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<普及活動事例>

協議会組織の育成による地域営農システムの確立

阿部 秀 幸 * 五 十 嵐 美 由 紀*白石智行本赤池利恵*辻 恭子*

費藤義崇ネ審問康裕*及川 弘*菅原敏治**

要 ヒ::.
a 

岩見沢市北村中小屋地域は農家戸数34戸で，水田と転{乍畑作物中心の複合経営を展開している。

普及センターは，地域リーダーや関係機関に対し，将来の農業について話し合う場である「地域協

議会J設立を平成17年に働きかけ，地峡の核となる農業生隊法人の設立を支援した。

この地域には，平成18年暮れに10棟の大型魁冬ハウスが建ち並.び，いちごの高設栽培が行われてい

るO この施設は平成18年8月に設立された農業生産法人「株式会社センターハウス」の所有で，今ま

で水稲が基幹であった地域の景観が大きく変わった。

本稿では空知農業改良普及センタ一本日1T誠整係が，平成17年からZ重点普及課題「協議会組織の育成

による地域営農システムの確立」として，取り組んできた経過について報告する。

1.はじめに

岩見沢市は平成18年 3月， 1日栗沢町， 1日北村と

合併し，人口 9万人を越える新「岩見沢市jが誕

した。農家戸数1，743戸，農業産出額189億円で，

水穏を基幹にたまねぎ，大豆，小麦，はくさい，

花き等による複合化が進んでおり，水稲作付面積

は8，250ha，収穫量は42，600tで全道第一位。ま

た，たまねぎは全道第四位，はくさいはIEI北村地

域を中心に栽培され全道ーの生産をあげている O

2.普及活動の背景

急激な米価の下落により，水田農家の経営は厳

しさを増している。また，後継者不足により農家

戸数は減少し，近年はその度合いを増している。

個別経営での規模拡大や，複合化による経営体質

強化のみで，この苦境を突破するには眼界がある。

そのため， これからは地域ぐるみで効率的，計繭

的な土地利用や，機械・施設の共関手IJ用を進め，
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地域全体の生産の効率化と，所得の向上を図る必

要があった。

この普及課題の対象である中小屋地域は，水田

と転作地作物を中心lこ複合経営を展開している。

農家戸数の減少に伴い 1 たりの額積は13.3

haに増加し転作率は36%に至っている。さらに

転作作物のうち，小麦の作付け割合が81%と高く，

連作による病害の発生で収量・品質が低下してい

た。そこで，当時の空知中央地産農業改良普及セ

ンターでは，平成13~16年まで嬬作の広域連携の

重点諜題として，秋まき小麦及び大豆の安定多収

生産に向けた技術支援を行い，転作ほ場の生産性

向上を推進してきた。

その活動を通じて，普及センターは地域リーダー

や関係機関に対し，地域の問題や将来について話

し合う場である「地域協議会J設立への誘導を行っ

た。そして，平成17年から当地域を担当する調整

係が，重点普及課題「協議会組織の育成による地

域営農システムの確立」として支援することになっ

fこ。

3.活動の経過及び成果

1)地域課題の掘り起こしと共有化

平成17年，地域の農業委員，農協理事，受託組

織のリーダー 5名からなる発起人と，普及センター
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や関係機関で，地域の将来や当面の課題である以

