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特産物による中山間地域活性化の際の「地域担い手」に

関する実証的研究

原木シイタケ生産に関わる甘楽富岡農協を事例として

北本桂造＊・北田紀久雄＊＊

I. はじめに

我が国の中山間地域をめぐる問題は厳しく，我

が国農政の懸案であり続けていくものと思われ

る。そのなかでも最も根元的な問題は地域活性化

に関する問題である。地域活性化とは究極的には

定住人口の質的・量的確保を目指すもの（熊谷，

1994: 184-186) であり， このためには基幹産業の

確立による住民所得の確保や，社会・生活側面の

様々なインフラの充実が不可欠である。

我が国の地域農政の基本的指針となっている全

国総合開発計画（以下全総と略す）で， これまでの

中山間地域活性化戦略を概観してみると，三全総

以後の地域活性化プランでは一・ニ全総における

大規模工業地帯の建設や地域外からの企業誘致と

いった手法が改められ，地域の内発的発展や固有

な地域資源の利活用という新たな手法が登場して

いる。こうした三全総以後の論理に依拠するなら

ば，中山間地域の基幹産業はやはり農林業であっ

て， これの発展こそが地域の活性化に寄与する。

多くの研究によってすでに指摘されているよう

に，中山間地域の農林業は平場地域のそれにはな

い多様性を有している。この多様性を生かし，中

山間地域に固有な農林特産物を活用する戦略は有

益な手法として多くの中山間地域で検討され，成

功事例が報告されている。しかし，大分県におけ

る一村一品運動の後，各地で行われるようになっ

た特産品開発をみてもわかるように，取り組みの
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なかには一過的なものに終わっている事例も多

い。農林特産物による地域活性化に関する課題は

いろいろであるが，なかでも璽要なのは，個々の

生産者とこれらの生産者を統括する主体との連携

に関する問題である。

個別経営の集合体が特産物産地として統一され

た行動指針を持つ地域的組織体へと発展していく

ためには， これらの個別経営のまとめ役となり，

地域として進むべき指針を策定する主体が必要で

ある。本論では， この主体を地域内の個々の担い

手（生産者）と区別して「地域担い手」と呼称す

る。この地域担い手が生産者に対して様々な施策

を提示・実施し，生産者の賛同・参画を得ること

によってはじめて，農林特産物の振興は中山間地

域活性化の有力な戦略となりうる。

しかし，農林特産物の振興による地域活性化に

関して， これまで「何を取りあげるか」という特

産物の選択や「何を行うか」という活性化の活動

内容を重視するあまり，これをどのような生産者

が担当するのか，そしてこれらの生産者を統括し

リードする「地域担い手」はどのように対応すべ

きかに関しては認識が不十分であった。地域農林

業のコーディネーターとなるべきこのような地域

担い手に関して，農協の活動が積極的な地域では

農協が，市町村の支援が積極的な地域では市町村

が活性化の推進主体となる， という安易な方法が

とられていた。

「地域担い手」が生産者や地域に対して果たす

べき役割はなにか。「地域担い手」はどのような計

画・施策・ インフラによって生産者を特産物生産
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に参画させているのか。

本稿では，農協を有力な地域担い手としてとら

え，中山間地域における特産物生産による地域活

性化に成功した事例を分析して，その成功の実態

と地域担い手の実態そして今後の一層の発展に

向けた課題について分析する。取りあげる事例は

群馬県甘楽富岡農協管内における原木シイタケ生

産である。

II. 中山間地域活性化と「地域担い手」に関す

る既往研究

中山間地域の活性化に関しては， これまでにも

様々な議論が行われてきた。このなかで地域活性

化における有力な戦略として特産物振興を取り上

げているのは「内発的発展論」と「地域資源管理

論」である。いずれの論理も地域に固有な農林業

の振興を地域活性化の重要な要件としてとらえて

いる。

まず，内発的発展論の視点から特産物振興によ

る地域活性化を考えてみると，その要点は経済活

動の地域内での完結性に求められる。提唱者の宮

本は内発的発展論に基づく地域活性化要件を以下

のように指摘している鬼

①外部からの企業誘致の否定

②地産地消を基本とした需給体制の確立

③個々の経営改善を地域産業全体の活性化へ

と発展させること

④地域内で産業連関を生み出すリーケージの

少ない経済体の構築

以上のうち，特に注目すべきなのは③の「個々

の経営改善を地域産業全体の活性化へと発展させ

る」という要件である。本論では，個々の経営改

善こそが活性化の原動力であるという宮本の指摘

を妥当性があるものと考える。また，④の地域内

で産業連関を発生させるシステム作りも重要な要

件として指摘できる。これまでの中山間地域活性

化のなかで，潰物など加工業 (1.5次産業）の取り

組みが大きな成果をあげてきたこと（岡崎， 1989:

