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〔研究論文〕

生消交流における援農と農作業体験，産地訪問の意義
一産消提携および有機農産物専門流通事業体を介した

交流活動の事例から

小柳洋子1・田畑 保2*

(2011年12Jj8日受理)

Meaning of Enno (helping farm work by consumers) and 
The Farming Experience Program for Interaction 

Between Farmers and Consumers 

Youko KOYANAGI and Tamotu TABATA 

Summary 

As social and economic conditions have changed， interaction between farmers and consumers has also 

changed. Oppoαr縄旬n凶1吋i託出t討iesfor consumers to see the actual proc白es岱soぱffood production have gradl伽uallydecreased， 

and the opportunities for fanners to have a face欄 tか facecontact with consumers have also been lost. 

The purpose of this paper is to clarify the positive effects of interaction between farmers and consumers espe-

cially through Enno (helping farm work by consumers) activities and the farming experience programs. 

The research was conducted through interviews and questionnaire sheets for concerned people in both pro-

grams. 

The study has found that although the Enno and the farming experience programs have some differences in 

members involvement in farming activities both have positive roles in narrowing distance between farmers and 

consumers， by building mutual understandings. 

Key words: Interaction between farmers and consumers， Enno (helping farm wor・kby consumers)， Farming 

experience program， Visit to producing district， Teikei 

要 約 社会や経済の変化につれて，農業や食料の生産環境も変わり，消費者がその生産過程を知る機会は少

なくなった。また生産者も消費者の顔を見ることがなくなり，生産者と消費者相互の理解が乏しい関係にある

といわれている。

本稿の目的は，農作業を介しておこなっている生産者と消費者の交流の実態の分析から，離れてしまった生

産者と消費者が相互理解を深め，双方の距離を近づける上での現在の交流の意義を明らかにすることである。

研究対象は，産消提携の生産者と消費者間の「援(縁)農j及び有機農産物専門流通事業体の「農作業体験j

とし，それぞれの代表的な事例を取り上げて，関係団体等への開き取り及びアンケート調査をおこない，それ

らの結果をもとに考察した。
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「援農」や「農作業体験」による生産地での交流では，いったんは離れてしまった生産者と消費者が顔をあ

わせることができ，消費者は日頃食べている農産物の生産過程等について理解を深めることが可能となる。

このように近年ニーズが高まっている援農・農作業体験は，生産者と消費者双方の距離を近づけ，相互の理

解が深められるような関係を構築する上で，重要な意義を持っていると評価される。

キーワード:生消交流，援農，農作業体験，産地訪問，産消提携

し はじめに

社会や経済の変化につれて，農業や食料生産の環境

は変わり，消費者がその生産過程を知る機会は少なく

なった。そのことから生産者と消費者の距離が遠く，

双方の理解が乏しくなっているともいわれている。

その一方で， 2008年の内閣府の「食料・農業・農

村の役割に関する世論調査」によると，活力が低下し

た農村地域に関わる方法として， i地域で農作業や環

境保全活動・伝統文化の維持活動に協力したいj と考

えている人が全体の約 8割を占めていた。

このような中，援農や農作業体験への関心が高まっ

ており，種々の援農や農作業体験の取組みが広がって

いる。例えば， i産消提携j による援農，援農ボラン

ティア，ワーキング?ホリデー，消費者が産地に出向い

ておこなう農作業体験等の取組みである。

そこで，本稿ではこうした援農や農作業体験を取り

上げ，それが距離の拡大や関係の希薄化が指摘されて

いる生産者と消費者のつながりにとってどういう意義

を有しているかについて，検討する。

援農(註1)や農作業体験については， とくに，有

機農業の「産消提携J(註 2) における取組みと関わ

って，保田 (1986)，桝潟(1981)等の研究がある

(註 3)。それらは， 20~30年前の有機農業や有機農業

運動を取り上げ，産消提携における生産者と消費者の

交流(生消交流)のあり方について論じたものであり，

必ずしも援農や農作業体験の実態にふみこんで分析し

たものではない。

前述のように援農や農作業体験は，いま富良の関心

を集め様々な形で広がりをみせてきているが，本稿で

は，何故それが広がっているのか，生産者と消費者が

それをどのように受けとめ，生産者と消費者双方の距

離を近づけていく上でどのような意義を有しているの
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かについて，援農や農作業体験の取組みの実態、の分析

を通じて考えてみることにしたい。

2. 産消提携における生消交流活動と援農

1) 産消提携における援農の位置づけ

1978年に日本有機農業研究会は護携10ケ条を発表

し，その10ケ条は会の基本的な活動の指針となっ

た。日本有機農業研究会を立ち上げたー楽冊、雄は提携

10ケ条の意味を「土と健康J(1979年 2月)にコメン

トした。提携10ケ条には， i相互扶助の精神J，i相互

理解の努力J等の項目があり，一楽はコメントのなか

で， i消費者も農作業の手伝いなどを通して農業に触

れ，農業を理解すること」等を説いた。(日本有機農

業研究会ホームページ「生産者と消費者の提携Jの一

部抜粋)

