぁ』と（斎藤氏に）老婆心で話をしておいた」と、早期入閣の後任を気遣っていた。 
 

◇夢の技術、見つかるか？ 経済産業省 
 

続投が決まった世耕弘成経産相にとって最大の課題は、原発の扱いを含めた今後のエネルギー政策の策

定だ。世耕経産相は先週、2030年までの方針を定めた現行の「エネルギー基本計画」を見直す方針を発表。

また、これとは別に、50年までの長期を見据え、エネルギーのあらゆる選択肢を探る有識者会議も新設する予

定で、30年と50年に分けた2段階戦略の真意に臆測が広がっている。政府は現在、30年時点の電源全体

に占める原発比率目標を20～22％と設定。世耕経産相は先週の会見で、「再稼働を行えば、基本的には

（目標比率は）達成可能」とし、今後も再稼働はするものの、新増設やリプレース（建て替え）には否定的

な見解を示した。資源エネルギー庁幹部も「大きな骨格を変える状況ではない」と強調する。これに対し、50

年に向けて話し合う有識者会議には、「ゼロベースでの議論」（世耕経産相）を求める。「パリ協定」を踏まえ、

政府が決めた50年までの温室効果ガス削減目標は80％で、現時点で達成は困難視される。某幹部は「有

識者会議では原発の新増設も選択肢の一つになる」と指摘。その一方で、「潮力や宇宙太陽光、水素など、

現時点では夢のようなエネルギー開発も、あり得ない話じゃない」とし、将来的な技術革新の可能性にも期待

感をのぞかせていた。 

中央官庁だより ８月７日配信 
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国内のワイン消費・生産量が伸びる中、特産のワインを生かした地方創生を目指す山形県上山市。財務

省国税庁時代に米カリフォルニアでの「ワイン留学」を経験し、2016年7月から地方創生人材支援制度を通

じて同市に派遣された藤田大輔・農業夢づくり課長（36）は、ワイン事業への新規参入支援などを通じて

「ワインの郷（さと）」づくりに取り組み、今後はワインを生かした観光誘客にも力を入れる方針だ。 

藤田課長は06年、酒や揮発油の成分分析を担う技術系職員として国税庁に入庁。名古屋国税局や国

税庁に勤めた後、企画官として酒の品質や製造技術を評価したことがきっかけで、14年7月から1年間、米国

に留学した。カリフォルニア大デービス校ワイン醸造学部で、人間の感覚を用いて酒の味を表現する「官能評

価」を学ぶ。帰国後、人材支援制度に手を挙げ、上山市への派遣が決まった。 

◇オリジナルワイン販売 

1910年代にブドウ栽培が始まった上山市では、1920年に「タケダワイナ

リー」がオープン。近年では、市内のブドウ農家と契約したアサヒビールが「上

山」を冠したワインを発売し、市内2カ所目のワイナリー「蔵王ウッディファー

ム」も開設された。2014年7月以降は、県内外のワイナリーを集めた「やま

がたワインバル」が毎年開催され、15年12月には市や金融機関、商工会

などを巻き込んだ「かみのやまワインの郷プロジェクト協議会」が発足した。 

市は今年6月、オリジナルワイン「かみのやまテロワール」をリリース。市民と

一緒に刈り取ったブドウをタケダワイナリーで醸造し、公募したアイデアを元にしたラベルを貼り付け、流通も市内

に限った。「『おれたちのワインだ』と誇りに思ってもらいたい」と市民の機運醸成を図る藤田課長。1本2700円

と決して安くはないが、赤白合わせて1300本造ったワインの売れ行きは好調で、来年も造ることが決まっている。 

市は15年度からの5年間で、ワイン用ブドウ畑の面積を37ヘクタールから45ヘクタールに、ワイン醸造量を

146キロリットルから200キロリットルに引き上げる数値目標を掲げ、ワイン用ブドウの栽培に係る設備投資への

補助メニューを用意。ワイナリー事業への新規参入者も募った結果、2件のワイナリー新設が決まっている。 

◇ワインツーリズム展開へ 

農林水産省関東農政局は、日本人の1人当たりの年間ワイン消費量が14年からの10年間で1.5倍に増

えると推計する。消費者の舌も肥えてくるとみられるが、藤田課長は「（上山市のワインは）品質が良いという

自負はあるので、必ずついて行ける」と強気だ。 

市は今後、こうした需要増を「ワインツーリズム」につなげる。6月17～18日には初めてのワイナリー訪問を組

み込んだツアーを実施。首都圏や仙台から計12人が参加し、市内2カ所のワイナリーでワイン畑や醸造所を見

学したりタケダワイナリーの貴重なワインを味わったりたりした後、市内の温泉旅館に泊まった。 

「ワインをフックに外の人に来てもらえるような仕掛けをつくっていきたい」。市は今後、具体的なターゲットを絞

って独自色を出したツアー開発に取り組み、ワインツーリズムを加速させる。藤田課長は「将来的には上山ワイ

ンが補助金なしで自走できるようにしたい」と話した。（山形支局・梅崎勇介） 

 
政策現場から 

「ワインの郷」で観光誘客 
―藤田大輔・山形県上山市農業夢づくり課長― 
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金沢駅構内の人気ショッピングモール「金沢百番街」に2014年に開店した「すゞめ」では「塩豆大福」が1日

1500個売れるなど大人気だ。中には小豆あんが入っており、黒豆をちらした餅でくるまれている小ぶりの大福

だ。餅とあんと黒豆の調和がほどよく、味わいが良いと口コミで広が

った。賞味期限は「その日」。当日に蒸したもち米を餅つき機でつい

て3、4人でせっせと丸めて販売をする。ほかに、おはぎ、団子、かき

もち、板もちなども売っている。 

 すゞめ・金沢百番街店を運営する株式会社六星（ろくせい）

は石川県白山市にある稲作の農業生産法人だ。従業員数は正

社員が36人、パート・アルバイトは81人（2016年4月1日現

在）。コメ135ヘクタール、野菜5ヘクタールを栽培している。売上

高は約11億円。周辺の農家が高齢化し農地を借りてほしいとの要望から、耕作する水田は着実に増え、現

在では請負耕作面積は東京ドーム約30個分で、石川県最大規模の稲作の農業生産法人となっている。コ

メは、ハナエチゼン、コシヒカリ、もち米「白山もち」など5品種を栽培。このうち、加工品の主力である大福の主

材料ともなるもち米の栽培面積は4割を超える。餅加工品の人気で、もち米は足りない状態だという。 

◇餅加工直接販売のヒットから加工へ展開 

六星は1976年、中村武志さん、中川健一さん、竹多達弘さん、北村歩さんの4人の稲作兼業農家がレ

タスの共同栽培をするために新たに立ち上げた「中奥六星生産組合」がルーツだ。その後、77年に「農事業組

合法人六星生産組合」に名称を変更。耕作を続けられない周辺の兼業農家の耕作請負を始める。ハウスで

メロン、トマト、インゲンなどの野菜栽培も手掛けるようになった。 

地元では餅を神社に奉納し知人に配る慣習がある

こともあり、78年から餅の加工事業を始めた。82年、

市から特産品の依頼があり、豆を入れて薄く延ばして

乾燥させた「かきもち」を作り、デパートでの出張販売を

始めたところ大ヒットした。これを契機に、89年に生産

組合から有限会社に衣替え。当時は食糧管理法があ

り、コメそのものの販売はできなかったが、加工品の餅は

直接農家が消費者に売ることができた。 

2007年に株式会社に変更。創業メンバーである北

村歩さんの娘婿で、大手建材メーカーに勤めていた軽

部英俊さんが口説かれて、（株）六星に転職し、現在は代表取締役社長となっている。創業メンバーは既に

第一線を退き、北村さんは会長に。他の3人は農業を続けているものの、経営は若手に任せた形だ。現在は

稲作農業を中心にしながら、白山市の畑の横の直売所「むっつぼし・松任（まっとう）本店」、金沢市の住宅

街にレストラン付き店舗「むっつぼし・金沢長坂店」などを開設し、加工販売に積極的に取り組んでいる。

もち米から作る「塩豆大福」が大人気 
＝石川県白山市・株式会社六星＝ 

―食環境ジャーナリスト・金丸弘美― 

ヒット商品「塩豆大福」 

むっつぼし・松任本店 
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◇デザイナーに依頼をした初の店舗 

