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① 熊 本・（有）木之内農園 2000.6.8  ………………………  p.32 
●全くの新規就農。いちご農園「阿蘇いちご畑」、大学・メーカーとの品種・商品開発。研修にも注力。 

② 新 潟・（有）神林カントリー農園 2000.6.17  ………………………  p.36 
●米どころで作業受託組織結成。早期から餅加工を開始。直売会員組織「太陽の里」で顧客多数。 

③ 滋 賀・（株）グリーンちゅうず 2000.7.6  ………………………  p.40 
●地域のミッションを引き受けて立つ、日本初の特定農業法人。JAとの関係も良好。 

④ 福 島・（有）松葉屋 2000.7.10  ………………………  p.44 
●マッシュルームの生産販売に企業勤務のノウハウを活かす。 

⑤ 山 形・（有）安達農園 2000.7.20  ………………………  p.48 
●親の代に入植・開拓した地でさくらんぼなど果樹生産。観光農園・加工販売を手掛ける。 

⑥ 宮 城・（有）伊豆沼農産 2000.7.21  ………………………  p.52 
●「農業は食業だ」をモットーに環境に付加を与えない養豚・生活者視点の食肉加工販売・レストラン経営。 

⑦ 長 野・（有）永井農場 2000.8.8  ………………………  p.56 
●父の堅実経営と息子のマーケティング感覚がベストマッチ。地域の稲作受託請負と販売事業を営む。 

⑧ 岐 阜・（有）ブロメリア・ギフ 2000.9.2  ………………………  p.60 
●企業勤務の経験を活かし、蘭・ミニバラのファクトリー生産。海外との提携など、世界視野でビジネス。 

⑨ 北海道・（農）西上経営組合 2000.9.23  ………………………  p.64 
●土地買収の危機から立ち上がり、広大な土地で多品目を生産。レストランやスノーモビルなど観光農園も経営。 

⑩ 愛 媛・（有）ジェイ・ウィングファーム 2000.10.6  ………………………  p.68 
●「麦・雑穀」など地域に合った生産を志す。農村というコミュニティの復建を唱えるユニークな経営。 

（2000年度 インタビュー実施先：10法人） ■目次



⑪ 群 馬・グリンリーフ（株） 2001.7.23  ………………………  p.74 
●有機コンニャク・野菜生産、加工販売 → ＜有機＞を売りに、メーカーとして大手企業と取引。 

⑫ 富 山・（農）サカタニ農産 2001. 10.23  ………………………  p.80 
●地域農家「380戸」の稲作受託、有機米ブランド「ワールドエース」。 

⑬ 宮 城・（有）佐々木農園 2001.11.2  ………………………  p.84 
●＜天敵昆虫＞を使った有機野菜の栽培温室4500坪。漬物で販路拡大。 

⑭ 鹿児島・（農）南州農場 2001.12.11  ………………………  p.88 
●養豚6万頭、従業員２４０名の巨大畜産ファクトリー。M&Aで事業展開。 

⑮ 大 分・（有）ゆふいんフローラハウス 2002.1.28  ………………………  p.94 
●湯布院の地の利を活かし、洋ラン栽培から宿泊事業へ。女性による「人生哲学」経営。 
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⑯ 香 川・（有）やさい畑 2002.8.2  ………………………  p.98 
●レタスなど軟弱野菜の生産、早期から有機栽培を手掛ける。農業を担う若者の育成・支援を目的として法人を設立。 

外国人研修生も多く受け入れている。 

⑰ 青 森・（農）黄金崎農場 2002.8.20  ………………………  p.102 
●岩木山麓の450haの畑でありとあらゆる作目栽培。キリンビールと合弁で（株）ジャパンポテト設立。種イモの生産を行う。 

「森の中の果樹園」を構想。 

⑱ 長 野・（有）たんぽぽ 2002.9.10  ………………………  p.106 
●兼業農家の妻たちによる生活改善グループが母体。おやきなどの技を生かし、加工事業と直売所・レストランを展開。 

女性パワーで地域を活性化。 

⑲ 石 川・（株）ぶった農産 2002.9.25  ………………………  p.112 
●高い技術水準による稲作と、地域伝統の「かぶら寿し」等の加工事業を展開。早期から宅配による生活者直販を実施。 

農業生産法人初で株式会社となる。 

⑳ 三 重・（農）伊賀の里モクモク手づくりファーム 2002.11.26  ………………………  p.116 
●「ハム工房モクモク」としてスタートし、農事組合法人のさきがけとして事業展開。現在は年間３５万人を集客する 

１７haの総合的な農業公園に。 
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山 口・（有）梶岡牧場 2003.7.29  ………………………  p.122 
●250頭の黒毛和牛を預託肥育している。畜産廃棄物問題を契機に発酵有機質堆肥の製造販売を開始。長男・秀吉氏が山口大学と微生物活用堆肥を 

共同開発。牧場にバーベキューハウスを開設、「自然を食す！」をスローガンに交流事業を展開。NPO法人きららの里をサポートしている。 

島 根・（有）ファーム木精 2003.10.17  ………………………  p.126 
●ほ場整備事業を契機に集落営農組織を立ち上げ有限会社化、有機・特別栽培米を生産・販売。電解水によるモミ消毒などの工夫も行っている。 

収益性の確保を目指し、生産物の全量JA出荷など柔軟な対応を図る。大豆等の乾燥施設を核に乾燥調整事業・（一次）加工事業を展開予定。 

福 岡・（農）モア・ハウス 2003.12.09  ………………………  p.130 
●JAがきのこ栽培の女性プロ農家を募集、農家の主婦３人がこれに応募して起業。経営・技術指導、種菌培養センター、販売と厚いJAのサポートにより 

順調に業績を伸ばし、アスパラ栽培も開始。女性企業家として各方面から注目を浴び、「きのこの大木町」の広告塔となっている。 

島 根・（農）松永牧場 2004.1.31  ………………………  p.134 
●和牛・F1・F1xの繁殖・哺育・肥育一貫経営。肉の品質を数値で管理、トレーサビリティ完備、ICタグを活用した哺育等ITを駆使。牛肉輸入自由化に 

対応して育種を変更、BSE問題に対応してISO14001認証取得するなど先手打ったビジネスを展開。畜産廃棄物等の地域資源を活用した堆肥事業を展開。 

愛 媛・（農）無茶々園 2004.3.15  ………………………  p.138 
●柑橘類の特別栽培を目指す生産者85名をメンバーとする法人。地域づくりを強く意識した法人経営であり、漁業との連携、介護、環境活動 

にも力を入れている。販売会社、新規就農者研修組織、農場ネットワーク、海外研修生の受入組織等多彩な組織をネットワークしている。 
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山 形・（有）和名川ファーム 2004.8.20  ………………………  p.144 
●ＦＦＣ21という強力な生産者ネットワークを核に、和名川ファーム（一戸一法人）、「おんぶバッタの会」（集落の販売組織）、「庄内米工房」（近隣３町の販売組織） 

という３つのチャネルを通し、米の生産販売を手がける。また十数名の仲間と転作ジャガイモに取り組み、カルビーポテトと契約栽培をしている。 

大 阪・（有）杉農園 2004.9.4  ………………………  p.148 
●生産・生活の場の融合を実践する「農耕の園」構想を実現すべく＜杉・五兵衛＞を開園。自農園で栽培した農園料理を、趣向を凝らしたユニークなつくりの 

レストラン、テラスハウスで提供。次世代、地域に「有機農業」を伝えるという大挑戦をしつつ、都市農業のあり方を提案、実践している。 

福 井・（有）アースワーク 2004.10.14  ………………………  p.152 
●農地を持たずして、125haの栽培規模の稲作を「外部委託」というユニークな経営形態で実践。早期から有機・酵素栽培に取り組み、地元の酒造メーカー、 

酢造メーカーに原料を提供、「有機」「酵素」「九頭竜川の上流水で栽培」「民間育種米（夢ごこち）」をセールスポイントに、米のラインナップを図っている。 

長 崎・（有）ワイルドプランツ吉村 2004.12.03  ………………………  p.156 
●昔から米軍兵が贈り物にする花を生産する産地であった佐世保で花卉を栽培。南半球の品種をもとに開発したオリジナル品種、世界レベルの栽培管理技術、 

減・減栽培、娘さんのフラワーアレンジメントの才能等をエッジに花卉業界に常に新風を送る。最近、流通・加工事業を開始したばかりである。 

千 葉・（有）生産者連合 デコポン 2004.12.17  ………………………  p.160 
●経営者の井尻氏は愛媛県の農家出身、普及員を５年勤めた後、遠隔の千葉県に移住、 生産者とのネットワークづくりに注力する。「これからの農業は 

販売だ！」を実践するために、有機栽培農産物を取り扱う販売会社を設立、販売先を数十件に拡大。H１４に生産活動（有機イチジク栽培）を開始。 
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はじめに 

社団法人日本農業法人協会は、その事業の一つである「農業法人の経営確立・発展の調査研究」の一環とし 

て2000～2004年度までの５年をかけ、先進農業法人インタビュー調査を行ってきました。 

同調査の総括である当事例集では、農業法人の生い立ち・活動内容を明らかにし、また経営の発展段階ごとの 

悩みや課題を浮き彫りにして、その解決策を具体的に示しました。さらに、各法人経営者の農業への思い、将来 

構想を語っていただき「将来展望」としてまとめました。 

この３０法人の事例と現在の自分の置かれている状況と考え方を比較検討していただき、会員のみなさんの自 

己の課題の打開策としていただければ幸いです。 

この事例集がみなさんの経営確立の「道しるべ」となり、経営の何らかのヒントが見つかればとの思いでいます。 

調査実施にあたりましては、会員３０法人の経営者のみなさんにはお忙しい中ご協力いただきましたことに感謝 

申し上げます。 また、この調査の主力として活動していただいた経営発展調査委員会のメンバーの農業法人に 

対 す る 「 思 い と 支 援 協 力 」 に よ り 、 こ こ に と り ま と め 報 告 で き ま し た こ と に 感 謝 申 し 上 げ ま す 。 

（社）日本農業法人協会 平成１７年３月 
■現地調査にご協力いただいたメンバー 

（株）ジャパン・アグリカルチュア・マーケティング＆マネジメント 取締役 林辰男氏 

（有）藤澤流通研究所 代表取締役 藤澤研二氏 

（株）インターワーク チーフプランナー 石川玲子氏 

全国農業経営コンサルタント協議会 専務理事 森剛一氏 

同 理事 渡辺喜代司氏 

■経営発展調査委員会（経営発展調査分析検討及び法人化推進指標検討委員会） 

東京大学大学院農学生命科学研究科教授 八木宏典氏 

同 助教授 小田切徳美氏 

宇都宮大学農学部農業経済学科教授 斎藤潔氏 

（有）安達農園代表取締役 安達茂夫氏 

（有）神林カントリー農園代表取締役 忠 聡 氏 

（株）グリーンちゅうず代表取締役 田中良隆氏 

（有）木之内農園代表取締役 木之内均氏 

上記現地調査メンバー５名 
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インタビュー調査概要 

■インタビュー手順 

基本的に次の手順で、３-６時間にわたってインタビューを行った。 

① 法人ヒストリーのあらまし（就農前→就農後→法人化→現在） 

② 現在に至るまでの経営上の転機を抽出……（その時期ときっかけは何だったか） 

③ ②に基づいた経営の成長段階（フェーズ）の設定 

④ フェーズごとの悩みや課題とその解決策、およびその時の経営者の「想い」 

⑤ 将来構想 

■インタビュー内容 

①成長段階のフェーズ設定 

経営者の就農前（１）、就農時から現在に至るまで（３-４）、および将来構想（１）の、計５-６フェーズに区切り、フェーズごとに以下の内容の 

インタビューを行なった。 

②インタビュー項目 

●事業の推移 ●資金 ●作目・農地 ●設備・機械 ●雇用・組織 

●販売・マーケティング ●人脈・情報源 ●家族・地域との関わり ●その時々の想い 

1 1
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３０法人の選定理由 

●経営タイプと規模から、他法人のモデルとなる特徴のある法人、多角化の進展した法人 

新しい事業やビジネスモデルづくりに挑戦している法人などを抽出した。 

※アミかけ枠は調査済み。 ■は2000年度の調査対象、●は2001年度、♠は2002年度 ○は2003年度 □（下線）は2004年度 

農産加工 

■木之内農園（ジャムなど） 
●ゆふいんフローラハウス（ポプリ） 
♠たんぽぽ（おやき・漬物） 

交流 

—  — 

■伊豆沼農産 

（ハム等食肉加工） 

■グリンリーフ（コンニャク・漬物） 

■安達農園（ジャム・ジュース等） 

●佐々木農園（漬物） 

●南州農場（ハム等食肉加工） 

♠ぶった農産（かぶら寿し等加工） 

♠モクモク手づくりファーム（ハム） 

□アースワーク（地元酒造お酒） 

■安達農園（観光 
農園） 

■西上経営組合 
（観光農園・レス 
トラン・レジャー） 

♠モクモク手づくり 
ファーム（観光農 
園・レストラン） 

□杉農園（観光農 
園・農園料理） 

■木之内農園（観 
光農園） 

●ゆふいんフロー 
ラハウス（宿泊・ 
工房） 

♠たんぽぽ（レストラ 
ン） 

○梶岡牧場（レスト 
ラン） 

売上 
3,000万円 
～１億円 

□和名川ファーム ♠やさい畑（レタ 
ス） 
■木之内農園（イ 
チゴ・全くの新規就 
農） 

○梶岡牧場（肥育 
牛） 

— 

稲作 野菜・畑作 果樹 花卉 畜産 その他 
（工芸作物等） 

●ゆふいんフロー 
ラハウス（蘭など 
花卉） 

□ワイルドプランツ 
吉村（切り花） 

売上 
3,000万円 

未満 

—  —  —  —  — — 

売上 
１億円 
以上 

■安達農園（サク 
ランボ・リンゴ） 

●サカタニ農産（リ 
ンゴ・ナシ） 

♠モクモク手づくり 
ファーム（ブドウ） 

○無茶々園（みか 
ん） 

■ブロメリア・ギフ 
（蘭・ミニ薔薇な 
ど花卉） 

■松葉屋（マッシュ 
ルーム） 

●佐々木農園 
（天敵昆虫） 

○モア・ハウス（シ 
メジ） 

■グリーンちゅうず 
■神林カントリー 

農園 
■永井農場 
■ ジェイ・ウィング 

ファーム（＋雑 
穀） 

●サカタニ農産 
♠ぶった農産 
♠モクモク手づくり 

ファーム 
○ファーム木精 
□アースワーク 
□杉農園 

●グリンリーフ 
●佐々木農園 
♠黄金崎農場 
♠モクモク手づくり 

ファーム 
□ワイルドプランツ 

吉村 
□デコポン 
□杉農園 

●南州農場（主に 
養豚+肉用牛） 

♠モクモク手づくり 
ファーム（養豚） 

○松永牧場（肥育 
牛） 

生産物による分類 多角化段階による分類 
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３０法人に見られる特徴・動向 3 3

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

ポリシー 

事業展開 
マネジメント 

特徴・動向 カテゴリー 

■企業理念の明確化・個性化 
（「人の命と幸せの源＝食料づくり」「農業は食業だ」「利益の出る経営」「地域のグ 

リーンキーパー」「有機農業を次世代に伝える」「心やすらぐ暮らし」等） 

※ 危機＝ビジネスチャンス の気概あり。 

■地域の有力企業として地域のリーダー役 → 日本のリーダーへ 

■事業多角化・６次産業化にチャレンジ 

■コアコンピタンス（その法人ならではの強み）の明確化進む 

■「環境、安全・安心」をエッジとした事業展開（ＩＴによる品質管理・基準設定 等） 

今後の課題 

■計数管理の不徹底・中長期計画の不在 

がまま見られる。 

■分社化・グループ化 ■ネットワーク（複数組織連携）型 ■集落営農型 

■人材育成部門の充実 → 独立のれん分け（ネットワーク化） 

■（後継者）家族経営では有望な２代目に恵まれているケースが見られ 

る。 

■（後継者）雇用型経営では、二代目後継 

者未定の法人が多く見られる。（若手のや 

り甲斐・やる気づくり・待遇改善が課題） 

■（設備）①戦力となる施設建設 
（高機能加工・精米施設、堆肥製造施設、宿泊施設 等） 

②施設の借用によるコスト削減 
■サテライト農場化（遠隔地・全国・海外への農場ネットワーク拡大 等） 

■補助金の有効活用 → 自立的な資金運用へ（市中銀行利用） 

■生活者出資の萌芽的事例あり 
（会員制・前払い型の農産品頒布会、農業公園施設への生活者出資 等） 

■（土地）農地集積に苦労 

■（設備）資金返済に苦労 

■投資・運転資金の確保
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３０法人に見られる特徴・動向 3 3 
特徴・動向 カテゴリー 

■農外企業勤務で養った経営感覚・ノウハウの活用 

■取引先企業・研究機関の技術・ノウハウ活用 

■自社オリジナル技術開発（天敵昆虫・微生物培養・植物生育管理・電解水 等） 

■企業との連携による商品開発（海外企業との連携事例も見られる） 

■農産物加工による付加価値化 
（利便性の高い加工食品・伝統食・農家レストラン・カット野菜等） 

■栽培方法・品種をエッジにした商品開発 
（有機・無農薬・特別・酵素栽培、オリジナル品種・ ＪＡＳ・HACCP等の認証取得 等） 

今後の課題 

■加工技術、商品開発にはまだまだ改良の 

余地がある。 
（品質の向上、生活者ニーズへの対応、オンリー 
ワン商品の開発 等） 

■多様な販路開拓 
（直販へシフト。メーカー・外食産業への食材提供、大手企業との契約栽培、生活者直 

販、会員制販売ネット通販、自社直売所等） 

■地域の農産物流通を担う販社的活動→海外輸出も開始 

販売・販路 

ネットワーク 

地域 

技術・ノウハウ 

商品 

■多様な相手との連携強化 
（生産者グループ、企業、海外企業、生活者、 行政、専門家 等） 

■ネットワーク＝情報源 

■ＪＡとの良好な関係づくりが積年の課題。 
（※最近は、良好な関係づくり事例も見られる。Ｊ 
Ａ母体の法人、ＪＡの販路・施設・人材の活用、Ｊ 
Ａとの連携による特別栽培・地域ブランドづくり 
等） 

■地域リーダーとしての活動 
（グリーンキーパー・地域ブランドづくり・地域販社・人材育成・地域活性化・地域文 
化情報発信・有機農業・環境保護・農業体験・生き甲斐づくり 等。 ＮＰＯ法人設立 
への発展事例も見られる。 ） 

■地元生産者・企業との連携 （地域農産物流通・共働商品開発 等） 

■農地集積に苦労 

■若者をひきつける農業 

■さらなる利益率向上、リスク分散 

■技術・ノウハウの社内共有・ルール化
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●農業法人のタイプ 
A：事業の方向性 ・・・・・何を目指すのか・事業のコンセプトは何か 

B：顧客 ・・・・・誰に向けて商品（農産物・加工品等）、サービスを提供するのか 

B：顧客 

A：事業の方向性 

地域・コミュニティ志向 

ビジネス志向 

顧客＝企業・農業グループ 
（B to B） 

顧客＝消費者 
（B to C） 

・地域共同体における価値交換（＝相互扶助） 

・持続的な農村の生活（サスティナビリティ） 

・お金では計れない郷土愛・ふるさとへの想い・貢献 

・自然環境、生活環境、医療・福祉・教育等を支える農業の多面的機能 

・市場における価値交換（＝ビジネス） 

・産業として確立した農業経営 

・農産物・農業（に由来する商品・サービス）の貨幣価値の最大化 

・農業の情報化（計画性、リスク回避、全国・世界共通の評価基準） 

・国・地球レベルでの農産物流通・食料供給 

・生産・加工・流通・販売のルール化、事業のシステム化 

・人材、農地、施設、資金、知的資産の潤滑な循環（＝経済） 

・農業生産者、およびメーカー・流通業者等異業種、 研究機関との協業 

・生活者視点での商品・サービスづくり 

（ex.有機/特別栽培など健康や環境によい商品づくり。多角化による農産加工・農業体験・レストランなど） 

・生活者との協働、生活者の農業への参加 ・ＮＰＯ・生活者団体との協業 

・食農一致 ・「農のあるくらし」の提案 

要素 

農業法人のタイプ仮説 ～ ①事業の目指す方向性・顧客による分類 41 41 

※B to B : Business to Business、B to C : Business to Consumer
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農業法人のタイプ仮説 ～ ①事業の目指す方向性・顧客による分類 41 41 

顧客 
＝企業・農家グループ 

（ B to B ） 

ビジネス志向 

地域・コミュニティ志向 

顧客＝消費者 
（B to C） 

・地域の有力企業として地域マネジメ 
ントで存在感を持つ。 

・経済的・社会的な地域問題に対応、 
地域資源の充実に貢献。 

・農業を通して地域のしあわせなくらし 
の実現を目指す。 

・農業の多面的機能を最大限活用する 
ことによって地域の社会・生活価値を 
つくる。 

・生活者発想のマーケティング実践によ 
る商品価値の向上を追求。 

・生活者の参画による食と農の交流、相 
互理解の向上に貢献。 

・戦略的な生産・加工・流通・販売のしくみづくり 
・異業種・研究機関等との協業 
・人材・農地・施設・知的資産・資金の有効活用 
・供給力、効率性等を重視。 

地域と都市、農場と食卓、生産者-企業-生 
活者・・・を結び、新しい農業のしくみをつく 
るビジネス。 

・多様な事業の方向性を内包し、多様な価値を創造する、農業をベースとした６次産業型ビジネス。 

＜注＞上図は農業法人の事業の目指す方向性を大胆に分類したものであり、それぞれの軸は本来クロスすべきものである。したがって、実 
際の農業法人経営は上の方向性のいくつかの組み合わせである。 

例）地域の農地の多くを担う法人（＝地域リーダー）が、大規模な野菜カット工場（＝経済価値追求型ビジネス）を運営し、かつ地域の販社（＝コーディネート 
ビジネス）として活躍している。 

例）消費者向けの農産加工品を製造（＝生活価値創造型ビジネス）している法人が、地域の伝統食の料理教室（＝コミュニティビジネス）を始めた。
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●農業法人経営は多様な志向を内包しており、様々な志向の組み合わせで成り立っていると考えられる。 

農業法人のタイプ仮説 ～ ①事業の目指す方向性・顧客による分類 41 41 

コミュニティビジネス 

総合ビジネス 

生活価値創造型ビジネス 

コーディネートビジネス 

経済価値追求型ビジネス 

素材提供型 

アグリ・ファクトリー型 

協働商品開発型 

技術移転・外販型 

卸・商社型 

コンサルティング型 

マネジメント型 

合弁事業型 

ソーシャルビジネス型 

グリーンキーパー型 

生産資材提供型 

地域リーダー 

施設提供型 

循環型社会づくり型 

地域活性化型 

高付加価値農産物提供型 

農産加工型 

観光・体験提供型 

福祉・セラピー型 

文化発信型 

食農教育型 

人材育成型 

総合事業型 

総合農場型 

エコロジー型 

生活者協働型 

(B to B) 

ビジネス志向 

地域・コミュニティ志向 

(B to C) 

顧客 
＝企業・農 
家グループ 

顧客 
＝消費者
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ビジネス志向 

地域・コミュニティ志向 

顧
客

＝
消

費
者

 

顧
客

＝
企

業
・
農

家
グ

ル
ー

プ
 

■各モデルの概要 

農業法人のタイプ仮説 ～ ①事業の目指す方向性・顧客による分類 41 41 

■総合ビジネス 

総合農場型 

農場をメディアとして、農業の持つ多面的価 

値（特に体験的・経験的な価値）を総合的に 

提供する事業。 

・食、文化、エコロジー、癒しなどの農業の恵 

み・便益を分割することなく丸のまま提供。 

・生産の場、生活の場の融合 

・生産・加工・販売・サービスをトータル（未分 

化な状態）で提供。 

・黄金崎農場 
（「森の中の果樹園」＝広大な農地をメディアとした 
屋根のないマーケット。農事組合法人を設立し、運 
営） 

・杉農園 
（「農耕の園」＝生産と生活の場の融合、生産・加 
工・販売・サービス・教育の一貫経営） 

・モクモクファーム 
（地域の農産物をベースとした事業展開。農業 
ファーム内で、ハムづくり、アイスクリームづくりなど 
の体験型教室・イベントを開催） 

総合事業型 

生産事業、加工事業、販売事業、あるいは 

交流事業など、総合的な事業展開を進める。 

６次産業型農業法人。 

・法人内の複数の部門、グループ傘下企業等の 

複数組織をマネジメントする機能を持つ。 

・各事業の自立的な運営を基本とする。 

・モクモクファーム 
（農場・農畜産物加工場・農業公園運営・通信販 
売・直営店・レストラン運営・社会事業等） 

・伊豆沼農産 
（生産者との連携による加工事業・レストラン事 
業・販売事業・コミュニティ事業等） 

大分類 小分類 定義 事例
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ビジネス志向 

地域・コミュニティ志向 

顧
客

＝
消

費
者

 

顧
客

＝
企

業
・
農

家
グ

ル
ー

プ
 

■コーディネート 
ビジネス 

■各モデルの概要 

農業法人のタイプ仮説 ～ ①事業の目指す方向性・顧客による分類 41 41 

大分類 小分類 定義 事例 

・ぶった農産 ・永井農場 ・サカタニ農産 
・グリンリーフ ・生産者連合 デコポン 
・無茶々園 
・ファーム木精 
・神林カントリー農園「「オニオン・ブルー」 
・伊豆沼農産「農家直売所」「伊達の純粋赤豚」（香 

港進出） 
・安達農園「100人の直売」 
・松葉屋「鏡田アグリ21」 
・和名川ファーム「おんぶバッタの会」「庄内コメ工 

房」、「藤島町土を考える会」 
・アースワーク（約60軒の生産外部委託米販売） 
・ワイルドプランツ吉村（花卉の仕入販売） 

・松葉屋（栽培プラントに関するコンサルティング） 

・永井農場・グリンリーフ・アースワーク（生産者に 

対するコンサルティング） 

・ワイルドプランツ吉村（花屋に対するコンサルティ 

ング） 

・梶岡牧場（NPO法人「きららの里」設立・運営をサ 
ポート） 

・神林カントリー農園（中高年層の生きがい作りを 
支援するNPO「新現役ネット」と連携） 

・無茶々園（NPO法人「海外研修生招聘協会」設 
立） 

卸・商社型 

・大型直売所 
・通信販売 
・市場開拓 

地域の農産物、加工品等の産品を一括して 
流通・販売する卸・商社的な事業。 
大型の直売所・通信販売で販売事業を行う 
ケースが多い。近年は海外への販売事例 
へも出てきている。 

・自社製品のみならず。他の生産者・業界の商品 
も取り扱う。地域と都会、生産者と生活者などを 
つなぐ役目を果たす。 

コンサルティング型 

自社に蓄積したノウハウを基に生産者や企 
業にコンサルティングを行う事業。 

・生産者-企業-生活者、生産者-生活者などの間 
の情報の受け渡しを担う。 

※ソフト外販型の発展形でもある。 

ソーシャルビジネス 
型 
（トラスト・オーナー制度・ 
CSA型 ＊ ） 

持続的なコミュニティ活動のためのビジネス 
仕組みづくり（ソーシャルマーケティング） 。 
地域の枠を超えた同じ関心を持つ人による 
コミュニティ活動。中立的組織としてNPOの 
形をとることも多い。 

Ex.農地の荒廃を防ぐ、棚田を守るなどの社会的 
な目的のためのトラスト、オーナー制度、CSAな 
ど。 

Ex. 生活者の出資・参加による農業経営など。 

＊トラスト 

環境問題、自然保護などの共通の目的の 
ために生産者と生活者が違いに農地（農 
産物ではなく土地）をトラスト（相互信託）し 
て農業を行うこと。棚田トラスト、大豆畑ト 
ラストなどがある。 

＊オーナー制度 

農地や家畜などの使用権・所有権とひき 
かえに生活者が出資することによって農 
業経営に参加。多くのケースで生活者が 
農作業に参加している。農地・自然保護な 
どの社会的な活動の一環である。 

＊ CSA 

＝Community Supported Agriculture 
「コミュニティに支えられる農業」という意 
味で、70年代、日本の有機農業運動の生 
活者と、生産者の提携関係（”TEIKEI”）に 

ヒントを得て、アメリカ、カナダなどの有機 
農家が生活者との協力関係を作り始めた 
ことに始まる。 

●つなぐ 

・地域と都市 

・農場と食卓 

・生産者—企業— 
生活者 

・日本—世界 

●仕組みを変える 

・コミュニティビジネ 
ス・「地産地消」の 
マーケティング
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■各モデルの概要 

農業法人のタイプ仮説 ～ ①事業の目指す方向性・顧客による分類 41 41 

■地域リーダー 

・地域ミッション実践 

※JAや行政の機能と 
オーバーラップする。 

大分類 小分類 定義 事例 

自社の施設を地域の利用に供するなどの事業を展開。 
※Ex. ライスセンター、製粉施設、倉庫などのレンタル。および、穀物の 
乾燥・調整作業の受託などの施設を利用した作業の受託を伴う場合も 
ある。 

担い手減少等によって荒廃していく地域の農地・自然 
（＝グリーン）を守り、農業を持続させることをミッション 
として行う事業活動。 

Ex. 農地を集積し、地域農業の受託を行うなど。 

地域の生産者に、稲の苗や資材などを提供する事業。 

グリーンキーパー型 

生産資材提供型 

・やさい畑 
・永井農場 
・グリーンちゅうず 
・サカタニ農産 
・ジェイ・ウィングファーム 
・西上経営組合 
・無茶々園 

・松葉屋（資材販売） 
・ファーム木精（構成員に苗・資材販 

売） 
・グリーンちゅうず（苗の供給） 
・和名川ファーム（米袋等資材提供） 
・アースワーク・生産者連合 デコポ 

ン（生産資材提供） 

施設提供型 

・ぶった農産（JAにライスセンター貸 
し出し） 

・ファーム木精（穀物の乾燥・調整作 
業の受託） 

有力生産者のミッションとして、循環型社会づくりを推 
進。 

Ex. 畜産農家による畜糞の堆肥化・リサイクルの仕組みづくり、流通業 
者と連携した食品残さリサイクルなど。 

※堆肥・環境機器販売等、採算性のある環境ビジネス（経済価値追求 
型ビジネス）に発展している事例が多く見られる。 

循環型社会づくり型 

・大規模畜産を営む農業法人。（南 

州農場：企業と連携して食品残さ 

のリサイクル実験） 

・杉農園（都会における有機農業の 

次世代への継承） 

他 

有力企業のミッションとして、地域活性化を促進。経済 
的・社会的活動によって地域のパワー、ブランド力を高 
める事業。 

Ex. 地域をあげての農産物ブランド化、イベント活動、雇用促進など。 

地域活性化型 

・南州農場 

・西上経営組合 

・伊豆沼農産 

・無茶々園 

・梶岡牧場 

他 

ビジネス志向 

地域・コミュニティ志向 

顧
客

＝
消

費
者

 

顧
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■各モデルの概要 

農業法人のタイプ仮説 ～ ①事業の目指す方向性・顧客による分類 41 41 

■コミュニティ 
ビジネス 

・地域生活の質的向上 

＜農業の多面的機能を最大 

限活用することによって地 

域の生活価値を高める＞ 

福祉・セラピー型 

・たんぽぽ（農家の嫁の生き甲斐づくり。一人暮らし 
の高齢者向け福祉弁当） 

・木之内農園（福祉農園） 
・無茶々園（介護講座開設など地域の高齢者・介護 

者のサポート） 
・梶岡牧場（アニマルセラピーを実施しているNPO 

法人「きららの里」をサポート） 
・モクモク手づくりファーム（ポニー乗馬など） 

農業をベースに地域の生活課題への対応 
を目指し、生活の質を向上させる事業。 

Ex.地域の高齢者・障害者など社会的弱者に対し、働く 
場所を創出したり、生き甲斐を提供する。 

Ex.地域の人々の心身の健康を提供する事業。 

文化発信型 

※文化…農業・食をベー 

スとするさまざまな文化 

・ぶった農産（かぶら寿しなど郷土食を伝承） 
・たんぽぽ（おやきなどの地域の食文化を伝える） 
・ジェイ・ウィングファーム（雑穀という食文化を伝え 

る。芸術家と交流活動。民家保存活動） 
・梶岡牧場（ハーブ教室や料理教室などを開催） 
・伊豆沼農産（伊豆沼のグリーンツーリズム推進／ 

カルチャースペース開講） 
・杉農園（「農耕の園」農園料理・自然の恵み提供） 
・ワイルドプランツ吉村（花文化の情報発信） 

農業をベースに、地域の食文化・伝統文化 
等の情報発信をしたり、新しい文化を創造 
していく事業。 

Ex.伝統野菜、地域の女性によって継承された技など地 
域資源を活用した伝統食品の加工・販売事業。 

食農教育型 

・神林カントリー農園（「MYたんぼの会」で農業体 
験・羊の散髪など） 

・伊豆沼農産（手作りウィンナー教室） 
・西上経営組合（そば打ち道場など） 
・ゆふいんフローラハウス（各種教室） 
・黄金崎農場・梶岡牧場（農業体験・教室） 
・たんぽぽ（おやきなど伝統料理の教室） 
・杉農園（農業体験・援農、動物とのふれあい） 

農業、農村をベースにした各種体験やイベ 
ント、教室などを通じた食農教育の機会を 
提供する事業。 

Ex.農作業体験や農場でとれた農産物の加工を通して、 
農業と食のつながりを生活者に五感で体感／経験して 
もらうイベント、教室など。 

エコロジー型 

・モクモク手づくりファーム（里山体験イベント、再利 
用可能なエコボトル販売、生活者へのエコライフ 
の呼びかけなど） 

・伊豆沼農産（ラムサール条約締結地伊豆沼の環 
境保護） 

・無茶々園（廃油より石鹸作り等の環境活動） 
・松永牧場（清流へのヤマメ放流） 
・杉農園（エコ生産と生活の場の融合） 

農業・農地・里山、あるいは食と関連したエ 
コロジー事業。 

Ex.里山体験、食品容器包装削減・リサイクル活動など。 

大分類 小分類 定義 事例 

人材育成型 

・やさい畑（やさい畑自体が人材育成のための会 
社） 

・木之内農園（人材育成部門がNPO法人として独 

立） 
・モア・ハウス（女性の起業） 
・和名川ファーム（FFC21等で次世代育成） 

・ワイルドプランツ吉村（県の高等職業訓練校） 

地域（農業）の担い手となる人材を育成する 
事業。 

Ex.研修プログラムの実施、受け皿組織作りなど。 

※「生活価値創造型ビジ 

ネス」との違いは、中長期 

的な地域の社会資本の 

整備としての側面が強く、 

貨幣ではない価値の交換 

が主体である（即売上に 

結びつくとは限らない）点 

である。 

ビジネス志向 

地域・コミュニティ志向 

顧
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■各モデルの概要 

農業法人のタイプ仮説 ～ ①事業の目指す方向性・顧客による分類 41 41 

■生活価値創造型 
ビジネス 

・生活者との 
パートナーシップ 

（B to C） 

＜生活者＝農業経営のサ 
ポーター＞ 

大分類 小分類 定義 事例 

観光・体験提供型 
（観光農園・レストラン・ 
農業体験・自然体験） 

生活者協働型 

農産加工型 

果樹園など農場で、もぎ取り、レストラン（農 
園で生産した農産物の料理など）、農業体験・ 
自然体験などの体験型サービスを提供する。 

※「食農教育型」との違いは、市場ビジネスとしての継 
続性・採算性を前提としていること、および地域生活 
者と同等に都市部・遠隔地の生活者も顧客となり得る、 
ということである。顧客＝サポーターは「共通の関心」 
（地域社会に関連するとは限らない）を持つ人の集ま 
りである。 

顧客（＝生活者）との関係づくりを元にした事業。 

Ex.「協働商品開発」 
生活者の声を反映した商品開発。 

Ex.「会員制」 
通信販売（頒布会）、生活者の出資による事業活動等。 

Ex.「生活者出資」 
生活者の出資による事業運営。オーナー制度など。 

農産物や、農家の食に係わる技や知恵の 
外販事業化。 

※基本的に生活者向けの直売、通信販売。（量 
産して企業へ販売する場合はアグリ・ファクト 
リー） 

・伊豆沼農産（自社製肉加工品を出すレストラン） 
・安達農園（さくらんぼ・桃の観光農園） 
・木之内農園（いちご観光農園） 
・西上経営組合（農業体験・そば道場など） 
・モクモク手づくりファーム（手作りウィンナー教室、 

手作り豆腐教室・） 
・杉農園（農耕の園） 

・安達農園（生食に向き糖度の高いサクランボ佐藤錦 
の開発・販売） 

・ジェイ・ウィングファーム（もち麦など雑穀・古代米の 
提供） 

・黄金崎農場（ジャガイモの多様な品種の提供） 
・生活者の健康、環境問題に配慮した有機栽培・エコ 

農産物の提供：無茶々園・ファーム木精・佐々木農 
園・永井農場・グリンリーフ・やさい畑・杉農園・生 
産者連合 デコポン 

・杉農園（採れ立ての有機野菜で作った農園料理） 
・ワイルドプランツ吉村（ブーケ、カジュアルフラワー 

などの提供） 

・ぶった農産（かぶら寿し） 
・神林カントリー農園（味噌・梅干し・笹餅など。※餅 

はアグリ・ファクトリー） 
・モア・ハウス（きのこごはんの素） 

高付加価値農産物 
提供型 

品種改良・生産技術開発等により、農産物 
そのものの価値を高めて生活者に提供する。 

Ex有機栽培農産物など安全・安心な食材の提供 
Ex雑穀・古代米・オリジナル品種など、食生活を 

豊かに幅広くする食材の提供。 

・ぶった農産（かぶら寿し） 
・神林カントリー農園（味噌・梅干し・笹餅など。※餅 

はアグリ・ファクトリー） 
・モア・ハウス（きのこごはんの素） 
・たんぽぽ（おやきなど） 
・杉農園（豆腐、パン・ケージ） 
・アースワーク（里芋煮、餅加工） 

・神林カントリー（会員制通信販売。前払い方式／ 
会員制「MYたんぼの会」） 

・モクモクファーム（サポーター会員「モクモクネー 
チャークラブ」／アグリパーク内の温泉への生活 
者出資） 

・ぶった農産（老舗の料亭等、地元顧客の高ロイヤ 
ルティ型直接販売） 

・西上経営組合（オーナー制農園） 

※発展形＝生活者出 
資によるトラスト／ 
オーナー制度CSA 

（「コーディネートビジ 
ネス」の項参照） 

ビジネス志向 

地域・コミュニティ志向 
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■各モデルの概要 

農業法人のタイプ仮説 ～ ①事業の目指す方向性・顧客による分類 41 41 

大分類 小分類 定義 事例 

■経済価値追求型 
ビジネス 
（B to B） 

・事業のシステム化 

アグリ 
・ファクトリー型 

・松永牧場（食肉）・梶岡牧場（食肉） ・南州農場 
（食肉・加工品） ・伊豆沼農産（食肉加工品） 

・ブロメリア・ギフ・ワイルドプランツ吉村（花卉） 

・佐々木農園（漬け物） ・神林カントリー農園（餠） 

・松葉屋（マッシュルーム） ・モア・ハウス（しめじ） 

・梶岡牧場・松永牧場・南州農場（有機堆肥製造販 
売） 

大規模な施設型生産、オートメーション化された 
食品等の加工業など。 

Ex. 花卉・きのこの施設栽培、ハム・漬け物・餅の加工 
など。 

Ex. 有機堆肥等副産物の加工品の量産・販売。 

素材提供型 

・黄金崎農場（食品メーカー） 

・伊豆沼農産（OEM） 

・たんぽぽ 

・神林カントリー（菓子メーカー・和菓子屋へ米提 

供） 

・梶岡牧場（安愚楽牧場） 

・和名川ファーム（カルビーポテトへ馬鈴薯提供） 

・アースワーク（酒造・酢造会社へ有機米提供） 

企業との契約栽培／生産。 

Ex. 食品加工メーカー、外食産業への素材提供など。 

協働商品開発型 

・ジェイ・ウィングファーム 
（飲食店・食品メーカーと雑穀を活用した商品開発） 

・梶岡牧場 
（山口大学と有機質堆肥） 

・木之内農園 
（メーカーとワインの共働開発） 

・伊豆沼農産 
（畜産試験場・契約生産者との「伊達の純粋赤豚」開発） 

・ワイルドプランツ吉村 
（流通業者と店舗向けブーケ開発） 

・アースワーク 
（有機酒・有機酢開発） 

企業や研究機関との協働商品開発。 

Ex.企業ノウハウによる加工食品開発・量産化。 

※発展形＝企業 
との合弁会社、 
非農業部門の 
独立法人化。 

ビジネス志向 

地域・コミュニティ志向 
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■各モデルの概要 

農業法人のタイプ仮説 ～ ①事業の目指す方向性・顧客による分類 41 41 

大分類 小分類 定義 事例 

■経済価値追求型 
ビジネス 
（B to B） 

・事業のシステム化 

・グリンリーフ・生産者連合 デコポン（提携農家の 
マネジメント） 

・松葉屋（農場フランチャイズ） 
・サカタニ農産・無茶々園・西上経営組合・南州農 

場・黄金崎農場・モクモクファーム 
（農事組合・グループ企業のマネジメント） 

・和名川ファーム（販売組織のマネジメント） 
・アースワーク（委託生産のマネジメント） 

複数の生産者、組織を「マネジメント」することに 
よって経済価値を生む事業。 

Ex. フランチャイズ、グループ企業のマネジメントなど。 
自社組織のマネジメントをする場合、自社外組織のマネ 
ジメントをするケースがある。連結経営は両者の中間的 
な事業形態と言える。 

マネジメント事業型 

・黄金崎農場（キリンビールと株式会社ジャパンポ 

テト設立） 

・ワイルドプランツ吉村（企業、JBACの仲間と野 

菜・花卉加工工場、ナチュラルファクトリー設立） 

企業との合弁による事業。 

（企業資本・ノウハウの活用） 
合弁事業型 

技術移転・外販型 

・ブロメリア・ギフ（海外企業との技術提携） 
・ワイルドプランツ吉村（オリジナル品種） 

・佐々木農園（天敵昆虫繁殖セット販売・バンカー 
プラント開発） 

・松葉屋（マッシュルーム栽培システム） 
・梶岡牧場・松永牧場・南州農場（有機堆肥製造販 

売） 

・木ノ内農園（中国でのイチゴ生産・販売） 

技術（ソフト資産・ライセンス）をコアコンピタンス 
とした事業展開。 

※法人経営の過程で自社に蓄積した生産・販売・コミュ 
ニケーション技術等を販売する。 

Ex. 堆肥製造などの環境関連事業もそのひとつである。 

※発展形＝企業 
との合弁会社、 
非農業部門の 
独立法人化。 

ビジネス志向 

地域・コミュニティ志向 
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生産-加工-販売までを一貫して行う 
事業。 

※工程（時間軸）に沿って機能を効率的に 
連結。 

串刺し型 
（垂直型） 

Ex. 南州農場 
生産（繁殖・肥育）→加工（屠殺・枝肉化・ハム等加工）→販売を一貫して 
行う大規模養豚。 

Ex.松永牧場 
黒毛和牛（F1・F1X）の繁殖・哺育・肥育・販売の一貫経営 

Ex.佐々木農園 
野菜生産・漬物加工・販売の一貫経営 

同じ機能を持つ生産者、または法人 

の集まり。 

※平等性が高い。 

組合型 
（水平型） 

Ex.農事組合法人、特定農業法人、機械利用組合・受託組織・生産者 
組合など 

Ex.兼業農家が多い地域の集落営農など 
Ex.「和」を重んじる女性グループによる農業経営にはこの形態が多く 

見られる。従業員の平等な報酬額もその特徴のひとつ。 
（たんぽぽ・、モア・ハウス） 

志し・活動目的を同じくする人の任意 
グループ、あるいはそのグループ同士 
の緩い連携 

※多様なパートナーシップ、ゆるい連結が 
特徴。メンバーの入れ替えも比較的自由。 

ネットワーク型 

Ex.任意参加の生産者ネットワーク 
（無茶々園／農事組合法人が家族経営の生産者をネットワーク） 
（和名川ファーム／庄内地区：FFC21、集落：おんぶバッタの会、 

近隣３町：庄内コメ工房、藤島町土地を考える会、稲作経営者会議） 
（デコポン／有機生産者のネットワーク） 

複数の部門・組織による多角化経営 

※ 法人の成長に伴い、機能を事業部、あ 
るいは子会社として分化する場合も多い。 

■各モデルの概要 

農業法人のタイプ仮説 ～②組織形態による分類 42 42 

組
織

の
カ

タ
チ

 

加工 

販売 

生産 

長 

グループ型 

Ex.西上経営組合 
（農場・観光農園・レストラン・加工・レジャーランド） 

Ex.モクモクファーム 
（農場／農畜産物加工場／農業公園運営／通信販売／直営店／レストラ 
ン運営） 

Ex.サカタニ農産（グループ：部門が独立して法人化） 
（稲作受託／園芸／加工・販売の機能を持つグループ企業のマネジメント） 

Ex.無茶々園（グループ：関連企業・ＮＰＯを設立） 
（生産／販売／新規就農者研修／農場ネットワーク／海外との交流（研修 
生育成NPO法人／通信販売等の機能を持つグループ会社のマネジメント） 

生産受託 

作業委託 

A社 
（堆肥会社） 

B社 
（環境ベンチャー） 

A部門（社） 

E部門（社） 

D部門（社）  C部門（社） 

B部門（社） 

C社 
（販社） D社 

（食品メーカー 
協働商品開発）
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研修生OBや、従業員をのれん分けし 
て自立。母体である法人と連携してビ 
ジネスを行うケース。 

のれん分け型 

Ex.法人での研修終了後、独立したOBと連携。 
（木之内農園：「阿蘇いちご畑ネットワーク構想」） 
（やさい畑：独立したOBとのネットワーク） 
（生産者連合デコポン：研修生OBが提携農家に） 
そのほか事例多数。 

事業システム（生産／加工／販売シ 
ステム）の暖簾わけ。 

※自社がフランチャイジャーになる場合と、 
フランチャイジーになる場合がある。 

フランチャイズ型 

Ex. 松葉屋（フランチャイジャー） 
高水準の栽培技術を核に、全国にマッシュルームのプラント、生産組合 
を配置、グループ運営をしている。 

Ex. 梶岡牧場（フランチャイジー） 
安愚楽牧場と提携し、 250頭の黒毛和牛を預託肥育。 

Ex.モア・ハウス（フランチャイジー） 
農事組合法人（モア・ハウスはその１つ）が並列的に連携してしめじ組合 
を組織。しめじセンターが培養した同じ種菌を使用し、同じ生産・販売ス 
タイルを採用している。 

Ex.規模拡大に伴うサテライト農場の設立 
（黄金崎農場・南州農場・サカタニ農産） 

血縁家族を基本構成員とする組織。 
比較的自由に機能を分担する。 

※外部雇用を開始する前の経過的形 
態である場合と、その法人にとって 
最適な完成形態である場合がある。 

家族経営型 

Ex. 家族を基本とした法人組織。 
（梶岡牧場・永井農場・安達農園・和名川ファーム・杉農園・ワイ 
ルドプランツ吉村） 

Ex. 「想い」を共有する生活者とともに農のある生活を実現。 
（ゆふいんフローラハウス：花の栽培・宿泊事業・コミュニティス 
クールなどを実施） 

■各モデルの概要 

農業法人のタイプ仮説 ～ ②組織形態による分類 42 42 

組
織

の
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法人 法人 

フランチャイジャー 

フランチャイジー
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■各モデルの概要 

農業法人のタイプ仮説 ～③連携の目的・機能による分類 43 43 

連
携

の
カ

タ
チ

 

他組織（生産者・生産者グループ・JA 
等）の事業の一部を請け負う。 

※受託先のグループやネットワークを 
マネジメントする場合が多い。 

受託型 

EX販売業務受託 
（ぶった農産・永井農場・サカタニ農産・グリンリーフ・無茶々園・ファーム木 
精・神林カントリー農園・伊豆沼農産・安達農園・松葉屋・和名川ファーム・ 
アースワーク・生産者連合デコポン） 

EX.苗の外販（グリーンちゅうず） 
EX.農作業受託（永井農場・グリーンちゅうず・サカタニ農産・ジェイ・ウィ 

ングファーム・西上経営組合 他） 
EX乾燥・調整作業受託（ファーム木精） 
EX輸出業務受託（生産者連合デコポン） 

自社の事業の一部を外注する。 

※委託先のマネジメントをしている事例は 
少ない（調査ではアースワークのみ） 

委託型 
（アウトソーシング） 

EX. 事務／経理作業・販売・資材購入の委託・施設の借用 
（やさい畑・たんぽぽ他多数)。 

EX.農作業の委託 
（もくもくファーム：水稲など10戸）・（伊豆沼農産：豚肉生産） 

EX.農産加工の委託 
（無茶々園・西上経営組合・生産者連合デコポン 他） 

EX.生産・各種作業外部委託 
（アースワーク：経営面積のほとんどを外部委託） 

EX.資材製造委託 
（アースワーク：自社専用堆肥の製造委託。栽培基準統一のため） 

お互いの資産（技術・施設・資金等）を 

提供しあって、協働（コラボレーション： 

想いを共有し、助け合い、協力しあっ 

て何かを創造すること）。例えば協働 

で品種、商品、技術、事業を開発、PR 

するなど。 

協働型 

Ex.食品メーカーや研究機関、飲食店などと提携して商品開発。 
（木之内農園：メーカーや大学とワインなどの商品開発、ジェイ・ウィング 
ファーム：飲食店と連携して商品開発、伊豆沼農産：伊豆沼農産［畜産試験 
場・契約生産者との「伊達の純粋赤豚」開発］ 、梶岡牧場：大学と連携して 
有機質堆肥開発、アースワーク：食品メーカーと有機商品開発） 

Ex.品種開発 
（アースワーク：企業と提携してコメの民間育種） 

Ex.事業開発 
（ワイルドプランツ吉村：JBACの仲間、企業と事業開発） 

提携 

提携 

（例） 

商品 

（例） 

商品 

企業 企業 

法人 法人 

研究機関 研究機関 

生活者 生活者
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■各モデルの概要 

農業法人のタイプ仮説 ～ ③連携の目的・機能による分類 43 43 

連
携

の
カ

タ
チ

 

複数のメンバー・組織の活動を取りま 

とめる。 マネジメント型 

Ex.生産グループのマネジメント 
（和名川ファーム：地域販売組織のマネジメント） 
（グリンリーフ：農家組合のマネジメント） 

Exグループ会社のマネジメント 
（サカタニ農産・無茶々園：グループ企業のマネジメント） 

異なる組織間に入って、コーディネー 

トする。 

Ex.卸・商社・コンサルティング企業・広告代 

理店の様な機能。 

仲介型 

Ex地域販売会社 
（松葉屋・永井農場・グリンリーフ・ぶった農産） 

Ex.自社ノウハウを基に生産者や企業にコンサルティングを行う事業。 
（松葉屋：栽培プラントに関するコンサルティング） ・ （永井農場・グ 
リンリーフ：生産者に対するコンサルティング） 

他者とライセンス提携する、あるいは 

自社のノウハウ・技術の外販。 

ライセンス提携 
／ソフト外販型 

EX. 自社のライセンスを元に事業展開。 
松葉屋（栽培ノウハウ）・佐々木農園（天敵昆虫） 
ワイルドプランツ吉村（オリジナル品種） 

EX.他企業とのライセンス契約で事業を展開。 
（ブロメリア・ギフ：海外企業との技術提携） 
（黄金崎農場：キリンビールと提携し会社設立。同社の持つジャガイモの 
原々種〔マイクロチューバー〕）のライセンスを活用。 

生産者 企業 

生活者 

知 

A  B 

C 

D 

E
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■各モデルの概要 

農業法人のタイプ仮説 ～ ③連携の目的・機能による分類 43 43 

連
携

の
カ

タ
チ

 

生活者を会員組織化し、出資をつのる、農 

作業をしてもらうなど、経営に何らかの形 

で参加してもらう事業形態。 

会員（顧客）組織型 

Ex. モクモクファーム（会員組織化／出資） 
神林カントリー農園（会員組織化［前払い方式］） 

企業による出資、共同出資などによる 
合弁企業。 

出資・合弁事業型 

Ex.企業と連携して事業を開発。 
・黄金崎農場（キリンビールと種イモ販売会社設立） 
・松永牧場（堆肥・廃棄物処理事業：地元建設業・森林組合） 
・ワイルドプランツ吉村（企業、JBACの仲間の生産者と花卉加工会社設立） 

生産者 企業 

顧
客

会
員

 

企業の合併、またはM&A（買収）による事 

業機会の開発。 
M&A型 

Ex. 南州牧場 
（鶏卵農家の実家と合併、高山ミート買収） 

A A 

B B 
合併 

買収 A’ A’
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■各モデルの概要 

農業法人のタイプ仮説 ～ ③連携の目的・機能による分類 43 43 

連
携

の
カ

タ
チ

 

社会性の高い事業部をNPO法人とし 
て独立分離するケース、NPO法人を 
別途立ち上げるケースが出てきてい 
る、 

NPO法人型 

Ex.木之内農園（人材育成部門をNPO法人として独立分離） 
Ex.梶岡牧場（NPO法人「きららの里」設立・運営をサポート) 
Ex.無茶々園（NPO法人「海外研修生招聘協会」設立) 

法
人

 
法

人
 

生
活

者
 

NPO NPO
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５ ５ 30法人のヒストリー＆フェーズ課題 30法人のヒストリー＆フェーズ課題
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シート１ シート２ シート３ シート４ 

●法人経営の概要 

・調査日・所在地・HPのURL・経営者・主要 

事業・主要作目・就農タイプ・法人化時期・ 

資本金・売上・従業員数の一覧 

●法人のヒストリーのあらすじ 

・経営者の生い立ち～就農～起業～事業展 

開・・等 を３分間で読めるように要約 

●エッセンス 

・各法人から、最も学ぶべきことを厳選した 

「法人経営のエッセンス」 

●経営者の写真 

●地域の風景 

●農場・施設の様子 

●生産している農産物 

※主に取材時に撮影 

●就農までの経営者の生い立ち 

●就農（起業）から今日までの間に起 

こった主なできごとと、その因果関 

係 

※経営者のポリシー、事業スタイル、事 

業コンセプト等の生成過程を視覚的に 

把握できるように工夫 

※重要なできごとの枠には黒で色づけ 

●経営者の想い・エピソード（吹き出しの 

中） 

●法人ヒストリーを３～５期（フェーズ） 

に区分し、フェーズごとの主なでき 

ごと、課題を抽出（重要な課題の 

枠に色づけ） 

●上記への対応策 

●将来展望 

●売上推移グラフ 

●各シートの要素と見方 

サマリー フォトギャラリー 法人ヒストリー フェーズ課題と対応策 

調査のあらましをコンパクトにまと 

めたシート 

ビジュアルで、現場の雰囲気を感 

じていただくためのシート 

波乱万丈な法人ヒストリーをエピ 

ソードを交えて図式化したシート 

「こんな時期、こんな課題をこう解 

決」・・・のヒントを集めたシート



２０００年度
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① （有）木之内農園 

② （有）神林カントリー農園 

③ （株）グリーンちゅうず 

④ （有）松葉屋 

⑤ （有）安達農園 

⑥ （有）伊豆沼農産 

⑦ （有）永井農場 

⑧ （有）ブロメリア・ギフ 

⑨ （農）西上経営組合 

イチゴ観光農園 

稲作受託＆餅加工 

稲作受託 

マッシュルーム施設栽培 

果樹観光農園/加工 

食肉加工（ハム）・稲作受託 

稲作受託・販売、畜産 

花卉施設栽培 

畑作・イチゴ観光農園・交流 

畑作（麦/雑穀）・稲作 

●米どころの稲作 
●稲作＆加工という 

経営スタイル 
●直売会員組織 

● 食品会社勤務 
→マッシュルーム 

●広いネットワーク 
（シェフも指名買い） 

●地域農業統括会社 

●サクランボ 
観光農園設立 

●輸入チェリーへ 
の対応 

●雇用対策で 
法人化 

●畜産から加工へ 
●「農業は食業だ」 

生活者発想 
●農村産業確立 

と地域活性化 

●父と息子の良好な 
関係 

●生活者の心を 
つかむ 

●地域の販社・ 
コンサルティング 

● 地域ミッション 
（離農者続出） 

●量から質へ 
（交流事業へ） 

●環境変化への 
柔軟な対応 

●アメリカで農業 
研修 

●地域性・ニーズ 
→麦・雑穀栽培 

●農地・農村への 
想い 

●商品共同開発 ●いのちへの想い 
「福祉農園」 

●地域ミッション 
（担い手不足） 

●JAとの良好な 
関係 

●地域の会社と 
いう位置づけ 

●企業勤務経験 
●品種の選択と 

組み合わせ 

●海外企業との 
提携 

●全くの新規就農 
（地域に溶け込む） 

２０００年度：１０法人からの示唆 ２０００年度：１０法人からの示唆 

３つのトピックス 

⑩ （有）ジェイ・ 
ウィングファーム



ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

＜調査後のできごと＞ 
・H13年1月、新たに１haのまとまった土地を借地。農業の発信拠点づくりを目指し、地域の文化、自 

然、環境、教育など農業の多面的な可能性を発信できる総合牧場づくりに着手。3月「地鶏のた 
まご拾い牧場」オープン。日本農業優秀賞受賞。 

・H15年5月、木之内氏、農業への想いを綴った『大地への夢』を（有）ザナドゥより出版。研修部門を 
独立させ、NPO 阿蘇エコファーマーズセンターを設立。 

所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

① 
（有）木之内農園 

熊本県阿蘇郡長陽村 

木之内均 

イチゴ観光農園 
果樹加工販売 
研修生受入 

1997年（就農後13年目） 

500万円 

約１億円 

従業員：７名（内構成員：６名） 
常勤パート：２名、研修生：１名 

2000.6.8 

http://www.kinouchifarm.com 

新規就農（非農家出身） 

イチゴ・ミニトマト・稲作 
その他露地栽培 
加工品（ジャム・苺ワイン） 

・九州の東海大学農学部に学び、その後南米で農業研修。農業者の暮らしの厳しさを知り、 

貧しくとも幸せそうな農業者に感動する。 

・全くの新規就農でゼロからのスタート。借地農業をしながらまず牛を１頭飼育、農業者と認 

められメロンのハウス栽培を開始する。後イチゴ栽培にシフトし、人手がいらず利益率の高 

いイチゴ観光農園、加工品づくりも始める。その直後、娘さん、続いて木之内氏自身が命 

に関わる大病を患う。経営者が不在でも機能する組織の必要性を感じ、ベッドの中で経営 

企画書を書き、H10に法人化。将来はレストランや福祉農園建設、研修生OBネットワーク 

化を夢見ている。大学やメーカーと品種・商品開発を実現するもさらなる商品力向上が課 

題だと考えている。 

●研修カリキュラム 

●いのちへの想い 
「福祉農園」 

●全くの新規就農 
（地域に溶け込む） 

・農家とのコネクションは全くなし。ふるさとを遠く離れた地で全くゼロ 

からのスタート。地域に溶け込むために「飲み会には全て参加する」 

などのあらゆる努力。奥さんが地元の人だったことも奏功。この努 

力が農林大臣賞受賞につながる。 

・子供のころからクラブ部長、生徒会長の任につきリーダーシップを発揮 

した木之内氏には人を引導する才能がある。研修生を多く引き受け、 

カリキュラムも設計し、講師も自ら引き受けている。将来は木之内農園 

を旅立った研修生のネットワークも考えている。 

・将来は福祉農園を計画し、環境保全農業を志している木之内氏の 
「命への想い」は以下のような経緯の中育っていった。 

・幼少時から喘息の持病を持つ木之内氏のために、父親が自分の会社 
を手放し転居した。木之内氏は生き物が大好きでカブト虫を飼ったり、 
農家に土地を借りて家庭菜園を作っていた。有吉佐和子の「複合汚 
染」、TVドラマ「大草原の小さな家」にも大きな影響を受けた。 

