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（１／５）

を出荷していくために、無茶々園では

ながら、注文や契約に合わせてみかん

海岸線から山の上まで張り付くよう

いち早く農家のＩＴ化を進めてきたそ

ます。この生産情報を公開して消費者

にみかんの木が植えられた段々畑を見

無茶々園の現在の売り上げは８億円、

の安心に繋げるほか、生産者へのデー

うです。生産者は栽培記録を登録し、

その４割が柑橘の販売によるものです。

タのフィードバックも行っています。販

学したあと、無茶々園理事の村上尚

売り上げの４分の１が直販、４分の１が

売に関しては、週単位で各農家におけ

生産方法によって各生産物を格付けし

域法人 無茶々園および農産物直売所

パルシステム生活協同組合となっていま

る残量調査をおこなって注文に対応で

樹さんからお話を伺いました。

「
さいさいきて屋」の取り組みを中心に

す。多くの生産者から多様な品種の出

きるようにしています。

視察レポートをお送りします。

荷を受け、栽培方法や品質を管理し

■無茶々園
～柑橘栽培から地域づくりへ
～
１日目の訪問先は、松山市から車で
２時間ほど、宇和海に面した西予市明
浜町にある無茶々園です。１９７４年、
化学物質を多用する農業に疑問を抱
いた３人の農業後継者が、
の借地
で無農薬の柑橘生産を始めたのが設立
のきっかけです。以来 年にわたって有

15
a

農薬もできるだけ使わないという栽培

み、現在では、除草剤 ・化学肥料ゼロ、

機農業を軸としたまちづくりに取り組

40

面積は１００ を超え、無茶々園に出
ha

荷する生産者は明浜を中心に 軒ま

△段々畑の様子 （上）、 たわわに実った柑橘 （下）

訪問させていただいた、株式会社 地

で広がっています。

農業生産を基盤にした地域づくりを学ぶ ～小野ゼミ視察レポート～

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。
その一つである小野ゼミでは、１月
日から 日にかけ、愛媛県へ
ゼミ視察
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に出かけました。今号では、その際に