店舗運営、商品開発に携わってきたのが取締役の宮城円

（みやぎ まどか）さんだ。「塩豆大福」はスタッフの「塩味の利い

た豆大福があってもいいんじゃないの」の一言から生まれたという。

金沢駅には新幹線が乗り入れる前の2010年から店舗はあった。

すでに「塩豆大福」も作っていたが、売り上げは好調だったわけで

はなかった。すゞめ・金沢百番街店は六星が初めて外部のデザイ

ナーに店舗コンセプトとデザインを依頼してリニューアルした店だ。 

宮城さんは「できたての和菓子で人にあげたくなるようなパッケー

ジを作るということで、デザイナーに頼みました。これは店の商品としては初めての試みでした。たまたま新幹線が

金沢に乗り入れるタイミングだった。デザイナーは、うちの和菓子のファンでもあり金沢では著名な方でした」と語る。 

そして店名の「すゞめ」もデザイナーが提案した。店舗のマークには「スズメ」をあしらった。それまでは稲作農家

が始めた『六星』が作った大福を売りにしていた。今度は、「コメが大好きなスズメが飛んできた所が農家がコメづ

くりから始めて大福を作っている店だった」と、そのコンセプトについて説明された。「スズメのかわいいデザインが海

外から来た人にも目について分かりやすい。おしゃれでかわいい和菓子がある。そこを訪ねたら農家がやっていた。

それが信頼につながると言われた」（宮城さん）という。 

実際、金沢駅への新幹線乗り入れをきっかけに「塩豆大福」は大ヒット。「それまでの売り上げは1日売れて

も300個くらいだった。ところが新規オープンと同時にあっという間に3000個が売れた。生産が販売になかなか

追い付かない。今でも1日1500個が売れている」と、宮城さんはにこやかに語る。 

あまりの人気に一時は機械を導入し、大量生産を考えたこともあったが、この商品の魅力は手作りの良さだ

と考えなおし、一つ一つをその日に作ることに徹している。そして16年12月には「すゞめ・近江町市場店」をオー

プン。近江町市場は金沢の台所とも言われ、鮮魚店、青果店、飲食店などが集中し、昔ながらの風情が人

気となっている。新幹線乗り入れ後は、さらに観光客であふれるようになった。すゞめ・近江町市場店では「塩

豆大福」の他、「豆板ぜんざい」「豆板餅」などを販売。県の積極的なインバウンド対策もあり、海外客も多く訪

れる人気店となっている。デザイナーの狙いが現実になったといえる。 

◇若手の意見を積極的に受け入れ発展 

店舗での商品開発に携わってきた宮城さんの生まれは京都。

新潟大学農学部を出て20年前に六星に就職した。入社のき

っかけは、たまたま訪ねた六星の会長・北村さんに「これから農

業が変わる。力を貸してくれ」と言われたからだったという。六星

に入ってすぐに野菜を任された。大根、キャベツ、白菜、レタス

など合わせて1ヘクタール。経験はない。初年度は無農薬栽培

を農協の指導を受けてやってみたが、肥料設計を間違えて、

収穫時期に虫食いにあってほぼ全滅した。翌年は全ての肥料

設計を見直し、それ以後はうまく栽培できるようになった。ただ、実際に野菜作りを続ける中で、さまざまな課題

や限界にぶつかるようになった。 

「近隣の人から肥料や堆肥が臭いと苦情がきたこともあった。農業を20代の若者が頑張っていて偉いねぇと

声をかけられるけど、『ところでどこのあんちゃん？』と聞かれることもしばしば。六星自体が地元に知られていなか

デザイナーが考案した店舗マーク 

宮城円さん（むっつぼし・松任本店） 



『６次産業化』情報 
 

Agrio 0169 号（2017/08/08） 13  
 

った。何とかしたいと思った。当時も本店（白山市）に併設した売り場で餅とコメを販売していたが、平日のみ

の営業で、パート1人で対応をしていた。しかし、わざわざコメだけを購入に訪れる人は、ほとんどいなかった。売

り上げは年間で1500万円くらい。いい場所なのにもったいない。本格的な農産物直売所をやるといいのにとず

っと言い続けていた」と宮城さん。 

そして1996年、本格的な直売所（現むっつぼし・松任本店）が新設された。当時、北村会長から先進

地を見に行こうと誘われたという。レタス栽培で有名な長野県川上村、キャベツ栽培で有名な野辺山などだ。

北村会長と一緒に草津温泉で泊まった時、会長から「店をやりたいと言っているが本気か」と尋ねられ、「本気

なら任せる」と言われたのだそうだ。宮城さん入社5年

目のことだった。 

新しい直売所ではコメと餅を土日も販売するように

した。最初はほとんどお客さんが来なかったので、土日

は店頭で焼きおにぎりを販売、イベントではぽん菓子

も販売した。徐々にお客さんは増えていったが、コメは

相変わらず売れない。とにかく食べてもらうのが一番だ

とおにぎり販売から始め、消費者ニーズにあった弁当や

総菜などより多くの加工品販売に発展。イベントも、

田植えや稲刈り体験から、トウモロコシ、ミニトマト、枝豆などの野菜収穫、水田で泥んこになっての運動会など、

どんどん広がった。体験農業、直売所の運営で地域の人たちの認知は広がり、近隣の人たちも買い物にやって

くるようになった。それが、さらなる店舗展開につながり、売上高は年間2億円に達した。また地域の雇用にもつ

ながった。この頃から、若いスタッフを積極的に採用するようになり、六星は新たな発展段階に入ることになる。 

◇弁当総菜を住宅地のレストランで販売 

宮城さんは金沢市内の住宅街で直営のコメと関連食品販売、レストランを併設した店舗の開発にも携わっ

た。2011年に金沢市長坂にオープンした「むっつぼし・金沢長坂店」の年間売り上げは約3億円。店に入ると

入り口近くにレストラン、目の前には総菜・弁当コーナーがあり、次々とお

客さんがやってくる。つくりたての「塩豆大福」も並ぶ。奥にはコメの販売コ

ーナー。棚にはしょうゆや乾物など商品がたくさんある。コメを基本に、必

要な調味料や食品をセレクションして置いている。 

季節感を出したオリジナル弁当も販売している。韓国料理風、パエリ

アなど見た目も美しく、野菜もたっぷりだ。宮城さんは時間があると百貨

店、スーパーなどを見て回り、人気の総菜や弁当などもチェックしている。

宮城さんがアイデアを出すこともあるが、顧客の8割が女性なこともあり、

最終的に商品を完成させるのは女性スタッフだ。女性の視点が入ること

で、野菜も多く、見た目がカラフルなばかりでなく、健康バランスまで配慮

したものとなっている。 

稲作農家から直売店舗の展開、そして商品開発・直接販売へといっ

た稲作からの6次産業化という新たな展開を進め、地域の若手を雇用

する六星は、地域でも大いに期待される農業関連ビジネスの株式会社

となっている。 

 

金丸弘美（かなまる ひろみ） 

1952年佐賀県唐津市生まれ、食環境

ジャーナリスト、食総合プロデューサー 

執筆活動のほか食からの街づくりと商品開

発のアドバイス事業、6次産業化と人材

育成事業などもてがける 

〔主な著書〕 

「田舎力 ヒト・夢・カネが集まる5つの法

則」（生活人新書）「実践! 田舎力―

小さくても経済が回る5つの方法」（NHK

新書）「美味しい田舎のつくりかた：地域

の味が人をつなぎ、小さな経済を耕す」

（学芸出版社）など 

むっつぼし・松任本店内で売られている弁当 
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7月上旬に農林水産省官僚出身の与党国会議員によるコメ政策の

講演を聞く機会があった。次年度からのコメの生産調整からの国の関与

の撤退による過剰作付けが、県単位で言えばデメリットになることを今年

の新潟米の価格下落の例を出して説明していた。平成28年産米の相

対取引価格で言えば、生産数量目標を下回る作付けの青森、秋田、

山形の各県では県産米の価格が10％超上昇しているが、過剰作付けの茨城、千葉、新潟の各県では価格

上昇率は5％にとどまっているという。 

要するに「次年度からのコメ政策の転換により過剰作付けに走ればブランド力を薄めて損をしますよ」という

警告だ。しかし、この講演でも肝心な事に一切言及していないため、日頃から感じていた何か隠していると言う

疑念が一層深まった。それは、次年度からのコメ政策の「変更」が、果たしてメディアで言うように、あるいはコメ

生産者が受け止めているように「減反政策の廃止」なのかということだ。どうも、行政レベルでは減反であれ生産

調整であれ、その廃止とは明言しないようにしているふしがある。それが本当に生産調整の廃止であるならば現

在のコメ政策を支える三つの政策の全廃が要件となる。一つは、コメの生産数量目標提示への国政関与の

廃止である。二つ目は、提示された生産目標達成者への10アール当たり7500円の直接支払交付金の廃止。

そして三つ目が、生産調整を誘導するための転作作物への助成の廃止だ。 

このように整理すれば、分かる人には分かるように、一つ目と二つ目は次年度から廃止される。しかし、三つ

目については作物別の助成水準には変更があったとしても確実に残る仕組みは、行政の農業担当部署に聞

けば分かることだ。問題は、多くの真摯（しんし）な生産者が知りたいにもかかわらず、あえて言わないために

事実が明確に伝わっていないことだ。 

集落の農地を高度に集積化して転作作物の大豆やそばと米作のブロックローテーションで作業を合理化し

て高い収益を維持しているわが地区の生産法人の関係者は、「（二つ目の）直接支払交付金などはいらな

い。民主党農政以前の転作作物の団地化や連担化に助成金を傾斜配分し、コメの生産抑制とともに輸入

に依存している麦や大豆の国産化を定着させるべきだ」と言っている。 

また、三つ目については、飼料用米の増産ばかりが話題になり、政府もそれを法外な助成金で誘導している

ようだが、コメ作りに誇りを持つ生産者はそれを邪道だと感じている。 

飼料用米の問題点については過去のコラムでも触れたが、「飼料用米専用品種を作付けすればコンタミ問題

が発生し飯米の作付けに戻れないこと」と、「何よりもコメ作り生産者の誇りを失わせること」が最大の問題である。 

いずれにしても次年度よりコメの生産数量目標が国により提示されないことだけは確かである。それならば、

冒頭の農政担当の政治家がまだとらわれているような、個々の生産者の努力ではどうにもならない一種の連帯

責任制とも言える現在の県別目標達成度で、助成金のレベルをさじ加減するような介入をやめ、集落別の農

地集積度や生産者別の生産目標達成度、転作作物への転換度などを勘案した助成措置を講じるべきでは

ないだろうか。 

 
コメの県別生産調整目標は必要か 

―ＪＡ会津よつば代表監事・佐藤公― 

 

佐藤 公（さとう こう） 

1951年会津若松市に水田農家の長男

として生まれる 

70年会津農林高校卒業、74年拓殖大

学政経学部卒業、旧会津若松市農協に

入所、2012年会津若松市湊土地改良

区理事就任、あいづ農協常務理事就

任、16年3月会津よつば代表監事に就

任現在に至る 
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石川県羽咋市を拠点とする「ＪＡはくい」は、農薬や肥料を使わない農法「自然栽培」の普及を進めてい