・就農前、南米で農業研修。非常に厳しい農業者の生活を垣間見る。生 
死に関わるほどの貧困さの中にあっても彼らが幸せそうなこと、に感 
銘を受ける。「食糧」の大切さを痛感する。 

・娘さんに続き木之内氏も命に関わる大病を患い命の大切さを痛感す 
る。 ※ 2003.5現在 
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●木之内均の農業講座より 

村社会への溶け込み方 
（新規参入５ケ条） 

村的性格の人 村に合わない人 

①道で会った人にはすべて挨拶をす 
る 

②３年間は酒のみに全て出て最後 
まで残ること 

③契約書をあてにするな 

④役害があっても役は受けろ 

⑤選挙に絡まれるな 

↓ 

金がなくてもなんとかなる 

①集落内に住まない 

②村人と必要以上につきあわない 

③村人にけっして世話にならない 

④何かもらったら必ず倍返しする 

⑤自分の主張をきっちりする 

↓ 

金にものを言わせられる金持ち 

まとめ 
村社会とは村自体が１つの社会である 

① 木之内農園 

木之内均氏 

社訓 

地球的視野に立ち一粒の種子をまく 
仕事にほれ仕事を楽しもう 

危機はチャンス 
人並みなら人並み、人並み外れな外れん 

右手に夢を左手にそろばんを持て 

●（有）木之内農園 社訓 

農産加工品 
・ワインは協和発酵・東海大学と協 

働開発 

観光農園「阿蘇いちご畑」 

木之内農園のメンバー 
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就農前 就農・創業 確立期 転換／強化（成長）期 模索期（現在） 将来構想 

① 木之内農園 ヒストリー 

S60  就農 

ゼロからの出発 
・土地なし 
・資金なし 
・機械なし 
・技術なし 
・信用なし 

S60  就農 

ゼロからの出発 
・土地なし 
・資金なし 
・機械なし 
・技術なし 
・信用なし 

H1 
イチゴ観光農園 

・人手がいらない 
・広がる口コミ／人脈 

・H8「阿蘇いちご畑」の屋号 

・コスモス園も数年間やる 

H1 
イチゴ観光農園 

・人手がいらない 
・広がる口コミ／人脈 

・H8「阿蘇いちご畑」の屋号 

・コスモス園も数年間やる 

H9 
木之内農園設立 

（法人化） 
・売上停滞 

・ハウスH9:15a、H10:15a 
・経理をプロに外注 

H9 
木之内農園設立 

（法人化） 
・売上停滞 

・ハウスH9:15a、H10:15a 
・経理をプロに外注 

イチゴに転換 
H1  イチゴ330万円、メロン 

200万円 

イチゴに転換 
H1  イチゴ330万円、メロン 

200万円 

・熊本県農業コンクール 
農林大臣賞 

・全国毎日農業記録賞 
最優秀賞／農林大臣賞 

・熊本県農業コンクール 
農林大臣賞 

・全国毎日農業記録賞 
最優秀賞／農林大臣賞 

H8 木之内氏大病 
・重なる苦労 

・ベッドで書いた農園基本構想 

H8 木之内氏大病 
・重なる苦労 

・ベッドで書いた農園基本構想 

経営システム化 
・自律的に稼動する組織へ 

・部門別に責任者 

経営システム化 
・自律的に稼動する組織へ 

・部門別に責任者 

H1 
地元の女性と結婚 
奥さん出産で労働力不足 

→H1初めての雇用 

H1 
地元の女性と結婚 
奥さん出産で労働力不足 

→H1初めての雇用 

地域に溶け込む 地域に溶け込む 

雇用拡大 
・研修生受け入れ 

雇用拡大 
・研修生受け入れ 

娘さんに障害 
・心痛める奥さんを励ます 

娘さんに障害 
・心痛める奥さんを励ます 

H6 
加工・直売開始 

・H6  加工施設 
・ジャム／菓子の製造 

・来園者等に販売 
・イチゴ酒「夢みる苺」を 

協和発酵と協同開発（H7） 
・大学と共同品種開発 

H6 
加工・直売開始 

・H6  加工施設 
・ジャム／菓子の製造 

・来園者等に販売 
・イチゴ酒「夢みる苺」を 

協和発酵と協同開発（H7） 
・大学と共同品種開発 

H10  直売所開始 
・（「阿蘇のみちくさ」） 

・他組織のメンバーと協働 

H10  直売所開始 
・（「阿蘇のみちくさ」） 

・他組織のメンバーと協働 

商品力向上 
販路拡大 

・イチゴにこだわる 
・ヒット商品づくり 

農場 
ネットワーク 

・研修卒業生による 
農場のフランチャイズ 

・分社化による適地適作 
・他企業との連携 

（JAより依頼） 
メロン栽培を条件に 

農業者に 

（JAより依頼） 
メロン栽培を条件に 

農業者に 

夜間アルバイトで 
収入を補う 

夜間アルバイトで 
収入を補う 

マスコミに注目される 
・写真家秋山章太郎氏 

マスコミに注目される 
・写真家秋山章太郎氏 

●幼少時の経験が 

命への思いを育んだ 

●リーダーシップ 

●企業家としての才 

生徒会長 

中学生の頃 
すでに農業を志す 

九州東海大学・ 
農学部に学ぶ 

南米で農業研修 
・雇用型農業に圧倒される 

・貧乏でも「食」のある豊かさ 

吹奏楽部部長 

昆虫を飼育して販売 

大学同期のサークル 
蘇陽塾リーダー 

生産技術等はすべて 
データベース化 

生産技術等はすべて 
データベース化 

“飲み会には全て参加し 
最後までつきあう” 
“好意は全て受ける” 

環境保全型農業 
・畜糞、ノコクズ、野菜 
クズ、刈草等で堆肥を 
自社生産 
・ぼかし、ぬかの活用 

環境保全型農業 
・畜糞、ノコクズ、野菜 
クズ、刈草等で堆肥を 
自社生産 
・ぼかし、ぬかの活用 

喘息が持病 

“いちごが 
やりたい” 

売上３億円 
（イチゴを中心に） 

レストラン 
（集客の通年化） 

・イチゴ狩りのみでは限界 

“肥後のひきたおし” 
（出る杭は打たれる） 

“「大草原の小さな家」が憧れ” 

露地野菜栽培等 
・大学の同期・後輩を 

労働力として活用 
・農家台帳がなく食管法上 

コメの販売もできない。 
（露天販売をする） 

・１反５俵の高い小作料 

露地野菜栽培等 
・大学の同期・後輩を 

労働力として活用 
・農家台帳がなく食管法上 

コメの販売もできない。 
（露天販売をする） 

・１反５俵の高い小作料 

“生
死

も
自

然
の

ま
ま

に
” 

南
米

で
の

経
験

が
蘇

る
。

 

コスモス園 
（後中止） 

コスモス園 
（後中止） 

地元に認知される 
・地代も下がる 

・土地の借用・購入が可能に 

地元に認知される 
・地代も下がる 

・土地の借用・購入が可能に 

地域の基幹農家 
として期待される 

・補助事業集中 
・仕事の話増加 

地域の基幹農家 
として期待される 

・補助事業集中 
・仕事の話増加 

期待にこたえる 
プレッシャー” 

S59～S62 
(1984～1987) 

H4～H8 
(1992～1996) 

H9～H12 
(1997～2000) 

S63～H3 
(1988～1991) 

●人生観を変えた米国 
研修 

空き地を借りて 
家庭菜園 

小さい頃から 
生き物好き 

“有吉佐和子 
「複合汚染」に 
影響受ける” 

“ムツゴロウ” 

社団法人 日本農業法人協会 

商品力不足 商品力不足 

福祉農園 
・車椅子で楽しめる 

イチゴ農園 
・「体験できる農園」をア 

ピール 
・老人ホームと交流 

社員教育 
・木之内氏社内研修講師 

社員教育 
・木之内氏社内研修講師 

従業員の待遇向上 
（結婚に際して） 

人手不足 

従業員の待遇向上 
（結婚に際して） 

人手不足 

“生活は低く、理想 
は高く！” 

小作料が上がった 

H4  ミニトマト栽培開 
始。農地80a購入 
H4  ミニトマト栽培開 
始。農地80a購入 

地域の誘いで 
開始 

阿蘇観光農業のプロジェクトに協力 

＜販路＞観光：生協：消費者団 
体＝６：３：１ 

飛
行

機
の

免
許

を
取

っ
て

講
演

に
行

く
！

 

マスコミネタ 
やPRにしな 

いでという要 
望あり 

土地にとらわ 
れないで敵地 
適作。個人の 
能力を基本に 

＜受賞理由＞ 
・ゼロからスタート 
・無借金経営 
・地元に溶け込む 
・データの記帳 
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89% 
83% 

76% 

11% 17% 

24% 

100% 

農場 

① 木之内農園 ＜フェーズ課題＞ 

5年後 10年後 15年後 

加工 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 S59S62 
(19841987) 
就農・創業 

S63H3 
(19881991) 
確立期 

H4H8 
(19921996) 

転換・強化期 

H9H12 
(19972000) 
模索期 

●就農 
●農業者として認知 

●結婚 ●農業賞受賞 
●イチゴ観光農園開始 

●経営者が大病 
●経営のシステム化 

●法人化 
●環境保全型農業 

地域の人脈希薄 

ゼロからの出発（借地） 

アルバイトで収入補完 

引き売り 

信用獲得に大変苦労 

●土地・資金・機械／設備、信用 

等全くゼロからの新規就農 

●農家台帳なく、コメ販売不可 

●食べるために夜間アルバイト 

●地域活動や会合に積極参加して 
地域人脈をつくる 

●援農と引き換えに転作農地を借 
用 

●大学の同期生やサークル後輩を 
積極活用 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

奥さん妊娠で人手不足・雇用 

ハウス設置 

近代化資金（ハウス建設） 

経験不足 

観光農園知名度アップ 

地域外のネットワーク 

●施設園芸の導入に注力 
●行政の意向を受けて、ハウス建 

設（資金調達に苦慮） 
●親から農業技術を学べない 
●メロン、地元出荷体制の不備 

●人手不足→観光農園化・雇用 
●ハウス建設資金は、近代化資金 

借用 
●受賞契機に、人脈拡大 
●観光コスモス園オープン 

●政策的な施設園芸の導入促進 
●新規農業事業の開始 
（1991＝H3から） 

組織整備（雇用拡大・担当者） 

規模拡大・加工事業 

農水省補助金（加工施設） 

大学と品種開発・従業員の加工技術 

マーケティング力強化 

情報の社内共有 

地域の誘いで加工開始 

●自分がいなくても会社が動く経 
営システムの必要性 

●規模拡大は容易になったが、資 
金需要が増大 

●加工参入で、技術力・マーケティ 
ングが課題に 

●「農園基本構想」策定→組織体 
制・データシステムを整備 

●協和発酵（イチゴワイン）、東海 
大学（イチゴ新品種）と共同開発 

●雇用の拡大、研修生受け入れ 

●地域の基幹農家として、補助事 
業等の集中的対象に 

●雲仙・普賢岳後背対策事業 

人材・人手不足（質・量） 

ハウス規模拡大・ほ場分散 

商品のコスト管理 

加工技術の高度化 

顧客開拓 

計数管理 

地域との関わり再認識 

●社員結婚契機に、社会的信用力 
の向上、事業継承→法人化 

●加工品の商品力向上 
●イチゴ不足から規模拡大要請 
●借地中心のためほ場分散 
●規模拡大→雇用と人材育成 

●有限会社として法人化 
●社員は、一年間の社内研修の 

修了者のみ採用 
●地元高齢者をパート採用 
●法人として、地域への影響力が 

大きくなり行動を慎重に 

●環境保全型農業の要請 

将来展望 

●ネットワーク型経営 
●福祉農園構想 

研修生の農場ネットワーク 

ネットワークで適地適作 

加工食品の商品力向上 

集客の通年化 

福祉農園など社会的取組 

●イチゴに特化した通年経営が目 
標 

・売上高３億円 
・適材適所の人材配置 
・加工品の大ヒット 
・分社化（適地適作） 

●クルマ椅子で体験できる農園づ 
くり 

（建設省の「やさしい町づくり」事 
業の検討） 

●収穫祭、老人ホームとの交流な 
ど、地域貢献 

社団法人 日本農業法人協会 

300万円 
1,000万円 

3,000万円 

8,000万円 

1986 
（ S61 ） 

1990 
（ H2 ） 

1995 
（ H7 ） 

2000 
（ H12 ） 

スタート 

法人化 

＜売上推移＞ 
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ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

※ 2003.5現在 

② 
（有）神林カントリー農園 

・忠氏は８代目の専業農家。父親も現役の農業者で継承農地が2haだったこともあり、「稲作 
受託」「農産加工」という事業方式を当初より採用することとなる。 

・世襲農家であるため、栽培技術等における問題は最初からクリアされており、売上高、従業 
員待遇等において高水準を保っている。その順調さが次のステップにジャンプする勢いを鈍 
らせていると忠氏は考えている。 

・農地集積が思うようにはかどらない、地代が高いなどの米どころならではの課題を抱える。 
その解決策として、また、事業の収益性を高めるため、餅加工場の設備拡充、個人顧客を 
会員組織化して直売する「太陽の里友の会」の拡大、野菜直売所の展開などを図っている。 

・次世代の米どころの未来を担う農業法人として注目を集めている。 

新潟県岩船郡神林村 

忠 聡 

稲作受託 
農産加工（餅など） 
野菜直売所 
「太陽の里友の会」（会員直売） 

1984年（就農後５年目） 

2,000万円 

約１.6億円 

2000.6.17 

http://www.cokky.ne.jp/country/ 

継承（８代目専業農家） 
ただし親と別途受託組織を結成 

米・大豆 

● 稲作＆加工という 
経営スタイル 

●直売会員組織 

●米どころの稲作 
・稲作産地の知名度を生かした、原料の生産から責任を持てる加工 

品（餅）というコンセプトで商品づくりを行う。 

・一方、農地集積が思う様にはかどらない、地代が高いなどの米どこ 

ろならではの課題を抱える。 

・周年雇用対策と商品の付加価値化を目指して、餅加工事業を導入 

した。加工事業は、加工設備に対する投資、加工ノウハウの習得、 

販路開拓など多くの課題が存在したが、それらの課題を克服するこ 

とで経営の新たなステージへの発展を実現できた。 

・会員制の直売事業を実施して、生活者のニーズをダイレクトに掴む。 

また、固定客化による安定的な販売量の確保と、同顧客向 

けにさまざまなイベントを企画するなど「食」と「農」の 

連携を図ろうとしている。 
構成員：３名 社員：７名 
臨時のべ１２００人 

＜調査後のできごと＞ ・2001年度「地域農業経営体育成モデル」事業により、村内に経営体を結成。 
経営体と共働で参画農業者の経営確立と地域活性化に取り組む。顧客の交流組織「My田んぼの会」結 
成。田植えイベント・羊の毛狩りなどを開催。飼料稲の稲ホールクロップサイレージ（WCS）への取り組み 
開始。 

・2002年、中高年層の生きがい作りを支援するNPO「新現役ネット」と連携し、地域の農家団体の一員とし 
てコメ作りを始めた。 

・2003年、地域農家とJAとの協力で「減農薬・無化学肥料栽培」を開始した。 
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② 神林カントリー農園 ヒストリー 

経営者の忠氏 

カントリーのメンバー 

餅加工品「にいがた美人」（登録商標） 

うめぼし「越の干梅」 

笹だんご・ちまき 

直売所「おにおんぶるー」 
収穫風景 
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就農前 就農・創業 確立期 転換／強化（成長）期 模索期（現在） 将来構想 

法人設立 
（有）神林カントリー 

農園 

法人設立 
（有）神林カントリー 

農園 

●忠氏は８代目の専業 
農家。（先代は稲作と葉 
たばこ） 

② 神林カントリー農園 ヒストリー 

長男として農業継承しよう 
という漠然とした想い 

息子を手元に置きたい 
という親心を感じて育つ 

県立農大へ進学 

●JA新発田に営農指導 
員として就職（経営規模２ 
haで２世代の就農が困難） 

農協学園で営農指導員の 
幹部教育を受ける 

JAの受託部会の業務担当 

●母親が体調を崩す 

JAを退職し神林で就農 

4Hクラブの仲間と 

作業受託組合設立 
（JAの稲作受託） 

4Hクラブの仲間と 

作業受託組合設立 
（JAの稲作受託） 

餅加工開始 
・麓二区生産組合から 

餅加工ノウハウ 
・S58 加工施設建設 

餅加工開始 
・麓二区生産組合から 

餅加工ノウハウ 
・S58 加工施設建設 

ライスセンター建設 
（経営基盤確立） 

地域との関係悪化 
・JAとライスセンターで対立 
・餅加工するということで 

地域の人々から冷視 
される 

地域との関係悪化 
・JAとライスセンターで対立 
・餅加工するということで 

地域の人々から冷視 
される 

直売会員組織「太陽の里友の会」拡大 
・顧客の高年齢化が課題 

直売会員組織「太陽の里友の会」拡大 
・顧客の高年齢化が課題 

鮭加工販売開始 
（別会社） 

鮭加工販売開始 
（別会社） 

火災に遭い鮭工場倒産 
・負債清算 ・役員２名退社 

火災に遭い鮭工場倒産 
・負債清算 ・役員２名退社 

S54～S58 
(1979～1983) 

S59～S62 
(1984～1987) 

H7～H12 
(1995～2000) 

S63～H6 
(1988～1994) 

H8 野菜直売所 
・地域の農家60戸の 

野菜販売 
・遠方からも集客 

他地方の野菜販売が好評 

H8 野菜直売所 
・地域の農家60戸の 

野菜販売 
・遠方からも集客 

他地方の野菜販売が好評 

社員の 
モチベーション低下 

社員の 
モチベーション低下 

地域より異端児扱い 
・餅加工／鮭加工展開等 

地域より異端児扱い 
・餅加工／鮭加工展開等 

餅加工施設の 
パワー不足 

餅加工施設の 
パワー不足 

直売会員組織設立 直売会員組織設立 

経営スタイル決定 
（稲作受託＆餅加工） 

・サカタニ農産視察 

経営スタイル決定 
（稲作受託＆餅加工） 

・サカタニ農産視察 

“メンバーの親の説得に 
苦労した“ 
（地域の顔役が尽力） 
忠氏事業継承。 
父親は村会議員へ。 

“JAの受託斡頭打ち” 
“競合農家出現” 
“集落営農の推進” 
“高い小作料” 
が背景 

“二度と勤人はしない”といって 
JAを辞めた手前引き下がれない“ 

借地利用権設定 借地利用権設定 

“病気は自分を呼び戻す 

口実だったのだろうと 
今になって想う” 

＜経営基盤確立＞ 

販路拡大 
（銀行への信用力向上） 

デパート取引開始 

販路拡大 
（銀行への信用力向上） 

デパート取引開始 

三越大クレーム事件 
（餅大量納品の際にカビで返品） 

三越大クレーム事件 
（餅大量納品の際にカビで返品） 

＜ダブルパンチ＞ 

＜挽回＞ 

地域の 
販社的機能 

・地域の野菜を地元で販売 
・地域農家と提携 

顧客発想の 
餅加工販売 

社員の夢の実現 
・数値目標 

・社員提案型プロジェクト 
・廃校跡地利用の交流事業 

部門制強化 
・計数管理 
・雇用拡大 

商品力向上 
・加工設備増強 

・商品開発 

顧客拡大 
・顧客管理 

・顧客との絆づくり 

長期的視野での 
農地集積 

・地域の稲作受託の 
ルール作り 売上停滞 

内部留保なし 
・計数管理の不徹底 

内部留保なし 
・計数管理の不徹底 

地域の担い手グループとして注目されると 
同時に冷たい視線も感じる 
（餅加工／鮭加工展開等に伴い） 

地域の担い手グループとして注目されると 
同時に冷たい視線も感じる 
（餅加工／鮭加工展開等に伴い） 

作業受託・農地集積頭打ち（農地は分散）／高い小作料 

販路開拓 
・初めは高校の先輩のスーパー 

後、デパート物産展等 
・食品メーカー 

（受託先・地元業者が紹介） 

販路開拓 
・初めは高校の先輩のスーパー 

後、デパート物産展等 
・食品メーカー 

（受託先・地元業者が紹介） 

＜餅選択理由＞ 
・効率化（ライスセンター 
稼働率向上・冬場作業） 

・換金性が高い 

社団法人 日本農業法人協会 

S54 結婚 会長を勤める 

信
用

力
向

上
 

会計士と顧問契約 
売上１億円を目指す 

持ちかけられ 
た話に乗る 

関係づくり 

パソコンも導入し受発 
注ミスなくなる 

完全月給制 完全月給制 

“加工ノウハウもなく 
他力本願だった” 
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② 神林カントリー農園 ＜フェーズ課題＞ 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 S54S58 
(19791983) 
就農・創業 

S59S62 
(19841987) 
確立期 

S63H6 
(19881994) 

転換・強化期 

H7H12 
(19952000) 
模索期 

将来展望 

●作業受託組合結成 
●餅加工事業へ参入 

●法人化 ●受託事業の停滞 
●餅加工主体の事業構造 

●鮭加工販売開始 

●新規事業失敗（鮭） 
●顧客組織化で基盤強化 

●「稲作＆餅」の事業構造 
の見直し 

●地域との連携の視点 

●地域共生型農業法人 
●部門制 

忠氏結婚 

土地集積・設備 

ライスセンター建設資金 

餅加工技術の習得 

米はJA出荷・餅の販路開拓 

経営モデル・地元人脈 

JAとライスセンターで摩擦 

●経営の方向性模索 

●経営基盤確立のため、大規模投 
資（50ha対応規模のライスセン 

ター） 
●「稲作+α」事業の選定 

●先進農場の視察→方向性の設 
定（餅加工事業） 

●メンバーの説得 
●補助事業活用による設備投資 
●地元人脈 

→技術習得／販路開拓 

●兼業化の進展（受託競合多し） 
●農業総合整備事業 
●高い小作料 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

親の説得（法人化・事業継承） 

地代高／土地集積困難 

新事業（鮭）の加工技術 

デパート取引／会員組織 

冷たい地域の目 

●法人化に際し親の説得に苦労 
●ほ場整備事業→集落営農による 

農地の囲い込みが始まる 
●信用力の向上が必要になる 
●売上高頭打ち→打開策を模索 
●加工事業参入→異端児扱い 

●地元の顔役が、親の説得にあた 
る 

●有限会社化 
●会員制の直販組織設立 
●餅加工主体の経営構造への転 

換・強化 

●ほ場整備事業 
→集落営農による農地の囲い 

込みが始まる 

内部体制の再構築 

餅加工施設の増強 

新規事業会社の清算 

三越大クレーム事件 

情報源の拡大 

●鮭工場で火災事故 
●新規事業からの撤退 

→負債の整理 
→創業役員の退社 

●三越納品の餅にカビで返品 
●顧客基盤の強化 

●会員組織の増強に注力 
（顧客基盤強化による経営の立 
て直し） 

●顧客管理システムの導入 
●餅加工施設の増強 

社員のモチベーション 

餅加工設備増強 

投資余力の確保 

会員組織・マーケ強化 

地域づくり／廃校活用 

●餅加工施設の能力限界 
●マーケット成熟 
●地域との連携強化 
●社員のモチベーション向上 
●新たな方向性の模索 

●農産物の直売所を設置し、地域 
の農産物の販売 

●都市交流事業（直売所） 

社員の夢実現／部門制 

餅加工設備・農業機械増強 

内部留保 

顧客管理・地域販社 

経営計画づくり 

直売所 

●「稲作+餅+α」の事業模索 
●社員の夢の実現 

→目標の設置 
●それらを実現する投資資金不足 

（内部留保） 

●＜5か年経営計画策定＞ 

●部門制を強化（新人材の雇用） 
●加工施設・農業機械の増強 
●顧客管理・対応の強化 
●転作も視野に入れた商品開発 
●農産物販売の事業化（地域販社） 
●長期的視野での受託拡大 

社団法人 日本農業法人協会 

生産（≒稲作） 

5年後 

2000万円 

5000万円 

10年後 

1億円 

15年後 

1.5億円  1.7億円

20年後 

1.6億円 

加工 

会員直販 新事業 

1979 
（ S54 ） 

1986 
（ S61 ） 

1988 
（ S63 ） 

1995 
（ H7 ） 

1998 
（ H10 ） 1999 

（ H11 ） 

スタート 

＜売上推移＞ 法人化 
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ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

＜調査後のできごと＞ 
・2001年4月に株式会社となる。 
・2002年、隣町の農地を本格的に預かる。 
・2003年、２つ目の地区と特定農業法人の認定。 
・2004年10月、隣町と合併。重点営業エリアが２倍になる。 

所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

※ 2004.6現在 

③ 
(株)グリーンちゅうず 

滋賀県野洲郡中主町 

田中良隆 

米・大豆・麦生産 
作業受託・販売業務 

1991年（就農した年） 
1994年 特定農業法人に 
2001年4月 株式会社化 

1,000万円 

1.7億円 

正社員：９名 
パート：４名 

2000.7.6 

http://www.nca.or.jp/hojin/meika 
n/Ki_chuzu.html 

農家出身 
JAで１９年間勤務後就農 

米・大豆・麦 

●JAとの良好な関係 

●地域の会社という 
位置づけ 

●地域ミッションを受 
けて立つ（日本初の 
特定農業法人） 

・兼業先が多い当地では、地域の担い手不足が進み町外からの入り作が増加。 

・ＪＡに勤務していた田中氏は、自らがリーダーとしてＪＡ内に農作業受託組織を作るプロジェ 

クトを立ち上げるが、受託組織の人材勧誘を行ううちに自らが受託会社をマネジメントする 

ことになる。 

・ＪＡから施設や機械を借用し、また、ＪＡから農地保有合理化事業の事務処理を一括受注 

するなどＪＡを母体とするメリットを活用して順調に成長。 

・平成６年に日本初の特定農業法人に認定され、税制優遇措置などの制度メリットを有効に 

利用して施設・機械の整備を進め、新たな発展の契機とする。 

・自社ブランド「琵琶小町」の開発や独自の販売ルートの開拓などを進める。 

・ＪＡの信用力と農地保有合理化事業を活用して農地の集積を進め 

て成長する。 

・地域農業の担い手として、集落の合意に基づき特定農業法人に認 

定され、優遇税制メリットを有効に活用。 

・もともとＪＡの企画した作業受託会社であり、ＪＡの信用力とＪＡ施設、 

機械の借用を受けるなど有利な条件の提供を受けて成長。 

・地域の「駆け込み寺」的な存在として、担い手の不足する地 域の 

農地の管理と農作業を受託。 

・さらに、今後は地主も出資する地域会社化も計画されており、生産 

だけではなく、地域販売会社的な機能も担っていくと考 えられる。 
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③ （株）グリーンちゅうず ヒストリー 

経営者の田中氏 

作業風景 

ブランド米「琵琶小 
町」を持つ従業員 

GCのメンバー 
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H3 有限会社 
グリーンちゅうず 

設立 

H3 有限会社 
グリーンちゅうず 

設立 

後継者育成 

地域との良好な 
関係づくり 

・祭りへの寄附 
・資金の寄附 

・草刈りボランティア 

●JAで19年間勤務 
（兼業農家として農業には 
従事） 

地域の担い手不足 
町外からの入り作増加 

JA内に 
農作業受託組織作りの 

プロジェクト 

田中氏がチームリーダー 

地域の会社 
という位置付け 

・コメ作り中心に 
規模拡大 

（中注町の１／３の 
農地集積） 

③ （株）グリーンちゅうず ヒストリー 

「地域農業振興計画」 
を作成 

●自然の成 りゆきで 
自分自身が受託組織の 
メンバーに 

受託組織へ人材勧誘 
の任務 

法人設立へ 

合い言葉 
“５年でベンツに乗ろう” 

H6 日本初の 
特定農業法人へ 

H6 日本初の 
特定農業法人へ 

就農前 就農・創業 確立期 転換／強化（成長）期 将来構想 将来構想 

米のブランド「琵琶小町」 米のブランド「琵琶小町」 

田中氏、JA退職。法人に専念。 田中氏、JAからの出向 

農地集積 
（農地保有合理化事業が後押し） 

農地集積 
（農地保有合理化事業が後押し） 

自社社屋建設 
（JA施設の返却） 

自社社屋建設 
（JA施設の返却） 

独自の販売ルート拡大 
・コメは６割が非JAルート 
・商談は持ち込みが多い 

・基本的に有利な販売先を優先 
（JAからの苦情もなし） 

独自の販売ルート拡大 
・コメは６割が非JAルート 
・商談は持ち込みが多い 

・基本的に有利な販売先を優先 
（JAからの苦情もなし） 

ライスセンター 
建設 

ライスセンター 
建設 

育苗施設 
設置 

育苗施設 
設置 

品種選択・ 
作業制約の緩和 

品種選択・ 
作業制約の緩和 

育苗の自足 
および外販 

育苗の自足 
および外販 

地域の「駆け込み寺」的存在へ 
・地域の農作業受託 

地域の「駆け込み寺」的存在へ 
・地域の農作業受託 

特定農業法人化によるメリット 
・税制優遇措置（年間800万円無税） 

・補助事業 

特定農業法人化によるメリット 
・税制優遇措置（年間800万円無税） 

・補助事業 

田中氏、町会議員に 

JAより 
「農地保有合理化事業」の 

事務一括受託 
・地域の農地動向の把握 

→地域の担い手から批判により中止 

JAより 
「農地保有合理化事業」の 

事務一括受託 
・地域の農地動向の把握 

→地域の担い手から批判により中止 

JAより施設や機械の借用 JAより施設や機械の借用 

企業体質へ 

国のバックアップ 

JAより農作業受託 JAより農作業受託 

JAのバックアップ 

雇用拡大 雇用拡大 

“来る者は拒まず” 

税制優遇措置の継続 
が可能か？ 
（現在の最大の課題） 

H3～H５ 
(1991～1993) 

H６～ H7 
(1994～1995) 

H8～H12 
(1996～2000) 

（UR対策による構造改善事業） 
（相対契約も） 
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法人化 
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③ グリーンちゅうず ＜フェーズ課題＞ 

将来展望 

●現状の事業構造→400ha 
●地主出資の地域会社へ 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 H3H5 
(19911993) 
就農・創業 

H6H7 
(19941995) 
確立期 

H8H12 
(19962000) 

転換・強化期 

●法人化 
●農協と一体化した事業展開 

●特定農業法人に認定 ●新社屋の建設 

オペレーター確保 

作業受託面積の確保 

農地法上、農協出資の制約 

町内の農地動向の把握 

●当初はJA全額出資会社を計画 

→農地法上、農協の出資は不可のため、農協 
組合長と構成員の共同出資の有限会社形態 
でスタート 

●田中氏は、当初は農協からの出向という形で 
参画 

●建物は、JAの施設を借用 
●機械は機械銀行から借用したり、農業改良資 

金を活用して購入 
●町内の農地データを農協用に提供してもらい、 

農地動向を把握 
●JAの後ろ楯のもと順調に成長（事務一括代 

行） 

●地域の担い手不足の深刻化 
●農協の農地保有合理化事業の推進 

規模拡大 

他の担い手の組織の登場 

●町内に他の担い手も登場し、当社の合理化 
事業の一括事業代行に対する批判も出る。 

●JA主導の信用力から農地の集積拡大 

（保有合理化事業で農地を集積） 
●特定農業法人のメリット（利用集積準備金）を 

活用して、設備投資資金の確保 

●特定農業法人制度の設立 
●農地利用集積法の推進 

組織体製の整備 

相対契約を含む農地の集積 

利用集積準備金の動向 

地域との一体化 

●５年の時限法である特定農業法人の税優遇 
措置が今後どうなるかが最大の関心事 

●従来は、とくに大きな問題もなく、順調に事業 
を継続してきた。 

●自社ライスセンター、育苗施設等の保有で、 
品種選択・作業制約からの自由度は向上（精 
米はJAのCE→クレーム対応いらず） 

●コメ販売の６割は非JAルート。商談は相手か 

らの持ち込みが多く、営業は不要。（資材等 
は100％ JA購入。大口割引適用） 

●UR対策による構造改善事業 

後継者の育成 

規模拡大（中主町の1/3まで） 

地域の会社という位置づけ 

●後継者の育成が課題。 

●現状の事業構造での規模拡大 
を目指しており、加工事業等へ 
の展開は考えていない。 

社団法人 日本農業法人協会 

コメ合計 

5年後 

5,700万円 

1億円 

10年後 

受託農作業 
小麦 

その他  1.5億円 

1992 
（ H4 ） 

1996 
（ H4 ） 

1999 
（ H11 ） 

スタート 

＜売上推移＞ 
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ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

＜調査後のできごと＞ 
・任意組織「鏡田アグリ21」設立。共同生産・販売を実践中。 

所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

※2004.6現在 

④ 
（有）松葉屋 

福島県岩瀬郡鏡石町 

今泉文克 

マッシュルーム・ハーブ等生産・販売 

栽培プラントに関するコンサルティング 

1977年（就農と同時） 

1,000万円 

1億1100万円 

構成員：３名（内役員：３名） 
常時雇用：９名 パート：７名 

2000.7.10 

食品会社10年勤務後就農。（老 
舗旅館の家系） 

マッシュルーム・ハーブ 
西洋野菜（ミニトマト等） 
有機米 

http://www.nca.or.jp/hojin/meik 
an/TH_matu.html 

● 広いネットワーク 
（シェフも指名買い） 

● 地域農業統括 
会社 

● 食品会社勤務 
の経験を活かす 

・今泉氏は、就農前に食品加工会社に10年間勤務し、そこで企業経営ノウハウや栽培技術 

を習得するとともに農業を客観的に見る目を身に付けた。 

・綿密な市場調査を行い、施設型のマッシュルーム栽培を作目に選定し、当初から法人型 

の農業を展開。商品力の向上に注力し、市場の声を生産にフィードバックして徐々に評価 

を確立していく。 

・地域で生産組合を組織し、技術の共有、販売時のブランド（松葉屋ブランド）の統一、堆肥 

の共同生産などを行い、100％直販体制を実現する 

・その後、生産法人を設立し、生産と販売部門を分離するとともに、継続して品種選 択と栽 

培技術の向上に注力する。また、地域農業会社の設立計画を進める。 

・食品加工会社勤務時に、経営感覚を身につけ、具体的な栽 培技 

術や経営ノウハウを学ぶ。また、その間に市況データを綿密に分 

析し、就農当初から商品づくり、販売を強く意識した企業型の農業 

を展開した。 

・商品づくり、販売に当たっては需要者の評価を最も重視し、 

そのために市場関係者や実需者との人的なネットワークの構築と 

情報収集に注力した。また、それらの情報を商品づくりに生かし、 

洗浄方法やパッケージなどに工夫を行う。 

・販売の拡大に伴い地域で生産組合を組織したり、最近では、地域 

の中核的な経営体としての位置づけが高まるに及んで、地域農業 

の後継者育成、地域の女性たちによる直売所の設置 ※ 、集落営農 

による農地の維持、活用等を目的とする地域 農業会社の設立を 

計画し、準備を進める。 

（※ 任意組織「鏡田アグリ21」設立。共同生産・販売を実践中。） 
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④ （有）松葉屋 

経営者の今泉氏 

コンポストヤード マッシュルーム 

栽培室内部 

調整包装 

カタログより….日本国内、世界でのネットワーク 
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就農前 就農・創業 確立期 転換／強化（成長）期 将来構想 将来構想 

●父親は会社勤務。母 
親がアスパラガスを 栽 
培していた。 
●今泉氏、高校卒業後 

SSK（清水食品工業） 
で10年勤務 

農産缶詰原料（マッシュ 

ルーム・アスパラガス）の 
生産指導・品質管理担当 

マッシュルーム 
売上２億円 

・菌舎建設・回転率向上 

④ （有）松葉屋 ヒストリー 

オイルショックで会社が 
地元から喜多方へ移転 

奥さんが集めた３年間の 
市況データ 

SSKを退職し、就農 

●SSKで培った経営感覚 

・企業経営ノウハウ習得 
・栽培技術の習得 
・農業を客観的に把握 

●作目はマッシュルーム 
に決定 

B4判厚さ５センチの 
「計画書」作成 

JAからの独立 JAからの独立 

S51～S53 
(1976～1978) 

S54～S63 
(1979～1988) 

H1～H12 
(1989～2000) 

S52 （有）松葉屋設立 

・当初より法人形態 
（非生産法人） 

・多大なイニシャルコスト 
（設備建設） 

S52 （有）松葉屋設立 

・当初より法人形態 
（非生産法人） 

・多大なイニシャルコスト 
（設備建設） 

「松葉屋」ブランド 
で販売 

「松葉屋」ブランド 
で販売 

マッシュルーム 
商品力向上 

・シャワーで洗い真っ白に 
・ブルーのトレイ 

マッシュルーム 
商品力向上 

・シャワーで洗い真っ白に 
・ブルーのトレイ 

販路拡大 
・有名デパート・ホテル 

大手流通スーパー等へ直販 
・有名シェフより指名注文も。 

販路拡大 
・有名デパート・ホテル 

大手流通スーパー等へ直販 
・有名シェフより指名注文も。 

100%直販体制(S57～) 
・他生産組合の生産物も 
松葉屋ブランドで販売 

100%直販体制(S57～) 
・他生産組合の生産物も 
松葉屋ブランドで販売 

S 54 生産組合組織設立 

・「鏡石マッシュルーム 
生産組合」( 12名まで拡大) 

を始め全国各地に設立 
・東京に関連会社設立 

S 54 生産組合組織設立 

・「鏡石マッシュルーム 
生産組合」( 12名まで拡大) 

を始め全国各地に設立 
・東京に関連会社設立 

市場より増産要請 市場より増産要請 身内や友人を勧誘 身内や友人を勧誘 

脱退者あり 
・生産実態の 

足並み揃わず。 

脱退者あり 
・生産実態の 

足並み揃わず。 

東京築地青果と取引 
(人的ネットワーク拡大) 

東京築地青果と取引 
(人的ネットワーク拡大) 

・マッシュルーム栽培に難色 
・手数料が高いJAルート 

・補助金不採択 
（近代化資金・自己資金で対応） ・組合離脱組みをJAが支援 

多大なイニシャルコスト 
（退職金＆公庫資金） 

多大なイニシャルコスト 
（退職金＆公庫資金） 

H1 生産法人設立 
（有）スプリングファーム 

・マッシュルーム生産 
・堆肥生産 

＝生産・販売部門分離 

H1 生産法人設立 
（有）スプリングファーム 

・マッシュルーム生産 
・堆肥生産 

＝生産・販売部門分離 

マッシュルーム選択理由 
１）市況の安定性 
２）食生活の洋風化 
３）資材が豊富（ワラ） 
４）最大市場の東京に近い 
５）気候条件が有利 

両親も応援 

●念密な事前計画 

作目拡大するもすぐ縮小 
・ハーブ・チェリートマト・貝割大根 

作目拡大するもすぐ縮小 
・ハーブ・チェリートマト・貝割大根 

“初取引で110円／100g 

の高値。ただし秋田に負 
けて悔しい想い” 

“ハードより大事なのは 
ソフト” 

（情報入手が重要） 

レストラン 
・マッシュルーム 

ハーブのある暮らし 
・地域の景観づくり 
・ハーブ教室開催 

地域対応（今泉氏推進リーダー） 
「地域農業会社」設立に向け 

計画・準備段階 

地域対応（今泉氏推進リーダー） 
「地域農業会社」設立に向け 

計画・準備段階 

＜松葉屋＞ 

地域農業会社 
設立へ 

（６次産業化） 

＜地域社会＞ 

品種選択／栽培技術向上 
・オランダや米国農家を視察。 

・積極的に海外企業と技術提携。 
・オランダから菌種を輸入 

品種選択／栽培技術向上 
・オランダや米国農家を視察。 

・積極的に海外企業と技術提携。 
・オランダから菌種を輸入 

販社機能は松葉屋 
・農産物販売・資材卸売 
・生産技術・ソフト外板 

販社機能は松葉屋 
・農産物販売・資材卸売 
・生産技術・ソフト外板 

“農業と地域は一体。農 

業・農地を維持していくた 
めには必然的に地域の 
問題に関わらざるを得な 
い。” 

“JAは以前マッシュルームで失敗” 

社内環境整備 
．雇用拡大し２０名体制に。 

・人材教育 ・月１回社内会議 
・パートさん３つのチーム 

（１）労務環境整備（２）安全性向上 
（３）社内広報誌発行 

社内環境整備 
．雇用拡大し２０名体制に。 

・人材教育 ・月１回社内会議 
・パートさん３つのチーム 

（１）労務環境整備（２）安全性向上 
（３）社内広報誌発行 

コンポストセンター 
（堆肥共同生産） 

コンポストセンター 
（堆肥共同生産） 

“家族経営では堆肥生産が困難” 

“手を広げ過ぎてマッシュルームの品質が 
落ちたと顧客から指摘された” 

“ソフトが重要という考え方から 
人材教育に注力“ 

出荷体制整備 
・農閑期やゴールデン 

ウィークにも対応 

出荷体制整備 
・農閑期やゴールデン 

ウィークにも対応 

機械銀行 
・共同利用体制 

集落営農の推進 
・作業受託・利用権設定 

直売所（販売組織） 
・女性の活用 

地域の後継者育成 
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④ （有）松葉屋 ＜フェーズ課題＞ 

将来展望 

●現状の事業構造→400ha 
●地主出資の地域会社へ 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 S51S53 
(19761978) 
就農・創業 

S54S63 
(19791988) 
確立期 

H1H12 
(19892000) 

転換・強化期 

●法人化 
●市場ルートを通じた販路拡大 

●生産組合を組織 
●全量を直販体制に転換 

●生産、販売部門の分離・分社化 
●集落営農の仕組みづくりを開始 

栽培施設の建設 

設備投資資金の確保 

市場での差別化 

顧客開拓／自社ブランド 

情報ネットワーク構築 

JAとの調整 

●脱サラ就農と施設型品種のため、初期投資 
負担が大きい 

●法人形態を採ること自体、JAにはよく思われ 

なかった 
●商品力の向上と販路開拓が重要課題 

●当初から企業型農業を志向 
●退職金、公庫借入、親の援助で設備資金 
●シャワーで土を落とし商品力を高め、自社ブ 

ランドで築地市場へ出荷。高値で取引 
●市場で人的ネットワークを構築し、同ルートか 

ら販路開拓 

●食の洋風化 

生産体制の整備 

設備の拡充（コンポストセンター・菌舎） 

設備投資資金の確保 

需要拡大／JAの手数料負担 

JAとの関係冷える 

●品質が評価され、需要が拡大 
→生産能力の拡大、体制整備が必要に 

●販売額が増大→JAの手数料が負担に 

●良質の肥料の確保が不可欠 

●親戚、友人など４人で任意生産組合組織 
（82年には12名に） 

●近代化資金導入で、菌舎建設→120t生産 
●82年からJA出荷をやめ、全量直販体制に 

●庄内、平取町にも生産組合組織 
（松葉屋の統一ブランドで出荷） 

●業界団体（東日本マッシュルーム協議会） 
を設立 

生産部門分社化（スプリングファーム） 

スプリングファームの施設建設 

スプリングファームの建設資金 

カナダ、オランダから菌種輸入 

全量直販 

地域との連携 

●生産組合→供給量が不安定で、需要期の顧 
客ニーズに対応できない。 

●生産の安定化、部門別管理→分社化の必要 
●市場力維持→品質の向上と新品種の導入 
●農業、農地の維持のために、地域との連会が 

必要 

●生産部門を分社化（本体は販売、資材卸売、生産技 
術・ソフト外販） 

●生産部門の設備増強（8000万円投資。菌舎等整備） 
●全量直販（6割が市場、4割がホテル・レストラン） 
●集落営農の仕組みづくり（60戸の農地を委託） 

●地域の農業の担い手不足 
●農地の維持･管理 

地域の農業後継者確保 

レストラン、地域直売所 

地域直売所 

地域農業会社 

＜地域の問題は松葉屋の問題＞ 

●地域で農業と農地維持を図る 
●地域の機械の高率利用、資材 

手当て、生産物の販売等を一体 
的に対応 

＜松葉屋＞ 
●マッシュルームの売上高を現在 

の２倍規模に拡大 
●レストラン事業参入 
＜地域＞ 
●地域農業会社による地域農業と 

農地維持。地域直売所での地域 
農産物の販売 

社団法人 日本農業法人協会 

5年後 

2,000万 

1億円 

1.6億円 

5,000万 

10年後 15年後 20年後 

1.17億円 

▲生産部門分社化 

1978 
（ S53 ） 

1982 
（ S57 ） 

1986 
（ S61 ） 1990 

（ H2 ） 

2000 
（ H12 ） 

スタート 

＜売上推移＞ 法人化 
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ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

＜調査後のできごと＞ 
・2003年、資本金を3000万円に増資。１戸１法人から３戸法人にする。６月に第三直売所（安達農園 

百人の直売）オープン。100人の農家の生産する果樹を直売。 

所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

⑤ 
（有）安達農園 

山形県東根市 

安達茂夫 

果樹生産 
加工品（ジュース・ジャム）製 
造販売・宅配業務 
観光農園 

1989年（就農後26年目） 

3,000万円 

約１.4億円 

構成員：２０名（役員：３名） 
パート：２０名 

2000.7.20 

http://www3.icnet.or.jp/~adachiq/ 

継承（先代が当地を戦後開拓） 

サクランボ・モモ 
ラフランス 
ブドウ・リンゴ ● 輸入チェリーへ 

の対応 

● 雇用対策で法人 
化 

● サクランボ観光 
農園設立 

・大学教授の勧めをきっかけに、地域に適したサクランボによる観光 

果樹園事業を実施する。背景には、観光ブームや交通網の整備、さら 

には冷蔵技術の向上による生食需要の増加などがあるが、それら事 

業環境を見極める経営感覚を持っていた。 

・先代が満州引き上げ後当地に入植し、畑作農業を行っていた。安達氏は、東京での会 

議参加時に出会った大学教授から観光果樹園の経営を強く勧められ、農水省の情報提 

供もありサクランボ栽培を始める。 

・25歳の時に観光果樹園を開始し、直売所も同時に開設する。その後、地元の温泉旅館 

と提携したパック旅行開発や、生食向きの高級品種「佐藤錦」の導入、雨天ハウスの建 

設などで品質向上に努め、事業を拡大する。 

・裾物の活用や従業員の冬場の作業確保を目的に、ジュース、ジャムの加工事業を実施 

する。また、販売も他園からの仕入れ販売の比率が高まり、事業が拡大。 

・規模の拡大と多角化により従業員も増大したため、事業部制を検討中。 

・輸入自由化に際して、カリフォルニアを視察し、経営の方向を品質向 

上と付加価値化に据える。そして、生食用の高級品種への転換や実 

割れを防ぐ雨天ハウスの投資を行い、国内産地とし ての対抗策を推 

進した。 

・観光農園の客数の増大、直売事業の拡大、加工事業への参入な 

どで業容が拡大。それに伴い家族経営から雇用型経営に移行するが、 

従業員確保のために法人形態へ移行する。 

・さらに現状では、多角化が進み、事業部門ごとの経営管理の必要性 

が高まってきたことから、事業部制の採用や分社化を検討している。 

これには、後継者が育ってきたこと、現状の事業環 境に対応するに 

はキメ細かい経営管理が必要なことなども背景にある。 

※ 2003.5現在 
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現在の安達農園（第一直売所） 

開園当時の第一直売所（昭和４５年頃） 

ぶどうのせん定風景 

⑤ （有）安達農園 ヒストリー 

加工品 
生産品（さくらんぼ・りんご・ラフランス・もも・ぶどう） 

安達茂夫氏 
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就農前 就農・創業 確立期 転換／強化（成長）期 模索期（現在） 将来構想 

スイカ主体 
↓ 

サクランボ栽培 
開始 

スイカ主体 
↓ 

サクランボ栽培 
開始 

分社化 
・生産・販売・加工の 

採算性の明確化 

●父親は満蒙開拓の幹 
部。安達氏は満州で 生 
まれる。戦後満州 

から引き揚げ、S22 
年、当地に入植。 

●S36頃から 
施設園芸ブーム 

第二の創業 
・収益向上 

・量から質へ 

事業部制 
・社長（父）と専務（長男） 

役割分担を明確化 
・事業継承はまだ先 

⑤ （有）安達農園 ヒストリー 

S38～S43 
(1963～1968) 

S44～S54 
(1969～1979) 

S55～S63 
(1980～1988) 

H1～H12 
(1989～2000) 

付与された1.4haの 
松林（不毛地）を開墾 

畑作目栽培 
・小麦、じゃがいも、 
なたね等（食糧増産） 
・稲作は栽培不可能 

農業高校卒業 
と同時に就農 

●安達氏は長男でいず 
れは農業を継ごうと 漠 
然と考えていた。 

2～３坪のハウスで 
野菜作り開始。 

“バスが通るまで交通手段が 

なく、飲み水にも苦労した。 
松は燃やすとヤニが出るため、 

薪集めにも苦労した。 
バスが開通しても、バス停ま 

で2Kmは離れていた。” 

農水省藤井氏より 
サクランボ栽培情報（明 
治政府が奨励して試験栽培し 
たほど山形が適地であること 

など） 

農水省藤井氏より 
サクランボ栽培情報（明 
治政府が奨励して試験栽培し 
たほど山形が適地であること 

など） 

S３０年頃、スイカの 
接ぎ木苗栽培開始。 

以後拡大 

紹 介 

スイカ下作継続 スイカ下作継続 

S44 サクランボ 
観光果樹園開始 

（家族経営） 

S44 サクランボ 
観光果樹園開始 

（家族経営） 

H1 法人化 
（雇用型経営） 

H1 法人化 
（雇用型経営） 計画的経営へ 計画的経営へ 

貿易自由化に伴う 
輸入チェリーの驚異 

貿易自由化に伴う 
輸入チェリーの驚異 

雨天ハウス 
建設 

雨天ハウス 
建設 

生食に向き 
輸送に強い 

「佐藤錦」導入 

生食に向き 
輸送に強い 

「佐藤錦」導入 

カリフォルニア視察 カリフォルニア視察 

安達氏「２５歳の大決 
心」。 
“政治家の夢を捨て、 

父親の反対を押し切っ 
て農業の道を邁進。” 
同時期に結婚。 

“この頃、自動車を購 

入し、生活が大きく変 
化。高度経済成長時 
代の幕開けを身を 
もって感じた” 

加工事業開始 
・加工施設建設 

・ジュース、ジャム 
・従業員の冬場の作業 

・裾物の活用 

加工事業開始 
・加工施設建設 

・ジュース、ジャム 
・従業員の冬場の作業 

・裾物の活用 

“雨の少ないカリフォル 

ニアに対抗。以前は雨 
にあたると実が割れる 
ため、加工用に梅雨前 
に熟す前の段階で収 
穫していた” 

弛まない技術研鑽 弛まない技術研鑽 人員確保 人員確保 

工業団地に企業誘致 工業団地に企業誘致 

温泉と提携 
・サクランボ狩りと温泉を組み合わせたパック旅行開発。 

温泉と提携 
・サクランボ狩りと温泉を組み合わせたパック旅行開発。 

第一直売所建設 第一直売所建設 第二直売所建設 第二直売所建設 

“S51の改修後は口コミで客 

が３倍に。トイレを水洗にし 
たことが効を奏した!? ” 

仕入れ（加工）販売開始 
・比率が増大し採算悪化 

仕入れ（加工）販売開始 
・比率が増大し採算悪化 

加工施設増設 
・加工品の在庫増大で 

経営ひっ迫 

加工施設増設 
・加工品の在庫増大で 

経営ひっ迫 

通信販売拡大 
・現在16,000人 

通信販売拡大 
・現在16,000人 

雨天ハウス増設 雨天ハウス増設 

土地購入 土地購入 

生活者との交流 
・「売りにいく」農業から 

「来てもらう」農業へ 

商品力向上 

販路開拓 

＜散漫な投資が続く＞ 

収
益

悪
化

 
収

益
悪

化
 

「地域」との交流 
・包装のリサイクル 

・地域の若手果樹農家の 
数十人の交流グループ 

JAとの冷戦（直売・販売所建設・スソ物出荷）→補助金獲得に不利 JAとの冷戦（直売・販売所建設・スソ物出荷）→補助金獲得に不利 

“直売所にはJAが反対し、販売な 
ので補助金がでなかった。” 

“DISCOVER 

JAPANなどの 
観光ブーム” 

生食の需要増加 
・冷蔵技術向上 
・交通網整備 

生食の需要増加 
・冷蔵技術向上 
・交通網整備 

東大金沢教授から 
観光果樹園のすすめ 

・東京の会議で出会う 

東大金沢教授から 
観光果樹園のすすめ 

・東京の会議で出会う 
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⑤ （有）安達農園 ＜フェーズ課題＞ 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 S38S43 
(19631968) 
就農・創業 

S44S54 
(19691979) 
確立期 

S55S63 
(19801988) 

転換・強化期 

H1H12 
(19892000) 
模索期 

将来展望 

●果樹栽培を本格化 
●観光サクランボ園を開始 
●直売所方式で販売拡大 

●佐藤錦導入 
●加工事業へ参入 
（雇用型・計画経営へ） 

●法人化 
●仕入れ販売費率の増大 

●第二の創業 
●生産者との交流拡大 

施設園芸の産地不適性 

果樹栽培技術の習得 

適地作物や農業形態模索 

●当地は水利条件から稲作には 
向かず、従来から畑作中心 

●施設園芸も先進地を視察して、 
当地の競争力不足を認識 

●当地に適した作物、農業形態を 
模索（自分の農業スタイルを模 
索） 

●青年団団長として出席した東京 
の会議で、東大教授から観光果 
樹園（サクランボ）の展開を薦め 
られる 

●サクランボは明治政府の産業奨 
励策の一環。（栽培技術情報が 
普及センターに蓄積） 

●高度経済成長 
●モータリゼーションの進展 
●施設園芸ブーム 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

直売所の建設 

建設資金の調達 

観光農園の運営ノウハウ 

直売所方式 

東京の情報源 

●観光農園を始めたものの、運営 
ノウハウがなく、試行錯誤の毎 
日 

●直売所建設のため、国道沿いの 
土地の購入と建屋の建設 

●公庫の総合資金融資により、直 
売上をオープン（奥さんが切り盛 
り） 

●サクランボ狩りと、温泉旅行を組 
み合わせたパック商品等を導入 

●「DISCOVER JAPAN」などの観 

光ブーム 

直売所・加工施設・雨天ハウス 

設備投資資金の確保 

生食用の「佐藤錦」導入 

輸入自由化・朝市・物産展 

カリフォルニア視察 

JAとの関係 

●輸入品に対抗する競争力向上 
（生活者に好まれ、輸送に対応し 
た品種導入） 

●天候に左右されない栽培 
●従業員の冬場の仕事づくり 

●生食用品種（佐藤錦）の導入 
●栽培技術の高度化（雨天ハウ 

ス）に注力 
●加工（ジュース・ジャム）開始 
●第２直売所設置 

●サクランボの輸入自由化 
●雨天ハウス向けの無理し無担保 

の融資制度（県） 

労働力確保・雇用条件整備 

土地の拡大・加工施設 

部門別採算の把握 

加工品の販促（通販等） 

地域内外の情報収集 

地域との関わり重視 

●生産拡大に対応した人材確保 
→雇用条件を整え、信用力強化 
●仕入れ販売分の採算悪化・経営 

圧迫 
●H10年以降、経営の低迷 

●20人規模になり、部門管理や体 

制の整備が必要になる 
●加工施設・ハウスに大投資 
●直売所、駅への自販機設置・上 

客へのプレゼントなどで販促 

●工業団地に企業誘致（求人難 

に） 

事業継承の準備 

収益向上 

法人の販売連携（全国） 

生産者との交流拡大 

●採算確保が最大課題 
●「できたものを売りに行く」農業か 

ら、地域に生活者に来てもらう農 
業へ 

●経営管理の強化（生産・販売・加工の 
分社化も検討） 

●自作比率を高めて、低収益の仕入れ 
販売比率を抑えていく 

●加工品の商品力向上 
●販路拡大 
●社長・専務の役割分担の明確化 

●食料・農業・農村基本法 

（社長が研究中） 

社団法人 日本農業法人協会 

5年後 10年後 15年後 30年後 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

1.4億円 1.84億円 1.15億円 

20年後 35年後 25年後 

直売所 

ジュース 観光（もぎとり） 

朝市 

通信販売 その他 

スタート 

＜売上推移＞ 
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ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

＜調査後のできごと＞ 
・H13、地域のカルチャースペース「くんぺる」を開講（英語・気巧・カントリークラフト・健康体操等） 
・H14、ブルーベリーの生産・加工・販売開始（鉄骨ハウス完成）。同年「伊達の純粋赤豚」販売開始（三 

越仙台店に「伊達の赤豚や」出店）。 
・H15、「地域産業５ケ年計画」（プロジェクトI）策定。 
・H16、ふれあい体感コーナーの設置。「伊達の純粋赤豚」を鹿児島（百貨店）・東京（レストラン）、そし 

て香港（百貨店）にて販売開始。 

所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要商品 

調査日 

URL 

法人化 

※ 2004.6現在 

● 「農業は食業だ」 
生活者発想 

● 伊豆沼をシンボ 
ルに地域活性化 
（グリーン・ツーリ 
ズム） 

● 畜産から加工へ 

⑥ 
（有）伊豆沼農産 

宮城県登米郡迫町 

伊藤秀雄 

食肉加工（ハム・ソーセー 

ジ）製造・販売・レストラ 
ン・直売所経営 
稲作受託（個人） 

1989年（就農後14年目） 

500万円 

2000.7.21 

http://www.izunuma.co.jp/ 

継承（稲作農家出身） 

水稲・ブルーベリー（個人） 
食肉製品・惣菜・菓子製品 
ブルーベリーの鉢もの 

・大学に進学しようと予備校に通っている時に父親が急逝し、S50、18才で農業を継いだ。４ha 
の農地で水稲栽培、母豚10頭からのスタートである。当時は規模拡大とコスト削減が最先端 
の営農手法だと考えていた。 

