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総台地に位置し、人参やスイカを中心

て誕生した。県のほぼ中央の東部、北

町、蓮沼村、松尾町の４町村が合併し

り、それに農薬が関係しているのではな

で肝機能障害の人が出たという話もあ

散布に嫌悪感を抱いており、健康診断

かった。ほとんどの農家が農薬の過剰

（１／７）

日本における有機農業 （
註）の歴史

に、サトイモやゴボウなど野菜の産地

いかと噂されていたという。

～さんぶ野菜ネットワークを事例として～

は、自然農法の取り組みを含めると

として知られている。平場で肥沃な土

１．はじめに

すでに 年にも及ぶ。この間、生産者

広がりを形成し、２００６年 月には、

取り組みの積み重ねによって社会的な

と消費者の関係性を重視した地道な

た首都圏にも近いため、農業経営の条

候によって周年出荷が可能であり、ま

壌が作物を育むだけでなく、温暖な気

導は農薬によって病害虫を抑えるとい

農家である。ところが、当時の防除指

のは、農薬を散布し、被ばくしている

農薬の危険性を敏感に感じ取っていた

する法制度は、有機ＪＡＳ認証制度に

３．山武郡市農協睦岡園芸部

もうひとつは、当時の農協婦人部が

以外の選択肢が与えられていなかった。

下、
「
有機部会」
）の発足に遡る。なぜ、

協 睦 岡 園 芸 部 無 農 薬 有 機 部 会 （以

ネットワークの歴史は、山武郡市農

ベスト農薬や植物検疫における燻蒸な

急激に増加していくなか、ポスト ・ハー

年のプラザ合意以降、輸入農産物が

で見学会を開いたことである。１９８５

輸入農産物の実態を知るため、横浜港

本メールマガジンでは、千葉県山武市・

農協が有機部会を立ち上げたのだろう

どその危険性が社会問題化した。酷い

を振興する体制がようやく整い、さら

さんぶ野菜ネットワーク （
以下、「
ネッ

か。

今回はネットワークの代表理事 ・富谷

ひとつは、連作障害による農薬の使

食べもの”へ
の関心が高
たちのなかで、“

実態を目の当たりにした婦人部の女性

連作障害と食べものへ
の関心という２

用量増加と健康被害への懸念である。
地であるが、一方で土壌病害など連作

つの出来事がちょうど重なり、農家や

亜喜博さん （
ファーム富谷）と事務局

障害が起こり、それに対処するための

女性たちの問題意識と有機農業をつな

くなっていったという。

農薬使用量が増加していた。とりわけ、

げたのが当時、睦岡支所長をつとめて

山武市は自然条件に恵まれた野菜の産
２．地域の概況
山武市は２００６年に成東町、山武

施設栽培は連作を避けることができな

長 ・下山久信さんにお話を伺った。

なる発展が期待されている。

トワーク」
）の取り組みを取り上げる。

たが、推進法の成立によって有機農業

無農薬有機部会の発足

が成立した。これまでの有機農業に関

有機農業推進法 （以下、「推進法」
）

12

よる有機農産物の表示規制のみであっ

う考え方に基づいており、農家にそれ

件に恵まれた地域といえる。

70
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次なるステップとして販路の開拓に取り

（２／７）

