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【シンポジウム】

農業普及組織と現場活動の乖離の中で体験したこと
ートルコとベトナムからの報告一

里見洋司＊1

要旨

現在世界の普及組織は，縮小合理化され，地域に根付いた活動に取り組み難くなっている。一方，多くの地域

住民や組織が地域活性化のために活動している。これらと協働すれば，新たな普及活動が展開出来る。

トルコの普及事業は，国から農協に移管され，活動地チャモルックからは撤退していた。私は，農業振興を担当

する国の機関で活動した。そこで，農村を巡り，農家と話し，作物の状況を熟知することが重要だと説明した。人

間関係が親密なトルコでは，人脈や噂話が大きな力を発揮する。それらを活かして，インゲン豆のブランド化と産

地育成を進めた。行政管理者がとりまとめ役，住民が主体者となり，普及活動が展開された結果，地理的認証が国

際機関から認定され，インゲン豆の産地拡大が進んでいる。

ベトナムでは，農業者が栽培経験を持たない枝豆栽培に取り組んできた。ここでも農業に従事する若者は少な

く，労働力確保は難しい。当初，収穫が皆無という経験もした。普及貝は試験場に常駐し現場に来ない。しかし，

農業法人が確実に育ち，村長や人民委員会が人材を結ぶ役割を果たしている。彼らとの協働の結果，枝豆栽培は，

年間 145haに達した。

Web利用の普及は，農業者と普及職員の情報量の差を消滅させた。しかし， Web情報は，正しいもの，良心に

基づくものばかりでない。情報判断にあたり， SNSなどを利用し，気軽に相談が出来て，共に試行に取り組んで

くれる普及職員は，重要な存在である。

【キーワード】普及組織新しい普及活動地域住民や組織との協働，行政管理者，地理的認証制度，人民委員会，

情報判断， Web情報 SNS

Experiences related to discrepancies between agricultural extension 

organizations system and field activities for famers 

-Report from Turkey and Vietnam-

Hiroshi SATOM1*1 

Abstract 

Nowadays, agricultural extension organizations around the world are shrinking and rationalizing. As a result, 

it is difficult to work on activities that are rooted in a region. On the other hand, people from many regions and 

organizations are working to revitalize for the region. It is possible to conduct new agricultural extension activi-

ties with these people. 

Turkey's agricultural extension activities were transferred from the government to agricultural cooperatives. I 

worked at the local government agency responsible for promoting agriculture. However, the agricultural cooper-

ative in Camoluk City, where I worked, had stopped the extension activities. I went around the village with 

staffs. I talked to farmers and explained to staffs that it was important to be familiar with farmers and crops 

growing situation. In Turkey, human relationships are intimate, connections and rumors show great power. Uti-

lizing them, we promoted the branding of kidney beans and the cultivation of production areas. City administra-

* 2019年度春季大会シンポジウム『世界における農業普及の潮流と課題』

*l 株式会社ノースイ（元JICAシニア海外ボランティアー）， NosuiCo. Ltd. (Former JICA Senior Overseas Volunteer) 
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tive manager promoted activities to administrative stuffs and residents as the main actors. As a result, geo-

graphical certification has been approved by international organizations, and production area of kidney beans is 

expanding 

In Vietnam, I advised farmers who had no experience of growing green soybeans. There were few young peo-

ple engaged in agriculture, and it was difficult to secure a labor force. At first, I experienced no yield harvested 

it. Agricultural extension officers are stationed at the National Agricultural Experiment Station. However, they 

never come to our fields for guidance. On the other hand, many agricultural production campanies have grown 

up, and village heads and people committees play a role in connecting human resources involved in rural devel-

opment. As a result of collaboration with them, the green soybeans cultivation area has reached 145 ha per year 

The spread of Internet has eliminated difference in the amount of information between farmers and extension 

staff. But some website information is not just correct and not based on conscience. Agricultural extension staff 

can use the social networking service (SNS) etc. and consult freely at any time with useful information for deci-

sion. As a result, farmers can make correct decisions on information. And they can try new trial with peace of 

mind. 

