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「いわき市の未来を一緒につくる」
～福島県いわき市 ＮＰＯ法人ザ ・ピープルの取組み～
「
学生がフィールドで学んだことを伝
える。それを通し、情報発信の重要性
はもちろん、『
伝える力』をつけてほし
い」
。その想いから今回のメルマガでは、
当校２年生 （
１期生） 松本幸子、村
山周平が、フィールドワークで訪問し
た福島県いわき市のＮＰＯ法人ザ ・ピー
プルの取組みを紹介します。
■地域に元気になってもらうには？

（１／５）

業は栽培から加工 （
一部商品）
、販売

までを行っている。栽培圃場は現在で

は３ 近くあり、それ以外にも小学校

などの市内教育機関でも栽培している。

ザ ・ピープルの特長は、栽培を自分た

ちだけで行うのではなく、様々な場所

から訪れるボランティアに無農薬の綿

栽培の膨大な作業を手伝ってもらう点

である。現在では、訪問したボランティ

アはのべ６千人を超えている。いわき市

るＮＰＯ法人ザ・
ピープル （
以下ザ・
ピー

県いわき市のボランティアグループであ

な声が素敵な女性だ。長い間、福島

吉田恵美子氏は、明るい笑顔と大き

「
農業に関しては素人なんですよ」

法人と企業組合を設立した。オーガニッ

で地域づくり活動を行ってきた人々や

ジェクト”として、震災前からいわき市

年２月には、“
いわきおてんとＳＵＮプロ

には不都合が多いとの判断で、２０１３

る。ＮＰＯ法人ではビジネスに参入する

なコットン製品を意欲的に生み出してい

されたスタディツアーにも参加し、いわ

なく、被災地などの視察もプログラム

ボランティアは圃場での作業だけでは

運営している。

をはかる 「
小名浜地区交流サロン」も

スポ」内に避難者や地域住民との交流

ており、
いわき市のショッピングモール「
リ

地区のボランティアセンターの運営もし

の社会福祉協議会からの委託で小名浜

プル）に設立から関わり、地域の人々

クコットン事業、スタディツアー、コミュ

■農業参入の経緯
ザ ・ピープルのオーガニックコットン事

リピーターも多い。

研修や旅行会社のツアーなどもあり、

プログラムに組み込まれている。企業の

の圃場の持ち主である農家との交流も

事故についても学ぶ。また、それぞれ

からの深い信頼と親しみを得ている。
今は吉田氏が代表を務めるザ ・ピー
プルは、いわき市をはじめとした福島
県の各地域で無農薬のコットン （
綿花）
の栽培を行っている。さらには加工まで
行い、Ｔシャツや手ぬぐい、コットンベイ
ブという綿実を使った人形など、様々

取り組んでいる。

き市や震災、東京電力福島第一原発

～ボランティアグループの農業参入～

ha

ニティ電力などで復興とまちづくりに

△吉田恵美子氏 ： いわきおてんと SUN 企業組合代表
理事。 これまでの長いボランティア実績を通し地域内外
に広いネットワークを持ち、 震災後は 10,000 人以上の
様々なボランティア受け入れ経験を有する。
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タディツアーを主体としたＮＰＯではな

