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生産者と消費者による学習組織運営の特徴

一島根県出雲地方S会を事例に一

井上憲一(島根大学生物資源科学部)

山岸 主門(島根大学生物資源科学部)

Characteristics of a Regional Learning Group of Farmers and Consumers 

Norikazu Inoue (Faculty of Life and Environmental Science， Shimane University) 

Kazuto Yamagishi (Faculty of Life and Environmental Science， Shimane University) 

The implications for the existence of regional 

learning groups of farmers and consumers seem to 

be growing with respect to community development. 

The purpose of this study is to clarify the character-

istics of a regional learning group of farmers and 

consumers; it follows a case study in Izumo district， 

Shimane prefecture. Our main results are as follows: 

(1) The leader clarifies and systematizes ideas and 

1. はじめに

生産者と消費者の提携活動(以下，産消提携)は，

農産物の共同購入を中心に，個々の生産者が個々の

消費者と顔の見える関係を構築する形態から生産者

グ、ループと消費者グループが提携する形態まで存在

する(波多野 [3]，桝潟 [5J). その一方で， 日頃

顔を合わせることのできる地域のレベルで生産者と

非農家の住民(以下，消費者)がひとつの学習組織

を運営する取り組みが存在する.生産者と消費者に

よる学習組織は，農産物の共同購入が活動内容に含

まれていないため，産消提携に関する先行研究のな

かで考察の対象となることは少なかったと考えられ

る.また，食・農についての地域の学習組織に関す

る先行研究では，大学や公的機関が運営主体となる

組織を対象とするものが多い(たとえば中塚 [2J，

弄 [8J).ただ，地域の生産者と消費者が運営主体

となる学習組織は，地域ネットワーク資本 1)の基礎

のひとつとしての役割が期待できる.具体的には，

地域の生産者と消費者がひとつの学習組織内で継続

的な関係を構築することで，相互理解を深めること

に加え，地産地消や新たな地域活動が創発される可

能性が考えられる.

(53 ) 

has networks involving both farmers and consumers， 

(2) The group's roles are shared with both farmers 

and consumers， (3) There are many types of learning 

activities， including those involving real experience 

and inspection， and (4) Learning activities provide 

farmers and consumers with a broad understanding 

of food issues and rural problems. 

生産者と消費者による学習組織は， 日本有機農業

研究会などの全国レベルと， 日頃顔を合わせること

のできる地域レベルに大別できる.地域レベルの組

織は，たとえば福岡県の筑豊有機農業研究会(古野

[4J) などの先駆的な取り組みが九州などでみられ

るものの，管見の限り事例が少ないのが現状である.

そのようななか，島根県出雲地方(県東部)の生産

者と消費者による学習組織・ S会が 2009年 2月に

設立された. S会では，食・農について，地域の生

産者と消費者による学習活動が進められている.

そこで本稿では， s会を事例に，代表への聞き取

り調査，活動観察，活動参加者へのアンケート調査

をもとに，生産者と消費者による学習組織運営の特

徴について検討したい.

2.設立までの経緯

(1) S会代表・ F氏の取り組み

S会は合鴨農法の普及を目指す組織として島根県

出雲地方を活動エリアとして 2009年に設立された.

設立後は，食・農のあり方について，生産者と消費

者がともに学習する組織として展開している.s会

の設立とその後の展開は，会の発案者であり代表で
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もある生産者・ F氏の取り組みを契機としている.

そこでまず， F氏の取り組みを整理する

F氏は島根県外の都市部で会社員として生活して

いた F夫妻は家庭菜園で生ごみを堆肥利用する一

方，農薬や食品添加物の危険性に関心を抱き，徴生

物資材を活用した有機栽培に取り組んでいた.

F氏は1998年，妻の実家の農業を継ぐことになり，

島根県出雲地方に Uターンした.専業農家として

有機農業に取り組むなか， 2003年から合鴨民法に

取り組み， 2011年には1.5haの水田に 200羽の合

鴨を放飼するまでに至っている.同時に F氏は，

地域の子育て支援や大学開放事業への参加を通じた

消費者との交流，島根県のエコファーマーへの登録

地域の生産者との野菜出荷組織立ち上げなどを通じ

て，生産者・消費者との関係を独自に広げてきた.