産消提携では，生産者が消費者へ有機農産物を定期

的に配送する。露目送先では消費者が誼接生産者から有

機農産物を受け取ることから，生産者と消費者は定期

的に顔を合わせることとなる。

また，産消提携は有機農産物の単なる生産やその購

入だけではない生産者と消費者の関係をいい，生産者

と消費者双方が理解を深めるために，交流は重要であ

るとしている。その交流活動のなかで，消費者が生産

地まで出かけ，生産者のもとで，農作業の手伝いをす

る「援農Jは，重要な柱となっている。

産出提携の消費者と生産者の中に日本有機農業研究

会が提携10ケ条を発表する以前から援農を始めた集

屈がある。それは， i安全な食べ物をつくって食べる

会J(以下「食べる会J) と「三芳村生産グループ」

(以下「生産グループJ)であり，双方は長期にわたっ

て援農を継続してきた。

本稿では，このような長期にわたっておこなわれて

いる援農の実態から援農の意味を明らかにするため，
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「食べる会Jと「生産グループJの事例を分析対象と

して取り上げることにしたい。なお，この事例につい

ては中野・中島 (1982) (1983)は「食べる会」や

「生産グループ」へのアンケートや聞き取り調査をお

こなった。中野 (1985)は「食べる会」のアンケー

ト謁査結果から会員が「生活面での見直しJをおこな

いつつあることや，縁(援)農が会員の変革に大きな

役割を果たしていることを明らかにした。

近年では松戸 (2010)が「食べる会」の宅配会員

と共悶購入の会員との間で提携に対する考え方に違い

が見られる現状に対し，共同購入に対する新しい意味

づけや動機付けをおこなっている現実があると指摘し

ている。

2) r食べる会」と「生産グループ」の産消謡携

1960年代に食品の安全性が問題となった事件等が

各地で発生した。

「食べる会」は， 旧田無市(現在は西東京市)

等の三三多摩地区に住んでいる主婦たちが結成した。そ

の主婦たちは会を結成する前から，北海道産のょっ葉

牛乳を共同購入する活動をおこない，岡田米雄氏が主

催する食べ物に関する勉強会に参加し，食や環境等の

学習を続けていた。その主婦達たちは1973年に旧一

芳村(現在は南房総市)へ向い，農家に無農薬の農産

物の生産をお願いした。その後1974年に主婦たちは

f食べる会」を立ち上げた。

主婦たちの申し入れを受け入れた生産者たちは，

1973年に17名の生産者で「三芳村安全食糧生産グルー

プ」を結成した。その後会の名称をf三芳村生産グルー

プjに改称した。生産グループは当初山名地肢の農家

で発足したが，その後隣接地区の農家も加わってい

る。生産グループの会員の出入りはあるものの，

2010年12月現在会員は27名で，そのうち山名地区の

農家19名，隣接地区の農家が 8名である。これら27

名で構成される「生産グループ」の農家が有機農産物

を生産し， r食べる会」の会員へ届けている。

「食べる会」の会員数は現在815人 (2011年 1月)

であるが， r食べる会Jの会員数は発足後1980年代中

墳まで増加し，ピーク時には1，300名を超えていた。
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消費者が生産者のもとへ訪れてから始まったこの産

消提携は，消費者が安全な食べ物を家族に食べさせた

いという思いから始まり，学習会や!日;三芳村での話し

合いを重ねた。そして「食べる会」が生産物を全量引

き取ることや，価格は「生産グ汗ループ」に一任するこ

と等，共同購入の仕方を双方で整えていった。そうし

た動きに応えて，生産者側も本気で有機農業に取り組

むようになり，双方の話し合いと工夫により現在まで

産消提携が継続している。

主婦たちが訪れた!日ミ三芳村は，房総半島南部に位置

し，山名地区は，村の東部にあり，冬は暖かく夏涼し

い気候で，温チ1'1みかんや野菜等の生産が盛んであった。

1975年と2000年の農林業センサス結果から， 1日三

芳村と山名地区の総農家数と経営耕地総面積の変化を

第 1表に示した。 1975年を100として2000年を比較す

ると， IB三三芳村の総農家数は2000年では70となり，

山名地区は84となる。同様に経営耕地総困積につい

て比較すると旧三三芳村の80に対し，山名地区は96で

ある。

このように「食べる会j と産消提携の取組みを続け

ている「生産グループjの会員の大半がいる山名地区

は， 1日三芳村全体と比較して総農家数や経営耕地総面

積の減少がより緩やかであることに、注毘しておきたい。

3) r盆べる会」と「生産グループ」の援農

1974年に結成された「食べる会jでは早くも1975

第 1:表 !日三芳村及び山名地区の農家数及び経営耕地部積

の推移

1 総農家数 戸

2 経営耕地面積

年次 匹芳村

1975 783(100) 

山名地区

87.76(100) 

2000 624( 80) 83.97( 96) 

ha 

注:農林業センサス千葉県統計審及び集落カードより作成

*集落カードでは， 2005年の総農家数の数値がとれないこと

から， 2000年の結果で比較した。

( )は， 1975年を100としたときの指数
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年に一部の会員が援農を始めた。 1980年代の半ばか