56) からも， これらの立地が有効な産業連関を生

み出していると理解できる。

また，地域資源管理論の視点からは永田の指摘

が示唆的な知見（永田， 1989:25)としてあげられる。

永田によれば，中山間地域に固有な資源を活用し

た農林業の振興は有効な戦略であり，住民の収入

源として期待できる。さらに，地域的固有性を有

する農林特産物は我が国の食生活に多様性をもた

らすとしている。また，地域資源管理論は，山間

地域農林業が持つ経済効果以外に保水・防災・レ

クリエーションといった公益的機能にも注目して

地域活性化を考えていくべきと主張している。

宮本が指摘するように地域産業として特産物生

産を考えていくと，その振興に関して最も根本的

な要件は個々の生産者の経営改善であり， これを

指導していく立場として，地域担い手が重要な存

在になってくる。特産物に関わる地域担い手とな

り得る組織体としては以下の 5つがあげられる。

①複数の生産者が自発的に組織するもの（生産

者組織や営農集団）

②地方自治体（市町村）と関連機関

③農業協同組合と関連機関

④企業や法人（加工企業も含む）

⑤第三セクター

これら地域担い手のうち，いずれを有力な存在

としてとらえるかは地域によって，研究者によっ

て様々であるが，守友は中山間地域における家族

経営の重要性とその維持を指摘し，⑤の第三セク

ターの役割を中山間地域農林業の核である家族経

営を保全・育成することと位置づけている2)。中

山間地域における特産物生産の地域担い手として

第三セクターをとらえた場合， この守友の見解は

非常に意義深いものといえよう。

柏は，上述の守友の論理を詳細に検討したうえ

で，「家族経営を基礎とし，（地域農業の）芽を守り

育てる」という守友の第三セクター論をさらに発

展させ，法人経営や雇用型経営を含めて，中山間

地域の地域性を踏まえて第三セクターの分析を

行っている3)。柏は， 中山間地域農業を展開型・

後進型の 2類型に分類したうえで，各地域におけ

る第三セクターの展開を検討している。さらに，

第三セクターを「担い手代行型」・「担い手支援
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型」・「農地保全型」に類型し，それぞれの類型