・S56に地域の農家で水稲受託組合（30ha）を設立。養豚も母豚30頭まで拡大するが、多頭飼 
育と抗生物質使用問題や糞尿処理への考え方に対する疑問から規模拡大を断念、付加価 
値型農業に転換し、「農業は食業だ」という独自のコンセプトに思い至り、S63年に食肉加工・ 
レストランを開始。H1年（有）伊豆沼農産を設立し、自社ブランド開発、オーダーメイド生産、 
販路開拓等、マーケティングに注力。（祖父が病気のため養豚は休業） 

・H5頃から地域活性化リーダーとして活躍。H12に施設を移転、直売所を開設した。 

・一時は母豚100頭規模の一環経営を目指したが、多頭飼育と抗生物質 

使用問題や糞尿処理への考え方に対する疑問を抱き、なおかつ循環 

型農業を実現する土地を獲得できなかったことから、規模拡大を断念 

し付加価値型農業（加工事業）へ転換した。 

・農業には、作った食べ物に責任を持って生活者の口まで届ける責任が 
あると考え、「農業は食業」というコンセプトを持つに至る。社名を伊豆 
沼ハムとせずに伊豆沼農産としたのは農産物・食べ物を全般にわたり 
扱う会社として事業展開したいから。素材に関しても、地域の指定農 
家と密にコンタクトをとりながら品種・肥育方法にも配慮。「地域農業」 
との関わりを大事にしている。 

・「伊豆沼」をシンボルとした地域活性化を伊藤氏が中心になって進めて 
いる。農業をやることはカッコいい、農業自体が「売り」になる時代に 
なった。これからは都会に行って売るのではなく、来てもらう時代だと 
思っている。 
※「自然」「食」「農」「教育」がこれからのテーマ。 

・伊豆沼のハスを、景観、レンコンの収穫だけではなく、紙・織物に加工、 
毎年訪れる白鳥もシンボルとしてイベントなどを開催したいなどの夢を 
持っている。 

左に加え、 
農産加工開 
始（ブルーベ 

リーなど） 

約4.6億円 

役員：２名 正社員：１６名 
パート：１４名 
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⑥ （有）伊豆沼農産 

農家レストラン「くんぺる」 

私がハムづくりを始めた理由、レストランを始め 
た理由 

伊豆沼農産を設立した1988年以前は、規模拡 
大し、ローコスト化した農家が先進だと言われ 
ていました。 
はっきり言って私はこの考え方に疑問を持った 
のです。 

農業には、作った食べ物に責任を持って人の 
口までお届けするという義務があると考えまし 
た。 
そこで、食べ物＝農業と考えたところ、農業の 
やるべき仕事がどんどんと見えてきたのです。 
農産物の加工、販売、農産物を利用したレスト 
ラン・‥「農業＝食業」と視点を変えることで、い 
ろいろな仕事を選ぶことができます。 

そのような意味もあって、会社の名前は「伊豆 
沼ハム」ではなく「伊豆沼農産」にしているので 
す。 
良い素材を生かす料理をつくる 
豚については、指定農家と密接にコンタクトをと 
りながら品種や肥育方法にいたるまで熟知して 
います。 
私の家でも、数年前までは一緒に豚をつくって 
いました。レストランでは素材を生かした調理方 
法を心がけています。 

農業の先行きが不透明な今ですが、「農業＝食 
業」と言う考えで実践していけば、目の前は自 
然に広がっていくと信じています。 

伊豆沼農産ホームページより（2002.5.1現在） 

加工所 ふるさとのシンボル、伊豆沼と白鳥 ハス 

伊藤氏 伊豆沼ハム 
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S58-H4 
(1983-1992) 

H1 
(有)伊豆沼農産設立 

(付加価値型経営へ) 
S63 

・レストラン「くんぺる」 
・食肉加工 

（ハム・ソーセージ） 

H1 
(有)伊豆沼農産設立 

(付加価値型経営へ) 
S63 

・レストラン「くんぺる」 
・食肉加工 

（ハム・ソーセージ） 

就農前 就農・創業 転換・確立期 転換・強化期 転換期 将来構想 

しかし 

●18才で 
突然の農業継承 

大学を目指し 
受験勉強 

父親が亡くなり 
家を突然継ぐことになった 

地域活性化 
交流事業 

伊豆沼をシンボルに 

・都会から生活者を呼ぶ 
・ハスの活用 

（織物などの特産品 
／沼でのイベント） 

・伊豆沼観光売店組合 
・シルバー人材の活用 

⑥ （有）伊豆沼農産 ヒストリー 

●伊藤氏は、S32年産ま 
れ。専業農家の一人息 
子 

●家族思いの伊藤氏は、 
いずれは家を継ぐつも 
りだった。 

●そして、志高く、ユニー 
クな農業を夢見ていた。 

“農学部に進学し、人と 
違う農業をしたい” 

まずは、 
自分の家の農地の場所を 
覚えることからスタート！ 

販売・資材購入 
独自ルート開拓 

販売・資材購入 
独自ルート開拓 

地域活性化のリーダー役 
・グリーンツーリズムの会社設立 ・伊豆沼観光売店組合設立 

地域活性化のリーダー役 
・グリーンツーリズムの会社設立 ・伊豆沼観光売店組合設立 

自社ブランド 
「伊豆沼ハム」 

自社ブランド 
「伊豆沼ハム」 

情報受発信基地 
・マスコミ取材 

情報受発信基地 
・マスコミ取材 

“30歳を節目に 
心身を固めたい” 

（伊藤氏S58 結婚） 

先輩の薦め 

伊藤氏、ドイツ古来の 

ハム製法を修得 

先輩の薦め 

伊藤氏、ドイツ古来の 

ハム製法を修得 

JAからの独立 JAからの独立 

S50-57 
（1976-1982） 

H5-H11 
（1993-1999） 

H12 
（2000） 

オーダーメイド生産 
（飲食店や土産物店の 

PB商品受託） 

オーダーメイド生産 
（飲食店や土産物店の 

PB商品受託） 

養豚開始 
(母豚30頭まで拡大) 

養豚開始 
(母豚30頭まで拡大) 

祖父が病気のため 
養豚を休業 

（想いは残る） 

祖父が病気のため 
養豚を休業 

（想いは残る） 

糞尿の化学処理断念 糞尿の化学処理断念 

土地取得困難 土地取得困難 

糞尿臭に対する苦情 糞尿臭に対する苦情 

S56 大形生産組合設立 
（3戸で稲作受託） 

S56 大形生産組合設立 
（3戸で稲作受託） ＊伊藤氏年は、４か月は組合中心の作業。現在組合長。 稲作4ha 稲作4ha 

“循環型農業が理想” 
メンバーは皆、 

畜産との複合経営 

顧客発想へ 

施設投資 

・レストラン 
・食肉加工 
・直売所 

施設投資 

・レストラン 
・食肉加工 
・直売所 

長沼の物産館オープン 
（伊藤氏、協同組合法人の 

専務理事として尽力） 

長沼の物産館オープン 
（伊藤氏、協同組合法人の 

専務理事として尽力） 

●こだわり・想い 

●売上拡大 

情報 

人脈 

規模拡大 
断念 

“農業は食業” 

JAと提携して 
「宮城野はさまポーク」 

JAと提携して 
「宮城野はさまポーク」 

●農村産業の確立 

～生産・加工・販売 
一貫体制へ 

・「養豚」の再開 

・地域の農家に 

生産委託 

・転作による加工～販売 
用作物導入 

・米の加工 

・HACCPの取得 

・分社化 

“法人化後3年は 
がけっぷちだった” 

地域の農産物販売 地域の農産物販売 

部門責任者設置 部門責任者設置 

＆ 

“アメリカの大規模農家を 

イメージし、生産性向上を 
目指す” 

“家族は反対” 

抗生物質使用への疑念 抗生物質使用への疑念 

“伊藤氏は坪当たりの生産 

性をあげることをやめ、坪 
当たりの飼育頭数を減らし 
た。理想的な養豚を実現し 
ている仲間もいた” 

社団法人 日本農業法人協会 

原料肉の 
仲間仕入れ 

原料肉の 
仲間仕入れ 

●農村産業の確立 

～生産・加工・販売 
一貫体制へ 

・「養豚」の再開 

・地域の農家に 

生産委託 

・転作による加工～販売 
用作物導入 

・米の加工 

・HACCPの取得 

・分社化 
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法人化 

⑥ （有）伊豆沼農産 ＜フェーズ課題＞ 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 S50S57 
(19761982) 
就農・創業 

S58H4 
(19831992) 

転換・確立期 

H5H11 
(19931999) 

転換・強化期 

H12 
(19892000) 
転換期 

将来展望 

●水稲生産組合の組織化 
●大規模一貫型養豚経営へ 

●加工・飲食進出（法人化） 
●規模拡大→付加価値型 

●事業構造転換（養豚休止） 

●オーダーメイド 
●工場・レストラン新設 

●新たなスタート 

●生産・加工・販売一貫体制 
●地域活性化交流事業 

●農産産業の確立 

養豚用地取得困難 

乾燥機・機械類を整備 

●就農当時は、ほ場も分散してお 
り、自作地の位置確認から始め 
た 

●規模拡大によるコスト削減が、 
稲作、養豚とも課題であった 

●稲作は、集落の３戸の農家で生産組 
合を組織し、約30haを耕作した（うち 
12haが自作地） 

●生産組合への参加者は、いずれも畜 
産（養豚・肉牛）との複合経営 

●I氏は養豚の一貫経営を志向、1971 
年には母豚30頭、常時300頭規模の 
一貫経営に発展 

●作業受託需要の増大 
●規模拡大志向の高まり 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

調理人の採用（結果せず） 

加工・レストラン施設 

加工・飲食事業ノウハウ 

JAからの独立 

友人・知人ネットワーク 

環境問題がネック 

●目指していた大規模・一貫養豚 
は、糞尿処理問題がネックになり 
断念 

●JAの体質と自分の農業が合わず、 
養豚部門はJAと距離を置く 

●三越にテナントで出店 

●規模拡大路線から、付加価値型農業 
へ路線変更 →加工業（ハムソー 
セージ） →レストラン事業 

●養豚部門の購買・販売をJAから、商 
系業者・食肉卸へ 

●友人や先輩の支援で料理メニューや 
加工ノウハウ習得 

●近代化資金による資金調達 

●畜産環境問題の顕在化 

養豚人手不足（家族の病気） 

経営安定化 

生産者発想から顧客発想へ 

JC時代の人脈活用 

地域の活性化 

●人的制約（家族の病気）から、養 
豚部門の継続が困難になる 

●自社ブランドの販売が不調 
●レストラン・直売所の顧客拡大。 
●農村（＝「ヒト」「モノ」「環境」）を 

ベースに販売 

●養豚を休止。原料肉は地元の生 
産組合から一括購入 

●加工・販売に資源集中 
●オーダーメイド方式加工受託 
●地元商工会メンバーと観光売店 

組合結成 
●株式会社アースウォーカー設立 

●グリーンツーリズム 

内部組織体制の整備 

施設全面更新 

1億3,000万円投資 

地域農産物の直売 

地域の活性化 

●加工工場・レストラン・直売所を 
移転し、全面更新。新しいスター 
ト 

●事業拡大・部門多様化 

●部門マネージャー制を採用（部 
門責任者の明確化） 

●長沼物産館開設、イベント企画 
など、地域活性化への取り組み 
に拍車がかかる。 

●地域活性化の気運 

部門毎の分社化 

売上向上 

加工部門のHACCP取得 

生産・加工・販売一貫化 

地域から情報発信 

地域の人による地域活性化 

●自分の考える農業「自分を含め 

地域の農産物を自社で加工し、 

販売する」と、現状のギャップ 

●部門管理の徹底 
●品質管理の向上（HACCP取得） 

●生産・加工・販売の一貫体制構築 
→適した作物の導入／地域の農家に 
生産委託 →分社化 

●「消費者に地域に来てもらうビジネス」 
への転換 

●地域の観光資源としての「伊豆沼」を 
活用・アピール（白鳥とハス） 

●農業・農村の新しいあり方が問 

われる時代 

社団法人 日本農業法人協会 

10年後 5年後 15年後 20年後 

1990 
（ H2 ） 

1995 
（ H7 ） 

2000 
（ H12 ） 

スタート 

3,800万円  5,800万円 

1.2億円 

2.2億円 

1976 
（ S50 ） 

1981 
（ S55 ） 

25年後 
800万円 

＜売上推移＞ 
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ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

＜調査後のできごと＞ 
・若い社員が増え、新しい展開を模索中。 

所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

※ 2002.5現在 

● 生活者の心を 
つかむマーケティ 

ング発想 

● 地域の販社・ 
コンサルティング 

● 父と息子の良好 
な関係 

⑦ 
（有）永井農場 

長野県東御市 

永井忠 

稲作作業受託 
米販売 
酪農 
果樹生産 

1996年（就農後３３年目） 

300万円 

2000.8.8 

http://www.nagaifarm.co.jp/ 

継承 

米
牛乳 
ブドウ（巨峰） 

・永井忠氏はS53、「今に農業はよくなる」と希望を持って就農、父親から酪農を任される。ヨー 
ロッパに酪農視察に行き、酪農と耕種農業を組み合わせた複合型の家族経営をしようと心 
に決める。畜産基地整備事業、圃場整備事業を活用して、S58に酪農協同組合を設立、土地 
を取得して堅実に規模を拡大していく。地域の兼業農家増加、巨峰産地化推進を背景に受 
託作業が増加、地域との信頼関係を築いて行く。 

・H3に北海道の酪農学園を卒業した長男の進氏が就農し、札幌で身につけたマーケティング 
感覚を経営に活かす。米の直販を開始し、クラフト地のパッケージやパンフレットデザイン等 
を工夫、。H8に、進氏の提案で地域の信頼を得るために法人化、地域の販売・コンサル会社 
的機能を強化した。米は全て減農薬減化学肥料栽培、７０％直販である。 

・「堅実経営」「一歩ずつ、無借金」をモットーとし、地域の稲作をよくして 

いきたいと語る父、忠氏と、生活者感覚とマーケティングのセンスを持 

ち農業を楽しみたいという息子の進氏は永井農場経営の両輪。何で 

も話し合える良好な親子の関係は、良好な経営の要である。 

・進氏は学生時代に「無印良品」「環境問題」を研究したり、地元の主婦 

と一緒に牛の生産過剰についてのプロジェクトに参加して身につけた 

生活者発想をマーケティングに活かしている。また、ぶった農産の佛 

田氏に、DM、パンフレットの作り方など直販のノウハウを伝授しても 

らった。「佛田氏との出会いがなければ永井農場は違うものになって 

いた」。 

・H2ライスセンター建設、進氏のアイデアで生活者への直販を開始、玉村 

豊男氏の「クロワッサン」での紹介記事がきっかけとなって顧客が急増。 

地域からの信頼を基盤に生産と販売の間に立って、生産指導（生産ガ 

イドライン設定）、米の品質評価、価格設定（信頼されているため文句 

は出ない）、研修、情報フィードバック・交流などを行なう地域の販社、 

コンサル的業務を行なっている。販路は７割が生活者直販・３割が米 

屋・スーパーである。 

従業員数：７名（役員：３名） 
農繁期オペレーター：２名 

約１.6億円 
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⑦ （有）永井農場 ヒストリー 

永井農場のVI（ビジュアル・アイデンティティ） 

クラフトの紙袋のパッケージは進氏の発案。「無印良品」のシンプル・素朴さ・飾らなさを参考にした。デザインは知り合いのグラ 
フィックデザイナーに依頼した。現在はビニール袋もクラフト地にしている。 

永井 忠氏 

永井農場のメンバー 

欧州型有畜複合型の家族経営農業は 
忠氏の夢だった 

永井 進氏 
インタビューにて 

永井 忠氏 

永井農場のカタログ 

小売店の売り場にも 
貼っている。 
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就農前 就農・創業 確立期 転換／強化（成長）期 模索期（現在） 将来構想 

●永井氏の実家は小作 
農。土地が狭いので、酪 
農と稲作・果樹・野菜等 
の複合経営を営んでいた。 

●先代のアイデア農業 

移動式籾み摺り器で行商 

＜テーマ１＞ 

地域ベース 

他の農家と共生 

⑦ （有）永井農場 ヒストリー 

巨峰の店先販売 
（換金できる作目選択） 

スーパーでの 
コーナー販売 

凍り豆腐の加工販売 

●農業に夢 

永井氏は農業が大好き 

農業高校卒業後就農へ 

“農業は今によくなる” 

家族型 
有畜複合経営 

家族型 
有畜複合経営 

S58 酪農共同 
組合設立 

・他集落の５名と結成 
・畜舎建設 

S58 酪農共同 
組合設立 

・他集落の５名と結成 
・畜舎建設 

畜産基地整備事業 畜産基地整備事業

稲作受託拡大 
・安い料金で請負い信用を勝ち取る 

稲作受託拡大 
・安い料金で請負い信用を勝ち取る 

米の直販開始 米の直販開始 

JAとの関係悪化 
・補助金がもらえない 
・JA出荷ができない 

JAとの関係悪化 
・補助金がもらえない 
・JA出荷ができない 

H8 法人化 
（有）永井農場に 

H8 法人化 
（有）永井農場に 

圃場整備事業 圃場整備事業 

販売・ 
マーケティング強化 

販売・ 
マーケティング強化 

強力な人脈 強力な人脈 

長男が就農 長男が就農 

雇用・部門制 
経営管理の必要性 

雇用・部門制 
経営管理の必要性 

ライスセンター建設 ライスセンター建設 

地域（周辺３集落）の 
受託請負 

地域（周辺３集落）の 
受託請負 

地域の販社・ 
コンサル的機能 

・米の仕入れ販売 
・生産者と消費者の仲介 

（情報流通サービス） 
・独自の米生産ガイドライン 

地域の販社・ 
コンサル的機能 

・米の仕入れ販売 
・生産者と消費者の仲介 

（情報流通サービス） 
・独自の米生産ガイドライン 

地域の信頼 地域の信頼 

地の利を生かした 
100％有機堆肥農業 

・病害虫が少ない 
・普通に作っても減農薬 

地の利を生かした 
100％有機堆肥農業 

・病害虫が少ない 
・普通に作っても減農薬 

“何でも話し合える“ 
(良好な親子関係) 

“北海道在学中に培ったマーケティン 
グ感覚が役立った“（酪農学園に学ぶ。 

接点のあった主婦より生活者感覚を 
学ぶ。無印良品・環境問題を研究） 

・文筆家玉村豊男氏（「クロワッサン」に紹介記事） 
・先進農業者佛田利弘氏（マーケティング・ノウハウ伝授） 

“堅実経営” “一歩ずつ無借金“ 
が永井氏の経営哲学。 

（後の永井農業の安定経営の礎） 

規格外の巨峰を 
非JAルートで販売 

（複合経営のため規格品を 
つくることが困難） 

規格外の巨峰を 
非JAルートで販売 

（複合経営のため規格品を 
つくることが困難） 

牛は20～30頭であえて拡大しなかった 

生産～販売の 
一貫事業 

（加工部門強化） 
・乳製品（長男の希望） 

・パン（パン作り修行中の 
長女の希望） 
・ワイン製造 

生産～販売の 
一貫事業 

（加工部門強化） 
・乳製品（長男の希望） 

・パン（パン作り修行中の 
長女の希望） 
・ワイン製造 

＜テーマ２＞ 

消費者ニーズ 
対応 

畜糞より堆肥 畜糞より堆肥 “施設・用地の確保が難航 
していたので、畜舎建設が 
認められたことがうれし 
かった“ 

酪農・稲作の 
規模拡大 

地域の信頼 地域の信頼 

雇用拡大 
・農業をやりたい人に 
働く場を提供したい 

雇用拡大 
・農業をやりたい人に 
働く場を提供したい 

S38～S57 
(1963～1982) 

S58～H2 
(1983～1990) 

H8～H12 
(1996～2000) 

H3～H7 
(1991～1995) 

事業継承 事業継承 

S53 欧州酪農視察 
・これを契機に 

経営スタイルを決定 

S53 欧州酪農視察 
・これを契機に 

経営スタイルを決定 

S53 就農 S53 就農 
地域の 

農業統括会社へ 

社団法人 日本農業法人協会 

生活者直販 
・販路開拓 

（地域の販社的機能） 

生活者直販 
・販路開拓 

（地域の販社的機能） 
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1996 
（ H8 ） 

⑦ （有）永井農場 ＜フェーズ課題＞ 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 S38S57 
(19631982) 
就農・創業 

S58H2 
(19831990) 
確立期 

H3H7 
(19911995) 

転換・強化期 

H8H12 
(19962000) 
模索期 

将来展望 

●家族型有畜複合経営 
●地道な規模拡大 

●酪農共同組合設立（1983） 
●ほ場整備契機に受託拡大 

●長男就農 
●販売・マーケティング強化 

●法人化（1996） 
●雇用型農業への転換 

●生産加工販売一貫事業 
●地域の農業統括会社へ 

事業継承／家族経営 

農地の購入（困難） 

規格外（ブドウ）の販路 

農業スタイル模索（欧米視察） 

●先代の農業（多様な換金作物の 

複合型農業）から、自分の農業 

スタイルを模索 

●就農と同時に任された酪農部門 

を核にした規模拡大 

●欧州視察（1978）で感化され、 
「家族経営の有畜複合型農業」 
スタイルを選択。 

●「堅実経営」が経営哲学で、無理 
をせず、作業受託や農地拡大に 
より徐々に規模拡大 

●非JAルートでブドウ販売 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

畜舎／ライスセンター建設 

資金調達 

米の直販開始 

規模拡大→旧地主等やっかみ 

●1983年に、「畜産基地整備事 
業」で牧草地・牧草収穫機械を 
購入、畜舎を建設。 

●兼業の小規模農家からの稲作 
作業受託が増加→規模拡大 

●ライスセンター建設後JAと疎遠 
に。補助金対象から外れる。 

●集落の異なる５名で酪農共同組 
合を設立。牧草地の管理、機械 
利用を共同化。 

●同事業の設備資金は85％が補 

助金。残りは公庫借入。 
●ライスセンター所有で米直販 

●畜産基地整備事業 
●兼業農家の増加（稲作委託化） 

ライスセンターの拡充 

補助金対象からの除外 

生活者直販等販路開拓 

人的ネットワーク拡大 

JAとの関係悪化 

●長男が就農。在学中に身につけ 
た彼のマーケティング感覚が経 
営の方向に大きく影響 

●米の販売拡大のための販路開 
拓・マーケティング強化（JA以外 

の販路） 

●安い料金で作業請負→地域の 
信用力を高め受託面積の拡大 

→生産物の販売も請け負う（地域 
の販社的機能へ） 

●地元に移住の著名人や稲経の 
先輩等外部人脈によるアドバイ 
スで経営の方向性を固める。 

●特別栽培米の直販合法化 
●田舎暮らしブーム 

雇用／部門責任者の育成 

周辺３集落の稲作受託 

計数管理の徹底 

商品の品質統一／有機栽培 

多様な販路確保 

情報交流の仲介役 

地域の販社機能 

●経営の拡大、複数部門化に伴う、 
組織体製の整備と部門別を含む 
計数管理の徹底 

●地域販社として位置づけられ、 
生産者と消費者の情報の橋渡し 
や相互調整を実施。 

●雇用を契機に、起業型経営を目 
指して法人化に踏み切る。 

●部門別管理（責任）へ 
●地域販社として、生産と販売の 

仲介機能など、地域の農業統括 
会社を志向（民間農協） 

●米生産の独自ガイドライン 

●都市交流事業（直売所） 

雇用型で部門拡大 

乳製品加工・パン・ワイン 

顧客への提案 

消費者ニーズへの対応 

地域農業の支援 

＜永井農場のテーマ＞ 
●１ 地域をベースにすること 
●２ 消費者ニーズへ対応 

●長女の就農（パン作り修行中） 

●地域を大切にして、地域農業を 
支援する会社を目指す。 

● 酪農・稲作規模拡大 
●農業をやりたい人に雇用の場 
●餅・パン・ワイン・乳製品など、加 

工品の生産拡大 
●生産加工販売の一貫事業 

社団法人 日本農業法人協会 

20年後 35年後 

1989 
（ H1 ） 

25年後 30年後 

1.4億円 

1999 
（ H11 ） 

スタート 

6,650万円 6,200万円 
3,800万円 

1993 
（ H5 ） 

＜売上推移＞ 法人化 
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ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

＜調査後のできごと＞ 

所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

※ 2003.5現在 

●品種の選択と 
組み合わせ 

● 従業員を大切に 

●企業勤務経験 

⑧ 
（有）ブロメリア・ギフ 

岐阜県海津郡海津町 

細川清隆 

花卉栽培・販売 

1991年（就農後１８年目） 

2,000万円 

5.85億円（2002年度） 

2000.9.2 

http://www7.ocn.ne.jp/~buromeri/ 
http://www.bromeliamart.com/index.html 

Uターン就農・継承（繊維会社に６年勤務 
後就農） 

ブロメリア（アナナス類） 
ミニバラ 

・細川氏は繊維会社に６年勤務後、S48に父親の町会議員立候補を機にUターン就農、観葉植 
物栽培を継承した。親孝行の気持ちもあり、農業の自律性や自由度（昼間に風呂に入れる） 
にも魅力を感じる様になっていたことが就農の心的背景。会社勤務で培った「営業力」、売 
る・加工・マーケティングで勝負しようと考え、ドラセナ栽培を開始し大成功。ところが安価な 
苗の輸入増加のために大打撃を受ける。 

・S61、ヨーロッパ視察で出会ったブロメリアの栽培開始、S63には一本化する。種苗会社と専 
属契約を結び、当初５年間は市場を独占（現在は３０％）。増産要請に応える体制を整えるた 
め資金・土地・信用力のある人と組み、法人を設立、No.1の地位を確保できるだけの施設を 
建設し従業員も増やした。H5より第２の品種ミニバラを導入、従業員持ち株制度など待遇改 
善にも力を入れている。 

・細川氏のビジネス感覚は、繊維会社勤務の中で磨かれたもの。品種選 

択、導入時期等の事業展開におけるビジネス感覚は鋭い。ブロメリア・ 

ギフは、ビジネスの面白さを知っている人ならではの農業経営、常に新 

しいモノ、No.１を目指している。 

・誰も目をつけていないブロメリアをいち早く導入したことが、成功に結び 

ついた。出荷のたびに価格が上昇、種苗会社との独占契約でNo.１の地 

位を獲得。 

・しかし、競合が増え価格が低下してきたことから、ブロメリアを補完する 

第二の品種を模索。 

・①短期回転型の品種 ②女性の好むカジュアルフラワーという条件から 

ミニバラを導入した。 

・「人がやめていくのが何よりもつらい」と思うという細川氏。従業員がモチ 
ベーションをもって楽しく働ける様に心がけている。パート社員にも権限を 
与え交渉や仕入れ業務を行なってもらっており、経営方針への意見も広 
く取り入れている。社員持ち株制度も導入。中国人研修生を受入れ、障 
害者も２名採用している。将来は研修生の複数の生産部門を全国ネット 
ワークしたいと考えている。 

社員：１２名（役員：４名） 
パート社員：２８名 
中国人研修・実習生：１２名 

・2000年10月にミニバラのブリーダー、デンマーク・ポールセン社とライセンス契約。2001年2月より生産開 
始し、2002年より年間100万鉢を出荷している。新事業の取り組みとしてポールセンローズの生産（品 
種・品質・数量等）が安定したので、従来の（卸売）市場流通90％を量販店・ガーデンセンターへの直販 
にシフト（比率40％まで高めていく予定）。 

・「ブロメリア・マート」でインターネット通信販売展開中（ミニバラ・ブロメリア）。 
・2001年、環境保全型施設認定。 
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⑧ （有）ブロメリア・ギフ ヒストリー 

細川氏（中央）は従業員をとても大切に思っている。 

とても近代的でシステマチックな仕組みで花卉が栽培されて 
いる。 

ブロメリアにはたく 
さんの種類がある。 

かごの中のかわいらしいミニバラ。 

仕事に対する重要ポイント 

①仕事には期限がある 

②仕事には原価がかかっている 

③仕事は協働である 

④仕事には守秘義務がある 

⑤仕事には結果がものをいう 

⑥仕事には優先順位がある 

⑦仕事には手順がある 

職場内活性化のルール 

①相手の立場に立って物を考える 

②約束はきちんと守る 

③言動を一致させる 

④結果をこまめに連絡する 

⑤相手のミスを進んでカバーする（い 

つまでもいわない） 
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就農前 将来構想 

●農業はやりたくないと 
思っていた青年期 

売上１０億円 
（2005年目標） 

⑧ （有）ブロメリア・ギフ ヒストリー 

●繊維会社に６年間勤務 

家の農作業の手伝い 

商業高校に進学 

２年間は仏教系短大に通学 

４年間は「営業職」 

・企業経営感覚 
・マーケティングノウハウ 

を修得 

父親の町会議員立候補を 
契機にUターンして就農 

“農業はやりたくない。 
嫁さんもこないし” 

同じころ細川氏、結婚 

“親孝行の気持ちもあった” 

“ 会社の寮生活が長 

かったので、帰省すると 
おふくろの手料理がなつ 
かしく、農業をしながら 
の気ままな生活もよいと 
思った” 

観葉植物栽培 
（家業継承） 

・インドゴムノキ／ 
ドラセナなど150坪 

観葉植物栽培 
（家業継承） 

・インドゴムノキ／ 
ドラセナなど150坪 

花卉の運送業 
（兼業） 

花卉の運送業 
（兼業） 

就農・創業 確立期 転換／強化（成長）期 模索期（現在） 

S48～S60 
(1973～1985) 

S61～H2 
(1986～1990) 

H5～H12 
(1993～2000) 

“生産技術がない” 
“オイルショックで需要小” 
“資材が高騰”で副収入が 

必要だった。 

H3～H4 
(1991～1992) 

専業へ 
ドラセナ栽培成功 

・2000坪に拡大 

専業へ 
ドラセナ栽培成功 

・2000坪に拡大 

ブロメリア栽培 
一本化 

ブロメリア栽培 
一本化 

ヨーロッパ視察で 
ブロメリアに出会う 

ヨーロッパ視察で 
ブロメリアに出会う 

東京（荻窪）市場を開拓 
ついで従来からの大阪市場 

東京（荻窪）市場を開拓 
ついで従来からの大阪市場 

安価な輸入苗で大打撃 
ドラセナ失敗 

（借金増大） 

安価な輸入苗で大打撃 
ドラセナ失敗 

（借金増大） 

投資（銀行より借入） 投資（銀行より借入） 

種苗会社と専属契約 種苗会社と専属契約 

法人化 法人化 

詳細な原価計算 詳細な原価計算 

２人の仲間と組む 
土地（担保）を持っている、 

信用力のある農家と 
一緒にやることを考える。 

運送業時代の仲間と組む。 

２人の仲間と組む 
土地（担保）を持っている、 

信用力のある農家と 
一緒にやることを考える。 

運送業時代の仲間と組む。 

人材・土地・ 
施設確保 

人材・土地・ 
施設確保 

増産要請 
（ヒト・モノ・カネなし） 

増産要請 
（ヒト・モノ・カネなし） 

ミニバラ栽培開始 
・短期回転型品種 

・カジュアルフラワー 
（女性が最も好む） 
・知人が品種改良 

ミニバラ栽培開始 
・短期回転型品種 

・カジュアルフラワー 
（女性が最も好む） 
・知人が品種改良 

人材定着率が課題 
・花卉栽培に抱いていた 

夢と現実のギャップ 

人材定着率が課題 
・花卉栽培に抱いていた 

夢と現実のギャップ 

ブロメリア単作の 
デメリット 

・競合出現による価格下落 
・栽培期間が長く資金回収に 

時間がかかる 

ブロメリア単作の 
デメリット 

・競合出現による価格下落 
・栽培期間が長く資金回収に 

時間がかかる 

組織体制改善 
・持ち株制度 

・パートさんにも権限委譲 

組織体制改善 
・持ち株制度 

・パートさんにも権限委譲 

（２）バラ 
・海外との提携 

による新品種導入と 
・契約栽培による価格の 

安定化 

（１）ブロメリア 
・NO.1の座継続 

・競合「ラン」との棲みわけ 

（３）第三の柱選択 

後継者育成 

分社化・ 
ネットワーク化 

・生産部門を切り離し 
ネットワーク化 

・研修生OBによる地域生産 
会社をネットワーク 

・統一ブランドで販売 

JA・地域との間に強い関わりは特にない。 JA・地域との間に強い関わりは特にない。 

直販拡大 直販拡大 

生産品質向上 
・マニュアル化 

・施設管理担当設置 

大阪市場・花屋等に出入りし、人脈形成 
“観葉植物が伸長” “ブロメリア”という情報 

大阪市場・花屋等に出入りし、人脈形成 
“観葉植物が伸長” “ブロメリア”という情報 

ブロメリア成功要因 
（１）他に先駆けて導入 
（２）種苗会社と独占契約 
（３）ニッチ市場を押さえられ 

る生産量確保 

“常に新しいモノ 
（No.1品種）を栽培したい” 

“従業員が辞めていくのが 
一番つらい” 

“中小企業同友会会長の 

「人と違う考え方をしろ」という 
アドバイスが役に立つ” 

“志しを高く” 
“夢を忘れたくない” 

“経営者をやめたい”“逃げ出したい、 
背中を押してほしい”と思うこともある 
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⑧ （有）ブロメリア・ギフ ＜フェーズ課題＞ 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 S48S60 
(19731985) 
就農・創業 

S61H2 
(19861990) 
確立期 

H3H4 
(19911992) 

転換・強化期 

H5H12 
(19932000) 
模索期 

将来展望 

●花卉運送業と兼業を経て 
観葉植物の専作経営へ 

●ブロメリア栽培開始 
●種苗会社と独占契約 

●法人化 
●異業種の経営を学ぶ 

●ミニバラの栽培を開始 
（２本めの柱） 

●海外企業と提携 
●直販比率の引き上げ 

栽培技術力の不足 

油ショックで花需要低迷 

花関連の情報収集 

●Uターン就農したが、モノづくりに 

関心が薄く、栽培技術力も乏し 
かった 

●オイルショックで花の需要低迷と 
資材価格高騰 

→経営難 

●会社勤務時代に営業で培った「販売 
力」を武器に経営 

●副収入の手段として花卉農家の出荷 
運送業→大阪市場に出入り。関係者 
との人脈ができ、花関連情報収集に 
役立つ 

●撤退する生産者からスベーシダの苗 
を譲り受け観葉植物専作へ 

●農業基本法 
●オイルショック 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

ブロメリア栽培施設の整備 

ドラセナ失敗（負債8000万円） 

栽培技術の習得 

市場開拓 

栽培品種を模索（欧米視察） 

●観葉植物の栽培で失敗し、負債 
を抱え、業績回復の柱になる品 
種を模索。 

●ヨーロッパ視察でブロメリアと出 
会う（即栽培体制を整備） 

●東京市場に先行出荷して価格形 
成し、その後他市場へ出荷 

●種苗会社と独占販売契約を結び、 
独占市場化を図る。 

●バブル景気で高級品の需要拡 
大 

増産に対応した人員確保 

土地・設備の不足 

信用力不足 

顧客管理 

●需要拡大に対応する人、土地、 

設備投資資金が必要に 

●個人的に必要な体制を整えるこ 

とが難しい（法人化理由） 

●運送業時代のアルバイト仲間２ 
名の農家と協同で法人設立 

→土地、信用力、人材確保 
●固定客管理目的に顧客リスト 
●地元中小企業同友会に参加し、 

異業種の経営方法を吸収 

社員の定着率／パート活用 

社員持ち株制度導入 

ミニバラの栽培技術の習得 

ブロメリアの価格下落 

●花卉農業のイメージと現実の 
ギャップからか社員の定着率が 
悪い（辞めていくのがつらい） 

●栽培期間が長く資金回収に時間 
がかかるブロメリアを補完する 
品種を模索 

●２本目の柱として、短期回転型で女性 
に人気のあるミニバラを導入 

●岐阜の生産者から技術導入 
●社員持ち株制度導入・パートに権限 

委譲等の人事制度整備 
●市況を勘案し、多様な市場へ出荷（市 

場出荷97％） 

●ブロメリア競合出現 

●景気停滞で観葉植物需要低下 

分社化／後継者づくり 

P社指定設備の導入 

設備投資資金の確保 

３本目の柱（作目）探索 

直販比率の引き上げ 

栽培管理マニュアル 

●海外企業との提携によるミニバラの 
新品種導入と価格の安定化 

●設備投資負担増大 
●ブロメリアのNo.1メーカーの位置確立 
●分社化 
●研修生OB全国ネット 

●2005年までに売上10億達成（その間 
に第３の柱選定） 

●直販比率を向上させる 
●ロス率を削減し、利益向上 
●品質向上に向けた栽培管理マニュア 

ル 
●販社中心に生産部門を分離してネッ 

トワーク化（統一ブランド運用） 

社団法人 日本農業法人協会 

10年後 

56% 54% 50% 

24% 
44% 46% 

50% 

1.4億円 
1993 

（ H5 ） 

5億円 

1998 
（ H10 ） 

2億円 

15年後 
1991 

（ H3 ） 20年後 25年後 

10億円 

2005 
（ H17 ） 

32年後 スタート 

ブロメリア ミニバラ 
＜売上推移＞ 
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ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

＜調査後のできごと＞ 
鹿追町のそば道場をサポートするなど地域活性化活動により一層尽力している。 

所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

※ 2004.6現在 

● イチゴ販売会社 
社長との出会い 

● 小さくても 
利のでる経営 

● 地域ミッション 
の実践 

⑨ 
（農）西上経営組合 

北海道阿東郡鹿追町 

高橋俊一（組合長理事） 

西上原種農場 
観光農園にしかみ 
十勝スノーランドinにしかみ 

1975年（就農後６年目） 

4,249万円 

役員：２名 構成員：７名 
職員：２名 季節従業員：約５０名 

2000.9.23 

農家出身（地域の要請で組合に） 

畑作（馬鈴薯・小麦・ソバ・牧草・ビート・小豆・アスパラ・ 

人参・イナキビ・その他多品目） 

イチゴ 

・S40年代末、凶作で離農者が続出。西上地区が他地区の業者の手に渡る危機感が高まり、 
JA組合長が集団化農業を提唱、S50に農事組合法人を設立。簿記の勉強をしていた高橋氏 
にも声がかかり、組合に参加。 

・作目は牧草と種イモを採用。飼料の輸入増加のためS61には飼料部門を廃止、代わって、ソ 
バ、小麦、キャベツ、豆類など十数品目を栽培。S63に地域の出荷組合を設立。 

・H2に高橋氏が組合長になる。その後畑作作目の価格が低下したため、H3にイチゴ栽培を開 
始、観光農園をスタート、ログハウスを建設し、オーナー制農園を開始するなど付加価値型 
経営に転換を図る。また冬の事業としてスノーランドをオープンした。 

・H7に大凶作で20年分の社内留保を取り崩す。以後、加工事業を開始、顧客ニーズ対応、販 
路開拓をするなど「小さくても利の出る」経営を目指す。H9よりそばまつりに参加するなど地 
域活性化活動にも力を入れている。 

・S46、47頃、北海道は凶作で離農者がたくさん出た。西上地区（現・上 
幌内）でも他地区の業者の手に渡る危機感が高まり、町、JA、農業委 
員会が動き、同農地を北海道農業開発公社に買い上げてもらい、そ 
の後、農用地交換分合事業で個人に配分。同時期に構造改善事業 
が行なわれていたこともあり、JA組合長が集団化農業を提唱、S49に 
農事組合法人が設立された。もともと一匹狼的な意識で農業を営ん 
できた農家が法人化するにあたっては、農業機械や土地に関する問 
題が山積し、解決・調整に１年を要した。 

・H7の大凶作の時の教訓から、規模拡大志向はやめ、小さくても利の出 
る経営に方向転換した。特に北海道での農業は自然条件に左右され 
ることが多いので変化に対応できる経営を心掛けている。５年で経済 
環境や生活者ニーズも変化するので、５年ごとに新しい事業を仕掛け 
ることにしている。生産が基本だが、加工・観光事業に注力し、６次産 
業化を図る。足腰の強い経営のために、①切る（体力を蓄積）②改める 
③加える、の３つのポイントを実践している。 

・イチゴの販売会社社長との出会いが経営を大きく変えた。薦めでイチゴ 
栽培を開始し、情報・栽培技術をもらっただけでなく、JAの理事への要 
請があった時には二足のわらじを履くのはやめ、組合経営に専念する 
様助言を受けた。イチゴも大手メーカーのショートケーキ用に出荷して 
いる。 

3.9億円 
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⑨ （農）西上経営組合 ヒストリー 

ログハウスレストラン 

鹿追町「鹿追そばまつり」 

そばどころ鹿追町ならではのお祭り。収穫に感謝し、より多くの人に地元特産のそばを親しんでもらおう、と平成９ 
年から始まり、そば打ち体験講習会やそば料理実演会が行われる。 両日ともビンゴゲーム、そば早食い大会などの 
お楽しみイベントもある。 

鹿追町にはおおよそ80ヘクタールのそばが作付けされている。祭り当日は“採れたて“のそばを使った昔懐かしいそ 

ばがきや、家庭で簡単にできる料理の実演があり、そば通には見逃せない内容。そば打ち体験講習会は、地元の西 
上経営組合のメンバーたちが、おいしい打ち方の指導にあたる。 

また、会場となる鹿追町民ホール前駐車場・千の公園特設会場では、そばまつりに併せて地元特産のじゃがいも 
など新鮮な農産物の即売コーナーも設けられ、秋の味覚をたっぷり味わうことができる。 

切干し大根 
にんにく南蛮 

いちごジャム 
人参ジュース・ジャム 
雑穀 

芋掘り体験 

体験農業でトラクターの試乗 

観光農園 

スノーランド 

加工品 

作業予定カード 

仕事の割り振りは営農部長が決定。その時の仕事繰り、 
天候、人員数などをもとに判断し、指示を出す。作業の管 
理は「作業予定カード」を使って行っている。前日に明日の 
作業に必要な労働力を営農部長に申請し、営農部長が人 
員配置を調整する。 
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就農前 就農・創業 確立期 転換／強化（成長）期 模索期（現在） 将来構想 

S50 
農事組合法人 

西上経営組合設立 
構成員：農業者7戸・9名 

S50 
農事組合法人 

西上経営組合設立 
構成員：農業者7戸・9名 

S47～48頃 
凶作で離農者続出 

跡地買収の危機感 

S47～48頃 
凶作で離農者続出 

跡地買収の危機感 

●大嫌いだった農業に 
次第に惹かれて就農 

試験場の技術者・普及員に 
なるつもりだった。 

高校卒業後長男として 
家業を継ぐ 

小さくても 
利益のでる経営 

（＝６次産業化） 

・規模拡大（量）ではなく 
付加価値（質）向上 

・生産を基本に、加工・ 
観光事業に注力 

“学生時代は 

農業大嫌い人 
間だった” 

⑨ （農）西上経営組合 ヒストリー 

●ヨーロッパ視察で 
のんびりとした牛飼 い 

を目指す。 

後継者育成資金で訪欧。 

帰国後、父に牛を一頭 
買ってもらう。 

構造改善事業 構造改善事業 

農協組合長が 
集落営農の呼び掛け 

農協組合長が 
集落営農の呼び掛け 

高橋氏も経理担当 
として参加へ 

高橋氏も経理担当 
として参加へ 

1)牧草 1)牧草 

S44～S52 
(1969～1977) 

H2～H6 
(1990～1994) 

H7～H12 
(1995～2000) 

S53～H1 
(1978～1989) 

“農家の合意形成に 
一年費やした” 

“離農者の土地300haが地 

区外の業者の手に渡るか 
もしれない“という状況に。 

＜作目＞ ＜作目＞ 

牧草（縮小→廃止） 
・飼料サイロ詰受託 

牧草（縮小→廃止） 
・飼料サイロ詰受託 

2)種イモ 2)種イモ 種イモ 
・設備投資(S５３) 

種イモ 
・設備投資(S５３) 

野菜拡大（特作） 
・キャベツ・ビート・人参 

他十数品目へ 
・小麦も栽培 

野菜拡大（特作） 
・キャベツ・ビート・人参 

他十数品目へ 
・小麦も栽培 

＋ 

“安い飼料輸入で需要減少” 

市場取引開始 
・地元農家と出荷体制「しかり 

べつ高原野菜出荷組合」 

市場取引開始 
・地元農家と出荷体制「しかり 

べつ高原野菜出荷組合」 

畑作目価格下落 
（ビート・小麦・馬鈴薯） 

畑作目価格下落 
（ビート・小麦・馬鈴薯） 

H3 観光農園にしかみ 
スタート 

・イチゴ園中心 
・農業体験 ・スノーモビル 

H3 観光農園にしかみ 
スタート 

・イチゴ園中心 
・農業体験 ・スノーモビル 

イチゴ栽培開始 イチゴ栽培開始 

イチゴ販売会社社長との 
出会い 

・社員で視察 ・栽培技術指導 

イチゴ販売会社社長との 
出会い 

・社員で視察 ・栽培技術指導 

事業部門制整備 
・３部５課制へ 

・研究部門設置 

事業部門制整備 
・３部５課制へ 

・研究部門設置 

H2 高橋氏組合長に就任 H2 高橋氏組合長に就任 

付加価値型経営へ 

H7 冷害で大凶作 
・20年分の 

社内留保取り崩し 

H7 冷害で大凶作 
・20年分の 

社内留保取り崩し 

奥さんも経理担当。 
優れた帳簿管理。 
（高橋氏S53結婚） 

奥さんも経理担当。 
優れた帳簿管理。 
（高橋氏S53結婚） 

事業計画書 事業計画書 

交流・加工販売 
事業開始 

．ログハウス建設 
（レストラン・直売所） 

・ファン作り 

交流・加工販売 
事業開始 

．ログハウス建設 
（レストラン・直売所） 

・ファン作り 

顧客ニーズ対応 
・顧客名簿作成 

・観光ツアー等の集客 
・イチゴ・ソバ直販 

顧客ニーズ対応 
・顧客名簿作成 

・観光ツアー等の集客 
・イチゴ・ソバ直販 

販路開拓 
・有利な取引先選択 

・JAとの軋轢あり 
・業者名簿も完備 

販路開拓 
・有利な取引先選択 

・JAとの軋轢あり 
・業者名簿も完備 

若手育成・人材配置 
・出面さん（季節パート）活用 

・「作業予定カード」で 
労働力適正配分 

若手育成・人材配置 
・出面さん（季節パート）活用 

・「作業予定カード」で 
労働力適正配分 

土地への投資 
・肉牛農家から大量の堆肥 

土地への投資 
・肉牛農家から大量の堆肥 

JAからの独立 
・JAとは対等な取引 

・JAより長期資金借入は 
なし 

JAからの独立 
・JAとは対等な取引 

・JAより長期資金借入は 
なし 

“若手が宝” 

“土地に貯金” 

“のどかな牛飼いを夢見ていた 

が、父も年を取り、兄妹もいた 
ので参加を決めた” 
“簿記学校に２年半通った” 

変化できる 
柔軟な事業形態 

・自然に左右されない 
・５年毎に新事業展開 

“いつでも縮小 

できる事業体 
に” 

経営のポイント 
１）切る 
２）改める 
３）加える 

ファン（固定客） 
作り 

．常に新しい魅力作り 
・手作り／品質向上 
・農園に来てもらう 

・体験型施設 

いちご園 
・イチゴ新品種導入 

ブドウハウス 
・バーベキュー施設 

＜経営の安定化＞ 

来場者減少 来場者減少 

社団法人 日本農業法人協会  66



⑨ （農）西上経営組合 ＜フェーズ課題＞ 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 S44S52 
(19691977) 
就農・創業 

S53H1 
(19781989) 
確立期 

H2H6 
(19901994) 

転換・強化期 

H7H12 
(19952000) 
模索期 

将来展望 

●集団化農業へ参加 
●法人化(1975) 

●組合内の体制整備 
●朝日農業賞の受賞 

●観光事業を開始 
●イチゴの生産を開始 

●大凶作 
●交流・加工販売事業開始 

●小規模でも利益の出る経営 
●６次産業化 

共同化の意識醸成 

経理を勉強 

欧州へ農業視察 

離農者の土地が他業者へ 

●離農者の土地300haが地区外 

業者（軽種馬牧場）に渡る危機感 
●凶作で地域農業が疲弊 
●JA組合長が集団農業を推進 
●T氏、経理を勉強していたことか 

ら、組合員への参加 

●離農者の土地を核に、7戸9名で 
農事組合法人を設立、集団化農 
業を開始（1975） 

→種イモと牧草（飼料調整工場向 
け） 

●T氏はJAや簿記学校へ通い法 
人の会計処理を習得する 

●凶作で離農者続出 
●構造改善事業（集団化） 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

組織体制の整備／社員研修 

事務所新築・イモ関連設備 

設備投資資金の調達 

作目転換（牧草→野菜） 

青果の販売方法（→市場取引） 

情報収集ルートの拡大 

地域農業との連携 

●「牧草」は輸入飼料に押されて需 
要が減少→作物転換 

●組合発足10年、あり方、内部体 

制見直しの必要性 
●生産物の品質向上、生産効率 

化のための設備投資 

●経営の柱を「飼料」→「青果」 
●T氏三代目組合長就任→内部体制組 

織体制整備・地域との連携強化 
●ジャガイモ、小麦関連の設備投資を 

実施 
●青果物の市場直販開始 
●地元農家と「しかりべつ高原野菜出荷 

組合」組織 

●安い輸入飼料の増大 

営農課強化・事業開発部署 

観光関連施設の整備 

イチゴの栽培技術 

観光客の拡大 

農外ネットワーク形成 

JAからの独立 

●畑作物の価格下落 
→作物体系の変更 

●加工・観光事業など、生産部門 
を補完し、経営の安定化を図る 
事業の検討 

●新事業のための設備投資 

●生産に加えて、加工・観光を事業の 
柱に 

●観光事業は、イチゴ園を中心にトラク 
ター試乗、熱気球、スノーランド（ス 
ノーモビル）などを展開 

●イチゴは他産地の端境期に出荷 
●事業部門の多様化で社内体制を整 

備（3部５課制） 

●畑作物の価格低下 
●グリーツーリズム 

若手の育成・人材配置 

交流・加工販売事業 

大凶作で社内留保消滅 

食堂・イベントノウハウ 

観光客の減少（→拡大） 

農外ネットワーク形成 

地域イベント 

●「組合の宝」である若手の人材 
育成 

●不況の影響もあって減少した来 
場者の回復 

●付加価値を確保できる販路、販 
売方法の確立 

●地元の中小企業同友会などに 
参加し、農外企業からノウハウ 
吸収 

●高校生の修学旅行体験ツァー、 
地域イベントなど集客を工夫 

●イチゴ、ソバなど、生活者直販拡 
大 

●景気低迷の長期化 

柔軟な組織 

利益志向 

常に新しい魅力づくり 

固定客づくり 

●規模より利益率志向 
●自然に左右されにくい経営→６ 

次産業化 
●リピーターづくりのための新しい 

魅力づくり 
●固定客づくりのための戦略 

●規模拡大ではなく、加工、観光を組み 
合わせた６次産業化で付加価値経営 
を志向 

●５年ごとに新事業を展開し、経営観強 
や嗜好の変化に対応 

●イチゴの新品種導入 
●ブドウハウス（下でバーベキュー） 
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ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

＜調査後のできごと＞ 

所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

※ 2004.6現在 

●地域にあった生産 
方式で生産。生活 
者ニーズに対応し 
た商品を作る。 

● 農地・農村への 
想い 

●アメリカで農業 
研修 

⑩ 
（有）ジェイ・ウィング 

ファーム 

愛媛県温泉郡重信町 

牧秀宣 

米麦、雑穀の加工、販売 

経営・作業受託 

1993年（就農後17年目） 

500万円 

2000.10.6 

継承（父親の実家は農家） 

米(あきたこまち・ヒノヒカリ・赤米・みどり米・黒米・も 
ち米など) 

麦・もち麦・小きび・ソバ・大豆・ういろう豆・丹波 
黒豆他 

・S51に就農。大型機械を購入し麦生産を開始するが個人経営の限界を感じ、地元３名の農家 
とパートナーシップを結び、S53に機械利用組合を設立してJAの作業を受託し、規模を拡大 
するとともに地域における信用力をつけていく。 

・H5、食管法改正（米自由化）を機に同メンバーで法人設立。 
・JAから自立して地域にあった生産方式で、生活者ニーズに合わせた作目（雑穀など）を作る 

農業を開始。あえて戦後農業の効率・商業化の流れに逆行するスタンスをとる。 
・自前で販路を「共鳴方式」で開拓する。飲食店、小規模なメーカーなど、当社の方針や生産物 

の価値を理解してくれる小規模の取引先のみとつきあい、時間をかけて信用を積み上げて 
いくスタイルをとっている。販路は人脈・口コミで広がった。 

・「農村での生活」が全ての基本。農地・ムラの本来のコミュニティとしての役割を大事にし、後 
世に残してあげたいと考えている。 

・子供の頃、祖父から農業・地域のよさを学んだ。 
・ムラには老人をケアする機能があり、子供の遊べるコミュニティスペー 

スとしての農地がある。牧家の「ガーデン応接室」は家族だけでなく、村 
人が自由に入って休んだり、子供達が果樹を自由に食べられるスペー 
ス。 農業はもともと農村の時間の流れに合わせて組み立てられていた 
が今はすっかり合理化されてしまい、農地が資産として見られる様に 
なって「見えない垣根」ができてしまった。「道後平野のグリーンキー 
パー」として、農地を地域のフィールドとして復活させたいと牧氏は考え 
ている。 

・１９歳の時、アメリカ・アイダホ州の馬鈴薯農家（数千ha）で研修。そこで 
学んだ農業に対する考え方、「自賄い・自立」のライフスタイルが、以後 
の牧氏の農業、生き方を大きく変えた。 

・当時ワイルドライスなど雑穀がスーパーで販売されていたのを見たこと 
が現在の雑穀などの作目選択につながっている。 

・農地を規格化しないで、扇状地の地形に合わせた生産方式を採用し、裏 
作に麦を作る。 

・地域の土地・風土に適し、健康・安全志向などの生活者ニーズに合わせ 
た作目を栽培。 モチムギ、赤米、黒米、みどり米、ソバなど多品種を試 
験栽培し、生活者ニーズのあるものを最終的に選択。ニーズの高い雑穀 
（主に麦）を加工し、顧客に提供している。 

社員：７名（うち役員４名） 
パート：６名 研修生：２名 

1億3000万円（平成15年度） 

第32回日本農業賞個別経営の部で大賞受賞。 
平成15年度（第42回）農林水産祭で内閣総理大臣賞受賞。 
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●もち麦うどん 

パートナー＝松山市のうどん店K 

10年来のおつきあい 

牧秀宣氏 

カントリーエレベーターなどの施設 

⑩ （有）ジェイ・ウィングファーム ヒストリー 

もち麦畑 

●もち麦せんべい 

パートナー＝桑名のY堂(煎餅屋) 

●もち麦ケーキ 

パートナー＝西宮のT（ケーキ屋） 

http://asahi.wai2kansai.com/health/kokumotu.html 
http://www.nogyo.tosa.net 
kochi.gr.jp/kikan/nosui/genti/chushi/12nend/120117.htm 

ジェイ・ウィングファームの米、 
雑穀、麦、豆 

「四穀米」＝黒米・赤米・もち 
麦・キビのブレンド 

ジェイ・ウィングファームのロゴ 
マーク 
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地域活性化活動 
・ドテカボチャカーニバル 
・茅葺き屋根の保存運動 
（京都府美山村とも交流） 

地域活性化活動 
・ドテカボチャカーニバル 
・茅葺き屋根の保存運動 
（京都府美山村とも交流） 

就農前 就農・創業 確立期 転換／強化（成長）期 模索期（現在） 将来構想 

農地はコミュニティ 
スペース 

・30年後に地域の人が 
残っていてよかったと 
思ってもらえる様に管 
理・維持して農地を残 
していく。 

・農村には老人をケアす 
る機能がある。 

・農地を子供が自由に遊 
び、大人がくつろぐ場 
所にしたい。 

牧氏、就農 
大型機械を購入し・麦栽培 

（後継者育成資金） 

牧氏、就農 
大型機械を購入し・麦栽培 

（後継者育成資金） 

●地域に対する愛を育ん 
だ幼少時代 

母方の祖父に自由な精神、 
地域の良さを学ぶ 

父の実家は農家 

道後平野の 
グリーンキーパー 
（コミュニティとしての 

農村復権） 

レストラン事業 
直売所 

・社員の夢実現 
・地域の担い手企業として 

分社 

⑩ （有）ジェイ・ウィングファーム ヒストリー 

S51～S52 
(1976～1977) 

H3～H9 
(1991～1997) 

H10～H12 
(1998～2000) 

S53～H2 
(1978～1990) 

中学時代にすでに 
農業を志す 

父親・担任が反対し 
普通科へ進学 

●19歳で渡米し、農業研 
修。 

アイダホ州の 
馬鈴しょ農家に２年間滞在 

農業に対する考え方、 
ライフスタイルなどが一変 

「自立志向」 
「自賄い精神」を 

身につける 

●ソビエト・米国行き、鳥 
取に入植などを計画する 
が座礁。地元に残ろうと 
決心する。 

地元３人の農家と 

機械利用組合設立 

地元３人の農家と 

機械利用組合設立 

個人経営の限界 個人経営の限界 

農地法改正 
・借地が合法化 

農地法改正 
・借地が合法化 

JAの勧め（パートナー 
シップ型農業推進） 

JAの勧め（パートナー 
シップ型農業推進） 

“地域にとどまる遠因” 

JAの作業受託 
・麦（裏作）→＋稲作（表作） 

・作目の制限 

JAの作業受託 
・麦（裏作）→＋稲作（表作） 

・作目の制限 

事務所用地をJAより借用 事務所用地をJAより借用 

同メンバーで 

法人化 
（J.W.F） 

同メンバーで 

法人化 
（J.W.F） 

“父親が 
農業に反対” 