下の項目について，意見交換を行った。

(1) 各作物の生産性(単収・品質〕の向上

(2) 低コスト技術の確立

(3) 機械・施設の有効な活用

(4) 省力化による余剰労働力の創出

(5) 女性の活動の場の創出

(6) 高齢者など麗用の場の確保

(7) 離農用地の運用

これらの課題を解決するため， I地域協議会J

の必要性と，さらに地域存続のための核となる

業生産法人の必要性について話し合われた。

発起人と地域のライスセンター， ラジヘリ防捺

組織，機械利用組合の代表者を中心に， I地区協

議会設立準備委員会」を設立し， 10回以上の検討

会を開催。地域の意向を把握するためのアンケー

ト調査を行い，意見集約を行った。

また，地墜協議会設立準備委員会は，設立の主

旨を地域内に伝えるため，全体説明会を行い意識

啓発を行った。

2)学習会組識の設立と育成による生産性の向

上

平成17年協議会設立に先がけ，春から水稲，大

小麦の学習会組織を立ち上げ，普及センター

の各担当が学習会組織のリーダーと話し合いなが

ら，研修会，試験・麗示ほ，作物生育調査を実施

し，技術や情報の共有化を行い，全体のレベルアッ

プを図った(写真1)。

写真 1 部会学習会で地域のレベルアップ

写真2 女性部会は地域の広告塔，蒸花主主をテレビで紹介

また，女性部会「菜宝箱Jの活動については，

静岡県出身の普及指導員の発案で，他地域と競合

することがない蕎花生栽培をすすめた。珍しさと

塩茄で落花生の美味しさが話題となり，活動の足

がかりを作ることができた(写真 2)。

3)地域協議会の設立

地匹協議会設立準備委員会で，設立までのタイ

ムスケジュールと役割分担を明確にし，関係機関

と連携しながら準備をすすめ，平成17年10月28日，

地域の34戸による「中小崖地域推進協議会」を設

立した。

地域協議会は，作物 4部会と女性部会，地域の

受託組織を加え，さらに支援組織として各関係機

関が加わり， しっかりとした地域の組織体制が確

立した(写真 3) (図1)。

写真3中小屋地域推進協議会設立総会
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中小屋地域推進協議会総綴凶
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中小震水田機械組合(10戸)

図 1 中小屋地域捻進協議会組織図

4)法人の設立と育成

平成18年は地域協議会の運営支援，各学習部会

の活動支援をしながら，地域の核となる

法人の立ち上げと，導入を検討している「いちご

高設栽培」の先進地視察謂査を中心に活動を展開

しfこ。

国の新たな施策である「水田・畑作経営所得安

定対策jや「新産地づくり経営安定対策Jが打ち

だされる中，所得向上に向けての新規作物導入と，

地域存続の核となる法人設立は，待ったなしの状

況となった。普及センターでは，経営シミュレー

ションソフト iHokkaido営農ナどjを利用して

経営設計を行い，水稲・焔作複合経営の厳しい現

状と，個別経営が限界にきていることを示し，所

写真4 法人設立向け連Bの検討会
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得向上を留る手段として，法人化と「いちご高設

栽培Jの導入を提案した。

法人化に向けた活動では，法人化の必要性・

要性，メリット・デメリット等の説明や，いちご

を導入した場合の経営収支の試算等，法人組識に

参加する農業者の不安を解消するため， i法人ナ

ビjを利用して何度も検討を重ねた(写真心。

検討・協議には市役所，農協職員も必ず出席し，

関係機関が一丸となって支援した。施設導入の事

業申請に向けた計調書の作成は，普及センターと

市役所が行い，株式会社，農業生産法人の申議は

農協が受け持ち，それぞれ役割分担をして行った。

その結果，平成18年 8月に構成員10戸 02名)，

出資金620万円，総事業費4，200万円で，いち

設栽培を中心とした農業生産法人「株式会社セン

ターハウスJを設立し， 10月には関係機関や中小

屋地域の有志を招き，設立総会を開催することが

できた。

(欄センターハウスの組織体制は，将来の地域全

体の法人化を見据えて 6部体制とし，いちご高設

栽培を行う青果部を中心に会社運営がスタートし

た(図 2)(図 3)。

株式会社センターハウス綴織!刻

函 2 センタ…ハウスの組織体制

:í~J義理念 (CJ)