ら会員の減少や共同購入の作業に参画できない会員が

増えている状況下にはあるが， そうした中でも「食べ

る会」の熱心な会員は電車・パスを乗り継ぎ，約半日

かけて旧三芳村の山名地区へ出かけている。そして，

「食べる会j と「生産グループ」の定期的な援農活動

は，援農を始めた1975年から現在まで変わらずに続

いている。

「食べる会」の援農が現在のような形を整えるまで

の経緯は第2表のとおりである。最初一部の会員に

よっておこなわれた農作業の手伝いであったが，翌年

には農作業の手伝いをする自主グループが立ち上げら

れた。その後月 1屈の援農が提案され，定期的な援

農となり， 自主グループは会の正式な「援農係」とし

て位置づけられた。「援農」は1979年に「縁農」 と改

められた(以下「食べる会」と「生産グループ」の援

農は「縁農Jとする)。援農係はその後藤農委員会と

なり，縁農をおこなう時の「食べる会j側のまとめ役

を担っている。 こうして綾農の体制が整えられ， r食
べる会jは1年を通して定期的に生産者のもとに出

かけて行き， r生産グループjはそれを受け入れてい

る。

区分

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1979 

1987 

第 2表 「食べる会jの縁燥の経緯

縁 農 経 t怠

三芳村安全食滋生産クソレーブ(現三芳村生産グループ)
設立

安全な食べ物をつくって食べる会発足

「みんなの家」を旧三芳村に建設

会員の一部が稲刈り援農実施

夏休み援幾実線

自主援農グループ立ち上げ，定期的に援農(月 1回)
を開始

自主援農グループは「援農係Jとなる。

を「縁幾jに改称，その後「援差是係」は「縁燦
会j となる(1980年代初めまでに)

縁農は現在も継続中

注・安全な食べ物をつくって食べる会30年史刊行委員会和

回あき子-喜多尾明子 戸谷委代『村と都市を結ぶ三芳

野菜J]， r三芳の野菜ガイドj より作成
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また， r食べる会」 と「生産グループ」は，縁農が

始まった1975年に，交流・宿泊施設として， プレハ

ブの「みんなの家Jを建設し， 1987年に現荘の「み

んなの家」を新築し，畳敷きの大広間と台所，浴室等

が完備された。

「みんなの家」は，農作業を終えた夕食時の「生産

グループ」と「食べる会」との懇親会の会場として，

その飽生産者と消費者の交流の場所として利用されて

いる。

このように「みんなの家」は，縁農の拠点，生産者

と消費者の交流の拠点として重要な場所であり， r食
べる会j と「生産グループ」の会員はこれを様々な交

流活動に利用している。

第3表は， 2008年度に「食べる会Jが「生産グルー

プ」のもとに出かけておこなった縁農についてまとめ

たものである。

「生産グループJの農業は無農薬，無化学肥料の有

機栽培であり，多品自栽培であることから草取りをは

じめ，多くの手聞を必要とする農作業が様々にある。

その中でも， 田や畑の草取り，堆肥の材料となる落ち

第 3表 年間の縁農活動 (2008年度)

実施月 延日数 作業内容 延者(参人数加) 

4 月下旬~5 月上旬 8 畑の草取り，籾ガラ詰め等l19 

6月から 7月 4 出の草取り 11 

3 夏整野菜収穫， 回の主主備， 畑 16 
8月

の理

2 ソバの種まき，ハザがけ 7 

9月 4 ハザがけ，ソパの土寄せ 20 

10月 2 畑の草取り，虫取り 6 

2 ソバ虫の取刈り取り， 畑の奪取 8 
11月

り，

2 新穀感謝祭準備等 9 

12月 2 ミカンもぎ等 33 

1月 2 落打葉ちかき， シイタケのコマ 13 

2月 2 シイタケのコマ打ち 7 

3月 2 シイタケのコマ打ち 5 

4月上旬 2 若菜橋み，餅っき手伝い 47 

5十 37 201 

注:r安全な食べ物をつくって食べる会」の聞き取り結果及び

資料より作成
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葉集めは，入手が多く必要で，なおかつ重要な作業で