【Keywords】Agriculturalextension organization, New agricultural extension activities, Cooperative with regions 

and organizations, City administrative manager, Geographical certification, People committees, In-

formation for decision, Website information, SNS (social networking service) 

I.なぜ，私が報告をするのか

埼玉県での農業改良普及員， 30年前のタイ東北部

と2年前のトルコ黒海東部地域にて ］ICAボランティ

アーとしての普及活動。そして現在，ベ トナム北部に

て日本の民間企業からベトナムの企業に派遣された職

員として野菜の産地育成に取り組んでいる。

日本と海外において，公的普及事業の大きな変化を

実感してきた。現在，多くの国において公的普及事業

を担う職員が農家視点に立った活動に取り組むことは

容易でない。

たとえ農村が拡大しても農業の比重は世界中で縮小

している。農村人口が増えても，農業の担い手は減少

している。公的普及組織は，縮小合理化され，職員は

組織を守るために，誰にでも分かる成果が求められ

る。現場からのニーズは短期的には補助金，長期的に

は担い手の育成と安定した収入の確保であり， PR効

果が大きいイベント開催や短期的な収入増加では無

い。こうした乖離に真面目な職員は，大きなス トレス

を感じている。

一方，地域開発や地域活性化のために活動する人達

は，従来よりも多様になっている。これらの地域住

民 NPOや民間企業を巻き込んだ普及活動を展開で

きれば，住民視点に立った変化を短期間に生み出すこ

とが出来る。これらを感じることが出来たので紹介し

たい。

写真 1 イチコハウス酒入農家と共に

II.トルコにおける体験 ー限られた対象と

時間 主体者を拡大した農業普及活動一

トルコは世界有数の農業大国である。特に野菜，果

実ナッツ類はEU諸国アラプ諸国やロシアヘ輸出

され，市場を支えている。OECD（経済開発協力機構）

には，発足当初から加盟している。 しかし，広大なト

ルコには条件不利地域が多くあり，その 1つである黒

海東部地域のギレスン食糧農業畜産局に他の 3人の隊

員と共に派遣された。

活動場所は，県内 1の僻地であるチャモルック郡。



12 開発 学 研究 (Journalof Agricultural Development Studies) Vol.30 No.3, 2020 

面積は約 700km2と広大だが人口は 3000人足らず。

これ以上減少すると周囲の郡に吸収される。標高差

2200mの峠を越え，冬期は，バスで片道 5時間をか

けて 37回出張し，合計 130日間訪問した。公用車

はノーマルタイヤのため，秋の降雪から春の融雪まで

峠を越えることが出来ない。滞在中はイスラム学校の

学生寮に宿泊し，ラマザン （断食）を行った。2016

年 7月15日のクーデター未遂事件発生後は，装甲車

を散見しながら活動した。実際多くの制約があった。

現金収入を得るためのハウスイチゴ栽培の導入，イ

ンゲン豆の地域ブランド化と増産が中心課題となった

が，地域の農家の関心は低かった。農家は経験則から

まず最初にリスクを訴える。 リスクを冒す新たな活動

は好まない。今のままでも妻や家族は満足していると

答える。 トルコの僻地は都会で働く家族の仕送りに支

えられており，予想以上に豊かだった。

普及事業は 2008年に公的機関から農協に移管され

た。農協は産地を中心に運営されており，チャモルッ

クからは撤退していた。出先の職員と現場を巡回する

がこちらの公用車はレンタルのため，予算が尽きると

返却される。タクシーにより移動することも多かった。

産地づくりには，公的データやネッ ト検察で無く，

定期的に農村を巡り，農家と話し，作物の生育や生産

写真 2 チャモルック市内からの眺望

写真 3 農業青年にいちごの栽培指泣

状況を自らに叩き込むことが重要だと，若い出先の職

員に同行して説明した。繰り返し訪問し，出会うこと

によって，チャモルックの人々の噂話に上るように

なった。学生寮の職員，バスやタクシーの運転手，パ

ン屋や雑貨店の店員，訪れてきた村々の住民。

小さな町に初めて滞在する日本人への関心は高かっ

た。そして，郡長や行政管理者と面談する機会を得

た。私達の活動内容は熟知していた。そこでインゲン

豆のブランド化， 産地拡大の必要性を訴えた。インゲ

ン豆祭りの開催と地理的認証制度への申請が決定した。