について地域の特性を踏まえながら詳細に分析を

行っている。柏の第 3セクター論の特徴は，第 3

セクターを地域農業の維持・継続のためのものと

とらえていることである。このため，大規模農家

との間で優良農地が競合する場合は，これを避

け，補完的に農地保全を図っていくべきと規定し

ている。柏はこうした地域農業の維持機能を農協

が代替する事例に関しても言及している。

能美は『地域農業計画手法論』のなかで，地域

計画の内容と計画主体に関して詳細に分析してい

る4)。能美が同著の冒頭で指摘している地域計画

の策定・実行主体は，農業関係者および農業関係

機関と漠然としているが，後半の具体的な議論を

みると，農協および地方自治体（県・市町村）とみ

なしてよい。能美の理論的前提は計画の実行可能

性であり，自治体が示すグランドデザイン的な計

画よりも農協が提示する直接的な計画をより有効

なものとして選択している。地域育苗施設など農

林業関連インフラの構築は農協の地域担い手とし

ての菫要な役割の一つにあげている。

次に，農協の地域活動に関する既往研究をみて

みると，佐伯，三輪，藤谷，白石らをはじめとし

てその蓄積は多い。そして， 1995年の協同組合原

則の改訂以後は「地域担い手」として農協を積極

的にとらえ，営農面を中心とした活動を地域活動

に発展させていく試みが既往研究においてとりあ

げられている。

農協の役割の一つは地域農業者の職能組合とし

ての機能であるが（若林， 1897: 17-18), 近年では

農協の基本原則のなかで地域への積極的関与が重

要視されるようになってきている。農協による

「地域づくり」の基本戦略に関して白石は以下の 3

点を指摘している（白石， 1997: 106)。

①農協主導による農業および地域資源の総合

的・持続的活用型地域複合経済化

②異種協同組合，異業種産業とのネットワーク

型地域複合経済化

③組合員の内発的な営農面•生活面の活性化

のよりどころとなる組合員の組織力活用に

よる地域複合経済化

この白石の論理では，農協が地域担い手となっ

て新たな地域農業を構築していく姿勢が強調され

ている。

また，農協に求められる役割に関して，さらに

生源寺の論理5)を付言しておかなければならな

い。生源寺は中山間地域における戦略的な作目選

択を提案し，平場地域と中山間地域との間での優

位性を論じている。平場地域に比較して優良農地

に乏しい中山間地域を鑑みると，生源寺が提起す

る平場に対して優位性をもった作目選択の議論は

大いに意義を持つものである。本論で分析事例と

する原木シイタケは原木供給に関する立地条件か

らも，中山間地域が平場地域に対して優位にたつ

ものであるが，地域としての作目選択と産地とし

ての発展は農協の指導によるところが大きい。以

上のような作目選択の方向からも農協が地域担い

手として明確なプランを策定・提示し，地域内の

生産者の保全と産地としての発展を考えていくこ

とは重要である。

皿 「地域担い手」としての農協の役割

農協を地域担い手としてとらえた場合，農協が

策定する振興計画と実施する事業に注目しないわ

けにはいかない。そして，農協が組合員に対して

提供する機能を考えてみると，最も一般的なもの

は営農指導機能，集出荷機能であろう。また，原

料・資材の供給機能，信用，共済などの機能も，

生産者を農協による振興計画に参画させるための

力として指摘できる。さらに，高齢者福祉などの

事業も，近年，農協が中山間地域で行っている重

要な事業である。こうした農協の機能に関してひ

とつひとつをとれば農業資材店，銀行，老人ホー

ムなどといった代替する機関があるが，多くの中

山間地域にとって， これほど幅広いサービスを同

時に提供できる主体は農協のみである。

また，農協が構築する加工・貯蔵施設，直売所

等のインフラは地域にとって重要な意味を持つ。

地域内で産業連関を生み出すことの重要性は内発

的発展論でも重要視されているが，柏は農山村に



56 農村研究第 95号 (2002)

おける経済力衰退の一因として，本来，地域内に

立地すべきであった農林産加工業が地域外に流出

してしまったことを指摘しており（柏， 1994

334), 中山間地域の地域産業である農林業を再構

築する観点からも，農協によるインフラ整備は蛍

要である。

本論の事例分析対象である甘楽富岡農協は，生

産者を特産物振興プランに参画させるための様々

なインフラ整備に関して，優れた実践事例であ

る。また，特産物の事例として取り上げる原木シ

イタケは，その原料調達の有利性からみて，中山

間地域を生産活動の場とすることに重要な意味を

持つ作目である。以下では地域の基幹作目である

原木シイタケ生産と， これの地域担い手である甘

楽富岡農協を取り上げて，地域担い手として農協

が果たすべき役割と今後の課題について分析す

る。

IV. 甘楽富岡地区と甘楽富岡農協の概況

甘楽富岡地区は群馬県の南西部に位置する富岡

市と，その周辺の甘楽町，下仁田町，妙義町，南

牧村の 5市町村によって構成されている。県内に

おける甘楽富岡地区の位置は図 lに示す通りであ

る。地理的には，上毛 3山の一つとして知られる

妙義山をはじめとして大桁山，黒瀧山など 1,000

m級の山々に囲まれた起伏のある地勢を有して

図 1 甘楽富岡地区（富岡市・甘楽町・妙義町・下仁田町・南牧村）の位置
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いる。また，利根川の支流である鏑川沿いに平坦

地が拡がっており，富岡市，下仁田町，甘楽町の

市街地はこれにあたる。

甘楽富岡地区の総人口は 2000年で 85,161人と

なっており，このうち富岡市が49,701人と地区全

体の過半数を占めている。 1990年~2000年の 10

年間の人口推移をみてみると，富岡市と甘楽町は

微増傾向にあるが，妙義町，下仁田町，南牧村な

ど，地区西部に位置する傾斜度の大きい地域では

減少を示している。減少傾向は特に南牧村が著し

< , 1990~2000年の 10年間で 4,387人から 3,542

人となっている。地区全体の人口推移はほぼ横這

いである。甘楽富岡地区は，地域内の官営富岡製

糸場（現片倉製糸）などの建造物をみてもわかると

おり，古来から養蚕が盛んな地域であり，これに

コンニャク，原木シイタケを加えた農業が在来的

な地域農業の形態となっていた。しかし， 1980年

代の後半から養蚕とコンニャクは急速に衰退して

おり，以後は，原木シイタケが地域農業の基幹と

なっている。

甘楽富岡農協はこの甘楽富岡地区を管轄する農

協である。正組合員数は平成 12年 2月の段階で

甘楽富岡農業振興協議会

農林産物直売所

（運営委員会）

畜産部連絡協議会
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図 2 甘楽富岡農協営農事業関連組織図
（出所）甘楽富岡農協営農事業本部内部資料より作成。

（注）部会の地区別支部は省略。
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7,824人 (6,975戸），準組合員は 5,977人 (4,645戸）

