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拡大するＥＣ市場における食品ＥＣ

長瀬 直人

EC（電子商取引）化率が非常に低い食品だが、近年、さまざまな取り組みが見られるよ
うになってきた。今後、ＥＣは生産者や食品企業にとってチャンスとなりうるか検証する
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特集は「都市農業」を予定。
マーケットインの発想で生産から販売まで行い、都市住民との交
流を重視するなど農業経営の理想形ともいえる都市農業。制度改
正や実例を踏まえ、都市における農業経営のあり方を考察し将来
を展望する。

＊本誌掲載文のうち、意見にわたる部分は、筆者個人の見解です。

観天
望気

食の情報の重さ

日本人の食生活にとって衝撃的な出来事が起きました。
厚生労働省が二〇一五年版の
「日本人の食事摂取基準」
からコ
レステロールの摂取目標量を撤廃。これにより、
「卵は一日一個
までにしないと健康に害がある」という定説がくつがえされた

まつもと くによし
1965年埼玉県生まれ。88年慶應義塾大学法学部政治学
科卒業。90年松本米穀精麦株式会社に入社し2006年よ
り代表取締役社長。日本卵業協会副会長の他、埼玉県養
鶏協会副会長、一般社団法人埼玉県配合飼料価格安定
基金協会理事長も務める。さまざまなイベントを通じ「1日1個
ではなく、2個の卵を食べて健康になろう」という
「たまご２個
で、みんなニコニコ」
を推進していくプロジェクトに取り組む。

のです。

松本 邦義

この説は、
今からさかのぼることおよそ一〇〇年前、
一九一三
年のロシアでのウサギによる研究を基に、六〇年代に米国で発
表された「卵黄に含まれるコレステロールが動脈硬化の原因で、
卵の消費を控えるべきである」とする論文がその発端と言われ
ています。
長い間、
動脈硬化の原因と指摘され続けてきた卵ですが、
その
後の各国での研究により、卵は健康な人の血中コレステロール
を上昇させないことが明らかになりました。日本でも八一年に、
人体とコレステロールに関する興味深い卵の研究結果が発表さ
れています。健康な成人に一日五～一〇個の卵を五日間連続し
て食べさせた結果、一日に一〇個ずつ食べた人でも血中コレス
テロールの値はほとんど変化しないというものです。
そして今回の摂取目標量撤廃により、ようやく、間違った情報
に終止符が打たれたというわけです。
卵には私たちが必要とするさまざまな栄養素が多く含まれて
います。良質な動物性たんぱく質には筋肉量や筋力の増大効果
がある他、メチオニンなどの含硫アミノ酸は弱った肝臓の回復
力を高めます。
日本人に不足しがちなビタミン・ミネラルも豊富
に含まれています。まさに完全食品と言っても過言ではありま
せん。
日本人は鶏卵を一人当たり年間三三一個食べている、世界二
位の卵好きの国民です（二〇一七年公表）。食に関しさまざまな
情報があふれていますが、
われわれ卵に携わる者は、
消費者に対
して卵に関する正しい情報を伝える義務があります。
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食べることは生きること、人間のいのちに関わることだから
です。

一般社団法人日本卵業協会 副会長
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拡大するＥＣ市場における食品ＥＣ

人口減少が続き、消費市場の規模拡大が見込め

ゆる買回り品である（図１）。
一方「食品・飲料・酒

価格などを比較、検討した上で購入される、いわ

インターネット通販や旅行などの予約サイト、
電子書籍などのＥＣは、すでに
身近なものとなり、
年々利用が拡大している。
一方、
食品ＥＣはさまざまな困難
に直面しており、
その解決に向け、
新たな取り組みが続けられている。食品Ｅ
Ｃが抱える課題を検証し、
今後の利用拡大と事業の進化を展望する。

ない状況下でのＥＣ拡大には、これまで主に実在

類（二・四一％）」「化粧品、医薬品（五・二七％）」な

物販系のＥＣ化率は五・七％

する店舗（以下、実店舗）が担っていた物販がＥＣ

ど購入頻度が高い日用品や生活必需品ではＥＣ

ス

「ＥＣ」（Electronic Commerce）

に置き換えられることが必要となる。一七年時点

化率は低い。

コ

は、
インターネット上の電子商取引のことで、
ｅコ

で、物販のＥＣ化率は五・七％であるが、最も高い

その上、一三年以降五年間の推移を見ると、す

ク

マースとも呼ばれる。オンラインゲームや電子書

中国の一五％、世界平均の一〇％に比べるとまだ

でにＥＣ化率の高いカテゴリーではさらに上昇

ッ

籍などの「デジタル系」、旅行（宿泊）や飲食、美容

低い水準にある。そのため今後も上昇が続くとの

が続く一方で、低いカテゴリーは伸び悩んでおり、

ニ

の比較・予約サイトなどの「サービス系」、ネット

見方が大勢を占めている。ただし、国際水準と比

利用の二極化が進んでいる。この二極化の背景に

が減少している
（経済産業省
「商業統計」）。反対に

ロ

ショッピング、インターネット通販などの「物販

較して低いＥＣ化率は普及の遅れによるものな

は実店舗動向の影響も大きい。ＥＣ利用が定着し、

一七年現在、物販のＥＣ化率が高いのは、「事務

ＥＣ化率の低い食品業界では、小型化の進むスー

ト

系」、これら全てを包含する。

のか、または、日本の消費者特有の要因によるも

ＥＣ化率の高い業態では、例えば〇七年以降の七

た。そのうち「物販系」は約半分の八・六兆円を占

用品、
文房具（三七・三八％）」「生活家電、
ＡＶ機器、

パーマーケットをはじめ、食品の取り扱いを拡大

ク

日本のＥＣ市場規模は、通信インフラの整備や

のとであると考えるかによって、その上昇幅への

年間で文具店が約四〇％、書店は約五〇％店舗数

める。今後のＥＣ（物販系）市場を見通す上で、カ

ＰＣ・周辺機器など（三〇・一八％）」などで、比較

レ

スマートフォン、タブレット端末の普及とともに

見解には相違もみられる。

ギを握るのが物販のＥＣ化率（全ての物販取引に

するドラッグストア、コンビニエンスストアなど、

エ

拡大を続け、二〇一七年には一六・五兆円に達し

ながせ なおと
1975年生まれ。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。
株式会社UFJ総合研究所、独立行政法人経済産業研究所を
経て、2009年より社団法人日本セルフ・サービス協会（現、
全国スーパーマーケット協会）にて業界統計の整備に従事。
高千穂大学客員研究員。