ある。

また， r食べる会」の会員の中には，何百も「生産

グループjへ行くベテラン会員が20人ほどいて，当

日の作業は生産者が作業内容を話すだけで，仕事を任

せきりにできる人もいる。このように定期的に生産者

のもとに出かける縁農は，農作業を任せられるベテラ

ン会員消費者の存在により生産者が他の農作業に従事

することが可能となり，生産者の農作業全体が順調に

進捗することになる。

「食べる会」の縁農を受け入れている「生産グルー

プ」は，縁農が予定されている当日，雨等で天候が悪

くても鹿内の作業を用意する等縁農を実施できるよう

に様々な工夫をしている。例えば，屋内作業として，

収穫した玉ねぎやニンニクを「食べる会」へ配送する

前の乾燥作業で，束ねてつるす作業がある。これらの

作業は緊急性はないが雨天のときでも出来る作業であ

り，縁農を受け入れる生産者は雨天に備えてこうした

作業を適宜用意している。

有機栽培かつ多品目栽培では，農作業は 1年を通

してあるが，多くの人の手を必要としない時期もあ

る。しかし， r生産グループ。jは， 1年を通して「食

べる会Jの縁農を受け入れている。

縁農は土臼，連休等の休日を中心に概ね月 1自の

ベースでおこなわれ，年間およそ延べ200人が参加す

る。また，台風等の災害があった緊急時には， r食べ

る会」の会員が「生産グループjのもとに出かけ復!日

の作業を手伝う等，必要に応じて f食べる会」側も柔

軟な対応をしている。

「縁農」は大人が中心となって進めている活動であ

るが，子どもにも旧三芳村の農業や自然を体験させた

いと考えた会員が，r子どもの家委員会」を設置した。

そして年数回，子供と委員会の役員が中心となってi日

三芳村へ出かけ， r生産グループ」の協力のもと子ど

もたちも農業等の体験をしている。参加した子どもが

やがて f食べる会Jの会員になっているケースも生ま

れている。

以上のように「食べる会」と「生産グ、ループ」の縁

農の特徴として以下の点が指摘できる。
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①縁農を進めるために委員会が設置され，組織の活

動として縁農が取り組まれ，現地でも「みんなの家」

のような縁農，交流の拠点が設置され，縁農の体制が

整備されている。②その中で年間を通して定期的な縁

農が可能となるように「食べる会」と「生産グループj

の双方が工夫しあっている。③大人，子供それぞれが

縁農に参加可能な形が整えられている。④こうした縁

農が長期にわたって継続出来ている。

3. 有機農産物専門流通事業体を介した生消

間交流活動

1) 有機農産物専門流通事業体の概要

「食べる会Jと f生産グループ」のような産消提携

により生産者と消費者とが直接結びつく活動がある一

方で，生産者と消費者の聞に介在して有機農産物を生

産者から消費者へ届ける事業をおこなう閤体が存在す

る。このような団体の中に，生産者と消費者の理解を

促すために多様な生消交流活動をおこなっている団体

がある。桝潟によれば，このような団体を有機農産物

専門流通事業体(以下「専門流通事業体J) というが

(註 4)，事業と活動を同時に展開させているところに

特徴がある。桝潟はこのような専門流通事業体は

1980年代から宅配システムを採用し，利便性の提供

と需要の掘り起こしをすることで事業規模を拡大して

いるという。専門流通事業体の中には，消費者会員に

農業や食を理解してもらうため，生産者会員，消費者

会員を募集して交流活動を活発に展開させている事業

体も存在する。

こうした専門流通事業体による生産者と消費者の交

流活動では，先述した産消提携の援農とは異なるが，

消費者会員が生産地へ出かけ，生産者と顔を合わせる

農作業体験の取組みもおこなわれている。

本稿で分析対象として取り上げるのは，会を結成し

てからお年の長い期間，専門流通事業体として事業

と活動を展開してきた「大地を守る会」による生消間

交流活動である。

2) r大地を守る会Jの概要

1975年に活動をスタートした「大地を守る会」は，



明治大学農学部研究報告 第62巻一第 2号 (2012)

2010年3丹現在，登録消費者会員は約89，000人，生

産者会員2，500人，利用者数97，000人である。 1977年

には市民語体 (NGO)r大地を守る会jの流通部門と

して「株式会社大地Jを設立し， 2008年「株式会社

大地を守る会Jに社名を変更した(第4表)02010年

3月の年間売上高は153億2，613万円，社員は210名，

事業は宅配事業，卸売事業等の 5事業を中心に展開

している。「大地を守る会JはNGO活動等の運動体

としての部門と企業としての「株式会社大地を守る会J

の事業との両輪で運営され，事業は会員制の宅配事業

を中心に展開されている。設立初期には，社員が生産

地へ出かけ，社員自ら農産物を生産地から運搬してい

た。そして1985年に一部の会員に対して宅配を開始

し，現在では宅艶が主となっている。会員が増加した

現荘では，社員自ら配送作業はしていないものの，

年

第4表大地を守る会の沿卒

内
~ 

廿

1975 I 1大地を守る市民の会J設立

m11大地を守る会」に変更

19771市民団体 (NGO)1大地を守る会Jの流通部門として
11株式会社大地J設立

1978 食肉加工場設営，畜産物の取扱開始

1980 控部門として「胸大地物産j，食肉部門として「岡大地
山山牧場」設立

1985 武蔵野地区中心に「自然宅配Jを開始

1990 「間際局j，1交流局Jを設置

1991 「運動局jを設置

1994 「環境食料分析~j を設置

1998 「自然、宅配jを「大地宅配j!こ変更

1999 「大地を守る会有機農産物等生産基準」決定

2000 設立25周年

2004 主主営呂本料理庖開広

2005 「フ…ドマイレージ キャンペーンJ提唱

2007 三三越との業務提携で「三越くらしの御用達便J開始

2008 「株式会社大地Jを「株式会社大地を守る会」に社名変更

カフェ「ツチオーネ」自由が丘関広
2009 

「大地を守る会Jのウェブストア運用開始

東京駅エキナカ「ヱキキュート東京j内に「大地をま
もる Delej出庖

2010 
銀1't三越にデリ会カjシ出ョ庖、yプ IDAICHIj と青果ショツ
プ「大地を守る

注:藤田和芳著『有機農業で世界を変える~，インターネット
ホームページ， 1大地を守る会Jのパンフレットより作成
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員へ安定して農産物を届けるために「大地を守る会」