となっており，群馬県西部では管轄範囲，組合員

ともに最も大きい農協である。甘楽富岡農協の基

幹作目は原木シイタケ，コンニャク，ニラ，キュ

ウリ等であり， シイタケは原木栽培に限定すれば

生産量日本ーを誇る大産地である。なお甘楽富岡

農協の営農関連組織を，図 2に示しておく。

甘楽富岡農協は上記のような原木シイタケ主産

地としてのほかに，最近では「少量多品目生産」

戦略に関する先駆的な事例として，地域の内外に

広く知られている。これは，甘楽富岡農協が平成

8年度に地域農業の再編と活性化を目的として計

画した「チャレンジ 21農業」プログラムによるも

のである。この計画は，養蚕・コンニャクが衰退

したことの一種の窮余策であるが，中高年・女性

労働力を基幹とした生きがい・やりがい型農林業

を地域農業の新たな方向として重要視しているこ

とが注目される。この「少量多品目生産」戦略は，

多くの地域がこれまで基本的な方向性にとってき

た大規模化・大産地化とは全く逆である。中山間

地域における「やりがい• 生きがい型」農林業は

零細にならざるを得ず，地域農林業の主軸とはと

らえられなかったが， こうした「少量多品目」を

地域農業活性化の力点として取り上げたことは重

要な意味を持つ。この計画によって，甘楽富岡農

協の現在の出荷品目は年間 244品目にも及んでい

る。

そして， この「少量多品目」戦略の中核として

直販事業がある。平成 8年に農協本所に併設する

かたちで直販店「食彩館本店」がオープンし， 10

年には「もみじ平店」が開設された。その後，イ

ンショップ6)という形態をとって都内 4店（光が

丘・大泉• 田無・錦糸町），県内 5店（高崎・前橋等）

が開設され，現在では，取扱額こそ他の事業より

少ないものの，「少量他品目」戦略の意義は地域内

外で広く認識されるようになっている。

V. 甘楽富岡農協における原木シイタケ生産

の現状

甘楽富岡地区は東京から 100km圏内という立

地もあり，様々な農産物は首都圏を中心とした出

荷体制をとってきた。原木シイタケも遠隔産地

（大分など）のように乾シイタケヘの加工は一部例

外（自然発生分）を除いて行わず，「生」での出荷を

基本としてきた。現在のように中国産乾シイタケ

が出回るまでは，乾シイタケは我が国における数

少ない輸出農林産物であったが， こうした時期か

ら甘楽富岡地区は一貫して生シイタケを主軸にお

く生産体系を維持している。

甘楽富岡地区における原木シイタケは昭和 40

年代後半に最盛期を迎え，以後は生産量，生産者

数ともに減少傾向で推移している。甘楽富岡農協

における平成 13年度の原木シイタケ取り扱い実

績をみると，数量が 1,246,176 kg, 金額は

1,076,420 (千円）であり，農協の総販売高の 20%

を占めている。前述のように，甘楽富岡農協が

「少量多品目」戦略によって様々な作目の導入を

進めていくなかにあって，原木シイタケは依然と

して基幹作目となっている。また，平成 13年度に

おける甘楽富岡農協のシイタケ生産部員は 218名

で，管内のシイタケ生産者数とほぼ同数である。

管内のシイタケ生産者数は徐々に減少傾向にあ

り，高齢化も進行している。

次に，平成 12年 1月~13年 12月まで 2年間の

出荷単価の変動をみると，ほぼ 900~850円台で

推移しており，平成 12年から 13年では年平均で

20円程度の低下が見られる。特に平成 13年の春

期は単価の落ち込みが著し<,4月には 1kgあた

り748円にまで値を下げている。出荷単価の低落

は平成 7年頃からほぼ恒常化しているが， この単

価低落傾向の背景にはシイタケの代替品として

様々なキノコの人工栽培技術が確立したことや，

中国産シイタケのシェア増加がある。

甘楽富岡農協の有する原木シイタケ関連のイン

フラとしては，富岡市高梁地区に，選別から袋詰

めまで一括して行うことのできる大規模集出荷施

設がある。原木シイタケの生産に不可欠な原木

（コナラ）に関しても甘楽富岡農協が福島県の林業

業者と契約し，原木を組合員に供給できる体制を

とっている。
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また， シイタケ生産部会のなかでも特に意欲の

