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<技術普及事例>

営農と生活のゆとり創出に応える普及活動

山田徳洋1) 水間敦文1)浅田洋平1)氏家俊典1)門侍千香子1) 竹腰曜通1)

安田美香2) 熊谷健一3) 馬場真一4) 重盛 隆5) 吉川恵哉6)

要
t:::. 
閏

網走市では，営農集団体制により経営発展を遂げてきたが，集団運営が優先された家族経営となり，

経済的・時間的・身体的・精神的なゆとりが強く求められていた。網走農業改良普及センターは音根

内第21地区を重点対象に設定し，平成22年から 5か年計画で集団組合員，関係機関とともに栽培技術

の改善と営農ルールの構築によるゆとり創出を支援した。その結果，農業所得は増加し経営の安定性

が向上した。また，家族経営協定を推進し，家族内の意向を反映した営農集団ルールを提案するとと

もに，作付け構成の見直しおよび研修機会の増加により時間的・ 身体的・精神的なゆとりにつながっ

た。

1.はじめに

網走市の農業は，農家戸数376戸，耕地面積

12，200haのうち麦類，でん粉原料用馬鈴しょ，て

ん菜が75%を占め，平均経営面積は37.5haと道内

でも有数の畑作地帯である。市内には37の営農集

団利用組合があり，約半世紀にわたって機械・施

設の共同利用，共同作業によりコス ト低減と効率

化に取り組み，経営を発展させてきた。しかし，

世代交代や近年の農業情勢に伴う経済的不安，集

団構成員の減少・高齢化や規模拡大による労働不

安，集団運営が優先された家族経営で，構成員同

士の気兼ねや遠慮，暗黙の了解の恒常化による生

活および営農の自己実現に対する精神的不安が潜

1)網走農業改良普及センター網走支所
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Y ouhei AsADA， Toshinori UJIIE. 

Chikako MoNDEN. Terumichi T AKEKOSHI 
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在化しており，営農と生活のゆとり創出が強く求