JAの制約から解放 

都合で借地をJAに返却 
（よい契機）、事務所建設 

都合で借地をJAに返却 
（よい契機）、事務所建設 

地域にあった生産体系 

・土地を規格化しない 
（反近代化農業） 

・地域にあった作目（麦等） 
・裏作に麦の二毛作 

地域にあった生産体系 

・土地を規格化しない 
（反近代化農業） 

・地域にあった作目（麦等） 
・裏作に麦の二毛作 

「共鳴方式」販路拡大 
・米・雑穀は自前販路・直販 

（麦はJA出荷） 

「共鳴方式」販路拡大 
・米・雑穀は自前販路・直販 

（麦はJA出荷） 

「農村」をキーワードに広がる人の輪 
・取引はほとんど口コミ 

・牧氏の人柄・思想に魅力を感じる人が集まってくる。 
・芸術家や地域活性化活動を通しての人脈も多い 

・ほ場にプライベートの交流スペース「サニー・サイド・フィールド」 

「農村」をキーワードに広がる人の輪 
・取引はほとんど口コミ 

・牧氏の人柄・思想に魅力を感じる人が集まってくる。 
・芸術家や地域活性化活動を通しての人脈も多い 

・ほ場にプライベートの交流スペース「サニー・サイド・フィールド」 

“JAの下請けをしながら、 
今は力を貯え、いずれは 
自分の理想とする農業を 
実現しようと思った” 

米の自由化 
（食管法廃止） 

米の自由化 
（食管法廃止） 

“当社の方針（反商業的スタン 
ス等）を理解し、商品価値を 
認めてくれる自然食レスト 
ラン・百貨店などと取引。 
信用を積み重ねる。” 

“JとはJoy,Jump,Joint” 
“Wing(W)は羽ばたくの意” 

“稲作はあまり好きでない。 
畑作にこだわった” 顧客ニーズ対応 

食の安全・自然志向 
にあった作目栽培 

・雑穀・モチ麦・そば 
赤米・黒米・みどり米 
・「四穀米」ブランド 

食の安全・自然志向 
にあった作目栽培 

・雑穀・モチ麦・そば 
赤米・黒米・みどり米 
・「四穀米」ブランド 

“日本の農業は米国と比 
べて小規模であるが、裏 
作ができるなど小回りが 
きく” 

“現行制度・地域ブランド化等に 
より麦はJA出荷” 
“JAからは肥料入手ルートを押 
さえられるなどの圧力があっ 
た” 

米価の下落 米価の下落 

作業受託増大 作業受託増大 

規模拡大 
・冬場の仕事確保 

・雇用拡大 

規模拡大 
・冬場の仕事確保 

・雇用拡大 

“米国のスーパーに並んでい 
た雑穀がヒント” 

地域性を生かした 
事業展開 

（企業体として） 

部門制・分社化 
・ネットワーク型企業体 

有機農法の導入 有機農法の導入 

社団法人 日本農業法人協会 

“初年度は大雨で麦が 
壊滅し、「アメリカ帰りが...」 
という地域の批判を受け 
かえってエネルギーがわいた” 
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⑩ （有）ジェイ・ウィングファーム ＜フェーズ課題＞ 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 S51S52 
(19761977) 
就農・創業 

S53H2 
(19781990) 
確立期 

H3H9 
(19911997) 

転換・強化期 

H10H12 
(19982000) 
模索期 

将来展望 

●家族経営 
●農業スタイルを模索 

●機械利用組合を設立 
●法人化(1993) 
●JAからの自立 

●直販事業の本格化 
●受託面積の拡大 

●道後平野のGreen Keeper 
●レスラン事業へ参入 

父親の就農反対 

大型機械購入（個人では限界） 

農外人脈 

●就農後、家族経営を行うが、個 

人経営の限界を知り、共同経営 

を志向し始める 

●所有地+借地（計5ha）を確保 

●後継者育成資金を活用して、大 

型機械を購入し、米・麦の栽培を 

開始 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

共同化 

規模拡大 

天候リスク 

JAとの関係（下請け） 

地域特性に合った生産体系 

●共同型農業の実現 
●地元での信用力、経営力の蓄積 
●初年度は大雨被害で麦が壊滅 
●地域の「アメリカ帰りが...」という 

批判（心のバネに） 

●JAの薦めで、地元の３名の農業 
者と機械利用組合を設立 

●JAの下請けで作業受託業務 
→自分の思い描く農業（自由に価格 
を決め、自分で販売。地域の特性に 
あった農業）を実現できる時を待つ 

●表作（稲作）の作業受託拡大 

●農地法改正 
●共同化農業気運の高まり 

機械購入／事務所建設 

適地適作 

JAからの独立／顧客ニーズ 

地域イベント 

●機械組合メンバーで法人化 
●JA の制約から開放 

→独自の農業 
●機械購入・会社建物の建設 
●健康志向に対応した商品開発 
●農村のライフスタイルへのこだ 

わり 

●法人化を景気に、地域の地形、 
風土などの特性にあった二毛作 
農業に転換 

●健康志向に合わせて雑穀栽培 
を拡大。「四穀米」等独自ブラン 
ドを直販方式で販売（固定客に 
は手書きの手紙同封） 

●食管法の廃止 

雇用の拡大→冬場の作業 

受託面積の拡大 

共鳴方式での販売 

村の生活の原点を大事に 

●米価の下落で受託面積が拡大 
→販売先確保 

●規模拡大に伴う雇用増大 
→冬場の作業確保 

●農村の活性化 

●当社の方針、生産物の価値を理解し 
てくれる顧客のみに販売する（共鳴 
方式）。 

●雑穀は多品種を試験栽培し、地域に 
合い、顧客ニーズに見合うものを選 
定 

●社員は、本気で農業をやりたい若者 
をアルバイトを経て採用 

●米価の下落 
→作業委託者の増加 

若い社員のやりがい 

レストラン事業・直売所 

地域の農地・文化を守る 

●若い社員に夢や働きがいを意識 
した事業 

●地域性を活かしたレストラン事業 
●地域の農地の維持・管理と農村 

地域のアイデンティティづくり 

●部門別に分離し、販売店鋪やレストラ 
ン事業を複合的に展開 

●農村コミュニティや農村のライフスタイ 
ルの復建 

●地域の農地を維持・管理し30年後の 

人たちに農地と農村空間を残し、伝 
えたい。 

社団法人 日本農業法人協会 

10年後 20年後 スタート 

グリーンキーパー 

25年後 

8,200万円 

4,000万円 
1999 

（ H11 ） 

1993 
（ H5 ） 

＜売上推移＞ 
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２００１年度
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花卉（洋ラン他）栽培・販売 
花卉／菓子加工・販売 

温泉・宿泊事業 

花卉（洋ラン他）栽培・販売 
花卉／菓子加工・販売 

温泉・宿泊事業 

養豚・牛 
食肉カット・加工・販売 
採卵事業・耕種・花卉事業 

堆肥製造販売 

養豚・牛 
食肉カット・加工・販売 
採卵事業・耕種・花卉事業 

堆肥製造販売 

ハウス野菜栽培 
（天敵昆虫使用） 

漬物加工販売 

ハウス野菜栽培 
（天敵昆虫使用） 

漬物加工販売 

稲作作業受託・米販売 
果樹生産・販売 

餅・味噌加工販売 

稲作作業受託・米販売 
果樹生産・販売 

餅・味噌加工販売 

野菜・蒟蒻芋の有機栽培 
蒟蒻製品・漬物加工 

野菜・蒟蒻芋の有機栽培 
蒟蒻製品・漬物加工 

⑮ （有）ゆふいん 
フローラハウス 

⑮ （有）ゆふいん 
フローラハウス 

⑭（農）南州農場 ⑭（農）南州農場 

⑬（有）佐々木農園 ⑬（有）佐々木農園 

⑫（農）サカタニ農産 ⑫（農）サカタニ農産 

⑪グリンリーフ（株） ⑪グリンリーフ（株） 

●先駆的な大規模 
稲作農業法人 

●オリジナルブランド 
の開発 

●米価下落に 
対応して多角化 

●ネットワーク型 
企業 

●地域ミッションと 
パートナーシップ 

●巨大ファクトリーの 
リスク管理 

●ライフワークから 
始まった農業 

●女性のネットワーク 
力と小さな革命 

●農業と他分野の 
クロスオーバー 

●大手企業との 
取引 

●企業としての 
体制整備 

●需要者のニーズを 
キャッチ（商品の 
‘売り’の明確化） 

●キメ細かな 
経営管理へ 

●技術志向の 
農業ベンチャー 

●優れた 
ビジネス感覚 

２００１年度：５法人からの示唆 ２００１年度：５法人からの示唆 

３つのトピックス



⑪ 
グリンリーフ（株） 

ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

所在地 群馬県利根郡昭和村 

経営者 澤浦彰治 

主要事業 
野菜、蒟蒻芋の有機栽培。漬物 
加工。蒟蒻製品加工。以上の販 
売。 

就農タイプ 

1994年（就農９年目） 
2002年 株式会社化 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 2001.7.23 

http://www.yasaiclub.co.jp/ 
（野菜くらぶ） 
http://www.akn.jp/ 
（グリンリーフ） 

URL 

継承（当初は別途経営） 

蒟蒻芋、白菜、小松菜、ほうれん草、 
とうもろこし 

法人化 

●大手企業との 
取引 

●企業としての 
体制整備 

●優れた 
ビジネス感覚 

・子供のころから農業を目指す。20歳で就農し、当初は父親から任されて養豚を行うが、自分独自の 
方法で新しい農業をやりたいと考える。 

・父親が行っていたコンニャク栽培を、ＵＲによる輸入自由化を契機に加工事業の展開と有機栽培へ 
の転換を図る。 

・グリンリーフ(有)を設立し、コンニャクと野菜の栽培、さらに漬物加工事業へと多角化の積極推進。 
同時に販路の開拓を進め、らでぃっしゅぼーや、モスバーガー、スーパー等との取引を拡大する。 

・また、地域の生産者と有機野菜・コンニャクの生産者グループを結成し、それを有限会社として法 
人化。生産者グループとして、品目数と数量を確保し、外食・スーパーなどの多 様な需要に対応 
する。 

・平成１０年には、新工場による衛生面への対応と、出荷商品のダンボール単位での管理を実施し、 
品質管理とクレーム処理体制を整えた。 

・就農時から、当時の農業のやり方に疑問を持ち、自分で生産したも のを 

自分で価格をつけて、自分で売ること、また、自宅用の野菜と 同様に農薬 

を使わない生産を行うことなどを目指す。 

・常に世の中の動向や需要者のニーズに注意を払い、他の生産者に先 行 

したすばやい対応、体制を整える優れたビジネス感覚を持つ。 

・ナレッジ農業など新しい農業の仕組みづくりにも積極的に取り組む。 

・価値観を共有できる地域の生産者とグループを結成し、生産品目数 と生 

産量を確保することで、大手企業のニーズにも対応できる体制 を整える。 

また、取引先はリスク分散の意味からも幅広く確保。 

・同時に、組織化を図ることで共同選果、パッケージング、さらには 資材購 

入などでの効率化を実現している。 

・有機野菜の生産者グループを平成14年１月に株式会社化した。 

・販路拡大と並行して、農業者独立プログラムや生産者のネットワー クを拡 

大することで供給体制の整備を進める。 

・給与体系の確立、社員持ち株制度などの導入による従業員の殊遇面 お 

よびインセンティブシステムの充実。 

・新加工場、共同選果・パッケージ施設の整備などで施設面の整備。 

・さらに、株式会社化を契機に消費者参加型組織の構築を目指す。 

4.3億円（2004年2月期） 

9,000万円 

60名 

※ 2004.6現在 
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⑪ 
グリンリーフ（株） 

調査後のできごと 

2002年・・・株式会社化 

１）３月、蒟蒻貯蔵庫と野菜の出荷調整場、冷蔵庫と研修生のための寮を建設。野菜の包装ラインを 

導入。 

２）４月、新卒１名を漬物加工場で採用。 

３）１０月、前橋に圃場を借りてパイプハウスを建設、小松菜の周年出荷体制作りを始める。 

2003年 

１）３月、４.４億円（経常利益4400万円）の経営計画を建て、第１０期が始まる。 

２）４月、新卒１名（農場）、引き抜き１名（総務・営業）、中途２名（農場）採用。 

３）ベビーリーフの試験栽培を始める。 

４）４０００万円株主増資し、資本金５６７０万円、資本準備金２４６２万円となる。 

５）５月、漬物の月商が初めて１０００万円を超え、１３００万円となる。 

６）６月、漬物工場の建設を始める。第三者割り当て増資をする。 

７）１１月、漬物工場の完成。漬物の有機認証を取得。 

８）株主増資を行う。 

2004年 

１）パイプハウス（80a）建設。 

２）４月、中途採用で２名入社。 
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●集荷（共同選果） 

（株）野菜クラブ 

●販売マネジメント 

●集荷 

赤城自然栽培組合 

●出荷 

事務局 

モスバーガー 
らでぃっしゅぼーや 

丸岡スーパー 
高崎トミー 

東京のスーパー 

こんにゃく加工業者 

●加工 
コンニャク・漬物 

コンニャク芋 
（一部） 

●出荷 

●生産 
レタス・大根・ニラ 

コンニャク芋 

グリンリーフ（株） 

有機野菜農家（ ６０ 戸） 

（グリンリーフもその１つ） 
有機JASコンニャク芋生産農家（２２戸） 

（グリンリーフもその１つ） 

２４品目の 
野菜 

コンニャク・漬物 

⑪ グリンリーフ（株） 

こんにゃく畑 

研修宿泊所 

野菜くらぶのダンボールに 
入ったとうもろこし 

経営者の澤浦氏 

組織の仕組みをボードに書く澤浦氏 
（インタビューにて） 

赤城山の風景 

上：加工場 

下：蒟蒻製品 

●生産 

●生産 

●販売 
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就農前 就農 転換／確立期 成長期 転換期 将来構想 

⑪ グリンリーフ（株） ヒストリー 

養豚（H1まで） 

・２０歳で就農 
・親とは別経営 
・豚数頭を飼育 

養豚（H1まで） 

・２０歳で就農 
・親とは別経営 
・豚数頭を飼育 

H1 税務署が入り 
修正申告で追徴金 
H1 税務署が入り 

修正申告で追徴金 

●S37に父親が昭和村 
赤城原に入植。麦、陸 
稲、ジャガイモ、蕎麦な 
どを作り、小規模な酪 
農を営んでいた。 

●澤浦氏は４人兄弟の 
長男で、妹が３人。 

小学校４年生の時、自分 
で豚３頭をもらってきて 
育てていた。 

S60～S63 
(1985～1989) 

H4～H9 
(1992～1997) 

H10～H13 
(1998～2001) 

H1～H3 
(1989～1991) 

社団法人 日本農業法人協会 

H1 
コンニャク加工開始 

H2 
コンニャク有機栽培 

H1 
コンニャク加工開始 

H2 
コンニャク有機栽培 

晴天の霹靂。 
農業をやめるか、続 
けるかの究極の選 
択。 

UR対策 
コンニャク自由化へ 

UR対策 
コンニャク自由化へ 

計数管理強化 
・コンピュータ導入 

計数管理強化 
・コンピュータ導入 

澤浦氏が経理担当 
＜実質経営権は澤浦氏へ＞ 

澤浦氏が経理担当 
＜実質経営権は澤浦氏へ＞ 

自分で作ったものを 
自分で売りたい。 

H6 
グリンリーフ（有）設立 
・コンニャクと野菜の栽培 

H7  漬物加工開始 

H6 
グリンリーフ（有）設立 
・コンニャクと野菜の栽培 

H7  漬物加工開始 

土産物屋や 
生協イベントで販売 

・先輩の紹介 

土産物屋や 
生協イベントで販売 

・先輩の紹介 

父親はコンニャク・露地野菜 
栽培（3ha） 

父親はコンニャク・露地野菜 
栽培（3ha） 

H9（有）「野菜くらぶ」を創立。 
H４ 有機野菜生産グループ「昭和野菜くらぶ」設立。 

（グリンリーフもその中の１つ） 
H10  野菜流通管理ソフトを導入 

H9（有）「野菜くらぶ」を創立。 
H４ 有機野菜生産グループ「昭和野菜くらぶ」設立。 

（グリンリーフもその中の１つ） 
H10  野菜流通管理ソフトを導入 

H4 らでぃっしゅぼーや 

・丸岡スーパーと取引 
H8 モス・バーガーと取引 

H4 らでぃっしゅぼーや 

・丸岡スーパーと取引 
H8 モス・バーガーと取引 

チャンスはどこにでもころがっている。どの 
生産者にも機会は平等に与えられている。 
要はやるかやらないか。（新聞記事を見て電 
話をかけたのがきっかけ） 

自宅用野菜には使わない農薬 
を、販売品に使うのはおかしい 
んじゃないかなと以前から思っ 
ていた。 

作目を増やす 
コンニャク + ダイコン + ニラ 

作目を増やす 
コンニャク + ダイコン + ニラ 

契約 

H10 
加工場建設 

・H13  売上2.8億 

H10 
加工場建設 

・H13  売上2.8億 

衛生に関する 
クレーム 

・コンニャクの品質 
・「レタスが溶ける」 

衛生に関する 
クレーム 

・コンニャクの品質 
・「レタスが溶ける」 

単品管理 
・トレース・アビリティ 

・クレーム処理体制整備 

単品管理 
・トレース・アビリティ 

・クレーム処理体制整備 

販路拡大 
・高崎トミー・伊勢丹・よしや、 

東京のスーパーなど 

販路拡大 
・高崎トミー・伊勢丹・よしや、 

東京のスーパーなど 

ナレッジ・マネジメント 
システムの導入 

ナレッジ・マネジメント 
システムの導入 

お客様の不安を解消す 
ることが使命。クレーム 
に対する改善策を必ず 
取ることが取引先に信用 
される要員。 

＜グリンリーフ＞ 

５年後に 
売上５億円 

＜グリンリーフ＞ 

５年後に 
売上５億円 

＜野菜クラブ＞ 

株式会社化(H14.1実現) 
・ 5年後に売上12億円 

・消費者参加型組織へ 

＜野菜クラブ＞ 

株式会社化(H14.1実現) 
・ 5年後に売上12億円 

・消費者参加型組織へ 

加工品の営業 
がきっかけ 

社員待遇の改善 
・給与体系の確立 
・社員持ち株制度 

社員待遇の改善 
・給与体系の確立 
・社員持ち株制度 

多品目生産へ 多品目生産へ 

農業者独立プログラム 
・供給体制整備へ 
・研修施設建設 

農業者独立プログラム 
・供給体制整備へ 
・研修施設建設 

取引関係が長い 
のが特徴。先方 
からのオファーも 
多い。 

海外農場との交流 
（ビジネス・文化など） 

海外農場との交流 
（ビジネス・文化など） 

生産者ネットワーク 生産者ネットワーク 

共同選果・パッキング体制 共同選果・パッキング体制 

リスク分散のため 
１０社以上と取引 

リスク分散のため 
１０社以上と取引 

モス・バー 
ガー社員の生 
産地研修80 
名 

当時の農業のあり方に疑問を 
持ち、自分独自の方法で新しい 
農業をやりたいと考えた。 

有機コンニャク 
生産者組合設立 

（事務局） 

有機コンニャク 
生産者組合設立 

（事務局） 

中学校の卒業文集に、 
「将来は農業をやる」と 
書く。 

高等学校卒業後１年間、 
畜産試験場に研修生と 
して勤務。 

当時の農業のあり方に疑問を 
持ち、自分独自の方法で新しい 
農業をやりたいと考えた。 
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86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 S60～S63 
(1985～1989) 

就農 

H1～H3 
(1989～1991) 

転換／確立期 

H4～H9 
(1992～1997) 

成長期 

H10～H13 
(1998～2001) 

転換期 
将来展望 

●澤浦氏就農 ●修正申告→計数管理強化 
●経営権澤浦氏へ 

●有機コンニャク加工開始 

●法人化(H6/1995) 
●野菜くらぶ（株）創立 

●衛生に関するクレーム 
→処理体制・単品管理 

→加工場建設・設備強化 

●売上５億円 
●消費者参加型組織へ 
●生産者ネットワーク化 

父親（野菜栽培）と別経営 

豚数頭 

畜産試験場で習得した技術 

●澤浦氏就農。 

●農業のあり方（地位・イメージ・価 

格・農薬使用など）に大きな疑問 

を持っていた。 

●野菜を栽培する父親とは別に養 

豚を始める。 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

事業統合・沢浦氏に経営権 

家庭用ミキサーで加工 

計数管理強化・JAより借入 

有機栽培・加工技術取得 

加工品を土産物店で販売 

コンピュータ導入 

●税務署が入り、修正申告で追徴 
金。 

●「農業をやめるか、続けるか」の 
究極の選択。 

●自分で値決めできないことへの 
不満。 

●計数管理を強化し、澤浦氏が経 
理を担当。コンピュータも導入。 

●経営権が父親から澤浦氏に委譲。 
●利益率の高い加工事業開始。 
●農薬を使う野菜への疑問から、コ 

ンニャク有機栽培開始。農家の 
作っている方法で加工。 

●UR対策コンニャクの自由化 

法人化・野菜くらぶ創立 

漬物工場で加工 

大手販路開拓（通販・外食・流通） 

情報のためには投資惜しまず 

4Hクラブの活動 

●販路が広がって行き、企業との 
取引にあたって法人格、量の確 
保が必要となった。 

●「有機」を評価してくれる取引先 
の開拓の必要性があった。 

●販路が広がって行き、大手との 
取引を契機に法人化。 

●「有機」を評価するスーパーや外 
食・通販との取引開始。 

●野菜生産者ネットワーク設立。 

●有機野菜への意識の高まり（一 
般化してきた） 

関連会社でゆるやかな連携 

加工場建設・冷蔵庫開発 

加工場等に8,000万円投資 

自己開発（冷蔵庫・情報システム） 

クレーム処理体制強化 

ナレッジマネジメント 

地域・JAとの関わりは薄い 

●加工品や野菜の品質について 
のクレームが続いた。 

●対応体制が不備、加工場や設 
備に限界があった。 

●L資金8000万円、近代化資金 
2000万円を投資し、加工場建設。 
野菜を貯蔵する真空冷蔵庫を自 
社開発。 

●野菜の単品管理。クレーム処理 
体制。農場版「ナレッジマネジメ 
ントシステム」導入 

社員持ち株制度・待遇改善 

共同選果・パッケージング 

売上５億円 

リスク分散（多数企業と取引） 

海外との交流 

●社員の待遇改善。 
●野菜の供給体制整備。 

●持ち株制度や給与体系の確立 
など。 

●消費者参加型組織へ（株式化） 
●供給体制→生産者ネットワーク 

（人材育成）、共同選果・パッ 
ケージング 

●海外と文化も含めて交流 

●グローバル化 

社団法人 日本農業法人協会 

10年後 スタート 

⑪ グリンリーフ（株） ＜フェーズ課題＞ 

20年後 5年後 15年後 

法人化 
27,000万円 

12,700万円 

7,800万円 

12,500万円 

16,500万円 

6,500万円 Ｈ３(1991) 

Ｈ10(1998) 

Ｈ11(1999) 

H13(2001見込み） 
14,000万円 

Ｈ5(1993) 

2000万円  2,800万円 

10,800万円 

17,900万円 
21,000万円 

700万円  2,500万円 

Ｈ7(1995) 

全体 

（内）加工品 

H12(2000) 

＜売上推移＞ 
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⑫ 
（農）サカタニ農産 

ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

所在地 富山県東砺波郡福野町 

経営者 奥村一則(代表理事) 

主要事業 
稲作作業受託・米販売 
果樹生産・販売 
餅・味噌加工販売 

就農タイプ 

1972年 

資本金 4,101万1千円 

売上 

従業員数 構成員：１０名（役員６名） 
常時雇用：８名 パート：２名 

主要作目 

調査日 2001.10.23 

URL 

国鉄に19年勤務後就農（農家 
出身） 

米・大豆・大麦 

果樹（りんご・もものポット鉢） 

ハウス野菜（小松菜・大根菜・春菊・ 
レタス他） 

法人化 

http://www1.coralnet.or.jp/sak 
atani/ 

4.1億円（2001年見込み） 

●オリジナルブラン 
ドの開発（ワール ド 
エース） 

●米価下落に対応 
して多角化 

●先駆的な大規模 
稲作農業法人 

・奥村氏の伯父に当たる先代社長の故酒谷氏が兼業化が進む地域のニーズに応える形で農作業 受 
託の任意組合を設立（S39年）した。 
・奥村氏は、国鉄マンから35歳でサカタニ農産に入社する形で就農。農用地利用増進事業の制 定を 
契機に経営規模の拡大が進む。 
・従業員の周年作業を確保するために緑化事業を実施したり、行政区域を越えた作業・経営受 託ニー 
ズに応える目的で周辺地域に別会社を設立するなどで分社化を実施する。 
・関係会社は、サカタニ農産と一体的に運営されるが、一方では経営ノウハウを学ぶ経営者養 成の場 
としての位置付けも持ち、サカタニ農産の後継者育成も視野に置かれている。 
・稲作では土づくりを基本に考え、早い時期から減・減栽培の自社ブランド米（ワールドエー ス）を開発 
し、直販ルートの開拓を進める。直販は、卸経由で百貨店や米穀専門店に販売す るほか、消費者へ 
の直売も行う。 
・近年の米価の大幅な下落に対して、品種構成や作業効率の見直しとともに、果樹（ハウスで の桃の 
ボックス栽培、リンゴ）、野菜などを作目に加えて多角化を指向する。 

・前身の任意組合は昭和42年に設立された。以来、農作業の受託と農地の利用 

権設定により、現状では約200haの稲作と約50haの転作作物を栽培する大規模 

法人に成長。 

・土づくりに注力しオリジナルブランド米の開発や直販ルートの開拓、さらに行政 

境を跨る受託の受け皿や従業員の周年雇用のための会社 の設立など、当社 

の発展プロセスは稲作専業型法人の一つのモデルと言える。 

※調査時 

・付加価値化を図るため昭和62年から減・減栽培の自社ブランド米を生産し、同ブ 

ランドを当社の中核商品に育成する。現在は、同商品 はJAS法の特別栽培米 

の認定を受けている。 

・同商品を中心に多様な販路を開拓し販売リスクの分散を図るとともに、圃場条件 

により生じる品質のバラツキにもそれぞれの販路を対応させている。 

・これまで稲作専業型で規模を拡大してきたが、近年の米価下落から経営の安定 

化を図るため、果樹、野菜などの作物も加えることで多角化を進めつつある。 

・だが、経営の中核はあくまでも稲作であり、経営の効率化を図りつつ現状の５倍 

程度の生産量の拡大を将来目標にすえる。 
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⑫（農）サカタニ農産 

奥村氏 事務所 地域名産赤カブ 

ハウス 田んぼとトラクター 

モモのボックス栽培 
奥村氏はアイデアマン 

野菜ハウス 
（新人の女性にまかせているとうれしそうだった） 

企業ポリシーは明文化されている 

主訓 

一、御客を信じる 
一、友を信じる 
一、組織を信じる 

基本理念 
一、我々はグリーン産業を通じ社会に貢献を成す 
一、我々は職場を通じ誇りのもてる人格形成の場と成 

す 
一、我々はたゆまなく未来を探究する 

活力なき職場とは 

1.朝、誰にも挨拶を交わさずボソット出社するものが多い。 
2.遅刻しても平気でいる。無断欠勤をする者も出始める。 
3.職場が乱雑で、物の置き場が守れない。 
4.服装がだらしなくプロらしいシャキッとしたところがない。 
5.社用車、営業車が汚い。 
6.倉庫の中が乱雑で汚い。 
7.仕事中もムダ話が多く、全体のリズムが低調。 
8.言われたことをするだけで、仲間に手をかそうとしない。 
9.管理者や監督者は部下を叱ることをしない放任主義。 
10.社員がその日暮らしで前途に希望を持っていない。 
11.報告が一切行われていない。 
12.会社の費用をムダ使いする。 
13.上が下を、下が上をお互に責め合うことが多くバラバラ。 
14.目標に対する達成意識がない。 
15.業者やユーザーに対するマナーが悪い。 

心を売る サカタニ農産 

ワールドエース 
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地域密着型 
企業へ 

・JAとの良好な関係 
・スムーズな土地利 

用 

地域密着型 
企業へ 

・JAとの良好な関係 
・スムーズな土地利 

用 

就農前（奥村氏） 創始期 転換／確立期 成長期 将来構想 

⑫ （農）サカタニ農産 ヒストリー 

農事組合法人 
S47  サカタニ農産設立 

・稲作受託 

農事組合法人 
S47  サカタニ農産設立 

・稲作受託 

S39～S56 
(1964～1981) 

H9～H13 
(1997～2001) 

S57～H8 
(1982～1996) 

社団法人 日本農業法人協会 

奥村氏 国鉄に勤務 
・S47、S52、S57の３回、先代から参加の打診があった。 

奥村氏 国鉄に勤務 
・S47、S52、S57の３回、先代から参加の打診があった。 

S57  奥村氏35歳で就農 
先代からの誘いを受けてサカタニ農産 

に入社（人材抜擢） 
（労務管理・交渉担当） 

S57  奥村氏35歳で就農 
先代からの誘いを受けてサカタニ農産 

に入社（人材抜擢） 
（労務管理・交渉担当） 

園芸・緑化事業 園芸・緑化事業 

S39 酒谷氏と堀本氏の２名の篤 
農家が共同で育苗開始 
S42 任意組合サカタニ農産設立 

S39 酒谷氏と堀本氏の２名の篤 
農家が共同で育苗開始 
S42 任意組合サカタニ農産設立 

地域の要請 
・高齢化・離農者増大 

地域の要請 
・高齢化・離農者増大 

規模拡大・多角化 
（制度的必然から分社化） 

＜販売・加工＞ 
H1（有）RCMサカタニ 

＜販売・加工＞ 
H1（有）RCMサカタニ 

＜園芸＞ 
S58（有）サカタニ造園土木 

＜園芸＞ 
S58（有）サカタニ造園土木 

＜周辺集落・稲作受託＞ 
S61（有）やまだカントリーオヤベ 

S62（有）ヤマダ農産 

＜周辺集落・稲作受託＞ 
S61（有）やまだカントリーオヤベ 

S62（有）ヤマダ農産 

S62  減農薬・有機肥料栽培米 
「ワールドエース」 
（JA経由で販売） 

S62  減農薬・有機肥料栽培米 
「ワールドエース」 
（JA経由で販売） 

H1  奥村氏、代表に就任 
・S60  専務に就任 

H1  奥村氏、代表に就任 
・S60  専務に就任 

JAとの関係悪化／地域農家の妬み JAとの関係悪化／地域農家の妬み 

S61  高い肥料購 

入などで 
関係を保つ 

S61  高い肥料購 

入などで 
関係を保つ 

H1  先代が 

亡くなる 
H1  先代が 

亡くなる 

直販ルート開拓 
（卸５・非スーパー小売１２社） 

直販ルート開拓 
（卸５・非スーパー小売１２社） 

米価下落 
台風の被害 

米価下落 
台風の被害 

運転（短期）資金 
を市中銀行から 

調達 

運転（短期）資金 
を市中銀行から 

調達 

優秀な人材の雇用・抜擢 
（同族経営からの脱皮） 

優秀な人材の雇用・抜擢 
（同族経営からの脱皮） 

生産体制の見直し 
・品種構成 

・作付け構成 
・地代の見直し 

生産体制の見直し 
・品種構成 

・作付け構成 
・地代の見直し 

有限会社化 

・米生産5000トンへ 

・小会社を合併 

・後継者問題解決 

（グループ内で社長 

は一人で十分） 

・経理フォーマットの 

統一 

有限会社化 

・米生産5000トンへ 

・小会社を合併 

・後継者問題解決 

（グループ内で社長 

は一人で十分） 

・経理フォーマットの 

統一 

JASの 

特別栽培米 
の認定 

JASの 

特別栽培米 
の認定 

果樹のボッ 
クス栽培 

果樹のボッ 
クス栽培 

地域で生きていくために地域のしがらみ（地域の 
一員としての役目）を引き受ける。 

同族者の人事配置変更（やめても 
らなど）によって、母親（本家出身） 
には、ずい分つらい思いをさせて 
しまった。 

自己アイデンティティを常 
に模索。「組織」に嫌気 
がさしていた。 

従業員・委託 
農家・最終消 
費者、その他 
力になってくれ 
る人全てがお 
客様 

地元にいては得られない 
多様な考え方を身につ 
けることができた。 

土地利用型農業は足元 
の地盤固めがあってはじ 
めて成立する。 

「堀酒農産」 
と地域の人 
に呼ばれ慕 
われていた。 

＜農業は嫌いだった＞ 
●奥村氏の実家は１町７ 

反の田んぼを持つ農家 
だった。が農業は嫌い 
だった。 

＜親・家族への思いやり 
＞ 

●しかし、父親が病弱 
だったので農作業をし 
ている母や祖母を少し 
でも楽にしてあげたいと 
いう思いから、農作業 
を手伝った。 

＜会社勤め＞ 
●S41  高校卒業後、国 

鉄入社。 

＜度重なる勧誘＞ 
●サカタニ農産の先代か 

ら、何度か入社の誘い 
を受け、奥村氏が就農 
したのは３５歳の時。 

地元の人の方が安心感があ 
るので、それぞれの地域出身 
者を優先雇用した。 

S55  農地利用増進事業制定 S55  農地利用増進事業制定 
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フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 S39～S56 
(1964～1981) 

創始期 

S57～H8 
(1982～1996) 

成長期 

H9～H13 
(1997～2001) 

転換期 
将来展望 

●農事組合法人 
サカタニ農産設立 

●分社（他地域で稲作受託・多角化） 
●「ワールドエース」ブランド化 
●奥村氏入社。代表になる。 

●米価下落・台風被害 
●直販ルート開拓 

●地域密着型企業へ 
●有限会社化を目指す 

（小会社を合併） 

稲作受託の農事組合法人設立 

地域の要請で法人化・ JAと不仲 

●S39  酒谷・掘本両氏の始めた育苗事業 

は「掘酒農産」と慕われていた。 地域の高 

齢化が進み、離農者も増大したため、地 

域の人の受託組織設立の要請が高まった、 

●S42「掘酒農産」を母体とする「サカタニ農 

産」を設立。事業メドが立ったため、S47に 

法人化して農事組合法人を設立。 

●地域農業者の高齢化・離農者増大 
●S44  自主流通米制度導入 
●S45  生産調整始まる 

奥村氏入社。代表になる。 

他集落への展開のために分社 

本社支援による小会社設立 

先代の鞄持ちでノウハウ取得 

有機米「ワールドエース」 

奥村氏が国鉄時代に身につけた見識 

JAとの関係悪化（先代が亡くなる） 

●＜受託事業の拡大＞農地利用増進法が 
制定され、利用権の設定が可能になった 
が、行政区画をまたがった設定は認めら 
れていなかった。 

●米の高付加価値化（利益率向上） 

●行政単位で分社化して、 （有）やまだカント 
リー・オヤベ、（有）ヤマダ農産を設立。他 
市町村の受託ニーズにも対応した。（サカタ 
ニ農産が資金等の援助をするなどグルー 
プ化を意図） 

●有機米「ワールドエース」ブランド化 

●S55  農用地利用増進法制定 

●有機農産物の消費ニーズ拡大 

優秀な人材の公平な雇用 

地代下げる。果樹ボックス栽培 

短期資金を市中銀行から借入 

生産体制の見直し 

直販ルート開拓・米５段階ランク 

経営者としてのしたたかな判断 

同族経営からの脱皮 

●H910頃の米価下落、台風による被害で 
打撃。２年続きで赤字。 

●H11  立て直し開始。 
・直販拡大／販路開拓 
・米を５ランクに分ける 
・品種構成／作付け構成変更 
・地代を下げる 
・同族経営からの脱皮（人材活用） 

●H7  食糧法（しょくりょうほう） 
米が「自主流通米」中心の流れに。 

有限会社化・人材活用 

スムーズな土地利用 

米生産5000トンへ 

経営フォーマット統一 

地域密着型企業へ・JAと良い関係 

●規模拡大（米生産5000トンを目指す） 
●グループ経営（関連会社の有機的なネット 

ワーク） 
●後継者問題を解決 
●地域基盤を形成 

●小会社を合併して有限会社にする。 
（社長はクループ内でひとりで十分） 

●地域密着型企業へ 
●JAとの良好な関係を形成する 

●政治への働きかけ 

社団法人 日本農業法人協会 

スタート 

⑫ （農）サカタニ農産 ＜フェーズ課題＞ 

20年後 

Ｈ9(1997) 

H13(2001見込み） 

40年後 

法人化 
Ｈ7(1995) 

30年後 35年後 
S50 (1975)頃 

4.1億円 
3.7億円 

4.8億円 

１億円弱 

＜売上推移＞ 
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⑬ 
（有）佐々木農園 

ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

所在地 宮城県古川市大崎 

経営者 佐々木安正 

主要事業 
ハウス野菜栽培（天敵昆虫使 
用） 
漬物加工販売 

就農タイプ 

1994年（就農後25年目） 

資本金 600万円 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 2000.11.2 

URL 

継承 

ナス・ハクサイ・キュウリ・キャベツ 

法人化 

1億円（2001年見込み） 

●需要者のニーズを 
キャッチ（商品の 
‘売り’の明確化） 

●技術志向の 
農業ベンチャー 

・もともと野菜の生産を行う農家であったが、佐々木氏の就農後ハウス栽培を積極的に展開。 
・生産物はホテルや青果物店等ですべて直販していた。これは、代々佐々木家では野菜の引 き売 
りを手掛け顧客を持っていたこともあるが、「自分で生産したものは自分で売る」が 農業の基本だと 
考える。 
・取引先の青果物店から漬物加工の依頼を受けたことをきっかけに漬物加工事業に参入する （昭 
和59年）。化学調味料や保存料は使わず、「素材の生産から加工まで」をキャッチフ レーズにスー 
パーなどを販路として開拓して事業を拡大する。 
・量販店との取引が拡大し、販売量が増大すると外部からの原料調達が不可避となり「素材 から加 
工まで」が実現できなくなった。そこで、新たな差別化策として「天敵昆虫」によ る無農薬栽培を開始 
する。 
・地域に天敵農法を普及して地域農業の付加価値化を図るとともに、天敵昆虫を活用した関 

連事業による新ビジネスを目指す。 

●キメ細かな 
経営管理へ 

・引き売りの経験から、顧客と直接接し、顧客のニーズを反映した商品 づくりが 

当たり前になっている。 

・漬物加工に関しても、友人の蕎麦屋店主のアドバイスから毎日でも食 べられ 

る「あっさりした薄味」に仕立てている。 

・さらに、安心・安全が「食」に対する基本的なニーズだということで、 

化学調味料、保存料の不使用、天敵昆虫による無農薬栽培を実践。 

・漬物生産を始めた当初から掲げている「素材から加工まで」のキャッチフレー 

ズや、安全・安心への取り組みなど、事業、生産物の‘売り’の明確さが、ス 

ムーズな販売交渉を可能にしている。 

・野菜および漬物価格の下落への対応として、栽培体系の見直しやリレー栽培 

の導入などで効率化、低コスト化の実現を目指している。 

・また、商品の付加価値が評価される仕組みづくりを目的にPR活動の重視や厳 

しい基準を持つスーパーチェーンとの取引開始を目指している。 

・ハウス栽培を開始した時の栽培ノウハウの取得、さらに天敵昆虫の導入など 

独学で技術をマスターし、事業に活用するチャレンジ精神と技 術志向型の経 

営が当社の最大の特徴である。 

※調査時 

http://www5f.biglobe.ne.jp/~sa 
saki-n/index.html 
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佐々木氏 
天敵昆虫のことを話す目は少年の様だ。 

⑬ （有）佐々木農園 

実験ハウスにて。佐々木氏は日々研究を怠らない。 

天敵昆虫を増殖中→ 

農薬・化学肥料を全く使っていないナス。最近 
価格低下が悩み。 

どこまでも畑が続く巨大なハウス 

害虫とそれをエサにす 
る天敵昆虫の一覧。 
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就農前 就農 転換／確立期 成長期 転換期 将来構想 

⑬ （有）佐々木農園 ヒストリー 

S43  就農 
・親の農地を引き継ぐ 

（稲作２町歩、露地野菜３ 
反） 

S43  就農 
・親の農地を引き継ぐ 

（稲作２町歩、露地野菜３ 
反） 

＜露地野菜売り＞ 
●先祖代々野菜の引き 

売り（「背負い子」さん） 
をしていた。祖母もサト 
イモなどを古川まで売 
りに行っており、顧客を 
持っていた。 

＜中学生のころ＞ 
●生き物の世話をするの 

が好きで、小鳥を飼っ 
て餌付けをしていた。 

＜高校のころ＞ 
●高校卒業後、農業高 

校の助手にならないか 
という誘いを受けた。 

●親戚には学者さんがい 
るなど理科系の家系で、 
佐々木さんも研究肌な 
性分である。それが今 
日にも生きている。（三 
つ子の魂百まで） 

●高校卒業と同時に就 
農 

S43～S58 
(1968～1983) 

H6～H10 
(1994～1998) 

H11～H13 
(1999～2001) 

S59～H5 
(1984～1993) 

社団法人 日本農業法人協会 

S53年にはアップ 

ダウンクイズに出 
場して入賞しハワ 
イ旅行するなどノリ 
ノリだった。（家に 
帰るとハウスが全 
壊していたがすぐ 
挽回） 

S45キュウリのハウス栽培 
（528平米） 

S46トマトハウス栽培 
（ハウス660平米増設） 

S45キュウリのハウス栽培 
（528平米） 

S46トマトハウス栽培 
（ハウス660平米増設） 

S53  新築ハウス建設 
（近代化資金活用） 

台風で全壊 

S53  新築ハウス建設 
（近代化資金活用） 

台風で全壊 

S59  漬物加工事業化 
・納屋改造の加工場 

／一夜漬け製造 

S59  漬物加工事業化 
・納屋改造の加工場 

／一夜漬け製造 

S59 
佐々木氏結婚 

・奥さんも需要な人材に 
・パートも雇用 

S59 
佐々木氏結婚 

・奥さんも需要な人材に 
・パートも雇用 

全て直販 
（ホテルや八百屋） 
・生産組合よりクレーム 
S57頃 八百屋より 
漬物加工の依頼 

全て直販 
（ホテルや八百屋） 
・生産組合よりクレーム 
S57頃 八百屋より 
漬物加工の依頼 

漬物をスーパーで販売 漬物をスーパーで販売 

大店法緩和 
（小売店減少） 

大店法緩和 
（小売店減少） 

「あっさりとした薄味」 
・友人の蕎麦屋の示唆 

「あっさりとした薄味」 
・友人の蕎麦屋の示唆 

「生産から加工 
まで」をキャッ 
チに販売。化 
学調味料や保 
存料は不使用。 

母親の姿を見て育ち、自分 
が作ったものを自分で売る 
のは当然だと思っていた。 

当時ハウス栽培がブーム。 
チャレンジ精神旺盛だった 
佐々木氏はすぐ採用。 
技術は書物と地元の仲間 
より。 

エンドーチェーンと 
取引 

（法人化の必要性痛感） 
・ターゲットを小売店から量販店 

にシフト 

エンドーチェーンと 
取引 

（法人化の必要性痛感） 
・ターゲットを小売店から量販店 

にシフト 

H6（有）佐々木農園 
設立 

H6（有）佐々木農園 
設立 

H7  加工場建設 H7  加工場建設 

「素材から加工」までの 
キャッチが維持できなくな 

る。 
・外部より原料調達 

「素材から加工」までの 
キャッチが維持できなくな 

る。 
・外部より原料調達 

H11・12 
鉄骨ハウス・ 

大型温室ハウス建設 
・栽培マニュアル 
・リニューアル 

H11・12 
鉄骨ハウス・ 

大型温室ハウス建設 
・栽培マニュアル 
・リニューアル 

漬物大手 
の進出 

漬物大手 
の進出 

野菜の 
価格暴落 

野菜の 
価格暴落 

＜新しい売りの必要性＞ 
・商品の差異化 

・人件費の効率化 

＜新しい売りの必要性＞ 
・商品の差異化 

・人件費の効率化 

＜天敵昆虫＞ 
＜電解水＞の導入 

＜天敵昆虫＞ 
＜電解水＞の導入 

大葉を除いて全ての 
漬物素材を生産。漬 
物は１５-６品目。 

＜漬物販路拡大＞ 
生協・ジャスコ・西友・ 
ウジエ・ヨークベニマ 

ル・旭寿司 
（東京方面は市場経由） 

＜きゅうり出荷＞ 
みやぎ生協など 

＜漬物販路拡大＞ 
生協・ジャスコ・西友・ 
ウジエ・ヨークベニマ 

ル・旭寿司 
（東京方面は市場経由） 

＜きゅうり出荷＞ 
みやぎ生協など 

安心・安全は普通 
の生活者のための 
もの。価格もそれ 
に見合うものに。 

＜価格低下への対応＞ 

●販路開拓 
・東京方面の直販など 

●効率化・低コスト化 
・栽培体系の見直し 
（小ナス廃止など） 

・リレー栽培 

＜価格低下への対応＞ 

●販路開拓 
・東京方面の直販など 

●効率化・低コスト化 
・栽培体系の見直し 
（小ナス廃止など） 

・リレー栽培 

＜付加価値の評価され 
る仕組み＞ 

●コミュニケーション 
・PR活動の拡大 

・ジャスコの「グリーンアイ」 
に挑戦 

＜付加価値の評価され 
る仕組み＞ 

●コミュニケーション 
・PR活動の拡大 

・ジャスコの「グリーンアイ」 
に挑戦 

＜新規ビジネス＞ 

●「天敵」というシーズの活 
用 

・「繁殖セット」販売 
・バンカープラントを海外企 

業と連携で開発 

＜新規ビジネス＞ 

●「天敵」というシーズの活 
用 

・「繁殖セット」販売 
・バンカープラントを海外企 

業と連携で開発 

＜地域農業との連携＞ 
●循環型農業 

●地域で天敵農法 
→ナス・イチゴの技術指導（特 

に米農家） 

＜地域農業との連携＞ 
●循環型農業 

●地域で天敵農法 
→ナス・イチゴの技術指導（特 

に米農家） 
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6,000万円 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 S43～S58 
(1968～1983) 

就農 

S59～H5 
(1984～1993) 

転換／確立期 

H6～H10 
(1994～1998) 

成長期 

H11～H13 
(1999～2001) 

転換期 
将来展望 

●佐々木氏就農 
●漬物加工事業開始 
●スーパーにも販売 

●法人化(H6) 
・スーパーと取引 ・加工場建設 

・「生産から加工まで」のポリシー崩れる 

●巨大ハウス建設 
●天敵昆虫導入 

●価格低下への対応 
●天敵昆虫のシーズ展開 

●地域との連携 

近代化資金でハウス 

直販（ホテル・八百屋など親の顧客） 

ハウス栽培ブームに乗る 

直販で生産組合より忠告 

●佐々木氏就農。 

●母親が引き売り（直販）をするの 

を見て育ち、自分で作ったものを 

自分で売りたいと考えた。 

●当時流行していた野菜のハウス 

栽培を開始。 

●親の農地、直販顧客を受け継ぐ。 

●野菜のハウス栽培ブーム 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

●八百屋から漬物加工の依頼。 
●小売店が減少。 

●「一夜漬け」漬物加工を開始した 
ところ、好評だった。拡販するた 
めに、友人の蕎麦屋のアドバイス 
を受け商品改良を行ない、薄味 
の漬物に。 

●スーパーとの取引を進める。 
●パートで労働力確保。 

●大店法が緩和され、小売店が減 
少 

加工場建設で売上向上 

●販路拡大のために、エンドー 
スーパーに営業したところ「法人 
化」を迫られる。 

●増産のための体制作り。 

●エンドースーパーはそのままクリ 
アしたが、必要性を感じて（有） 
佐々木農園設立。 

●加工場を建設。ただし原料は外 
部調達をせざるをえなくなり「生 
産から販売まで」のポリシーが 
崩れる。 

親の農地継承（米２町・野菜３反） 

書物と地元の仲間より習得 

奥さん・パートが労働力に 

納屋改造の漬物加工場 

友人より漬物加工ノウハウ 

漬物を八百屋・スーパーで販売 

企業との取引のため法人化 

加工場建設・原料外部調達 

エンドーチェーンと取引 

従業員増加 

巨大な環境型温室農場 

野菜・漬物の価格下落 

天敵昆虫の導入 

スーパー拡販 

栽培マニュアル更新 

競合漬物会社進出 

●素材自給体制構築へ 
●野菜と漬物の価格が下落。 
●協力な競合が地域に進出。 
→新しい売りの必要性。 
→人件費削減 

●150000m ２ の環境型温室建設。 
→＜天敵昆虫＞ ＜電解水＞によ 

る病害虫防除。 
●「有機・無農薬の原料を使った漬 

物」１５６品目の販売。 
●栽培マニュアルの更新。 

●東海食品の小会社・ピクルス 
コーポレーションが進出 

●漬物の価格戦争始まる 

事業部制・独立採算性 

栽培体系見直し 

運転資金調達 

海外企業と提携でビジネス 

東京方面直販ルート開拓 

PR活動・小売店の認証獲得 

天敵昆虫産地化・循環農業 

●価格低下への対応 
●販路拡大 
●＜天敵昆虫＞というシーズの展 

開 

●栽培体系見直し・リレー栽培等による 
コスト削減 

●東京方面の販路開拓。 
●海外企業と提携によるバンカープラン 

トのビジネス化や「天敵昆虫セット」販 
売。 

●天敵昆虫の導入・堆肥作りで地域と 
連携。 

●グローバル化 

社団法人 日本農業法人協会 

30年後 スタート 

⑬ （有）佐々木農園 ＜フェーズ課題＞ 

35年後 15年後 

Ｈ7(1995) 

H13(2001見込み） 
法人化 

1000万円弱 

S43(1968) 

20年後 25年後 

3,000万円 

１億円 

＜売上推移＞ 

Ｈ7(1995) 
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・富山県出身。船乗りから一転して、 S50に兄の買った広大な土地45,000坪の活用を依頼されたのを 
機に、本土最南端・鹿児島県佐多町に家族で移入、土地以外何もないところで、道路・電気・水道 
も自力で整備した。S51に本田氏と地元農家４戸で農事組合法人南州農場を設立し、養豚を開始 
した。 

・S57に、豚肉の需要ダブつきに対応し、事業を安定させるために豚肉加工事業を開始し、ハム・ソー 
セージなどを製造する。販路も自力開拓、生協や地元精肉店と取引開始。S63に畜産基地建設事 
業で土地を獲得、養牛を開始、この頃から３つの農場を建設しネットワーク化、鶏卵農家の実家と 
合併、高山ミートセンター買収などによって一貫経営のネットワーク型業態を実現。養豚6万頭、従 
業員２４０名の巨大畜産ファクトリーとなった。 

・地域の大企業として数々の要請を受け、人材雇用をはじめ多方面で地域に貢献、耕種・花卉事業 
も開始した。地域の循環システムの構築にも尽力し、流通大手とも連携している。 

・目下最大の課題は衛生管理・疾病予防。工場のHACCPの取得にも取り組んでいる（2004.4取得 
済）。 

・S63に根占農場、野尻野農場、内之牧農場（HI独立）で事業を開始し、 

農場をネットワークする。H5に高山ミートセンターを買収し、養豚ーと 

畜・カット事業ー加工事業ー販売事業の「一貫経営」を実現した。 

●地域ミッションと 
パートナーシッ 

プ 

● 巨大ファクトリーの 
リスク管理 

●ネットワーク型 
企業 

⑭ 
（農）南州農場 

ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

所在地 鹿児島県肝属郡佐多町 

経営者 本田信一（代表理事） 

主要事業 
養豚（6万頭）・養牛 
食肉カット・加工・販売 
採卵事業・耕種・花卉事業 
堆肥製造販売 

就農タイプ 

1976年（就農時法人化） 

資本金 1,124万円 

売上 約40億2,300万円（2002年度） 

従業員数 従業員：240名 
（パートが６、７名で残りは正社員） 

主要作目 

調査日 2001.12.11 

URL 

新規就農（船乗り10年経験後） 

豚・牛 
花卉・鶏卵など 

法人化 

http://www.nanshunojo.or.jp/ 

・畜産では疾病予防、衛生管理が最大の課題である。豚にはコレラ、肺炎、オーエ 

スキー病など人間のかかる病気のほとんどが豚にもある。以前は見学や業者 

の出入りもさせていたが、現在では基本的に断っている。入場する必要がある 

時は当社で容易した服装に着替え、車両は消毒してから入場する様にしている。 

ワクチン摂取に年間6,000万円程度を支出している。 

・高山ミートセンターは2004年4月にHACCPを取得している。 

・過疎地への移入だったため、地域から歓迎されての就農だった。今では地域 

における大企業として信頼を集めており、人材雇用、環境保護だけでなく、集 

落の役務、経営の悪化した企業の救済、地域の循環システムの構築など地 

域ミッションを実践する地域のインフラ企業となっている。本田氏は「地域との 

関連なくして発展はなし」と考えている。 

・地域からだけではなく、ビジネス顧客（＝パートナー）からの要請も多く、 

リレー栽培、耕種・花卉事業もその流れで開始した。 

・現在、企業と組んで食品残さのリサイクルプロジェクトを進行中である。 

※2004.6現在 
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⑭ （農）南州農場 

本田氏 

ゲート 
車が中に入る場合は、ここで消毒する。 

インタビューにて 

佐多町は本土最南端の地だ 

佐多本場 
面積：３０町歩（９００００坪） 
畜舎：１０２棟（１７８４０坪） 
飼育頭数：４００００頭（黒豚：３０００頭） 
年間出荷頭数：６７０００頭 

日本最大規模の汚水処理場 
「ラグーン」 

高山ミートセンターでの食肉カット作業。衛 
生に細心の注意を払っている。 

協同組合南州高山ミートセンター 
2002.4.1オープン 
HPより（2002.5.17） 

地元の四生産者の協同出資により、去る４月１日、鹿 
児島県肝属郡高山町に新屠場、協同組合南州高山 
ミートセンターがオープンしました。ドイツ（バンス社） 
やデンマーク（ブティナ社）の最新技術を屈指した屠 
畜ラインは、肉質的にも衛生的にも国内でトップレベ 
ルを誇ります。 
この新屠場開設を期に、日本の食肉業界に新たな風 
を起こし、低迷する食肉業界復興に向けて、私達、南 
州農場は更なる精進をして参ります。 

かごしま黒豚証明書 
（鹿児島県黒豚生産者協議会） 
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就農前 就農 転換／成長期 転換期 転換期 将来構想 

⑭ （農）南州農場 ヒストリー 

＜富山県出身＞ 

●本田氏は、富山県入 
善町の農家の次男。子 
供の頃より、農業、畜 
産に馴染んでいた。 

＜船乗りになる＞ 

●水産高校卒業後、昭 
和４０年に入社。貨物 
船の一等航海士として 
１１年間世界の海を 
巡っていた。 

＜兄の土地の活用を依 
頼される＞ 

●兄が日本列島改造 
ブームの頃、緑化木の 
生産目的で土地を購入。 
その活用を依頼された。 

●鹿児島で養豚を開始 
することを決め、茨城 
県の研修施設で３か月 
研修を受ける。 

S50～S55 
(1975～1981) 

S63～H9 
(1988～1997) 

H10～H13 
(1998～2001) 

S56～S62 
(1982～1987) 

社団法人 日本農業法人協会 

「お父さんと一緒にいられ 
る」と家族はよろこんだ。 

S50 
家族５人で鹿児島・佐 

多町に移入。 
●広大な土地 

●道路・電気・水道もなし 

S50 
家族５人で鹿児島・佐 

多町に移入。 
●広大な土地 

●道路・電気・水道もなし 

S51 
農事組合法人南州農場 

設立。 
養豚を始める。 

・メス20頭 オス２頭 
・本田氏＆４戸の地元農家計５名で 

S51 
農事組合法人南州農場 

設立。 
養豚を始める。 

・メス20頭 オス２頭 
・本田氏＆４戸の地元農家計５名で 

S50 
兄の購入した広大な土地 

９万坪の活用を依頼される。 

S50 
兄の購入した広大な土地 

９万坪の活用を依頼される。 

ここに骨を埋めるという 
「背水の陣」の覚悟で入植。 
・過疎に悩んでいた地元の人々は大 

歓迎。 
・電話を引く時には旧電電公社の課 

長が尽力してくれた。 
・道路は自分達で作った。 
・水は2000M上流から引いた 

S57 
豚肉加工事業に参入 

・加工場（500坪）建設 

S57 
豚肉加工事業に参入 

・加工場（500坪）建設 

JAから自立 JAから自立 

公庫の総合施設 
資金 

（２億円） 

公庫の総合施設 
資金 

（２億円） 

豚肉の需要がダブつき 豚肉の需要がダブつき 

S63より 

農場のネットワーク化 
・S６3  根占・野尻野・内之巻農場（内之巻はHi独立）設立 

・H11 本田農場（実家・鶏卵）と合併 
・Hi  経理のパソコン処理開始。IT化推進。 

S63より 

農場のネットワーク化 
・S６3  根占・野尻野・内之巻農場（内之巻はHi独立）設立 

・H11 本田農場（実家・鶏卵）と合併 
・Hi  経理のパソコン処理開始。IT化推進。 

H5  高山ミート買収 
・一貫生産へ 

・食肉カット事業開始 

H5  高山ミート買収 
・一貫生産へ 

・食肉カット事業開始 

S63  養牛（黒毛和牛）開始 
・繁殖肥育一貫経営なら可 

・地域の倒産農場の救済を 
要請されたことを契機に開始 

S63  養牛（黒毛和牛）開始 
・繁殖肥育一貫経営なら可 

・地域の倒産農場の救済を 
要請されたことを契機に開始 

豚舎の建設 
用地不足 

豚舎の建設 
用地不足 

販路自力開拓 
・生協と地元の精肉店 

販路自力開拓 
・生協と地元の精肉店 販路は首都圏を中心に全国へ拡大 

・百貨店・スーパーなど多様化 

販路は首都圏を中心に全国へ拡大 
・百貨店・スーパーなど多様化 

「無添加」を売りに商品開発 「無添加」を売りに商品開発 

JAと良好な関係へ JAと良好な関係へ 

地域／パートナー企業の要請 地域／パートナー企業の要請 

H13 
ミートセンター新築 

H13 
ミートセンター新築 

加工品の日持ち 
がせずクレーム 

加工品の日持ち 
がせずクレーム 

最大の課題「衛生管理」 
・BSEの影響 

・疾病予防 ・HACCP取得へ 

最大の課題「衛生管理」 
・BSEの影響 

・疾病予防 ・HACCP取得へ 

S63  畜産基地建設事業 
（土地取得・草地セット） 

S63  畜産基地建設事業 
（土地取得・草地セット） 

＜環境／リサイクル＞ 
・堆肥を全国農家に販売 

＜新規事業＞ 
・リレー栽培／遊休農地活用の依 

頼）→耕種園芸事業／花卉事業 

＜雇用＞ 

・人材雇用。H13年240名。 

＜集落の役務＞ 
・道路・用水・緊急時対応 

＜環境／リサイクル＞ 
・堆肥を全国農家に販売 

＜新規事業＞ 
・リレー栽培／遊休農地活用の依 

頼）→耕種園芸事業／花卉事業 

＜雇用＞ 

・人材雇用。H13年240名。 

＜集落の役務＞ 
・道路・用水・緊急時対応 

地域環境対応・ 
循環型経営へ 

・農業廃棄物だけでなく、 
食品残さのリサイクルシ 
ステムも構築することを 
計画している。 

・企業など様々な対象と 
パートナーシップを組ん 
でいる。 

・再生品の飼料への利用も 
検討し、実験を実施して 
いる。 

地域環境対応・ 
循環型経営へ 

・農業廃棄物だけでなく、 
食品残さのリサイクルシ 
ステムも構築することを 
計画している。 

・企業など様々な対象と 
パートナーシップを組ん 
でいる。 

・再生品の飼料への利用も 
検討し、実験を実施して 
いる。 

規模拡大・効率向上 

・母豚の頭数を6000頭に 

（今の２倍） 
・H14改築完了のミートセ 

ンターの稼働率を向上 

規模拡大・効率向上 

・母豚の頭数を6000頭に 

（今の２倍） 
・H14改築完了のミートセ 

ンターの稼働率を向上 

事業協同組合設立 

・３人の経営者仲間と 
パートナーシップ 

事業協同組合設立 

・３人の経営者仲間と 
パートナーシップ 

HACCP取得 HACCP取得 

近代化資金・過 
疎化資金活用。 
JAの組合長が 
尽力してくれた。 

肉牛は生産コストで海外に太刀 
打ちできない。養鶏は生産調整 
が始まっていた。養豚ならば付 
加価値がつけられる、 

H6  ハム加工メーカーで 

社員技術研修 
H6  ハム加工メーカーで 

社員技術研修 

生協の女性理事長に 
ハンバーグを持って 
いって直訴。取引の契 
機を作ってくれた恩人。 

地域との関 
連なくして発 
展なし。 
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86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 S50～S55 
(1975～1981) 