一、人と議授にやさしい‘長室言葉をEH詰し、

その努力を絡しみません珍

一、中小E霊地j誌の{中織を支える会社走塁鐙

を恩絡しE主す。

ー‘豪華壌の察機を太窃にします九

図3 企業理念とロゴ

センターハウスの名称は、地域名の i'lJj(センター)I小尽J(ハ

ウス) ，こ由来し、「地域のrlJ心的なハウス!こ慨が集まってくるJ
ことを期待して命名しました

95 
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5)法人設立の成果

(1) 水田・堀作経営所得安定対策で，面積要件

に満たない 2戸の農業者を社員として受け入れた

ことで，中小屋地域の農業経営の支えとなること

ができた。

(2) 法人がいちごを導入したことで，高齢農業

者や担い手の働く場ができ，雇用の創出となった。

6)盟難を乗り越えて

平成17年度に「中小崖地域推進協議会」を設立

し，平成18年度には車業生産法人「株式会社セン

ターハウス」の設立支援を行ってきたが，すべて

が順調に進んだ訳ではなかった。

地毘協議会設立準備委員会のリーダーは， Iみ

んなが住み続けられる地域」を目指し， I地域の

陪題を話し合う場が必要」という強い意志のもと，

地域の声を集約し，普及センターはもちろん関係

機関との連携を閣りながら，精力的に協議会設立

の準備を進めてきた。

しかし，協議会設立総会を一ヶ月後に控えたあ

る日，そのリーダーは不慮の事故によってこの世

を去った。地域の動揺は大きく協議会設立も危ぶ

まれたが， I協議会設立が故人の一番の供養にな

るJと，故人の遺志、を継ぎ予定通り設立総会を行っ

た。

7)地域営農システム稼働に向けて

何もないところから地域協議会を立ち上げ，

「みんなが住み続けられる地域」を目指して，核

となる株式会社センターハウスを設立し，ょうや

くスタートラインに立つことができた。

これらの地域営農システム稼働に向けて，普及

センターは現在も次の課題について支援している。

(1) 組識の育成による地域営農の権立

①課題解決支援

地域協議会という組織は出来上がったものの，

今までの機械利用組合やライスセンターのような，

機械や施設中心ではない「話し合う場」としての

組織運営は，経験のない役員違の頭を悩ませた。

そんな中，平成20年度は「エコファーマー認証」

と「農地・水・環境保全向上対策事業J申請を地

域課題として取り上げた(写真 5)。

写真 5 警察業1$1議に向!tた研修会

ア エコファーマー認証

制度説明会と技術導入指導を行い，協議会員の

85%にあたる29戸が認証取得した。特に水稲F重子
消毒については集団で取り組んだことで，低コス

トで技術導入が成された。

イ 農地・水・環境保全向上対策事業申請

水稲栽培技術研修を通じて減農薬栽培の自{言を

深め，平成21年度事業として協議会員の74%に当

たる25戸(水稲40.7ha)が申請した(表1)。

表威農薬導入の推移

lJj凶 H18 日19 H20 

fill子掲滋 Q 11'， 10:{"， 
消毒実施 。 10ha 50ha 

徐阜市l 。 31ヨ 10:[， 
試験実施 。 5 ha 15ha 

紡除薬剤l 。 。 2 :[， 
試験実脳 。 。 50ha 

※ 上段・ 3ミ泊者数 下段・実施衛官t

②各部会の活動支援

平成17年の地域協議会設立当初から，水稲部会・

大豆部会・小麦部会・そ菜部会(平成18~) ・女

性部会に対する技術支援，試験麗示ほの設置，情

報の共有化によるレベルアップを留ってきた。

平成19年度には個別の経営調査を行い，助成金

に依存している地域実態が明らかになり，新規作

物導入や，農産物の品質・収量の向上と付加価値

化に向けての取り組みを支援した。

平成20年度は，そ菜部会が「坊ちゃんかぼちゃJ

-96一
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の試作を行い， 700株で販売額166千円であった

