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農産物の販売、体験農園の運営をさ

た農家レストランの運営や、加工品や

がロバの餌となっています。始めた当初

ストランで提供し、残った野菜の残渣等

料で農産物を栽培し、その農産物をレ

（１／３）

れています。

「農業の価値」を考えられる学生を目指して ～前田ゼミ視察レポート～

日本農業経営大学校では、学生は４
つのゼミのいずれかに所属します。
その中の一つである前田ゼミでは、１

産業化を目指す学生や、農業体験や

の目指す農業の形は様々ですが、６次

でゼミ視察に出かけました。ゼミ生各々

年前にロバの目の愛らしさに惹かれて飼

す。有機循環農法を始めたのは 「

る」と考え、農業をされてきたそうで

から 「
農には人の心を満たす価値があ

に圧倒され少々緊張しながらも、農

す。学生は𡌛島氏の威厳ある雰囲気

訪れるようになり、ひとつの農業とし

そうですが、今では多くの人が視察に

は周囲から受け入れてもらえなかった

農家民宿、農家レストラン等で人々に

育を始めたこと」がきっかけだったとの

業にかける信念の強さを感じ、真剣に

𡌛島氏は、大学を卒業した約 年前

農業を体感できる場を提供し、食の大

こと。農薬や化学肥料を使わず、ロバ

30
△ゼミ生 （左） と𡌛島五兵衛氏 （右）

話に聞き入っていました。

て認識してもらえるようになったそうで

切さを伝えていきたいと考えている学

心部から近い場所にあり、有機循環農

伺いました。「
農園 ・杉五兵衛」は都

島五兵衛 （
のじま ごへ
い）氏にお話を

杉五兵衛」を訪問し、園主である𡌛

まず、大阪府枚方市にある 「
農園 ・

～有機循環型農法と６次産業化～

■ 農園 ・杉五兵衛

びました。

夫、それぞれの農業にかける思いを学

人を訪問し、経営者の考え、経営の工

組みをされている３軒の農園および法

の糞を堆肥化し、その堆肥とぼかし肥

月 日～ 日にかけ、１～２年生合同
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生もいます。今回は、そのような取り
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法で少量多品目栽培と、それらを使っ

△堆肥場の見学 （左は同社社員）
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たくさん使われ、おかずの種類も豊富

した。バイキングの料理には旬の素材が

昼食は園内のレストランでいただきま

業を展開するなど、モノづくりから販

さらに通信販売や飲食店経営等の事

験施設、温泉施設、宿泊施設があり、

ム、ソーセージ、地ビール等）
、収穫体

「農業の価値」を考えられる学生を目指して ～前田ゼミ視察レポート～

で、農村風景が広がるのどかな園内の

売、教育まで取り組んでいます。ポイ
同社の設立は、養豚農家 名が自ら

ントは 「
考え方を売る」ということ。

雰囲気に、お腹も心も満たされました。
■伊賀の里モクモク手作りファーム

価格をつけ、自ら付加価値をつけるた

伊賀の里モクモク手づくりファームを訪

次に三重県伊賀市にある株式会社

「
モノの価値が伝わっていなかった」こと

り「
おいしい」と思ったものが売れず、

きっかけです。当初は、自分たちで作

紙、カタログはすべてスタッフの手作りだ

（２／３）

問し、取締役 松永氏にお話を伺いま

を実感。そこで、自分たちの考え方を

そうです。園内も来た人を楽しませる

めに、共同でハム工房を始めたことが

した。同社は農場、
農畜産物加工場 （
ハ

伝えられるよう、日本で初めての手づ

工夫にあふれ、まさに 「
手づくりファー

松永氏が何度もおっしゃったのは 「
モ

くりウインナー教室を開催したことを

ようになったそうです。現在では、伊

ノの価値を伝えること」の重要性。こ

ム」
。自分たちの魅力 ・情報を自分た

賀市のファームから１時間半圏内にあ

れを大切にしてきたからこそ、多くの

きっかけに、徐々に売れるようになっ

る直営店やレストランをはじめ、東京

人が集い、楽しむ農園が実現したとい

ちの力で発信することを大切にされて

のミッドタウンなど都市圏にも出店し、

ていました。

ヒントを得ようと、積極的に質問をし

うことがわかりました。学生も経営の
また、パンフレットや会員向けの情報

うです。

これらが情報発信の拠点となっているそ

たそうです。さらに、地域の人々の応

△ 「ミニブタ芸」 など楽しめるコンテンツもたくさん

います。

～ 「
考え方を売る」企業～
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援も受け、ギフトとしても販売できる

△松永氏よりお話を伺う
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（３／３）

た、各経営が成功に至った要因は、経

信していく取組がなされていました。ま

の「
農業の価値」をとらえ、それを発

たのが 「
価値」
。各社とも、それぞれ

今回の視察を通してキーワードとなっ

■ 「
価値」を考える

ことができました。

で回避させており、経営の工夫を知る

うリスクも、複数の取引先を持つこと

「農業の価値」を考えられる学生を目指して ～前田ゼミ視察レポート～

■坂ノ途中
～新規就農者の農産物を卸売～
最後に訪問したのは、京都府京都市
にある野菜提案企業 ・株式会社 坂ノ
途中です。こちらは主に新規就農者が
栽培した無農薬の農産物の卸売をして
います。「
未来からの前借り、
やめましょ
う」という考えのもと、環境負荷の小
さい農業の推進を目標とされています。
同社は２００９年に設立された新しい

つかないこと。また直売所でも安く売っ

かつ不安定であることから、買い手が

地を得ることが難しく、農産物も少量

できない多くの理由は、「
条件の良い農

農業を目指す人のうち、経営を継続

ど若い人が中心です。新規参入で有機

社員の方々も小野氏の高校の同級生な

は新規就農者の支援により力を入れる

け入れにも取り組まれています。今後

らは自社農場も開始し、研修生の受

ト通販だそうでう。また、一昨年か

売り上げの５割が野菜ボックス等のネッ

百貨店にも卸すようになり、現在では、

いたそうですが、徐々に自然食品店や

者。始めたころは飲食店向けに卸して

経 営 者 の話 や

向かって取り組んだ結果であることがわ
かりました。各

営者の問題意識が高く、現状を的確

てしまうことが原因 と考え、課題とな

予定で、実際に農場に足を運んで生産

農 業 を模 索 し

会社で、代表取締役 小野氏は 歳。

る『
売り先』を見つけ、少量多品目で

に関するアドバイスもされるそうです。

就農者がゆえに想定される品不足とい

（
前田）

思います。

え、目指すべき

と は何 か を 考

の農 業 の価 値 」

生 に は 「自 分

姿 勢 か ら、 学

にとらえたこと、そして課題の解決に

も売れる仕組みをつくろう」と、同社
を設立されました。
取引があり、そのうち９割が新規就農

に注目した特徴ある経営であり、新規

ていってほしいと

△ゼミ生にお話をされる小野氏 （右）

新規就農者の課題となる 「
販売先」
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現在は関西を中心に約 件の農家と
60
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