の現地スタッフは生産者と日常，情報交換を欠かさず

おこなっている。 (2012年現在， r株式会社大地を守

る会」と rNGO大地を守る会」は合併している。)

3) 交流活動の概要

「大地を守る会」が取り扱う農産物は，生産者が

「大地を守る会」へ出荷し， r大地を守る会」が消費者

へ配送する。このため，生産者と消費者が誼接顔を合

わせることはなく，消費者会員が生産者を知る機会

は，毎逓配布される注文カタログに掲載されている

産者概のコメントや顔写真を通してということになる。

一方，生産者も自分が生産した農産物を購入してい

る消費者からの農産物の評価は「大地を守る会jを通

じて知ることが多い。

このように，日常生産者と消費者は定期的に顔を合

わせることがないため， r大地を守る会」では，交流

局を設け，交流の機会となるイベント等を年100回以

上おこない，スタッフが生産者と消費者の交流を支え

ている。

4) 生産者と消費者が出会う産地訪問

こうした生産者と消費者間の相互の思いをつなげる

交流活動の中で「大地を守る会Jが重視しているのは，

消費者会員が生産地へ出かける産地訪問活動である。

その産地訪問の内容は，主に収穫体験や，酒造り，味

噌作りである。

「大地を守る会jが交流活動を実施する時には，会

員から参加者を募集するが，交流事業の内容は，住文

カタログ fツチオーネ」や会報誌 rNEWS大地を守

るJ，またインターネットホームページで周知され

る。応募する消費者会員の中には，会報誌に掲載され

た生産者の声を直接聞きたいと患う人や，子供に農作

業体験をさせたいと考えて参加する人がいる。交流会

の内容によっては応募者が多く，抽選をする場合もあ

る。「大地を守る会」では産地訪問に対する消費者会

員のニーズが高いことからこの活動に力を注ぎ，活発

な交流活動を展開している。

f大地を守る会jが2009年度に実施した産地訪問を
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第 5表大泌を守る会の年間の産地訪問活動 (2009年度)

農の作分業類

NO 実施
訪問先 名 称 訪問の内容 作業内容

量収穫
収E外以のE 体験

月 程

1 I 1 静岡県函梅田I 丹那・生産者交流会 酪農家との交流会
4月

2 1 静間県浜松市 樽井さんの茶畑に行こう 茶檎み交流会 茶摘 O 

斗5月
1 群馬県甘楽町

キウイフルーツの矯花作業をお手伝 キウイフルーツ栽渚お手伝い キウイフルーツ摘花 i O いに行こう

4 2 長野県松川町 事2畑をお手伝いに行こう |梨栽培お手伝い 梨栽培 O 

5 2 山形県東根市 奥山さんのさくらんぽ畑に行こう さくらんぼ収穫体験・交流 (サクランボ収穫 O 

6 6}j 1 群馬県高崎市 l梅の収穫をお手伝いに行こう 梅の収穫お手伝い ウメ収穫 O 

7 1 埼玉県本庄市 滋山さんの畑に行こう 収穫体験・交流会 トウモロコシ収穫 O 

引 1 宮城県大崎市 生き物いっぱいの悶んぼに行こう EBんぽ生き物観祭

3 岩手県久慈市 久慈市山形べこツアー 産地交流ツアー
7月

10 l 千葉県八街市 千葉畑の会スイカ食味会 スイカj気味会

一 i草取り11 l 埼玉県神川町 大!5Iの里で援差是&校豆パーテー 援農と校主主試食 O 

12 8月 1 神奈川県三浦市 夏の三浦・とうもろこし収穫交流会 生産者交流会

13 1 山梨県勝沼町 渡辺さんのぶどう焔に行こう ぶどう収穫生産者交流 ブドウ収穫 O 

14 10月
1 千葉県成田市 三E里塚の畑でさつまいも掘り 収穫体験・交流会 サツマイモ掘り O 

15 l 千葉県香取市 f霞井さんのさつまいも焔に行こう 盟|者主交手流伝い・収穫体験 生産サツマイモ掘り O 

16 1 群潟県高崎市 くらぶち主主の会の収穫祭 バーベキュー交流会 i 

17 1 埼玉県神川町 神泉・畑の楽校 農作業体験 幾作業 o 
18 11月 1 群馬県甘楽町

キウイフルーツの収穫をお手伝いに
キウイフルーツ援差是 キウイフルーツ収穫 O 行こう

19 1 東京都小平市 東こ京う有機クラブ.)11畑さんの畑に行 畑訪問 薬物収穫 O 

20 12月 1 I埼玉県日高市 福井さんの!胞をお手伝いに行こう 白菜援差是 白菜の頭しばり O 

21 l 埼玉県神川町 ヤマキの手作り味噌教室 |味噌教室 味噌仕込み

一 1月
22 l 埼玉県神川町 ヤマキの手作り味噌教室 味噌教室 味噌仕込み

23 2}j 1 栃木県太田原市i璃溺造訪問会 蔵訪問・作業体験 酒仕込み

24 3月 1 神奈川県三浦市 春の三浦・大根収穫交流会 生産者交流会

注:r大地を守る会」への開き取り結果及び「大地を守る会」ホームページより作成

第 5表にまとめた。産地訪問は 9丹を除いて，毎月

実施され合計24回に及んでいる。大半は日積が 1B 

の産地訪問であるため，訪問地は千葉県，神奈川県，

埼玉県等の関東地方が中心である。この他に岩手県や

山形県等の遠方まで出かける 1泊2日や 2泊3日に

かけての産地訪問もある。

ここでの交流は，農作業の支援をするというより，

産地で農作業を体験して， 1 B楽しく過ごすイベント
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的なものが主となる。