高い生産者が「かぶら椎茸生産部会」（以下，かぶ

ら部会と略す）を組織している。平成 13年度のか

ぶら部会参加者は通常のシイタケ生産部会員 218

名中 136名となっており，参加者は年ごとに増加

している。かぶら部会の活動は生産者間の技術交

換の促進と，集出荷施設の利用をめぐる諸々の規

約の決定である。

VI. 甘楽富岡農協による原木シイタケ振興施

策と生産者による評価

平成 13年 10月~12月に，甘楽富岡地区の原木

シイタケ生産者 12名に聞き取り調査を行い，各

生産者の経営状況と地域担い手としての甘楽富岡

農協の取り組みに関する生産者の評価を分析し

た。表 lは，これら 12名の生産者について甘楽富

岡農協が実施する事業の利用状況と施策への評価

をまとめたものである。

規模・複合作目によって生産者は以下のように

類型化した。

①大規模専業型・・年植ほだ木数が 10,000本

以上で，原木シイタケを専業とする。

②菌床シイタケ導入型・• 原木シイタケ経営

に加え，菌床シイタケを導入。

③複合少品目型・・原木シイタケを基幹作目

とし，それ以外に 1作目を導入。

④複合多品目型・・原木シイタケを基幹作目

とし，それ以外に 2作目以上を導入。

⑤小規模複合型・• 原木シイタケ以外に基幹

作目があり，原木シイタケを小規模導入。

以下では表 lにしたがって，甘楽富岡農協の原

木シイタケに関するインフラの利用状況，施策の

内容を生産者の視点から分析する。

(1) 集出荷施設の利用状況とその課題

表 lにみられるように，農協の集出荷施設の利

用は 12名中 10名と多い。集出荷施設は，昭和 54

年に生産者の要望によって本所に隣接して開設さ

れた。これが 62年に現在の高瀬地区営農セン

ター内に移転し，現在の施設は平成 9年に新しく

導入した自動出荷システムにあわせて改築された

ものである。改築ごとに生産者の要望に従って規

模は拡大しており，選別・包装などの自動化も進

んでいる。料金体系は 100gあたり 8円，季節的

（スポット）出荷者は 100gあたり 13円となって

いる。

農協の集出荷施設を利用しないと回答した 2名

についても，農協における単価の安定と省力化の

成功は認めるところである。現在のところ，集出

荷施設を利用しない 2名を含め，市場への直接出

荷が一部で行われているが， これは出荷単価の変

動が激しく，農協での取引ほど安定していない。

ただし，時期によっては市場の取引単価が高値を

表 l 群馬甘楽富岡地区の原木シイタケ生産者聞き取り調査の結果

i 経営類型 閉 生年(k産間g量) シ菌イ種タケ 作目

A 大規模専業型 12,000 10,000 通常 原木シイタケ専業

B 大規模専業型 12,000 11,000 通常・成型 原木シイタケ専業

C 大規模専業型 11,000 10,000 成型 原木シイタケ専業

D 菌床シイタケ導入型 12,000 11,000 成型 原木ー菌床

E 菌床シイタケ導入型 15,000 14,000 成型 原木ー菌床ーネギ

F 複合少品目型 30,000 27,000 成型 原木ーキウイフルーツ

G 複合少品目型 12,800 14,000 オガ 原木ー水稲

H 複合多品目型 8,000 4,000 通常 原木ー水稲ー木炭

ーナスーネギ

I 複合多品目型 15,000 12,500 通常 原木ーナスー下仁田ネギ

J 複合多品目型 10,000 13,000 オガ 原木ータマネギーネギ

K 小規模複合型 2,000 1,800 通常 タラノメー原木ー養蚕

L 小規模複合型 3,000 2,400 通常 ニラーナスー原木

（出所）甘楽富岡地区における聞き取り調査をもとに作成。

（注） O・・・ 利用する △ …部分的に利用 X・・・ 利用しない

嘉かのぶ加入ヘら 農集施利協設出用荷のを 原農利協木用のを 山原有林木無の 菌導床入シにイつタしケの さ複ら合な作る目導の人
てヽ

について

゜゜゜
有 条件によっては検討 検討しない

X X X 有 現在検討中 検討しない

゜゜
△ 無 現在検討中 検討中

゜゜゜
有 導入中 検討中

゜゜
△ 無 導入中 検討しない

゜゜
△ 有 検討しない 現状維持

X X △ 無 条件によっては検討 条件によっては検討

゜゜
X 有 検討しない 現状維持

゜゜
△ 有 条件によっては検討 現状維持

゜
△ △ 無 条件によっては検討 検討中

X 

゜
X 無 検討しない 条件によっては検討

X 

゜゜
有 条件によっては検討 検討中
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示すため， B,G,Jらのような一部生産者は市場を