有機農業全国農協交流集会に下山さ

組んだ。

有機農産物や無農薬農産物を扱って

んのほか、園芸部長 ・副部長が出席し、

～さんぶ野菜ネットワークを事例として～
いた下山さんであった。
下山さんは東京都出身の新規移住者

月に有機部会の設立総会を開い

ういう農業もある」と有機農業を紹

このような経歴を持つ下山さんが 「
こ

農協に就職した。

さんは、これをきっかけに当時の山武

農家へ
の援農など支援を行っていた下山

団結小屋に寝泊まりしながら、有機

成田闘争に深く関わっていた。そこで

山武市から近い成田市三里塚における

に熱心に取り組んでいた下山さんは、

み始めた。言うなれば “
実験圃場”で

いう小さい面積から有機農業に取り組

だったという。そのため、各農家 ａと

棄すればいいか」という消極的な姿勢

半疑であり、「
うまくいかなかったら廃

産物を生産できるのだろうか」と半信

農薬を使わずに商品となるような農

であった。
場は約

ただし、当初はどの農家も 「
本当に

た。発足時の部会員は 名、登録圃

やることが強かった。たぶんそれが一

ある。富谷さんも 「農協で組織的に

信頼構築に大きな力を発揮したからで

的に取り組んだことが取り引き先との

ではなく、農協という看板のもと組織

素性のわからない少数の農家の集まり

端視”されていた時代状況において、

たという。なぜなら、有機農業が “
異

しなくても、相手が反応を示してくれ

翌

介したのである。その後、三里塚で有

ある。その圃場には有機農業というこ

番。一人、二人の有志で始めたのとは

である。中央大学在籍時、学生運動

機農業を営む下山さんの義理の弟を講

とがわかるように、自分の名前を書い

数社に手紙を書く

師に招き、農協の会議室で勉強会を

た看板を立てた。

いる流通事業体

開催した。園芸部のなかで 「
無農薬で

28

12

を回覧したところ、 名ほどの農家が

野菜を作ってみよう！」というチラシ

較的少ないサトイモから有機農業に転

富谷さんはまず、病害虫の被害が比

農業に取り組むこと自体珍しく、メ

また、現在もそうだが、農協が有機

そのような状況のなかで、真っ先に

ディアに取り上げられるなど世間から

集まった。有機農業への関心は非常に
高かったという。
１９８７年末から１年間、三里塚微

実験的であったため、販売先は何も考

を訪れたときのこと。当初は圃場も小

あった。大地を守る会の担当者が現地

興味を示したのが 「
大地を守る会」で
講師に招き、有機農業に関する勉強

えていなかった。ただし、せっかく収穫

有機部会は試行錯誤の船出であり、
月に

さかったため、作物に付く虫をひとつ

11

は、静岡県伊豆長岡で開かれた第１回

会を連続で開いた。１９８８年

できた野菜を捨てるわけにはいかず、

生物農法の会 ・堀越昭平さんなども

るとは考えてもいなかった」という。

換した。当時を振り返ると、「
圃場の

違ってね」と当時を振り返る。

など営業を開始すると、直接訪問を

10

の関心の高さもプラスに働いた。

10

4.5
ha

全てを有機農業に転換することができ
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～さんぶ野菜ネットワークを事例として～