就農 

S56～S62 
(1982～1987) 

転換／確立期 

S63～H9 
(1988～1997) 

成長期 

H10～H13 
(1998～2001) 

転換期 
将来展望 

●本田氏就農 
●農事組合法人設立 

●加工事業に参入 
●加工品の販路開拓 

●一貫経営へ 
●農場の暖簾わけ 

●畜産基地建設事業活用 

●ミートセンター新築 
●耕種・花卉事業開始 

●衛生管理強化 

●規模拡大・効率向上 
●事業協同組合設立 
●地域インフラ的経営 

近代化資金・過疎化資金 

JA経由で販売（ダブつき） 

雑誌から技術情報 

本田家の移入大歓迎 

●鹿児島に家族で移入。 

●兄の購入した広大な土地はある 

が、その他は一から始めなけれ 

ばならなかった。 

●過疎に悩む地域の人々は本田 
家の移入を大歓迎。 

●水道・電気を引くところから始め 
た。道路も自分達で作った。その 
苦労は並大抵のことではなかっ 
たが、尽力してくれる人も少なか 
らずいた。 

●地域（佐多町）の過疎化 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題
 

JAから自立へ 

●豚肉の供給先の模索。 

●食肉の加工を開始。 
●加工施設を公庫の総合施設資 

金を活用して建設。 
●加工品の販路は生協・精肉店な 

ど自力で開拓した（飛び込み営 
業もした）。 

H1に売上ピーク 

メーカーで加工技術習得 

●豚舎建設用地不足 
●加工技術向上の必要性 

●他地域に３農場を開設。 
●土地が取得できる畜産基地建設 

事業の補助金を活用。（養牛開 
始は躊躇） 

●地域の倒産企業救済の要請が 
り、買い上げた。 

●食肉加工メーカーに人員派遣で 
技術研修。 

●畜産基地建設事業 
●地域の企業経営破綻（救済を要 

請される） 

農事組合法人設立 

広大な土地／水道・電気・道路なし 

就農前に研修３か月 

加工事業開始 

加工施設建設 

公庫の総合施設資金 

食肉加工技術で苦労 

生協・精肉店など自力開拓 

九州若手養豚農家と交流 

農場ネット・企業買収 

補助事業で土地取得／養牛開始 

販路開拓 

IT化推進。パソコン導入 

地域の雇用基盤（社員100名） 

地域・顧客要請で新事業等 

ミートセンター新築 

公庫の事業環境整備資金 

家畜の疾病・衛生管理 

全国に販路開拓 

異業種・法人と交流 

堆肥作り・集落役務他 

●規模拡大を目指す。 
●地域、顧客企業等からの様々な 

協力の要請への対応。特に「地 
域との関連なくして発展なし」の 
実践。 

●家畜の衛生管理＝リスク管理 

●様々な主体の要請に応えて、雇 
用、経営悪化した農場・企業の 
買収、リレー栽培、耕種・花卉事 
業開始、リサイクルシステム構 
築。集落の役務も実践。 

●衛生管理の強化。 

●地域企業の経営悪化 
●家畜の衛生に対するリスク 

３法人で事業協同組合設立 

母豚倍増・施設稼働率向上 

３法人で事業協同組合設立 

HACCP取得 

地域インフラ・循環型経営 

●規模拡大、効率向上 
●様々なステークホルダーズ（お 

客様）とのネットワークを強化し、 
そのリーダー役になる。 

●地域インフラとしての組織へ 

●母豚を倍の6000頭に、ミートセ 
ンターの稼働率を向上させる。 

●事業協同組合設立（資金面） 
●HACCP取得。衛生管理強化 
●食品残さの活用も含めたリサイ 

クル事業。 

社団法人 日本農業法人協会 

スタート 

⑭ （農）南州農場 ＜フェーズ課題＞ 

10年後 25年後 

法人化 

スタート 

S60(1985) 

H12(2000) 

５５億円 

２０億円 

300万円 

＜売上推移＞ 
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●女性のネットワーク 
力と小さな革命 

●ライフワークから始 
まった農業 

⑮ 
（有）ゆふいんフローラハウス 

ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

所在地 大分県大分郡湯布院町 

経営者 安藤正子（代表取締役） 

主要事業 
花卉（洋ラン他）栽培・販売 
花卉／菓子加工・販売 
温泉・宿泊事業 

就農タイプ 

1998年（就農後31年目） 

資本金 400万円 

売上 約4,000万円（2003年度） 

従業員数 
役員：４名 
社員：３名 パート：３名 

主要作目 

調査日 2002.1.28 

http://www.florahouse.jp/ URL 

非継承・趣味より（農家出身） 

洋ラン・ハーブ 

法人化 

・S42に町起こし気運が高まっていた湯布院に移住。正子さんは「生きることとは何か」、茂信氏は 

「地域のためにできることは何か」という問いから農業の道へ。地域農家から茶畑購入の打診が 

あったのを機に土地を購入、お茶栽培を開始、全量を知人に直販する。 

・正子さんが散歩で知り合った別荘管理人よりシンビジウムのバルブをもらったことがきっかけで温 

泉熱を活用した洋ラン栽培を趣味的に開始、S55にハウスを建設して本格的に取り組む。後、収 

益性の高い胡蝶蘭にシフト、販売先も旅館・温泉組合を通して拡大し市場出荷から直販ルートに 

シフトする。 

・直売顧客のニーズを展開してH10に法人化、温泉付のバリアフリー宿泊施設を建設して、体験工 

房、宿泊事業を展開して事業内容を利益率の高い「交流」にシフト。「お客さまからお金以外のも 

のをいただくことが喜び・生き甲斐」だと正子さんは考えている。 

・現在の宿泊施設をケアハウスにして自分たちも老後はそこで過ごしたいと考えている。 

●農業と他分野のクロ 
スオーバー。 

・フローラハウスの大きな特徴は、正子さんの「生きることとは何か」という人生 

哲学、生き方の模索のライフワークから始まり、農業がたまたまその実践方法 

だったということである。したがって、事業の目的は自分達自身（個人）の幸福 

におかれている。 

・当初、正子さんは女性経営者としてビジネス経験もないが、偏見もないため、 

従来のビジネスの仕組みと衝突したり、企業の事業妨害に合い辛いことも多 

かった。しかしそれは硬直した農業やビジネスに風穴を開ける小さな革命だっ 

たといえる。また、人的ネットワークを活かしたビジネス手法も女性ならではで 

ある。 

・フローラハウスの事業は、農業でもあり、サービス業でもあり、目指していると 

ころは福祉ビジネスであるともいえ、農業と他分野のクロスオーバーによる新 

しい事業形態を提示しているケースである。また、ボランティアが労働力となっ 

ている点はNPO的である。 ※ 2004.6現在 
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宿泊施設はバリアフリー仕様だ 

⑮ （有）ゆふいんフローラハウス 

安藤正子氏 

インタビュー風景 

フローラハウス遠景 

工房 

温泉 

機織り体験 

正子さんと茂信さん（HPより） 

花の温室 
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直販ルート開拓 直販ルート開拓 

就農前 就農 転換／成長期 転換期 転換期 将来構想 

⑮ （有）ゆふいんフローラハウス ヒストリー 

＜奥さん＞安藤正子氏 
●実家は九重町の稲作農 

家で、子供の頃から農業 
は嫌いだった。（勤め人の 
ご主人を選んだ） 

●義母と２人での農作業か 
ら今のフローラハウスを築 
き上げる。 

S42～S54 
(1967～1979) 

S63～H9 
(1988～1997) 

H10～H13 
(1998～2001) 

S55～S62 
(1980～1987) 

社団法人 日本農業法人協会 

お茶栽培を始める 
・全量直販（年200kg程度） 
・後にラン栽培で手が回らな 

くなり委託栽培に。S５０ 
年代半ば頃中止。 

お茶栽培を始める 
・全量直販（年200kg程度） 
・後にラン栽培で手が回らな 

くなり委託栽培に。S５０ 
年代半ば頃中止。 

湯布院の町起こし 
・シンポジウム ・サークル 

湯布院の町起こし 
・シンポジウム ・サークル 

趣味で 
シンビジウム栽培 

・散歩で知り合った別荘の管理 
人さんにシンビジウムのバル 
ブをもらう 

・２坪の木造温室（温泉熱利用） 
で正子さんと義母の２人で栽 
培 

趣味で 
シンビジウム栽培 

・散歩で知り合った別荘の管理 
人さんにシンビジウムのバル 
ブをもらう 

・２坪の木造温室（温泉熱利用） 
で正子さんと義母の２人で栽 
培 

高齢者ケアハウス 
・今の施設を利用。 

・自分達の幸せな老後のた 
めのビジネス。 

・今働いてくれているボラン 
ティア・従業員と一緒に 
歳を取りながらずっと働 
いていきたい。 

高齢者ケアハウス 
・今の施設を利用。 

・自分達の幸せな老後のた 
めのビジネス。 

・今働いてくれているボラン 
ティア・従業員と一緒に 
歳を取りながらずっと働 
いていきたい。 

S55 
洋ランの本格的栽培 

・シンビジウム→収益性の高 
い胡蝶蘭へシフト 

・S57  ハーブ作り開始 

S55 
洋ランの本格的栽培 

・シンビジウム→収益性の高 
い胡蝶蘭へシフト 

・S57  ハーブ作り開始 

花屋さんが買いに来る。 花屋さんが買いに来る。 

後別府の花市場へ 
出荷 

・セリ人から情報収集 

後別府の花市場へ 
出荷 

・セリ人から情報収集 

正子さん（奥 
さん） 

生き方探し 

正子さん（奥 
さん） 

生き方探し 

茂信さん（ご 
主人） 

湯布院の産 
品探し 

茂信さん（ご 
主人） 

湯布院の産 
品探し 

茶畑購入の誘い 
・２反６畝（後４反に） 

茶畑購入の誘い 
・２反６畝（後４反に） 

「生きるってどう 
いうこと」というの 
が原点。 

S55 
アクリルハウス建設 

(温泉熱利用) 
・５０坪 

S55 
アクリルハウス建設 

(温泉熱利用) 
・５０坪 

建設労働金庫より借入 建設労働金庫より借入 

直販へシフト 直販へシフト 

＜洋ラン栽培開始理由＞ 
・技術的に成長 
・洋ラン市場見通し良好 
・地の利（標高・温泉熱）が利用 

可 

女性グループ「香りの園」結 
成 

（花やハーブの加工品作り） 

女性グループ「香りの園」結 
成 

（花やハーブの加工品作り） 

S42  湯布院に移住 

S63 
洋ランの量産化 

展示販売（直売）開始 

S63 
洋ランの量産化 

展示販売（直売）開始 

S63 
温泉熱利用ガラスハウス（約 

300坪） 
展示販売用ハウス 

（含・工房／サロン「香りの園」）建設 

S63 
温泉熱利用ガラスハウス（約 

300坪） 
展示販売用ハウス 

（含・工房／サロン「香りの園」）建設 

近代化資金3000万円 近代化資金3000万円 

展示販売用ハウス・工房 
が交流の場に 

・「ハーブ茶が飲める」というキャッチの 
新聞折り込み 

・TVやラジオ等取材殺到 

展示販売用ハウス・工房 
が交流の場に 

・「ハーブ茶が飲める」というキャッチの 
新聞折り込み 

・TVやラジオ等取材殺到 

お客さんが来なかった時期にハウ 
スに流していた「四季」を聞くと辛 
かった気持ちがよみがえってくる。 

H10 
有限会社化 

H11 
宿泊・交流事業開始 

（宿泊客延べ800人。宿泊関連 
売上13％。宿泊料5000円・朝食 

500円） 

H10 
有限会社化 

H11 
宿泊・交流事業開始 

（宿泊客延べ800人。宿泊関連 
売上13％。宿泊料5000円・朝食 

500円） 

H11 
温泉付宿泊施設 
「菩提樹（リンデン）」 

・５室。自炊設備あり。バリアフ 
リー仕様。自分達の老後の住 
まいにという考えもある。 

H11 
温泉付宿泊施設 
「菩提樹（リンデン）」 

・５室。自炊設備あり。バリアフ 
リー仕様。自分達の老後の住 
まいにという考えもある。 

L資金＆自己資金 
約9000万円 

L資金＆自己資金 
約9000万円 

・子供達が独立（長女が地元旅 
館へ、次女は農家へ嫁ぐ） 

・H11  ご主人が定年退職（代 
表取締役に） 

・妹さんが旅館の女将（ノウハ 
ウ伝授） 

・子供達が独立（長女が地元旅 
館へ、次女は農家へ嫁ぐ） 

・H11  ご主人が定年退職（代 
表取締役に） 

・妹さんが旅館の女将（ノウハ 
ウ伝授） 

「農業ではない」という理由で断 
られた経緯がある。 

同業大手企業のひど 
い仕打ちにあったこと 
も。 

趣味や生活テーマを媒介にした様々なネットワーク 
・織物・ハーブ・薬膳料理などの専門家と交流。多数講習会開催。 
・近所の病院でリハビリ中にフローラハウスのファンになる人も多い。 
・湯布院という土地柄、財界人、有識者などが宿泊し、交流を深めることも多い。経営ノウハウや人生哲学が置き土産。 
・共通テーマ（今の世の中おかしい。未来の子供に残すこと。命）でつながる女性ネットワーク。 

趣味や生活テーマを媒介にした様々なネットワーク 
・織物・ハーブ・薬膳料理などの専門家と交流。多数講習会開催。 
・近所の病院でリハビリ中にフローラハウスのファンになる人も多い。 
・湯布院という土地柄、財界人、有識者などが宿泊し、交流を深めることも多い。経営ノウハウや人生哲学が置き土産。 
・共通テーマ（今の世の中おかしい。未来の子供に残すこと。命）でつながる女性ネットワーク。 

宿泊事業にシフト 

・今後花卉栽培は輸入もの 
に押され厳しい。施設投 
資型は生き残れない（露 
地栽培等検討。お茶栽培 
復活予定） 

・宿泊施設の稼働率を上げ 
たい。 

・宿泊関連売上比率を５割 
にして収益性を向上させ 
たい。 

宿泊事業にシフト 

・今後花卉栽培は輸入もの 
に押され厳しい。施設投 
資型は生き残れない（露 
地栽培等検討。お茶栽培 
復活予定） 

・宿泊施設の稼働率を上げ 
たい。 

・宿泊関連売上比率を５割 
にして収益性を向上させ 
たい。 

正子さん（奥さん）の考え 
・規模拡大したくない（利益率を 

向上させる） 
・特に金持ちになりたくない（お 

金以外のものが大事） 
・顔の見える人だけに販売した 

い 

茂信さん（ご主人）の考え 
・規模拡大（今の２、３倍）し、売 

上１億円にはしたい 
・従業員の待遇向上など事業と 

しての基盤を整えがっちりと 
した組織にしたい。 

・市場・ネットも活用したい 

＜ご主人＞安藤茂信氏 
●臼杵市出身。S37より県 

庁勤務、その後自ら希望 
して林業試験場へ。湯布 
院に憧れいつか住みたい 
と思っていた。正子さんは 
教師をしていた母親の教 
え子。 

●H11に退職してフローラ 
ハウスの経営に携わる。 

＜結婚して湯布院へ＞ 
●S40に結婚。S42に湯布 

院に移住した。夫婦それ 
ぞれ当時から盛んだった 
町起こしの様々な活動に 
参加。 

●正子さんは女性グループ 
「波の会」で生き方の模索。 

●茂信さんは、「明日の湯 
布院を考える会」に参加し、 
町で自慢できる産品の必 
要性を主張した。 

花卉研究センターで研修 

ボランティアも重 
要な労働力 

・市場出荷から直売へシフト 
・展示販売用ハウスで直売 
・冠結葬祭用・仕入れ販売も 

・市場出荷と同時に、旅館／温泉組合 
経由で販売。 

・旅館業を営む妹さんや娘さん 
からのノウハウ取得。 

宿泊施設・工房は 
ビジターの自己実現の場 

・リピート客が多い 
・押し花・機織り体験が自由にできる。各 

所教室を今後開催予定。 

宿泊施設・工房は 
ビジターの自己実現の場 

・リピート客が多い 
・押し花・機織り体験が自由にできる。各 

所教室を今後開催予定。 

・お客さまからい 
ただく「お金で 
はないもの」が 
財産。 

・女性同士は悲し 
みも苦しみも 
共有できる。 

直売のお客さまのニーズから事業内容が 
「交流」に近付いていった。 
ex.お茶が飲みたい、食事したい、宿泊し 
たい、など 

将
来

に
つ

い
て

家
族

で
話

し
合

い
 

加工品販売 

・花の半分は湯布院内向け 
・インターネット販売も 

マップルなど情報誌 
で紹介される。 

教室の利益は講師に還元し、飲 
食・宿泊関連の利益だけを得てい 
る。 
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86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 S42～S54 
(1967～1979) 

就農 

S55～S62 
(1980～1987) 

転換／確立期 

S63～H9 
(1988～1997) 

成長期 

H10～H13 
(1998～2001) 

転換期 
将来展望 

●湯布院移住 
●お茶・シンビジウム栽培 

●洋ラン本格栽培 
●ハーブ加工品づくり 

●洋ラン量産化 
●直販へシフト 
●直売所開設 

●有限会社化 
●宿泊・交流事業開始 

●高齢者ケアハウス 
●宿泊事業にシフト 

お茶直販・花は市場へ 

市場のセリ人より情報 

摩擦なし・散歩で知人 

●憧れの湯布院に移住。町起こし 

活動に参加して正子さんは自分 

の幸せ探し、茂信さんは湯布院 

の産物探しをしていた。 

●茶畑を買わないかという誘いをう 
け、茶栽培を開始。認定農業者 
になる。知人に直売。 

●散歩で知り合った別荘管理人に 
バルブを分けてもらったことを契 
機にシンビジウムの趣味で栽培。 
後に市場へ出荷。 

●湯布院の町起こし気運の高まり 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

女性グループ「香りの園」 

●洋ランの本格的栽培開始 
・技術向上／市場見通し／地の利 
●女性グループの活動で加工品 
●利益率の高い販売先の必要性 

●花卉研修センターで技術習得 
●労金からの借入金で５０坪のア 

クリルハウスを建設。 
●加工品／花を旅館や温泉組合 

い経由で販売開始。 

●洋ラン市場の成長 

近代化資金3000万円 

顧客より様々なノウハウ 

●洋ランの量産化に伴う販路開拓 
●顧客ニーズより展示販売ハウス 

建設 

●冠婚葬祭用花卉販売や、仕入 
れ販売などの工夫 

●新聞折り込み広告が奏功。マス 
コミ取材・クチコミで顧客増える。 

●人的ネットワークが顧客開拓に 
つながる。 

認定農業者に 

茶畑購入・２坪木造温室 

林業試験場勤務のご主人 

ハウス５０坪で洋ラン栽培 

建設労働金庫より借入 

花卉研究センターで学ぶ 

直販ルート開拓（旅館等） 

ネットワークより 

ガラスハウス・展示販売ハウス 

直売所開設。交流の場に 

新聞折り込み広告奏功 

有限会社化・ご主人参加 

温泉付き宿泊施設建設 

L資金＆自己資金で9000万円 

旅館業の妹・娘よりコツ 

宿泊関連売上１３％へ 

趣味・想い共有でネットワーク 

湯布院に集まる様々な人 

●ご主人の定年退職、娘達の独立 
を機に将来設計 

●「交流」をビジネスに 
●輸入花卉の流入 
●ますます広がる人的ネットワーク 

●L資金と自己資金で宿泊施設建 
設（老後の住まいとしても考えて 
いる） 

●フローラハウスはビジターの自 
己実現の場へ 

●安い花卉の輸入増 

今の従業員とずっと働く 

施設稼働率向上・茶栽培 

利益率向上（売上１億円） 

宿泊事業へシフト 

インターネット販売 

●夫婦の老後の生活設計 
●利益率向上 

●宿泊施設を将来の自分達や親 
戚の住まいとして考えている。 

●収益性のよい宿泊事業にシフト 
し、農業は非施設型のものに。 

●ご主人は事業構造の強化を図り 
たいと考えている。 

社団法人 日本農業法人協会 

スタート 

⑮ （有）ゆふいんフローラハウス ＜フェーズ課題＞ 

30年後 

法人化 

10年後 20年後 25年後 
100万円 

3,000万円 

Ｈ13(2001) ＜売上推移＞ 
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２００２年度



97 

直営農場運営 
直営農畜産物加工場運営 

農業公園運営 
通信販売 

直営店・レストラン運営 

直営農場運営 
直営農畜産物加工場運営 

農業公園運営 
通信販売 

直営店・レストラン運営 

水稲・野菜栽培、農作業請負 
「かぶら寿し」などの漬物 

・米菓等の加工販売 
米の販売 

水稲・野菜栽培、農作業請負 
「かぶら寿し」などの漬物 

・米菓等の加工販売 
米の販売 

直売所運営 
レストラン運営 

料理の仕出し、弁当の販売 
薬膳おやきの生産販売 

直売所運営 
レストラン運営 

料理の仕出し、弁当の販売 
薬膳おやきの生産販売 

農産物生産・販売 
ジャガイモ（種イモ）生産 

農産物生産・販売 
ジャガイモ（種イモ）生産 

野菜露地栽培 
人材育成 

野菜露地栽培 
人材育成 

⑳ （農）伊賀の里 
モクモク 
手づくりファーム 

⑳ （農）伊賀の里 
モクモク 
手づくりファーム 

⑲ （株）ぶった農産 ⑲ （株）ぶった農産 

⑱（有）たんぽぽ ⑱（有）たんぽぽ 

⑰ （農）黄金崎農場 ⑰ （農）黄金崎農場 

⑯ （有）やさい畑 ⑯ （有）やさい畑 

●スケールメリット ●損しない経営 ●森の中の果樹園 

●父と子はよき 
ライバル 

●経済では図れな 
い価値の追求 

●コアコンピタン 
スは知的資産 

●「地域農業」が 
すべてのベース 

●技術がコアコン 
ピタンス 

●生活者はサポー 
ター 

●「人材育成」を 
目的とする会社 
の設立 

●ビジネスと想い 
の両立 

●食堂はメンバー、 
地域の砦 

●フラットな組織 ●地元の資源の 
活用 

●JAとの良好な 
関係 

２００２年度：５法人からの示唆 ２００２年度：５法人からの示唆 

３つのトピックス



所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

⑯ 
（有）やさい畑 

香川県善通寺市 

近藤 隆 

野菜露地栽培 
人材育成 

2000年（就農後26年目） 

300万円 

約7000万円 

２名（内構成員：１名） 

2002.8.2 

 

継承 

レタス・小松菜・ホウレンソウなど 
軟弱野菜(35ha) 
水稲（10ha） 

ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

・日大農獣医学部に進学し、卒業後は政府の派米研修生として２年間米国の大規模農家で 
研修、昭和５０年２５歳で就農する。父は水田の裏作にタマネギ、ニンニクなどを生産して 
いたが、「将来は海外との競争が激しくなる」ことを予想し、作目を軟弱野菜と決定、昭和５ 
３年、JA内に軟弱野菜の研究会を立ち上げる。作目は試行錯誤の後、平成の初め頃には 
レタスにシフトしていった。 

・平成６年、近藤氏は交通事故に遭う。ベッドの上で「有機栽培」「相対取引」「 Iターン農業者 
の育成」 「地域貢献」という自分の目指す農業の方向性を整理する。翌年「有機施設栽培 
部会」を設立。JAと二人三脚でスーパー、生協などに共同出荷、相対取引を開始。現在部 
会は１５名が参加、規模も130haとなった。 

・平成12年、農業を目指す若者を支援・育成する会社「やさい畑」設立。技術はあるが信用力 
に乏しい若者の代わりに法人が借地、若者に作業を任せる。近藤氏は今後も高齢化など 
で荒廃した地域の農地、農業を守る若者を育成していく考え。 

・また、近藤氏は個人のライフワークとして世界の農業、農地を守る仕事をしたいと考えてお 
り、すでにスマトラの害虫駆除に協力するなどの活動を開始している。 

●「人材育成」を 
目的とする会社 
の設立 

●ビジネスと想い 
の両立 

●JAとの良好な 
関係 

・ 「JAが得意とする分野はJAにまかせる」というのが近藤氏の 

基本的スタンス。JAを目のカタキにする農業法人が多いが、 

もっと話し合いの機会を持つべきだと主張する。 

・近藤氏が設立した（有）やさい畑は、農業を志す若者を育成し、世の 

中に送り出すことを目的とするユニークなコンセプトの会社である。 

信用力が乏しい若者の代わりに法人が土地を借り、作業を若者に 

任せる。次々と自立していく若者をネットワークした経営も視野に置 

いている。 

・近藤氏は、野菜栽培に関しては、非常に効率性を重視した農業を実 

践している。JAとの良好な関係もベタベタしたものではなくビジネス 

としてのパートナーシップである。一方、若者を育成する（有）やさい 

畑は近藤氏の想いから生まれた法人のカタチ。近藤氏の中では、 

いわばビジネスと想いがとても良いバランスで存在している。 

※調査時 
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⑯ （有）やさい畑 

近藤隆氏 

ハウス 

作業場 
外国人も楽しそうに働いている。 

研修施設 この地方にはため池が多い。 
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平成初頭 

レタスにシフト 

平成初頭 

レタスにシフト 

⑯ （有）やさい畑 ヒストリー 

高齢化などで荒廃化し 
ている 

地域の農地・農 
業を守る 

若者を育成 

＊＊＊ 

ネットワーク型経営 

高齢化などで荒廃化し 
ている 

地域の農地・農 
業を守る 

若者を育成 

＊＊＊ 

ネットワーク型経営 

就農前 就農 有機施設栽培部会の活動 人材育成のための法人設立 将来構想 

S50～H5 
(1975～1993) 

H12～H14 
(2000～2002) 

H6～H11 
(1994～1999) 

社団法人 日本農業法人協会 

効率的な農業 

加工・観光型の農業は効率 

的でないのでやらない。 

大口の取引先を選択。 

効率的な農業 

加工・観光型の農業は効率 

的でないのでやらない。 

大口の取引先を選択。 

●祖父・父ともに篤農家。 
・野菜で規模を拡大し、 
1.8haの農地を所有。 

＜祖父の代＞ 
・野菜（含む軟弱野菜）を丸 

亀・琴平等に出荷・販売し 
ていた。 

＜父の代＞ 
・水田の裏作にタマネギ・ニ 

ンニクなどを生産。 
・東京をはじめ全国に出荷し 

ていた。 
・タマネギ栽培を地域に広 

め、JAを活用して出荷組 
合を組織し、産地化を進 
めた。これが評価され、天 
皇賞を受賞。 

＜近藤氏＞ 
・S25（1950）年生まれ。 
・祖父の考えで叔父の養子 

となる。農業を次ぐことが 
決まっていた。近藤氏も子 
供心ながら小学生の頃か 
らそれを自覚していた。特 
に抵抗感もなく受け入れ 
ていた。 

・日大農獣医学部に進学。 
野菜づくりを学ぶ。 

・学生時代は週２回くらい東 
京に出荷するにんにくを 
積んだトラックに同乗し、 
市場の荷受け・仲卸から 
情報収集。 

・卒業後は政府の派米研修 
生として約２年間米国留 
学。大規模農家で研修し 
た経験が、現在の軟弱野 
菜栽培へとつながった。 

・父親が天皇賞を受賞した 
のは留学中のことだった。 

S50 
近藤氏就農（ 25歳） 

S50 
近藤氏就農（ 25歳） 

作目＝軟弱野菜と決定 
（事業モデル決定） 

作目＝軟弱野菜と決定 
（事業モデル決定） 

タマネギ・ニンニク栽培を継続しな 
がらも 

試験栽培 
ワケギ・根ゴボウ・「春の七草」は見 

送り 

タマネギ・ニンニク栽培を継続しな 
がらも 

試験栽培 
ワケギ・根ゴボウ・「春の七草」は見 

送り 

＜付加価値化・規模拡大＞ 
H6  JA善通寺市の部会に昇格 
メンバー16名の内７名が独立して 

「有機施設栽培部会」（H7） 

＜付加価値化・規模拡大＞ 
H6  JA善通寺市の部会に昇格 
メンバー16名の内７名が独立して 

「有機施設栽培部会」（H7） 

S51結婚 
S52  長女誕生 

→父親から経営権委譲 

S51結婚 
S52  長女誕生 

→父親から経営権委譲 

H6  交通事故に遭う 
半年間ベッドの上で目指す農 

業の方向性を整理 
・有機栽培 
・相対取引 

・Iターン農業者の育成 
・地域貢献 

H6  交通事故に遭う 
半年間ベッドの上で目指す農 

業の方向性を整理 
・有機栽培 
・相対取引 

・Iターン農業者の育成 
・地域貢献 

H5  農水省・有機 
栽培ガイドライン 

（県の認証取得） 

H5  農水省・有機 
栽培ガイドライン 

（県の認証取得） 

海外留学で 
農産物の国産市場を実感 

海外留学で 
農産物の国産市場を実感 

2ha取得 2ha取得 

リクルート『I ・U 
ターンBeing』 

に求人広告 

リクルート『I ・U 
ターンBeing』 

に求人広告 

H12 
（有）やさい畑設立 

・農業を目指す若者を支援・育成 
する会社 

（技術はあるが信用力が乏しい若者の 
替わりに法人が借地。作業を若者に任 

せる） 

H12 
（有）やさい畑設立 

・農業を目指す若者を支援・育成 
する会社 

（技術はあるが信用力が乏しい若者の 
替わりに法人が借地。作業を若者に任 

せる） 

＜JAとの良好な関係＞ 
・部会で「共同出荷」「相対取引」 

（中国・四国のスーパーや生協） 

・機械・施設・場所・職員を活用 

＜JAとの良好な関係＞ 
・部会で「共同出荷」「相対取引」 

（中国・四国のスーパーや生協） 

・機械・施設・場所・職員を活用 

「有機施設栽培部会」15名で規 
模130ha。 

・（有）やさい畑は35ha（水稲10ha） 

「有機施設栽培部会」15名で規 
模130ha。 

・（有）やさい畑は35ha（水稲10ha） 

研修生が独立 
・巣立った若者６名 

研修生が独立 
・巣立った若者６名 

＜近藤氏のライフワーク＞ 

世界の農地・農業を守る 
（すでにスマトラへ防除ネット贈与、 

害虫駆除に協力） 

＜近藤氏のライフワーク＞ 

世界の農地・農業を守る 
（すでにスマトラへ防除ネット贈与、 

害虫駆除に協力） 

60歳までには経営を長女・ 

長男にバトンタッチして、もう 
ひとつの夢に向かいたい。イ 
ンドネシアあたりで野菜づく 
りの指導や農場づくりをした 
い。 

基本的にJA経由で出荷（相対） 
①相手先ブランド出荷が基本 
②週決め固定数量取引は２社 

③全農太田（価格低め） 

基本的にJA経由で出荷（相対） 
①相手先ブランド出荷が基本 
②週決め固定数量取引は２社 

③全農太田（価格低め） 

コープこうべなど基準の厳しい有機 
認証を取得。残留農薬は四国農政 

局と連携して自主検査。 

コープこうべなど基準の厳しい有機 
認証を取得。残留農薬は四国農政 

局と連携して自主検査。 

農業は地域と関わるこ 
とが大事。稲作は一度 
やってみるべきだと思 
いますね。 

家族経営より脱皮 
H6  Iターン・中国人留学生・研修 

生受け入れ 

家族経営より脱皮 
H6  Iターン・中国人留学生・研修 

生受け入れ 

精神的な大きな転機。 
「金もうけはしなくて 
もよい」 

自分の経営は売上7000万 
円。これ以上大きくするつも 
りはない。一生稼ぐだけの 
ものはもう稼いだ。 

タマネギ・ 
ニンニク 
は「海外 
産との競 
争が厳し 
くなる」と 
予想。 

作目選択基準 
①周年栽培可能 
②人材雇用可能 
③お金になる 

S53 
JA内に軟弱野菜の研究会 

（部会で生産・資材購入と事務作業は 
JAに委託） 

S53 
JA内に軟弱野菜の研究会 

（部会で生産・資材購入と事務作業は 
JAに委託） 

JAが得意とする分野はJAにまかせ 
るのが効率的。 

資材の購買は入札方 
式で高値のJAからは 
結果として購入しない。 
しかしJAには収穫量が 

確保できるというメリッ 
トがある。 

通年労働 
力配分 

通年労働 
力配分 

採用第一号（元帝国 
ホテルコック）は隣町 
で独立。 
外国人を採用すること 
で「人を使うこと」を研 
修させる。 

地主に「若い子に任 
せて病気したら、明日 
来ないようになったら 
どうするんや」と言わ 
れて。 

３年目になった 
ら１人前 

独立組が地域の刺 
激剤となっている。 

コストはガラス張り。 
記帳徹底。 

コストはガラス張り。 
記帳徹底。 

農業法人はJAを目のカタキにし 
ているが、JAともっと活用すべき。 
話してみるべき。それから、法人 
は商社でないのだから利益だけ 
でなくてもっと温かい気持ちを持 
つべきだと思う。 

お金もうけをして一生 
終わるのではつまらな 
い。ボランティアに 
行ってしまうとちょっと 
違う。 
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フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 

将来展望 

社団法人 日本農業法人協会 

スタート 20年後 

法人化 

3000万円 

⑯（有）やさい畑 ＜フェーズ課題＞ 

7000万円 

●就農 
●経営権の委譲 

●交通事故→経営の方向づけ 
●有機栽培（有機施設野菜部会） 

●法人化 
●人材育成に注力 

●工場・レストラン新設 
●新たなスタート 

●地域の農地、農業の維持 
●海外の農業指導が夢 

農地取得 

農地取得資金 

作目選択 

独自販路の開拓 

派米研修・市場関係者 

●先代の農業の将来性に疑問 
●作目転換をはじめ、自分の農業の方向性 

を模索 

●市場関係者から得た情報や派米研修で得た経 
験から作目転換を決意 

●①．周年栽培、②．雇用型農業、③．事業性 
（ロット、安定性）から軟弱野菜を選択 

●農地を取得し、規模拡大 

家族経営から脱皮（研修生） 

規模拡大を追わず 

部会で共同集出荷、相対取引 

JAの機能を活用 

●交通事故に遭い半年間入院 
●自分の農業の方向性を整理し、 

経営の方針を変更 

●「有機栽培」「相対取引」「Ⅰターン農業者育成」 
「地域貢献」をキーワードとする農業を目指す 

●有機施設野菜部会を組織し、活動を開始 
●独自に販路を開拓するも、JAの機能も活用する 

共存型を採用 

●地域農業の衰退（高齢化） 
●Ⅰターン就農の芽生え 

Ⅰターン就農者の雇用 

法人の信用力で借地 

有機認証 

多様な取引形態 

取引先 

独立組が地域を活性化 

●経営の目的を人材の育成に置き、 
Ⅰターン就農者を地域農業の担い手として 
育成 

●法人化し、社長および法人の信用力を活 
用して借地等を斡旋 

●就農者の個性に合った方法、スピードで経 
営者に育成 

●地域の中核経営体として、JAとの共存を 
継続 

●多様な農業形態の登場 

60歳までに経営委譲 

地域優良農地の集積 

環境変化への柔軟な対応 

独立組が研修受け入れ 

●環境変化に柔軟に対応できるよう多様な 
軟弱野菜品目の栽培ノウハウの蓄積 

●優良農地の確保と人材育成のスピードア 
ツプ 

●早めのリタイア（第二の夢） 

●独立組が新規就農者を育成する仕組みづ 
くり 

●海外研修生の受け入れ 

●地域農業の世代交代 

S50H5 
(19751993) 

就農・模索期 

H6H11 
(19941999) 
転換期 

H12H14 
(20002002) 
確立期 

＜売上推移＞ 
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ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

・佐々木氏は稲作農家出身。幼い頃父を亡くし、高校卒業と同時に就農すると同時に経営者 
となる。「農業で稼ぐんだ」と仕事に励むも、常に２００万円の借金が消えない。結婚し、子 
供も生まれ、「心やすらぐ暮らしがしたい」という想いが募った。利益の出ない稲作に見切り 
をつけ、岩木山麓に畑地を購入、畑作にシフトする。 

・昭和51年４Hクラブの仲間と農事組合法人「黄金崎農場」を設立する。黄金崎に広大な土地 
を購入するが他所ものであるため、努力して地域の人々との交流を深めた。 

・昭和56年、大雨・冷害で5000万円の負債が発生。これを契機に「損しない経営」を目指し、 
生産性、技術向上に努める。単価を設定し計画的な経営を心掛ける。作れば作るほど儲 
かる。JAを説得し、ポテトチップ、漬物メーカーとの契約栽培開始。売上は順調に伸長し、 
昭和60年には役員報酬は月150万円となる。平成12年にはキリンビールとの合弁会社 
（株）ジャパンポテト（種イモ）設立。 

・最近、企業と契約での栽培・加工に限界を感じるようになった佐々木氏。現在、広大な土地 
を活用した「森の中の果樹園」構想の実現に向け邁進中である。 

●損しない経営 

●森の中の果樹園 

●スケールメリット ・先見の明で広大な土地を購入した黄金崎農場。企業の契約栽培、 

加工事業において安定したロットを提供できるということは非常に大 

きな強みとなっている。 

・大雨・冷害での負債発生を契機に「損しない経営」を目指す。単価を 

設定し、生産技術を向上させ、計画的な経営を進めることによって 

今日の黄金崎農場が実現した。 

・企業との契約栽培、合弁会社設立とドライなビジネスに身を置いてき 

た佐々木氏の心は再び「地域」に戻ってきている。現在進めている 

「森の中の果樹園」（35ha）はいわば、屋根のないフリーマーケット。 

見渡す限り続くサクランボ、スモモ、プルーンなどの森の中を歩きな 

がら、完熟果実をもぎとり、その場で食べることができる。周辺の農 

家や、パン、ソバ、花関連の事業をしている企業と連携し、農地その 

ものをメディアとした循環型ビジネス・活動を展開しようというのが氏 

の考えだ。地域の酪農を志望する若者に土地を貸与したり、農業に 

よる福祉、教育などにも力を入れたいと佐々木氏は考えている。 

所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

⑰ 
（農）黄金崎農場 

青森県西津軽郡深浦町 

佐々木君夫(代表理事) 

農産物生産・販売 
ジャガイモ（種イモ）生産 

関連会社：（株）ジャパンポテト 
（農）津軽富士農牧場 
（農）森の中の果樹園 

1976年（就農後8年目） 

9,600万円 

約4億円 

12名（内役員：３名） 
臨時従業員：45名 

2002.8.20 

http://www.koganezaki-farm.jp/ 

継承 

小麦・大根・小豆・ジャガイモ・人参、果樹 
（サクランボ・スモモ・プルーン・木イチゴ・ブルーベ 
リー・クワ・クルミ・クリ・マルメロ・西洋ナシ・イチゴ・ア 

ケビ）等（450ha） 

※ 2004.6現在 

＜調査後のできごと＞ 
（株）ジャパンポテトから、「シンシア」など10種類のジャガイモを詰め合わせた「テイスティン 
グ（試食）ポテト」を平成14年秋から本格的に販売し好評を得ている。「森の中の果樹園」 
（佐々木氏の奥さんの良子さんが代表）が本格的稼動を開始。 
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⑰ （農）黄金崎農場 

佐々木君夫氏 

機械類も毎年拡充 

「森の中の果樹園」の舞台となる広大な土地 

プラム 

スモモ 
保育園児も摘みにくる。 

森の中の直売所 
池のアヒル 

直売所の完熟の果実 
（ここでしか食べられない味） 

マイクロチューバー 
（キリンとの合弁会社ジャパンポテトで 

扱う種イモ） 

ジャガイモの選定 

ジャガイモのコンテナー 

果樹園の並木 

働く人はみな笑顔で楽しそう 

103



儲からない農業に疑問。 
「法人化すれば、規模拡大で 
き、給料制にして収入も安定 
化できる」と法人化への夢が 
膨らんだ。 

就農前 就農 
（畑作モデル化） 

法人設立 
(心やすらぐ暮らしへ) 

契約栽培へ 
(利益率向上・安定化) 

農地取得へ 
(規模拡大) 

将来構想 

⑰ （農）黄金崎農場 ヒストリー 

●S24生まれ。 
●稲作農家出身。父を幼 
いころになくす（就農とと 
もに経営者となる）。 

●子供のころから、根っ 
から農業が大好き。 

S43～S50 
(1968～1975) 

S56～H6 
(1981～1994) 

H7～H14 
(1995～2002) 

S51～S55 
(1976～1980) 

社団法人 日本農業法人協会 

農業で稼ぐん 
だ！ 

S43 
佐々木氏、 

高校卒業と同時に 
就農（稲作1.5ha） 

S43 
佐々木氏、 

高校卒業と同時に 
就農（稲作1.5ha） 

収入２００万円。 収入２００万円。 

稲作という事業モデ 
ルに見切り。 

岩木山麓に5haの畑地 
を購入。 

稲作という事業モデ 
ルに見切り。 

岩木山麓に5haの畑地 
を購入。 

S48結婚。村では「よい若 

者」とほめられるほどがん 
ばった。しかし、常に200万 

円の借金がある。一生この 
ままかと不安になった。 

水田売却金を元に機械購入 

夫婦で畑作開始 
スイカ、メロン、アスパラ等 

水田売却金を元に機械購入 

夫婦で畑作開始 
スイカ、メロン、アスパラ等 

JAは畑作出荷の前例がなく、 

個人で地場市場に 
出荷 

→価格は不安定＆下落 

JAは畑作出荷の前例がなく、 

個人で地場市場に 
出荷 

→価格は不安定＆下落 

子供も生まれ、家も老朽化 

が進んで来る中、「心やす 
らぐ暮らしをしたい」という 
想いが募る。 
「家を建てたい」「３ナンバー 
のクラウンに乗りたい」 

S51 
4Hクラブの仲間４名と 

農事組合法人 
「黄金崎農場」設立 

S51 
4Hクラブの仲間４名と 

農事組合法人 
「黄金崎農場」設立 

S56 
大雨・冷害ショック。 
5000万円の負債。 

麦収穫ゼロ、大根・ジャガイ 
モ大損害。 

S56 
大雨・冷害ショック。 
5000万円の負債。 

麦収穫ゼロ、大根・ジャガイ 
モ大損害。 

黄金崎の深浦に広 
大な土地を取得。 

黄金崎の深浦に広 
大な土地を取得。 

柏村のJA経由で青 
森中央市場へ出荷 

柏村のJA経由で青 
森中央市場へ出荷 

S57  JAを説得して 
契約栽培へ 

・ポテトチップ・漬物メー 
カーと年間契約 

S57  JAを説得して 
契約栽培へ 

・ポテトチップ・漬物メー 
カーと年間契約 

作れば作るほど儲 
かった。新橋の料 
亭に行き、銀座の 
クラブで吉幾三を 
唱った。 

メーカーと提携して 
加工工場。設備資 
金はメーカー持ち、ノ 
ウハウ支援もあり。 
作目はジャガイモと 

大根。 
S60漬物工場 

メーカーと提携して 
加工工場。設備資 
金はメーカー持ち、ノ 
ウハウ支援もあり。 
作目はジャガイモと 

大根。 
S60漬物工場 

H7 岩木山農場の土地 
35ha取得。 

（農）津軽富士野牧場の 
土地100ha購入、100ha 
借用。130ha原野のまま 

所有。 

H7 岩木山農場の土地 
35ha取得。 

（農）津軽富士野牧場の 
土地100ha購入、100ha 
借用。130ha原野のまま 

所有。 

周辺の農業法人 
の経営悪化で買 
い取り要請が続 
く 

周辺の農業法人 
の経営悪化で買 
い取り要請が続 
く 

H12 
キリンビールとの合 

弁会社（株）ジャパン 
ポテト設立 

H12 
キリンビールとの合 

弁会社（株）ジャパン 
ポテト設立 

「森の中の果樹園」 
構想 

●コンセプト 
「屋根のないフリーマー 

ケット」 

●顧客＝生活者 
（最終消費者） 

・サクランボ・スモモ・プルー 
ン・木イチゴ・ブルーベリー・ 
クワ・クルミ・クリ・マルメロ・ 
西洋ナシ・イチゴ・アケビな 
どをすでに栽培し、事業化 

直前。 

・奥さんが中心 

「森の中の果樹園」 
構想 

●コンセプト 
「屋根のないフリーマー 

ケット」 

●顧客＝生活者 
（最終消費者） 

・サクランボ・スモモ・プルー 
ン・木イチゴ・ブルーベリー・ 
クワ・クルミ・クリ・マルメロ・ 
西洋ナシ・イチゴ・アケビな 
どをすでに栽培し、事業化 

直前。 

・奥さんが中心 

「損しない経営」へ 
・生産性、生産技術向上 
・単価設定・計画的経営へ 
S60  役員報酬150万円／月 

法人化後３年間 
は無報酬。千葉 
県などへ出稼ぎ 
にもいった。楽し 
い時期だった。 

イモづる式にクライアント増 
える。漬物だけで十数社。 

契約栽培・加工というビジ 
ネスモデルに限界を感じ 
るようになった。 

パンフレットの 
イラスト＆デザ 
インも「お金は 
いらない」と 
作ってくれるサ 
ポーターがいる。 

コラボレーション＆ 
循環型モデル 

・周辺の農家や（パン・ソバ・ 
花関連事業をしている）企 
業と連携 

・地域の酪農を志望する若者 
に土地を貸与（牛乳や乳製 
品との連携） 

・農業による福祉・教育 

コラボレーション＆ 
循環型モデル 

・周辺の農家や（パン・ソバ・ 
花関連事業をしている）企 
業と連携 

・地域の酪農を志望する若者 
に土地を貸与（牛乳や乳製 
品との連携） 

・農業による福祉・教育 

ジャガイモの種 
イモ（マイクロ 
チューバー）の 
販売会社。 

＜再び地域へ戻る＞ 
飲み屋で「スイカ御殿」が建 
つと言われるほど羽振りのよ 
いスイカ農家に会う。稲作は 
やめようと思った。 

黄金崎ではよそもの。地域の人と交流 
を深めるために毎日スナックで飲んだ。 
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⑰（農）黄金崎農場＜フェーズ課題＞ 

スタート 

法人化 

10年後 

200万円 

20年後 

1988万円 

9343万円 

5311万円 

S55(1980)  15653万円 

40242万円 

11585万円 

将来展望 フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

社団法人 日本農業法人協会 

●就農 
●農業の方向性を模索 

●法人化（S51） 
●安定した経営を目指す 

●契約栽培の開始 
●計画的経営（損をしない経営）へ 

●岩木農場購入 
●キリンビールと合弁事業 

●地域の農業者、生活者との連携 

●森の中の果樹園構想 

4Hクラブ 

水田売却→畑地・機械購入 

水田売却資金を充当 

畑作技術 

地場市場出荷 

全国行脚（情報収集） 
4Hクラブの仲間と 

地域農業を語り合う 

●稲作の将来性に悲観的 
●４Hクラブの仲間と地域農業の 

将来を議論 
●儲かる農業を指向 
●手本となる法人が見当たらない 
●経営ノウハウ、資金不足 

●水田を売却した資金で、畑地と農業 
機械を購入し、儲かる農業を指向 

●農業の将来像は法人農業との結論に 
至り法人化を目指す 

●全国に法人化の動き 
●規模拡大志向の高まり 

４人の仲間と法人設立 

農地取得、機械・事務所 

資本金、公庫資金 

経営ノウハウ 

青森市場出荷（不安定） 

進出地域との融和 

●法人化を実現し、安定的な経営 
を目指すが、市況変動や例外な 
どで不安定な経営が続く 

●黄金崎地域ではよそ者のため地 
域に溶け込むことが必要 

●経営ノウハウ不足 

●不安定な農業から脱皮するために契 
約栽培を指向 

●冬場は、土木作業の出稼ぎに出て、 
生活を支える 

●地域との融和のために毎日飲み屋に 
通う 

●農産物市況低迷 

加工施設 

経営安定化（売上拡大） 

コスト圧縮（生産性向上） 

営業活動（契約取引先開拓） 

取引先 

ＪＡとの距離広がる 

●食品メーカーなどのニーズは「品 
質の良い原料の安定供給」 

●契約取引では、価格が決まるた 
め生産性の向上が収益を規定 

●取引先から生産地での加工を要 
請される 

●需要者のニーズに対応して、気 
象条件と戦いながらも品質の向 
上と量の確保に努める 

●加工施設の建設（メーカーの資 
金肩代わり、現物返済で対応） 

●機械化により生産性の向上 

●バブル好景気 

合弁事業 

新農場の取得 

公庫資金 

新事業ノウハウ 

契約取引 

提携先企業（キリンビール） 

地域農地の維持 

●国際化や農産物の価格低下で、 
経営の新たな方向性の模索 

●地域の農業法人の経営悪化で 
農地の維持のための取得 

●経営ノウハウ、事業高度化 

●地域の農地を維持しながら、新 
しい農業を展開する場を取得 

●企業との連携による新事業展開 

●国際競争 
●価格下落 

地域農地で農業者インキュベート 

社会ニーズ対応（福祉・環境・教育） 

観光事業・直売所 

農外ネットワークの拡大 

地域農地の維持、活性化 

●地域との連携、生活者との連携、 

農外ネットワークの拡大を通じて、 

社会的なニーズに対応した新し 

い農業の方向性を具現化 

●森の中の果樹園構想を推進 
●農外のこだわりの職人、小売業者な 

どとの関係づくり 
●畜産廃棄物の堆肥化、活用 

●農業・農村の新しいあり方が問 

われる時代 

S43S50 
(19681975) 

就農・畑作モデル化 

S51S56 
(19761981） 

法人化 

S57H6 
(19821994) 

安定成長期 

H７Ｈ14 
(19952002) 
模索期 

＜売上推移＞ 
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所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

⑱ 
（有）たんぽぽ 

長野県長野市篠ノ井山布施 

小池峰子 

直売所運営 
レストラン運営 
料理の仕出し、弁当の販売 
薬膳おやきの生産販売 

1999年 

345万円（メンバー24人が５万円ずつ出資） 

6,100万円 

役員：５名 
たんぽぽの会：29名（パート待遇） 

2002.9.10 

 

継承 

共同圃場で野沢菜・かぼちゃなど 
（メンバーは各自稲作・野菜・花卉・栗な 
どを栽培） 

ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

・平成３年、信里地区の農家の主婦１２名が、JA・普及センター主催の「いきいき主婦講座」 
に参加。そのメンバーで具体的な活動をしようと、地域内の荒廃地５反を借用し野沢菜を 
栽培。野沢菜体験収穫ツァーを実施したところ大成功。自分で値決めして販売したり、生活 
者と触れる喜びを実感したメンバーは自信を持ち、平成４年生活改善グループ「たんぽぽ 
の会」を設立。直売所を開設する。１年後に直売所の残余野菜の課題策として加工施設を 
建設し、自家製野菜、おやき、漬物等を販売。なお、加工品と食堂の素材はすべて直売所 
の残り物から作る。したがっておやきの具やレストランのメニューは臨機応変に考案される。 

・平成６年に直売所、惣菜室を建設、JAの施設を借用して食堂を開設した。仕出し弁当の予 
約販売も開始。平成１０年にはおやきの需要に対応すべく、「おやき工房」を建設。資金調 
達等のために信用力が必要となり、（有）たんぽぽを設立した。販路は、第３セクター「小川 
の庄」、スーパー、キオスク（駅）、旅館などへ拡大。 

・今後は、若者のニーズに対応したおやきの開発、あるいは新商品の開発、福祉弁当などの 
地域への還元に取り組む予定である。 

●フラットな組織 

●地元の資源の 
活用 

●食堂はメンバー、 
地域の砦 

…「たんぽぽ」という会 
社の存在意義 

・現在、経営の柱は「おやき」であり、食堂事業の収益性は高いとはい 

えない。しかし、食堂はメンバーや地域の人々が集う、コミュニケー 

ションの場。「メンバーの砦である食堂」は守り続けるというのが経 

営者小池氏の考えである。 

・また、たんぽぽの存在自体が、高齢者や、親を介護しているメンバー 

の生き甲斐、あるいはストレス発散の場所になっている 

・また、一人暮らしの高齢者向けの福祉弁当も、地域の生活の質の向 

上に貢献している。 

・いわば、たんぽぽはお金には換算できない価値をつくっているといえ 

る。 

・たんぽぽの資本金出資額はメンバー均一15万円、技術のレベルは 

様々であるが、報酬は時給で平等である。これは円滑に活動を続け 

て行くための女性ならではのノウハウ、組織形態である。またこうし 

た女性の活動をJAが懐深くサポートしているのも大きな特徴である。 

・おやきや野沢菜の漬物などの加工品は全て地元の野菜、地元の女性 

の技術が生かされている。イベントは漬物、おやき等の生活技術が若 

い人、他地域の人にも伝承されるよい機会となっている。 ※2004.6現在 
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⑱ 
（有）たんぽぽ 

調査後のできごと 

・地元小学校の体験学習の講師として、おやきや豆腐作り、大豆栽培を指導したり、農業高校生の 
研修を受け入れるなど次世代への教育活動にも携わり、また市民農園での栽培指導を通じて都 
市民との交流も深めている。 

・平成13年から一人暮らしの高齢者へ週2回福祉弁当の配達を開始。 

・平成15年度の新規販売先は以下の通り。 

福祉弁当 高齢者 70食 週 4ケ所 

高齢者 55食 月 2ケ所 

地場野菜センター スーパー 毎日 2ケ所 

JAコープ店 毎日 1ケ所 

おやき卸 JAコープ店 毎日 1ケ所 

共和国協 毎日 1ケ所 

菓子類卸 JAコープ店 毎日 1ケ所 

ドライブイン 毎日 1ケ所 

共和国協 毎日 1ケ所 

野菜直売部会組織 （地域生産者） 2ケ所 25名 

・平成15年に菓子工房増設、配膳室改築。 
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⑱ （有）たんぽぽ 

小池峰子氏 

おやき かりんとう 
（右前のうずまき状のものが「犬石物語り」） 地酒「信里の夜明け」 

直売所 
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就農前 契機 「たんぽぽの会」設立 ビジネス基盤確立 法人設立 将来構想 

⑱ （有）たんぽぽ ヒストリー 

●当地区では、兼業農家 
がほとんど。 

・稲作 
・野菜 
・花卉 
・栗 
などが作目。 

●男性の働き手は会社 
務めで奥さんひとりが 
農業をやっているケー 
スが非常に多い。 

●現・たんぽぽ経営者の 
小池氏も、ご主人が勤 
め人で、自分がコメ（１ 
反強）、野菜や花（２、３ 
反）を栽培していた。 

H3～H4 
(1991～1992) 

H6～H8 
(1994～1996) 

H9～H14 
(1997～2002) 

H4～H5 
(1992～1993) 