重視する動きも見せている。また，中国産輸入シ

イタケの影響もあって，農協の取引価格は徐々に

低下傾向をみせており， この点も市場への直接出

荷を促す要因となっている。

集出荷施設に関して生産者が最も評価している

点は省力化である。完全に自動化された集出荷施

設は地域の婦人によって作業がされており，生産

者が集出荷作業に携わる必要はない。また，年間

を通じて大量集荷が可能となっているため，施設

利用料のコスト低下にも成功している。これは出

荷経費に関し，施設利用の場合と自家で行った場

合7)とを 100gあたりの単価を比較して，自家出

荷 7円~10円に対し施設利用 8円（全羅出荷）お

よび 13円（スポット出荷）と， それほどの差は見

られないことからも明らかであろう。このよう

に，集出荷施設に関しては甘楽富岡地区の大産地

としてのメリットが活かされているといってよ

し'o
(2) 原木供給の利用状況とその課題

原木供給の利用を表 1でみてみると，農協の供

給に完全に依存しているのは 3名のみで，それ以

外は農協からの不足分を林業業者に頼るもの，あ

るいは完全に林業業者に依存するもの，自伐に

よって原木を確保するものの 3つのタイプがあ

る。これらのうちで，最も多いのは農協からの不

足分を林業業者に頼るタイプである。本来的には

農協からの全量供給を望んでいるが，それが不可

能だからである。

このような生産者が多い要因としては農協が運

営している原木取引運営委員による原木供給シス

テムが指摘できよう。農協以外での原木買付が林

業業者から直接購入であるのに対し，農協からの

買付は図 3のような手順を踏む。図中の原木取引

運営委員は組合員の中から任命される。原木取引

運営委員会の活動目的は生産者の規模の大小を問

わず公正に原木の配分を行い，原木価格の高騰を

防止することである。

この供給システムの利点は生産者の規模の大小

に関わりなく平等に原木が供給されることであ

り，良質な原木も低質な原木も同様の比率で 5人

を一組とする生産者に配分される。これは原木の

配給制度とも呼ぶべきシステムであり， このシス

テムが有する地域的な意義は大きい。特に，小規

模生産者の維持に関しては大きな役割を担ってい

る。年間植菌ほだ木数が 3,000~1,000本程度のご

く小規模な生産者にとっては，林業業者との個別

取引が成立しづらいからである。

しかし， この反面，原木の平等な分配という目

的は達成されているが，その結果として，規模拡

大を志向する中核的な生産者にも良質な原木が十

分に行き渡らなくなっている。生産者間において

原木の不足と質的低下は近年における大きな問題

であり，優良な原木が賦存する地域内山林から伐

採を望む声も多い。しかし，原木供給サイド（林業

業者）は，原木シイタケ生産以上の担い手不足に

悩まされており，現在の状況が好転することは考

えにくい。また，現在は雑木林の荒廃が進み，原

木の巨木化や笹類の繁茂といった好ましくない状

況がみられるうえ，そもそも， シイタケ原木は利

用できる口径が限定的であって，皆伐した際に同

時に切り出される巨木はシイタケ生産者には販売

できないため，林業業者としても利益を得るのが

難しい。

こうしたなかで，近年は自伐に新たな活路を見

出す生産者も増加中である。表 1では A,G, H, I 

がそれにあたる。とりわけ Hはシイタケ原木，複

合作目の木炭原木のすべてを自伐で入手し，さら

にその余剰原木を Kに供給するなど積極的な活

動を行っている。生産者の多くが遊休自家山林を

保有している現状から考えると，その有効利用を

図る意味においても原木の自伐は有効な方法とい

えるが，現在のところ，原木自伐は未だほだ木

10,000以下の小・中規模生産者による先駆的・個

人的取り組みの域を出ておらず，農協にも自伐活

動をサボートする動きはみられない。

(3) 「チャレンジ 21農業」構想との関連

甘楽富岡農協の広告塔ともなった少量多品目戦

略に関連して，表 1の生産者 12名に新たに複合

作目を導入する意志があるか，また，生産者が農
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協の少量多品目戦略をどう評価しているかをみて

みる。

70~90年代初頭の原木シイタケが非常に良好

な商品作目であった時代は，甘楽富岡地区の原木

シイタケ生産はその大多数が大規模専業型や在来

的な養蚕・コンニャクとの複合経営に担われてい

た。また，原木ヽンイタケ部門の大規模化を図るこ

とが有効な方向として認識されていた。しかし，

近年ではこの 12生産者のなかでも水稲，タマネ

ギ，下仁田ネギ，ナス，ニラ，キウイフルーツ，

タラの芽，養蚕，木炭といった様々な複合作目が

導入されている。

林業業者

（福島県）

甘楽富岡農協

原木取引運営委員会

（原木供給の安定化を図る）

＝＝二

＼｀ノ
（生産者グループ）

大規模生産者・小規模生産者を組み合わせた

5人の生産者より組織

図 3 甘楽富岡農協の原木取引運営委員による原木供給の流れ
（出所）甘楽富岡農協における聞き取り調査をもとに作成。

（注）→は原木の流れ。
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複合作目が導入されるに至った要因のひとつと