的購入頻度が低く、品質やデザイン、ブランドや

ー

Naoto Nagase

長瀬 直人

占めるＥＣ取引の割合）である。

マ

一般社団法人全国スーパーマーケット協会 主任研究員
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て商品を選べない（六一・九％）」であり、他の理由

24時間いつでも
注文できる
パソコンの画面で選べて
便利
お店では買えない商品が
選べる

に比べてその割合は圧倒的に高い。

53.5

お店に行く手間が省ける

実店舗増加によりメリット希薄化

（％）

63.1

自宅まで運んでもらえる

の不安を解消することが難しいと考えられる。

0

EC（物販系）で食品・生鮮品を購入する理由（n=1,353）

品にまで商品の範囲は拡大した。

30

店舗数は現在でも増加傾向にある。

20

出典：総務省『IoT時代における新たなICTへの各国ユーザーの意識の分析等に関する調査
研究』
（平成28年）

米国シンクタンクから、そう遠くない時期に、
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小売の実店舗は、少数のショールームと配送セン
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食品のＥＣ化を阻む実物志向
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言うまでもなく日本人は食品、中でも野菜や

30.8

ターに置き換わり、従業員の多くはその労働力と

（％）
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消費者がＥＣ（物販系）を利用する理由は、
いつ

実店舗で実物を見たり
触ったりして購入したい
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に不安がある
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者の信頼性が低い
今すぐ欲しい商品の購入
には実店舗の方が便利
ショッピングサイトへの
登録が面倒

80

肉・魚などの生鮮品に対しては品質や鮮度、安全

70

して吸収されるとするレポートが公表された。店

60

でも、どこでも利用でき、品ぞろえが豊富で、価格

50
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が安く、しかも購入後は自宅などに配達してくれ

20

認して購入したいとする意識が強い。画一ではな

10

ろえなどのサービス、価格競争力のいずれの面で

0

ることにある（図２）。

33.9

重いものが自宅に届く

い生鮮品の鮮度などは、数値的な情報として提供

54.6
40.3

実店舗より品ぞろえが豊富

もＥＣが勝り、実店舗は太刀打ちできないという

62.8

実店舗より安く買える

ン

68.1

ゾ
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実店舗に出向かなくても
買物できる
24時間いつでも
買物ができる

しかし先に示した通り、現在の食品小売業では、

EC（物販系）を利用する理由（n=1,000）

マ

図２ EC（物販系）利用の調査
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16

実際、ＥＣ（物販系）最大手企業のAmazon

15

することが難しいため、ＥＣでは消費者の品質へ

14

予測である。

2013

資料：経済産業省「平成２９年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商
取引に関する市場調査）」調査結果