められていた。

これらの課題に対し，平成22年 4月，営農集団

発祥の地で先進的な音根内第21地区(7戸19名，

31.1ha/戸)を重点対象に設定し，対象が求める

「経済的・時間的・身体的・精神的」の 4つのゆ

とりを具体化し，その実現に向けた活動を関係機

関との連携のもと開始した(図 1)。
r---ーー園田園

宮普及センター

図 1 関係機関との連携・協同作業

2.事前の意識調査と基本方針の設定

平成21年 7月，集団の全構成員を対象に，関係

機関も加わりワークショップ (KJ法)による意

識調査を実施した。テーマを「楽しく，豊かで理

想的なカントリーライフをおくるためにJとし，

主体的な意向誘導に努め，全体のニーズを把握し

fこ。
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対象が求めるゆとりを実現するには，家族内の

意向を集団運営に反映させる必要がある。家族内

個々のニーズは，面接調査(家庭訪問)で把握し

た。面接調査は，各世代が積極的に話してもらえ

る場として位置づけ，各世代が望む生活と営農の

両面について意向を聞き取ることを重視した。ゆ

とりの価値観は年代，性別，家族内で異なること

から，面接の調査方法を「親世代J，1""後継者世代J，

「家族全員」と工夫し，女性や後継者の本音を引

き出した。その結果を集約しフィードパックしな

がら，集団構成員全員と課題の共有を図り，信頼

関係の早期構築に努めた。その結果，次の 3項目

について合意形成を図り， 5か年の計画活動を開

始した。

1)求めるゆとりを経済的・時間的・身体的・

精神的の 4つに分類し， 2)経済的なゆとりは畑

作物，野菜(ながいも，だいこん〉の栽培技術の

改善を図り，営農の満足度を高める， 3)時間的・

身体的・精神的なゆとりは，家族内の意向を営農

集団ルールに反映させ，楽しく 豊か，健康でゆと

りを感じられるよう生活の満足度を高める。

3.普及活動の基本ルール

重点活動の推進にあたり，所内では次の12項目

を基本とし， 6名の所員全員が常に共通認識を持

ち活動を展開した。

1)市内でも収量水準が高く，先進的な営農集

団をさらに高度化させ，地域農業を牽引する意識

をもっ。

2)推進計画，具体的推進事項，目標事項を十

分に対象と合意し，農業者主体型の重点活動を展

開する。

3)重点活動は所員全員のチーム活動とし，専

門を超えてお互いの活動を共有し，協力する。

4)地域情報の報告・連絡・相談を密に行う。

徹底的に議論を行い，また，所内研修により資質

向上および、指導水準の高度化を図る。

5) 21地区の将来方向を意識するとともに，費

用対効果を意識した提案型普及活動を行う。

6)活動の継続性を意識し，情報の共有化を徹

底する。電子データだけでなく，印刷物を共有ファ

イルに保存し全員で活用する。

7)北海道指導農業土でもある重点地区のリー

ダーや関係機関と情報交換および調整を図る。ま

た， リーダーを中心に他地区への口コ ミによる情

報発信を促す。

8)技術指導に偏る ことなし女性の経営参画

および生活の視点を意識する。

9)現地実証ほは重点地区に集約し，実践した

成果を波及につなげる。

10)結果は早くわかりやすい資料で返して地区

内で共有してもらい，迅速な経営判断に役立てる。

11)現地巡回では，複数名での巡回により情報

交換量を増やすなど，活動の創意工夫に努める。

12)年間の活動工程表を定期的に確認し，進捗

状況および具体的な展開方策を共有する。

4.活動の経過

活動開始後も定例会の他，全戸への面接調査で

合意形成を繰り返し，対象がめざす目標を次のと

おり決定した。

①経済:農業所得1，500万円/戸 (200万円の増)，

②時間:年間労働時間2，200時間/人の維持，

③身体・精神:満足度レベルの向上(5段階で

3→4.5， + 1.5) 

1)農業者主体型の活動への誘導

活動開始当初，コーホート分析により 15年後ま

での年齢構成および労働力の構造的変化を定例会

で提示した(図 2)。労働力不足や高齢化により，

現状の作業体系の維持や所得向上は難しく，将来

久

田園田60代

&!1zl:国50代

・・・40代

10 Icコ 30代

5 I岡田圃 20代

o 1-0-労働者数

H22 H26 H31 H36 

図2 年齢構成と労働力の試算結果
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想定される姿の危機意識が共有され，家族内およ

び営農集団ルールづくりの重要性が認識された。

2)経済的なゆとり(所得の確保)

重点対象にとって所得達成の行動目標になるよ

う，作物毎に技術実践により想定されるコスト低

減額および生産性向上額を試算し，所得200万円

増/戸の方策を提示した(図 3)。

主要畑作物では肥料コストが高いでん粉原料用

馬鈴しょ，てん菜を優先して支援し，土壌分析値

に基づく施肥改善(無カリ栽培)によるコスト削

減をめざした。所得率の高いながいもでは，種子

の軽量化 (20g減)および施肥改善(表層施肥・

減肥)によるコスト削減，催芽技術改善による生

産性向上を支援した。それぞれ実証展示を活用し

ながら濃密な栽培技術指導を行い，収量の安定お

よび品質の向上をめざした。

コスト低減額| -2，ω札制円|

図3 所得200万円憎の方策

3)精神的・身体的なゆとり(農家生活の満足度向

上)

継続的な面接調査により， i個々の生活と営農

目標を達成させる手段が営農集団である」という

意識づけを行うとともに，家族経営協定の締結と

見直しを推進した。推進にあたっては，家族 1人

l人にアンケートを行い，家族内のルールの現状
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と今後の意向を調査した。調査結果を個人・家族

全体・ 7戸全体の意向として整理し，家族経営協

定書の素案を策定した。

また，生、活Navi.を活用し，ライフサイクルに

基づく 30年後までの経費を戸別に試算設計し，協

定書の素案とともに面接調査で提示した(図的。

これらから，営農集団ルールに反映させる項目

の意向把握を行うとともに，各家族へ生活・営農

目標の設定を誘導した。

千円
ロ経常経費 ・教育費

生
活
費

ハU

例

目
量
の

出品…
m
活生

凋
U
守図

4)時間的なゆとり(自己研績できる時聞をつくる)