る。従来の農協（ＪＡ）の在り方を根底から覆す農法だが、農業振興課の粟木政明課長は「太陽と空気と

水があれば、世界トップクラスの食材がつくれる農業が生まれてきている」とポテンシャルの高さを強調。健康的

かつ高品質な農作物としてブランド化を進め、羽咋市を自然栽培のメッカとすべく奔走している。 

◇「楽しくてしようがない農業」 

自然栽培は、農薬や除草剤など化学物質に原則として一

切頼らず、自然本来の力を生かして作物を育てる農法。ＪＡ

はくいは、2010年に自然栽培について学ぶ塾を立ち上げ、コメ

の栽培を開始。現在はトマトやニンジン、ジャガイモ、ホウレンソ

ウなど約40品種を育てている。取り組む農家は徐々に増えてお

り、現在の生産者数は16年度の19人から33人に増加。作付

面積は4.8ヘクタール（15年度）から17.7ヘクタール（16年

度）、生産額は約500万円（15年度）から約1200万円（16年度）に飛躍的に増加した。19年には生

産者50人と作付面積100ヘクタール、販売高1億円まで増やす目標を掲げる。 

なぜ無農薬無肥料の農業ができるのか。理念として語られるものの一つに、「山の大木は肥料がなくても育

つ。山の自然な姿を畑に再現できれば、無肥料無農薬が可能だ」との考えがある。自然栽培の哲学は「自然

本来の力を生かして農作物を育てる」ところにあり、農薬や肥料など人工物を加えず、畑をありのままの自然の

姿に近づける。土の中の微生物などを生かし、自然の生態系を壊さぬよう、農地を整えるのが特徴だ。 

例えば、（1）枯れ葉などが落ちている山の環境を再現するためマルチシートをかぶせると水やりをする必要

が無くなる（2）空気の流れをよくするため、管を土の下まで通す（3）イモの生育では切断面を普通とは逆

の下にして植える―などの方法がある。自然の共生環境をつくるため、雑草を

刈らない人もいるという。粟木課長は「虫や病気の心配はほとんどなく、微生物

が悪い害虫を食べる。一般の栽培よりも手間がかからない」と話す。 

自然栽培は「自然の本来の姿を再現する」との理念に沿っていることが最も

重要で、決まった方法論は存在しない。農家が自分で栽培方法を考える過程

が醍醐味（だいごみ）で、「田んぼに行くのが楽しくてしようがない」などとやりが

いを感じている農家も多いという。今年2月に首都圏から羽咋市内に移住した

水野早乙美さん（35）は「自然界を見て栽培法を自分で見いだす。マニュア

ル通りの普通の栽培と違い、クリエーティブな農業だ」と充実した様子だ。 

料理人の橋田祐亮さん（37）は、自然栽培の農作物に引かれ、市内でフ

ランス料理店「ラ・クロシェット」を営む。橋田さんはレストラン格付け本ミシュラン

で一つ星を獲得。現在、自然栽培のコメのチップやいちごを提供しており、今後

はトマトの創作料理などを準備している。自然栽培の野菜は、雑味のない味と食の安全が魅力で、「皿の主

役となる野菜の味がある」と期待をかける。 

「自然栽培」普及に全力挙げる 

―石川県・ＪＡはくい― 

自然栽培のコメの田植えの様子（ＪＡはくい提供） 

ＪＡはくいが販売している自然栽培

のコメ（ＪＡはくい提供） 
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◇きっかけは「奇跡のリンゴ」 

ＪＡはくいが自然栽培に取り組むきっかけとなったのが、「奇跡のリンゴ」で知られる青森県のリンゴ農家、木

村秋則さんの講演だった。木村さんは、不可能ともされた無農薬のリンゴ栽培に成功した農家で、ＪＡはくい

が10年に木村さんの講演を開催。農家らが刺激を受け、農協全体で自然栽培に取り組む機運が高まった。 

自然栽培を普及させるためのＪＡはくいの取り組みは大きく分けて四つ。（1）ノウハウの伝達（2）就農

者の支援（3）認証制度によるブランド向上（4）6次産業化の支援―だ。 

一つ目の取り組みでは農家塾の運営がある。ＪＡはくいは10年12月、羽咋市とともに、木村さんを講師と

する「木村秋則自然栽培実践塾」を開講し、年間12～15回ほど講座を開いた。講義では、栽培方法という

よりも、自然栽培の理念を徹底して浸透させた。自然栽培に取り組む農家や微生物に詳しい専門家や医師

らを講師に講義やフィールドワークを実施した。14年からは、「のと里山農業塾」と名称変更。現在、水稲と野

菜の2コースを設けている。これまで約400人の卒業生を輩出しており、受講者は地元に限らず、全国から自

然栽培を学びたいとやってくる移住者もいる。 

移住希望者への支援も手厚い。短期間の体験希望者には、シェアハ

ウスの空き家2軒の部屋を、1週間500円の格安料金で貸し出してい

る。安定就農までは時給800円でＪＡの農業塾運営や農作物販売支

援のアルバイトが可能。自然栽培の新規就農者が最大3年間、年間農

地1平方メートルあたり20円の支給を受けられる補助金や、荒廃地整備

に使う重機を原則、無料で借りられる支援制度もある。 

◇自然栽培に認証制度 

自然栽培のブランドを確立するため、認証制度も設けた。肥料や農薬を使わないことを条件とし、ＪＡの職

員らが種まきの前から畑の状態をチェック。「硝酸態窒素」濃度など科学的な検査も行う。塾の卒業生の収穫

したもの以外は自然栽培として認めない。農地や収穫物の検査で、虚偽報告が判明した場合、3年間市内

で自然栽培に携われないようにする罰則もある。条件をクリアした農作物に対しては、認証マークのシールをＪ

Ａが直接貼って販売する。 

16年には、市や地元農家と出資して企業を設立。トマトピューレ、クッキーや小麦などへの加工や販売など

の6次産業化を手がけている。中でも、300本限定販売したニンジン100％のジュースは口コミで広がり、予約

のみで完売するほどの人気だとか。現在、日本酒やしょうゆ、トマトジュースなどを開発中だ。今後、加工品開

発や、国際基準の農業生産工程管理であるグローバルＧＡＰの認証取得を目指し、その取得費用、販売

促進の費用などに対する市の補助制度が始まる予定で、行政の支援も進んでいる。 

現在、自然栽培の農作物に特化したアンテナショップ（東京都杉並区）で収穫物を販売している。国内

で唯一、車で走れる砂浜として知られる「千里浜なぎさドライブウェイ」近くに今夏オープンした道の駅の野菜販

売所や食堂も、自然栽培の販売拠点として展開する。 

ただ、生産者支援のため、コメの価格は通常のコメの3倍の1キロ600円

に設定するなどＪＡの負担も大きく、取り組みは実験的な要素も多い。粟

木課長は、それでも自然栽培に取り組む理由について、「地域の農業がな

くなった時、ＪＡは何の仕事ができるのか。ポテンシャルがあるものをＪＡは

育てる義務がある」と強調。「農家が子どもに継がせたい」と思える農業に

変えるため、自然栽培が必須だと考えている。（金沢支局・御船亮史） 

ＪＡはくいで販売している自然栽培の野菜

（ＪＡはくい提供） 

〔基本情報＝2017年3月末現在〕 

名称：はくい農業協同組合 

設立：1998年4月1日 

出資金：13億2900万円 

貯金残高：566億円 

貸出金残高：102億6600万円 

http://www.is-ja.jp/hakui/index.html
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国民は、日本と欧州連合（ＥＵ）との経済連携協定（ＥＰＡ）の大枠合意を安倍晋三政権のたたえ