が最初に取り扱ったのは、ＥＣの利便性が高い書

0

5.27
2.41

籍であった。その後、ＥＣの利便性を認識した顧

11.54

10

実店舗が増加しており、ＥＣ化率は極端に低い。

20.40

客の「効率よく、手間をかけずに商品を購入した

20

26.35

その最大の要因は、食品は他の商品に比べ実物

30.18

い」というニーズに、いわゆる範囲の経済を活用

30

実店舗の増加は、日常的に購入頻度が高い食品

37.38

志向が強いためである。ＥＣ利用の調査結果では、

衣類、服装雑貨など

し、買回り品、そして徐々に日用品や食料品など

雑貨、家具、インテリア

生活家電、AV機器、PC・周辺機器など

のＥＣ利用のメリットを希薄化させる。希薄にな

書籍、映像・音楽ソフト

「ＥＣ（物販系）で食品・生鮮品を購入しない理由」

（％）
40

食品、飲料、酒類
事務用品、文房具
化粧品、医薬品

最寄品、さらには取り扱いが難しいとされる生鮮

図１ 物販のEC化率の推移

拡大するEC市場における食品EC

るメリットの一つ目が、「価格の安さ」である。ＥＣ
（物販系）利用の調査（図２）では、「ＥＣ（物販系）

これらの課題を解決しようと配送・物流業務の

効率化に取り組み、収益性の改善と消費者への

程度にとどまる（協会調べ）。つまり半数以上の消
費者は、当日の気候条件や店頭に並んだ商品を見

サービス向上による利用拡大を目指す動きが活

結果として食品のＥＣは、重量が重くかさばる

ネットスーパー最大手の株式会社セブン＆ア

てから何を購入するかを決めているのだ。

る（五四・六％）」が挙げられているにもかかわら
ため、配送のメリットが大きい飲料を中心に利用

イ・ホールディングスはＥＣ（物販系）でオフィス

を利用する理由」の上位に「実店舗より安く買え
ず、「ＥＣ（物販系）で食品・生鮮品を購入する理

されている。実際、
Amazonでは食品売上の上

場で生産される商品では、メーカーは小売側の仕

で占められており、二〇位以下を見てもまれに米

位二〇位まではミネラルウォーターなどの飲料

の提携を発表した。どちらもその配送・物流機能

と、
合同会社西友は通販事業者の楽天株式会社と

事務用品配達を主業務とするアスクル株式会社

発化している。

由」では登場していない。加工食品や飲料など工
入量に応じて価格を設定するため、大量に仕入れ
が登場する程度である。

の活用を念頭に置いたものである。

れば、それだけ安くすることができる。
現在、消費者の購入頻度が高い食品では、圧倒

にＥＣ側に店舗運営費などのコスト面で優位性

することで、仕入価格を安く抑えられるのだ。仮

れているのがネットスーパーである。これは日頃、

Ｃにおいて、消費者から最も利用しやすいと見ら

このように、さまざまな課題を抱える食品のＥ

なった。他にもネットスーパー専用の店舗を新設

一〇〜一二時の配達時間を指定することが可能と

四時間で届き、西友は二四時までの注文で、翌日

が短縮され、例えばイトーヨーカドーは、最短で

これにより、二社とも注文から配達までの時間

があっても、単価の低い食品では送料を含めれば

実店舗を利用し、実際に商品と接した経験がある

することで業務を効率化、利用者を店舗周辺に限

ネットスーパーは配送機能強化へ

結果として割高となることが多い。「ＥＣ（物販

ことで、他のＥＣに比べ実物志向や品質への不安

定することで配達時間の短縮を実現するなどの

的に実店舗での販売量が多く、さらに店舗が増加

系）で食品・生鮮品を購入しない理由」として、「送

が軽減されるためである。二〇〇〇年頃から導入

このような改善は、効率化だけでなく、食品の

料がかかる・送料が高い（五三・六％）」が上位に挙

が普及しなかったことに加え、事業の収益性が伴

ＥＣでは避けては通れない課題である再配送に

取り組みが行われている。

次に「手に入るまでの時間」である。これは物理

わず撤退が相次いだ。しかし近年、人口減少に加

よる各種ロスの発生も大きく抑制する。一般的な

するスーパーが増加したものの、見込みより利用

的に欲しいと思ってから届くまでの時間と、事前

え、高齢化や競合激化により実店舗の売上の伸び

宅配便の再配達率は約一五％（国土交通省）だが、

げられているのはそのためである。

に注文することの難しさの二つを意味する。前者

悩みが深刻となっており、改めてネットスーパー

所を拡充することで再配達を減少させることが

は、近くに多くの実店舗があることで「お店に行

そもそもスーパーは、セルフサービス方式での

できれば、商品の劣化によるロス率の低下が期待

配達時間の短縮や、細かい時間指定、加えて自宅

購入を前提に経営されている。これに従業員が店

できる。

を活用し、実店舗の売上を補完する役割が再評価

後者は、食品には賞味期限や消費期限、生鮮品

頭で商品を集め、梱包し、配送する作業が追加さ

ただし、消費者に費用をどのように負担しても

く手間」が軽減されるだけでなく、「自宅で配送を

には鮮度があるため、保存期間が限られることを

れたため、当然企業側の負担は増加した。にもか

らうかという課題は残っている。ここ数年、人件

以外の駅やコンビニなど都合のよい受け取り場

示す。それだけではなく食品の必要性が購入直前

かわらず他社との競合を意識し、消費者にその負

費や配送のコストの高騰が続いているが、それで

されつつある。

に決められることが多いことも理由となってい

担を求められず、多くの企業が採算のとれない状

も一定金額以上の利用で配送無料を続けている

待つ」より「店に行く」ほうが圧倒的に短い時間で

る。買い物に出掛ける前に購入するものを決める

況が続いていた。

手に入れることができることを示す。

割合は、野菜や精肉で四割、果物や鮮魚では三割
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いにもかかわらず、鮮度・温度管理のため冷蔵・冷

企業が多い。そもそも食品や生鮮食品は単価が低
傾向にある。

の短縮を訴求したことが評価され、利用は拡大

き世帯などに買い物時間だけでなく、調理時間

）
これにとどまらず、
ＩｏＴ
（ Internet of Things
に代表される情報通信技術は、消費者の日常生

プロセスの川上で購買を促すことが狙いである。

活に深く浸透しており、衣食住に関する情報収

凍設備が必要となり、他の商品と比べて配送にコ
ストがかかる。

するかはこれまでも課題となってきた。一方で

初期利用時の抵抗感や不安感をどのように緩和

生鮮品を取り扱う無店舗ＥＣにとって、特に

てもらうことが必要である。

してもらい、その対価として費用負担を受け入れ

は、利用することで得られる便益を消費者に認識

を利用して、注文後三〇分以内に商品を届ける

的には、配送に関してＡｍａｚｏｎはドローン

つあり、日本でも参考、改善の余地がある。具体

着の迅速化、省力化についても改善が図られつ

が日本より高い諸外国では、課題である商品到

変させる強い追い風になりうる。食品ＥＣ化率

いる。
この流れは食品ＥＣにとっても、
状況を一

ベルで、想像を超える速さの技術革新が続いて

市場の拡大が続くＥＣ（物販系）では、世界レ

現在のターゲットは、大都市圏の時短ニーズや

いだろう。

根底から覆えす世界を創造することも夢ではな

言い換えれば、これまでの食品購入プロセスを

動的に手元に商品が届くような仕組みの実現、

に進化すれば、
本人が必要性を自覚する前に、
自

て、
高精度予測が実現するだろう。
これらがさら

知能）
により解析され、
食生活や食品需要につい

大なデータは、
高度な分析能力を持つＡＩ
（人工

集能力は飛躍的に向上している。
やがて、
この膨

利用後に品質や安全性が確認されれば継続利用

「Ｐｒｉｍｅ Ａｉｒ」の実用化を米国ですでに

富裕層など食品にこだわりを持つ消費者が中心

技術革新がＥＣ化率を向上

のハードルは大きく下がる。
そのため、
消費者に

開始した。またネットスーパーの普及が進む英

となっている。
一方で、
実店舗へ買い物に出かけ

ネットスーパーを持続的な事業とするために

実物を目で見て、確認してもらう場所として、

国では、ロボットが箱詰めから出荷まで全て行

る行為は、
長い期間、
高頻度で繰り返し行われる

無店舗ＥＣは実物志向強化へ

ショールームを設置する対応がとられてきた。

う自動化倉庫がすでに稼働しており、これを米

ことで習慣化している消費者が多い。また高齢

必要な分だけカットし材料一式をセットした

さらに生鮮品を、
素材としてではなく、
献立に

することに成功している。

加し、生産者の顔が見えることで安心感を提供

が直接コミュニケーションできるサービスを付

営する「ポケットマルシェ」が、生産者と利用者

また、新たな取り組みとして産直アプリを運

ンターを中心にその数は急速に増加している。

ている。
現在、
関東のスーパーやショッピングセ

を体験できる空間として、実店舗の出店を進め

を決めた。
これは食品購入と関連の深い、
献立や

品のＥＣサービス
「クックパッドマート」
の開始

ビスを提供するクックパッド株式会社が生鮮食

た食品ＥＣでも、
今年九月より、
料理レシピサー

とも大きく寄与した。これまで成果の乏しかっ

いる段階での潜在的なニーズ発掘に成功したこ

により、需要発生前のいわばまだ興味を持って

実現したことが大きい。加えて検索や閲覧履歴

た購入履歴の周期性を発見し、利用の定期化を

目覚ましい。
これまでのＥＣ化率上昇は、
収集し

さらに顧客の情報収集力と分析技術の進化も

も目を向ける必要があるだろう。

好奇心を刺激するなどの情緒面への働き掛けに

方法が体験できる機会を提供し、楽しさや知的

改善だけでなく、例えばおいしい食べ方や調理

者拡大に向けては、配送時間短縮など機能面の

消費者も多い。そのため食品ＥＣの新たな利用

となっており、新たな購入方法に積極的でない

このように食品購入はすでに日常生活の一部

気分転換と考えている消費者も増えている。

買い物を絶好の外出機会、店頭での商品選びを

行列が長くなっていることからも分かるように、

化が進む地域のスーパーで、以前より開店前の

このように著しい進歩を続ける食品ＥＣだが、

例えば、有機農産物などのＥＣを手掛けるオ

国でも採用する動きが出ている。

ミールキットで販売する事業者も増加している。

調理方法の検索情報を利用することで食品購入

イシックス・ラ・大地株式会社は、消費者が商品

やや割高になるものの、時短ニーズの強い共働
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販路の心は「ありがとう、
またよろしく」