各世代の意向を踏まえ，青空教室や視察研修，

経営管理，農産物加工等の研修会を企画し，栽培

技術および経営管理能力の向上をめざした。

また，平成23年には作目および作付け構成を見

直すにあたり，北海道営農Navi.を活用し試算計

画による経営設計を行い，効率的な働き方を検証

した。検証結果では， 20年以上の作付け実績のあ

るだいこんを中止し，新規作物としてセンキュウ

(薬用作物)を導入することで，農業所得は8.4%

増加し，労働時間も減少する結果となった。対象

農家からは具体的イメージができて安心・納得し

たとの感想が聞かれた。

平成24年は試算計画と実際値の労働検証を行う

とともに，精神的・身体的なゆとりについて，定

量的な評価を試みた。

評価はパネル分析を行い，営農集団作業および

個人作業(女性リーダー:集団長の妻)の労働デー

タを時系列で蓄積し，理論的想定と実際値の整合

性を解析し，検証した。
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5.普及活動の成果

1)経済的なゆとり

でん粉原料用馬鈴しょでは， 2年間の施肥改善

実証により，収量品質の向上による所得増加を実

証した。その結果，平成25年より基肥銘柄を全面

転換することになり，肥料費は3，864円/10a

(36%)削減， 21地区全体では241万円を削減した。

ながいもでは高収量を維持しながら，種子軽量

化と施肥改善が実践され，種苗費と肥料費合計で

36，400円/10a削減， 21地区全体で305万円を削減

しfこ。

技術改善の成果を組勘データに基づき経営評価

したところ， 23年度の農業所得は1，429万円/ 7

戸平均となり，活動前 (21年度)に比べ29%増加

し，経営の安定性も向上した(表 1)。今後もて

ん菜や麦類で低コスト・高品質安定生産に向けた

意欲が高まっている。

表 1 経営評価

評価対象 戸別 (7P平均)

年度 H21 H22 H23 

自己資本比率(%) 86.1 87.6 88.3 

固定比率(%) 81.4 77.8 77.0 

売上品負債比率(%) 58.5 56.0 48.9 

所得額 (H21を100) 100 132 129 

所得率(%) 28.9 39.0 35.8 

2)精神的・身体的なゆとり

l戸が新規に家族経営協定を締結し，締結済み

の4戸全てが見直しを行い再締結できた(写真 1)。

協定締結に至らなかった家族も，家族経営協定の

必要性や内容・項目が確認され，協定締結推進の

下地をつくることができた。

家族経営協定を推進した結果，各家族が所得目

標や具体的方策を話し合い，家族内で共有するよ

うになった。さらに重点地区 7戸全体の意向を示

すことで，家族内で意向が多く，かっ集団運営に

密接に関連する項目を中心に，営農集団のルール

の提案事項を 6つ(経営方針，具体的目標，責任

分担，休日，就業時間，研修)に整理できた(表

2)。

写真 1 家族経営協定書の作成の様子

表2 営農集団ルールの提案事項

項目 提案事項

経営方針
集団組織の一層の充実による所得自様1.500万円/

戸を目指す。

具体的目標
①適期作業の実施

②薬用作物の技術改善

責任分担
作業分担から作物分担へ(は種・育箇から収穫ま

で，一連の作業を担当する)

休
定休日・ローテーション休日(ある程度連続して

日働いたら休む)の設定

就業 時間
i時間の厳守(早すぎず，遅すぎず ・・・ゆとりを

持って!) 