(2) S会の設立

F氏は，生産者・消費者との関係を広げていく過

程で，島根県内で合鴨農法に取り組む生産者が市町

村を越えて連携する機会がないことを知り，県域の

生産者組織の設立を考えるようになった.そして，

出雲地方在住の全国合鴨水稲会会員 3人の賛同を得

て4人の発起人を組織し 2009年 2月に，農協に

合鴨農法の部会組織がある H町において，組織発

足のための会合を開催した 会合の結果，県域の生

産者組織の足がかりとして，まずは地理的に近い出

雲地方での組織化が合意され，会の名称，年会費，

総会の開催，世話人(発起人の 4人)が決定した.

S会設立とあわせて F氏は， 2008年から 2009年

にかけて，島根県内の合鴨農法に取り組む生産者の

戸数や経営状況を調査した.その結果，鳥インフル

エンザの問題や労働力不足などに直面する一方，地

域の消費者との関係が乏しい傾向にあることを把握

した.就農後，有機農業に対する消費者の理解が乏

しいと感じていた F氏は，地域の生産者が相互学

習して技術を高めることに加え，地域の消費者と関

係を構築して食・農についての相互理解を深め，理

解のある消費者と連携して地産地消を推進すること

の重要性に着目した そこでF氏をはじめとする

副代表

丸印:生産者会員
四角印:消費者会員
仁二コ :団体会員
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図 1. S会設立時点の会員の関係

出所:聞き取り調査結果をもとに作成

注:1)ち会の発起人 "Kクラブ(民業体験サークノレ)

の代表.

2) S会の役員は2009年11月の総会で承認された.

表 1. S会の運営における役割分担

事項 役割 生産者会員 消費者会員

講師の依頼 O(代表) 。

。

会場の確保
(第l回代表，第

学習交流会
2@] 団体代表 2

第3図 面l代表)

交流会の企画 。*

調理 。 。

配膳・後片付け 。榊 。柿

踊場見学会
企画 。

見学先の確保 。

企画 。(代表)

会報
寄稿 。 。

編集 O(代表) O(監事)

発送 O(代表)

企画・招集
。

(代表，函IJ代表)

役員会
事業計画の

。 。

立案
(代表，副代表， (消費者代表，

会計，団体代表) 濫'!j.)

会計 O(会計)

事務 監査 O(監事)

事務局 O(代表)

出所聞き取り捌査結果をもとに作成

注 1)括弧内は主に取りまとめる役員

2)*開催地の会員**非会員の参加者を吉む

世話人は， s会の設立後早期に，合鴨農法の普及を 3. S会の運営

目指すことに加え，食・農に関する生産者と消費者 本節では， s会の運営について，設立時点の会員

による学習組織として S会を位置づけた. の関係，運営における役割分担，学習活動の内容，

活動参加者の意識の順に検討する.

(54 ) 
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(1 )設立時点の会員の関係

S会設立時点 (2009年 2月)の会員の関係は代

表の F氏を中心とする放射状の構造となっており

(図1)，生産者と消費者による学習組織として展開

するのに際し， F氏が生産者と消費者の関係の結節

点となっていることがわかる.会員数は， F氏をは

じめとする世話人の働きかけにより，発足してから

5か月後には個人会員21人(2010年3月以降22人)， 

2団体までに増加し個人会員の家族と団体会員の

構成員を含めると 40人強となる 2) 生産者と消費者

の比率は，個人会員では 1対 2，個人会員の家族と

団体会員の構成員を含めるとおおむね5対 5である.

第3回学習交流会が開催された2011年12月時点では，

会員聞の関係が増え，網目状の構造に変化している.

(2)役割分担

S会の学習活動は，①総会・講演会・交流会(以

下，学習交流会)，②圃場見学会，③会報，からなり，

S会の運営における役割分担は表lのとおりである.

全般的に代表の役割が多く，会場・見学先の確保な

ど，消費者が担うことの難しい役割は生産者が担当

している.その一方で，学習交流会・会報・役員会・

事務にわたり，生産者と消費者の両者がともに協力

して関われるように，消費者でも担うことのできる

役割は消費者会員が担当している.