るべき成果だと思っているのだろうか。「環太平洋連携協定（ＴＰＰ）が無理ならＴＰＰ並みかそれ以上の

レベルで日欧ＥＰＡを早期妥結して成果にしたい」ともくろんでいたところに、獣医学部など内政問題での国

民の批判の目を外交成果でそらそうといった意図が加わったためか、「ＴＰＰプラス」（ＴＰＰ以上の譲歩）

の日欧ＥＰＡを官邸主導で強引に決めてしまったツケは計り知れない。 

◇ＴＰＰ以上に秘密裏に決まった 

日本の経済界としては、韓国と欧州の自由貿易協定（ＦＴＡ）で自動車などの関税で韓国より不利に

なった状況を改善したい思惑があったかもしれない。しかし、政権の保身的な政策のために、将来の日本の食

と農と暮らしが犠牲になっていいのだろうか。ＴＰＰであれほどの反対運動があって難航したのに、それ以上の

内容のものを十分な議論・説明もせずにＥＵと合意してしまうというのは、決してたたえるべき成果ではない。

情報公開をめぐってもＴＰＰであれだけもめたのに、ＴＰＰ以上に秘密裏に決めてしまったことに反省はない。 

日欧ＥＰＡは国内総生産（ＧＤＰ）で世界の約3割を占め、全体で95%超の関税撤廃率で、日本

の農林水産物の関税撤廃率も82%でＴＰＰ並みに高いとして、「経済規模が大きく自由化度が高い」点が

優れていると評価する論調も間違いである。仲間だけに差別的な優遇措置を採るのが二国間ＦＴＡだから、

「経済規模が大きく自由化度が高い」方が、貿易は大きくゆがめられ、「仲間はずれ」になる域外国、特に途上

国の損失は大きくなる。だから、日欧ＥＰＡを他の交渉妥結への弾みにしていくべきだというのも間違いだ。 

◇「ＴＰＰプラス」の「自由化ドミノ」 

コメは除外したからＴＰＰよりも守ったかのように言うが、もともとＥＵ

にとってコメは関心品目ではない。乳製品はＴＰＰ以上の自由化であ

り、豚肉、牛肉、林産物、水産物も含め、その他のほとんどはＴＰＰと

同じレベルの措置となった。ＴＰＰと同じ水準の譲歩でも豚肉や林産物

のように影響は日欧ＥＰＡのほうが大きいものもある。 

このような日欧ＥＰＡでのＴＰＰレベルと同等、またはさらに上乗せし

た合意は、ＴＰＰ交渉参加国からＴＰＰで決めたことを使うのなら自分

たちにも同様の条件を付与せよとの要求につながることは必定だ。その結

果、ＴＰＰ11の機運の高まりや、ほぼ自動的に日豪ＥＰＡなどの修正

（日本が他の協定で日豪以上を認めたら豪州にも適用するとの条項が

ある）、米国の農業界などからの日米ＦＴＡ開始の声を加速する。この

連鎖は「ＴＰＰプラス」による「自由化ドミノ」として世界全体に際限なく

拡大する可能性はある。 

ＴＰＰ合意でも多くのハード系ナチュラルチーズの関税撤廃が最大の

打撃といわれ、大手乳業メーカーは50万トンの国産チーズ向け生乳が行

ＴＰＰ型ルールから互恵的経済連携協定へ 
＝日欧ＥＰＡによる「自由化ドミノ」に歯止めを＝ 

―東京大学・鈴木宣弘― 

 
鈴木 宣弘（すずき のぶひろ） 

1958年三重県生まれ。1982年東京大

学農学部卒業。農林水産省、九州大学

教授を経て、2006年より東京大学教

授。98～2010年（夏季）コーネル大

学客員教授。専門は農業経済学 

食料・農業・農村政策審議会委員（会

長代理、企画部会長、畜産部会長、農

業共済部会長）などを歴任 

ＪＣ総研所長を兼務 

〔主な著書〕 

「食の戦争」（文春新書）「悪夢の食

卓」（KADOKAWA）「牛乳が食卓から

消える? 酪農危機をチャンスに変える」

（筑波書房）など 
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き場を失うと懸念し、北海道産の生乳が都府県に押し寄せて、飲用乳価も下がり、共倒れになると心配され

た。その危険は日欧ＥＰＡで一層広がった。日欧ＥＰＡでは、ＴＰＰでさえ守ったソフト系チーズも実質的

な関税撤廃にしてしまった。ＥＵからの輸入枠を設定したが、枠数量は2万トン（初年度）から3万1000ト

ン（16年目）と拡大し、17年目以降の枠数量は国内消費の動向を考慮して設定するとされ、実質的に継

続的な枠の拡大が約束され、枠内関税は段階的撤廃となった。 

◇ＥＵが実質無関税と評価する豚肉 

豚肉では「差額関税制度を守っ

たから、高い肉と安い肉を混ぜて

524円の輸入価格にして22.5円

の最低限の関税になるように輸入

する行動は変わらず、何ら影響が

ない」とする政府の説明は極めてミ

スリーディングだ。50円の関税なら、

わざわざ高い肉と安い肉をコンビネ

ーションしなくても単品で安い冷凍豚肉を大量に輸入する業者が出てくると考えたほうが現実的だ。ＥＵ側の

合意内容の公表文書にも「日本の豚肉関税はほとんどないに等しい（almost duty free）」と書いている。 

米国養豚業界が日本に認めさせたと喜んでいたＴＰＰでの合意内容を先にＥＵに適用されるのでは米国

も黙ってはいない。予想通り、即座に全米豚肉生産者協議会（ＮＰＰＣ）は強く反発し、同様の措置を

求める声明を出した。その中で、「われわれが強く支持していたＴＰＰによって差額関税制度による日本の豚

肉関税はほとんど撤廃されるはずだった」と述べている。この米国の認識も「差額関税を守ったから影響はない」

との日本政府説明と食い違っている。 

国産は冷凍肉とは競合しないとの声もあるが、安い部位が下がれば、価格差は保ったまま、全体に価格が

パラレルに引っ張られて下がる。日本への冷凍豚肉の最大の輸出国であるデンマーク（平成27年でシェア

23%）と近年イベリコ豚ブランドで急増しているスペイン（同16%、2国で冷凍豚肉の4割）からの輸入が

低価格で大幅に増加し、影響はＴＰＰ以上に深刻になる可能性が高い。ＴＰＰが発効した時点で、「マル

キン」の赤字補填率を8割から9割に引き上げ、生産者負担を2分の1から4分の1に減らすという経営安定対

策の強化を、日欧ＥＰＡの場合にも適用できるよう、早急な準備が必要である。 

◇輸出は簡単に伸ばせない 

日本食ブームなどを追い風に、日本からＥＵへの農産物輸出が期待できるという見方も楽観的すぎる。Ｅ

Ｕは厳しい農業生産工程管理（ＧＡＰ）に基づく安全性・環境基準で、日本からの農産物輸入を容易に

は認めない。畜産物では「アニマルウェルフェア」の基準が高く、日本の水準とはかけ離れているので、とても日本

の現状の経営スタイルではクリアすることは現実的に難しい。こうした基準は形を変えた貿易障壁ともいえるが、

これが日本からの農産物輸出の拡大の前に立ちはだかっていることを認識する必要がある。 

米国がＴＰＰからの「永久離脱」を宣言した今こそ、「ＴＰＰプラス」に奔走する愚さに気づき、一部企業

への利益集中をもくろむＴＰＰ型のルールではなく、「共生」をキーワードにして、命・環境・人権・主権を尊重

し、あまねく行き渡る均衡ある発展（Inclusive growth）と富の公平な分配が確保を目指すべきだ。特に

食料・農業については、零細な分散錯圃の水田に象徴されるアジア型農業が共存できる、柔軟で互恵的な

経済連携協定の具体像を明示し、実現に向けて日本とアジア諸国が協調すべき時ではないだろうか。 



週間ニュースファイル 
 

Agrio 0169 号（2017/08/08） 19  
 

 

＜農林水産行政＞ 

◎サンマ漁獲量、最低の恐れ＝資源減少で３年連続不漁－水産庁（17/08/04） 

水産庁は4日、今年8月から12月までのサンマの漁獲量が、過去最低だった前年を下回る見通しになったと発表した。資

源量減少により3年連続で不漁となる公算が大きく、今年は流通量のさらなる減少が予想される。新鮮な生サンマは、一層の

高値になる恐れがありそうだ。 

水産庁は日本沿岸や公海で6～7月に実施した調査で、資源量減少を確認した。調査結果などから、サンマ漁のシーズン

前半（10月上旬まで）の漁獲量は前年を上回るものの、同月中旬以降は低調に推移すると見込んでいる。 

2016年の日本のサンマ漁獲量は約11.4万トンと、水産庁が統計を取り始めた1977年以降の最低を記録。北海道沖の

水温上昇や台風で漁に出られない日が多かったことも影響した。15年も約11.6万トンと、14年（約22.7万トン）に比べ半

減した。不漁については、公海上での台湾や中国の漁船による乱獲が一因との見方がある。水産庁は「国際的に資源管理

を強化した方がよい」（漁場資源課）と話している。 

◎日米対話で難しいかじ取り＝ＴＰＰ１１も急務－改造内閣（17/08/03） 

3日発足した改造内閣は、秋に本格化する日米経済対話や米国が離脱した後の11カ国による環太平洋連携協定（Ｔ

ＰＰ）の早期発効への対応が急務となる。今回、日米対話で陣頭指揮を執る麻生太郎副総理兼財務相を留任させたほ

か、政策通とされる茂木敏充前政調会長をＴＰＰを担当する経済再生相に起用。政策手腕を期待される他の閣僚も配

置して通商課題に対処するが、米国などから厳しい注文が出る可能性もあり、難しいかじ取りを迫られそうだ。 

麻生副総理とペンス副大統領は4月、日米経済対話の初会合で（1）貿易・投資ルール（2）経済・構造政策の協力

（3）インフラなど分野別協力－の3分野を話し合うことで合意。10月にも次回会合を米国で開き、具体的な議論に着手す

る見通し。通商交渉の重点を2国間協議に置く米国は貿易不均衡を問題視し、各国に強硬姿勢をちらつかせている。日本

との経済対話でも米国産牛肉などへの緊急輸入制限（セーフガード）の緩和や自動車の市場開放を求める公算が大きい。 

日本は個別の貿易問題をめぐる対立を避け、米国がＴＰＰに復帰する下地づくりを進める方針だが、来年秋には米中間

選挙を控える。米国が選挙前の成果を急いで日本に自由貿易協定（ＦＴＡ）を迫る可能性もくすぶり、経済対話の行方

は予断を許さない。米国を除く11カ国による「ＴＰＰ11」も課題は多い。各国は11月のアジア太平洋経済協力会議（Ａ

ＰＥＣ）首脳会議までに協定発効の道筋を付けるとの目標で一致。ただ、現在の合意内容の見直しでは立場の違いが目

立ち、茂木経済再生相はＴＰＰ11の主導へ調整力を問われる。 

◎小型クロマグロの漁獲枠削減＝２５道府県が対象－水産庁（17/08/02） 

水産庁は2日、北海道や宮城県など25道府県で太平洋クロマグロのうち小型魚（30キロ未満）の漁獲枠を減らすと発

表した。前漁期（昨年7月～6月）の沿岸での漁獲量が枠を超過したためで、今漁期（7月～来年6月）分を削減する。

資源保護が狙いだが、沿岸漁業に影響が出そうだ。 

太平洋クロマグロの資源管理のための国際合意に基づき、同庁は都道府県別に漁獲枠を割り振っている。漁獲量が枠を

上回れば翌年度の漁獲枠をその分減らすルールはあったが、実際に適用するのは初めてだ。前漁期は定置網での混獲などが

増え、漁獲枠を守れない地域が続出。漁獲量は全体で2365.4トンに上り、漁獲枠（1884.7トン）を大きく上回った。 

今漁期の削減量が最も大きいのは、クロマグロ漁が盛んな長崎県の31.4トンで、次いで富山県の16.7トン。宮城、千葉、

新潟、石川の各県でも削減量は10トンを超えた。北海道は1.2トン減る。 

漁獲枠0トンだった広島県は混獲によりわずかに枠を超えた。今期は0.1トンの枠を設定し、超過分を差し引く。沿岸漁業

を行う39都道府県のうち、漁獲量が枠に達しなかった福島や東京など14都府県は削減の対象外。 

同庁は大漁時に操業自粛要請を発動する基準を引き下げることなどを通じ、漁獲枠順守を徹底させる方針。漁獲量が多

い日本が枠超過を続ければ、国際的な批判が強まる可能性もある。

週間ニュースファイル ７月３１日～８月６日 
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◎マグロ漁獲規制を再提案＝１年おきに発動判断－日本（17/08/01） 