活動が組織的に動き出しつつあることに気づいた。

この地域の人々は，強い人脈でつながっていた。イチ

ゴ栽培農家の弟は村長かつモスクの管理責任者。 トル

コのモスクの司祭は国家公務員なので，現地の行政職

員・寮の教職員 ・菩察官や軍隊と同僚。全員，行政管

理者の部下である。別のイチゴ農家の妹は地域雄一の

ガソリンスタンド経営者の妻，地域有数の実業家であ

る夫はインゲン豆の大規模経営を指向している。彼の

親戚や友人はタクシー運転手。こうした人脈に支えら

れて活動終盤は地域の動きが見え始めた。高校の講

堂にて開催された最終活動報告会には，合計 100名が

集まり，各村長を含む参加者は様々な議論を交わして

いた。そして帰国後，イタリアの国際機関からチャモ

写真 4 チャモルックにて最終活動報告会

写真 5 帰国後に進むインゲン豆の産地拡大
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ルックインゲン豆の地理的認証が認定された。灌水施

設の補助事業が導入され，産地も大きく拡大している。

行政管理者がとりまとめ役，住民全体が主体者と

なった新たな普及活動が展開されていた。

皿．ベトナムにおける試行錯誤の日々

中国からの産地移転，いわゆるチャイナフ リー戦略

の一つとして，冷凍食品メ ーカーは東南アジア諸国に

て産地育成を進めている。寒暖の差が比較的大きく，

中国と同様に多様な野菜栽培が可能とされるハノイ平

野。その中央部に生産工場を建設した現地企業があ

る。私はこの会社と生産契約を交わした日本の会社に

採用され，2017年から現地に派遣されている。

ベトナムにも大豆はある。 しかし，小粒品種であり

枝豆には向かない。ベトナム人のビールのつまみは茄

で落花生。枝豆の存在は知らない。枝豆を知っている

農家はほとんどいない。

私は， 日本の枝豆栽培は知っているが，ベトナムの

野菜栽培は知らない。 しかし，気象データを見る限

り，3月から 12月まで最高気温が 25℃を超える。雨

量も日照量もある。台湾南部と緯度は同じなので，産

地条件は良いだろうと考えていた。

産地にて農家が播種した枝豆の生育を見て愕然とし

た。たっぷりと水分を含んだ畝にて発芽している。通

路は完全に湛水状態。これでは枯れてしまうと排水を

指導するが，誰も従わなかった。そして 1週間後，見

事に発芽が揃い，本葉が出始めた。周囲の野菜畑の状

況も同じ。ここでは，根菜以外の野菜は，水耕栽培が

基本だった。初年度気象データを信用して 11月～

12月に 20haの播種を実施した。12月に入ると曇天

が続き， 日照時間がほぽ皆無にな った。下旬には最低

気温が9℃となった。結局，枝豆の収穫は皆無だった。

日本の常識が通じない。気象データも当てにならな

い。 しかし農家は見事に水稲を栽培している。年間 2

作の水稲は 12月～1月に全く無くなる。野菜の多く

は7月から 8月には栽培しない。これらが寒さと暑さ

写真 6 ベトナムにおける枝豆栽培 （常時，畝間は湛水）

で栽培が困難な時期だと判断した。年間 2作の枝豆栽

培時期が決まった。台湾中部と類似している。試しに

日本のように通路を排水し，表土を乾かしてみた。発

芽揃いが低下した。日本の常識は捨て， この地の野菜

栽培を学ぶことにした。

冷凍加工用の枝豆原料価格は安価。日本で販売され

ている冷凍枝豆価格の 1/10以下である。ベトナムは

農業大国だが，農協組織は発展しておらず，流通の実

権はバイヤーが握っている。農家にとり最も重要な

ことは販売価格で無く，売り先の確保。現在の収量水

準では，枝豆収入は水稲に及ばないが，売り先が保証

されるので契約栽培に取り組む農家が増えている。 し

かし，収量が低いと直ちに止めてしまうことも多く，

産地確保は重要課題である。

産地確保に重要な役割を果たしているのが，人民委

員会。ベ トナムは社会主義国のため， 日本と公務の仕

組みが異なる。国民の代表者が段階的に積み上がり組

織されているのが人民委員会。集落や地区の人民委

員会はボランティアーが運営する日本の公民館に似た

もの。町レベル以上は職員が公務として運営してい

る。農業関係では，農地，農道や用水の整備，遊休農

地の利活用，農業法人や集落営農組織の育成， GAP

の普及などに積極的に各村長 （日本の農事組合長に類

似）と人民委員会の職員が取り組んでいる。日本の普

及組織が行っている業務とかなり重なる。

ハノイ平野のハノイからハイフォン間の 100kmは

工業地域化が急速に進んでいる。どの地域にも工場が

写真 7 人民委員会の会議の様子
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あるため，農業に従事する若者はおらず，工業団地に