そもそもザ ・ピープルは、農業やス

動へ
もつながったと言える。ザ ・ピープ

な活動や団体とのつながりが、今の活

としていた。だからこそ生まれた様々

射線移行係数も水稲と比べて低い。繊

始めた。とくに綿は塩害にも強く、放

ない」繊維作物の栽培について検討を

そこで、ザ ・ピープルでは 「
口に入ら

（２／５）

い。もともとは古着回収事業を通して

ルの構成員は 人を超える。それだけ

～福島県いわき市 ＮＰＯ法人ザ ・ピープルの取組み～

まちづくりに貢献するボランティア団

あるからこそ保有しているネットワーク

にとどまらず、長い歴史を持つＮＰＯで

に防寒具などの古着を避難所に届ける

の厳しいいわき市で、被災者や避難者

東日本大震災時にも、まだまだ寒さ

た。

震災前から活動項目の一つとしてあっ

事などの災害による被災者支援事業は

い者支援事業などである。そして、火

り、リサイクル資源とする事業、障が

化している。古着をリメイク販売した

的な出来事だった。ザ・

にとって、事故は致命

農業を続けていた農家

いわき市も同様である。子や孫に食べ
さ せたいという 思 いで

農業人口の高齢化が叫ばれているが、

次々と農業をやめていった。全国的に

被害を受け、吉田氏の周辺の農家は

地域と同じく、原発事故による風評

ら始まった。いわき市も福島県の他の

市の農家の助けになりたいという思いか

ザ ・ピープルの農業参入も、いわき

と名称を変えた。

くしまオーガニックコットンプロジェクト」

わき市以外での栽培も始めたため、「
ふ

同時に、南相馬市や会津地方などい

として
での栽培を始めた。翌年の
２０１３年には面積を３ に増やすのと

「
いわきオーガニックコットンプロジェクト」

翌年の２０１２年５月には農地を借り、

維製品ならば、ザ ・ピープルの古着関

を駆使し、避難所の様々なニーズを叶

ピープルも農作物を買

の組織力と長い活動実績が、地域の信

えてきた。炊出しもただ行うだけでは

い上 げて独 自 のネ ット

体だった。しかし、ザ ・ピープルの古着

なく、避難所にいる人々自身に調理を

ワークで販売するなど

連事業のノウハウの蓄積もある。震災

楽しんでもらえるような企画にするな

支 援 を 続 け たが、 農

頼と広い活動範囲を持ったといえる。

ど、ただの物的支援に留まらない支援

た。

い去ることはできなかっ

家 の将 来 への不 安 を拭
ちなりの市内のゴミ問題の解消を目標

ザ ・ピープルの活動は元々、自分た

を行うことができた。

回収事業は今では様々な事業に多角

50

△綿花栽培をしている圃場の様子

1.5
ha

ha
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に参加しており、「
なかなか儲けにはな

～福島県いわき市 ＮＰＯ法人ザ ・ピープルの取組み～
■企業、行政、農家……

らないけれど、生きがいにはなります

クコットンの輸入から販売までを手掛け

あって成立している。まず、オーガニッ

ザ ・ピープルの活動は様々な支援が

具だくさんの味噌汁や漬物、収穫した

ンティアを持て成すために用意される

活に欠かせないものとなっている。ボラ

ランティアとの交流は、農家にとって生

様々なつながりの中で

る株式会社アバンティは、震災から間

ばかりのトウモロコシなど、都市にはな

よ」と誰もが語る。都市から訪れるボ

もなくつながりが出来た企業である。

技術を持つのは一部の研究機関だけで

んど途絶えているに等しい綿花栽培の

のためには必要である。日本ではほと

か採算に乗せられるように日々努力し

られる仕組みにするためにも、なんと

吉田氏はこのプロジェクトを農家が続け

「
儲けにもなるようにしていかないと」

（３／５）

あり、彼らの協力は欠かせない。また、

ている。現在では、「
ふくしま潮目」を

福島県で今起こっていることは、今ま

い 「田舎の味」にやみつきになるボラ

企業は前述のとおりスタディツアーの顧

ブランド名としてオーガニックコットン

での過去にない、オリジナルな事象で

アバンティとのつながりがあったからこ

客としても重要な存在であるし、ザ ・

の手ぬぐいを販売しており、オリジナ

あると言える。その中で、住民主導の

ンティアもいるようだ。そのボランティ

ピープルのオーガニックコットン事業を対

ル手ぬぐいのＯＥＭ受託事業も行ってお

まちづくりをどう行っていくかが、いわ

そ、オーガニックコットンの栽培を始めた

象とした復興支援プロジェクトをＣＳＲ

り、販促品や社員配布品などとしての

き市をはじめ福島県の多くの自治体で

アたちの声が、農家にとっては何よりも

事業として行う企業も多い。

注文も増えてきている。それぞれの団

課題となっている。行政からの支援は、

ともいえる。他の企業や行政からの助

また、綿花栽培だけではなく、ボラ

体や企業なりのメッセージやオリジナル

住宅や沿岸整備などの物理面の支援が

嬉しいことなのだという。

ンティアの受け入れをしてくれる農家も

のデザインを載せることのできるオーガ

優先しがちで、コミュニティ形成について

成も、オーガニックコットン事業の運営

いなければ、ザ ・ピープルの事業は成