日本政府は1日、太平洋クロマグロの資源管理を話し合う中西部太平洋まぐろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）の北小委員

会に対して、資源減少時の緊急漁獲規制の導入を再提案したことを明らかにした。1年おきの評価に基づき規制を発動する

ルールを設ける内容で、28日から韓国・釜山で開かれる北小委会合での合意を目指す。 

ＷＣＰＦＣは26カ国・地域が加盟。北小委には日本のほか韓国や台湾など10カ国・地域が参加している。 

再提案は、現在2年に1回の資源評価を毎年実施した上で、親魚の資源量が60％以上の確率で目標水準に回復しな

いと見込まれた場合は、厳しい漁獲規制を自動的に導入できるようにする。 

日本は昨年夏の前回会合でも緊急漁獲規制を提案。1歳未満のクロマグロの資源量が3年連続で過去最低水準を下回

った場合に2年間漁獲量を制限する内容だったが、複数の国・地域が反対し、合意に至らなかった。再提案では漁獲規制の

具体策に踏み込まず、まずは規制の枠組みの導入を図りたい考えだ。 

◎米国の理解期待＝牛肉輸入制限で－山本農水相（17/08/01） 

山本有二農林水産相は1日の閣議後の記者会見で、同日発動した米国産などの冷凍牛肉に対する緊急輸入制限

（セーフガード）に米政府が懸念を示していることに関し、「（今秋に開催予定の）日米経済対話の中で理解が深まってい

くと期待している」と述べた。パーデュー米農務長官は「日米の貿易関係を害する」などと日本の対応に反発している。 

山本農水相はセーフガードの発動を「ルール通りに実行するもので、（政府による）裁量の余地はない」と説明。米国に対

して、「引き続き丁寧に説明し、理解を求めていく」との考えを示した。国内産業への影響については、対象の牛肉が輸入量

全体の2割にとどまる点などを挙げ、「外食業者への影響は限定的」との見解を示した。 

◎麻生財務相：セーフガード、見直しの余地ある＝発動基準の期間（17/08/01） 

麻生太郎財務相は1日の閣議後記者会見で、同日付で発動した輸入冷凍牛肉への緊急輸入制限（セーフガード）に

関し、発動の基準となる期間について「今後検討する余地がある」と見直しの可能性に言及した。 

現行でセーフガードは四半期ごとの輸入量が前年同期比で17％を超えた場合に自動的に発動される。麻生氏は「もう少

し（判断の基準となる）スパン（期間）を長くしたほうがいいんじゃないかというのがあるのは確か」と指摘。3カ月を半年に延

ばす案を挙げた。セーフガード発動をめぐっては、パーデュー米農務長官が「日米の重要な貿易関係に害を与える」と懸念を表

明。麻生氏は「日米経済対話のなかでこの種の話もやっていくことになる」と語った。 

◎アベノミクスは目標未達＝ＴＰＰ１１、日欧ＥＰＡを評価－ＩＭＦ審査（17/08/01） 

【ワシントン時事】国際通貨基金（ＩＭＦ）は31日、日本経済に関する年次審査報告書を公表し、安倍政権に構造

改革や中期的な財政健全化策の拡充を求めた。インフレ低迷を問題視し、「アベノミクスは目標に達していない」と指摘。賃

金引き上げや消費税率の段階的引き上げなどを提案した。 

また、米国を除く環太平洋連携協定（ＴＰＰ）署名11カ国による「ＴＰＰ11」の検討や、日本と欧州連合（ＥＵ）

の経済連携協定（ＥＰＡ）の大枠合意について、構造改革の一環で「前進している」と評価した。 

＜グローカル＞ 

◎被害額２８８億円、遠い再生＝農林水産業、離農加速も－福岡・九州豪雨（17/08/04） 

福岡県は、九州北部豪雨による農林水産業の被害額が朝倉市を中心に少なくとも288億円に上ると推計している。既に

2012年の豪雨被害の額（255億円）を上回っており、土砂崩れで通行止めになっている山間部の調査が進めばさらに膨ら

む見通しだ。被災した高齢の生産者からはＪＡなどに離農の相談も寄せられている。 

被害の主な内訳は、農業が約154億円、森林・林業が約133億円、水産業が約8000万円。このうち農業は農地や施

設の被害が大半を占める一方、農作物も朝倉市特産のネギなど野菜が約7億円、柿や梨など果樹と米がそれぞれ約4億円

の被害を受けた。中でも果樹は再生に時間がかかるとみられている。ＪＡ筑前あさくらによると、朝倉市は山の斜面を利用し

た柿栽培が盛んで、近年はアジアの富裕層向けの輸出も増えていた。かき部会長の関屋純男さん（58）によると、程度の差



週間ニュースファイル 
 

Agrio 0169 号（2017/08/08） 21  
 

はあるが、約430軒の柿農家のほぼすべてが被災した。自身も柿園の一部を土砂崩れで失い、園に通じる私道も崩落し、復

旧に億単位の資金が必要とみている。被害の大きい園が元通りになるには7～8年必要で、収入面の不安も大きい。関屋さ

んは「年配の人が結構いる。水害を機に離農する人もいると思う」と言葉少な。実際に、同ＪＡには離農の相談が相次いで

おり、「何とか平地で栽培を再開できるよう支援していきたい」と引き留めに懸命だ。 

朝倉市や東峰村は県内有数の林業地帯。県のまとめでは前回豪雨の3倍近い641カ所の山腹崩壊が確認された。朝倉

森林組合参事の窪山拓司さん（50）は「山自体が崩れ、表土が流れている。そこに木を植え直して育つのかが心配」と懸

念する。組合として被害状況を把握し切れておらず、復旧の見通しは立たない。水産業では、筑後川のアユなどの養殖施設

が被害を受けた。福岡県内水面漁連（福岡市）によると、川の水が濁り、餌となるコケもなくなり、回復は見通せない。朝倉

市の原鶴温泉では夏の風物詩、鵜（う）飼いも中止しており、再開のめどは立っていない。 

◎日本林業の課題解決策を提案＝十津川・川上両村で学んだスイス実習生―奈良県（17/08/03） 

奈良県が6月から受け入れていた、スイスの林業の国家資格「フォレスター」養

成校の実習生4人が2日、実習期間を終え、成果報告会を行った。県南部の十

津川村と川上村で約2カ月学んだ4人は、実習を通して感じた日本の林業が抱

える課題の解決策などを提案した。 

フォレスターは木材生産や防災、生物多様性の保全からレクリエーションまでを

担う森林の専門家。専門の養成機関で学ぶ必要があり、県では教育課程の最

終段階にある実習生を受け入れ、彼らが持つノウハウを吸収する狙いがあった。 

十津川村で実習したリュック・シュバルブさん（26）は林業の現場における個

人用防護服の着用について調べた。スイスでは長時間の研修や最新の防護装

備に関する教育が進んでいることを引き合いに、日本では現場での教育と普及が

「かなり遅れている」と感じたという。適切な装備が行き渡っているかを調べるスペシャリストの育成や、県有林の作業を請け負う

業者を選定する際に装備に関する条件を設けて入札することなどを提案した。川上村で実習したナタナエル・ギルゲンさん

（34）は森林の若返りを観察するための試験地づくりについて研究した。シカによる食害発生など奈良の林業の特徴を指摘。

山中に4カ所、それぞれ条件を変えた試験地を設定し、樹木の成長の違いを観察した。 

◎農業者と企業の連携支援＝岡山市（17/08/03） 

岡山市は、農業者が企業などと連携して事業展開しやすくなるよう支援に乗り出した。両者のニーズを把握、マッチングを主

導し、先進的な取り組みには補助金を交付する。農家の高齢化や後継者不足が問題となる中、「もうかる農業」の実現を後

押しし、魅力向上を図りたい考えだ。既に認定農業者はじめ約900軒を対象にアンケートを開始し、市内外の企業約4500

社に対しても今後発送する。ニーズを把握した上で、両者がプレゼンテーションや意見交換をする相談会を今年度に4回開催。

合致しそうな組み合わせはコーディネーターが個別に支援する。 

農業者向けには、専門家を招いた勉強会も開き、連携のポイントや先進事例について理解を深めてもらう。 

新たなビジネスモデルとなるような取り組みには最大100万円の補助金を交付する。農林水産課は、農地や作物の成分

分析による新商品開発のほか、インターネット販売での連携、作業管理のノウハウ導入など幅広い分野を想定している。 

◎都内学生対象に農業合宿＝山梨県山梨市（17/08/03） 

山梨市への地方創生交付金の活用により、6月に発足した一般社団法人山梨市ふるさと振興機構は、東京都内の大学

生に滞在してもらいながら果樹農家で実習を積む取り組みを始める。農家の高齢化を踏まえ、将来的な担い手確保につなげ

る狙いがある。市内のモモやブドウの農家約5軒から協力を得て、主に都内の大学生約15人が8月6～11日に農作業を体

験。県の果樹試験場なども見学し、市が抱える農業課題を学ぶ。 

市内に宿泊施設が少ないことから、廃園となった市立保育園を宿舎として利用。費用は機構が負担するという。今後も大

学生を対象に合宿型のプログラムを継続的に実施し、地域に愛着を持ってもらいたい考えだ。

奈良県で実習したスイスの林業国家資格「フォレスタ

ー」の実習生ら＝2日午後、同県橿原市（岩嶋紀

明撮影） 



週間ニュースファイル 
 

Agrio 0169 号（2017/08/08） 22  
 

◎市有林の立ち木を販売＝森林経営を開始―浜松市（17/08/02） 