挟まれた広大な農地が遊休地化している。こうした農

地を管理する農業法人や集落営農組織に対して，政府

は基盤整備や産地育成 （出荷先が決定している作物）

への補助金を支出している。また出荷先や契約先，農

地と生産者を結びつける業務を行っている。ベトナム

の普及員は試験場を拠点として活動していると聞いて

いたが，彼らには未だに会ったことが無い。現場では

村長や人民委員会の職員が地域の人材を結びつける普

及員の役割を果たしている。彼らの支援と農家との試

行錯誤の結果今年の枝豆栽培は，年間 145haに達

した。

IV. 変わらない普及員の機能ー情報過多の時

代こそ，助言者や見守る人が求められる一

どこの国でも農家の基本的な指向性は変わらない。

えI

＼ 

-̀l 

現場環境や作物の生育を農家は経験から学び，

導職員は調査と聞き取りから学ぶ。

農家は自己の情報は深いが，他者の情報は浅い。普

及職員は，多くの農家の情報を持つ。情報量の飛躍的

な増加，特に Web情報は， この常識を破壊した。 し

かし， Web情報は，事実と虚偽理性と悪意主観

と客観が入り乱れる。判断力が弱い人には助言者が必

要。

普及指

女農村開発 （農村の活性化）は各自・各組織の活動

継続により実現する。

女主体は，公でも民でも複合でも良い。キーパースン

の思いと参加者の協働が重要。

古農業者はリスク負担を婦う 。しかし成長や改善が農

村開発の活力源。 生産•生活基盤の改善，収入 •利

益の増加だけで無く，受益者の範囲拡大と数の増

加労力軽減 （機械化）， 新たな情報発信，人材交

流や育成，健康増進にも視点を向けることが重要。

助言者の機能と役割は広がっている。インターネッ

トは，開発途上国においても誰もが利用できる安価で

便利な情報源となった。情報ツールと利用方法を説明

すれば，農業に関わる病害虫対策や資材や販路に関す

写真 8 コンバインによる枝豆収穫 写真 9 スマホによる産地マップづくり

枝豆収穫面積の変化

2018-前期

2018-後期

2019-前期

2019-後期

26 

21.6 

59 

86 

゜
9999-40 

9999-20 
60 80 100 (ha) 

図 1 枝豆収穫面積の拡大
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写真 10 スマホは現場の重要ツール

る情報は，何時でも世界のどこにおいても，入手でき

る時代になった。

しかし，インターネット上の情報の大部分は，一人

でも多くの人たちの関心を引くことを目的としてお

り，個々の利用者が求めるものとは必ずしも一致し

ない。利用する農業者や仲間が誤解し，誤った対応を

行い，損害を被る可能性も少なくない。農業者自身が

Web情報の利用上の注意点を理解することが基本だ

が新たな取り組みをしようと判断する時に相談が出

来て，試行時に寄り添ってくれる普及職員の存在は，

今後も従来と同様に重要である。

農業経営者数は，先進国だけでなく ，開発途上国に

おいても大きく減少しており，個々が直接会って，情

報交換する場面が減少している。こうした状況下に

写真 11 繰り返し訪問したガ リップ氏

て， SNSを活用する農業者が世界中で急激に増加し

ている。農業者どうし，農業者と普及職員を含む農業

関係者がSNSを通じて，いつでもどこでも情報交換

することが可能になった。さらにスマートフォンの翻

訳アプリの進化により，具体的な内容について特定の

情報交換に限定すれば，使用言語が異なっていても交

流することが不可能でなくなっている。間もなく，国

や使用言語を超えた普及職員から農業者への助言が当

たり前になることだろう 。

〈引用文献〉

里見洋司 (2017)：農業普及員ひろしのトルコ日記， まつやま習

房

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