は、
ＩＴの進化と普及、
そして物流の変化と発達

この流通業界の変化に一番寄与していること

し上げた通り、今後の販路はＩＴと物流の進化

で、一くくりにはできません。また、冒頭でも申

を加味すると、
安易にこの販路が良い、
この販路

時代の変化により、農業を取り巻く環境は大

るこれからの農産物流通の可能性、販売経路に

と物流という切り口から、中規模生産者におけ

物の流通に焦点を絞って述べたいと思います。

そこで今回は、
イメージできるように野菜・果

が伸びるということは言えません。

きく変わりつつあります。スマートフォンやタブ

生み出され、そして普及してきました。この時代

た。近年、
技術革新により、
新しいものがたくさん

いるものは、数十年前には存在していませんでし

して「分かりません」とお答えしています。

か？」
などのご質問を受けます。
私はそれらに対

儲かるか？」
「どのような販路が今後伸びるの

昨今、さまざまな方から、
「どのような販路が

収益性が高くモチベーションが上がる販路が望

ずに、良い販路を定量的、定性的に判断すると、

まず、販路についてですが、生産コストを考え

で宅配するという
「Amazonフレッシュ」
を新

あり、
さらに細かく分類すると、
生産品目や生産

野菜・果物・米・花きなど、さまざまな生産物が

収益が上がる。
このスパイラルが農産物の流通販

がり、そしてモチベーションが上がることにより

収益が上がることによりモチベーションが上

ましいと言えるでしょう。

展開するなど、生活者ニーズの変化により、流通

規模の違い、そしてさまざまな経営体があるの

なぜならば、ご存じの通り、農業といっても、

業界も大きく変化しています。

ネット上で新鮮野菜などを売り出し最短四時間

の 流 れ に 対 し て、米 Ｉ Ｔ 大 手 のAmazonが

望ましい販路とは

ついて述べていきます。

路について私の考えを記載するとともに、ＩＴ

そこで、
今回は、
農産物流通の大前提となる販

により、
変化していくものと考えます。
その部分

おいかわ ともまさ
1975年東京都生まれ。97年東京農業大学農学部卒業。2003
年和歌山県で新規就農。07年農業総合研究所設立。
「農家の
直売所」
事業で農産物の新しい流通の仕組みをつくる。16年
東証マザーズに農業ベンチャーとして初めて上場、注目を
浴びる。農業の仕組みを変えようと奮闘中。

です。

経営理念と販売戦略がこれからの農業経営にますます重要なものになる。
今注目されているＩＴの進化による物流の変化と発達で、農業に新しい流通
の道を拓いているが、
販路がもたらす高い収益性が、
モチベーションを高く上げ
る。「ありがとう。またよろしく」精神が基本にある。

ＩＴの進化で物流も変わる
農業経営にとって、一番大切なものは経営理
念であり、
次に大切なことは、
販売戦略ではない

Tomomasa Oikawa

及川 智正

レット端末など、今、当たり前のように使用して

かと考えています。

株式会社農業総合研究所 代表取締役社長
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モチベーションを構成するものは、「ありがと
リスクであり、
支払いサイトとは、
現金が入金さ

という能力です。与信管理とはその会社の倒産

し、代金を払ってもらえる能力が高いか低いか

とができる販路を開拓することが重要でしょう。

ブランド価値を高め、直接、生活者とつながるこ

直接つながっている関係だと考えます。
生産者の

路では非常に大切です。
う」
の言葉や
「お客さまニーズ」
、
そして自らがさ

キーポイントは、間違いなくＥＣ（電子商取

農産物流通を考えます。

さて、ＩＴと物流という切り口でこれからの

ＩＴと物流からカギを導く

れるまでの日数を表しています。

スト含む）〕×流通量

高い収益性＝
〔末端売価－物流コスト
（出荷コ

ようになります。

そして、この数式をもう少し分解すると次の

まざまなアイデアを創出することができる主体
性が関係しています。
そこで、
高い収益性の販路というものは、
総じ
てやりがいがある高いモチベーションの上に成
り立っていると考えます。