浜松市は、今年度から森林経営に乗り出す。「市有資産の有効活用」と「林業・木材産業の振興」の一環で、市有林の

立ち木の販売を始める。第1弾として、今秋には市内2カ所を対象に一般競争入札を実施する。 

同市は天竜区と北区を中心に約940ヘクタールの森林を所有。このうち、国際機関「森林管理協議会（ＦＳＣ）」の認

証を受けた24カ所約300ヘクタールを経営の対象にする。今回、立ち木を販売するのは天竜区の13.21ヘクタールと北区の

20.89ヘクタール。入札参加には一定規模以上の間伐実施を条件とする。落札した事業者は、伐採した木材を市場で販売

したり、自社で利用したりできる。8月の中旬から下旬にかけ公告。9月末～10月上旬に入札・契約する。 

◎県産はちみつをブランド化＝県内養蜂守る―奈良県など（17/08/01） 

奈良県と県養蜂農業協同組合は1日、県内企業と連携し、100％県産のブランドはちみつ「大和の雫」を8日から販売す

ると発表した。県の「大和畜産ブランド」の一つに認証し、商品価値の高い製品を売り出すことで、低迷する県内の養蜂を守

る目的がある。大和の雫は、糖度が一般的な77度より高い79度以上であること、農薬や抗生物質が残留していないことなど

が要件で、高品質と安全安心が売り。通常、加工の際に行う加熱を最低限にすることで、ミツバチが集めた生のはちみつその

ままの味が楽しめる。1本200グラム入りで税抜き2000円。県内のＪＡアンテナショップなどで販売するほか、インターネットで

の通販も検討している。 

◎特別栽培農産物で認証制度＝石川県（17/08/01） 

石川県は、化学肥料や農薬使用量が比較的少ない「特別栽培農産物」について、認証制度を創設した。安全・安心な

農産物としての発信力を高める狙いがある。対象となるのは、コメや野菜、果樹類など約120種類。▽化学肥料や農薬の使

用量が通常基準の半分以下▽国のガイドラインに基づいた生産、出荷管理が行われている―などの項目を満たしているかに

関し、農家の作業日誌や聞き取りを通じて調査。基準を満たした場合、県作製の認証マークの画像データを農家に配布し、

農産物に貼るなどしてもらう。認証は年4回。初回の認証では41件を認証。うち34件がコメで、野菜が5件、果樹類が2件だっ

た。今後、ソバや麦、季節野菜などの審査も進める。 

◎夏の新品種キノコ開発＝食感はアワビ、新収入確保―山梨県（17/08/01） 

山梨県は、アワビのような食感のあるキノコ「クロアワビタケ」の新品種を開発し、販路拡大を進めている。通常の品種よりも

低コストで、春先から秋ごろまで栽培できるのが特徴。シイタケなどの生育には適していない夏に、生産者の新たな収入源確

保につなげる狙いがある。林業振興課によると、新品種は一般的な品種よりも5度低い気温20度でも育てられ、栽培期間は

4月から11月までと約3カ月長い。春先など冷え込む時期の暖房費を節約できる効果もあるという。 

2017年度は公募で選ばれた4事業者が計約160キロを生産し、主に県内の旅館などに販売する。山梨学院短期大学

（甲府市）の協力を得て、グラタンなど9品のレシピを考案し、県ホームページに掲載している。 

新品種を「山梨夏っ子きのこ」として特許庁に商標登録を出願し、現在審査中。 

◎麦とハモのかまぼこ販売＝香川県善通寺市（17/08/01） 

善通寺市は、市のブランドの麦「ダイシモチ」と小豆島にある土庄町ブランドのハモ「島鱧（しまはも）」を原料としたかまぼこ

「鱧美人（はもびじん）」の販売を始めた。市のふるさと納税の返礼品でも扱っている。海に面していない市が海産物を扱う意

外性で人気を博しているという。現在の善通寺市で生まれた弘法大師（空海）の名前から取ったダイシモチは、1997年に

開発された。香川県で多い糖尿病の予防に良いとされることから近年は需要が高まり、市は生産を5年で約40倍に拡大。こ

れまで麦のまま販売してきたほか、うどんや焼酎などに加工した。海産物の商品も作りたいとの思いから、ハモをブランド化し販路

拡大を図っている小豆島の漁協に持ち掛けて実現。観音寺市の老舗かまぼこ店「仁加屋（にかや）」が加工を担っている。 

◎長沢ＪＡ全農会長、組織改革に意欲＝吉村知事と会談―山形県（17/07/31） 

全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）会長に就任した長沢豊・ＪＡ山形中央会会長が31日、就任あいさつのため

山形県庁の吉村美栄子知事を訪問した。長沢会長は「全国に行ったからといって、県中央会や農協の組合長のときと変わり
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ません」と引き続き県農政にも力を注ぐ考えを伝えた上で、ＪＡグループの組織改革にも意欲を示した。 

長沢会長は「問題は全農なり農協をどう変えていくのか。スピード感も求められるし、改革は当たり前」と述べた上で、組織

内の横軸づくりにも意欲を示すなど、改革を推し進める考えを強調。吉村知事は「課題山積ですからね。グロバール化している

し、若い人が魅力を感じて就農できるようにしないと」と応えた。吉村知事が「お体も資本ですので」と体調を気遣うと、長沢会

長が「毎食200グラムのつや姫を食べていますから。つや姫は私のパワーの根源です」と話す一幕もあった。 

＜海外アグリ＞ 

◎第２四半期の香港飲食店売上高、４．０％増（17/08/02） 

香港政府統計局が2日発表した今年第2四半期（4～6月）の香港飲食店売上高（暫定値）は前年同期比4.0％

増の270億香港ドル（約3830億円）だった。仕入れ総額は2.4％増の88億ドル。店舗の種類別に売上高を見ると、中華

レストランが2.0％増、中華以外のレストランが6.0％増、ファストフードが5.5％増、バーが1.7％増、一般飲食店（コーヒー

ショップなど）が4.9％増だった。（香港時事） 

◎日本の菓子店「東京ミルクチーズ工場」、来月オープン＝ＤＢグループ－タイ（17/08/02） 

2日付のタイ紙ターンセタキ（39面）によると、北海道小樽市の人気洋菓子店「ルタオ（ＬｅＴＡＯ）」をタイでフランチ

ャイズ展開するＤＢグループのドンナパー社長は、ミルクとチーズを使ったスイーツの販売店「東京ミルクチーズ工場」をタイにオー

プンする計画を明らかにした。9月中にバンコク中心部の大型商業施設「サイアムパラゴン」内に1号店を開業する予定。 

1号店の売り場面積は50平方メートル。チーズケーキやクッキーなどスイーツを販売するほか、店舗内で商品を提供するため

の座席も設置する。販売価格は95～890バーツで、若年層が主なターゲット。2号店はバンコク市内の大型ショッピングセンタ

ー「セントラルプラザ・ラートプラオ」内に年内にオープンする方針だ。（時事） 

◎マイコプラズマ感染牛、ＮＺで新たに確認（17/08/01） 

【シドニー時事】ニュージーランド（ＮＺ）の第1次産業省は1日までに、南島カンタベリー地方の牧場で、家畜の伝染病マ

イコプラズマに感染した牛を新たに確認したと発表した。ニュージーランドでは先月、初めてマイコプラズマ感染牛を確認。今回

見つかった感染牛はそれとは別の牧場に属するが、二つの牧場は近接しており、牛同士に接触があったとみられている。 

第1次産業省は被害拡大を防ぐため、感染が見つかった牧場周辺を隔離する措置を取った。検査対象を近隣の牧場にも

広げ、拡散を食い止める構えだ。牛がマイコプラズマに感染すると、乳房炎（乳腺炎）や流産、肺炎、関節炎などの症状が

出る。感染牛の肉や牛乳を飲食しても、人体に悪影響はない。 

◎三元食品と復星、フランス乳業会社買収へ＝６億ユーロ（17/07/31） 

7月29日付の中国紙、上海証券報（4面）などによると、上海証取に上場する中国乳業大手の北京三元食品（北京

市）は、民営複合企業の復星集団（上海市）と組み、フランスの同業ブラッシカ・ホールディングスを買収する方針だ。買収

後は、ブラッシカ製品の中国市場向け販売を強化する。三元食品と復星は、ブラッシカ社の全株を6億2500万ユーロで共同

取得する予定。うち三元食品の出資比率は49％。（上海時事） 

◎輸入食品小売りの香港・「阿信屋」、赤字幅拡大＝１７年４月通期（17/07/31） 

29日付の香港紙・明報（Ｂ2面）などによると、日本や韓国などの輸入食品を扱う香港の小売りチェーン「759阿信屋」

の運営会社・ＣＥＣ国際が28日発表した2017年4月通期決算は、純損益が約5000万香港ドル（約7億0800万円）

の赤字となり、赤字幅が前期から拡大した。売上高は同12.5％減の21億5000万ドル。（香港時事） 

＜アグリ・フード産業＞ 

◎１７年産米、作柄は「やや良」＝民間調査会社（17/08/04） 

民間調査会社の米穀データバンク（東京）が4日発表した2017年産米の収穫予想（7月31日現在）によると、作柄

の良しあしを示す作況指数（平年＝100）は、全国平均が102の「やや良」となった。
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同社は、6月上・中旬の低温で生育は一部抑制されたが、5月および7月におおむね天候に恵まれたと指摘。7月は九州な