（３／７）

有機部会の農家は睦岡支所管内とい

市場での取り引きは農産物の出来が

に関する情報交換をしていた。有機農

常的に顔を合わせ、出来具合や技術

ていた。大地を守る会側も事情を抱え

あり、「
山武は本気で有機農業に取り

良く、豊作のときは価格が下落し、反

業 に関 す る勉 強 会 も引 き続 き開 き、

ひとつ手で潰していたという。圃場のい

組んでいる」と感じた担当者が農家の

対に出来が悪く、不作のときは価格

千葉県は周年で野菜が収穫できること

うこともあり、身近にいる者同士、日

地道な努力に関心し、取り引きが決

が上昇する。これは明らかに矛盾であ

から、輪作体系の重要性を学んだとい

ていたのである。

まった。大地を守る会との取り引きは

り、契約栽培による価格の安定は農家

たるところに農家が歩き回った足跡が

１９８９年５月からスタートし、野菜の

う。これは栽培技術面の大きな特徴で
ある。

にとって魅力的な条件であった。
また、大地を守る会との取り引きは、

全量買い上げが実現した。１９８７年
月に日本リサイクル運動市民の会と

ところが、当初のように ａという小

上げたばかりだった大地を守る会は、

小さいものであっても全て引き取っても

係なく、大・
中・
小という３規格のみで、

で有機農業の圃場を拡大し、 ～ ａ

難しかった。富谷さんは２年目に ａま

さい面積では輪作体系をつくることが

厳格な基準がなく、農産物の外観に関

しばらくの間その仕入れを行っていたた

らえたという。

提携し、「
らでぃっしゅぼーや」を立ち

め、取り扱う有機農産物の量が不足し

10

12

△ミニハクサイ （ファーム富谷）

△ネギ （ファーム富谷）

60

20

たが、そのなかで新たな課題も生じて

有機部会は順調に生産を伸ばしていっ

４．さんぶ野菜ネットワークの設立

た。

得た様々な情報をもとに開拓していっ

る会だけではなく、大地を守る会から

目ぐらいから、取り引き先も大地を守

いくなかで、有機部会が発足して３年

年目で全面転換した。圃場が拡大して

ずつ３～４品目を輪作し、その後、６

10
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る。２００１年４月から有機ＪＡＳ認証

ができる組織としての体制づくりであ

ひとつは、事務局員を安定的に雇用

産かつ多様な取り引き先を持つ有機部

設備は整備していなかった。多品目生

うになったが、有機部会としての冷蔵

引き先から野菜の鮮度を求められるよ

に応じた冷蔵設備の整備である。取り

二重体制が続いたが、この間、冷蔵設

ワーク、農産物の集出荷は農協という

に事務所を借り、受発注業務はネット

体制を整えた。ネットワークは農協内

を独立させ、事務局員を雇用できる

を設立し、農協から受発注業務だけ

（４／７）

制度が本格的にスタートし、有機部会

会は、他の農産物とは出荷体系が違う

備を整えた出荷場設立の準備を進め

～さんぶ野菜ネットワークを事例として～

もそれに対応し、認証の取得を進めた。

ため、農協の冷蔵設備を都合良く使

た。

いた。

また、取り引き先も多様化し、栽培

用することはできなかった。

月に新社屋と

集出荷場貯蔵施設を設置したことによ

その後、２０１１年
月、有機部会の直販組織として農事

り、ネットワークは農協から完全に独

たため、代わりに 代の若者２名を事

その後、下山さんが本所へ
異動となっ

で
数は 名、有機農業の圃場は約

ある。そのなかで年間１００品目もの野

れの数字も２０１２年度時点）
。組合員

本人もそのような扱いを望んでいなかっ
た。
もうひとつは、有機部会の出荷体系

51

り引き先は 社あり、そのうち有機農

83
ha

産物を専門に扱う流通事業体が ％

50

り業、学校給食など多元的な販売チャ

を占めているほか、生協、外食、小売

40

員として採用することができず、また

務局員として迎え入れた。ただし、そ

ネットワークの現状を見ていく （
いず

５．さんぶ野菜ネットワークの現状

下ろした。

立し、有機部会は 年間の歴史に幕を

組合法人 「さんぶ野菜ネットワーク」

以上のような理由から、２００５年２

管理記録など提出書類の作成や取り
引きに関する煩雑な作業が増加してい
た。
当初は下山さんが支所長の仕事をし
ながら、机の隣にＦＡＸを置いて取り引
き先からの発注に対応し、出荷量を調
整していた。当時はＦＡＸも一般家庭に
普及しておらず、下山さんが出荷依頼
書を各農家に軽トラで配達していたと

11

菜を生産し、周年で出荷している。取

いう。

23

の２名を定期的に異動がある農協の職
△集出荷場の様子
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山武市も条件に恵まれているとはいえ、