引）です。一言にＥＣといっても、どの部分でつ

り、末端売価が上がります。

ます。また、流通量が減ると物流コストが上が

えると末端売価は下がり、物流コストが下がり

して、流通量です。例えば一般的に、流通量が増

は、
末端売価と物流コスト
（出荷コスト含む）
、
そ

所、
外食チェーン、
宅配販売、
ＥＣなど、
際限があ

挙げていくと、
スーパーマーケット、
農産物直売

態など、
分類法がたくさんあり、
具体的なものを

販路といっても、販売場所、販売形態、流通形

このようになるのではないでしょうか。

がとう）×主体性

このＥＣの最大の利点は、いつでも、誰でも、

ると思います。

れわれの取り組み
「農家の直売所」
もＥＣと言え

企業と直接販売、
受発注の仕組みや、
後述するわ

みや、大手通販会社、宅配会社を介した仕組み、

高いモチベーション＝情報（やりがい×あり

このように、
自らの販路だけでなく、
既存流通

りません。
その中で大切なことは、
自分自身で判

いくらでも、そして好きなときに、好きなだけ、

一方、高い収益性を考えるときに大切なこと

の需要と供給のバランスを考えることも販路を

断すること。
そして、
できる限りさまざまな販路

時間に制限されることのない利便性です。双方

なぐかにより、
さまざまな手段、
方法があります。

考えた場合に重要です。
青果物は、
物量が不安定

を試してみることです。
体および経営規模を加味していくことによって、

この項目別にマトリクスを組み、自分の経営

にぴったりな商品を購入できることがメリット

第三者の評価も加味することにより、自分自身

向の情報の伝達や決済が低コストででき、また、

例えば、生産者が直接生活者に販売する仕組

で、鮮度が要求され、かさばり、単価が非常に安
また、青果店一店舗分が販売する量は限られ

自分にとって一番良い販路が見つかるのではな

と言えます。

いものです。
ており、
それに合わせて、
さまざまな種類の農産

いかと思います。

しかしながら、このＥＣが既存流通を凌駕し、

急拡大していくかというと、まだまだ課題が多

また、数ある販路を考える中で一番大切なこ

物を手配するコストや、相場連動する末端売価
の調整は非常に難しいことです。

とは、
販売経路ではなく、
末端の生活者との関係

くあります。

最大の課題は、物流です。ＥＣでの売買は、個

性です。
どのような販売経路にしろ、
農産物を購
入してくださる末端の生活者との関係性を深め

別宅配便に頼ることになります。先ほども述べ

収益性とモチベーション
さて、この収益性とモチベーションの関係を

ていくことが、長い目で見ると販路の強みにつ

され、
かさばる上に、
単価が安いという点におい

まとめると、次のような数式で表現できるので

そのつながりが、地域であるのか、産地である

て、
宅配料金とのバランスを考えた場合、
どうし

たように、
農産物の流通においては、
鮮度が要求
のか、または品種であるのかと考えた場合、一番

てもコスト高にならざるを得ません。この物流

ながっていくと考えます。

強いつながりというものは、生産者と生活者が

はないかと思います。
良い販路＝高い収益性×高いモチベーション

＋支払い能力
（与信管理＋支払いサイト）

支払い能力とは文字通り、販売した商品に対
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コストをいかにカバーできるかが、今後農産物
直」のウェブサイトより簡単に欲しい野菜や果

加を図ります。

す。
これにより、
流通総額の拡大および収益の増

ことなく、販路を拡大することが可能になりま

物（生産者が特定されている）を発注します。受

「Fresh First」（NTTドコモと運

「彩直」
のシステムですが、
まず外食企業は
「彩

この物流の課題を解決することができれば、
注した登録生産者は、日々出荷している当社の

営）は、一般生活者向けで、やはり物流網を活か

におけるＥＣ発展の課題と言えます。
飛躍的にＥＣは発展していくことと考えます。
集荷場に出荷。当社は、大田市場内の自社セン

しています。

私は、
この物流の課題については、
既存市場物流

供し店頭まで配送
（現在は、
東京圏約一万五〇〇

「彩直」
は先月一一日から、「Fresh First」

し新鮮な野菜を注文から一日で届くことを目指

〇店舗を対象）します。

は昨年九月から始まったばかりの新しいサービス

ターを経由し、大田市場の外食向け卸業者に提

の物流体制をつくっていくことが、問題解決の

「彩直」
を利用することにより、
生産者、
卸売業

ですが、ＥＣで川上と川下を最短で結び付け、青

の活用と、
ＥＣの物流のミックスで、
新たな青果
近道ではないかと考えています。

者、外 食 企 業 お よ び 当 社 の 四 者 そ れ ぞ れ に メ

果物の付加価値向上を実現する取り組みを考え

ＥＣ発展には物流の課題
リットがあります。

課題解決を図るため、現在私たちが取り組ん

国の生産者および農産物直売所と提携し、当社

われわれが展開している
「農家の直売所」
は全

同じ当社の集荷場であるため、追加の輸送コス

めます。出荷先はこれまでの「農家の直売所」と

外食企業への販路拡大、売り上げの増加が見込

の物流の仕組みを構築していきます。

ミックスすることで、今までにない新しい青果

大量流通物流の中に、小ロット物流の商品を

ています。

集荷施設で集荷した新鮮な農産物を都市部の

トが不要となります。
また、「彩直」
を通じ外食企

まず、生産者はこれまでの小売店のみならず

スーパーマーケットを中心としたインショップ

業と直接つながるため、自身のファンを獲得し、

でいることを記載します。

形式の直売所で委託販売するプラットフォーム

ブランド化などがしやすくなります。

場内の自社センターにより、物流の効率化を図っ

所の集荷場と、
東京都にある中央卸売市場大田市

「農家の直売所」では、現在、全国にある八六カ

はそのまま活用できるため新たな投資や追加の

込めます。また、既存の契約や商流、物流網など

提案と販売が可能になり、売り上げの増加が見

卸売業者は、外食企業に対して新たな商品の

「農家の直売所」
の特徴というのは、
現在、
以下

考えています。

特徴を展開するＥＣ販売に活用していきたいと

物流面だけでなく、ＩＴ面で「農家の直売所」の

活者とつながることができる販路にするために、

ＥＣ販売を、
生産者のブランド価値を高め、
生

農家の直売所の特徴をＥＣへ

を提供するものです。

ています。この物流網を活用し、新規事業として

コストは不要となります。

フ ァ ー ス ト

一パックから購入することが可能になります。

一つ目は、生産者が都会のスーパーマーケッ

フ レ ッ シ ュ

ＥＣ販売の「彩直」、「Fresh First」を展
「彩直」は、約八〇〇〇人の「農家の直売所」登

顔が見える青果物を使った付加価値の高い商品

トの情報をダイレクトに知ることができる仕組

の三点においてＩＴのプラットフォームを構築

録生産者の青果物をレストランなど外食企業に

を手軽にメニューに載せることができます。鮮

みです。毎日配信される（委託販売の）売り上げ

外食企業は、全国の生産者の青果物を最小の

直接販売する会員制の青果物ＥＣサービスです。

度の高い青果物は日持ちが良く、ロス率低下に

メールに加え、
「農家の直売所」のＩＴプラット

開しています。

「農家の直売所」
物流網と卸売業者の物流網を最

寄与します。
ため、新たな投資や追加のコストをほぼかける

最後に、当社ですが既存の物流網を活用する

ば、
さまざまな情報が分かるだけでなく、
自分で

フォームサイト「農直」を使用していただけれ

していることです。

大限に活用することで、低価格で高付加価値の
青果物を収穫から最短二四時間以内に店頭まで
流通させることを目指します。
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の売り上げ、各スーパー・店舗ごとの売り上げ、