どで大雨が降ったが、耕作不能になった地域は限定的としている。都道府県別の作況指数は、秋田、埼玉、長野など14都

県が99～101の「平年並み」。福岡、沖縄の2県が97～98の「やや不良」で、ほかの31道府県は102～105の「やや良」と

みている。主食用米の収穫量は前年比0.6％減の745万1000トンと、農林水産省が掲げる17年産米の生産数量目標を

10万1000トン上回ると見込んでいる。 

◎米老舗ビールメーカー買収＝９４億円で－サッポロ（17/08/03） 

サッポロホールディングスは3日、米国の老舗ビールメーカー「アンカー・ブリューイング・カンパニー」を買収すると発表した。同社

の親会社から31日に全ての持ち分を取得し、完全子会化する。買収額は8500万ドル（約94億円）。サッポロは、北米を

世界的な事業展開の重点地域の一つに位置付けており、アンカー社を傘下に収めることで、米事業の拡大を目指す。 

アンカー社は1896年の設立。カリフォルニア州サンフランシスコに拠点を置き、2016年の売上高は約37億円だった。 

◎新米、前年よりやや高め＝１７年産の商戦スタート（17/08/03） 

2017年産の新米商戦が始まった。全国に先駆けて早場米として出荷され、首都圏のス

ーパーに並び始めた宮崎県産コシヒカリの店頭価格は前年よりやや高め。需給引き締まりで

卸価格が上昇している上、新米に対する根強い需要があるためだ。 

埼玉県を中心に店舗展開する大手食品スーパー「ベルク」の鶴ケ丘店（埼玉県鶴ケ島

市）では、前年に比べ100円高い1780円（消費税抜き、5キロ入り）で売り出した。消費

者の節約志向から出だしの売れ行きがあまり良くないため、近く値下げするというが、仕入れ

担当者は「実際に食べると、おいしさを改めて実感できる」と魅力を訴える。 

飼料用米への転作推進を背景に、主食用米の生産は減少傾向にある。関係者からは

「17年産の新米は全般的に、前年よりも値上がりしそうだ」（集荷業者）との声が聞かれて

いる。 

◎窪田大戸屋ＨＤ社長：ベトナムに定食屋＝和食を提供（17/08/01） 

大戸屋ホールディングス（ＨＤ）の窪田健一社長は1日、時事通信社のインタビューに応じ、早ければ2018年度中に和

食を提供する定食屋をベトナムに出店する方針を明らかにした。人口減少で日本市場が縮小する中、経済発展が著しく所

得水準が向上しているベトナムに商機があると判断した。マレーシアも有望との認識を示し、「アジアを中心に力を入れる」と語

った。大戸屋ＨＤは、直営とフランチャイズを合わせ8カ国・地域に90店舗以上を出店。ベトナムには焼き鳥などを提供するフ

ランチャイズ店がホーチミンに1店舗ある。中期経営計画では19年度までに海外150店舗とする方針。 

◎大分銀が地域商社設立＝県産品開発や販路拡大支援（17/08/01） 

大分銀行は1日、地域経済の活性化のため県産品を使った商品開発・販売などを行う地域商社「Ｏｉｔａ Ｍａｄｅ」

を、大分市に設立した。資本金2000万円を県内4社と共同出資し、社長には同行津久見支店長だった佐藤徹一氏が就

任した。別府市のＮＰＯ法人が手がけていた工芸品や加工食品の地域ブランド事業の譲渡を受け、同行の幅広いネットワ

ークを活用しながら国内外への販路拡大や新たな県産ブランド品の発掘を行う。年度内にはこうした商品を販売するショップや

カフェもオープンさせる予定で、積極的に生産者を支援する。 

また、観光ルートの開発や空き家を活用したサービスなど地方創生に資する多様な事業展開を視野に入れている。 

◎京阪ＨＤ、新会社「ビオスタイル」設立＝オーガニックな生活を提案（17/07/31） 

京阪ホールディングスは31日、オーガニック商品などで新たなライフスタイルを提案する新会社「ビオスタイル」（大阪市中央

区）を設立したと発表した。全額出資の子会社で、7月1日に営業を開始した。 

京阪ＨＤのプロジェクトチームで運営してきたが、意思決定の迅速化や専門性の高い人材を確保するため、別会社化した。

当面は2019年春に京都市で開業する複合型商業施設の準備や、オーガニック食品・化粧品などの開発に取り組む。 

スーパーの店内に並んだ新米＝2日、

埼玉県のベルク鶴ケ丘店（時事） 
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農業と農村を取り巻く環境は厳しく、かつ近年大きく変化している。このような状況に対応するには、地域の

実情を把握し、国の政策への十分な理解とともに、農政の理論にも通じた有能な農政担当職員の養成が重

要な課題である。 

全国町村会（会長・荒木泰臣熊本県嘉島町長）では、地域の課題に自ら気付き、学び、考え、提案し、

そして実行できる町村の農政担当職員を養成するため、2016年度に「地域農政未来塾」を開設。今年5月

17日には第2期目の「未来塾」が開講した。今期の塾生は北海道から鹿児島県まで21人（うち女性2人）

の町村職員で構成されている。来年1月まで計7回の講座を通じ、農政や地域づくりについて演習を交え学ぶ。

本稿では、塾の概要や特徴、今後の方向について述べてみたい。 

◇各ゼミ単位の現地調査合宿も実施 

地域農政未来塾は、（1）講義（2）実践演習（3）ゼ

ミナール（4）研究発表―の四つの形態で構成されている。コ

マ数は、講義31コマ、実践演習6コマ、ゼミ8コマの計45コマ

（1コマ90分）となっている。 

講義は、「基礎編」と「応用編」に分かれる。基礎編では、農

村政策、環境・景観農業、フードシステム、農地制度、農村計

画、農業財政、農業統計などの農業分野に加え、自治体職

員論や地域経済論など理論を中心としたカリキュラムが組まれている。応用編は、プロジェクト評価、まちづくり、

地元学、農業経営、6次産業、農業継承、消費者問題、ジャーナリズム、農業技術など、日常業務で接する

機会の多いテーマを中心に構成。また、塾生のリクエストによって講師を決定する「オーダーメード講義」を数コ

マ用意するなど、塾生の志向に合わせた講座も用意している。実践演習では、（1）自らがファシリテーターと

なったワークショップ技術を身につける「ファシリテーション講座」（2）文書作成技術を学ぶ「政策文書作成講

座」（3）説得的な話し方を学ぶ「プレゼンテーション講座」―を各3時間設けている。 

ゼミナールを担当する主任講師には、小田切徳美明治大学教授、榊田みどり明治大学客員教授、荘林

幹太郎学習院女子大学教授、中嶋康博東京大学大学院教授を迎えている。各ゼミには、原則5人の塾生

が所属し、6月から12月にかけ計5回8コマが開催される。ゼミでは、主任講師の専攻分野を学びつつ、地域

の課題や自己の関心をもとに議論し、後半では修了要件でもある研究論文の作成に向けた指導を受ける。

夏頃には各ゼミ単位で現地調査合宿を実施するなど、濃密な指導体制を敷いている。 

研究発表は、年明け1月の修了式前日から当日までの2日間にわたり、各塾生30分の持ち時間でプレゼ

ン資料とともに、その内容を発表する。そして、修了式において優秀論文の発表と表彰を行っている。 

◇第一人者そろう主任講師陣 

塾の特徴はまず、生源寺眞一塾長（名古屋大学大学院生命農学研究科教授）や主任講師ら、招聘

（しょうへい）した各講師陣の顔触れに、各分野の第一人者がそろっていることにある。塾の運営委員長には、

厚みある指導体制の「地域農政未来塾」 
＝第２期に入った町村職員向け養成講座＝ 

―全国町村会・経済農林部― 

今年5月17日に行われた開講式の様子 
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（株）農林中金総合研究所の皆川芳嗣理事長（元農