産地訪問の内容は収穫体験が 9件で，それぞれ生

産地の収穫時期に合わせ，ウメの収穫やサツマイモ掘

り等野菜や果物の収穫体験ができるように配慮されて

いる。この他，麦ふみや摘花等の農作業体験が 6

件，草取りも企踊され，産地訪問は参加者が楽しめる

ように工夫されている。

交流事業に参加するには参加費が必要で，参加費は
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一日産地へ出かけておこなう農作業体験の場合，大人

でおよそ2，000円の場合が多い。その他の経費，例え

ば現地までの交通費も参加者それぞれが負担すること

となっている。

このような消費者会員が産地へ出かけておこなう交

流は，生産者には消費者の意見を産接開けることが大

きなメリットとなる。このため，産地訪問の交流会を

重視する生産者は積極的に参加し，交流会を契機に家

族ぐるみの付き合いが始まる会員もいる。

消費者が生産地へ出かけ生産者と顔を合わせ，農作

業の体験ができる産地訪問は，限られた時間内の交流

であるが，消費者にとっては農作業の体験と交流を通

して産地の状況と農業・農家について知ることが出来

る貴重な機会である。一方生産者にとっても，産地訪

問での交流は消費者の顔が見えることや，農産物の評

価む開くことが出来る機会である。また，自分が生産

した作物を紹介する機会にもなる。このように産地訪

問は生産者，消費者双方がお互いの理解を深める上で

非常に重要な役割を果たしている。

産地訪関での農作業体験による交流は，生産者と消

費者がお互い顔を合わせるという関係にとどまらず，

「専門流通事業体」のスタッフにとっても生産者の思

いを受け止めることが出来る機会であり，生産者の考

えを聞くことができる好機会になる。

このほか， r大地を守る会」では子供たちを対象と

する稲作体験や自然観察を長期間続けている。このよ

うな子供たちが参加する体験は，産消提携の事例と同

様に長期間の活動の取組みの中に，子供中心の農作業

体験のプログラムとしてセットされている。

以上のようなことから「大地を守る会Jの生産者と

消費者の交流活動の特徴として以下の点が指摘できる。

①多数の消費者が交流活動参加の対象となるため，

産地訪問は一部の人の参加となるが，参加申し込みは

オープンで，参加の機会は消費者会員皆に開かれてい

る。②「大地を守る会j として交流活動に力を入れて

おり，交流活動を円滑に進めるために，担当部署を独

自に配置している。③このような生産者と消費者の交

流活動を活発にさせることで，企業体としての事業活

動も活性化する。
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5) 事業体の生消間交流活動に対する生産者の意向

一「くらぶち草の会J会員へのアンケート調査

から一

有機農産物を専門流通事業体に出荷している生産者

は，消費者会員と顔を合わせる交流活動についてどう

感じているのだろうか。この点を明らかにするため，

有機農産物の生産者団体である「くらぶち草の会」の

へアンケート調査をおこなった (2010年12月実

施)。

(1) rくらぶち草の会」の農業

調査した「くらぶち草の会」は，旧倉沸!村の生産者

のグループで， 1988年に発足した。!日倉淵村は2006

年，市町村合併により群馬県高崎市に合併し，現在は

高崎市倉湖町となっている。!日倉部村は群馬県の西部

にあり，標高 300mから 800mに位壁し，冬期は降

もある冷涼な気候であり，その気候を活かした野菜

の栽培が盛んなところである。「くらぶち草の会Jの

生産者はl自倉淵村北部の主に鳴右地区において，ホウ

レンソウをはじめ50種類近い野菜を生産している。

会員は現在住人で， 2005年には出荷団体として有限

会社「草志舎Jを立ち上げ， rらでいっしゅぼーや」

や「大地を守る会」等の専門流通事業体を主な出荷先

としている。

この会は，新規参入者が約半数の21人いることが

特徴であり，従来から地元で農業を営んでいた農家と

外部から来た新規就農者が有機農業による農産物の生

産をしている。

fくらぶち草の会」の専門流通事業体への出荷は，

現在の会長が市場出荷での農業収入は不安定であるた

め生計を維持し難かったので，自ら東京都，神奈JII県

等の都会へ野菜販売の営業に出かけたことに始まる。

出かけたものの思うような営業は出来なかったことか

ら，生産と販売を同時におこなうのは簡単ではないと

考え，生産に専念することにした。そして有機農業に

転換し，売り先を専門流通事業体へ切り替えた。数人

で始めた有機栽培と専門流通事業体への出荷であった

が，現在生産者は41人となった。

(2) アンケー卜調査結果概要

アンケート調査は，会員41人全員にアンケート用
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紙を配布し， 27人から回答があった(回収率は65.9%)。