その情報を加工することもできます。
年間・月間
に現場で農業を三年間、
実践してみて、
一番感じ

生産農家で約四〇㌃の中規模農業でした。実際

はなく、さまざまな流通の選択肢をつくること

拡大することです。既存流通が良いとか悪いで

まず一つ目は、農産物販路について選択肢を

全量を市場流通していたので、出荷で仕事が

二つ目は、生産者がメーカーポジションで仕

たことは、やりがいを見出せなかったというこ

スーパーマーケットに行かなくても、さまざま

終わるため、自分のキュウリが、いったい、どこ

事ができる仕組みをつくることです。つまり自

スーパーごとの出荷品目や出荷量、店舗ごとの

な定量的・定性的な情報を得ることができる仕

で、
また、
いくらで販売されているかが全く分か

分自身で、
好きなものを生産し、
自由に末端売価

により、生産者そして生活者がともに流通の選

組みとなっています。

りませんでした。
さらに
「おいしい」「また食べた

を決定し、好きなときに好きな量を出荷できる

とです。

二つ目は、生産者のこだわりや気持ちが生活

い」など、生活者の声が全く私には届かず、モチ

仕組みを構築し、リスクを背負って努力した生

立地・面積、他生産者の販売価格など、わざわざ

者に届く仕組みになっています。スーパーマー

ベーションも上がりませんでした。

フォンにて専用のアプリをダウンロードしてい

生産者の動画を配信しています。
また、
スマート

さま、
もしくは、
仲間からの感謝の言葉だと私は

ことの「やりがい」
「楽しさ」というものは、お客

さまざまな考え方があると思いますが、働く

です。生活者から生産者へ「ありがとう」そして、

気持ち
「ありがとう」
が届く仕組みをつくること

そして最後が、
繰り返しになりますが、
感謝の

択ができる仕組みをつくります。

ケットの店頭にデジタルサイネージを設置し、

ただければ、いつでもお気に入りの生産者動画

思っています。
組みがあるのではないか、
また、
農産物を生産す

農業はこの
「ありがとう」
の声が届きづらい仕

み を 構 築 す る こ と に よ り、双 方 向 の モ チ ベ ー

がとう。
またよろしく」
がダイレクトに届く仕組

生産者から生活者へ
「またよろしく」
。
この
「あり

そうして、
農業は作ることだけではなく、
口元

私は今後も「農家の直売所」事業を軸に、多方

ることだけが農業の仕事になっている点に問題

産者が成長できる仕組みです。

を見ることができます。
ただ、
野菜を食べるだけ
ではなく、生産者の気持ちも一緒に心に届くよ
うな仕組みです。
三つ目は、
「ありがとう」
「おいしいよ」などの
使し、簡単にメッセージや気持ちを伝えられる

に運ぶまでが農業の仕事・使命なのだと考え始

面の人を巻き込み、農業の流通分野で革命の嚆

ションが上がる仕組みをつくっていきたいと考

仕組みになっています。
また、
生産者をお気に入

めるようになり、本来、農業はとてもクリエイ

矢となる取り組みを模索していきます。

があるのではないかと考えました。

り登録することができ、登録するとお気に入り

ティブな仕事であるのだと感じられるようにな

気持ちが双方向に届くという点です。ＩＴを駆

生産者の野菜がスーパーマーケットに届く前に

りました。
い農産物流通をつくりたい、
その考えから、
会社

農業で「ありがとう」という言葉が届く、新し

現していくために、「農業の産業化」「農業の構造

て
「ビジネスとして魅力ある農産業を確立」
を実

を実現し、生活者を豊かにすること」です。そし

改革」
「農業の流通革命」この三つを事業化して

の人々の心と胃袋を満たす産業です。この農業

いきたいと考えております。農業は、日本、世界
さて最後に、
今回のテーマの一つである
「販売

いきたいと考えています。

が衰退しない仕組みを、生産者と共に確立して
載させていただきます。

経路」
で、
私が実現したい
「農業の流通革命」
を記

農業の流通に革命起こす

を立ち上げるに至りました。

私が目指していることは「持続可能な農産業

えています。

お知らせが届き、
また、
生活者から生産者へお礼
の言葉を伝えることができます。

「ありがとう」の言葉
「ありがとう」「おいしいよ」
などの気持ちを双
方向に届けることは特に生活者とダイレクトに
つ な が る こ と に な り ま す の で、生 産 者 の モ チ
ベーション維持につながります。
実は、
以前私自身が経験した農業は、
キュウリ
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ることは、
一九九〇年代には画期的なＰＲ効果が

自社のサイトを立ち上げて自ら情報を発信す

を作るか、既存のＥＣサイトに出店するという

ようと考えた場合、
これまで、
自社でＥＣサイト

生産者がインターネット上で農産物を販売し

ミュニケーション機能を持つ一方で、
出品、
受発

「食べチョク」だ。消費者と生産者の双方向のコ

た。農業系ｅコマースの「ポケットマルシェ」や

近年、
そこに、
新たなタイプのサイトが誕生し

は、平均的にこのような感じではないだろうか。

てしまう。農業とインターネットの付き合い方

ると好感を得られないのではないかとためらっ

買客とも交流しているが、露骨に商品をＰＲす

や新着出品の特集を組むが、
「記事一覧」からは

また、
ポケットマルシェでは毎週、
旬なテーマ

るなど、双方向のやりとりが公開されている。

み、生産者はその感想に対してコメントを付け

て盛り付けた写真などを投稿して感想を書き込

と、
生産者から商品を購入した消費者が、
料理し

産者情報」
が掲載される。「コミュニティ」
を開く

して「コミュニティ」
「商品一覧」
「記事一覧」
「生

サイト上では、登録生産者それぞれの情報と

かけないと検索して消費者に選ばれることが難

店者が増えてくると、固定費の他にもＰＲ費を

録生産者は二〇一八年八月時点で七八七人に上

ながら食材を買えるオンラインショップだ。登

ポケットマルシェは、全国の生産者と会話し

者が情報を発信するＦａｃｅｂｏｏｋやインスタ

生産についての信念・夢が書かれていたり、
生産

農業や漁業を始めた経緯・生産地の自然の魅力・

11
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生産者と消費者をつなぐ、
次世代の形
生産者と消費者を直接つなぐ、新たなｅコマースが生まれている。生産者と
消費者の双方向のコミュニケーション機能を持つ「ポケットマルシェ」や「食べ
チョク」などがそれだ。新たなｅコマースは、従来のｅコマースと何が違うのだ
ろうか。生産者サイドからサイトの使用実例を見てみると￨￨。