(3)学習活動の内容

1)学習交流会

学習交流会は 2009年から年 l回開催されている.

学習交流会の参加者は会員とその家族だけでなく，

会員の友人・知人も含まれ，参加者数は 20~ 30人

程度である.学習交流会では，食・農に関する講演

会で学習し，会員が生産した農産物(合鴨肉，合鴨

卵，米，野菜など)をもとに，生産者と消費者が協

力して料理とデザートを調理して参加者全員で会食

している.講演会の内容は，表2にあるように， i有

機農業Ji消費者Ji食文化Ji山村J1地域自立」な

ど，食・農に関する幅広いテーマが用意されている.

会食では，会員が生産した農産物を使った料理やデ、

ザートの作り方はもとより，開催場所の食材や伝統

行事についての会話が参加者の聞で交わされ，地産

地消の場に加え，地域再発見の場にもなっている.

2)画場見学会

圃場見学会は 2011年から年 l回開催され，合鴨

農法の水田や有機栽培のハウスを見学している 閏

場見学会は，生産者の技術情報交換の場となってい

ることに加え，消費者が農業生産現場に触れる機会

にもなっている.

表 2. S会の学習活動

年 月 事項

2 S会が発足
ι 晶色晶晶晶晶晶晶晶晶晶晶晶 4・4・4ト 4・4・4・4・・ 4・4・4・4・4・・ ‘ 』 ‘ ‘

7 会報第1号を発行

2009 10 会報第2号を発行

学習交流会を開催(第1回，開催地:M市)

11 講演会の講師と演題:消費者団体(T会)の代表者iT会と有機農業」
交流会:演奏，調理と会食

3 会報第3号を発行
............ 晶 A

8 会報第4号を発行
』也』‘』也.....

2010 学習交流会を開催(第2回，開催地:H町)

11 講演会の講師と演題:大学教員(栄養学)i食べること」
交流会:演奏・踊り，蕎麦打ち，餅っき，調理と会食

1 会報第5号を発行 ............ 
4 会報第6号を発行

2011 7 園場見学会を開催(第1回，開催地:M市)

学習交流会を開催(第3回，開催地:1町)

12 講演会の講師と演題:公立研究機関研究員(社会学)i山村地域で地域自立を考えるJ
交流会:調理と会食

l 会報第7号を発行

2012 
2 会報第8号を発行

7 
圃場見学会を開催(第2回，開催地:Y市)

会報第9号を発行

出所 S会資料および聞き取り調査結果をもとに作成.

( 55 ) 
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表 3. 回答者 26人の基本属性

単位:%

属性 内容 割合

生産・ 生産者 53.8 
消費 消費者 46.2 

性別
男性 69.2 

女性 30.8 

20~30代 38.5 

年代 40~50代 15.4 

60~70代 46.2 

活動参
1回 42.3 

2回 7.7 
加回数

3回以上 50.0 

3)会報

会報(A4用紙2ページ)は， 2009年 7月にはじ

まり， 2012年 7月に第 9号を数えている.編集を

終えた会報は事務局(代表)から各会員に発送され

る.会報の内容は会員の寄稿と会員へのイベント案

内や事務連絡からなり，食・農に関する会員の意見

をはじめ，学習交流会や全国合鴨フォーラムの結果

が報告されるなど，会員聞の情報共有の場となって

いる.

4)年会費・参加費の使途

S会の年会費は，個人会員 500円，団体会員 1，000

円年間総額 13，000円で，会報や案内の通信費と

事務用品費に充てられる.学習交流会の参加者から

徴収する参加費 3)は，学習交流会の費用に充てられ

る.主な費目は会場借り上げ代，会員から提供され

る食材費，光熱費からなる.講師への謝金はないが，

講演の後に行われる交流会(イベントと会食)に講

師を招待している.