林水産事務次官）を迎え、講義のほか、交流会や研究発

表会にも積極的に参加してもらう厚みのある指導体制が整

っている。 

そして、最大の特徴が主任講師によるゼミだ。町村の農

政担当職員が膝をつき合わせ、寝食を共にしながら、研究

者や他の自治体職員と学習し議論する機会は、他にはな

いだろう。その白眉が論文指導だ。塾生は受講の成果とし

て、約1万字の研究論文の作成を求められる。主任講師は

個別指導を通じ、塾生を全力でサポートする。研究発表会には、塾長と運営委員長が出席し、全ての発表

にコメントを付ける。発表会で味わう緊張感と達成感は、生涯得がたい経験として塾生の記憶に刻まれる。 

◇大切な事務局の配慮 

こうした塾の特徴を意識し、事務局が最も意を注いでいるのは、講師や塾生との信頼関係の醸成だ。塾生

は日常業務をこなしながら受講に臨む。各回の講座は、木、金の2日間、終日にわたり実施されるため、ほと

んどの塾生が水曜日から地元を離れる。受講への期待とともに、残してきた業務を気にしながらの参加となる。

このため、塾生の様子を常に気にしながら接するよう心がけている。 

講師との講義内容の交渉にも配意している。塾生は所属部署や業務経験がまちまちなことから、講師の専

門分野と塾生の関心を踏まえ、受講後の効果を意識した講義内容にする必要がある。このため、講師の最

新の論考や活動内容の分析は不可欠だ。地道な作業ではあ

るが、塾の趣旨に賛同し、熱心に語りかける講師各位の姿を

目の当たりにすると関係者は手を抜けない。講師の熱意は、

塾生にも伝わり毎回、刺激（ときには衝撃）を受けたことを口

にする塾生も多い。少人数講座である塾のメリットと言えよう。 

◇広い意味の農政担当者対象に 

生源寺眞一塾長は塾の目標について、「解答よりも解法を

学ぶ」ことを常に強調する。知識や情報は、文献や資料に当

たることによってある程度習得することができる。しかし、解答に

至るまでの思考プロセスやアプローチ方法は、専門家から直接、しかも息づかいを感じるくらいの距離感で手ほ

どきを受けるのが最も効果的だ。少人数にこだわる理由がここにある。試行錯誤の中で始めた塾ではあるが、

第1期生からは、塾で得た知見を生かした政策を提案し、国の交付金が認められたという成果報告も寄せら

れている。塾生同士で業務上の情報や意見を交換するなど公私にわたる交流が始まっている。事務局にとって

も塾生と結ばれた関係が、農政の現場の声を聞くアクセスチャンネルとして機能し始めている。 

一方、課題としては、この塾の存在と内容をより多くの町村職員に知ってもらうことが挙げられる。農政の現

場は、定員管理の厳しさもあいまって少人数で多くの業務をこなしているのが実情だ。募集要項では農政担

当者を対象としているが、応募者や受講生の所属状況を見ると、農政以外の部署もある。農政も政策手段

の一つであり、地域振興が自治体の目的であることを考えると、「農政担当」の拡張解釈が必要かもしれない。

女性の参加を促すことも課題である。地域づくりの現場で女性の発想や感性は欠かせない。改善点を点検し

ながら、未来塾の名に恥じない、期を重ねるごとに発展する塾にしたい。 

小田切徳美氏のゼミの様子 

三成由美氏の講義風景 
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◎１７年産宮崎と鹿児島コシ、２００円安＝割高感で物色は低調（８月４日） 

スポット市場は、2017年産新米の宮崎と鹿児島のコシヒカリがともに、前週末に比べ200円安となった。割

高感から物色する動きは鈍く、集荷業者は「売り提示額を近く、さらに400～500円程度引き下げる」としてい

る。ただ、17年産の千葉ふさおとめやふさこがねが市場で早めに出回った場合、「宮崎コシよりも割安な千葉の

新米に対する引き合いが強まる可能性がある」とみている。 

16年産米では、コシヒカリの福島中通り、茨城、千葉がいずれも200円安。ただ、割高感は依然強く、「こ

の程度の値下がりでは、成約は難しい」（実需筋）ようだ。 

飼料用米への転作推進を背景に、17年産の主食用米も需給引き締まりが想定されている。集荷業者は

「在庫処分を目的に、16年産を大きく値下げする動きは依然として見られない」と話す。 

【堂島東京コメ標準品銘柄の現物、先物価格】（カッコ内は前週末比、先物は前日終値） 

新潟一般コシヒカリ 1万5150円（変わらず）▽栃木あさひの夢 出来ず（―）▽群馬あさひの夢 出

来ず（―）▽埼玉彩のかがやき 出来ず（―）▽千葉ふさおとめ 出来ず（―）▽千葉ふさこがね 出来

ず（―） 

東京当ぎり1万3000円／東京先ぎり1万3600円 

◎東京コメ相場（消費税外出しの仲間渡し、玄米、６０ｷﾛ/円＝８月４日） 

※｢未検｣は未検査米､｢---｣は出来ず､｢#｣は置き場渡し 

〔2017年産〕 

産地 銘柄 等級 中心値 産地 銘柄 等級 中心値 

宮崎 コシヒカリ 1 15350 鹿児島 コシヒカリ 1 15350 

〔2016年産〕 

産地 銘柄 等級 中心値 産地 銘柄 等級 中心値 

福島（会津） コシヒカリ 1  --- 秋田 あきたこまち 1 15450 

福島（中通り） コシヒカリ 1 14050 茨城 あきたこまち 1  --- 

茨城 コシヒカリ 1 14050 千葉 あきたこまち 1  --- 

栃木 コシヒカリ 1  --- 千葉 ふさおとめ 1  --- 

埼玉 コシヒカリ 1  --- 千葉 ふさこがね 1  --- 

千葉 コシヒカリ 1 14050 北海道 ゆめぴりか 1  --- 

新潟（魚沼） コシヒカリ 1 16350 北海道 ななつぼし 1 15850 

新潟（一般） コシヒカリ 1 15150 岩手 ひとめぼれ 1  --- 

富山 コシヒカリ 1  --- 宮城 ひとめぼれ 1 14450 

福井 コシヒカリ 1  --- 青森 まっしぐら 1  --- 

三重 コシヒカリ 1  --- 青森 つがるロマン 1  --- 

栃木 あさひの夢 1  --- 山形 はえぬき 1 14150 

群馬 あさひの夢 1  --- 山形 つや姫 1  --- 

埼玉 彩のかがやき 1  ---     
 

※参考：「米に関するマンスリーレポート」（8月4日、農林水産省公表） 

東京コメ市況 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/mr.html


マーケット情報 
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◎大阪堂島商品取引所 東京/大阪コメ先物 先限チャート（８月４日現在） 

 

◎日農平均価格（８月４日午後５時発表） 

 価格 前日比 前年比 5年比 

野菜（主要14品目） 114 △ 2 ▼35 ▼29 

果実（主要12品目） 393 ▼36 ▼25 △26 

※価格は円、全国7地区主要卸の当日データを基に野菜と果実の総平均の1キロ当たりの価格を日本農業新聞が

算出、5年比は過去5年平均比 

◎ＮＯＰＩＸ（日農市況指数＝８月４日午後５時発表） 

 指数 前日比 

青果物  95 ▼ 7 

野菜  88 ▼ 6 

果実  98 ▼ 8 

※2000～01年の1日当たり平均販売額を100として日本農業新聞が算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

日農ＩＮＤＥＸ＝日本農業新聞提供 

＜編集後記＞ 8月8日号の巻頭記事はいよいよトヨタ自動車の登場です。Ａｇｒｉｏでも創刊以来、異業種企業の農業参入の話を取

り上げてきましたが、「カイゼン」などの言葉に代表されるトヨタ生産方式を詳細に紹介するのは今回が初めてです。特に、「在庫を持たないトヨ

タ生産方式の『ジャスト・イン・タイム』の思想を取り入れた豊作計画では、田植えに必要な苗の数の予測精度が向上。苗の廃棄率は10分の

1となり、育苗の資材費も含めたコストは3割低下した」との話は極めて具体的です。トピックスでは退任されるＪＡ全中の奥野長衛会長にイ

ンタビューしました。そのざっくばらんで、歯に衣を着せない率直な語り口は、同じムラ社会の人にしか通じない内向きの論理や言語ではなく、農

業に縁の遠い人たちへも十分通じるものだったと痛感しています。唯一、コメ先物に対する反対姿勢を最後まで崩さなかったことだけは個人的

に残念でしたが、これも今回、コメ先物本上場への社会的機運を醸成できなかった一つの象徴かもしれません。（編集長・増田篤） 

Ⓒ時事通信社 

●ご購読に関するお問い合わせ（業務局）  customer-s@grp.jiji.co.jp 

●誌面内容に関するお問い合わせ（編集部） agrio@grp.jiji.co.jp 

●毎週火曜日発行（但し祝日等を除く）●購読料金：月額税抜き 4,000円 

 

---お知らせ--- 

8月15日（火）は休信します。 



付録 
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【付録】 
 

要請一覧『農水省３階』 

（7月31日～8月6日通知分） 

＜予定日、要請者、対応者、要請内容の順＞ 

【1日】 

大山 茂樹 中国四国土地改良事業団体連合会協議会会長ほか／山本大臣／中国四国地域の農業農村整

備に必要な当初予算の確保、国土強靭化の実現に向けた、農村地域防災減災事業予算の確保等、多面的機能

支払交付金の予算確保について 

青木 照護 公益社団法人 日本青年会議所会頭ほか／山本大臣／誰もが夢を描ける農業制度改革について 

吉村 美栄子 山形県知事ほか／山本大臣／日本海大和堆水域での違法操業北朝鮮漁船の取締り、日ＥＵ

経済連携協定(ＥＰＡ)交渉の大枠合意を踏まえた強い林業の構築について 

戸敷 正 宮崎県市長会会長ほか／矢倉政務官／ＴＰＰ協定交渉、ＷＴＯ農業交渉並びにＥＰＡ交渉及び

ＦＴＡ交渉への対応、人・農地プラン及び農地中間管理事業に対する支援の充実、農業後継者に対する新たな支

援策の構築について 

 

【2日】 

高橋 賢友 北海道経済連合会会長ほか／齋藤副大臣／平成30年度国の施策及び予算に関する要望書について 

（衆）自民党 小林 史明 議員ほか／礒崎副大臣／行政改革推進本部 行政事業レビューチーム水産庁特別

班 提言について（区画漁業権の運用見直し） 

 

【4日】 

安田 正義 国営土地改良事業「東条川二期地区」促進協議会会長ほか／矢倉政務官／地区調査「東条川二

期地区」の進捗及び、平成30年度の予算確保 

 

【7日】 

佐竹 敬久 秋田県知事ほか／齋藤大臣／豪雨災害に関する緊急要望について 

野村 哲郎 （自）平成29年梅雨期における豪雨災害対策ワーキングチーム座長ほか／齋藤大臣／平成29年の

梅雨期豪雨に係る対策の実施について 
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