あったものの、サイトが世の中で増加するにつれ、

注、発送など直接販売に必要な業務は負担のか

生産者が特集で紹介されている他のページに移

しているのが特徴だ。

集客対策に時間や費用がかかるようになった。

からない仕組みになっているという。それぞれ

しくなった。

グラムなどのＳＮＳにジャンプできたりと、生

最近では、ＦａｃｅｂｏｏｋなどのＳＮＳでも

る。農産だけでなく、畜産、水産の生産者も参加

楽天市場などに出店する。しかしサイト内に出

選択があった。

そこで次に、多くの人がモノを探して訪れる

まつだ きょうこ
日本能率協会総合研究所勤務後、東京農業大学国際食料情
報学部助手を経て、農業コンサルタント・シンクタンクとし
て独立。実需者と生産者の連携の仕組みづくりや産地ブラ
ンド戦略を支援している。日本公庫農業経営上級アドバイ
ザー試験合格者。

動できるようになっている。
「生産者情報」では、

日々の情報を公開し、仕事で知り合った人や購

Kyouko Matsuda

松田 恭子

のサイトを具体的にのぞいてみよう。

オンライン化された広域直売所

株式会社結アソシエイ
ト 代表取締役

特集 食べるｅコマースの実力

は、オ ー ガ ニ ッ ク 農 産 物 の 生 産 者 と 消 費 者 の

一七年八月にサービスを開始した食べチョク

一六年九月にポケットマルシェを立ち上げた。

活かし、生産者と消費者を直接結び付けようと、

食べる通信で得た知見とネットワークを最大限

日本食べる通信リーグの高橋博之代表理事だ。

創刊し全国三九地域に展開した、一般社団法人

運営するのは、一三年に『東北食べる通信』を

無料会員で待遇が区別されている。
また、
生産者

会員向け商品は高価格だったりと、有料会員／

の商品の方が品揃えが充実しており、また無料

部商品を購入できるようになったが、会員向け

地を守る会は無料会員でもウェブサイトから一

は会費を支払い会員登録をする必要がある。大

た。
消費者がこれらで買い物する場合、
基本的に

しゅぼーや」
「大地を守る会」などが手掛けてい

農 産 物 の 産 地 直 送 は こ れ ま で も「 ら で ぃ っ

食店向けの販売を模索したが、送料で価格と折

かし、
まだその目標を超えていない。
一時期は飲

は月二〇件が必要と清岡さんは考えている。し

参加者が年間一〇〇〇人以上、宅配セット販売

農業を生業として続けていくには、収穫体験

も参加している。

きっかけとなり、今では丸の内朝大学の運営に

る 市 民 大 学・丸 の 内 朝 大 学 を 受 講 し た こ と が

を学ぶために東京・丸の内で朝七時台に開講す

収穫体験による農業を営んでいる。
同時に、
農業

間四〇品目の野菜を栽培し、野菜の宅配販売と

マッチングサイトで、一八年八月時点で約一四

の商品は団体により選択されたものになり、生

り合いがつかず、拡販はしていない。

決のために起業した。

〇人の生産者が登録している。
自然栽培・有機栽

産者の名前は前面に出ない場合がある。

産者が自由に情報を発信している。

培・無農薬栽培・特別栽培・減農薬栽培のいずれ

産物を購入すると、生産者自身が収穫したての

食べチョクの売りは、消費者がサイト上で農

直売所と捉えられる。
では、
新たなｅコマースに

新たなｅコマースは、オンライン化された広域

れ、
消費者も自由に購入ができる点で、
これらの

が重複する生産者が自由に参加し価格を付けら

一方、ポケットマルシェや食べチョクは商品

登録しても大勢に埋もれてしまうと思い、登録

報を発信している。既存の農産物流通の団体に

ネットで予約・購入できるサイトに登録して情

た め、日 本 全 国 の い ろ い ろ な 体 験 イ ベ ン ト を

定客が付いているが、さらに参加者数を増やす

収穫体験は三〇～四〇歳代の女性を中心に固

かの基準に該当する生産者が出品者となり、農

野菜を箱詰め・出荷するため、
収穫してから最短

参加している生産者は、サービスをどのように

産物を一箱から出品できる。

二四時間以内で野菜が届くという点だ。

そんな中で、食べチョクやポケットマルシェ

くれる人に買ってもらいたい。

ているため設定価格が高いが、それを分かって

はしていない。肥料や農薬を使わない栽培をし
【事例１】

評価し、活用しているのだろうか。

また、
ポケットマルシェと同様に、
生産者情報
として自然環境や栽培方法・生産者のこだわり
について写真と文章が掲載されていたり、消費
者からの評価が書かれていたりする。他にも、

は自分の考え方に合うと感じた。手数料も地元
埼玉県坂戸市の一般社団法人えがおファーム

清岡さんはもともと宅配セット販売に取り組

宅配セット販売や収穫体験の
顧客を呼び込む入口として活用

セット 」
「 定期便コース 」
「 二〜四人家族向け商

代表理事・清岡賢さん（四二歳）は、ポケットマ

んできたため、ポケットマルシェや食べチョク

「少量お試しセット」
「限定商品」
「バーベキュー
品」「贈答用セット」
などのカテゴリを設け、
登録

ルシェと食べチョクの両方に登録している。
ＩＴエンジニアとして仕事をしていたが、趣味

清岡さんは大阪出身。二〇〇一年から東京で

に顧客が流入する経路が増えたという位置付け

知り合いからの口コミや自社ウェブサイトの他

の受発注や出荷に煩雑さを感じることはなく、

の直売所と同じ程度で、割安と感じた。

生産者の農産物をピックアップし、消費者に合
秋元里奈代表取締役は神奈川県相模原市の農

で通い始めた週末農業スクールで農業の楽しさ

わせた提案を行っている。
家に生まれ、ゲーム事業やｅコマースなどの事

だ。
売り上げはまだわずかだが、
うまく使いこな

せば顧客の数もそれなりに増えるだろうという

にはまり、
一二年に農地を取得し
「マルチワーク
ファーマー」となった。現在は、六五㌃の畑で年

業を展開するＤｅＮＡで新規事業育成を手掛け
た後、
改めて農業を事業領域として捉え、
課題解
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生産者と消費者をつなぐ、次世代の形