第 6表には，交流活動への参加状況についての匝

答結果をまとめた。参加した交流活動については，

fくらぶち草の会主催の収穫祭」が26人， I大地を守

る会・らでいっしゅぼーや主催の交流会」が23人で

あった。この 2つの交流活動への参加者は， Iくらぶ

ち車の会主催の収穫祭jでは回答者27人の約96%，

「大地を守る会・らでいっしゅぽーや主催の交流会J

では約85%と回答者27人の中ではいずれも高い参加

率であった。そして， Iパルシステム・生協主催の交

流会」も約59%となっている。このように，自分た

ちが所属する「くらぶち草の会」の収穫祭だけでなく，

出荷先の専門流通事業体が主催する交流会に対しでも

高い参加率となっている。また， I農作業体験・援農」

に参加した人が13人おり，回答者のうち約半分は消

費者の農作業体験や援農を受け入れたこととなる。参

加した交流活動の内容は「人情市jから「農作業体験・

援農Jまで，延べ合計91件あった。 1人当たりにする

と3つをこえる交流活動に参加をしていることとな

り， Iくらぶち草の会Jの会員にとって交流活動は自

分の農業や生産物を知ってもらうために必要であると

考えていることのあらわれといえる。

この団体は，有機農業を始めた当初から専門流通事

業体を主な販売先としている。前項でみたように，

「大地を守る会」が交流活動にカを入れていることが

明らかになったが，生産者側もそれを受け止めての高

参加率となったといえる。

また，高崎市の中心街で月 1回おこなわれている

定期市にも参加し，生産した農産物を自ら直売してい

る会員もいる。産売をすることで，不特定の消費者の

戸を直接関くことができるため，都市住民との交流に

積撞的に取り組んでいる。

消費者に農業を理解してもらう上で農作業体験や援

農が必要と考えるかどうかについては第 7表に示し

た。農作業体験は，約78%の会員が，援農は約45%

の会員が必要と考えている。この団体は援農の受け入

れ経験は多くないが，消費者に農業を理解してもらう

ために援農は必要と思っている。このような結果は消

費者に農業を理解してもらう活動として，農作業体験

や援農が大きな意味を持っていると生産者が考えてい

ることを示している。

第8表は交流活動で消費者に理解して欲しいこと

についての回答結果で， I安全な食料生産には時間と

経費がかかる」ことや， I農業が気象条件に左右され

るj ことを選択した人が多かった。ここには有機農産

物を生産する上では毎日の作業が多いことや，自然の

影響をより強く受けることにより生産者自身が生産の

厳しさを実感し，そのことを消費者にも知って欲しい

という思いがあらわれている。反面， I農業の面白さ

や楽しさも理解してほしい」という人も多い。農業者

自身が農業の良さも評価をしているのは，厳しい日常

の作業のなかにも，有機農業や農業に希望を持って取

り組んでいること，そしてそのことを消費者にも理解

してほしいという気持ちのあらわれともいえる。

第 7表農作業体験や援農の必要性

区 分 必要と思う 必要でない わからない 百十

農体験作業
問答数 21 2 4 27 

割合(%) 77.8 7.4 14.8 100.0 

回答数 12 4 11 27 
援差是

割合(%) 44.5 14.8 40.7 100.0 

第 6表各種の交流活動への参加状況(複数回答)

くらぶ催ち革 パルシステ
項 目 人情市 収の穫会主祭 の ム・生協流主

{径の交会

回答数 4 26 16 

対回す答る者割27合名(~に~) 1 14.8 96.3 59.3 

注 :1くらぶち草の会j会員へのアンケート調査結果より作成
以下第 8表まで同じ。

大地を守る会ぼ ・ら イベント 農体援験作農業・でいっし流ゅ ーや 交流 その他 言十
主催の交会

23 8 13 l 91 

85.2 29.6 48.1 3.7 
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第8表交流活動で消費者に理解して欲しいこと(複数回答)

安生全産なは食時が料潤か 農条く業件左はに気大象き 農等産の物味見は形や大きさ
項 日

た目だけでは
と経費 右され なく や栄養と素も重
かること ること 要であるこ

回答数 16 14 6 

対回す答る者劉2合7名(%に) 59.3 51.9 22.2 

4. まとめ

1) 現在，都市に住む消費者側に生産者である農家

との交流活動への関心・ニーズが高まっている。それ

は，消費者は産地や生産者とは離れたところにいる

が，食や農への関心の高まりと相まって自分たちが消

費している農産物の産地の状況や生産している生産者

の状況を知りたいという関心・ニーズの高まりの反映

である。

2) 本稿で分析対象として取り上げた慮消提携の援

農の事例では，生産者と消費者双方が援農のやり方を

工夫しながら，年間を通して毎月援農をおこない，し

かもそれを約35年間継続し，現在に宝っているとこ

ろに大きな特徴がある。

年間延べ200人の「食べる会jの会員が援農に参加

しており，平均すると，毎月 20人近くの消費者会員

が地区の農業を見守っていることとなり，そのことを

通じて生産者も消費者会員が自分たちゃ地区の農業へ

の関心を持ち続けてくれていることを実感できるよう

な関係が築かれている。

こうした援農により，生産者と消費者との極めて濃

密なつながりが形成され，継続されてきた。

3) この産油提携の一方の当事者である「生産グルー

プJの主体をなしているのは，旧三芳村山名地区の集

落の農業者たちである。この山名地区の農家を中心に

農家個々には一部出入りをふくみつつも30名前後の

メンバーがおり，これらの「生産グPループJの農家が

1，000名前後にのぼる「食べる会」の会員に30年間に

も及ぶ長期にわたって有機農産物を供給してきた。そ

のこと自体特筆すべき点であり， I食べる会」の会員

による援農の継続等に支えられてきたからこそであ

る。「生産グループjの農業の継続は，いわば消費者

農産厳価物格しを生産す 長白差芸さ美のや面楽
農業は和自然

る さに償見合 との調性 と その他 無回答 百十
う が 補 さ しさ 創 造 が あ
れること ること
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8 11 8 2 (1) 65 