(写真心。

また女性部会「菜宝箱」は， r落花生」と「え

ごまJを栽培し，地元の加工業者や飲食屈とのコ

写真6 坊ちゃんかぼちゃの試作

写真7 市JII燦製屋本舗と共同開発

した fスモークピ…ナッツJ

写真8 待望の加工施設が完成

-97 

ラボレーションにより， rスモークピーナッツj

「えごまの葉のキムチ」等が商品化された。また，

農協より資金を借りて加工施設を建設し，加工販

に向けての拠点となることができた(写真7)

(写真 8)。

(2) 農業生産法人欄センターハウスへの支援

①(櫛センターハウス運営支援

法人経営に不寝れなため，毎月の役員会には農

協と共に普及センターが必ず出席し，各部門から

上がってくる問題に対して助言を行ってきた。 1

年目は個人経営と法人経営の違いや，労務管理の

手法を中心に助言し，月々の資金収支の実鎮と計

画資料として提供した。 2年目は資金繰りが厳し

いことから，資金運用表を作成し，資金調達と運

用の点から助言を行った。

その結果パート労働者に対する労務管理技術が

向上し，労働コストが昨年より 3割節減された。

また，会社の負債は180万円減少し，会社運営安

定化の兆しが見えてきた(図 4)。

産量用(千円)

5，000 

4，000 

3，000 

2，000 

1，000 

。

区二週経費合計 噛圃長室用労長室

日19 H20 

図4 経費と雇用労震

②いちご高設栽培技術の習得支援

経費(千円)

24，500 

24，000 

23，500 

23，000 

22，500 

22，000 

所得確保の中心となる四季成りいちご「夏実j

の栽培技術支譲は， これまで園芸作物に取り組ん

だことのない農業者へ，正に「手取り足取り」で，

定植準備から管理作業，校穫調製まで、の細部に歪っ

fこ。

その結果初年目にして，日本の大手いちご卸業

者から品質詣で高い評価を受け， この 2ヶ年高い

販売単価を維持し，目標販売金額を l年目は90%，

2年目は春いちごの「けんたろう」を導入し，ほ

ぼ100%達成することができた(図 5)。管理作業
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の未熟さから，収量は目標に至らなかったものの，

取引先から「センターハウスのいちごが欲しいJ

と指名を受けるほど，品鷺聞で信頼を獲得したこ

とは，大きな成果といえる(写真 9)。

円/kg区3 販売金額(夏実十けんたろう-I!ト販売単価(夏実) 千円
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図5 いちごの販売金額と単価

写真9いちご高設栽培

4.今後の諜題

水田・畑作経営所得安定対策が導入され，農地・

7l<.環境保全向上対策への取り組み等，水田複合

経営を中心とする当地域では， {閤別経営では解決

できない課題が山積している。

岩見沢市内には， このような地域協議会が 3組

織ある。平成10年「豊里農業経営活性化協議会J，

平成14年「北村砂浜地豆21世紀協議会J，平成17

年「中小墨地域推進協議会」が設立され，その立

ち上げと運営に，普及センターが常に係わってき

fこ。

この度これらの地域協議会と地域の生産組織等

が，地域の事例や情報の共有化，意見交換をしな

がら自己研錯する事を自的にれ、わみざわ地域・

農業活性化連絡協議会」を設立(平成21年 3月)

した。初めに地域協議会を設立した豊盟地藍の代

表が，各組織や関係機関に声をかけ，今の地域農

業を自分違で再構築するために立ち上がった。地

域協議会を設立して 5年， 10年を経て，人が変わ

り作物の姿が変わって行く。それを支えてきた普

及センターの役割は大きいものがある。

地域の問題を話し合う場である地域協議会と，

核となる農業生産法人があることを，中小屋に住

む人達が地域の宝として実感できることが大切で、

あり，今後もみんなが住み続けられる地域農業を

目指し，地域営農システムを活用できるよう，関

係機関と連携し自立支援を続けていきたい。
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