（５／７）

２００８年、推進法の成立を機に始

ご多分に漏れず、後継者がいない 代

～さんぶ野菜ネットワークを事例として～
ネルを構築している。年間販売高は約

まった有機農業モデルタウン事業の受け

務局がとりまとめ、取り引き先に提案

家が作付希望を提出し、それらを事

作付する数か月前に実施する。各農

作付調整会議は、春夏作と秋冬作で

された。このなかで、山有協の活動を

進協議会」（
以下、「
山有協」
）が設立

市から構成される 「
山武有機農業推

ワタミファーム、山武郡市農協、山武

皿として、ネットワーク、大地を守る会、

に受け入れている。

ある都市生活者の相談にのり、積極的

可能性がある。そのため、就農意欲が

良農地の多くが遊休農地になっていく

地を守っている。今後、そのような優

や昭和ヒトケタ世代が中心となって農

４億５０００万円である。

する。その後、取り引き先が検討とし

実質的に主導し、窓口となっているのが

経過した。この間、 名が新規就農し

このような体制を整備してから６年が

て生じた過不足分について再度、生産

修の受け入れ」「
新規就農支援」である。

△人参ジュース

というパターンである。現在、

名が

が出ていない。いずれも 「
研修→就農」

（
うち２名は定年帰農）
、いまだ脱落者

22

定である。新規就農者の平均年齢は

代半ばまでサラリーマン

万円

が保障できる金額である。研修期間は

通いの研修になるため、最低限の生活

が含まれている。
近くにアパートを借り、

成する 「
農の雇用事業」（
６～７万円）

最長で２年間、研修経費の一部を助

ほどの給料を支払っている。給与には、

研 修 生 には、 ひと月 あたり

生活を経験してきた人が多い。

歳ほどで、

40

なかから新たに３名が新規就農する予

研修に励んでおり、２０１５年にはその

11

15

30

その主たる活動は 「
就農相談」
、「
研

ネットワークである。

70

者間で調整し、作付計画を立てている。
６．新規就農者の育成と定着

△有機 JAS マークを貼付した人参 （ファーム富谷）

※本誌の無断転用・転載を禁止します。
[ 発行人 ] 一般社団法人アグリフューチャージャパン
〒 108-0075 東京都港区港南 2-10-13 農林中央金庫品川研修センター５階
TEL：03-5781-3750
FAX：03-5781-3752