(4)活動参加者の意識

次にここでは， 2011年 12月に I町において開催

された第 3回学習交流会の参加者に対して実施した

アンケート調査の結果をもとに，活動参加者の意識

について検討する.そのために，①学習活動への参

加による新たな理解・発見と，②学習活動に対する

生産者と消費者の意識の差異に着目する

1)アンケートの方法

アンケートは，学習交流会の終了時に，小学生以

下を除いた全参加者 26人に調査票を配布して記入

してもらい，その場で回収する方法をとった(回収

率 100%) 質問項目は，①回答者の基本属性，②

活動参加前から関心のある事柄，③活動参加により

新たな理解や発見が得られた事柄，④自由記入，か

( 56) 

表 4. 活動参加により新たな理解・発見が得られた

事項，従来から関心のある事項

単位 % 

事項
(A)新たな (B)従来 (A)のみ
理解・発見 から関心 回答

農村のくらし 50.0 34.6 34.6 
有機農業 46.2 80.8 15.4 
合鴨農法 46.2 76.9 15.4 
地域自給 46.2 38.5 23.1 
生産者と消費者の交流 34.6 65.4 。。
自然環境 26.9 76.9 3.8 
食文化 26.9 42.3 11.5 
食の安心・安全 23.1 88.5 。。
地産地消 23.1 53.8 7.7 
食庭教育 23.1 38.5 7.7 
良薬・化学肥料の問題 19.2 61. 5 3.8 
身土不二 7.7 30.8 0.0 
半農半x* 3.8 。。 3.8 
医食同源* 。。 3.8 。。
休耕田活用* 。。 3.8 。。
注 1)各事項はS会の活動内容を参考に筆者が選出した.

2)*回答者の自由記入事項

らなる.回答者 26人は，生産者と消費者の比率が

ほぼ同じで，男性が 69%を占め，参加回数 3回以

上が半数を占めている(表 3).また，男性のうち

67%， 60 ~ 70代のうち 75%が生産者で，初めての

参加のうち 73%が消費者である.

2)新たな理解・発見

表 4は， (A)活動参加により新たな理解・発見

が得られた事柄， (B) 従来から関心のある事柄の

回答率を示したものである 4)

(B) をみると，自由記入事項を除く(以下同じ)

12項目中7項目の回答率が過半数に達している.(A) 

については次の 2点が指摘できる.第 lに，回答者

全員が何らかの新たな理解や発見が得られたと回答

し， 12 項目中 10項目の回答率が2~5割となり，個々

の参加者に多様な学習効果が現れている可能性が示

唆される この結果は，学習交流会における座学の

講演会に加えて，学習交流会における他の参加者と

の対話，調理・会食の体験，圃場見学など，個々の

参加者に多様な理解・発見の機会が用意されている

ことを示唆していると考えられる.第 2に， (B) の

回答率としては 2~3 番目に低い「農村のくらし」

と「地域自給」が， (A) の回答率としては 1~2 番

目に高い点である. この結果は，普段関心を向ける

機会が「食の安心・安全」などと比較して多くない

「農村のくらし」や「地域自給」に対して， s会の

学習活動が新たな理解や発見を提供する場となって

いることを示唆していると考えられる.
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3)生産者と消費者の意識の差異 域JI料理」について有意に記入する傾向がみられる.

次に， s会の学習活動に対する生産者と消費者の また，共起性について，生産者は名詞カテゴリから

;音、識の差異に接近するため質問項目の自由記入を より多くの強いエッジがみられる 回答した生産者

用いた内容分析を行う.方法は，自由記入の名詞の の多くは，今後の農業に対する関心が高く，そのた

同義語カテゴリ(以下，名詞カテゴリ)を抽出し めに会合によるコミュニケーションの必要性を認識

生産者と消費者の名詞カテゴリの内容と共起性を比 し，回答した消費者の多くは，農業や地域に関する

較する 5) 自由記入回答者は生産者 消費者ともに 学習者としての認識がより強いことがわかる

10人である.ただし自由記入回答者のうち，年代

と活動参加回数は生産者の方が有意に高く 6) 結果

の解釈において，これらの点に留意する必要があるー

抽出した名詞カテゴリは表 5，生産者と消費者の

名調カテゴリの内容と共起性は図 2のとおりである.