申f {摩 栽培技術・経営研修の実施

3)時間的なゆとり

平成23，24年の研修回数は各 8回で，活動開始

前の O回から飛躍的に増加した。研修を充実させ

た結果，女性からはコミュニケーションの機会増

加や生活の満足度につながる意見が聞かれたほか，

営農面でも適期作業の実践や営農集団の柱である

若手男性が積極的に発言するようになるなど，責

任分担および役割発揮の動きが認められた。

試算計画を参考として，重点地区では現状の労

働過重や収益性を考慮し，だいこんの作付けを中

止し，センキュウの本格栽培を決定した(表 3)。

作付け構成の変化により時間的・精神的ゆとり

を検証したところ，ほぼ毎日のだいこん作業(は

種，収穫)が無くなり， 6 ~10月の労働時間は大

きく減り，時間的なゆとりが生まれた(図 5)。

これは試算計画とほぼ閉じ傾向であった。また，

営農集団への出役回数が減り， 1日当たりの作業
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4)他地区への波及

でん粉原料用馬鈴しょの施肥改善は平成24年，

近隣地区の一部で試験的に実践された。今後の地

域波及が期待される。

ながいもの表層施肥は，活動 3年目で市内全作

付面積の 4%から77%に拡大した(図 6)。近隣

地区では施肥機を改良し，これまで困難だ った寄

せ畦の表層施肥ベッド内施用を全戸が実践した

(写真 2)。重点地区とともに，既存の施肥機を改

良することでコスト削減および理想とする施肥体

系を実現し，市内の技術レベルは着実に高まって

に認められている。創出された時間は， 営農集団・

個人とも研修などの時聞が大幅に増えるとともに，

これまでに無い取り組みも見られ，自己実現のた

めの時間創出や適期作業につながっている(表 5，

6 )。

53 

15戸

10 

図6 ながいも表層施肥の実践戸数・面積の推移

注) ( )内は、市内の全面積に対する実践書IJ合

写真2 改良機による表層施肥の作業(近隣地区)

注)トレンチャー耕の後に施肥、通路は無施肥

20 

。

25 

5 

H24 

時・一実践戸数

H23 H22 

E二コ 実践面積

山田ら.営農と生活のゆとり創出に応える普及活動

。

25 

20 

ha 15 

10 

5 

いる。

数も減少したことから，煩わしさが軽減されてお

り(表 4)，その結果，精神的なゆとり感が一様

No 事 例

特に 6-9月は組合の出役数が大きく減って，ほ場を観
l 察する時間が増えた。余裕をもって自分の経営について

考えられるようになった。

2 
家周り(庭 ・野菜・果樹)の管理を.余裕をもって隅々
までできた。

3 
6月，オホーツク管内農業機械セミナーに初参加した。
(男性6名)

4 
6月，営農集団のD型倉庫のペンキ塗りをした。業者に
頼らず，安価にできた。

5 
7月，札幌ドームで日ハム戦を観戦，翌日帯広へ行き，
センキュウの先進事例について研修を行った。(男性B名)

6 7月，若手男性で釣りに行った。(初企画)

営農集団への出役回数と 1日の作業数の変化

時間的・精神的ゆとり創出の事例 (H24)

21地区の作付構成の変化 (H24-H22)
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6.今後の対応

1)家族の意向を反映させた営農集団ルールの構

築へ

試算計画および労働検証を共有することで，よ

り明確な経営目標や効率的な働き方，時間の使途

を考えるきっかけとなった。営農集団内の役割の

明確化や能力発揮の機会増加に発展すると期待さ

れ，今後，責任分担や休日の設定についても提案

を行い，営農と生活の満足度を高める営農集団ルー

ルの構築をめざす。

2)後継者の育成

後継者世代は就農すると同時に役割を与えられ，

慣例の中で作業をこなすことに精一杯の状況であっ

た。現在，営農集団では世代交代の時期を迎え，
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これからの最大のポイントは後継者世代の「経営

者意識の醸成」であり，自ら考えて行動できる・

経営判断ができる人材を育成していく必要がある。

3)他地区への波及

活動の成果については他の農業者からも期待が

寄せられている。営農集団の運営方法はそれぞれ

異なるが，家族の意向を積み上げたゆとり創出

の手法について，今後とも関係機関と協力し波及

させたい。
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