29.6 40.7 29.6 7.4 

に支えられて農業ができるということを，日常的に感

じられるような条件のもとでこそ可能となったといっ

て良いであろう。「食べる会Jと「生産グループ」の

産消提携は，こうした援農にも支えられて継続してき

た。そしてそれは，生産者グループの農家個々の存

続・営農継続にとっても意義をもっ。

旧三芳村の農家戸数がここ25年ほどの間に 3割減

少している中においても山名地区の農家戸数の減少が

緩やかであったのは，こうした f生産グループ」の存

在によるところが大きかったといえよう。

本稿の分析対象とした以上のような消費者グループ

と生産グループとの産消提携の援農は，組織的なつな

がりを介した交流・援農であり，現状では必ずしも大

きく広がっているとはいえない。だが生産者と消費者

とがいわば顔の見える関係となり，相互理解で密なつ

ながりを構築していく上では，重要な意義を有する取

組みといえよう。

4) これに対し，消費者が有機農産物を消費しなが

らも，それを生産している生産者と顔を合わせる機会

は日常的にはほとんどなく，双方が遠い関係におかれ

ている中で，両者をつなぐ役割を果たしてきたのが専

門流通事業体である。本稿で分析対象とした「大地を

る会jでは，生産者と消費者との交流を事業体の活

動として重視し，取り組んでおり，そのなかでも収穫

体験やその他の農作業体験は重要な柱となっている。

こうした農作業体験等の産地訪問，交流活動が活発

におこなわれていることは，会員消費者にそうした

ニーズが大きいことを示している。専門流通事業体が

交流活動，産地訪問に力を入れて取り組んでいるの

は，そうした会員消費者のニーズに応えるものである

と同時に，それは専門流通事業体の事業の活性化にも

つながる。このことを，生産者側も強く意識し，活発



生消交流における援農と農作業体験，産地訪問の意義

な交流活動を希望していることが，生産者側に対する

アンケート謂査結果からも明らかとなった。

5) 援農は，消費者が生産者の農作業を手伝いたい

という患いから始まるケースが多い。受け入れる生産

者にとっては，援農に参加してくれる消費者は農作業

を手伝ってくれる人であるとともに，地域や農業，農

村についての良き理解者・協力者としての期待ができ

る存在である。

本稿の事例では，援農活動に参加する側と受け入れ

る側が体制や拠点を整え，組織的に取り組んでいる

が，間体の活動としておこなう援農は長期間にわたる

交流により生産者と消費者のつながりが構築される。

この様なつながりは，生産者の営農継続，ひいては生

産者グループが属する地域の農業を支えるという意義

をも有することになる。

専門流通事業体を介した交流活動については，産地

訪問，農作業体験に対する参加希望者の多さにもあら

われているように，この面についての消費者側のニー

ズの広がり，大きさをあらためて確認することができ

る。専門流通事業体が取り組む農作業体験はそうした

消費者の農や土に触れたいという思いを叶えることで

もある。

援農や農作業体験その飽の活動は，広がった生産者

と消費者の距離をいくらかなりでも近づけ，相互の理

解が深められる関係を築いていく上で大きな意義を持

っているということができる。

、エム
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註 1) 援農は，農作業の支援をすることであるが，その形態や

無償か有償か等は様々である。本稿で対象とした援農は，

有機農業運動の産消提携の生産者と消費者の交流方法の一

つであり，消費者が生産地を定期的に訪問し，農作業の支

援と交流をすることである。

註 2) I産消提携」は「生産者と治費者の提携」をいい I~消

提携」ともいわれ，生産者と消費者が有機農産物を単なる

「商品Jの産地震送や売り買いではなく，人と人との友好

的なつながり(有機的な人間関係)を築くなかで進めるこ

とでもある。(日本有機農業研究会ホームページ「生産者

と消費者の提携」の一部抜粋)

註 3) 桝潟(1981)は， g主消提携の生産者と消費者の交流につ

いてのアンケート調査結果を分析し，消費者が農作業の手

伝いに行くこと等の交流は相互の意識変革を促していると

いっている。保田 (1986)は， AE消提携のF持徴と産量互との

棺途について論じ，援農は生産者とj良費者潤者の相互理解

に大きく賞献していると指摘した。

註 4) 桝潟は有機長主産物の流通事業活動をおこなっている業者

を経済活動を主に事業展開している「専門流通企業j と

「運動体j としての側面を併せもっている「専門流通事業

体j とに区別している。
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