社団法人 日本農業法人協会 

農家の暮らしに 
不満を持ってい 
る人が多かっ 
た。 

具体的な活動 
をしよう！ 

品目選択 
・地元の素材・メンバーの「技」を 

活用 
・直売所の残り物で作れる 
・保存できる（漬物・おやき） 

H4 
講座参加者14名を中心に 

生活改善グループ 

「たんぽぽの会」設立。 
→後メンバーが増え30名に 

H4 
講座参加者14名を中心に 

生活改善グループ 

「たんぽぽの会」設立。 
→後メンバーが増え30名に 

H3 
JAグリーン長野 

＆普及センター主宰の 

「いきいき主婦講座」に 
信里地区の農家の主婦 

12名参加 

H3 
JAグリーン長野 

＆普及センター主宰の 

「いきいき主婦講座」に 
信里地区の農家の主婦 

12名参加 

地域内の荒廃地５反を購 
入し、メンバー12名で野 

沢菜を栽培。 

地域内の荒廃地５反を購 
入し、メンバー12名で野 

沢菜を栽培。 

「野沢菜収穫体験 
ツァー」開催 

・野沢菜の漬け方などの講 
座や直売など 

・JA技術員がサポート 
・150名参加 

「野沢菜収穫体験 
ツァー」開催 

・野沢菜の漬け方などの講 
座や直売など 

・JA技術員がサポート 
・150名参加 

H4 
直売所開設 

（パイプハウス） 

・30名のメンバーが5000円 
づつ出資。 

・メンバーが自家製野菜や 
加工品を根付けして販売 

（直売所が買い取り） 

H4 
直売所開設 

（パイプハウス） 

・30名のメンバーが5000円 
づつ出資。 

・メンバーが自家製野菜や 
加工品を根付けして販売 

（直売所が買い取り） 

イベント継続 
・男性軍のサポート「たんぽぽ応援団」（ジャガイモ掘りなどを手伝ってくれる） 

・シャンソンコンサート、「信里未来塾」（ H9より） 

イベント継続 
・男性軍のサポート「たんぽぽ応援団」（ジャガイモ掘りなどを手伝ってくれる） 

・シャンソンコンサート、「信里未来塾」（ H9より） 

H5 
施設を建設し、 
加工を開始。 

・おやき・漬物・豆腐 
・かりんとう 

「犬石物語り」＝地域伝説 
が題材の菓子開発 

H5 
施設を建設し、 
加工を開始。 

・おやき・漬物・豆腐 
・かりんとう 

「犬石物語り」＝地域伝説 
が題材の菓子開発 

資金850万円のうち、500万円は 
補助金。350万円をコアメンバー５ 
人の個人名着でJAより借入。５人 
は世帯主とは別にJAの組合員とな 

る。 

H5 
荒廃地復元。 

カボチャ（ 7.5反）、ジャガイモ 
（3反）を栽培 

H5 
荒廃地復元。 

カボチャ（ 7.5反）、ジャガイモ 
（3反）を栽培 

H6 
直売所新設（木造） 

H6 
直売所新設（木造） 

H6 
食堂開設 

（JAが買収した施設を 
借用） 

H6 
食堂開設 

（JAが買収した施設を 
借用） 

H8 
惣菜室建設 
・仕出し弁当 

（完全予約制） 

H8 
惣菜室建設 
・仕出し弁当 

（完全予約制） 

販路拡大 
＜おやき＞事業の柱に 

H9  3セク「小川の床」へ出 

荷。後、スーパー、マツヤ、 
キオスク、旅館などへも。 

＜弁当・惣菜＞ 
生協・JA 

H13  福祉弁当開始 
（一人暮らしの高齢者向け） 

販路拡大 
＜おやき＞事業の柱に 

H9  3セク「小川の床」へ出 

荷。後、スーパー、マツヤ、 
キオスク、旅館などへも。 

＜弁当・惣菜＞ 
生協・JA 

H13  福祉弁当開始 
（一人暮らしの高齢者向け） 

残品活用（点線） 
（外部購入は肉魚豆のみ） 

お父ちゃんたちの自立が進む。 
→地酒「信里の酒」の委託製造。→自分で食事の支度をする、など。 

H11 
有限会社 

「たんぽぽ」設立。 
（メンバー23人が出資） 

H11 
有限会社 

「たんぽぽ」設立。 
（メンバー23人が出資） 

食堂はメン 
バーみんな 
の砦 

JAの全面的なサポート 

役員以外は時給制 
（550円）。本業である 

農業が疎かにならない 
ように低め、能力に関 
係なく平等な賃金設定。 

商品改良・開発 
（おやき） 

・若者のニーズへの対応 
・おやき以外の商品開発 

＊食堂とのバランスを考え 
て現在は伸長を抑えている。 

商品改良・開発 
（おやき） 

・若者のニーズへの対応 
・おやき以外の商品開発 

＊食堂とのバランスを考え 
て現在は伸長を抑えている。 

従業員満足と 
経営のバランス 

・採算性 
→部門制を検討 

VS 
・メンバーの「砦」（食堂） 

は守り続ける。 
＊高齢者の生き甲斐 

＊介護などのストレス発散 
の場 

従業員満足と 
経営のバランス 

・採算性 
→部門制を検討 

VS 
・メンバーの「砦」（食堂） 

は守り続ける。 
＊高齢者の生き甲斐 

＊介護などのストレス発散 
の場 

今後は男性に荒廃地 
の復元をまかせたい 

この地域では、昔から 
農家の奥さんが野沢 
菜を漬ける伝統があ 
る。 

自分で値決めし、販売する 
こと、生活者と触れる喜びを 
実感。メンバーの自信につ 
ながった。 

直売所の残品を 
メニュー化 

数々の賞 
を受賞 

H10 
「おやき工房」建設 

資金調達のために法人化 
投資2200万円・600万補助金・ 

1600万は法人が借入 

H10 
「おやき工房」建設 

資金調達のために法人化 
投資2200万円・600万補助金・ 

1600万は法人が借入 

資金調達には 
信用力が必要 

地域還元 

・福祉弁当の数量を拡大 
したい。 

・「サラダパーク青池」な 
ど市民農園の管理 

地域還元 

・福祉弁当の数量を拡大 
したい。 

・「サラダパーク青池」な 
ど市民農園の管理 

JA中央会や地元JAが登記書類作成 

などサポートしてくれた。現在経理も 
JA税理士さんに委託。 
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⑱（有）たんぽぽ ＜フェーズ課題＞ 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

社団法人 日本農業法人協会 

スタート 

法人化 

10年後 
400万円 

6000万円 

5年後 

H3(1991) 

900万円 

H5(1993)  2000万超 

H6(1994) 

1800万円 

H8(1994) 

3100万 

H9(1995) 

5200万 

H13(1994) 
H14(1994) 

6年後 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 H3H4 
(19911992) 
活動準備期 

H4H5 
(19921993) 

創業期 

H6H9 
(19931997) 

本格展開期 

H10－H14 
(19982002) 
成長期 

将来展望 

●JA、普及センター主催 
の「いきいき主婦講座」 
への参加 

●「たんぽぽの会」結成 
●簡易直売所の運営 

●直売所通年営業 
●レストラン事業開始 

●法人化 
●おやきのウェイト高まる 

●地域活性化への貢献 
●経営としての自立 

仲間との出会い 

遊休地を活用し野沢菜栽培 

イベント開催・直売 

JA・普及センター 

収穫体験・野沢菜漬講座 

●兼業農家の主婦に飽き足りない 
メンバーが、地域との係わりを持 
ちながら連携して起業する機会 
を潜在的に持っていた 

●「いきいき主婦講座」を契機として、学 
ぶとともに実践に動き出す 

●遊休農地の拡大 
●従来型農業、地域運営の 

閉塞感 

公募によるメンバー拡大 

簡易直売所設置 

加工場資金をJAから借入れ 

家庭の味を商品レベルに 

直売所 

JA・普及センター 

遊休地の活用 

●活動の仲間作り 
●直売所の用地、資金の用意 
●加工場の用地、建設資金 
●加工品の商品開発、商品のレベ 

ルへの引き上げ 

●集落の仲間に呼びかけて生活 
改善グループを結成 

●直売所は１人5千円の出資で簡 

易施設を建設 
●加工場建設資金は、メンバー5 

人が個人名義でJAから借用 

●農村女性の起業化拡大 

フラットな組織 

レストラン買取（JA）・直売所建設 

直売所建設資金 

直売所残品の活用 

販路開拓 

JA・普及センター 

地域の活性化 

●直売所を通年運営に移行するも 
販売不振→販路開拓が課題 

●直売所の残品を活用したおやき、 
その他の商品開発 

●地元の素材、加工技術の商品 
化 

●ＪＡとの２人３脚で販路、施設資 
金等に対応 

●ベテラン主婦の技を活用して商 
品開発、仕出し弁当などの事業 
を展開し、経営の安定化を図る 

●中山間地域の活性化 

フラットな組織 

おやき加工施設拡充 

自社借入れ 

おやき販路拡大 

福祉弁当開始 

●経営安定化のためのコア事業の 
確立 

●資金調達のための信用力向上 
●事業利益の地域還元 

●販路開拓に成功したおやきをコ 
ア事業に位置付け、生産拡大の 
ための設備投資 

●資金調達のための信用力向上 
を目的とする法人化 

●地域を常に意識する経営 

●地域活性化の期待 

世代継承 

経理強化 

部門間の補完 

地域外のネットワーク 

地域貢献（福祉弁当等） 

●不採算部門の存在 

●経営の自立を進める 

●地域への貢献 

●部門間で補完を図りながら、全体事 
業を継続 

●従来、JAに依存している経理処理な 

どを自社対応 
●常に地域の視点を持ち、地域への貢 

献を考える 

●農業・農村の新しいあり方が問 

われる時代 

JA・普及センター 

＜売上推移＞ 
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所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 ＊ 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

⑲ 
（株）ぶった農産 

石川県石川郡野々市町 

佛田利弘 

水稲・野菜栽培、農作業請負 
「かぶら寿し」などの農産加工販売 
米の販売 

1988年 有限会社化 
2001年 株式会社化 

1,000万円 

１億1,900万円（2002年度） 

役員（常勤）：４名 監査役：１名 
正社員：１名 契約社員：２名 
研修社員：１名 長期パート：５名 

2002.9.25 

http://www.butta.co.jp 

継承 

水稲(17ha) 
かぶら・なす・大根 
（自作地０、借入地19ha） 

ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

・佛田家は江戸時代より続く農家。会長の孝治氏は昭和２５年に就農、昭和３５年に地元の漬 
物業者と提携して金沢青かぶという加賀野菜の契約栽培を開始。これが今日のぶった農産 
の主要事業につながる。地域ではかぶをはじめとする漬物が女性の手によって代々受け継 
がれてきた。 

・昭和５０年頃より農用地利用増進事業が始まり、地域に請負耕作のニーズが出てきたため 
JAより要請を受けて昭和５１年野々市町受託組合を設立。昭和５５年ライスセンターを建設 
するとともに、かぶら寿しの加工事業を開始。 

・昭和５８年、長男の利弘氏が本格的就農。農業経営に興味を持つ利弘氏が参加したことで、 
直売店鋪の開設、通信販売などマーケティングが強化された。昭和６３年には有限会社ぶっ 
た農産を設立する。平成５年求人誌に広告を出し人材を雇用するも、定着率が低く教育プロ 
グラムの必要性を痛感する。平成８年販売会社（有）プラウ設立。生協、こだわり系スーパー 
などに販路を拡大。 

・平成１３年農業生産法人初で株式会社化。利弘氏に経営権が委譲される。 

●経済では図れな 
い価値の追求 

●コアコンピタン 
スは知的資産 

●父と子はよき 
ライバル 

・孝治氏は職人気質で天皇杯を受賞するほどの高い生産技術を持つ。対 

し長男の利弘氏はビジネス感覚に富む学者肌の企業家。今日の（株） 

ぶった農産は親子のよきライバル関係によって築き上げられた。 

・ぶった農産の経営の目的はお客さま（地元生活者・お得意様）の生活価 

値を向上させること。場合によっては利益よりもお客さまとの関係を優 

先することもある。「経済で図れない商品価値」を大事にするとは利弘 

氏の弁。かぶら寿しの伝統（「家が作るのをやめたら伝統が失われてし 

まう」）、金沢の食文化も経済では図れない価値のひとつ。利弘氏は金 

沢の食文化をオールジャパン、世界にアピールしていきたいと考えてい 

る。 

・ぶった農産のコアコンピタンスは、知的資産（ソフト）。利弘氏の既存概念 

にとらわれない発想法（”ブッダイズム”  ）、あるいはスタッフにそれを伝え 

ていく仕組み。したがって新しい可能性はスタッフ達が見い出していって 

くれる、と利弘氏は考えている。 ※調査時 ＊はHPのデータより 

＜調査後のできごと＞平成15年4月、利弘氏、博報堂OB、農業法人とともに（株）ジャパン・アグリ- 
カルチュア・マーケティング＆マネジメント（JAMM）を設立、副社長に就任。 
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⑲ （株）ぶった農産 

佛田利弘氏 

遠田氏 
（利弘氏のよきビジネスパートナー） 

ライスセンター 

漬物加工場 漬物加工場 

直売店 

「かぶら寿し」の素材 
青かぶ 

ぶった農産では 
早くからIT化 
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就農前 専業化 有限会社化 株式会社化 将来構想 

⑲ （株）ぶった農産 ヒストリー 

●江戸時代末より代々農家。 

●孝治氏中学卒業後すぐに 
就農（S25） 。 

●孝治氏結婚（S35）。 

●地元の漬物業者と提携し 

て金沢青かぶという在来 

種の契約栽培を開始 

（S39） 。 
かぶら寿司用の青かぶ 

に根コブ病が流行り、青 

かぶ産地が金沢から郊 

外に広がってきた。 

・この長期にわたる契約栽 

培はぶった農産の礎に 

なっていく。 

・地域ではかぶをはじめとす 

る漬物がおばあちゃん、 

お母さんと代々女性の手 

でつくられてきた。 

●孝治氏、農業の傍ら大工 
の仕事に就く（S42）。 

S55 
ライスセンター建設 

（乾燥能力12t） 

S55 
ライスセンター建設 

（乾燥能力12t） 

S51～S60 
(1976～1987) 

H5～H11 
(1993～1999) 

H12～H14 
(2000～2002) 

S61～H4 
(1988～1992) 

S51 
（孝治氏、農業に専念） 

野々市町受託組合 
設立 

・農地252ha借入 

・この時のメンバーは今でも 
よきパートナー 

S51 
（孝治氏、農業に専念） 

野々市町受託組合 
設立 

・農地252ha借入 

・この時のメンバーは今でも 
よきパートナー 

S55 
加賀野菜の 

金沢青かぶを利用し 

かぶら寿し（伝統漬物）の 
加工事業開始 

S55 
加賀野菜の 

金沢青かぶを利用し 

かぶら寿し（伝統漬物）の 
加工事業開始 

孝治氏、老眼になると大工 
は墨付けができなくなるとい 
う理由で、農業への専業化 

・S50頃より農用地利用増進事業始まる。 

・都市近郊化、兼業化が進み、地域に請負 
耕作のニーズが出てきた。 

→JAから受託組合設立の要請 

※次第に直接受託する様になり、 
JAの仲介機能は薄れる。 

地元JAは信用・共済重視型で 

ライスセンターを持っていない。 

S58 
息子の利弘氏本格的就農 
・S54実家で１年農業に従事した後、農 

林水産省農業者大学校で学ぶ。 
・アーカンソ大、ミネソタ大、カルフォル 

ニア大などで海外研修 

S58 
息子の利弘氏本格的就農 
・S54実家で１年農業に従事した後、農 

林水産省農業者大学校で学ぶ。 
・アーカンソ大、ミネソタ大、カルフォル 

ニア大などで海外研修 

S62 利弘氏、農業経 
営勉強会を始める。 

・地元の４人の生産者とともに、農 
業試験場の小林一氏に師事し勉 

強会（H1まで）。 

・農業賞・天皇杯受賞で経営管理 
の必要性を感じる。 

S62 利弘氏、農業経 
営勉強会を始める。 

・地元の４人の生産者とともに、農 
業試験場の小林一氏に師事し勉 

強会（H1まで）。 

・農業賞・天皇杯受賞で経営管理 
の必要性を感じる。 

S61 
高い稲作技術が評価され 

日本農業賞・天皇杯受賞 
・マスコミにも注目され、人的ネットワーク 

広がる。 

S61 
高い稲作技術が評価され 

日本農業賞・天皇杯受賞 
・マスコミにも注目され、人的ネットワーク 

広がる。 

「アグリネットワーク」 
活動歴７年、メンバー40名に拡大 

「アグリネットワーク」 
活動歴７年、メンバー40名に拡大 

＜販売は利弘氏担当＞ 
S61 

「直売店鋪」開設 
・加工品販売 

S62 
「通信販売」開始 
・DM発送（個人直販） 

・知名度があがり売上伸長。 
特にギフト需要拡大。 
・H1  米の直販開始 

・H1  VI導入 

＜販売は利弘氏担当＞ 
S61 

「直売店鋪」開設 
・加工品販売 

S62 
「通信販売」開始 
・DM発送（個人直販） 

・知名度があがり売上伸長。 
特にギフト需要拡大。 
・H1  米の直販開始 

・H1  VI導入 

S63 
有限会社化 

（有）ぶった農産 

S63 
有限会社化 

（有）ぶった農産 

こちらから出向いていかなくても向こうから 
人が訪ねてくるようになった。「多様な見方」 
をすることができるようになった。 

加工技術向上 
・麹内製化 

・安定した品質（具の厚さなど） 
・ノウハウ確立 

加工技術向上 
・麹内製化 

・安定した品質（具の厚さなど） 
・ノウハウ確立 

「親の後を継ぐ農業では 
なく、親の築いてきたも 
のを土台にどれだけ活用 
するか」を考えていた（利 
弘氏）。 

当時、加工事業を始めるの 
が流行。農閑期の仕事として 
気軽に始めた。友人の要請 
がきっかけ。 

平成初頭 
IT導入 

（通信販売総合システム・社内LAN） 

平成初頭 
IT導入 

（通信販売総合システム・社内LAN） 

「地域の隠れた銘品を認めてくれる人達 
がお客様」なのでプライバシー守秘など 
顧客対応を重視。金沢の置き屋さんなど 
の流儀にも配慮。 

パートさんの定着率＝低い 
（誰にでもできる手法開発へ） 

パートさんの定着率＝低い 
（誰にでもできる手法開発へ） 

家族経営から 
雇用型経営へ 
＜過渡期＞ 

●社員採用するも低い定着 
率 

（教育プログラムが未整備） 

家族経営から 
雇用型経営へ 
＜過渡期＞ 

●社員採用するも低い定着 
率 

（教育プログラムが未整備） 

H5 
リクルート『Uターン  Iター 

ン  Bing』で 
農業界初の求人広告 

H10  リクルートナビに求 
人広告。数百人応募。３人 

雇用するが１年以内に退社。 

H5 
リクルート『Uターン  Iター 

ン  Bing』で 
農業界初の求人広告 

H10  リクルートナビに求 
人広告。数百人応募。３人 

雇用するが１年以内に退社。 

よきビジネスパート 
ナーである遠田氏 
（企業診断士）と出 
会い、経営について 
アドバイスを受ける 
様になる。 
孝治氏と利弘氏の 
間のパイプ役になっ 
たのも彼。 

雇用型経営への過渡期 

H13 
農業生産法人初で 

株式会社化 

（株）ぶった農産 
経営権移譲で 
利弘氏社長に 

H13 
農業生産法人初で 

株式会社化 

（株）ぶった農産 
経営権移譲で 
利弘氏社長に 

H12  利弘氏結婚 
奥さんは東京の広告代理店に 

勤務していた女性 

H12  利弘氏結婚 
奥さんは東京の広告代理店に 

勤務していた女性 

奥さんは「中にいる人には 
わからないことを教えてく 
れる」「古くていらないもの 
を壊してくれる」 

規模より質の経営 
“ブッダイズム” 

・コア・コンピタンスは利弘 
氏自身、あるいは「知的 
資産」。それをスタッフに 
伝えていく仕組み＝人 
材育成の仕組みを作る。 
新しい可能性は彼らが 
見い出して行く。 

・１ユニット社員２０人売上 
高３億円といった組織イ 
メージ 

規模より質の経営 
“ブッダイズム” 

・コア・コンピタンスは利弘 
氏自身、あるいは「知的 
資産」。それをスタッフに 
伝えていく仕組み＝人 
材育成の仕組みを作る。 
新しい可能性は彼らが 
見い出して行く。 

・１ユニット社員２０人売上 
高３億円といった組織イ 
メージ 

金沢の食文化をオール 
ジャパン、世界に発信 

・銀座に出店、NYのSUSHIBARに 

米を納品するなど 

金沢の食文化をオール 
ジャパン、世界に発信 

・銀座に出店、NYのSUSHIBARに 

米を納品するなど 

経済価値と生活価 
値のバランス 

・経営の目的はお客様 
（地元生活者・高ロイヤ 
ルティ層）の生活価値 
を向上させること 

・「経済で図れない商品価 
値」を大事にする。 

・「22世紀に持続する農 
業」を摸索 

経済価値と生活価 
値のバランス 

・経営の目的はお客様 
（地元生活者・高ロイヤ 
ルティ層）の生活価値 
を向上させること 

・「経済で図れない商品価 
値」を大事にする。 

・「22世紀に持続する農 
業」を摸索 

●現在、利弘氏はいろ 
いろな可能性を摸索 
中 

父・孝治氏は職 
人気質、利弘 
氏はビジネス 
感覚に富む哲 
学者。しかし、 
佛田親子はと 
もに新しもの好 
き。 

「父になりなさいと言わ 
れて社長になりたかっ 
た」利弘氏。 

利弘氏、天皇賞をとった父 
親に対抗できるのは『農業 
経営』と思い極める。 

H8 
販売会社（B to B） 

有限会社プラウ設立 
→生協・こだわり系スー 
パーなどに販路広がる 

・生産資材販売・ 
地域農産物販社を構想 

H10  漬物の味が頂点に。 
H12  顧客管理DBシステム 
H14  顧客数13000人 

H5頃より全量特別栽培米 
3400円／5Kg（以後キープ） 

脱・既存概念のビジネス 
・JAの集落営農の販売事業を（有） 

プラウが担う計画など 

脱・既存概念のビジネス 
・JAの集落営農の販売事業を（有） 

プラウが担う計画など 

農地法改正 

114



⑲ （株）ぶった農産 ＜フェーズ課題＞ 

0 
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Ｈ14(2002) 
法人化 

株式会社化 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

社団法人 日本農業法人協会 

S51S60 
(19761987) 
就農・創業 

S61H4 
(19861992) 

確立・成長期 

H5H11 
(19931999) 

体制整備期 

H12～ 
(2000～) 
転換期 

将来展望 

●稲作作業受託組合設立 
●漬物加工事業開始 

●法人化 
●日本農業賞･天皇杯受賞 

●雇用型経営への転換 
●加工品主体の事業構造 

●経営権委譲 
●株式会社化 

●売上高３億円が目標 
●規模とともに質の向上 

農地の確保・加工施設 

ライスセンター建設資金 

家庭の味を商品化 

口コミで拡大 

顧客との接点確保 

ＪＡが受託農地を仲介 

●受託組合を設立し、規模拡大を 
進めるとともに、カントリー設備 
を自前で建設 

●家庭の味であった「かぶら寿し」 
の評判がよかったことから商品 
として事業化 

●ＪＡが受託農地の紹介、斡旋役となり 
規模拡大 

●補助金の導入によりライセンターを建 
設 

●加工施設を建設し、口コミをベースに 
漬物事業を展開 

●作業受託需要の増大（兼業化） 
●農用地利用増進法 

パート従業員採用 

機械化による技術標準化 

売上急拡大 

加工技術向上（麹内製化） 

直売開始（直売所開設） 

友人・知人ネットワーク 

受託は直接依頼が中心に 

●加工事業の拡大により、パート 
雇用による生産拡大を目指す。 

●加工事業への参入により、直販 
が課題になる 

●加工事業は、機械化可能部分は機械 
化をはかり、パートでも対応可能なよ 
うに技術の標準化を進める 

●商品力の向上を目指し、麹の内製化 
●直販は、直売所を設置するとともに、 

口コミや物産展などで地道な販路や 
顧客接点の拡大を進める 

●賞の受賞が信用力向上に寄与 

●バブル・グルメブーム 

求人と人材教育 

職人技→社員教育 

加工品売上が６割 

加工品の商品開発 

販売会社設立 

コンサルタント導入 

●雇用型に転換するも、社員の定 
着率が悪い 

●加工品のウェイトが高まり、商品 
開発と販路開拓が重要課題に 

●経営権委譲を意識した体制整備 

●家業から企業への転換を目指し、 
人材教育システムの整備に注力 

●経営委譲を意識して、内部体制 
整備を含めて経営コンサルタン 
トを導入 

●デフレ経済 

経営機能の役割分担 

売上頭打ち 

原価、価格設定の見直し 

顧客管理、販売強化 

ＪＡが合理化法人設立 

●経営環境が変化する中で、従来 
型のビジネスモデルからの脱皮 
が必要に 

●原価、収益管理、顧客管理など 
経営システムの高度化が必要 

●システマチックな経営を目指す 
●新しいビジネスモデルの模索 
●内部体制、とくに経営陣の役割 

分担の明確化 

●経営力の時代 

社員数20人 

知的資産の重視 

売上高３億円 

コメ：収量と食味の両追い 

全日本、世界に販売 

地域から情報発信 

●新しい方向性の確立が必要 

●経営トップの環境判断、経営力 

が問われる時代 

●新しい経営に向け人材の雇用、 

教育システムづくり 

●社外のモットワーク、情報網を活かし 
て、経営力を磨き、方向性を決定 

●新しい動きに積極的に参加し、チャレ 
ンジする 

●ビジネスモデルの競争へ 

3000万円 

1億1900万円 
1億3000万円 

＜売上推移＞ 

S61 S62 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 S63 

10年後 20年後 25年後 
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ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

⑳ 
（農）伊賀の里モクモク 

手づくりファーム 

三重県阿山郡阿山町 

木村修 

直営農場運営（畜産・水稲・野菜） 

直営農畜産物加工場運営（ハム・ウィンナー、 

パン、パスタ、地ビール、菓子など） 

農業公園運営（手作りハム工房・バーベキューハ 
ウス・地ビール工房・レストラン・温泉等） 

通信販売 
直営店・レストラン運営 

1987年 

約27億円 

社員：約100名（総務：5名、ファーム：45名、製造：45、 

農場：5）、パート：100名 

2002.11.26 

http://www.mokumoku.com 

- 

伊賀豚、水稲（自社1.5反、委託８農家100ha） 
大豆、ぶどう、イチゴ、麦 

・阿山町養豚組合で昭和57-58年頃から「伊賀豚」の銘柄づくりの取り組みが始まった。多産 
地との差別化を図るため、品種・飼料。そして販路を系統（全農系）に統一する。木酢・木 
炭を飼料に添加したことが食味の向上につながる。 

・ジャスコ、生協、主婦の店などと取引を開始。ハムの加工も始めるが原価が高く、大手メー 
カーとの競争が困難であったことから、他の方法（集客＝この場所にお客さまにきてもらう） 
をとることにした。昭和62年に農事組合法人「伊賀豚銘柄振興組合」を設立し（国有林の払 
い下げに法人格が必要だった）、「手づくりハム工房モクモク」を開設、昭和64年には手づく 
りウィンナー教室を開始、平成５年には規制緩和を受けビール工房建設、参加者を中心と 
して会員組織を拡大していく。 

※モクモクの名前は、ログハウスの“木々”  ハムをスモークする煙の“もくもく”、伊賀忍者の忍術のけむりの“もくもく” 
から命名。法人の正式名称が固いので最初は裏ラベルとしてネーミングされた。 

・平成７年、UR対策費を活用し（農）「伊賀の里モクモク手づくりファーム」設立。地元の麦、米 
を使ったパン、ビール、ブランド米「ごーひちご」をはじめとするオリジナル商品を開発。平 
成14年四日市に「農家レストラン」を出店。現在売上24億円、社員数100名、パート100名と 
規模を備えた農業ファームへと成長を遂げた。 

●技術がコアコン 
ピタンス 

●「地域農業」が 
すべてのベース 

・テーマパーク部門の売上が多いからといって、生産部門を切り捨てはし 
ない。生産部門、「地域農業」が法人経営のベースになっている。公園 
は集客装置、あくまでも農産物・その加工品販売が柱だ。パークのコン 
セプトは、◇農産物を自ら生産し、自ら加工し、自ら販売する”おいしさ 
と安心の両立” ◇農業・手作り・自然浴をテーマに、環境と人にやさしい 
公園 

・モクモクでは技術開発は社内のスタッフが行う。「人」が大きな資産、社 
員は研修などによって積極的に自分を磨くことを怠らない。ハム製造技 
術、地場素材でのパンやビールづくり等の技術が社内に蓄積されてい 
く。商品開発も社員の意見を取り入れて行う。従業員の平均年齢は20 
代後半と元気なパワーに溢れる。 

●生活者はサポー 
ター 

・ウィンナー教室開催から今日まで貫かれているのが、生活者一人ひとり 
をお客さまと考えること。生産者と生活者が価値観を共有しライフスタイ 
ルを作りあげることを目指している。2001年には「できるかぎり『やさしさ 
宣言』」、スローライフを提唱。また、温泉の出資金を生活者に出資して 
もらう。生活者はお客さまであると同時にモクモクファームのサポーター 
である。 ※2004.6現在 

＜調査後のできごと＞ 
2003.10「農場レストラン風の葡萄（直営レストラン）」鈴鹿にオープン。 
2004.4 「農場レストラン時のぶどう(直営レストラン)」松阪にオープン 。 

116



⑳ （農）伊賀の里モクモク手づくりファーム 

インタビューに応えていただいた福 
島氏（理事・相談役） 

1.できるかぎりゴミ0のやさしいファームを目指します。ゴミになるも 

のを使いません出しません 再利用します。 

2.手づくり弁当、水筒以外の持ち込みはお断りさせていただきます。 

3.ポイ捨ては禁止です。持ち込んだゴミはお持ち帰りください。 

4.たばこはできるだけ本数を減らし所定の場所でお吸いください。 

5.食べ残しのないようにお願いいたします。 

6.デポジット(リサイクル容器)にご協力ください。 

7.パンフレットの再利用にご協力ください。 

1.できるかぎり体にやさしい健康的なライフスタイルを提案します。食 

材は「おいしさと安心の両立」をテーマにしたものを提供します。 

自然の恵みを受けた癒しの場所を提案します。ライフスタイルを提案 

します。 

2.3000歩、適度に歩いて運動しましょう。 

3.新鮮野菜をたっぷりとり飲み過ぎ、食べ過ぎに注意しましょう。 

4.運動の後は充分に休憩しましょう。 

1.できるかぎりこころにやさしい癒しの場を提供します。笑顔で挨拶を 

します。清潔感あふれる店づくりをします。想い出に残るような感動 

をつくります。 

2.みんなが気持ちよくお使いいただくために施設を大切にしましょう。 

3.動物の暮らしをみださず、むやみに食べ物を与えないでください。 

4.元気に挨拶をかわし、教育のためにもお互いに助け合いましょう。 

5.ハンモックや温泉などでゆったりとリラックスしましょう。 

手づくりウィンナー教室 
（数十名の笑い声が教室中に響く） 

もくもくの湯 

焼豚の館 

社員自らピザ生地を打つ。 

ビール工房にて。 
「働くのが楽しい」 

パン工房にて 
（焼きたて最高） 

モクモクの製品 

エコボトルを洗う所 
（園内の全ての飲料を100円のマイボト 

ルに入れてくれる） 野菜直売所 

公園内を闊歩する 
ミニブタ 

意見箱 

焼豚の館 

服部ハム蔵 
（キャラクター） 
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就農前 阿山町養豚組合時代 伊賀豚振興組合時代 モクモクファーム時代 将来構想 

⑳ （農）伊賀の里モクモク手づくりファーム ヒストリー 

S58 
「伊賀豚」生まれる 

S58 
「伊賀豚」生まれる 

取引開始 
①ジャスコ 

②生協 
③主婦の店 

取引開始 
①ジャスコ 

②生協 
③主婦の店 

●阿山町はもともと畜産地 
域で行政も畜産の振興に力 
を入れていたが、町の養豚 
農家が「伊賀牛」をモデルに 
してS57,8年頃から、銘柄づ 
くりに取り組み始めた。 

●当時、福島氏（現在は理 
事・相談役）は養豚農家 
25,6名が参加する養豚組合 
の組合長あだった。 

福島氏が銘柄づくりを呼び 
掛けた。 

・福島氏自身は60頭の豚を 
一貫経営、と稲作1.5ha。 
H4に養豚は廃業。 

●当時の養豚の課題 
＜安定した品質＞ 
→「系統」に統一 

・品種がまちまち 
・飼料や飼育方法もまちまち 
・販売先も大阪、名古屋、京 
都、四日市などバラバラに 
出荷していた。 

S57～S61 
(1982～1986) 

H5～H14 
(1993～2002) 

S62～H4 
(1987～1992) 

社団法人 日本農業法人協会 

S5758 
阿山町養豚組合で 
「伊賀豚」銘柄づくり 

に取り組む 
（行政も注力） 

＊＊＊ 

多産地との差異化 
＜安定品質＞ 

系統（全農系）に統一 
・品種：LWD 

・飼料に「木酢」・木炭 

S5758 
阿山町養豚組合で 
「伊賀豚」銘柄づくり 

に取り組む 
（行政も注力） 

＊＊＊ 

多産地との差異化 
＜安定品質＞ 

系統（全農系）に統一 
・品種：LWD 

・飼料に「木酢」・木炭 

豚の健康のためだったが、結果的 
にくさみがないおいしい肉に 

S62 
農事組合法人 

「伊賀銘柄豚振興組合」 
設立 

S62 
農事組合法人 

「伊賀銘柄豚振興組合」 
設立 

●大手ハムメーカーに 
太刀打ちできない。（原 

価が高い） 
●銘柄豚の付加価値 

があまりつかない 

●大手ハムメーカーに 
太刀打ちできない。（原 

価が高い） 
●銘柄豚の付加価値 

があまりつかない 

S61 
ハム加工施設建設 

S61 
ハム加工施設建設 

S62 
「手づくりハム工房モ 

クモク」オープン 
S63 

会員組織「モクモクク 
ラブ」オープン 

S64 
「手づくりウィンナー教 

室」開始 

S62 
「手づくりハム工房モ 

クモク」オープン 
S63 

会員組織「モクモクク 
ラブ」オープン 

S64 
「手づくりウィンナー教 

室」開始 

「農業ファームへの夢」 
東海農政局より 

UR対策費消化のた 
めに計画遂行の要請 

（国有林5ha払い下げ） 

「農業ファームへの夢」 
東海農政局より 

UR対策費消化のた 
めに計画遂行の要請 

（国有林5ha払い下げ） 

元日本ハムの工場長 
山本氏の指導 

・ジャスコは「顔の見える」豚肉 
取引を経済連に打診、経済連 
が養豚組合につないだ。 
・ジャスコの営業部長が木酢を 
紹介してくれた。 

生協との取引では生産者がバイ 
ヤーと直接交渉して値決め。 

生協より無添加ハム 
製造の要請 

生協より無添加ハム 
製造の要請 

土地購入 
（国有林6000m 2 ） 

払い下げには法人であ 
ることが条件 

土地購入 
（国有林6000m 2 ） 

払い下げには法人であ 
ることが条件 

H7.7.7 
農事組合法人 

「伊賀の里モクモク 
手づくりファーム」 

設立（改称） 

H7.7.7 
農事組合法人 

「伊賀の里モクモク 
手づくりファーム」 

設立（改称） 

他の方法で競おう「お 
客様にこの場所に来て 
もらおう」 

経済連でブランド開発をしていた木村 
氏（現社長）・吉田氏（現専務）が法人 

に転職入社。経営陣となる。 

経済連でブランド開発をしていた木村 
氏（現社長）・吉田氏（現専務）が法人 

に転職入社。経営陣となる。 

効率・経費で考える畜産農家（常勤役 
員）と「夢」を語る経営陣（非農家）の間 
で軋轢。 

＜集客力アップ＞ 

H4  ミニ（ペット）ブタ購入 
＊地ビール規制緩和 

H5「ビール工房」オープン 
H13「野天 もくもくの湯」 

年３２回イベント 

＜集客力アップ＞ 

H4  ミニ（ペット）ブタ購入 
＊地ビール規制緩和 

H5「ビール工房」オープン 
H13「野天 もくもくの湯」 

年３２回イベント 

＜社員が商品開発＞ 

●地元の小麦・米を使ったパン 
●地元の麦で作った地ビール 

●ブランド米「ごーひちご」（品種：ゆ 
めごこち） 

そのほか菓子など多種 
＊月１回、商品開発委員会開催 

＜社員が商品開発＞ 

●地元の小麦・米を使ったパン 
●地元の麦で作った地ビール 

●ブランド米「ごーひちご」（品種：ゆ 
めごこち） 

そのほか菓子など多種 
＊月１回、商品開発委員会開催 

＜会員組織＞ 
「モクモクネーチャークラブ」 
（H7に改称）会員数３万人。 

＜会員組織＞ 
「モクモクネーチャークラブ」 
（H7に改称）会員数３万人。 

＜人材開発＞ 
●社員：約100名 パート：約100名 

・社内・外で研修 
・年１回マネージャー合宿 
・全社員年４回農業体験。 

＜人材開発＞ 
●社員：約100名 パート：約100名 

・社内・外で研修 
・年１回マネージャー合宿 
・全社員年４回農業体験。 

・当初JA参加で３セ 

ク運営の施設を計 
画していたがJAが 

結果的に不参加。 協働・価値観共有 

生活者が出資 

もくもくの湯の資金が1.5億円不 

足。会員から調達（5/10/30万 

円タイプ、同額の商品券と無料 

入浴券） 

マーケティング 

H11 
できるかぎり 

「やさしさ宣言」 

H11 
できるかぎり 

「やさしさ宣言」 

エコロジー・スローライフ 

エコペット容器開発 エコペット容器開発 

●全体の売上 24億円 

●生活者との協働 

・ターゲットは団体客で 
はなく、ファミリーや個人 
客。 

●生活者との協働 

・ターゲットは団体客で 
はなく、ファミリーや個人 
客。 

●商品開発 

リピーターを増やす 
（現在も部門ごとに新商 
品の提案を出させ、最終 
的に役員会で商品化す 
るかどうか決定している） 

●商品開発 

リピーターを増やす 
（現在も部門ごとに新商 
品の提案を出させ、最終 
的に役員会で商品化す 
るかどうか決定している） 

●人材教育 

サービ部門では人づくり 
が大切。従業員を他の 
施設で研修させる。 

●人材教育 

サービ部門では人づくり 
が大切。従業員を他の 
施設で研修させる。 

●店鋪やレストラン 
事業 

・外に出て行く計画を進め 
ている。 
・2002年には四日市に「農 
家レストラン」を出店し、好 
調。 
＊地域農業が基本なので 
拠点を移動することはない。 

●店鋪やレストラン 
事業 

・外に出て行く計画を進め 
ている。 
・2002年には四日市に「農 
家レストラン」を出店し、好 
調。 
＊地域農業が基本なので 
拠点を移動することはない。 

●売上50億円が目標 
（規模拡大には、事業構造の 
転換が必要） 
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⑳ （農）伊賀の里モクモク手づくりファーム ＜フェーズ課題＞ 

スタート 

法人化  26億円 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

社団法人 日本農業法人協会 

Ｈ12(2000) Ｈ14(2002) 

24億円 

S58S62 
(19731987) 
創業期 

S62H7 
(19871995) 

転換・確立期 

H7H13 
(19952001) 
成長期 

H14～ 
(19892000) 
転換期 

将来展望 

●伊賀豚ブランド化 
●ジャスコ、生協との取引 

●法人化（伊賀銘柄豚振興組合） 

●集客型戦略への転換 
●ファーム開設（Ｈ7年） 
●社名変更 

●農場外にレストラン開設 
●農業、モノづくりコンセプ 
トの継承 
●消費者参加型ファーム 

養豚組合内の意思統一 

養豚組合員の積み立て 

ブランド豚開発 

ブランド豚の販路開拓 

経済連との連携 

●ブランド豚の開発とその販路開 
拓。また、販売先の要請による 
ハム、ソーセージなどの加工品 
の開発と技術習得 

●ブランド化は、経済連との連携による 
飼料、飼育方法の統一により対応 

● ブランド豚コンテストで優勝したこと 
で販路開拓が進む 

●加工技術は、元大手メーカー工場長 
との出会いで協力を得る 

●資金は、養豚組合員が積み立て 

●産地としての付加価値化、差別 
化 

生産と経営の分離 

加工施設の建設 

設備投資資金不足 

加工技術・集客ソフト 

加工品の販路開拓 

多様な情報ニーズ 

地域内のバランス 

●伊賀豚の加工品が原料高から 
売れず、戦略を集客型に転換。 

生産と経営の考え方の違いから 
内部運営問題が顕在化 

●加工施設の建設資金は補助金を充 
当 

●手作りウィンナー教室のヒットで集客 
型戦略が成功 

●加工・販売・集客等を運営する組織を 
別会社化し、生産と経営を分離 

●体験型ツーリズム 

組織・人員の拡大 

ファーム用地の確保 

施設拡充投資資金 

加工技術・集客ソフト 

多様な販路開拓 

多様な情報ニーズ 

地域の活性化 

●集客型戦略を確立するため、食 
と農のテーマパーク建設 

●ファームの成長には常に新しい 
商品、集客ソフトの開発が必要 

●同時に新しい施設整備のための 
資金需要も多い 

●人材育成による技術向上、集客 
企画力、ホスピタリティの向上に 
注力 

●農業を原点とする「モノづくり・体 
験型」のコンセプトを明確化 

●私募債の発行による 

●本物志向 

人材教育 

新たな展開用地 

装置型ファームの負担大 

ノウハウの外部展開 

外部展開 

多様な情報ニーズ 

地域の活性化 

●さまざまな施設建設をしてきて、 
さらなる成長、拡大には、用地、 
資金面での負担が大きい。その 
ため、施設の外部展開やノウハ 
ウの外販が新たな成長戦略とし 
て検討され始める 

●基本コンセプトの確認、ブラッ 
シュアップ 

●人材育成による商品力、ソフト企 
画力の向上 

●外部化戦略の具体的な展開を 
模索 

●食の安全・安心 

後継者作り 

宿泊施設 

売上拡大（50億円目標） 

6次型農業の確立 

外部展開 

地域から情報発信 

地域の人による地域活性化 

●新たな成長戦略の構築。また、 

それと農業を基本とするコンセプ 

トの調和。また、多様な事業を展 

開する６次型総合農場の運営ノ 

ウハウの確立 

●組織内で議論を尽くして新しい戦略の 
展開へ 

●人材育成による商品、サービスの高 
度化 

●会員や消費者と連携したファームづく 
り 

●農業・農村の新しいあり方が問 

われる時代 

＜売上推移＞ 
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２００３年度



121 

柑橘類生産・販売 柑橘類生産・販売 

和牛・F1・F1Xの一貫経営 
・堆肥製造 

和牛・F1・F1Xの一貫経営 
・堆肥製造 

ぶなしめじの施設栽培 
アスパラガス栽培 
および販売事業 

ぶなしめじの施設栽培 
アスパラガス栽培 
および販売事業 

水稲・畑作・畜産 
農畜産物の貯蔵、運搬・販売 
堆肥・有機肥料の製造販売 

農作業の受託 
乾燥・調整事業 

水稲・畑作・畜産 
農畜産物の貯蔵、運搬・販売 
堆肥・有機肥料の製造販売 

農作業の受託 
乾燥・調整事業 

肉牛の預託肥育 
バーベキューハウス経営 

堆肥製造販売 
野菜生産 

肉牛の預託肥育 
バーベキューハウス経営 

堆肥製造販売 
野菜生産 

（農）無茶々園 （農）無茶々園 

（農）松永牧場 （農）松永牧場 

（農）モア・ハウス （農）モア・ハウス 

（有）ファーム木精 （有）ファーム木精 

（有）梶岡牧場 （有）梶岡牧場 

●集落営農 
ビジネスモデル 

●知恵が資本 ●提携できるところ 
とはすべて提携 

●逆境をチャンス 
に先手必勝 

●数字による経営 
管理 

●利益あっての 
経営 

●町づくりと 
連動した生産活動 

●ゆるい生産者 
ネットワーク 

●「無茶々園グルー 
プ」多彩な関連会 
社による多彩な事 
業展開 

●家族の 
チームワーク 

●技術開発 

●経営者３人の 
トライアングル 
経営 

●JA、きのこ部会の 
強力なバックアッ 
プ体制 

●生活者として 
「生産」-「食卓」 
を結ぶ 

●「素材の向こうに牧 
場が見える。牧場の 
向こうに人が見える」 

２００３年度：５法人からの示唆 ２００３年度：５法人からの示唆 

３つのトピックス 
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所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

（有）梶岡牧場 

山口県美祢市伊佐町 

梶岡 春治 

肉牛の預託肥育 
バーベキューハウス経営 
堆肥製造販売 
野菜生産 

1990年：有限会社化（就農後26年目） 
1997年：農業生産法人化（就農後33年目） 

800万円 

約3700万円（2002年度） 

７名（役員：５名） 

2003.7.29 

http://www.firehill.com 

継承 

肉牛 
堆肥 
野菜・ハーブ 

ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

・梶岡氏は昭和40年、27歳で就農、経営主となる。主要作目である暖地りんごの優位性がな 
くなったため、畜産（乳種肥育）に事業転換を図る。 

・昭和44年にギンチクとの取引（預託肥育）を開始、平成3年取引先を長州牧場に切り替え 
（ギンチクの規模縮小に伴い預託頭数の割当が減少）、平成13年には安愚楽牧場に切り 
替え（長州牧場が自社肥育へ事業転換）て今に至る。現在は250頭の黒毛和牛を預託肥 
育している。 

・その間、昭和50年代に畜産公害問題化を背景に発酵有機質堆肥の生産・販売を開始。 
（H11年に長男･秀吉氏が山口大学と微生物活用堆肥を共同開発） 

・昭和63年にバーベキューハウスを建設、レストランで出す野菜やハーブの栽培、ニジマス 
養殖、薫製づくりも開始。平成２年に全部門を統合、有限会社梶岡牧場を設立。平成３年 
をピークに、BSEの影響もあってレストランや堆肥売上が減少している。 

・平成8年秀吉氏が就農、長女美貴氏も牧場内に陶芸工房を起業した。平成10年、梶岡家親 
子が講師となり、生活者対象に「オーガニックライフ」交流教室を開催。農業の枠を超えて、 
NPO法人きららの里（アニマルパーク・市民農園）をサポートするなど社会的活動にも力を 
入れている。 

●「素材の向こうに 
牧場（畑）が見える。 
牧場の向こうに人 
が見える」 

●家族のチーム 
ワーク 

●技術開発 

・県初で発酵有機質堆肥製造を開始。長野県の堆肥会社から導入した 
堆肥づくりノウハウをもとに「におわない」堆肥の独自技術を開発。他 
社に先駆けて袋詰め販売を開始。 

・また長男・秀吉氏は東亜大学で食品工学（微生物工学も関連）を専攻。 
山口大学と共同開発で「エコ・リアクター」を開発した。食品工学技術 
をコアコンピタンスとした商品開発（パンなど）などが期待される。 

・「自然を食す！」「素材の向こうに牧場（畑）が見える。牧場の向こうに 
人が見える」は梶岡牧場のスローガン。食と農は一続きのものである、 
当地で作った素材を食として提供したいというのが当農場のコンセプ 
トである。 

・例えば牧場内でパン工房を開き、集落営農組織と提携して地元産小 
麦で作ったパンなどの商品開発を進めていきたいと考えている。 

21 

・梶岡牧場の特長の一つは、一体的な家族経営である。バーベキュー 
ハウスは春治氏が上記の「素材の向こうに-」を最初に実践に移した 
もので、農場で生産されたハーブ・野菜を料理して提供している。また、 
生活者対象の各種教室も実施しており、その講師を梶岡ファミリーが 
担当している。春治氏（生産技術：ハーブ・有機野菜）、秀吉氏（食品 
工学：薫製・丸焼き）、美貴氏（陶芸家）など各人が特技を活かして 
「夢」を紡ぎ続けている。 

※2004.6現在 
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（有）梶岡牧場 21 

梶岡牧場には動物がいっぱい。 
NPO法人きららの里では、ポニー乗馬会や動物と 

のふれあいイベントも実施している。 

梶岡春治氏 長男・秀吉氏 

長女・美貴さん（右） 
きららの里の事務局の古城さん（左） 

バーベキューハウス 

ステーキ 

梶岡牧場のハーブ。 
レストランのお料理やお茶に 
ふんだんに使われている。 

美貴さんが梶岡牧場内 
に開いた 
陶芸工房「ピコリーヌ」 
陶芸教室も行っている。 

「流しそうめん」イベント 

きらら農園（会員制市民農園）では収穫祭などのイベントを実施。近 
隣の幼稚園児などの農業体験も実施。 
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（有）梶岡牧場ヒストリー 21 

就農前 事業モデル確立期 転換・成長期 将来構想 

社団法人 日本農業法人協会 

転換・拡大期 質への転換期 

S40 
畜産開始 

（ホルスタイン50頭肥育） 
・果樹園を畜舎に 

・水田売却で資金に 

S40 
畜産開始 

（ホルスタイン50頭肥育） 
・果樹園を畜舎に 

・水田売却で資金に 

＜先代＞ 

●果樹 

・リンゴ：150a 

・ブドウ：40a 

・栗 ：130a 

※リンゴ・ブドウはS40ま 
で。栗はS63にバーベ 
キューを開始するまで 

●水稲：100a 

●非常に思いきりのよい 
竹を割ったような性格。 

「長男であるし、いずれは 
農業を継ぐものと思っ 
ていた。」 

＜暖地りんご＞ 

●「あさひ」などを栽培し 
ていた。（県内ではお盆 
の供え物などに使われ 
ていた。沖縄にも輸出 
していた） 

●長野などで「ふじ」「陸 
奥」といった新品種が 
栽培されるようになり、 
価格が下落していた。 

●牧場はアミューズメン 
ト施設にしたくない。 

＜農業から食業へ＞ 
●パン工房（インストア 

ベーカリー：秀吉氏） 

※作りたい食品の原材 
料となる農産物を生産 
する。近々できる集落 
営農組織に委託して 
地元産小麦でパンを 
つくり農場でなければ 
食べられないハンバー 
ガーなど。 

●牧場はアミューズメン 
ト施設にしたくない。 

＜農業から食業へ＞ 
●パン工房（インストア 

ベーカリー：秀吉氏） 

※作りたい食品の原材 
料となる農産物を生産 
する。近々できる集落 
営農組織に委託して 
地元産小麦でパンを 
つくり農場でなければ 
食べられないハンバー 
ガーなど。 

S40(1965)-S49(1974) S63(1988)-H7(1995) S50(1975)-S62(1987) H8(1996)- 

S44 
ギンチクと取引開始 

（預託肥育：ホルスタイン200頭） 

数十万円／頭・月 

S44 
ギンチクと取引開始 

（預託肥育：ホルスタイン200頭） 

数十万円／頭・月 

コンクールで優勝 コンクールで優勝 

27 歳で就農・権限委譲 

リンゴ・ブドウ・クリ 
水稲栽培 

27 歳で就農・権限委譲 

リンゴ・ブドウ・クリ 
水稲栽培 

暖地リンゴの価格低下 暖地リンゴの価格低下 

各地で多様な品種開 
発が進んだ 

H3 
長州牧場に切り替え 

（預託肥育：アンガス種250頭） 

H3 
長州牧場に切り替え 

（預託肥育：アンガス種250頭） 

H13 
安愚楽牧場と取引 
（預託肥育：黒毛和牛230頭） 

H13 
安愚楽牧場と取引 
（預託肥育：黒毛和牛230頭） 

長州牧場が自社肥育に 
切り替え 

→取引き中断（晴天の霹靂） 

長州牧場が自社肥育に 
切り替え 

→取引き中断（晴天の霹靂） 

S50 
発酵有機質堆肥 
製造開始（県初） 

一般・JAに販売 

S50 
発酵有機質堆肥 
製造開始（県初） 

一般・JAに販売 

S50 堆肥舎 
S57 堆肥袋詰機購入 

S50 堆肥舎 
S57 堆肥袋詰機購入 

S57  預託300頭 
（近代化資金で牛舎建築） 

S57  預託300頭 
（近代化資金で牛舎建築） 

ギンチク 
規模拡大で 

預託100頭に 

減少 

ギンチク 
規模拡大で 

預託100頭に 

減少 

畜産公害問題化 
（秋吉台ドリーネに投入不可に） 

畜産公害問題化 
（秋吉台ドリーネに投入不可に） 

３年で家が 
建った。 

S63 
栗林を造成し 

「自然を食す！！」テーマに 

バーベキューハウス 
開設 

・野外バーベキュー場、ログハウスも建設。 

S63 
栗林を造成し 

「自然を食す！！」テーマに 

バーベキューハウス 
開設 

・野外バーベキュー場、ログハウスも建設。 

春治氏JCの理事長に。 

町づくりに携わり、 
「集客施設」を発案 

春治氏JCの理事長に。 

町づくりに携わり、 
「集客施設」を発案 

H13  NPO法人 

「きららの里」設立。 
運営を強力にサポート 

H13  NPO法人 

「きららの里」設立。 
運営を強力にサポート 

山口県畜産試験場 
の勧め、指導を受 
けて決断。 

袋詰め販売したこと 
がポイント。当時は 
キチガイ扱いされた。 

堆肥製造には補助金 
はつかない 

長野県の堆肥会社の人に教えても 
らったノウハウをもとにオンリーワン 
技術を開発。 

畜産を続ける 
か悩んだ 

40歳を契機に事業展開。レスト 

ラン経営の友人からノウハウ伝 
授してもらう。マスコミに注目さ 
れる。 

H2 
すべての部門 

（生産・堆肥・レストラン） 

を統合し、 

有限会社化 

H2 
すべての部門 

（生産・堆肥・レストラン） 

を統合し、 

有限会社化 

H9 
農業生産法人化 

（農地６反購入） 

H9 
農業生産法人化 

（農地６反購入） 

秀吉氏がイン 
ターネットでアプ 
ローチ 

H11  秀吉氏、 
山口大学と共同開発で微生 

物を活用した堆肥開発 

H11  秀吉氏、 
山口大学と共同開発で微生 

物を活用した堆肥開発 

堆肥販売強化 堆肥販売強化 

BSE日本で発生（H13） 

バーベキュー大打撃 
BSE日本で発生（H13） 

バーベキュー大打撃 

H10 
「オーガニックライフ」 

交流教室実施 

H10 
「オーガニックライフ」 

交流教室実施 

＜レストラン見直し＞ 

●固定ファンづくり 
・会員制へ？ 
（顧客は約１万人） 
●店のコンセプト・ 

経営形態の見直し。 
・バーベキューの店でよ い 
のか？ 
→ストーリーの見える店 へ。 

●規模拡大はしない。 

＜レストラン見直し＞ 

●固定ファンづくり 
・会員制へ？ 
（顧客は約１万人） 
●店のコンセプト・ 

経営形態の見直し。 
・バーベキューの店でよ い 
のか？ 
→ストーリーの見える店 へ。 

●規模拡大はしない。 

＜春治氏の想い＞ 
後継者にまかせたい。 

H9 
娘の美貴さん 
牧場内に陶芸工 
房開設。レストラ 
ンも手伝う。 

H9 
娘の美貴さん 
牧場内に陶芸工 
房開設。レストラ 
ンも手伝う。 

＜量から質への転換＞ 

●堆肥の販路開拓 
（農家向け+園芸用） 

●堆肥の販路開拓 
（農家向け+園芸用） 

H3 
レストランで使う野菜栽培 

を開始。 
H5 

ハーブ栽培開始。ニジマ 
ス養殖・薫製づくり 

春治氏JC（美祢青年会議所）のメンバーとして、町づくり運動 
「活過疎う郷土、活かそうJC、今、町に新しい風！！」 

春治氏JC（美祢青年会議所）のメンバーとして、町づくり運動 
「活過疎う郷土、活かそうJC、今、町に新しい風！！」 

レストランが農業生産 
法人として認められる 
ようになった。 

「自然を食す！！」「 「素材の向こうに牧場 

（畑）が見える。牧場の向こうに人が見え 
る」がスローガン。 

H8  秀吉氏就農 
（大学で食品工学専攻） 

H8  秀吉氏就農 
（大学で食品工学専攻） 

山口県きらら博のアニマルパークをきっかけに設立。 
会員制農園、ポニー乗馬、焼き物教室などを実施。 

JAに自家肥育計画提出 

するも却下される 
（周辺畜産農家が負債大） 
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法人化 

スタート 20年後 30年後 35年後 

（有）梶岡牧場 ＜フェーズ課題＞ 21 

8,000 

6,800 

8,000 

6,800 
6,400 

5,900 
5,400 

4,400 

3,600 

2,900 

3,700 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

9,000 

H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 

9500万円 

H3 

S45 

3000万円 

S50 1000万円 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

社団法人 日本農業法人協会 

S40(1965)S49(1974) 
事業モデル確立期 

S50(1975)S62(1987) 
転換・成長期 

S63(1988)H7(1995) 
転換・拡大期 

H8(1996) 
質への転換期 将来展望 

●畜産開始 
●ギンチクと取引 

家族経営 

果樹園を畜舎に 

水田売却 

畜産試験場・ギンチク 

預託肥育 

コンクール優勝で注目 

暖地リンゴ価格下落 

●暖地りんごの優位性が低下し価 
格が下落。 

●畜産（乳種肥育）に事業転換を 
図る。 

●昭和44年にギンチクとの取引 
（預託肥育）を開始。 

●台風で果樹園に被害 

●発酵堆肥づくり開始 

堆肥舎・堆肥袋詰機 

堆肥に補助金なし 

ギンチク・先進地企業 

堆肥販売（JA・直販) 

堆肥化先進地視察 

畜産公害問題化 

●多頭飼育による畜産公害が問題 
化し、秋吉台カルストのドリーネ 
に廃棄できなくなった。 

●発酵有機質堆肥の製造販売を 
開始。 

●長野県の肥料会社からノウハウ 
を導入し、３か月発酵させて「に 
おわない」堆肥を開発。袋詰販 
売をする。 

●畜産公害問題化 

●有限会社設立 
●交流・飲食事業開始 

法人化 

バーベキューハウス建設 

H3まで業績好調 

友人（飲食業) 

受託先を長州牧場に転換 

異業種交流会 

JC理事長になり町づくり 

●ギンチクの規模縮小に伴い預託 
頭数の割当が減少。 

●バーベキューハウスを建設、交 
流・飲食事業開始。多角化した 
部門の統合化が必要に。 

●平成3年取引先を長州牧場に切 
り替え。 

●平成２年に全部門を統合、有限 
会社梶岡牧場を設立。 

●牛肉輸入自由化（H3） 
●バブル崩壊（H3） 
●地域づくり推進 

●農業生産法人化 
●安愚楽牧場と取引開始 

長男･秀吉氏就農 

農地６反購入 

レストラン売上大幅減 

大学と共同開発（堆肥) 

安愚楽牧場と取引開始 

生活者向け交流教室 

NPO法人きららの里 

●長州牧場が自社肥育へ事業転 
換、取引中止。 

●BSEの影響もあってレストランの 
売上が減少。堆肥も競争が激化。 

●安愚楽牧場に切り替え（現在は 
250頭の黒毛和牛を預託肥育）。 

●秀吉氏が山口大学農学部と微 
生物活用堆肥を共同開発 

●不景気 
● BSE日本でも発生（H13）。牛肉 

需要低迷。→ （H15） BSEで米 
国より牛肉輸入中止。 

●量から質へ 

後継者世代活躍 

規模拡大は指向せず 

利益率向上 

食品加工ノウハウ 

レストラン見直し・パン工房 

顧客ネットワーク化 

集落営農との連携 

●レストラン・堆肥の売上向上 
●固定ファンづくり 
●農業から食業へ「自然を食 

す！！」「 「素材の向こうに牧場 
（畑）が見える。牧場の向こうに 
人が見える」 

●レストラン（バーベキューハウス） 
の業態・メニュー見直し。 

●秀吉氏をリーダーとしたパン、パ 
ン工房などの商品・事業開発。 

●集落営農など地域との連携。 

●集落営農活動 

●スローライフ 

売上：万円 

＜売上推移＞ 
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所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

構成員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

（有）ファーム木精 

島根県飯石郡頓原町 

加瀬部 一倫 

水稲・畑作・畜産等農業・および林業 
農畜産物の貯蔵、運搬・販売 
堆肥・有機肥料の製造販売 
農作業の受託 
農業施設の利用貸付（乾燥・調整事業） 

1999年（就農後19年目） 

1255万円 

1億090万円 

社員：３２名 役員：２名 
従業員：５名 パート：１０名 

2003.10.17 

http://fish.miracle.ne.jp/fmkodama/ 

継承（法人経営と併行） 

水稲・大豆・蕎麦 
キャベツ・トマト・ジャガイモ 

ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

・加瀬部氏は酪農学園卒業後、北海道・長沼町の「ハイジ牧場」の取締役を勤めていた（この 
時の経験が後に生きる）が、親の要望により昭和56年に帰省・就農し、家業の農業を継承 
する。 