発行：2014/12/26

一般社団法人アグリフューチャージャパン

Agriculture Topics

地域に広がる有機農業の挑戦

際には、２年の間で就農する人が多い

い、給料を支払うことにしている。実

修生ではなく、スタッフのような形で扱

する場合、富谷さんのところでは、研

先との話し合いで決める。研修を継続

研修を終えて新規就農するかは研修

のため、それ以降、研修を継続するか、

の雇用事業」の対象期間が最長で２年

最低１年、最長で３年ほどである。「
農

向上という相乗効果を生み、農業経

ができ、技術の向上は生産量と品質の

新規就農者は生産面に力を入れること

安定的な販路が確保されていることで、

らこの地を就農先として選択している。

就農者も 「
販路がある」という理由か

農希望者を口説く文句であり、新規

ば、売り先はある」というのが新規就

を持っている。「
ネットークに所属すれ

るネットワークは、この点に大きな強み

重なった」と、これまでの取り組みにつ

「
ちょうどいいタイミングで色んなことが

富谷さんと下山さんは口を揃えて、

増加につなげている。

ワークが準備し、着実に新規就農者の

仲間づくりといったサポート源をネット

就農後は出口として販路の確保および

り、段階的に新規就農をサポートし、

（６／７）

という。農地や住宅の確保といった就

営だけでなく、産地としてのさらなる

いて振り返るが、タイミングという言葉

～さんぶ野菜ネットワークを事例として～

農準備は、研修中に受け入れ農家や

発展につながっていく。

７．むすびにかえて

ネットワークの支援のもと進めていく。

ければならない。そのような状況のな

の状態から一つひとつ積み上げていかな

農者は農業経営と生活をほとんどゼロ

られるのが販路の確保である。新規就

農業への参入障壁として真っ先に挙げ

定着へ
のプロセスである。その際、有機

問題である。大切なのは新規就農から

営を成り立たたせて定着することは別

ただし、新規就農することと農業経

り引き先とのさらなる信頼関係の構築

同出荷体制が安定的な取り引きと取

荷量を調整している。相互補完的な共

たときに、組合員同士融通し合って出

不順、想定外の生育不良などが起こっ

では、出荷する農産物の過不足や天候

のもう一つの強みである。ネットワーク

る。すなわち、組織力がネットワーク

は、多くの組合員によって支えられてい

このようなネットワークが持つ販売力

い。

ができなければ物事の発展は見込めな

なったとしても、そのタイミングに対応

いった。ただし、うまくタイミングが重

じて有機農産物の流通も多様化して

高まりを見せた時期であり、それに応

題などを背景に有機農産物へ
の関心が

年代後半は食の安全性や地球環境問

確かに、有機部会が発足した１９８０

だけでは片づけられない厚みのある取

かで、栽培技術も未熟で安定しない新

につながっている。
修の受け入れ体制を整備することによ

山 有 協 は入 口 として相 談 窓 口、 研

ような社会 ・市場環境の変化をうま

有機部会およびネットワークは、その

り組みを展開している。

規就農者が、同時に販路も開拓してい
くことは容易ではない。
すでに安定的な販路が確保できてい
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地域に広がる有機農業の挑戦

必要であり、一方で多品目を小ロット

（７／７）

なる。このことについて、富谷さんは次

で出荷する農家の販路も継続して維持

～さんぶ野菜ネットワークを事例として～
く掴み取り、主体的に仕組みをつくり
のように述べている。

ネットワークはこのような経営スタイ

ながら有機農業の輪を広げてきたので

は大きく展開してもらい、家族経営で

ルの多様化にどう対応し、仕組みをつ

していかなければならない。

最後に、ネットワークが抱える課題

やっていく農家も同時に支えながら、

くっていくのだろうか。新たな挑戦が始

「
栽培品目や規模の拡大が可能な農家

と方向性について触れておく。有機部

この２つのスタイルをネットワークとして

まろうとしている。

ある。

会が発足した当初、その大半を占めて

大切にしていきたい」
。

新規就農者の定着状況をみると、組

後継者は８名しか決まっていないという。

規就農者のなかには雇用による規模拡

拡大が難しいという現実もあるが、新

ＪＡＳ認証を取得したものに限らず、有機農

（
註）本文中で使用する 「
有機農業」は有機

合員の半数以上を新規就農者が占め

目指す経営と、家族をベースにした経

農業生産に由来する環境へ
の負荷をできる限り

組み換え技術を利用しないことを基本として、

肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子

営の棲み分けが共存できる新たな仕組

低減した農業生産の方法を用いて行われる農

る日もそう遠くはない。ただし、下山

みづくりが求められている。そのなかで、

業」を指し、広義に捉えている。

さんが 「 名いる新規就農者のうち、
いしかいない」と述べるとおり、販路が

真っ先に対応を迫られるのが販売チャ

経営的に成り立っているのが 名ぐら
確保されているとはいえ、それ相応の

ネルだろう。

圃場であっても遊休農地になる可能性

数を絞る農家が出てくれば、それに応

ところが今後、規模を拡大し、品目

inquiry@afj.or.jpまでご連絡ください。

取り上げてほしいテーマがございましたら、

きを伝えていきます。記事へ
のご意見や、

「 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

技術力がなければ、経営を成り立たせ

ネットワークは、平均すると２ ほど
の栽培面積で、少量多品目を生産す

ることは難しい。新規就農者もまだま
だこれからが試されているのであり、現

る農家の集合体である。これまでは組
合員はみな平等であり、同じような対

があり、 今 後、 産 地 をどう 維 持 し、

じた大ロットで出荷できる販路の確保が

応をしていればよかった。

発展させていけるのかが大きな課題と

このような状況のなか、有機農家の

きな負担になるだろう。

時点で大きな期待をかけ過ぎるのは大

ha

10

22

つまり、法人化も含めて規模拡大を

業推進法で定義される 「
化学的に合成された

有機農業は労働力や作業面から規模

いた 代後半の農家は、現在、 代後
60

半から 代にさしかかっているが、その

40

大を目指している人もいるという。

70
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