して，原木シイタケそのものが衰退傾向を示して

いることが指摘できるが，それ以上に「チャレン

ジ21農業」構想とそれに伴う直販店の整備が影

響しているものと考えられる。これまで小規模ゆ

えに販路がなかった作目が，直販店の登場によっ

て新たに注目されるようになってきているためで

ある。

現在，原木の質的低下が問題となっているなか

で， リスク回避の一環として複合作目の導入を考

えている生産者は多い。「チャレンジ 21農業」構

想の中核として直販所・インショップの整備が進

むなかで，本来の姿であった原木シイタケの単

ー・大規模経営は確実に変化しつつある。

(4) 菌床シイタケの導入とその誘導策

菌床シイタケの導人に関しては，平成 13年か

ら県が原木→菌床への転換に際して補助金制度を

発足させるなど，積極的な誘導策がとられるよう

になってきた。甘楽富岡農協も前述の「チャレン

ジ21農業構想」のなかで菌床シイタケを新たな

重点野菜に認定し， これにあわせる形で推進委員

会を発足させている。また，「営農アドバイザリー

スタッフ」という新たな制度を発足させ，通常の

営農指導員を補完する形で生産者のなかから選抜

された技術指導員を営農指導に活用している。

こうした活動の結果として菌床シイタケは地域

に根づいてきており，集出荷施設での取引数量は

原木シイタケが年々減少傾向にあるのに対して，

平成 12年の 475,914kgから平成 13年の 551,555

kgへと増加している。また，甘楽富岡農協におけ

る菌床シイタケの出荷単価は平成 13年度の平均

で936円となっており，原木シイタケの 882円と

比較するとかなり高い。また，菌床シイタケは原

木シイタケより発生量の予測が容易で個体のばら

つきも少ないため，新たな複合作目の一つとして

も有効である。

表 1で，菌床シイタケ導入型生産者は 2名であ

るが，菌床シイタケの導入を検討中と回答した生

産者は 10名に及んでいる。このように多くの生

産者は何らかのかたちで菌床シイタケに関心を寄

せている。かぶら部会においても平成 12年から

菌床生産者が加入し，以後，集出荷施設でもその

取り扱い量が着実に増加している。

また，後継者が確保されている生産者は経営継

承に当たって菌床への部分的（あるいは全面的）転

換を視野に入れているものが見られる。表中の菌

床シイタケ導入型 D, Eらはいずれも本人は原木

による生産を続け，後継者に菌床を担当させるも

のである。

今後は原木供給面での不安もあり，菌床シイタ

ケの導人はさらに進んでいくと思われるが，甘楽

富岡地区の農林業の中心となっているのは原木シ

イタケである。甘楽富岡農協もこれまで「群馬シ

イタケ＝原木シイタケ」という意識づけを内外に

行ってきている。今後，農協は同地域において原

木シイタケと菌床シイタケの二つの振興策を考え

ていくことになるが，その際には原木シイタケな

らではの訴求点をより内外に PRしていく必要が

あろう。

VII. 甘楽富岡農協による原木シイタケ振興の

到達点と地域活性化に向けた今後の課題

甘楽富岡農協による原木シイタケ振輿に関し

て，以上の議論を図 4の「甘楽富岡農協を中心と

した原木シイタケ振興の模式図」としてまとめ

た。これまでに甘楽富岡農協が実施した原木シイ

タケ振興プランをみてみると，具体的には以下の

①～⑤点を指摘できる。

①大規模集出荷施設の設置とその組織的管理

②原木取引運営委員会による公正な原木供給

体制の確立

③「チャレンジ 21農業」構想にみられる前望性

ある計画の策定

④直販事業による新たな複合作目導入の促進

⑤菌床シイタケ導人への積極的な取り組み

以上 5点の施策は生産者の類型を問わず，生産

継続に向かう意識の醸成に寄与するものとなって

いる。とりわけ重要なことは，チャレンジ 21農業

構想にみられるように，今後の地域農業の方向性

をきちんと明示し，その方向性をふまえたうえで
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生産者が求めているインフラを的確に構築してい