・地域の若手後継者グループ「あすなろ会」の中心メンバーとして集落の人々に強く呼び掛 
け、ほ場整備事業を契機とした集落営農を開始。平成9年営農組合「木精の里」、機械利 
用組合を設立。当時、米販売・農業機械購入は自前ルートを採用していたためJAとの関係 
は良くなかった。また、出夫率・米品質のバラつき、農地の利用権設定が困難等の問題を 
抱えていた。 

・任意組合設立の２年後、諸問題をクリアし、組織として迅速な決断を可能にし、信用力をつ 
けるために有限会社を設立する。 

・電解水によるモミ消毒などの工夫を行い、有機・特別栽培米を生産・販売。事業的な判断 
から、米全量、および野菜の販路をJAに切り替える。 

・今後は「米依存体質」からび脱却を図るため、野菜栽培の拡大、および大豆等の乾燥施設 
を核に乾燥調整事業・加工（製粉）、畜産（和牛繁殖）事業を展開する予定。農地集積目標 
は100ha、売上３億円、株式会社化を目指している。 

●提携できるところ 
とはすべて提携 

●知恵が資本 

●集落営農 
ビジネスモデル 

・鋭利な経営感覚、少数の経営陣によるトップダウンの決断、実 
行スピードの速さが当法人の身上である。 「私は『乗り遅れる』 
と思っているのに、他のメンバーは『走りすぎる』と言う。相当に 
勇気がないと事態は変わらない」とは加瀬部氏の弁。 

・集落営農はフラットな組織であるがために事業展開が遅くなる 
きらいがあり、ともすると利益を度外視した社会的な側面が強 
調されるケースが見られる。しかし、ファーム木精は早期に有 
限会社化を図ることで、企業型の「集落営農ビジネスモデル」を 
確立、確実な収益向上を目指している。 

・JA、企業、商業者、学校、生活者等、多様な主体と連携し、法 
人の出資者に取引先・商業者も加えている。 

・また、感情論・前例に囚われ、多くの法人とJAが硬直した関係 
にある中、ファーム木精においてはJAとの相互メリットを見い出 
し、良好なビジネス関係を結んでいる。 

22 

・電解水を活用したモミの殺菌による「エコ米」栽培、製粉事業展 
開など、前例がない手法を導入する素早い意思決定。「相当頭 
のいい人材を獲得しなければ農業は生き残れない」が加瀬部 
氏の持論。 

※2004.6現在 
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（有）ファーム木精 22 

加瀬部一倫氏 

電解イオン水使用のトマトハウス 

大きな機械類 大豆・蕎麦乾燥施設 地元の飲食店『一福』の蕎麦 
（ファーム木精で挽いた蕎麦使用） 

ライスセンター ファーム木精の米 

構成員 

ファーム 
木精 

乾燥・調整 
精米 

JA 
検査・補完 
手数料3％ 

個人客 
（約250名） 

地域の 
飲食店 

卸 

作付計画、施肥指示、 
苗・資材供給 

個別集荷、分別管理 

飯米購入、年間一括払い 

売却 

必要な分の 
み買い戻し 
（全量の 
60％） 

＜米の販売の関係図＞ 
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就農前 個人経営 
営農組合（任意組合） 

設立 
法人化 将来構想 

S56(1981) -H8(1996) H11(1999)- H9(1997)-H11(1999) 

社団法人 日本農業法人協会 

●実家 

・加瀬部氏昭和２７年生まれ。 

・加瀬部氏の実家は水稲２ 
ha弱、和牛繁殖、わさび 
栽培を行っていた。 

●北海道酪農学園を卒業 

・長沼町の「ハイジ牧場」の 
取締役・支配人を勤める。 

※当時の北海道では起きて 
いた「規模拡大組」「離農 
組」の２極分化が、いま島 
根で起こっている。（当時 
の経験が、現在の経営で 
生きている） 

●親に懇願されて帰郷し、 
就農する。 

S56 
加瀬部氏就農 

（２ha水稲＋花卉＋ワサビ＋ 

和牛） 

S56 
加瀬部氏就農 

（２ha水稲＋花卉＋ワサビ＋ 

和牛） 

40代以下の 

若手後継者グループ 

「あすなろ会」 
→ 営農専門部会 

40代以下の 

若手後継者グループ 

「あすなろ会」 
→ 営農専門部会 

H4 
圃場整備事業 

●担い手育成基盤整備 

H4 
圃場整備事業 

●担い手育成基盤整備 

北海道で「規模拡大」「離 
農」の２分化の実 
態を実感 

北海道で「規模拡大」「離 
農」の２分化の実 
態を実感 

H9 
「木精の里」営農組合設立 

（４集落５２戸） 
※転作団地化・飯米斡旋・資材購入 

（ソフト部門） 

H9 
「木精の里」営農組合設立 

（４集落５２戸） 
※転作団地化・飯米斡旋・資材購入 

（ソフト部門） 

H11 
「ファーム木精」設立 

（特定農業法人・有限会社） 
（32人） 

H11 
「ファーム木精」設立 

（特定農業法人・有限会社） 
（32人） 

H9 
「木精の里」機械利用組合設立 

（２３戸） 
※実行部隊（統一的生産・経理） 

・60歳定年制 

・機械の一括処分 

H9 
「木精の里」機械利用組合設立 

（２３戸） 
※実行部隊（統一的生産・経理） 

・60歳定年制 

・機械の一括処分 

「地域が誇れる農業 
を目指そう」 

島根米穀と取引 

・米販売（計画外 
通） 

・ハウス資材 

島根米穀と取引 

・米販売（計画外 
通） 

・ハウス資材 

JAとの関係悪化 JAとの関係悪化 

取引のための 

信用力が必要 

取引のための 

信用力が必要 
JAに米（全量）・野菜出荷 

（JAとの相互メリット） 
JAに米（全量）・野菜出荷 

（JAとの相互メリット） 

高い米が 
売れない 

高い米が 
売れない 

利用権設定の処理 
→経理困難 

出役のバラつき 
米品質のバラつき 

利用権設定の処理 
→経理困難 

出役のバラつき 
米品質のバラつき 

H11 
農用地利用増進促進事業 
（集落の２／３以上をカバー） 

H11 
農用地利用増進促進事業 
（集落の２／３以上をカバー） 

JAと利害調整 

米
依

存
体

質
か

ら
の

脱
却

 
米

依
存

体
質

か
ら

の
脱

却
 

転作大豆・蕎麦等 
高度乾燥施設 

→地域の大豆転作乾燥 
・調整請負いへ 

転作大豆・蕎麦等 
高度乾燥施設 

→地域の大豆転作乾燥 
・調整請負いへ 

減農薬野菜栽培 
（JA出荷以外に） 
トマト→スーパー 

キャベツ→KFC37店鋪 

減農薬野菜栽培 
（JA出荷以外に） 
トマト→スーパー 

キャベツ→KFC37店鋪 

＜理念＞ 

地域の雇用の場 
地域活性化 

を達成しながら会社の利益を向上 
させる。 

●野菜栽培 
ダイズ・ソバ・キャベツ・トマト（501ha 
へ） 
・ホウレンソウ・タマネギ・ニンジン・ジャ 
ガイモの減農薬栽培 
・辛味大根蕎麦屋 

・学校給食 
・個人の米直販顧客に野菜もセットで 
売る。 

●加工 
・蕎麦／小麦・米・大豆の製粉事業 
・トマトのピューレなどの一次加工。 

●ブランド化 
・ ジャスコに法人名で出荷 

・エゴマ、スプラウト等のオリジナル商 
品。 
・豆腐の材料に製造クレジット。PBの 

委託生産なども。 

●大豆の生産～乾燥・調 
整の事業化 
●流通と連携した生活者 
交流イベント 
●住宅会社展示場向け 
商品開発 

米依存体質からの脱却 
（米売上げ比率３０％へ） 

農地集積100ha 

株式会社化 

●３億円目標 
・資本金増額 
・個人顧客にも出資してもらう（モ ニ 
ターも兼ねる。取引業者にも出 資して 
もらう。 
・野菜中心+畜産で循環型へ 
●販売会社分離？（JA全農と競合） 

22 

「食えなくても会 社 
には勤めん 

ぞ！」 

この頃父親が交通事故で亡くなる。 

独自ルートで 
農業資材購入 

独自ルートで 
農業資材購入 

見積もりで一番安 
い機械を買った。 

＜集落営農＞ 
合意形成 

●世代間対立激化。 
● H8に農家アン 

ケート実施。 
●参加意向６割。 
●加瀬部氏他７名 

が集落営農のモ 
デルを示し、メ 
リットを説いて回 
る。 

＜集落営農＞ 
合意形成 

●世代間対立激化。 
● H8に農家アン 

ケート実施。 
●参加意向６割。 
●加瀬部氏他７名 

が集落営農のモ 
デルを示し、メ 
リットを説いて回 
る。 

＜有限会社化＞ 
・主な人間が同意すれば事が進む。（任 
意団体の解散が容易） 
・個別経営よりも有利なことを説い 

て回る。結果的に任意集団の時よ り 
構成員増。 

・電解水でモミの消毒 
・エコ米 

・電解水でモミの消毒 
・エコ米 

私は「乗り遅れる」と 
思っているのに、みん 
なは「走りすぎる」と言 
う。相当に勇気がない 
と事態は変わらない 

個人顧客250戸 個人顧客250戸 

Iターンの優秀な 

人材を雇用 
Iターンの優秀な 

人材を雇用 

特別栽培 
H14島根県エコロジー 

農産物の推奨 

機械共同利用組合から参加している者を正社員とし、新たに参 
加した者については出資1口のみの準社員として区分 

系統出荷した方 
が有利であると判 
断した。 

自分達を飛び越えて若 

手が頑張っているので団 

塊世代が反発！ 

団塊世代で集落営農を 

やっている人は少ない。 

ハウス農家４人に全 
戸分の稲の苗づくりを 
依頼。 

（有）ファーム木精 ヒストリー 
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20年後 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

社団法人 日本農業法人協会 

スタート 

法人化 

10100万円 

将来展望 

●地域の雇用の場・活性 
化を前提とした利益向上 

Iターンの優秀な人材活用 

農地100ha・乾燥施設活用 

目標売り上げ３億円 

一次加工・ブランド化 

販売会社分離・製粉事業 

顧客出資で株式会社化 

野菜＆畜産で循環農業 

●地域づくりを前提とした企業活 

動を展開。 

●米依存体質からの脱却 
●50人規模法人へ 

●野菜部門を拡充 
・作目を増やす 
・粉末化、ピューレ化など一加工品開 

発。 
・プライベートブランド化 
●畜産部門を設置し堆肥供給 
●販売部門分離 

●安全・安心志向 

●米価格二極化●転作比率増大 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 
S56(1981) -H8(1996) 

個人経営 

H9(1997)-H10(1998) 

営農組合（任意組合） 
設立 

H11(1999)- 

有限会社化 

●加瀬部氏就農 
●集落でほ場整備開始→集落営農 

●営農組合「木精の里」設立 
●機械利用組合設立 

●法人化「ファーム木精」 
●米依存体質からの脱却 

個人経営 

2haで水稲・花卉、和牛等 

北海道時代の経験 

若手後継者グループ 

集落営農の合意形成 

●ほ場整備の検討が始まり、地域農業につい 
ての議論／合意形成（集落営農は総論賛 
成・各論反対）。 

●問題になったのは世代間の対立。（反対派： 
①独自型１０数人 ②若いものにまかせられ 
ないという年長者 ③機械を更新して間も無 
い農家） 

●加瀬部氏ほか７名が集落営農のメリットを説いて集 
落を回る。適正営農パターンをいくつか示して説明 
会を開くなどして参加者を募った。 

●頓原町改良区ほ場整備事業 
●食管法改正 ●バブル崩壊（H3） 

５４戸で集落営農 

農地集積 

組合員が出資（機械利用組合） 

米品質のバラつきが問題 

米卸経由で計画外流通米販売 

JAとの関係悪化 

●栽培条件等の違いから米の品質にバラつき 
が出た。 

●米卸経由で米を販売していること、農業機械 
を独自ルートで購入していることからJAとの 

関係悪化。 

●ハウス農家４人に全戸分の稲の苗づくりを依 
頼。（苗の品質統一） 

●次ステップで、JA出荷が強化されるとともに 
関係が良好に。 

●不景気 
●米価下落 

構成員から社員への円滑な移行 

集落の農地の８割以上カバー 

信用力の強化→法人化 

エコ米・電解水でモミの消毒 

米はJA出荷・野菜販路拡大 

地域の大豆転作乾燥・調整請負いへ 

●高い米は売れない、稲経・清算金を加えると 
直販と大差ない。 

（地域特性に応じた米の生産～流通を選択） 
●収益事業の拡大が不可欠。 

●米をJA出荷に切り替え。 
●投資をして大豆の高度乾燥施設を購入。地 

区の大豆等の調整・乾燥をファーム木精が 
請負うことで集落・JA・行政が合意。 

●野菜生産、スーパー、外食などへの販売を 
強化。他の農業法人と販売提携。 

●エコ米・エコファーマー推奨 
●米改革 ●「水田農業ビジョン」 

種苗会社等から情報収集 

8500万円 

H15(2003) 

22 

4200万円 

H12(2000) 
5200万円 

H13(2001)  6700万円 

H14(2002) 

H16(2004)予測 

15年後 10年後 

（有）ファーム木精 ＜フェーズ課題＞ 

＜売上推移＞ 
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所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

福岡県三潴郡大木町 

大藪佐恵子（理事理事長） 

ぶなしめじの施設栽培・アスパラガス栽 
培、および販売事業 

1997年 

1100万円 

1.56億円（H15） 

役員：４名（４戸１法人） 
従業員：１４名 

2003.12.09 

http://www.morehouse.or.jp/ 

町とJAが地域をあげて女性起業を支援 

ぶなしめじ 
アスパラガス 

ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

・大木町はイグサ栽培が盛んな地域だったが、湿地地帯で天候に左右されやすかったので 
茸栽培（当初はヒラタケ・エノキダケなど）への転換が30年位前から始まった。現在はJA福 
岡大城「大木地区しめじ部会」を中心に部会長（農事組合法人「きのこの里」創設者）が 
リーダーシップをとって産地形成をしている。現在全国で２番目の産地となった。 

・JAがきのこ栽培の女性プロ農家を募集、農家の主婦３人がこれに応募して理事となり平成 
9年法人設立。経営・技術指導、種菌培養センター、販売とJAのサポートにより順調に業績 
を伸ばす。女性企業家として各方面から注目を浴び、「きのこの大木町」の広告塔となって 
いる。 

・当初、経営者は家業か、自分の仕事かの農家の主婦ならではの葛藤に悩んだ。１名は自 
家農業に専念することして退職、１名は法人経営に重点を置くことに決めた。新たに松藤さ 
んが理事として加わることで３人の個性を生かしたバランスのよい役割分担ができ、組織と 
しての体制が整っていった。 

・平成12年きのこ需要が落ちる夏場対策としてアスパラ栽培も開始。きのこを活用した加工 
品も開発、販売を開始した。 

● JA、きのこ部会 
の強力なバック 
アップ体制 

●生活者として「生 
産」「食卓」を結ぶ 

●経営者３人のトラ 
イアングル経営 

・松藤さんが加わって、３人の経営体制が固まった。それぞれ個性に 
富んだ３人のバランスがよく、協力体制も万全。大薮さんが代表で 
あるが、１人に権力を集中させるのではなく、３人の経営者それぞれ 
が自分の才能を生かした担当分野（大薮：技術、野口：総務、松藤： 
企画・販売）を持ち、同じスタンスで経営に関わっている。女性なら 
ではの協調型パートナーシップの形といえるだろう。 

・起業バックアップに始まって、技術指導、施設利用、販路開拓等、全 
般にわたってJAしめじ部会が家族のようにバックアップ。「大木しめ 
じセンター」が種菌の培養を担当し、農事組合法人が生産・販売を 
担当するという機能分担になっている。先輩格の法人や農家がOJT 
や研修先となるなど、協同組合的・有機的なバックアップ体制がとら 
れている。 

・男性の経営者、生産者が生活者を対峙した関係で捉えてしまうのに対 
し、女性はごく自然に生活者のニーズを生産・商品づくりに反映する。 
自分自身が料理をしたり、買い物をする生活者であるからだ。店頭で 
いろいろなシメジ料理を試食してもらって対面販売をしたり、フレンチレ 
ストランにシェフとして出向してレシピをストックしたり、女性ならではの 
手腕（彼女たちにはごく普通のことであるが）を発揮している。 

（農）モア・ハウス 
23 

※2004.6現在 
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（農）モア・ハウス 23 

松藤富士子氏（理事） 大藪佐恵子氏（理事長） 野口直子氏（理事） 

モア・ハウスの事務所に大きく描かれ 
たヒマワリの絵 

説明をしてくれた松藤さん きのこ栽培施設 

梱包工程 

「経費節減」と書 
かれたエアコンの 
リモコン。 

※同規模の法人と 
比較すると電気代 
金が100万円違った。 
※ちなみに、女性の 
みの経営なので接 
待費も少ない。 

・１つの法人が突出するのではなくしめじ部会が一枚岩になって地域 
を盛り立てようという考え方が基本になっている。 

・しめじ部会には、血縁関係・親戚関係にあるメンバー同士が多い、 
（部会内に散らばっている） 
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（農）モア・ハウス ヒストリー 23 

就農前 法人化（土台づくり） 成長・安定期 転換期 将来構想 

社団法人 日本農業法人協会 

●大木町の農業 

・イグサ栽培が盛んな地域だったが、 
土地が平坦で排水条件が悪く天 
候に左右されやすかったので、菌 
茸栽培への転換が早期から進ん 
だ。 

●シメジ栽培 

・「大木しめじ部会」を中心に産地形 
成。水落部会長がリーダーシップ 
をとる。 

「大木しめじ部会」 

・部会メンバー３３人。大型の生産法 
人と、「大木しめじセンター」（農事 
組合法人）を構成する中堅法人、 
個人生産者からなる。 

「大木しめじセンター」 

・H8設立。構成員20名の培養セン 
ター 。ここで種菌を培養し、７生 
産者（法人６、個人１）が育成栽 
培・収穫出荷。 

・ 「大木しめじセンター」 は７生産者 
の共同経営体。 

●３人の経営者 

○大薮さん 

・22歳で同町のイグサ専業農家に嫁 
ぐ。大木しめじセンター設立時に 
募集した女性グループプロジェク 
トに参加。JAの組合員となり出資 
金600万円を借入。自分自身がし 
めじ栽培をやりたかったご主人は 
よき理解者で連帯保証人となって 
くれた。 

○野口さん 

・城島町より農家に嫁ぐ。２人めの子 
供出産を契機に勤め先の銀行を 
退職（経理に強い）。夫もシイタケ 
やエリンギ栽培をしたことがあり、 
茸栽培の経験があった。担い手と 
しては期待されていなかったので 
すんなり家族の了解が得られた。 
いろいろできそうなこと・収入増が 
魅力だった。 

○松藤さん 

・もと建築関係の会社に勤務。23歳 
で農家に嫁ぐ。H9にご主人が亡く 
なり子供とともに熊本の実家に戻 
る。催し会場できのこの里の部会 
長から誘いを受け、「神様がくれ 
た最後のチャンス」と思い参加を 
決心。熊本より通勤する。 

水落氏（JA大城しめじ部会の部会 
長）の呼び掛けで、女性のプロ集団メ 
ンバー（理事）募集 

水落氏（JA大城しめじ部会の部会 
長）の呼び掛けで、女性のプロ集団メ 
ンバー（理事）募集 

H9 
農事組合法人 

「モア・ハウス」設立。 
（理事４名） 

H9 
農事組合法人 

「モア・ハウス」設立。 
（理事４名） 

H9(1997)H10(1998)  H11(1999)H12(2000)  H13(2001) 

“モーア”はオランダ語では”母”。英語で 
は”もっとさらにそれ以上”と言う意味。農 
家の主婦が人生の目標、本当にやりた 
いことを実現できるような環境を作ってい 
けるようにと、モア・ハウスと名づけた。 

水落氏（しめじ部部会長）が 
栽培・経営技術伝授 

※「きのこの里」など先輩格の法人を 
モデルに学んだ。 

水落氏（しめじ部部会長）が 
栽培・経営技術伝授 

※「きのこの里」など先輩格の法人を 
モデルに学んだ。 

(農)大木しめじセンター：種菌培養（H8設立 構成員20名＝7生産法人の共同経営体） (農)大木しめじセンター：種菌培養（H8設立 構成員20名＝7生産法人の共同経営体） 

JA大木地区しめじ部会（３３人・しめじ4200t）の強力なサポート JA大木地区しめじ部会（３３人・しめじ4200t）の強力なサポート 

JA出荷（共選） JA出荷（共選） 

家業か自分の仕事か 
の葛藤 

→理事１名退職 
→大薮氏仕事に専念 

家業か自分の仕事か 
の葛藤 

→理事１名退職 
→大薮氏仕事に専念 

H11 
松藤さん参加で 

３人の役割分担決定 

大薮：技術、 
野口：経理、松藤：企画・直売 

H11 
松藤さん参加で 

３人の役割分担決定 

大薮：技術、 
野口：経理、松藤：企画・直売 

労務体制整備 
・パート雇用（主任設置） 
・カバーし合える体制 

労務体制整備 
・パート雇用（主任設置） 
・カバーし合える体制 

店頭試食販売活動 店頭試食販売活動 福岡三越・スーパーで展開 福岡三越・スーパーで展開 

地域交流会参加 
（対面販売） 

地域交流会参加 
（対面販売） 

・品種変更で一次的にきのこの価格下 
落（カサ割れ） 

夏場のきのこ需要小 

・品種変更で一次的にきのこの価格下 
落（カサ割れ） 

夏場のきのこ需要小 

H12 
アスパラガス栽培開始 

（借地） 

①きのこ培地を堆肥化して活用 
②素人でも作れる 

③夏場の間ずっととれる 
④地域へ貢献できる 

H12 
アスパラガス栽培開始 

（借地） 

①きのこ培地を堆肥化して活用 
②素人でも作れる 

③夏場の間ずっととれる 
④地域へ貢献できる 

アスパラ団地化 
（JA・町ぐるみ） 

→県No.1の産地に 

アスパラ団地化 
（JA・町ぐるみ） 

→県No.1の産地に 

大木町・大山町きのこフェア 大木町・大山町きのこフェア 

アスパラ栽培人員 

・障害者雇用 

アスパラ栽培人員 

・障害者雇用 

大木町 
をきのこで 

売る 

（特産品化） 

大木町 
をきのこで 

売る 

（特産品化） 

きのこの加工品試作 きのこの加工品試作 

増資・近代化資 
金活用 

増資・近代化資 
金活用 

第２、３のモアハウス育成 第２、３のモアハウス育成 

経営の安定化 経営の安定化 

加工品商品化 加工品商品化 

きのこの大木町 きのこの大木町 

総合農場 
（テーマパーク） 

地域全体のとりくみ 

直売所 

レストラン 

農場 

・アスパラ・ハーブ 
・トマト・キュウリ 
・花卉 
・アニマルパーク 
・○坪農園 

宿泊施設 
温泉つき 

●農のあるライフスタ 
イル提案をしたい。 

（生活者を味方に） 

70t（1000本）／人単位で 

構成員２０名が公平にリスク・コスト分担 

※モア・ハウスもしめじセンターのメンバー 

70t（1000本）／人単位で 

構成員２０名が公平にリスク・コスト分担 

※モア・ハウスもしめじセンターのメンバー 

１／３＋ １／３＋ １／３ 

生 外食 加工 

とにかく３年間やって 
みろ！ 

部 会 内 で 
は、技術・ 
経 営 情 報 
を共有 

きのこ「カサ割れ」で生産者と生活者意識のズレを実感。流通 

業者はカサ割れを嫌うが、生活者は気にしていなかった。エン 

ドユーザの生の声を聞く必要性を感じた。 

フレンチレストランで１年間交代 
でシェフとして出向 

フレンチレストランで１年間交代 
でシェフとして出向 

「ゆとりの高収益型園芸 
農業確立対策事業」 
県が施設建設費の1/3、 

大木町が1/6援助 

「ゆとりの高収益型園芸 
農業確立対策事業」 
県が施設建設費の1/3、 

大木町が1/6援助 

先輩格の法人・ 
農 家 で OJT や 
研修をさせても 
らった。 

「農村における女性は現場で一生賢明にやっている。農作業 
の半分以上は女性が担っている。なのに社会的に認められて 
いない、冷遇されている。そういった状況を打ち破りたい。優秀 
な女性の力を引き出したい」というのが水落部会長のロマン 
だった。 

「外部への情報発信は 

女性に任せよう」としめ 

じ部会の期待を集める。 

年収６００万円確実と 
いう収益モデルが励 
みになった。 

理事はみな初 
対面だった。 

法人設立の際、事務手続き全 
般をお願いした。その意味では 
苦労がなかった。 

きのこ培地が産業廃棄物とな 
り処理に困った。 

きのこ培地が産業廃棄物とな 
り処理に困った。 

レシピを50蓄積。 

女性部（３３名）は年１回海外旅行に行く。「悲愴感ただような頑張り方は 
したくない。女性としてゆとりのある生活をしたい」 
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（農）モア・ハウス ＜フェーズ課題＞ 

スタート 

23 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

社団法人 日本農業法人協会 

将来展望 

●総合農場 

H9(1997)H10(1998) 
法人化（土台づくり） 

H11(1999)H12(2000) 
成長・安定期 

H13(2001) 
転換期 

●農事組合法人設立（女性起業） 
●家業か自分の仕事かの葛藤 

●品種変更 
●組織強化 

●アスパラガス栽培開始 
●きのこ加工品商品開発 

役員の常勤化 

大木しめじセンター活用 

出資金600万円×３人・補助事業 

大木しめじセンターが伝授 

JA出荷 

大木しめじセンター 

大城しめじ部会強力サポート 

●しめじづくりはゼロからのスタート。経営・生産 
ノウハウの習得が課題。 

●役員はみな農家の主婦。家（の農業）と法人 
の仕事のどちらを優先するかの葛藤が続い 
た。地域における女性の地位も低かった。 

●大木地区しめじ部会、特に農事組合法人「き 
のこの里」の水落氏（キーマン）が協力にサ 
ポート。 

●JAが女性起業をサポート。 

●前理事長は家の農業を選択し退職。他のメン 
バーは経営者としての腹を決める。 

●農村における男尊女卑の風潮。 
●ヘルシーな食志向（ダイエット） 

松藤さん参加で経営陣強化 

大木しめじセンター活用 

価格下落・節約で利益率向上 

大木しめじセンターが伝授 

JA出荷 

店頭試食販売活動 

地域交流会参加 

●しめじの品種変更。カサ割れが起きて一時的 
に価格下落。消費者と生産サイドの意識のズ 
レを認識（流通業者はカサ割れを気にするが 
消費者は気にしていない）。 

●新しく理事に松藤さん参加。 

●生産者と消費者がお互に顔が見えるきのこ 
づくりをするため、店頭での試食販売を実施。 
バイヤーの意見収集にも努めた。 

●理事３人の役割分担と互いに補う協力体制を 
整えた。パートを教育し、自律的作業が可能 
な体制を整備。 

●イタめしの流行。 

●安全・安心志向 

アスパラ栽培人員・障害者雇用 

アスパラガス団地化 

増資・近代化資金活用 

きのこの加工・アスパラ栽培技術 

夏場はきのこ需要減→アスパラ 

九州きのこ生産者「きのこフェア」 

「町をきのこで売る」 

●夏場はきのこの需要が減るため夏場対策が 
必要になった。 

●「きのこ」で大木町を売ろうという気運高まる。 
●きのこの加工品づくり。 

●夏場対策として、きのこの培地利用によるア 
スパラガス栽培を開始（県NO.１の産地とな 

る）。 
●「きのこ」の加工品開発（シェフとしてレストラ 

ンに出向してレシピ蓄積）。 
●「きのこフェア」開催。 

●大木町の「きのこ」による町起こし活動。 
●スローフード 

第２、３のモアハウス育成 

総合農場・テーマパーク化 

経営の安定化 

加工品商品化 

直売所・レストラン 

きのこの大木町 

地域に総合農場 

●生で販売（1/3）＋外食（1/3）＋ 
加工（1/3） 

●農のあるライフスタイル提案 
●生活者との連携 
●女性の起業支援 

●きのこの加工品販売 
●地域に総合農場（直売所・レスト 

ラン・市民農園・宿泊使節） 
●第２・３のモアハウスの支援 

●女性の起業 
●スローライフ 

法人化 

5400万 

1億4000万 

1億2000万 
1億3600万  1億3700万 

1億5200万  1億5600万 

＜売上推移＞ 

20年後 

H9(1997) 

H10(1998) 
H12(2000) H13(2001) 

2年後 5年後 

H15(2003) H14(2002) 

H11(1999) 
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所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

島根県益田市種村町 

松永 和平 

・和牛・F1・F1Xの繁殖・哺育・肥育 
・堆肥製造 
（堆肥製造プラント販売： 

株式会社 環境テクノエンジニアリング） 
（産業廃棄物処理：株式会社 石見ウッドリサイク 
ル） 

1973年 農事組合法人化 

1,194万円 

約9億円（H15年度） 

構成員： 3戸5名 
常時雇用：男14名・女4名 
研修生：2名 

2004.1.31 

http://www.iwami.or.jp/matunaga/ 

継承 

飼育頭数：3,696頭 

・肥育牛3,195頭 繁殖牛 501頭 
・和牛 666頭 F1クロス 475頭 F1 2,053頭 

ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

・農業が好きでなかった松永氏は高校卒業後、大阪の三和銀行に就職。しかし都会の生活に 

なじめず３か月で帰郷。当時島根県では農業公社が畜産基地建設事業を展開しており、父 

親は息子を呼び戻すために会社形態の農業を考えていた。昭和49年に農事組合法人設立、 

昭和49年に農業公社から土地を購入、184頭の乳種肥育を開始する。 

・昭和58年の山陰水害の折、牧場開発が土石流出の原因となった、畜糞も流出したという批判 

を受けたことから、堆肥盤を作り堆肥を農家に供給、堆肥販売を開始する。 

・昭和59年に父親から経営権を奪い社長に就任、スタッフ若返り作戦を実施。牛肉輸入自由化 

対応策として、米国視察もした上「黒毛和牛（F1・F1X）の繁殖・哺育・肥育の一貫経営」の方 

針を決め、平成5年までに乳用種から撤退。血液検査も開始する。 

・肉の品質を数値で管理、BSE問題に対応してISO14001認証取得、トレーサビリティ完備、ICタ 

グを活用した哺育の導入等、ITを積極的に活用する。 

・平成14年に大規模な牧場を建設開始、事業を拡大中である。 

●数字による経営 
管理 

●利益あっての 
経営 

●逆境をチャンス 
に先手必勝 

・次に予想される課題に備え、先手を打って確実に対応策を検討。松永 
氏いわく、「逆境は考えるチャンス」。対応策を布石として必ず次のス 
テップの事業発展につなげていくビジネス手腕を持つ。 

・「畜産廃棄物公害」 
→堆肥・環境器機販売事業（株）環境テクノエンジニアリング設立 
→産業廃棄物処理業取得（株）石見ウッドリサイクル設立 

・「牛肉輸入自由化」 
→ 繁殖・哺育・肥育一環経営（和牛・F1X種への切り替え・予防原則で 

の血液検査・品質の数値管理） 
・「BSE問題」 

→ISO14001認証取得→ IT・数字を駆使→トレーサビリティ完備・生産 
履歴公開JAS対応→社会に評価される畜産へ 

・満州から引き揚げてきた父親にとって、定住し、地域に貢献（高齢者の雇 
用など）することが経営の目標。しかし松永氏は身を切られる思いで経営 
権を奪い社長となった。その背景には「利益あっての経営体」という厳し 
い経営哲学があった（会社は社員に給料を払っていく義務がある）。 松 
永牧場は現在、確実な収益確保の上、牛肉祭り、山菜を食う会など地域 
へのサポートを行っている。 

（農）松永牧場 
24 

・銀行出身で経理に強い松永氏は計数管理型の経営を行っている。飼 
育データ・血液データによる牛の健康管理、牛肉の品質評価、ICタグ 
を使って哺乳管理など。なお、家畜の世話が子供のころから大好き 
だった弟・直行氏は生産管理を担当。 

※2004.6現在 
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（農）松永牧場 24 

松永和平氏 

堆肥製造 

ICタグ、ロボットで哺 
育管理 
（子牛に適量のミルクを 
与える等） 

赤ちゃん牛と毋牛 

子牛 

血液検査で牛の健康状態をチェック 

肥育ブース 
（牧場の中はどこも清潔でにおい 

もほとんどしない） 
繁殖ブース 飼料 

（株）石見ウッドリサイクル 
平成12年に土木・製材会社及び当社とで設立。アメリカ製の移動式木材破砕機 
を導入して廃材処理を行っている。 

松永牧場のシール 
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（農）松永牧場 ヒストリー 24 

就農前 就農期 激動期 規模拡大 将来構想 

社団法人 日本農業法人協会 

＜松永和平氏＞ 

●松永氏は農家の長男とし 
て生まれるも農業が嫌い 
で高校（浜田市の高校の 
情報処理学科）を卒業後、 
大阪市内の三和銀行に就 
職する。 

●しかし、都会の生活になじ 
めずに３か月で退職し帰 
郷（S48.6）。 

帰京のもう一つの契機は、 
父親が交通事故に遭った 
こと。 

＜父親＞ 

●松永氏の父親は16歳の 
時満蒙開拓で中国に渡り、 
波瀾に満ちた青春を送っ 
た。終戦後S28に帰国、岩 
手に入植。その後養子縁 
組で益田市に移住。水稲 
と乳用牛30頭（哺育経営） 
で農業を営んでいた。 

●「会社方式でやるから」と 
松永氏を呼び戻した。 

●ほとんど定住せずにきた 
父親にとって地域貢献で 
きることはこの上ない喜び 
だった。 

＜弟＞ 

●松永氏の弟は農業が好 
きで中学生の頃より牛を 
飼育していた。ホルスタイ 
ンスモールを30頭飼育。 

S49 
島根県農業公社が建設・ 

分譲した土地を購入 
（牧場を移転） 

S49 
島根県農業公社が建設・ 

分譲した土地を購入 
（牧場を移転） 

S48 
農事組合法人 

「松永牧場」設立。 
184頭の乳用種を肥育 

構成員５戸６人 

S48 
農事組合法人 

「松永牧場」設立。 
184頭の乳用種を肥育 

構成員５戸６人 

S48  松永氏就農（18歳） 

→経理担当 
S53直行氏（弟）就農 

→飼育管理担当 

S48  松永氏就農（18歳） 

→経理担当 
S53直行氏（弟）就農 

→飼育管理担当 

S48(1973)S58(1983)  S59(1984)H12(2000)  H12～(2000～) 

S59 
松永氏 

社長に就任。 
（当時２８歳。父親から経営権を奪 

取） 

S59 
松永氏 

社長に就任。 
（当時２８歳。父親から経営権を奪 

取） 

工事中の梅田駅の薄汚 
い鉄骨の間から人が湧 
いてくるのがイヤだった。 

父親と息子 
の対立激化 

父親と息子 
の対立激化 

S60 堆肥販売開始 S60 堆肥販売開始 

スタッフ若返り作戦。地元出身U 
ターン者、女性などを採用。 

スタッフ若返り作戦。地元出身U 
ターン者、女性などを採用。 

S58 
山陰水害 
堆肥盤を作り、 

埋没水田等下流農家に堆肥を供給 

S59 
有機物稲藁利用組合設立 

S58 
山陰水害 
堆肥盤を作り、 

埋没水田等下流農家に堆肥を供給 

S59 
有機物稲藁利用組合設立 

牧場開発が土石流出の原因となった、 
畜糞も流出したと批判される。 H1 JA合併 

金融機関を地元地銀・信金に切り替え。 
出荷先を東京食肉市場にシフト。近年は地産地消で地元島根にも出荷。 

H1 JA合併 
金融機関を地元地銀・信金に切り替え。 

出荷先を東京食肉市場にシフト。近年は地産地消で地元島根にも出荷。 

H3 
牛肉輸入自由化 

H3 
牛肉輸入自由化 

S63 
黒毛和牛（F1・F1X） 

繁殖・哺育・肥育 
一貫経営へ方針決める 

※H4に和牛導入 
H5までに乳用種から撤退。 

S63 
黒毛和牛（F1・F1X） 

繁殖・哺育・肥育 
一貫経営へ方針決める 

※H4に和牛導入 
H5までに乳用種から撤退。 

利益があってはじめて社会貢 
献ができる。 
これでは結婚できない。 

地域貢献優先が法人の理念。 
定年退職者を雇用するのでほと 
んどが６０歳以上 

地域貢献優先が法人の理念。 
定年退職者を雇用するのでほと 
んどが６０歳以上 

兄弟で米国視察。自由化対応策を練る。実 
験的経営をするなと県が反対。 

H3  牛肉祭・「山菜を食う会」でヤマメ放流 H3  牛肉祭・「山菜を食う会」でヤマメ放流 

規模拡大 
H14 （H16完成）繁殖・哺育・ 
肥育一貫牧場建設開始（８０ 

０頭） 

規模拡大 
H14 （H16完成）繁殖・哺育・ 
肥育一貫牧場建設開始（８０ 

０頭） 

H12 石見ウッドリサイクル 
H14 環境テクノエンジニアリング 

設立 

H12 石見ウッドリサイクル 
H14 環境テクノエンジニアリング 

設立 

H13 
BSE日本で発生 

H13 
BSE日本で発生 

H15 

ISO14001認証取得 

H15 

ISO14001認証取得 

トレーサビリティ完備 
→畜産JAS認証に万全の備え 

トレーサビリティ完備 
→畜産JAS認証に万全の備え 

H18 租税特別措置法の解除 

牛肉自由化もBSEもいろいろ考 
えるよいきっかけになる 

若者が入社希望 若者が入社希望 
若手社員をフル活用 

・H16年度は５人採用予定 
・研修制度 ・リフレッシュ休暇 

若手社員をフル活用 
・H16年度は５人採用予定 

・研修制度 ・リフレッシュ休暇 

販路拡大が課題（供給過剰） 販路拡大が課題（供給過剰） 農家用堆肥がHAとバッティング 

H7 
血液検査開始（全頭年４回） 

・ビタミン投与ノウハウ（霜降り肉） 
・予防原則 

H7 
血液検査開始（全頭年４回） 

・ビタミン投与ノウハウ（霜降り肉） 
・予防原則 

H5 日本農業賞受賞 
H9 共進会・最優秀賞を 
受賞 H11-13 共励会で 

連続最優秀賞。 

H5 日本農業賞受賞 
H9 共進会・最優秀賞を 
受賞 H11-13 共励会で 

連続最優秀賞。 

父をクビにしてしまった。 
かわいそうだった。つら 
かった。 

牛舎・堆肥 
舎増設 

牛舎・堆肥 
舎増設 

一貫経営 

繁殖 繁殖 

哺育 哺育 

肥育 肥育 

H17に 
5400頭を目指す 

●環境ビジネス 

環境機器販売事業 
廃棄物処理業 

●環境ビジネス 

環境機器販売事業 
廃棄物処理業 

＜課題＞ 
堆肥の販路拡大 

●有限（株式） 
会社化 
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（農）松永牧場 ＜フェーズ課題＞ 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

社団法人 日本農業法人協会 

将来展望 

●有限（→株式）会社化 
●繁殖・哺育・肥育一環経営 

S48(1973)S58(1983) 
就農期 

S59(1984)H12(2000) 
激動期 

H12～(2000～) 
規模拡大 

●農事組合法人「松永牧場」設立 
●畜産廃棄物公害 

●松永氏社長に就任 
●黒毛和牛導入・繁殖開始 

●規模拡大 
●数値データの徹底管理・活用 

親子対立・高齢化 

農業公社分譲農地購入 

収支悪化・JAから独立 

F1 種投入 

JA出荷 

元県議会議長の知人 

山陰水害で堆肥づくり協定 

●高齢者を雇用するなど父親が「利益より地域 
貢献」を重視する赤字経営をしていたため息 
子である松永氏達の不満募る。 

●山陰水害で牧場開発が土石流出の原因と 
なった、畜産廃棄物が水を汚染したと批判さ 
れる。 

●次期（昭和59）松永氏が経営権を執り、社長 

となった。 
●堆肥盤を作り、堆肥を農家に提供し土地の改 

良に役立ててもらった。（堆肥製造・販売を開 
始する契機となる）。 

●畜産廃棄物公害への関心高まる 
●山陰水害 

世代交代・若返り作戦 

牛舎・堆肥舎・袋詰機購入 

ＪAから地銀・信金に切り替え 

黒毛和牛・F1X導入、血液検査 

JA出荷から東京食肉市場へ 

牛肉自由化に備え「米国視察」 

牛肉祭開始 

●平成３年に牛肉輸入が自由化されることとな 
り対応策が必要となった。 

●JAが広域合併し、今までの貸出資金の回収 

が実施された。 

●兄弟で米国視察をした結果、乳用種ではなく、 
「黒毛和牛（F1X）」の「繁殖・哺育・肥育」一貫 
経営をするという方針を決定、即転換を図る。 

●地元地銀・信金に切り替え。出荷先をJAから 
東京食肉市場にシフトした。 

●牛肉輸入自由化（H3） 
●バブル崩壊（H3） 

新人雇用・研修制度 

規模拡大 

大規模投資 

ISO14001認証取得 

堆肥販路拡大頭打ち 

共進会・共励会の品評会と交流 

産廃処理業取得・地元にも出荷 

●平成８年頃よりBSE、O157による消費への 

影響が危惧されていたが、平成１３年日本で 
もBSE牛が発見され、牛肉の需要が激減。 

●堆肥の供給量が増加し、需要過多。 

●予防原則の考え方からBSE問題に対応して 
ISO14001認証を取得。結果としてトレーサビ 
リティや牛肉の生産情報公表JASの導入に 
先んじる形となった。 

●堆肥販路はなお課題（家庭用・市民農園用、 
特定事業者向けの販路を開拓中） 

●BSE日本でも発生（H13）。牛肉需要落ちる。 
→BSEで米国より牛肉輸入中止(H15)。和牛 
需要伸びる。 

●堆肥の供給過剰 

有限（株式）化・人材登用 

H17年度5400頭 

H16投資終了 

一貫経営・牛肉JAS 

環境器機販売強化 

牛肉祭・見学受け入れ 

●一貫経営の強化。 
農事組合法人 
→人材登用や多様な事業展開を 
しやすい組織に転換する。 

●平成18年に投資終了後、有限 

会社化、株式会社化する。 
※加工・観光事業には参入しな 
い。 

●環境器機販売を強化する。 

●FTA交渉 

24 

S48(1973)S58(1983) 

規模拡大 

売上：千円 

＜売上推移＞ 

10年後 

法人化 

20年後 30年後 
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ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

愛媛県西予市明浜町 

片山元治（地域協同組合無茶々園 代表） 

宇都宮俊文（農事組合法人 無茶々園 代表） 

柑橘類（温州みかん・伊予柑・甘夏・ポンカ 
ン）生産・販売 

※販売：株式会社地域法人無茶々園 
柑橘類加工品委託生産・販売 
海産物・真珠販売 

1989年 

約４億円 

2004.3.15 

http://www.muchachaen.com/i 

継承 

柑橘類（温州みかん・伊予柑・甘夏・ポンカ 
ン） 

・片山氏が地元に戻った1970年代、温州みかんの価格が暴落、地域の青年後継者20数名 
が毎晩今後の農業のありかたを議論していた。当時は公害問題への関心が高まっていた 
こと、米国オレンジ農業とは違う土俵で戦うために「有機」でやろうということになる。昭和49 
年に15aの実験畑を借地、「無茶々園」と名づけ任意団体として活動を続ける。試行錯誤で 
つくった当初のみかんは見た目が悪くことごとく販売を拒否され続けた。しかし松山市の自 
然食品店が取り扱ってくれたのを発端に東京で販路拡大、TV番組にも紹介通販顧客（現 
在３割）も増加していった。苦渋の年月を経て、平成元年頃には地域の１割の農家が活動 
に参加するようになり、農事組合法人を設立。メンバーは85名、100haで1500トンの生産量 
に達した。 

・有機栽培に反対するJAとは折り合いが悪く、平成８年建設されたスプリンクラーの使用（JA 
側は農薬散布を主張）をめぐって対立が深まり訴訟が平成15年まで続いた。 

・平成13年ISO14001導入を契機に農家にパソコンを導入、生産履歴の公開を実施。光セン 
サーも活用。販売会社、新規就農者研修組織、農場ネットワーク、海外研修生受入組織等 
多彩な組織をネットワークしている。法人経営は地域づくりそのもの、漁業との連携もとり、 
環境活動、介護活動にも力を入れている。 

● ゆるい生産者 
ネットワーク 

・迷いなく「これからは有機でやる！」と邁進してきたパワーは、「何とか 
地域の生活を続けられるようにしよう」という強い思いから生まれたも 
のである。LPG基地建設反対運動を経て、活動は農業の枠を超えて 
地域づくり全体に広がる。石鹸（廃油を処理場に持っていくと石鹸が 
作れる）利用促進などの環境運動、高齢者対応（ホームヘルパー講 
座等）などを実施。衰退傾向にある漁業とも連携し、海産物や真珠の 
販売も行っている。 

・生産者の「ゆるい」ネットワークも特徴のひとつ。統一基準を徹底す 

るのではなく、生産から販売、顧客対応まで基本的に個々の農家が 

対応している。サイズ規格の分別をしないので個々の農家で包装が 

可能である。多様性の尊重は急傾斜の畑で高齢者が無理をしない 

で生産を続けられるための策でもある。 

●「無茶々園グルー 
プ」多彩な関連 
会社による多彩 
な事業展開 

・地域協同組合無茶々園グループとして多彩なグループをネットワークし 
て活動している。 

・生産：農事組合法人 無茶々園 
・販売：（株）地域法人無茶々園 
・新規就農者研修：ファーマーズユニオン天歩塾 
・農場ネットワーク：ファーマーズユニオン 
・海外との交流（研修生育成）： NPO法人 海外研修生招聘協会 

有限会社 メビウスジャパン 
・通信販売：有限会社 イー・有機生活四国 

（農）無茶々園 
25 

● 町づくりと連動し 
た生産活動 

８５戸 

※2004.6現在 

50万円 
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（農）無茶々園 25 

片山元治氏 

基本的に梱包までは各生産者の役割 

とても美しい明浜町の景観 
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就農前 黎明期 成長期 将来構想 

（農）無茶々園 ヒストリー 

実験みかん畑15aで 
試行錯誤で有機栽培 

実験みかん畑15aで 
試行錯誤で有機栽培 

●片山氏、大学卒業後、地 
元に戻る。 

＜1970年代当時＞ 
●温州みかんの価格が暴 

落 
●地域の青年農後継者20 

数名が夜な夜な集まって 
酒を飲み交わしながら今 
後の農業のあり方を議論。 

●JAでは、伊予柑・ポンカン 
などへの品種転換を進め 
ようとしていたが、栽培が 
難しいこと、農薬使用量が 
多いことなどから後継者 
グループは「有機栽培」に 
チャレンジしようということ 
になった。 

＜有機という選択肢＞ 
●米国のオレンジ栽培を見 

てきた派米研修経験者が、 
米国オレンジと同じ土俵で 
戦うのではなく棲みわける 
農業を主張した。 

●また、当時有吉佐和子の 
『複合汚染』レイチェル・ 
カーソンの『沈黙の春』が 
話題となり、環境問題や 
農薬による健康問題に世 
の中の関心が高まってい 
た。 

●1974年に寺の住職から 
借地した15aの実験畑は 
「無茶々園」と名づけられ、 
後の法人名となる。 

S49(1974)S55(1980)  S56(1980)H1(1989) 

社団法人 日本農業法人協会 

みかんの価格暴落 みかんの価格暴落 

25 

法人化 展開期 

H2(1990)H11(1999)  H12(2000) 

若手後継者20数名が 
今後の地域の農業 

について議論 

若手後継者20数名が 
今後の地域の農業 

について議論 

有機栽培に 
挑戦しよう！ 

有機栽培に 
挑戦しよう！ 

NHKの朝番組で 

取り上げられる。 
NHKの朝番組で 

取り上げられる。 

東京で販路拡大 
・東急ストア ・首都圏コープなど 

東京で販路拡大 
・東急ストア ・首都圏コープなど 

販売先見つからず 
（JAも拒否） 

販売先見つからず 
（JAも拒否） 

通信販売拡大（農家個々に発送・生活者との交流） 通信販売拡大（農家個々に発送・生活者との交流） 

LPG基地誘致反対運動 

→町づくり運動 
（無茶々園が中心） 

LPG基地誘致反対運動 

→町づくり運動 
（無茶々園が中心） 

衰退している漁業との連携 
（海産物・真珠提携販売） 

衰退している漁業との連携 
（海産物・真珠提携販売） 

ISO14001取得とともに強化 

環境活動（町ぐるみ） 
・無農薬 ・無化学肥料 

・石鹸使用・廃棄物適正処理 

ISO14001取得とともに強化 

環境活動（町ぐるみ） 
・無農薬 ・無化学肥料 

・石鹸使用・廃棄物適正処理 

賛同メンバー拡大 
（S63：55名） 

農地拡大 
（S63：34ha・700トン） 

賛同メンバー拡大 
（S63：55名） 

農地拡大 
（S63：34ha・700トン） 

H2 
農事組合法人無茶々園設立 

（生産・技術・交流） 
H15 

メンバー85名 経営面積100ha 1500トンに 

H2 
農事組合法人無茶々園設立 

（生産・技術・交流） 
H15 

メンバー85名 経営面積100ha 1500トンに 

H5 
株式会社 

地域法人無茶々園 
設立 

（グループ会社：販売） 

H5 
株式会社 

地域法人無茶々園 
設立 

（グループ会社：販売） 

H5 
研修センター設立 

H9 
ファーマーズ 

ユニオン 
天歩塾開設 

（新規就農者研修） 

H5 
研修センター設立 

H9 
ファーマーズ 

ユニオン 
天歩塾開設 

（新規就農者研修） 

H14 
NPO法人 海外研修生招聘協会 

有限会社 メビウスジャパン 
（外国人研修生受け入れ） 

H14 
NPO法人 海外研修生招聘協会 

有限会社 メビウスジャパン 
（外国人研修生受け入れ） 

H8に建設したスプリンクラー使用（農薬散布）をめぐって 
「無茶々園派」vs「JA派」対立（H15に訴訟和解） 

H8に建設したスプリンクラー使用（農薬散布）をめぐって 
「無茶々園派」vs「JA派」対立（H15に訴訟和解） 

JAとの関係悪化 
（有機栽培に反対） 
JAとの関係悪化 

（有機栽培に反対） 

H13 
ISO14001認証取得 

H13 
ISO14001認証取得 

通信販売３割 
スーパー・生協７割 

通信販売３割 
スーパー・生協７割 

松山市の自 
然食品店と 
の取引開始 

松山市の自 
然食品店と 
の取引開始 

生活者との交流会に参加。 
「農薬＝毒」の認識高まる。 

全農家にパソコン導入 全農家にパソコン導入 

光センサー導入（糖度・酸味） 光センサー導入（糖度・酸味） 

「勝負はあった！」「おもしろく 
てたまらない！」 

●ブランドフォーメーション計画 
・「無茶々園」 
・ファーマーズユニオン 

地域協同組合 地域協同組合 

集団家族経営 集団家族経営 

●生産農家会員が個々に 
生産から販売管理まで、 
およびトレーサビリティ、 
リスク管理、クレーム対 
応までを行う。 

●個別対応ができない生 
産者はグループ化して集 
団家族経営を行う 

●農業・漁業が連携 
●複数の法人格 

流通構造変革 流通構造変革 

●食べる人と作る人をお金 
以外の価値でつなぐ。第 
２のふるさととなる。 

農の国際連携 農の国際連携 

農場ネットワーク 農場ネットワーク 

個々の農家の手間を省くため、 
サイズの規格分けはしていな 
い。 
通販向けは個々の農家が梱 
包時ちらしを同封したり、お客 
さんとの交流（みかん狩りな 
ど）を実施。 

見栄えが悪く、どこに行っても 
断られ落胆した・・・。 

認知度が高まり、急にお客さ 
んが増えた。 

１戸１戸の独自性を 
生かした生産活動。 
ゆるい連携関係。 

H2頃には地域の１割の 

生産者が参加 

2  8 
ホームヘルパー養成講座実施 ホームヘルパー養成講座実施 

H3 
オレンジ 

輸入自由化 

H3 
オレンジ 

輸入自由化 

米国のオレンジと棲み分ける農 
業をしなくては！ 
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86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 

スタート 10年後 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 

（農）無茶々園 ＜フェーズ課題＞ 

法人化 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

社団法人 日本農業法人協会 

S49(1974)S55(1980) 
黎明期 

S56(1980)H1(1989) 
成長期 

H2(1990)H11(1999) 
法人化 

H12(2000) 
展開期 将来展望 

●柑橘類有機栽培開始 
●販路開拓 

●メンバー拡大 
●農地面積拡大 

●スプリンクラーをめぐり 
JAと対立 ●法人化 

●ISO14001取得 
●海外との交流 

●地域協同組合 

若手後継者中心に活動 

実験畑を拡大 

試行錯誤で有機栽培 

自然食品店→東京進出 

TV番組で紹介・生活者交流 

地域に有機栽培呼び掛け 

●温州みかんの価格が暴落。 
●有機みかんの販路開拓に苦労す 

る。 

●青年後継者が「有機」でやろうと 
決め実験栽培を始める。松山市 
の自然食品店が取り扱ってくれ 
た。その後東京で協力に営業活 
動をし販路を開く。 

●環境テーマの市民運動（公害へ 
の関心高まる） 

●生協成長期 

メンバー拡大 

農地面積拡大 

東京のスーパー・生協 

取引先・顧客 

LPG基地誘致反対運動 

●LPG基地誘致反対運動が起こ 
る。 

●もともと地域づくりの考えが基盤 
にある無茶々園では、農業だけ 
でなく、生活全般に取り組みを拡 
大。 

●「地域が生き残るための一日 
5000円で暮らせる仕組みづくり」 

●LPG基地誘致 
●温州みかん価格暴落 

法人化 

スプリンクラー 

新規就農者研修 

販売会社設立・漁業と連携 

顧客（生活者）との交流 

スプリンクラー訴訟 

●生産者のネットワーク強化。 
●農業用水とともに建設したスプリ 

ングクラー使用方法をめぐって 
JA派（農薬使用派）と対立。 

●新規就農者を研修する「天歩 
塾」設立、卒業生をファーマーズ 
ユニオン農場としてネットワーク。 

●訴訟は続いたが「有機」が市民 
権を得るにつれて農薬散布中止 
の方向性へ。 

●温州みかん価格下落 
●オレンジ輸入自由化（H3） 
●バブル崩壊（H3） 

外国人研修生受け入れ 

農地面積拡大 

市中銀行と取引 

ISO14001取得・IT化 

通販3割・スーパー生協7割 

HPで生産情報公開 

環境活動・海外交流 

●平成13年ISO14001導入。 
●「有機」の市場形成。 

●農家にパソコンを導入、生産履 
歴のHP公開を実施し、世の中に 
先んじてトレーサビリティを導入。 

●光センサー（糖度・酸味）を導入 
し、商品力を向上させる。 

●温州みかん価格下落。 
●安全・安心への関心高まる（有 

機農産物の市場形成） 

集団家族経営 

一日5000円で暮らせる村 

生活者との連携（故郷化） 

農家が個別に情報管理 

流通構造変革 

世界の農家との交流 

地域協同組合（含漁業） 

●ネットワーク強化 
①地域協同組合 
②集団家族経営 
③農場ネットワーク 
④農の国際連携 

①漁業も含めた地域産業の連携に 
よる組織を形成。複数の法人格 
を用意。 

②家族経営を基本とし、個別対応 
が不可の農家で集団家族経営 
実施。 

③④多用なネットワークで活動。 

●スローライフ（ふるさと回帰）。 
●アジアの農業者連携。 

25 

5.7億円 

H12(2000) 

6.8億円 

H9(1997) 

6.5億円 

H11(1999) 

7.4億円 

H13(2001)  5.9億円 

H14(2002) 
4億円 

H15(2003) 

＜売上推移＞ 
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２００４年度
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有機栽培・特別栽培農産物の 
流通・販売、生産、輸出 

有機栽培・特別栽培農産物の 
流通・販売、生産、輸出 

花卉栽培（苗・切花向け・育種） 
花卉加工事業 

教育事業 
販売事業 

花卉栽培（苗・切花向け・育種） 
花卉加工事業 

教育事業 
販売事業 

稲作(125ha) 
生産委託： 60ha 自社生産： 20ha 

作業委託：40ha 松浦氏個人：1.8ha 

農産加工（里芋加工品・餅） 
販売事業 

稲作(125ha) 
生産委託： 60ha 自社生産： 20ha 

作業委託：40ha 松浦氏個人：1.8ha 

農産加工（里芋加工品・餅） 
販売事業 

観光農業 
農園料理 

テラスハウス 
パン・ケーキ工房 

観光農業 
農園料理 

テラスハウス 
パン・ケーキ工房 

稲作 
畑作 

販売事業 

稲作 
畑作 

販売事業 

（有）生産者連合 
デコポン 

（有）生産者連合 
デコポン 

（有）ワイルドプランツ 
吉村 

（有）ワイルドプランツ 
吉村 

（有）アースワーク （有）アースワーク 

（有）杉農園 （有）杉農園 

（有）和名川ファーム （有）和名川ファーム 

●「農耕の園」という 
コンセプト 

●多彩な春夏秋冬 
サービスメニュー 

●生産者ならではの 
体感的ノウハウ 

●「花のある食卓・生 
活」の提案 

●オリジナル品種と 
栽培管理技術 

●個性的な家族経営 

●生産者起点の 
販売会社 

●採算ベースの 
有機栽培 

●コーディネーター 
としてのデコポン 

●社会資本の整備 
としての地域投資 

●自己責任をもとに 
した協業 

●農地・設備を 
所有しない経営。 

●多様な生産形態 ●企業との協働 

●生産者ネットワークと 
３つの販売チャネル 

２００４年度：５法人からの示唆 ２００４年度：５法人からの示唆 

３つのトピックス 
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27 

28 

29 
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所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

（有）和名川ファーム 

山形県東田川郡藤島町和名川 

高橋治 

稲作 
畑作 
販売事業 

1990年：有限会社化（就農後16年目） 

1,000万円 

3,127万円（2004年度） 

２名 

2004.8.20 

http://www12.plala.or.jp/fwanagawa/ 

継承 

米（ササニシキ・どまんなか・はえぬき。 
ひとめぼれ）・馬鈴薯・大豆・野菜（山東 
菜・葉大根・赤かぶ・浅葱他） 

ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

・高橋氏は昭和31（1956）年、農家の長男として生まれ、千葉大を卒業後、実家の農業を継 
承した。これから「農業経営の時代」が来るだろうという将来予測と、経理を把握することに 
よって実家の農業の経営権を取得できるという思惑のもと、仲間とともに「農業経営研究 
会」を組織し経理の勉強にいそしむ。後、平成2年に（有）和名川ファームを設立、「農業経 
営研究会」は生産者ネットワーク「ＦＦＣ（藤島町フロンティアクラブ）21」に発展し、高橋氏の 
活動基盤となっていく。 