図2から，生産者と消費者の問で名詞カテゴリの内

容と共起性に明確な差異がみられる η. つまり，生

産者は「会合JI今後」について，消費者は「知識JI地

表 5. 名詞カテゴリ

カテゴリ名

農業

有機

業

語
一
作

義
一
農

同一
-法曲

辰業

機

農

有

合鴨 |合鴨

今後 |今後，これから，将来，展望

地域 |地域，地元，田舎

料理 |料理，食事，食材，ごはん

知識 |知識，学習，勉強

会合 |会合，話し合い，座談会

講演 |講演，お話

経験 |経験，体験，機会

若者 |若い人，子供
注・ 1)名詞の抽出にはMeCabを用いた

2)生産者と消費者の記入率がいずれも10

%以下の名詞カテゴリは除外している

【生産者】

4. おわりに

本稿では，島根県出雲地方の S会を対象に，生

産者と消資者による学習組織運営の特徴について，

設立までの経緯，設立時点の会員の関係，運営にお

ける役割分担，学習活動の内容，活動参加者の意識

の視点から検討した.得られた知見と意義をまとめ

ると以下のとおりである.

第 lに，学習組織設立に際して，牽引役のリーダー

の存在が重要である点があげられる 本事例では，

リーダーの条件として，学習組織の理念の明確化と

組織化の実行力に加えて，生産者と消費者の両方に

多くの関係を有することが指摘できる.このような

リーダーは必ずしも特殊なケースではなく，島根県

出雲地方に限定しでも，近年，都市農村交流事業に

おいて同様のリ ーダーがみられる(森[7J).今後は，

このようなリーダーの活動をサポートする仕組みづ

くりが望まれる

第一 2に，運営における役割分担について，重要な

役割をリーダーが担当する一方， 生産者と消費者の

両方に役割を配分している点があげられる. これに

より ，生産者の作業負担軽減に加え，消費者の参加

【消費者】

ζ3・記入率が50%以上の名古司カテゴリ
ーーー:Simpson係数が0.6以上のエアジ

図 2. 生産者と消費者の名詞カテゴリの内容と共起性

注 :1)生産者と消費者の別で記入率が 10%以下の名詞カテゴリ(生産者。有機，消費者 今後)，他と共起性がない名詞

カテコリ(生産者:講演，料理)は省いている.

2)ぺ.はそれぞれ， 5%， 10%水準で生産者と消費者の回答率に有意差があることを示す (Fisher's exact test) . 

(57 ) 
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意識向上につながっているものと考えられる

第 3に，学習活動として，体験や見学を含む複数

の内容を用意している点があげられる.そのひとつ

である学習交流会ふ講演会に加え，会員が生産し

た農産物による調理・会食などで構成されている.

第 4に，学習活動への参加は，食・農の幅広い領

域における新たな理解や発見をもたらし生産者に

対しては今後の農業のあり方や若い世代とのコミュ

ニケーションを考える契機に，消費者に対しては食・

農について幅広く学習する機会となっている点があ

げられる. 2012年 7月現在， s会の学習活動とは

別個に，会員聞の農産物売買や交流活動が発生して

いる. これらの動きは，学習活動による意識の向上

と相互理解が基盤となっているものと推察される.

なお，事例の蓄積による比較分析，波及効果の検

証，活動規模拡大などに伴う運営面の変化に関する

分析については，残された課題としたい.

付記

本稿は，科研費若手研究 (B) (23780230) による

成果の一部である.

注1)詳しくは三田村 [6Jを参照されたい.

2)個人会員の家族と団体会員の構成員は，個人会員

と同等に学習活動に参加することができる.また，

非会員であっても，希望者は学習交流会に参加で

きる.

3)学習交流会の参加授は l人あたり 2，000円で，同

伴の小学生以下は無料としている

4) 表 4のうち， (A) の「農薬・化学肥料の問題」のみ，

生産者と消費者の回答率に有窓差がある(生産者

7.1%，消費者 33.3% ; Fisher' s exact test，有意水

準 10%)

5) 内容分析における品詞のカテゴリ化については児

(58 ) 

玉他 [lJを参考にした.

6) 自由記入に回答した生産者と消費者は， 60 ~ 70 

代がそれぞれ 70%と10%，初めての参加がそれぞ

れ20%と80%で，いずれも 1%水準で有意差があ

る (Fisher'sexact test). 

7) 名詞カテゴリの内容と共起性について，①性別，

②年代別，③活動参加回数別にテストしたが，図

2の差異が最も顕著であった.
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