26
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明浜に泊まった翌朝、無茶々園に出

（２／５）

設 「
めぐみの里」を立ち上げました。

農業生産を基盤にした地域づくりを学ぶ ～小野ゼミ視察レポート～

こうした柑橘類の生産 ・販売を起点

荷する生産者 ・上原佑貴さんのご自

りを学んだのち、事務局職員として無

地域における高齢者のケアと、働き口

生産においては、カメムシの大量発生

茶々園に勤務。「
本当に地域を良くし

に、地元にあるさまざまな資源を掘り

梅の加工品、段々畑で育てた野菜、地

でどうしても有機栽培基準外の農薬を

ているのは、生産者である農家ではない

宅にお邪魔しました。上原さんは東京

元の網元や漁師 ・加工業者と提携し

使用せざるを得ないケースが増えてお

か」との思いから、パートナーの海外

の問題を解決しようという取り組みで

ている海産物、柑橘の加工残渣からとっ

り、有機栽培をうたえないみかんも増

勤務に同行しての主夫生活を経て、無

起こし、加工 ・販売し、地域での仕事

た精油などで作られたコスメなどが販

えているそうです。しかしながら、「
『
な

茶々園の生産者として就農して４年目

生まれ ・東京育ち。大学院でまちづく

売されています。

にがなんでも有機』にこだわるのではな

になります。

す。

「無茶々園は単なる生産団体ではな

く、お客さんから本当に求められるも

を生み出しています。現在は、柑橘や

く、『地域をなんとかしよう』という

の、「
無茶々園だから」と買ってくれる
お客さんが満足してくれるものを作っ

まちづくりのための運動体なのだ」と
村上さん。大規模な有機農業や企業

農業生産を基盤に地域をよくする

ていくことが、より一層大事になる」

村上さんをはじめとする新規就農者や

活動を広げていくという考え方、息の

的な経営を目指して１９９８年に設立

国内外からの研修生でスタッフを構成、

に、農業で地域に貢献したいというゼ

と仰っていました。

の
 農地での果樹 ・野菜生産のほか、
農 家 へのスタッフ派 遣 で労 働 力 の提 供

ミ生たちも励まされたのではないでしょ

されたファーマーズユニオン天歩塾では、

とスタッフの技術習得の両立に取組み、

うか。

～新規就農者として地域で生きる～

■無茶々園生産者 ・上原佑貴さん

長い取り組みで活動を広げてきたお話

黒字経営を達成しています。

料老人ホームなどを提供する福祉施

も乗り出し、昨年はデイサービス・有

食弁当やヘ
ルパー派遣など福祉事業に

近年では、地域の高齢化を見据え配

25
ha

△上原さん （右） ご案内のもと圃場を視察
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大規模経営を目指すファーマーズユニオ

は厳しい」とのこと。就農したころは、

農給付金 （開始型）がなければ生活

上原さんは借地
で柑橘類を生
産していますが、「
受給している青年就

け入れる無茶々園でさえ 「
よそ者」の

とはいえ、新規就農者を積極的に受

んだんと根ざしていっている様子です。

通じて生まれた交流もあり、地域にだ

出てきたそうです。３人のお子さんを

原さんのところで」と言ってくれる人も

の難しさと豊かさを感じました。

く上原さんの姿に、地域で生きること

んを肩車して段々畑を軽々と登ってい

方、暮らし方を模索していく。お嬢さ

て、だからこそ自分らしい農業のやり

ことも。よそ者であることは受け入れ

てもらえないことに複雑な思いを抱く

（３／５）

ン天歩塾のような方向性を考えていた

定着は難しいようです。他の土地で新

農業生産を基盤にした地域づくりを学ぶ ～小野ゼミ視察レポート～

そうですが、貸しに出される農地は条

たに農業を始める人、有機栽培の限

のか…」
。考えを巡らす一方、明浜で

周囲の農家と並ぶのが精いっぱいでいい

祭りなどでなかなか大事な役割を任せ

らこそ、それが伝統とはいえ、地域の

～直売所を地域振興の拠点に～

視察最終日は今治市に移動し、全国

屈指の売り上げを誇る農産物直売所、

「さいさいきて屋」を訪ね、立ち上げ

時から同直売所の責任者を務める西

農業を営む中で色々な出会いがあり、
最近では 「
人並み ・人と同じを目指す

の農協が合併

と
たりの経営耕地面積は
 小規模で
す。合併当時、西坂さんは 「危機感

島や中山間地が多く、組合員１戸当

して１９９７年に誕生しました。管内は

治農業協同組合は、

「
さいさいきて屋」を経営する越智今

坂文彦さんからお話を伺いました。

農業生産では自然農を目指し、少し
ずつ苗木を植えて更新を進めています。
空き家を改装した自宅は 「
かんまん部
屋」と名付け、パートナーの若菜さん
が英語教室を開いたり、地域の人と味
噌作りをしたり、遠方からの来客を泊
めたりと私設の公民館のように使ってい
て、最近では何かをするときには 「
上