・平成７年の新食糧法施行を背景に、ＦＦＣ21を母体とする２つの米販売組織が発足する。そ 
の１つは平成６年に設立された集落4人（現在８人）の参加する販売組織「おんぶバッタの 
会」（販売先：東京のこだわり系の米屋）、もう１つは平成7年に設立された庄内地区（近隣 
３町）の販売組織（販売先：すかいらーく、伊藤忠ライスなど）である。 

・また生産調整が進む中、ＦＦＣ21内の未調整組が30名に膨らみ、地域との軋轢が生じる。こ 
の解消と米価下落への対応策として、14人の仲間と馬鈴薯の転作を平成11年に開始、カ 
ルビーポテト（株）と契約栽培。 

・高橋氏は地域活動を「中長期的な投資」（社会資本の整備）と考えており、若者の育成を行 
うために「ジュニアＦＦＣ」も発足させ、次世代への農業継承を確実に行っている。 

●生産者ネットワー 
クと３つの販売 
チャネル 

●社会資本の整 
備としての地域 
投資 

●自己責任をもとに 
した協業 

・販売組織・生産組織設立の際、特徴的なのが、個々の生産者が参加 
を主体的に決定するというスタンスを貫いていることである。参加を 
強要するのではなく、志しを同じくするものだけで組織を構成している 
ため、結束力が強く、行動に移すのも早い。そんな熱意あふれる彼ら 
には周囲からの惜しみないサポートがある。 

・高橋氏は①（有）和名川ファーム ②集落の販売組織「おんぶバッタ 
の会」 ③藤島・羽黒など近隣３町の販売組織「庄内こめ工房」の次 
元が違う３つのチャネルを組み合わせて米販売を行っている。 

・これらの販売組織の基盤となっているのが生産者ネットワーク「ＦＦＣ 
21」である。ここには地域を超えて想い・志向を同じくする仲間（地域 
リーダー）が集っており、その結束力、相互サポート体制は他に類を 
見ないと言ってもよいだろう。 

・稲作に本気で取り組む農家の多い庄内地区においては、１戸１法人 
で頑張るよりも、組織として動いたほうがメリットが大きいというのが 
高橋氏の信条である。 

26 

・高橋氏は諸々の地域活動は「中長期的投資」（社会資本の整備）であ 
り、短期間で貨幣価値としては還元されなくてもよいと考えている。 

・「おんぶバッタの会」からの報酬は多くはないが、地域のネットワーク力 
を強化し、高橋氏自身の政治的なポジションを築くための活動として 
の意味がある。 

※2005.3現在 
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（有）和名川ファーム ヒストリー 26 

経営者：高橋治氏 
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庄内は米所 

和名川ファームでは浅葱、山東菜などの希少品目を栽培 

ＦＦＣ21の農業研修会  2004.8.20 
（県農業試験場にて） 

ＦＦＣ21の懇親会（和名川ファームの倉庫にて）  2004.8.20 
右下写真の右端は、ジャガイモ栽培の先駆者となった叶野氏。調査隊も飛び入り参加。採れたてのだだ茶豆に舌鼓 
を打ちながら談笑。様々な話題が飛び交う。 

先代は好きな絵を描きながら悠々自適の生活を 
送っている。農村には高齢者の居場所がある。 

高杯氏家の家屋の側面には、古い農機 
具がオブジェとしてかざってある。庄内 
の稲作の歴史を感じさせる。 

「おんぶバッタの会」への想いを語る高橋氏。 庄内米工房の米袋 

農業機械



（有）和名川ファーム ヒストリー 26 

就農前 就農～個人経営の時代 地域の販売組織設立 将来構想 

社団法人 日本農業法人協会 

転作ジャガイモ契約栽培 

Ｈ２ 
（有）和名川ファーム設立 

高橋氏：代表取締役、取締役：奥さん、 
監査役：お母さん 

Ｈ２ 
（有）和名川ファーム設立 

高橋氏：代表取締役、取締役：奥さん、 
監査役：お母さん 

＜和名川集落＞ 

●営農意欲が高く、農地 
の集積が難しい地域。 

＜高橋氏＞ 

●Ｓ31（1956）年生まれ。 
農家の長男（姉が２人） 
として家業を継ぐ。 

●生産調整が始まる→こ 
れからは稲作と畑作の 
組み合わせがよいと考 
え、花卉か野菜の栽培 
を志す。 

●高校（花卉栽培専攻） 
卒業後、千葉大学園芸 
学部へ進み野菜栽培を 
学ぶ。Ｓ51卒業。 

大学では稲作経営以 
外のトップ農家の子弟 
と交流、視野を広げる。 

●千葉県の農家のもとで 
３ｹ月野菜栽培の研修。 

●当時、うるち米ともち米 
を混植する父親の米づ 
くりに不安を覚える 

＜父＞ 

●９人兄弟の次男。ＪＡ 
の理事を務める。 

●養蚕、柿、稲作の複合 
経営。（先々代は養蚕 
と稲作） 

●農地3.8ha 

個の農業 個の農業 

Ｓ51（1976) ～Ｈ4（1992） Ｈ5（1993)～Ｈ10（1998） Ｈ11（1999)～Ｈ16（2004） 

23 歳で就農 

・3.8haで柿・野菜（ハウス）水稲栽培 

・結婚 

23 歳で就農 

・3.8haで柿・野菜（ハウス）水稲栽培 

・結婚 

庄内地域では法 
人化第１号 

●目標 
売上30005000万円 

（稲作は頭打ち、畑作に注力） 

●地域農業の継承者 
として認められる 

→何かあった時に地域 
がバックアップしてくれる。 
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税金対策⇔権限委譲 
みなし法人制度の廃止 

・農地の購入→追徴金をとられる。 
・土曜定休、「小規模企業共済制度」（退職金給 
付）に加入など奥さんの働きやすい環境整備。 

税金対策⇔権限委譲 
みなし法人制度の廃止 

・農地の購入→追徴金をとられる。 
・土曜定休、「小規模企業共済制度」（退職金給 
付）に加入など奥さんの働きやすい環境整備。 

「農業経営研究会」立ち上げ 
複式簿記の勉強会 

「農業経営研究会」立ち上げ 
複式簿記の勉強会 

個
人

 

和名川ファーム：水稲、柿、畑作（ハウス）の３本立て(野菜は奥さんの担当) 和名川ファーム：水稲、柿、畑作（ハウス）の３本立て(野菜は奥さんの担当) 

Ｈ6～ ＦＦＣ（藤島フロンティアクラブ）21 
志しを同じくする自立した生産者の集まり。 

Ｈ6～ ＦＦＣ（藤島フロンティアクラブ）21 
志しを同じくする自立した生産者の集まり。 

販売会社 

生産者ネットワーク 

Ｈ15 
「庄内こめ工房」株式会社化 

・200名参加。2万数千俵 

・卸：山種 販売先：すかいらーく、伊藤忠ライス他。 
・庄内米ブランド化（品質統一・ササニシキ／はえぬき 

／どまんなか／ひとめぼれのラインナップ） 

Ｈ15 
「庄内こめ工房」株式会社化 

・200名参加。2万数千俵 

・卸：山種 販売先：すかいらーく、伊藤忠ライス他。 
・庄内米ブランド化（品質統一・ササニシキ／はえぬき 

／どまんなか／ひとめぼれのラインナップ） 

Ｈ11 
転作馬鈴薯生産・販売 

カルビーポテト（株）と契約栽培（ＪＡ出荷）。 
農機具メーカーのサポート。 

Ｈ11 
転作馬鈴薯生産・販売 

カルビーポテト（株）と契約栽培（ＪＡ出荷）。 
農機具メーカーのサポート。 

Ｈ11  「藤島町土を考える会」発足 
１４戸10haよりスタート。現15戸14ha 

Ｈ11  「藤島町土を考える会」発足 
１４戸10haよりスタート。現15戸14ha 

集
落

 
庄

内
地

区
 

藤
島

町
 

Ｈ６ 
「おんぶバッタの会」設立 

集落４人の販売組織。 

Ｈ６ 
「おんぶバッタの会」設立 

集落４人の販売組織。 

Ｈ７ 
任意団体「庄内こめ工房」設立 

近隣３町の生産者からなる任意販売団体。 
高校の同級生斉藤氏（養豚）が中心メンバー。 

Ｈ７ 
任意団体「庄内こめ工房」設立 

近隣３町の生産者からなる任意販売団体。 
高校の同級生斉藤氏（養豚）が中心メンバー。 

地域の農業の 
マネジメント 

地域の農業の 
マネジメント 

× 

①これからは農業経営の時代 
②経理を把握することで実家の 

農業経営の実権を握りたい 

Ｈ７ 新食糧法 
施行。コメ市場 
開放。直販広 
がる。 

高橋氏は経理と事務 
方を担当し政治力を 
備える。 

未調整組が30人 

に拡大して 
地域がギクシャク 

未調整組が30人 

に拡大して 
地域がギクシャク 

23 歳で就農 

・3.8haで柿・野菜（ハウス）水稲栽培 

・結婚 

23 歳で就農 

・3.8haで柿・野菜（ハウス）水稲栽培 

・結婚 

メンバー８人に 

販売先：東京のこだわり系の米屋10軒程。 
売上3000～5000万円。 

メンバー８人に 

販売先：東京のこだわり系の米屋10軒程。 
売上3000～5000万円。 

コメ100俵 

雑誌『経営者会議』編 
集長を囲む会をきっ 
かけに仲間入りした 
叶野氏の技術と機械 

真夏・炎天下汗を流し 
てがんばっている姿 
に行政も過去を水に 
流して応援してくれた。 

農協にしようという声 
もあった。 

ジュニアＦＦＣ発足 
次世代の育成 

ジュニアＦＦＣ発足 
次世代の育成 

娘さん結婚。 
実家の農業を継承。 

娘さん結婚。 
実家の農業を継承。 

まだやりたいことがある。簡単 
には譲れない。 

個人完結の時代は終 
わった。 

ＪＡ依存度の高い生産者が離れていった。 

山形県稲作 
経営者会議 

山形県稲作 
経営者会議 

本気で水田転作に取り組もう！ 

コメ60俵 

Ｈ６～ コメの直販 

・顧客70人、200～300俵 

Ｈ６～ コメの直販 

・顧客70人、200～300俵 

中長期的な環境整備。限りのない競争・規模拡 
大ではなく、社会資本の整備を目指している。 

●地域農業の 
若い世代への継承 

＜地域農業の経営モデル＞ 

・仲間のネットワークづくり 
＝優秀な経営者群 

・魅力ある農業の提示 
・地域・ＪＡを巻き込んだ環境整備。 

●高齢者の居場所の 
ある地域＝農村 

・先代たちの豊かな老後 

これまでの地域活動は 
将来に向けた投資 

町



（有）和名川ファーム ＜フェーズ課題＞ 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

社団法人 日本農業法人協会 

将来展望 

●地域農業の継承 
●地域農業経営モデル 

Ｓ51（1976) ～Ｈ4（1992） 

就農～個人経営の時代 
Ｈ5（1993)～Ｈ10（1998） 

地域の販売組織設立 
Ｈ11（1999)～Ｈ16（2004） 

転作ジャガイモ契約栽培 

●経営権委譲 
●有限会社「和名川ファーム」設立 

●販売組織（集落／町内地区）設立 
●ＦＦＣ（藤島町の生産者組織）発足 

●藤島町で馬鈴薯の転作開始 
●米の品質統一・ブランド化 

経営権委譲 

農地購入 

税金対策 

地域で共有 

JA出荷 

仲間で「農業経営研究会」 

父親はJAの理事 

●経営権取得を下に入れ、実感の経営状況を 
把握するための経理ノウハウが必要となった。 

●所得金額の関係で祖母の老齢年金がもらえ 
なくなる可能性があった。またみなし法人制 
度が廃止されることになった。 

●仲間を募って「農業経営研究会」を発足し、複 
式簿記の勉強を始める。 

●法人化を図り、庄内地区では農業分野初め 
ての有限会社「和名川ファーム」を設立する。 

●みなし法人制度廃止 

組織活動のメリット最大限活用 

地域で農地集積 

生産者個人の責任で出資 

地域で共有 

販売組織ごとに販路開拓 

ＦＦＣ（藤島フロンティアクラブ）21発足 

庄内地区・町・集落３つのネットワーク 

●コメ市場開放などを背景として、農業経営研 
究会メンバーに新しい風が必要となった。 

●年配者の多い集落の中で信頼を得て、自分 
たちのやりたい事業を進めるための先行投 
資が必要となった。 

●投資をして規模拡大を図っている仲間も増や 
し「ＦＦＣ21」を設立。い稲作経営者会議とも 
連携をとった。 

●集落の販売組織「おんぶバッタの会」（結城栽 
培米も直販）、庄内地区の販売組織「庄内こ 
め工房」を設立。 

●新・食糧法施行（Ｈ７） 
●第一次有機ブーム（直販解禁） 

「藤島町 土地を考える会」発足 

耕作放棄地で馬鈴薯転作 

転作助成金最高額 

米の品質統一 

カルビーポテト（株）と契約栽培 

『経営者会議』編集長との交流 

馬鈴薯の転作 

●ＦＦＣメンバーに未調整組が増加し、地域との 
軋轢が生じる。 

●米価が下落し、稲作の長期的な展望が立た 
なくなってきた。 

●地域への先行投資としての地域活動を強化 
した。 

●農業会議の次長から本気で転作に取りくんで 
みないかと打診されたのをきっかけに、Ｈ１１ 
に「藤島町 土地を考えるｙ会」を組織。馬鈴 
薯の転作に取り組み、カルビーポテト（株）と 
契約栽培を開始した。 

●ジュニアＦＦＣを発足させ、10～20代の若者 
教育に注力。 

●生産調整 
●米価の下落 

地域の若者の育成 

地域の農地の維持 

売上5000万円 

オンリーワンの品種・ビジネス 

ＷｉｎＷｉｎ関係 

地域の経営モデル 

地域資本の整備 

●個人の和名川ファームとしての 
経営と、地域農業マネジメントを 
融合させた形で取り組みたい。 

●地域農業の継承者として、地域 
から認められたい。 

●優秀な経営者群を育成し、個の 
農業に力をつけるとともに、地域 
全体で、地域の農地を維持し、 
農業を継承していく仕組み、経 
営モデルをつくる。 

●米価下落 

●農村の復権 
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S48(1973)S58(1983) 

規模拡大 

売上：千円 

＜売上推移＞ 

10年後 

法人化 

20年後 30年後 
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1200 

Ｈ2（1990） 

1846 

Ｈ8（1996） 

1963 
Ｈ9（1997） 

1729 

Ｈ10（1998） 

Ｈ11（1999） 

2399 

Ｈ12（2000） 

1903 Ｈ13（2001） 

2255 

Ｈ14（2002） 

1781 

Ｈ16（2004） 

3127 

Ｈ15（2003） 

1922
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（有）杉農園 ＜フェーズ課題＞ 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

社団法人 日本農業法人協会 

将来展望 

●地域・次世代への 
有機農業伝播・仲間づくり 

Ｓ46（1971) ～Ｓ60（1985）頃 

就農＝開園 
～農家レストラン展開 

Ｓ60（1985）頃～Ｈ6（1994） 

有機栽培開始～集客増 
Ｈ７（1995)～Ｈ16（2004） 

テラスハウス建設 

●経営権委譲 
●「杉・五兵衛」開園 

●有機栽培開始 
●集客増 

●テラスハウス建設 

経営権委譲・家族全員が労働力 

趣向を凝らしたレストラン施設 

公的資金・補助金一切なし 

「自分流」「素材を生かす」がポリシー 

農園の素材を農園で出す（出荷なし） 

京都の料理店で修行 

子供会・婦人会のイベントが契機 

●就農前に固めていた「農耕の園」構想を実践。 
子供会・婦人会に「イベント＋昼食」を提供す 
ることからスタートしたが屋内設備がなく、雨 
天、秋冬期は困った。 

●公的資金・補助金が出なかった。 

●代官屋敷や造り酒屋の解体材などを活用し、 
自分自身が知恵を出し、手作りすることで低 
コストで趣味のよい施設を建設。 

●料理も、プロを雇わず「自分流」をポリシーと 
して 

●輸入農産物問題化。 
●Ｓ５４ 一村一品運動始まる。 

プロは雇用しないで身内で対応 

農地の買い足し 

公的資金・補助金一切なし 

試行錯誤で有機栽培 

口コミ・マスコミ取材で顧客増 

視察が激増 

「一村一品運動」で脚光を浴びる 

●子供たちのために飼ったロバの糞が臭いとい 
う苦情が寄せられ、対応策が必要となった。 

●集客策必要大 
●地元の豆腐屋さんが廃業することになった。 

●家畜の糞の堆肥化が契機となり有機栽培開 
始。化学洗剤を使用中止、リサイクルを徹底 
するなど環境問題への対応も図る。 

●有機の素材を生かした農園料理メニューの 
開発、また旬の料理の必要性から栽培品目 
も増やした（ブドウなど）。 

●豆腐屋の設備、技を譲り受け豆腐加工開始。 

●環境問題に注目が集まる 

従業員約50人 

テラスハウス建設 

公的資金・補助金一切なし 

パン・ケーキづくりの技磨き 

昼食中心の集客にシフト 

子供の農業体験イベント 

●阪神大震災、周辺道路の渋滞により神戸か 
らの上客の来店が減った。 

●子供連れでわいわい昼食のできるテラスハ 
ウスを建設。昼食向けメニューを投入した。 
子供や女性の好きなパンやケーキもメニュー 
に加えた。 

●阪神大震災 
●スローフード・スローライフ・地産池消・「農家 

レストラン」ブーム ●日帰り激安バスツアー 

地域での有機農業の仲間 

農地拡大の限界 

公的資金・補助金一切なし 

地域の人材教育 

素材提供者を増やす 

地域の情報共有 

地域での有機農業の仲間 

●次世代に有機農業を残すことに 
挑戦したい。 

●農園への素材提供者を増やした 
い。 

●定年帰農（兼業農家）や有機農 
業をやりたいという若者の人材 
教育。将来的には独立して仲間 
になってもらいたい。 

●レストランの素材を提供してくれ 
る地元の生産者を増やす。 

●新規就農、Ｉターン、Ｕターン就農 
の増加。 

●団塊世代の定年。 
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規模拡大 
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所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

（有）アースワーク 

福井県大野市今井 

松浦助一 

稲作(125ha) 
生産委託： 60ha 自社生産： 20ha 
作業委託：40ha 松浦氏個人：1.8ha 

農産加工（里芋加工品・餅） 
販売事業 

1993年：有限会社化（就農後12年目） 

300万円 

4億円（2004年度） 

正社員：8名 臨時・パート：６名 

2004.10.14 

www.earthworkjp.com/ 

継承 

米
里芋 

ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

・松浦氏はＳ３６年生まれ。農家の長男として子供の頃から農業を志す。福井県農林高校畜 
産科卒業後、神明畜産で２年間研修。 

・Ｓ５６年、２０歳で就農、和牛肥育（５頭）、稲作（2.4ha）からスタート。Ｓ６２に有機栽培を開 
始、縁故米の直売の実績を積む。また、地元の南部酒造の有機酒への素材を提供する。 
特別栽培米のノウハウは多木肥料の技術者、福島・熱加納村の小林氏（南部酒造のルー 
トで紹介してもらう）に学んだ。夜間アルバイトをしながらＨ２には４０頭余に増やすも、牛肉 
輸入自由化の波を受け、畜産から撤退し、稲作に専念。 

・Ｈ３年に精米プラント・Ｈ５年に乾燥設備を導入。Ｈ５年に、①節税対策 ②ブランドづくり 
③給料制導入のために法人化、（有）アースワークを設立。栽培面積は20haに拡大したた 
め、販路を米卸、生協等に拡大する。Ｈ７年に雇用を開始。 

・栽培面積が40haになったころ、農家や生産組合への外部受託（農地所有者との契約栽培） 
を開始（現在約60軒）。生産量の増加に合わせ、量販店、個人顧客（1300人）に販路拡大。 

・Ｈ１５年には分社して販売会社を設立（商工会からの資金調達が直接目的）し、販売機能を 
強化。Ｈ１６には卸をしぼり、直販にシフト。現在、栽培面積は125ha。里芋・餅の加工も 
行っている。 

●農地・設備を所 
有しない経営。 

●多様な生産形 
態 

●企業との協働 ・地元の南部酒造、川原酢造に有機米を提供、製品をアースワークの 
ルートでも販売している。また、Ｈ７年に三菱化学が１０年かけて育種 
した「夢ごこち」を、松浦氏が３年間試験栽培し、Ｈ１３年に本格的な 
生産を開始。育種から関わっているために、競合がない。 

・広島県の「万田酵素」とも交流を深め、有機の酵素栽培米を商品ライ 
ンナップに加えるなど、オンリーワンの商品開発を行っている。 

・将来的には得意先企業、提携生産者に出資してもらい株式会社化す 
ることも考えている。 

・アースワークの経営の最大の特徴は、「農地・設備を持たないビジネ 
ス」であるということである。現在の栽培面積125haのうち、アース 
ワークが所有する農地はゼロ、松浦氏の所有は1.8haである。 

・また、機械類の所有も最小限に抑えており、生産組合に作業委託す 
るなど設備を含めたアウトソーシングを効果的に行っている。 

・自社はマネジメント業務をコアとしており、販売機能は分社した（株） 
アースワーク販売が行っている。 

28 

・「作業受託は、地域の農家から仕事を奪い、離農を促す。多様な形態 
を大事にしたい」というのが松浦氏のモットー。「多様な形態」採用の 
裏には地域への想いがある。外部委託も①アースワークが集積した 
農地でアースワークの米を作ってもらう ②農地の所有者と契約栽培 
のおおきく分けて２形態ある。地主さんに畦・や水の管理をお願いした 
り、収穫、精米などの部分的な作業委託も行っている。 

※2005.3現在 
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（有）アースワーク ヒストリー 28 

153 

経営者：松浦助一氏 

精米・加工設備、農業機械 

調査直前、大雨で福井は水 
害に見舞われた。 

南部酒造の有機酒 
「米しずく」 

（有機無農薬酵素米提供） 

河原酢造の有機酢 
「老梅」 

（有機無農薬酵素米提供） 

白山やまぶどうワイ 
ン のぶどうジャム・ 

ジュースも販売 

産業排水、生活排水の 
混ざらない九頭竜川最 
上 流 の 清 水 で 米 栽 培 
（山頂から水をひくパイ 
プが見える） 

地元企業アースワークファミリーの製品 

アースワークの米・ラインナップ



（有）アースワーク ヒストリー 28 

就農前 
複合経営から 
稲作経営へ 

規模拡大 
法人化 

将来構想 

社団法人 日本農業法人協会 

外部委託開始 
雇用経営へ 

卸業務強化 
（素材提供から商品提供へ） 

Ｈ３ 
交通事故に遭う 

Ｈ３ 
交通事故に遭う 

＜松浦氏＞ 

●昭和３６年（１９６１年） 
生まれ。長男。 

●子供の頃より農業を志 
し、牧場経営に憬れる。 
高校では畜産を専攻。 
（担任教師、寮の先輩 
に影響を受ける） 

●福井農林高校農業科 
卒業後、神明畜産（株） 
の南那須農場で１年間、 
岩手県肉牛生産公社 
で１年間実習の後、地 
元大野に戻る。 

●２０歳ごろ農業をやろう 
と決心する。 

●海外で農業研修をした 
いという夢もあったが、 
父親の希望もあり帰省 
して就農する。 

●ちょうど福井県の若狭 
牛（黒毛和種）の振興 
事業が始まり、黒毛和 
牛５頭が用意されてい 
た。（息子を実家に引き 
戻す父親の作戦） 

＜父＞ 

●養鶏（800羽）と稲作 
（1.8ha）。 

●養鶏は松浦氏が13歳 
（昭和49／1974年）頃 
まで。 

●昭和5０年頃、集落の 
構造改善事業があり葉 
タバコを始める。 

Ｓ56（1981) ～Ｈ2（1990） H6（1994) ～Ｈ14（2002） H3（1991) ～Ｈ5（1993） Ｈ15（2003)～Ｈ16（2004） 

Ｓ５６ 
20 歳で就農・権限委譲 

和牛肥育と稲作の 
複合経営 

黒毛和牛５頭 水稲2.4ha 

Ｓ５６ 
20 歳で就農・権限委譲 

和牛肥育と稲作の 
複合経営 

黒毛和牛５頭 水稲2.4ha 
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Ｓ６２ 
無農薬有機栽培開始 

Ｓ６２ 
無農薬有機栽培開始 

Ｈ５ 
水稲の栽培面積拡大 

２０ha規模に 

Ｈ５ 
水稲の栽培面積拡大 

２０ha規模に 

Ｈ５ 
（有）アースワーク設立 

・Ｈ３に精米プラント導入 

Ｈ５ 
（有）アースワーク設立 

・Ｈ３に精米プラント導入 

病院のベッドでパソコン。こ 
れを契機に計数管理を強化 
するなど、経営を変えた。 

Ｈ３ 精米プラント導入 
Ｈ５ 乾燥調整設備導入 

Ｈ３ 精米プラント導入 
Ｈ５ 乾燥調整設備導入 

牛４０頭を売却して水 
稲栽培に集中。 

法人化の目的 
①節税 
②ブランドづくり 
③給料制導入 

栽培面積40haを超えた頃 

約60軒の農家・組合 
に生産外部委託 

・農地所有者と栽培契約。アー 
スワークブランドで販売。 

栽培面積40haを超えた頃 

約60軒の農家・組合 
に生産外部委託 

・農地所有者と栽培契約。アー 
スワークブランドで販売。 

経営規模125ha 
生産委託： 60ha 
自社生産： 20ha 
作業委託：40ha 

松浦氏個人：1.8ha 

経営規模125ha 
生産委託： 60ha 
自社生産： 20ha 
作業委託：40ha 

松浦氏個人：1.8ha 

Ｈ７ 
雇用開始 

Ｈ７ 
雇用開始 

Ｈ７ 酵素栽培導入 
Ｈ１３ 夢ごこち生産開始 

Ｈ７ 酵素栽培導入 
Ｈ１３ 夢ごこち生産開始 

栽培技術を学ぶ 栽培技術を学ぶ 

得意先＝情報収集ルート 

分
社

化
 

Ｓ62  特別栽培米制度 Ｓ62  特別栽培米制度 減減栽培が中心に 減減栽培が中心に 

コメ直販（縁故米） 

Ｈ２より南部酒造の有機酒 
「米しずく」に原料提供 

コメ直販（縁故米） 

Ｈ２より南部酒造の有機酒 
「米しずく」に原料提供 

＜販路＞ 

●米卸 

●生協・量販店（地元スー 
パー２社・サティ・カネスエ） 

●寿司屋・加工メーカー 

●生活者直販（1300人：売 
上の20％） 

□ＪＡ（運転資金対策：出荷し 
て買い戻す） 

＜販路＞ 

●米卸 

●生協・量販店（地元スー 
パー２社・サティ・カネスエ） 

●寿司屋・加工メーカー 

●生活者直販（1300人：売 
上の20％） 

□ＪＡ（運転資金対策：出荷し 
て買い戻す） 

米卸 
ＪＡ・生協に出荷 

南部酒造等へ原料米提供 

米卸 
ＪＡ・生協に出荷 

南部酒造等へ原料米提供 

里芋・餅の加工・販売 里芋・餅の加工・販売 

素材を提供している 
他社製品の販売 

・純米酒 ・純米酢 ・かき餅 

素材を提供している 
他社製品の販売 

・純米酒 ・純米酢 ・かき餅 

Ｈ１３ 
（有）アースワーク販売 

設立 

問屋出荷を絞り 
直販にシフト 

Ｈ１３ 
（有）アースワーク販売 

設立 

問屋出荷を絞り 
直販にシフト 

松浦氏の勤務時間が 
非常に多くなっていた。 

※社名アースワーク 

芸術用語で「大地に痕跡を残 
す」という意味。ブランド開発を 
したいという松浦氏の強い想 
いの元誕生した社名である。 
「地球耕作人」というキャッチフ 
レーズを併せて使っている。 

三菱化学（株）がコシヒカリ同 
士をかけあわせて1995年開 
発。松浦氏が3年試験栽培。 

面積配分生産調整拒否で 
認定農業者取り消し。 

面積配分生産調整拒否で 
認定農業者取り消し。 

●目標 
年商約１０億円 

○稲作 
：９億円（３万俵：400ha） 

○加工品 
：6000～7000万円 

○生産資材販売 
：１．６億円 

●目標 
年商約１０億円 

○稲作 
：９億円（３万俵：400ha） 

○加工品 
：6000～7000万円 

○生産資材販売 
：１．６億円 

●コメのラインアップ 

①有機ＪＡＳ  2000俵 

※ウエイトを高める 

②酵素栽培米  3500俵 

③夢ごこち  5000俵 

④減・減コシヒカリ 
8000俵 

⑤一般コシヒカリ 
10000俵 

●コメのラインアップ 

①有機ＪＡＳ  2000俵 

※ウエイトを高める 

②酵素栽培米  3500俵 

③夢ごこち  5000俵 

④減・減コシヒカリ 
8000俵 

⑤一般コシヒカリ 
10000俵 

●素材ではなく商品 
提供へ 

・「ごはん」として使ってく 
れる中食・外食産業へ 
販売。 

・発芽玄米、おかゆ、里 
芋などの加工販売。 

（設備投資をする） 

●素材ではなく商品 
提供へ 

・「ごはん」として使ってく 
れる中食・外食産業へ 
販売。 

・発芽玄米、おかゆ、里 
芋などの加工販売。 

（設備投資をする） 

一周回ると40Ｋｍ、半日 

仕事だった。 

Ｈ２ 牛肉自由化 Ｈ２ 牛肉自由化 

５年間ぐらい 
は夜間アル 
バイトをやっ 

た。 
Ｈ２ 

畜産撤退 
稲作専念 

7ha 

Ｈ７ 新・食糧法施行 

特別栽培米用肥料は 
多木肥料によるカスタマイズ 

特別栽培米用肥料は 
多木肥料によるカスタマイズ 

多木肥料の技術者、福島・熱塩加納村の小林氏（南部酒造 
ルートで紹介を受ける）にノウハウを学ぶ。 

地元の子供たち対象に「稲刈 
体験」「里芋ほり」イベント開 
催。 

生産履歴の入力システムを導入中。 

●株式会社化 

（委託先生産者、取引先 
の出資） 

●株式会社化 

（委託先生産者、取引先 
の出資） 

作業受託は、地域の農 
家から仕事を奪い、離 
農を促す。多様な形態 
を大事にしたい。 

●自社加工設備の 
整備 

●自社加工設備の 
整備
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所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

（有）ワイルドプランツ吉村 

長崎県佐世保市重尾町 

吉村人志 

花卉栽培（苗・切花向け・育種） 
花卉加工事業 
教育事業 

販売事業は（有）ワイ・プランテーションが担当 

1989年：有限会社化（就農後12年目） 

600万円 

１億円弱 

正社員：15名 臨時・パート：十数名 

2004.12.03 

www.oranda8783.com/ 

継承 

花卉 

ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

・吉村氏はＳ24（1949）年、花の産地・佐世保生まれ東京農大卒業後、内定していた公務員 
の職を蹴って実家の農業（チューリップ・ユリなど球根物）を継ぐ。 

・父親から譲り受けた60aの農地で花卉を栽培、菊、バラのハウス栽培を開始、Ｓ52年には地 
元の生産組合でＮＯ．１となる。しかし、地元への供給過剰となり価格が下落したため、栽 
培開始したばかりのサンタンカを東京市場に売り込みにいく。しかし２年後Ｓ56年には沖縄 
の産地が出荷を強化したため価格が暴落。 

・そんな矢先、Ｓ57に世田谷市場よりニュージーランド視察の誘いがかかる。これがプラント 
ハンティングへの道を拓くこととなる。吉村氏は南半球の国々より取り入れた品種を元にオ 
リジナル品種を育種・開発。また、社会的信用を得るためにＨ1法人化。土壌消毒への疑 
問から減・減栽培を開始する。 

・バブル崩壊とともに順調だった売上伸長が停滞。販社を設立し、仕入販売を開始。その契 
機となったのが長男（育種担当）と長女（オランダでフラワーアレンジメントを学ぶ）の事業 
参加。長女がデザインブーケをワイルドプランツで加工し、ジャスコ店舗に納品、あるいは 
花屋向けネット販売を開始するなど直販の販路を開拓した。 

・また、Ｈ16には事業矢崎総業の要請を受け、ＪＢＡＣの仲間と花卉ラッピング工場を設立。 
現在休眠中だが、諫早湾干拓地で野菜を栽培し、加工事業を開始したいと考えている。 

●「花のある食卓・ 
生活」の提案 

●オリジナル品種と 
植物コントロール 
技術（＝バイテク） 

・ワイルドプランツのコアコンピタンスは経験知から築き上げたバイオテ 
クノロジーである。そのひとつが品種開発。オリジナル品種を数多く 
所有していることが強みである。 

・そして、土耕を基本とする植物コントロール技術。「土耕はコントロー 
ルすることは難しいが、自分の作りたいものができる・モノづくりのお 
もしろさは土にある」いわばオートマチック車のような水耕ではなく、 
生き物をコントロールするマニュアル車のような土耕の選択が世界 
水準レベルの技術を可能にしているといえる。 

・花卉の流通ルートは市場（イチバ）経由が主。良品は市場（シジョウ） 
の小さい高級品、規格もＬ・Ｍ・Ｓなど利用者ニーズ（スーパーや花 
屋）とずれが大きい。花卉流通は農業業界の中でも最も遅れている 
と吉村氏は指摘する。 

・一方、吉村氏は花卉業界の中でもっとも早くカジュアルフラワーに目 
をつけ、茎の短いブーケ、女性の部屋に似合う可憐な花などを投入。 
今後は「花のある食卓・生活」を提案し、食用花、お風呂用の花など 
を提供していきたいという。（すでに、減・減栽培のエコバラを販売）。 

29 

※2005.3現在 
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●個性的な家族 
経営 

・進取の気質・感性のある吉村氏をはじめ、芸術的センスに恵まれた長 
女、育種の専門家でユーモアのある長男、きっちりと経理を守る奥さ 
ん・・才能・個性のある家族のコラボレーションにより、創造性の高い 
ビジネスが実現している。長女・長男共々、幼少期より花卉栽培にな 
じみ、進路も早くから決定、自分の夢に向けスキルを磨いているため、 
事業参加の時から戦力となっている。頼もしい限りである。



（有）ワイルドプランツ吉村 29 

経営者：吉村人志氏 

157 

フラワーアレンジメントの素材ショップ 
素材はオランダから取り寄せたもの。教室の帰りに購入にていくお客さんも多い。 

ラッピング、ブーケづくりの作業風景 

佐世保港



将来構想 就農～花卉栽培 東京市場進出 
プラントハンティング 
～育種モデルづくり 

直販～子供たちの 
参加 

（有）ワイルドプランツ吉村 29 

就農前 

社団法人 日本農業法人協会 

＜佐世保＞ 

●米海軍兵が女性に花 
の贈り物をすることが 
多かった。 

●空母が寄港すると5万 
人が上陸、３億円の経 
済効果。 

＜父親＞ 

●吉村家次男。消防署に 
勤務しながらの兼業農 
家（現在息子さんも消 
防団員）。 

●佐世保の老舗の花屋 
より花生産の依頼を受 
け、農地を借りて花栽 
培（チューリップ、ユリ 
など球根物）をS23開始。 

●親戚１２軒が花農家。 
物心つくころから花生 
産に馴染んできた。 

＜吉村氏＞ 

●S24年生まれ 

●東京農業大学で造園 
を学ぶ。公務員の就職 
内定を蹴って就農。 

Ｓ47（1972)～S52（1977） S57（1982)～Ｈ4（1992） S53（1978)～S56（1981） Ｈ5（1993)～H14（2002） 
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加工事業開始 
仕入れ販売事業中心に 

Ｈ15（2003)～H16（2004） 

Ｓ47  就農（花卉栽培） 

父親より譲り受けた60a 

Ｓ47  就農（花卉栽培） 

父親より譲り受けた60a 

Ｓ50 菊栽培開始 
Ｓ51 バラ栽培開始 
毎年10a拡大 

Ｓ50 菊栽培開始 
Ｓ51 バラ栽培開始 
毎年10a拡大 

Ｓ52 
地元生産組合で 

ＮＯ１ 
→地元供給過剰 

Ｓ52 
地元生産組合で 

ＮＯ１ 
→地元供給過剰 

30aのハウ 
スでバラと 
菊、20aの 

露地で菊。 

Ｓ53 
サンタンカ栽培 

Ｓ53 
サンタンカ栽培 

Ｓ54 
東京市場に進出 

Ｓ54 
東京市場に進出 

Ｓ56 
サンタンカ価格暴落 

・沖縄が出荷強化 

Ｓ56 
サンタンカ価格暴落 

・沖縄が出荷強化 

Ｓ57 
ニュージーランド視察 

＝プラント 
ハンティング開始 

Ｓ57 
ニュージーランド視察 

＝プラント 
ハンティング開始 

Ｓ50年代末 
オリジナル品種の 

育種 

●世界的な水準の 
植物コントロール技術 

Ｓ50年代末 
オリジナル品種の 

育種 

●世界的な水準の 
植物コントロール技術 

Ｈ1 
（有）ワイルドプランツ 

吉村 設立 

Ｈ1 
（有）ワイルドプランツ 

吉村 設立 

Ｈ1～ 安全・安心な栽培方法・「土」へのこだわり 
●土壌消毒に疑問（中止） →遠赤外線水 ●減・減栽培（日本トップクラス） 

有機ぼかし・カテキン・ニーム・ニガリ・酵素など活用 ※エコバラなどをすでに投入 

Ｈ1～ 安全・安心な栽培方法・「土」へのこだわり 
●土壌消毒に疑問（中止） →遠赤外線水 ●減・減栽培（日本トップクラス） 

有機ぼかし・カテキン・ニーム・ニガリ・酵素など活用 ※エコバラなどをすでに投入 

Ｈ5～ 長男が事業に 
参加（育種担当） 

Ｈ5～ 長男が事業に 
参加（育種担当） 

Ｈ11 
（有）ワイ・プランテー 

ション設立 
（販売会社） 

Ｈ11 
（有）ワイ・プランテー 

ション設立 
（販売会社） 

長女 
Ｈ10  帰国 

イオン・ジャスコに 
「オランダの花屋」 

（８か月間） 

長女 
Ｈ10  帰国 

イオン・ジャスコに 
「オランダの花屋」 

（８か月間） 

Ｈ３頃～ 
売上ダウン 

娘さんは小さいころから「花屋さ 
んになる！」。オランダ留学でフ 
ラワーアレンジメントを専攻。学 
生時代から英語が得意で海外 
視察に同行して通訳を担当。 

「バブルの申し子」と呼 
ばれたが・・・ 

Ｈ16 
流通・加工事業 

開始 

Ｈ16 
流通・加工事業 

開始 

市場出荷 市場出荷 直売へシフトへ 直売へシフトへ 

花の仕入れ先：現在 
●市場：80～85％ 
●地元生産者：10％弱 
●自社生産：5％ 

販売先：現在 
●市場：75％ 

※商物分離が進む 手数料引き 
下げ打診中 

●イオン（加工販売）：20％ 
●ネット販売（花屋直販）：5％ 

目標 
●市場：45％ 
●イオン：30％ 

●ネット販売：30％ 

目標 
●市場：45％ 
●イオン：30％ 

●ネット販売：30％ 

Ｈ15 
ネット販売開始 
（花屋に直販） 

Ｈ15 
ネット販売開始 
（花屋に直販） 

Ｈ16 
（有）ナチュラルファ 

クトリー設立 
※ＪＢＡＣの仲間と。 

現在休眠中。 

Ｈ16 
（有）ナチュラルファ 

クトリー設立 
※ＪＢＡＣの仲間と。 

現在休眠中。 

Ｈ11 
仕入れ販売開始。 
娘さん事業参加 

Ｈ11 
仕入れ販売開始。 
娘さん事業参加 

Ｈ16 
ジャスコ・熊本県20 
店舗へブーケ出荷 

Ｈ16 
ジャスコ・熊本県20 
店舗へブーケ出荷 

カット野菜 
事業展開 

カット野菜 
事業展開 

モノづくりのおもしろさは「土」にある。コ 
ントロールは難しいが思ったものができ 
る。水耕は考えたことがない。 

映画「野菊の墓」の野菊、賀来 
千香子・宅間伸の結婚式の1万 

本のコスモス、ダイアナ妃・ 
チャールズ皇太子の宮中晩餐 
会のバラなどを担当。 

Ｓ62  初めての雇用 Ｓ62  初めての雇用 

諫早湾干拓地での 
野菜栽培 

諫早湾干拓地での 
野菜栽培 

●サラダ用の花 
●風呂用 

など 

●サラダ用の花 
●風呂用 

など 

●土壌消毒しない 
栽培方法の確立 

（安全・安心） 

●土壌消毒しない 
栽培方法の確立 

（安全・安心） 

花のある食卓・生活 
の提案 

庭の設計事業 庭の設計事業 Ｈ１３～ アレンジメント教室 Ｈ１３～ アレンジメント教室 

花業界 

●市場ルートがメイン 
→直販開拓が必要 

→加工業に大きな 
可能性 

●よい物＝高級品 
→一般消費者向け 

カジュアルフラワー 

●Ｌ．Ｍ．Ｓ規格（しか 
も産地ごとに基準 
が異なる） 

→センチ表示など利 
用者（スーパー・花 
屋）視点の規格、業 
界の共通規格が必 
要。 

●カジュアル 
フラワー 

●カジュアル 
フラワー 

サンタンカ500本を寝台 

列車で運び市場に営業。 
１本500円で売れた。 

長崎空港にジェッ 
ト機が就航したの 
で航空便で出荷。 

世田谷市場より誘い。 
ニュージーランドを日本向 
け輸出産地にという計画で、 
生産指導者が招待された。 

「東京三羽カラス」と呼ばれるほど新品 
種導入スキルがたけていた。「直感」「ひ 
らめき」が身上。 

東京農大で育種専攻。子供のころから育種品種に名前（「サザンウィ 
ング」）をつけさせてもらうなどしているうちに興味を持ち、育種の職に 
つく。 

●コンビニへ進出 
娘さんのデザインはどんどん 
盗まれた。今の日本の花屋の 
ブーケデザインの発祥はワイ 
ルドプランツといってもよい位。 

法人化目的 
は社会的信 
用アップ。 

花卉栽培は、畜産の様 
に工業的なプロセス、数 
字の計算では立ち行か 
ない。 

オゾン洗浄技術の導入で 
切り口が黒くならなくなっ 
た。台所ごみも出ない。 

教材などの販 
売の利益率が 
高い。 

花屋さんに育 
種講座。 

「好きなことをして食べられてし 
あわせ」「いつも先を見ていた 
い」



スタート 10年後 

（有）ワイルドプランツ吉村 ＜フェーズ課題＞ 

法人化 

フェーズ 

主な出来事 

ヒト・組織 

土地・設備 

カネ 

技術・ノウハウ 

販売・販路 

情報 

地域 

具体的内容 

対応策 

外部環境 

経
営

課
題

 

社団法人 日本農業法人協会 

29 

＜売上推移＞ 

159 

1億弱 

H16 

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 Ｓ47（1972)～S52（1977） 

就農～花卉栽培 
S53（1978)～S56（1981） 

規模拡大 
法人化 

S57（1982)～Ｈ4（1992） 

プラントハンティング 
～育種モデルづくり 

●菊・バラのハウス 
栽培 

●規模拡大 

●サンタンカ栽培 
●東京市場進出 

●南半球でプラントハ 
ンティング→オリジナ 
ル育種 ●法人化 

近所の人が手伝い 

ハウス建設・農地拡大 

公務員と同・近代化資金 

地域・親戚に花農家多 

地元の市場出荷 

地域・親戚に花農家多 

佐世保＝花産地 

●父親の代では球根ものを 
作っていたが、売上向上 
の限界があった。 

●ハウスで菊、バラの栽培 
を開始し、毎年10aの規模 
拡大を図った。 

→地元で生産過剰 

●佐世保は昔からの花の産 
地 

一人で営業 

農地拡大 

銀行・公庫活用 

サンタンカ栽培技術 

東京市場に進出 

市場関係者・種苗会社 

地域に供給過剰 

●吉村氏の生産量がアップ 
し生産過剰となったため 
地元の花卉の価格が暴落。 

●栽培を開始したサンタンカ 
を寝台車にのせて東京市 
場に持ち込み営業活動。 

→沖縄（サンタンカの産地） 
が攻勢をかけてきたため、 
価格が暴落。 

●長崎空港にジェット便就航 
●沖縄がサンタンカ栽培強 

化 

雇用開始・法人化 

農地拡大 

売上向上「バブルの申し子」 

オリジナル品種の育種 

市場出荷継続 

市場関係者・種苗会社 

土壌消毒中止 

●世田谷市場よりニュー 
ジーランド視察の誘いを 
受ける。（市場では海外よ 
り洋花を輸入しようとして 
いた） 

●視察を契機にプラントハン 
ティングを始め、南半球を 
制覇。オリジナル品種の 
育種に力を入れる。 
→売上向上するも、バブ 
ルが崩壊。 

●海外からの洋花輸入ブー 
ム 

●バブル経済 

97年 98年 99年 97年 98年 99年 Ｈ5（1993)～H14（2002） 

直販～子供たちの参加 

●仕入販売開始・直販 
●販売会社分社化 

販社・子供の事業参加 

ジャスコ・無償でコーナー 

運転資金確保 

長女：デザイン 長男：育種 

仕入販売開始・販社設立 

和蘭経由でイオンが打診 

減・減栽培 

●バブルが崩壊し、新しい 
事業開発の必要性が出て 
きた。 

●長女がオランダから帰国 
し、花屋を開業、長男も農 
大を卒業して育種を担当。 

●イオンがオランダで娘さん 
の情報を聞きつけ、ブー 
ケデザインの依頼。８か月 
ブーケを出荷。後教室開 
講。息子さんが事業参加 
（育種担当）。 

●仕入れ販売を開始。 

●スーパーが花卉（ブーケ） 
販売強化 

将来展望 

●直販へシフト 
●花のある食卓提案 
●野菜カット工場 

人材育成 

野菜カット工場 

運転資金・物流コスト 

栽培方法の確立 

食卓へ花・直販拡大 

花屋へネット通販 

諫早湾干拓地活用 

●直販へシフト 
●花のある食卓・生活提案 
●諫早湾干拓地の活用 

●花卉加工事業を強化し、 
スーパー・コンビニへの 
ブーケ出荷。 

●サラダ用、風呂用の花な 
どの商品提供と生活提案。 

●干拓地で大規模な野菜栽 
培→野菜カット事業。 

●スローライフ 
●カット野菜の需要増 
●花卉へも安全・安心の波 

98年 99年 98年 99年 Ｈ15（2003)～H16（2004） 

加工事業開始 
仕入れ販売事業中心に 

●加工事業開始。 
●ＪＢＡＣの仲間と矢崎 

総業と合弁事業。 

スタッフ３０名以上 

ラッピング工場建設 

運転資金確保 

花卉加工技術 

直販へシフト・ネット販売 

ＪＢＡＣの仲間と事業 

県の高等訓練校 

●利益率の高い経営へシフ 
ト。 

●ＪＢＡＣ（日本ブランド農業 
事業協同組合）の仲間と 
新規事業立ち上げの機運。 

●花卉加工事業を開始し、 
社内の加工場から出荷。 

●県内のジャスコ22店舗に 
ブーケを出荷するなど直 
販にシフト。 

●矢崎総業からオファーが 
ありＪＢＡＣの仲間と加工 
工場建設（休眠中） 

●市場の統廃合 
●ＢtoBオンライン取引 

20年後 30年後



所在地 

経営者 

主要事業 

就農タイプ 

資本金 

売上 

従業員数 

主要作目 

調査日 

URL 

法人化 

（有）生産者連合 デコポン 

千葉県香取郡大栄町 

井尻弘 

「有機栽培・特別栽培」農産物流通・販売 
「有機栽培・特別栽培」農産物生産 
「有機栽培・特別栽培」農産物輸出 

1993年：有限会社化 

1,000万円 

６億円（2004年度） 

社員：９名 従業員計：２１名 

2004.12.17 

http://www.sugigohei.com 

農家出身。遠隔の地に移住し販社起業。 

イチジク 
（生産活動は2004年に開始） 

ヒストリーあらすじ 

エッセンス 

・井尻氏は昭和36（1961）年、愛媛県宇和島市生まれ。農家の次男。大学卒業後１年間、県 
の普及員となり７年勤務。みかんの減反が始まる中、仲間と「これからの農業は販売」だと 
夢を語りあう。３０歳を区切りとして退職、筑波の「自然派ネットワーク」（野菜宅配）で２年 
勤務し、販路開拓のノウハウを吸収、生産者のネットワークを築く。 

・千葉県を活動本拠地として選択し、Ｈ４に移住。トラックのひき売りから始め、Ｈ５（1993）に 
生産者の仲間３人と販売会社・（有）生産者連合デコポンを設立する。地元の提携生産者 
も増え、自然食品店、スーパー、百貨店、生協、外食と、順調に販路を開拓し、Ｈ１０ 
（1998）年には売上５億円を達成。しかしバブルが崩壊、自然食品ブームも去り、平成１１ 
（1999）年頃から取扱量、単価が低迷、販路の再構築という大きな課題に取り組む。その 
甲斐あり、取引先数は数十件、提携生産者も68名となる。 

・Ｈ14年、起業して１０年の節目として大栄町に本拠地を移転、事務所・ピッキング施設を建 
設。Ｈ15年、自社農園で有機イチジク等の栽培を開始する。試行錯誤の中で確立してきた 
有機農法実践の一環として酵素を製造し、生産者への配布を開始。 

・Ｈ14年に佐藤氏（現在ＪＢＡＣの輸出部門担当）も事業に参加、日本農業の気運を高めるた 
め、輸出事業にも注力している。 

●生産者起点の販 
売会社 

●採算ベースの 
有機栽培 

●コーディネー 
ターとしてのデ 
コポン 

・井尻氏のビジネスのもうひとつの特徴は、生産者と取引先、生産者グ 
ループ同士・・をつなぐコーディネーター的役割を果たしているという 
ことである。ひとつには販売会社として、また生産者ネットワークの要 
として、また生産者と生活者の橋渡し役である、というのがデコポン 
の身上である。 

・井尻氏は、生産事業を含まない、純粋な販売事業としてビジネスをス 
タートした。しかし、その根底にあるのは「生産活動への想い」であり、 
最も大切にしてきたのも生産者人脈である。「生産者連合 デコポン」 
という社名にもそれがよく表れている。 

・井尻氏は愛媛県の農家出身で、普及員を７年勤めている。その時に 
仲間と農業について語り合い、描いたビジョンを実現するのが夢であ 
る。「販売」という入り口から入ったが、１０年という節目を迎えて起点 
である「生産活動」（イチジクの有機栽培）を開始したことからも事業 
が軌道にのった安堵感が感じられるようである。 

30 

・有機栽培は採算ベースに乗らないというのが通説である農産物流通 
において、デコポンは有機農産物を中心にビジネスベースにのせて 
販売している。 

・それが可能なのは、「有機栽培」「特別栽培」というスタンスを徹底的に 
貫こうという熱意と、例えば酵素の自家製造によるコストダウンという 
様な現実的なノウハウがあるからである。 

※2005.3現在 

160



（有）生産者連合 デコポン ヒストリー 30 

経営者：井尻弘氏 

JBACの輸出部門担当 

もされている佐藤氏 

161 

経営理念 
●楽しい農業の実践 
●次の世代につなぐ農業の実践 
●美味しさと安全の追求と、そのための絶え間ぬ努力 

有機堆肥の素材となる煮干、炭など 

酵素製造装置 

研修施設 

有機イチジク 

ログハウス 

酵素を使い、イチジクやハーブを有機栽培しているデコポンの畑 ピッキング作業風景



（有）生産者連合 デコポン ヒストリー 30 

就農前 
法人設立・販路開拓 

事業基盤づくり 
販路再構築 将来構想 

社団法人 日本農業法人協会 

大栄町に移転 
生産活動開始 

Ｈ５ 

（有）生産者連合デコポン 
設立 

・パートナーである3人の生産者と出資 

・多古町に倉庫を借りる 

Ｈ５ 

（有）生産者連合デコポン 
設立 

・パートナーである3人の生産者と出資 

・多古町に倉庫を借りる 

＜井尻氏＞ 

●S36（1961）年愛媛県宇 

和島市生まれ。農家の 

次男。 

●大学卒業後、愛媛県 

職員・普及員となり５年 

間勤務。 

・かんきつ・畜産担当。 

●みかんの減反が始まり、 

「今のままでは夢が語 

れない」「これからの農 

業は販売だ！」と親の 

猛反対を押し切り30歳 

を区切りに退職。 

●その後筑波の「自然派 

ネットワーク」に１年間 

勤務。 

H5（1993)～H9（1997） H10（1998)～H13（2001） H14（2002)～Ｈ16（2004） 

162 

販路開拓 

Ｈ５～ 千葉ニュータウン・習志野界隈、 
都内の自然食品店、ナチュラ 
ルハウス、こだわり屋 

Ｈ７～ 生協 
Ｈ８～ スーパー（東武ストア）、百貨 

店 
Ｈ９～ （株）平成フードサービス （居 

酒屋） 
Ｈ１２～  OISIX（ネット）、ワタミフーズ 

販路開拓 

Ｈ５～ 千葉ニュータウン・習志野界隈、 
都内の自然食品店、ナチュラ 
ルハウス、こだわり屋 

Ｈ７～ 生協 
Ｈ８～ スーパー（東武ストア）、百貨 

店 
Ｈ９～ （株）平成フードサービス （居 

酒屋） 
Ｈ１２～  OISIX（ネット）、ワタミフーズ 

千葉県多古町を 
本拠地と決め、移住 

有機農産物の引き売り約１年 
・トラックの中で寝起き 

千葉県多古町を 
本拠地と決め、移住 

有機農産物の引き売り約１年 
・トラックの中で寝起き 

活動拠点の選 

択条件 

①有機農産物生産者 

が多い 

②大消費地に近い 

③土壌が肥沃な野菜 

生産地 

有機農業生産者ネットワーク 
●「自然派ネットワーク」を通じた山武町・野栄 

町の仲間→地元生産者も参加 
●メンバーの増員。生産拠点を全国２０市町村に拡大。（千葉県のほか、茨城県、群馬県、北海道、 

愛媛県に生産拠点がある。） 

農産物の輸出 

・香港・シンガポールの在留邦人向け野菜セット。現在：会員1000人 
（当初は、現・海外営業部長の佐藤氏の個人事業。デコポンより仕入れ） 

農産物の輸出 

・香港・シンガポールの在留邦人向け野菜セット。現在：会員1000人 
（当初は、現・海外営業部長の佐藤氏の個人事業。デコポンより仕入れ） 

人材育成＝生産者・地域の人脈づくり・開発の場 
・Ｈ10  初めて研修生５名を受け入れ。以後１５名独立、 非農家出身・転職組の３０代中心。質は向上している。 

・Ｈ15  「百将本気塾」１０名参加。新規就農者・研修生・ＯＢ・社員が参加。情報交流・開発の場 

人材育成＝生産者・地域の人脈づくり・開発の場 
・Ｈ10  初めて研修生５名を受け入れ。以後１５名独立、 非農家出身・転職組の３０代中心。質は向上している。 

・Ｈ15  「百将本気塾」１０名参加。新規就農者・研修生・ＯＢ・社員が参加。情報交流・開発の場 

販路大混乱→再構築 

＜取扱量減・単価減→売上減＞ 

●自然食ブーム下火 
●量販店がこだわり商品の取扱中止。 
●生協：厳格な規格を要求 

（スーパー化） 
※「価格設定条件」「数量確保」優先 

が裏目に。 
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現在の取引先（70～80件） 

①小売店 ：２割 
②生協（四葉、ナチュラルコープ等） ：２割 
③外食（内ワタミフーズ90％） ：２割 
④宅配（OISIX）・ネット販売 ：２割 
⑤その他（中卸・給食・セコム） ：２割 
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「農家に４，５か月支払いを待っても 
らうなどはザラ。本当に農家に支え 
てもらったと感謝している。」 

バブル 
崩壊 

有機農法のトライ＆エラー 
・様々な酵素栽培を試す。 
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Ｈ14  １haの自社農園でハーブ 
栽培開始。ログハウス建 
設。 

Ｈ15  イチジク有機栽培開始。 
Ｈ16  酵素製造開始（設備1500 

万円）。イチジク初出荷 
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●現在生産者は６８名、内ＪＡＳ認証取得は１ 
５名。 

Ｈ14  佐藤氏デコポンに参加 
Ｈ15  ＪＢＡＣの輸出事業と合流 
デコポンに輸出業務委託。 
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デコポン農法の確立 

・ミネラル・酵素・微生物・水で 
近代農法の弱点を補う農法 
の確立（マニュアルで普及） 

・ＪＡＳ有機認証５割取得 
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農産物輸出 

・日本農業のＰＲ、ブランド化。 
機運を高めることが目的。 

・自由化に備えた商品力 
・現地生産も視野に 
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イチジクのムーブメント 

・加工品（ジャム・ワイン・ドライ 
フルーツ）自社生産 
・日本初有機ＪＡＳのジャム 
・ケーキ職人向け素材 
・賞味期限つき当日売りなど 
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観光農園事業 

・ログハウスに宿泊して農業 
体験と炭焼き、ジャム加工 
など。3年後には実現したい。 

観光農園事業 

・ログハウスに宿泊して農業 
体験と炭焼き、ジャム加工 
など。3年後には実現したい。 

新規就農者の支援 

・人材を育成し、ＯＢをデコポ 
ンで採用、周辺農地を斡旋 
（非農家・非地元出身が多 
い）。 

新規就農者の支援 

・人材を育成し、ＯＢをデコポ 
ンで採用、周辺農地を斡旋 
（非農家・非地元出身が多 
い）。 

販売力強化 

・外食チェーン獲得 
・個別宅配、ネット販売 
・営業担当を育成 

販売力強化 

・外食チェーン獲得 
・個別宅配、ネット販売 
・営業担当を育成 

最近は改善しました。 

ＯＩＳＩＸ,ナチュラルハ 

ウスの顧客と産地 
交流会実施。 

１０年のひとくくり。 

母親のショックは１０年 
経った今も続いている。 

●社是 
・楽しい農業 
の実践 
・次世代につなぐ農業 
・おいしさと安心の追求 
※新品種として人気のデコポンにあやかり、会社が成長 
するようにと命名。 

「デコポン農産物取り 
扱い基準を制定」 

●売上15億円 

もっとも影響を受けたのは生 
産者
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