ることである。また，それらのインフラは生産者

に確実に利用されており，インフラ利用にあたっ

ては，生産者による組織的運営がなされているこ

とが確認できた。生産者の経営規模の大小に関わ

りなく，生産活動をサボートできる体制を確立さ

れており，高齢者や小規模生産者の生産継続を可

能としていることも注目すべき点である。甘楽富

岡地区は年植ほだ木数が 20,000本を超える大規

模生産者から， 2,000本に満たない小規模な生産

者まで様々なタイプの生産者がいるが，上記のよ

うな施策によってタイプの異なる生産者を統括

し，振興計画に参画させることに成功している。

このように農協の多くの施策が生産者の指示を

得る一方で，今後，甘楽富岡地区における原木シ

イタケ生産に関して最も問題となることは原木供

給に関することであろう。特に，原木供給に関し

ては農協の公平•平等の姿勢が逆に弱点となって

いる部分も見られる。原木取引運営委員による原

木供給システムがそうである。確かに， この方式

は規模に関わらず平等に原木を分配するという点

において大きな意味を持ち，それによって小規模

生産者の存続が可能になっている部分もあるが，

その反面として地域の生産の中核を担う大規模な

生産者が，生きがい・やりがいを目的とする小規

模な生産者と同様の比率でしか良木を手に入れら

れない，という問題も生じている。菌床栽培への

転換に向けて積極的な姿勢がみられるのも菌床栽

培そのものの魅力と言うより，むしろ原木の供給

問題から端を発しているところがある。

こうした状況を打破するためには，地域内山林

の活用もしくは原木の自伐に活路を見いださなく

てはならない。こうした活動に何らかのテコ入れ

を行うことによって小・中規模生産者の保有原木

の自伐比率を高めることが打開策として提示でき

る。また，農協の「地域づくり」戦略のなかで位

置づけられているように地域内の森林組合との連

携や，自治体と連携したうえで地域内山林からの

原木伐採を行う第三セクターを設立するといった

手段も考えられよう。

VIII. まとめ

図4では，今後着手されるべき課題として現在

はほとんど利用されていないが，今後は大いに活

用すべき経路を波線の矢印で示した。最後に，今

後の課題に関して議論する。守友や柏が指摘する

ように，そもそも地域活性化では，基幹産業とそ

の関連産業が地域内に立地することで，地域内に

経済効果をとどまらせるリーケージの少ない経済

活動が重要である。こうした点からいえば，甘楽

富岡地区の原木シイタケ生産は地域内に優良な原

木林を持っており，地域内に経済活動をとどまら

せる可能性を十分に有しながら，福島や長野と

いった県外に原木を求めており， この点は評価で

きない。さらに，地域の遊休原木林は適度に伐採

が加えられてはじめて本来の里山として様々な公

益的機能（保水・防災， レクリエーション機能など）

を発揮でき，地域内における原木供給は地域全体

の活性化にもつながる。

また，原木シイタケは「生」以外でも，「乾」を

はじめとして様々な加工形態が考えられるが， こ

うした加工に関して甘楽富岡農協は関連施設を

持っておらず，「生」の出荷を基本としている。

「乾」に関しては前橋市に乾シイタケの単一農協

である椎茸農協があるが，甘楽富岡地区からはご

く少量しか出荷していない。しかし，生シイタケ

は価格面でも生産効率の面でも菌床栽培が原木栽

培を凌駕しているため，今後，原木シイタケは原

木を使うことの非効率生を逆手にとって，原木な

らではの訴求点を明確に発信していかなくてはな

らない。この際乾を基本とする加工は菌床シイ

タケとの差別化に関する絶好の機会であり，今後

は， こうした加工に関するインフラ整備も視野に

入れておく必要がある。また，地域内にいわゆる

1.5次産業（農林産加工業）が立地することで，原

木シイタケを核とした地域活性化の可能性もさら

に拡がる。

今後も中山間地域において特産物振興による地

域活性化は検討・実施されるのであり， こうした

際に地域担い手として農協に寄せられる期待は大
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きいものがある。本論における甘楽富岡農協の事

例は，今後の中山間地域活性化に関して農協が地
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An Empirical Study on "Regional Administrators" for Rural Development 

by Special Products in Mountainous Regions: A Case of Kanra-Tomioka 

Agricultural Co-operative and Shiitake Products (Wood Culture). 

Keizo KITAMOTO (Graduate School, Tokyo University of Agriculture) 

Kikuo KITADA (Tokyo University of Agriculture) 

Recently, in mountainous region, rural development plans have paid attention to specialty products. 

Regional administrators who lead many farmers are very important for rural development. 

In this paper, the facts and roles of regional administrator are examined concerning rural development 

in a mountainous area. 

Shiitake production is refered to as a case of a special product, Kanra-Tomioka Agriculture Coopera-

tive as a regional administrator, and Kanra-Tomioka area as a mountainous area. Shiitake farmers have 

contributed to the rural development of Kanra-Tomioka area, and Kanra-Tomioka Agriculture Coopera-

tive has played a very important role in leading farmers in the area. Kanra-Tomioka Agriculture 

Cooperative is successful in the shiitake business, and this case is a superior model for the rural 

development. 
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