14

後継者がいない。農協共販の出荷者も

離農や生産規模の縮小が進む。農家の

を抱いた」と言います。高齢化によって

50
a

と考えられているそうです。

より、自分なりの農業をやってみよう」
△上原さんご夫妻 （左上段 ・ 下段） と小野ゼミ

■さいさいきて屋

件がよくないことも多く、木を更新し

して地域づくりを」という無茶々園の

界を感じて去っていく人…。「
農業を通

年近くかかります。「
新規就農者だか

思想に共鳴して入ってきた人たちだか

ようとすれば経済生産できるまでに
らこその苦労もして、 年かけてやっと

10

1.7
ha
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販売高も減っている。購買や営農の拠

得して開設した 「さいさいきて屋」１

て、３年で１億円売る」と上層部を説

い小さい農業をする人が売れる ・活躍

ていないか」という思いと、「
管内に多

の組織なのか。組織のための農協になっ

担当者は減らない。「
農協は農家のため

導員が減らされる中で、金融や共済の

じる。一方で組織内を見れば、営農指

さいきて屋」がオープンし、出荷会員

農園や食堂を併設した現在の 「さい

は８億円を超えました。２００７年には、

げ３億円をはやばやと突破、５年後に

きく上回り、２年目には目標の売り上

人でスタート。しかし、その目標を大

さんとパートさんのみで、出荷者は

94

（４／５）

もプラス、売り手 ・作り手 ・買い手の

め、一番遠い島に住む職員がトラック

島しょ部の組合員からも集荷するた

から運営する彩菜ネットスーパーで注

た品物のコンテナのほか、直売所が昨年
まず農産物直売所部門では、大手

「さいさいきて屋」は、「日本一売れ

文を受けた商品を積んで配送しながら
べてを揃えています。一部の水産品を

残りの少ない直売所」を目標としてお

スーパーと勝負するため、漁協とも協

除き、産地はすべて今治で、今治産の

り、 農 産 物 処 理 加 工 施 設 を設 置 し、

帰ります。

原料を使った直売所のＰＢ商品も開発

力して鮮魚 ・青果 ・精肉の生鮮３品す

な工夫がされていました。

まさに 『三方よし』
」だとも。お店の

△ 「ささいきて屋」 の充実した柑橘売り場

で集荷しながら出勤。帰りは売れ残っ

業」
。さらに、「地産地消で消費者に

メインで農家が喜んで農協が儲ける事

西 坂 さ ん曰 く、 この事 業 は 「農 業

26

中には、三方をよしとするための様々

されています。

農業生産を基盤にした地域づくりを学ぶ ～小野ゼミ視察レポート～

点が減って農家が農協に来てくれなく
号店。

坪の店舗に、スタッフは西坂

なった。少子化等による食の変化も感

できる場を作りたい」という思いから、

△西坂さん （右） よりご説明をいただく

億円に及びます。

は１３００人に上り、売り上げは年間

30

２０００年に農産物直売所 「さいさい
きて屋」を提案し、開設されました。
２０００年 月、「
１５００万円で作っ
11
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所得の向上を目指しています。

を極力廃棄せず買い取ることで、農家

乾燥 ・パウダー工房も事業化、商品

とした新技術 ・新品種実証農園、一

育成 ・営農指導員の技術向上を目的

開かれるクッキングスタジオや、出荷者

そのほかにも、ほぼ毎日料理教室が

ほしいと願っています。

ちにも、思いを強く持って歩み続けて

農業者としての一歩を踏み出す学生た

志の強さが印象に残りました。この春、

（５／５）

併設の彩菜食堂とＳＡＩＳＡＩＣＡＦＥ

般市民用 ・組合員用それぞれを対象

農業生産を基盤にした地域づくりを学ぶ ～小野ゼミ視察レポート～

では、直売所で売れ残った商品を原料

にした貸し農園が併設され、活発に利

（
小野）

として用い、お客様へ
の今治産農産物の

用されています。

伺った方それぞれの思いと続けていく意

した。取り組み方は様々でも、お話を

盤にした地域づくりの取組みを学びま

今回の視察では、主に農業生産を基

しょう。

役割を再確認する時間となったことで

工夫に触れ、直売所が地域で果たす

名います。国内有数の規模の直売所の

生産物を販売する予定の学生も複数

ゼミ生の中には、就農後、直売所で

のです。

屋」は、まさに地域の食と農の拠点な

現に力を注いでいます。「
さいさいきて

給食や幼稚園給食での地産地消の実

ます。西坂さんもＪＡの立場で、学校

や地産地消を推進してきた歴史があり

また、今治市では、行政も有機農業

提案と売れ残り削減を両立していまし
た。食堂やカフェの存在は、集客面で
も効果を発揮しているそうです。

△おしゃれな雰囲気のＳＡＩＳＡＩＣＡＦＥ
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