ニックコットンの手ぬぐいはなかなか他に

■経験を共有したい

ものと思われる。

無く、今後の事業拡大の可能性がある

り立たない。今では多くの農家が取組

△オリジナルのオーガニックコットン製品
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（４／５）

震災から三年が経ち、「
淘汰」や 「
息

民が手を上げ、活動している。ただし、

の中で、自分たちこそが、と多くの市

はなかなか手が回っていないという。そ

の共有こそが、ザ ・ピープルが、いわき

できる糸口となる。そして、その経験

をより深く知ってもらい、経験を共有

うることである。そして、福島のこと

ではなく、福島県全体の利益ともなり

きた。「
福島にオーガニックコットン産業

さんのお話をみっちりと聞くことがで

インタビュー当日は雨。その分、吉田

～福島県いわき市 ＮＰＯ法人ザ ・ピープルの取組み～

切れ」がはじまっていると復興支援関

市へ
訪れる人々へ
与えられる新しい価値

を創出する。繊維のゆりかごから墓場

取
< 材を通して >
～農家の卵が感じたこと～

係者が語ることもある。

になるはずである。

ニケーションをいかに構築するかが最重

今後の農業においては、顧客とのコミュ

ともにザ ・ピープルへ
送っているという。

培し、それを手紙などのメッセージと

実際に数多くの購入者がコットンを栽

商品の一部として使うことができる。

トンをザ ・ピープルに送れば、それを

ランターなどに種を植え、収穫したコッ

る。購入者が自分の庭やベランダのプ

種も同封したパッケージで販売してい

トンベイブ」 は綿 実 から出 来 ており、

いだろう。

からこそ、「
ここにしかない」経験は多

れる。様々な問題を抱えるいわき市だ

得られるものは多いのではないかと思わ

て、接して、一緒に額に汗することで、

る。この場所で努力する人々の姿を見

市の未来を一緒につくる」ことができ

ピープルの事業に参加すれば、「
いわき

く続くリピーターにはならない。ザ ・

い価値や経験を伝えなければ、末永

大震災からの復興」だけではない新し

ボランティアに来る人々に、「
東日本

い。農林漁業の衰退は福島だけでなく、

ら１が生まれないことには、２も３もな

ことができる産業だからである。０か

産業は唯一、「０から１」を生み出す

島の根幹が揺らいだ。なぜなら、
「
一次」

ある農家たちが廃業に追い込まれ、福

大震災によって、一次産業の担い手で

プル』の代表である。しかし、東日本

のリサイクルを行うＮＰＯ法人 『
ザ・
ピー

るように思う。吉田さんは元々、古着

福島へ
の深い想い、愛情が凝縮されてい

まで関わりたい」という彼女の言葉に、

ザ ・ピープルの主力商品である 「
コッ

要課題とある。その中で、顧客に作物

業の世界に足を踏み入れたのは、それ

日本の衰退に直結する。吉田さんが農
文責：
松本幸子 （
福島県浪江町出身。

を栽培してもらい、それを送ってもら
う取り組みも、新しい 「
農業」の形と

実際に、圃場にも足を運んだ。しっ

に危機を感じてのことだと思う。
栽培する間、ザ ・ピープルやいわき市、

かりと管理された綿が、すくすくと育

日本農業経営大学校 １期生）
福島について意識しているのではないか

ち始めている光景がそこにはあった。そ

いえるのではないだろうか。顧客は綿を

と思われる。それはザ ・ピープルだけ
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さは、多少なりとも理解しているつも

は農業を志す人間だ。有機農業の難し

家の方々の存在が大きい。私も、将来

学べないこと ・体験できないことがあり

さる方を募集しています！ここでしか

トでは、栽培等のお手伝いをしてくだ

ご
< 案内 >
ふくしまオーガニックコットンプロジェク

～福島県いわき市 ＮＰＯ法人ザ ・ピープルの取組み～

りである。周りが廃業していく中にあっ

ます。ぜひ、いらっしゃってください！

れには生産アドバイザーである、プロ農

て、その農家の方々は諦めずに前を向

【 WEB
サイト】

http://www.iwaki-otentosun.jp

http://doyoucotton.jimdo.com
【
スタディツアー】

いた。しかし少数では、いつか疲弊して
しまう。外部からやってくる人々がに
ぎやかに農作業をしていくところを見
て、農家さんもやりがいを感じ、精神
的にも支えられている。そこに農業の
可能性を感じずにはいられない。吉田
さんの想いが農業に関わりのなかった
人々を巻き込み、「
偉大なる１」を生
み出した。オーガニックコットンは、「
福
島の宝」である。
文責：
村山周平 新
( 潟県津南町出身。
日本農業経営大学校 １期生 )

「 Agriculture Topics
」では、従来の農業経
営者インタビューに加え、農業の様々な動
きを伝えていきます。記事へ
のご意見や、
取り上げてほしいテーマがございましたら、
inquiry@afj.or.jpまでご連絡ください。

（５／５）
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