る な ど、既

いて調整す

に感触を聞

来る固定客

収穫体験に

格 設 定 は、

提示する価

サイトで

ている。

期待を持っ

と思っているのか、という感覚が把握しづらく

るのか、
「おいしい」あるいは「もう買うものか」

ると、消費者が自社のトマトをどう評価してい

とはいえ、八割以上がスーパーへの販売にな

を集めて、
品種開発に反映するよう心掛けている。

だけでなく、
店頭試食などを通して消費者ニーズ

もらうため、営業を担当する流通開発部が、営業

ｔｏＢ型のビジネスモデルだが、顧客に満足して

より直接販売している。
研究開発に強みを持つＢ

などとも取り引きがあり、いずれも契約取引に

八割を占め、東海地域の生協や百貨店・外食業界

メリットになる。

き出しを持っておくことは、生産者にとっては

動が変化したときも対応できるよう、複数の引

は明らかに異なる属性を持つ。消費者の購買行

は、直売所やスーパーに来ている自社の顧客と

ただし、ポケットマルシェを利用する消費者

毎日買うわけではない。

うという気持ちで商品を購入したからといって、

消費者はｅコマースで生産者を知り、応援しよ

リットが出るとは期待していないということだ。

つまり、初めから大量に売れて、経済的なメ

どのような要素を盛り込めば潜在的な顧客の心

く意識するようになった。収穫体験においても、

を見る中で、
どうしたら顧客の心に刺さるかを強

計画ではＢｔｏＣにも力を入れていくこととし

エンドユーザーとの距離を近づけるため、中期

上げは、
年間二〇〇〇万円に達している。
さらに

格外のトマト販売を始めた。この直売所の売り

そこで、
生産地の近くに直売所を設置して、
規

イト上でのコミュニケーションについても、煩雑

タを基に発送業務部門を効率化できる。また、サ

フォームからの発注量が増えれば、その蓄積デー

イトでの販売も含め複数のｅコマースのプラット

けた情報の細やかなやりとりについては、自社サ

例えば、ＢｔｏＢとは異なる受発注や顧客へ向

締役・浅井雄一郎さん（三八歳）は、一〇〇余年

三重県津市にある株式会社浅井農園の代表取

に と っ て 良 い タ イ ミ ン グ だ っ た。新 た な ｅ コ

トマルシェから声を掛けられたのは、浅井さん

そのように試行錯誤していた二年前、ポケッ

ぶための良い勉

強になる。

最 近、地 域 内

外の同世代の生

産者を三重県に

迎えてワーク

ショップのホス

トを務めたとい

う 浅 井 さ ん は、

フィールドワー

クでの深い議論
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は肯定的に捉えている。

存の事業と
なってくる。

に刺さるかをつかみたいと思うようになった。

ている。そのため、直売所は今後、顧客とコミュ

続く農家の五代目だ。
先代までは緑化樹の生産・

マースは生産者の思いを届ける素晴らしい取り

浅井農園のトマト。濃厚な味で一度食べたらやめられないと評判だ

【事例２】

販売を行っていたが、三重大学大学院で博士号

組みだと受け止め、エンドユーザーの生の声を

らすやり方を学

さやリスクを減

を取得した浅井さんが経営を引き継いでからは、

聞いてみたいという気持ちで、今年の春にトマ

スーパー と も 直 売 所 と も 異 な る
エンドユ ー ザ ー の 声 を 直 接 聞 く

トマトの研究開発・生産・販売までを手掛ける企

二～三週間の間に、消費者から十数件の引き

トとトウモロコシの販売を始めた。

は三㌶を超え、
「研究棟」と呼ばれる二〇㌃のハ

ムに苦労した部分もあったようだが、浅井さん

とのやりとりなど、ＢｔｏＢとは異なるシステ

合いが来た。現場の担当者は品質管理や消費者
販売先は全国のスーパー量販店が売り上げの

の品種の研究をしている。

ウスでは、外国からの取り寄せも含め数十種類

業として成長してきた。
現在、
トマトの栽培面積

社のウェブサイトでの販売も始める予定だ。

ニケーションが取れる形にリニューアルし、自

連携させている。他の生産者のページのやりとり

えがおファームの農産物。一袋ずつ「無肥料・無農
薬」のシールが貼られている

特集 食べるｅコマースの実力

たい」と考えるようになった。

だつながるだけでなく、何かを生み出していき

て感じた。
そして、「同じ熱量を持つ生産者と、
た

にも知ってもらい、
次世代につなげたい」
と改め

を通じて、「自分が情熱を傾けている仕事を周り

数人が試験的に取り組んでみようという話に

組みについて働き掛けた結果、まずは組合員の

合員一〇〇人に対してポケットマルシェの取り

ポケットマルシェの担当者が組合を訪れ、組

荷したり、
組合で運営する直売所に出荷している。

できる。
直売所よりリアルな感想が聞けると、
そ

ケットマルシェであれば、やりとりもスマホで

な か な か 農 業 に 関 わ る こ と が で き な い が、ポ

当している。子どもが小さいと農家の奥さんは

仕事は、妻である中村みずきさん（三四歳）が担

マルナンファームでは、ポケットマルシェの

細かな交流はみずきさんの柔軟さが活きてい

なった。中村さんはその一人として今年の春先

生産者の持続性が担保される仕組みを生み出

手応えは十分だった。四～六月のシーズンで

ると語る中村さん。「農家の女性が農業を楽しむ

の楽しさにはまっている。

三〇件以上の注文があり、三回以上リピートし

〇億円の販

目 以 上、二

年間三〇品

合 法 人 で、

える農事組

南部生産組合」に所属し、代表代行を務めている。

中村さんは四〇年以上の歴史がある
「ながさき

歳）。中村家は代々専業農家で、先代からはトマ

ファーム株式会社取締役・中村大介さん（三八

長崎県南島原市でトマトを栽培するマルナン

があっても出荷できる。出荷形態も楽で、また、

ればうるさいことは言われず、ある程度のキズ

条件は味が良いことが大前提だが、ルールを守

定で出品したときも、
注文が次々と入った。
出荷

ト二㌔グラムを二〇〇〇円という強気の価格設

実際、中村さんがキズありなどの規格外トマ

ニティをつくっていくようなイメージだという。

こりにくく、生産者はそれぞれの消費者とコミュ

がいけば購入する。
このため同業者間の競争が起

しても、消費者は商品に魅力を感じ、価格に納得

見える形で売れていく。多少強気の価格設定に

シェでは、生産者の出荷した商品が物理的に目に

てしま う ことも ある。ところが、ポケットマル

が厳しい。
直売所は生産者同士の価格競争になっ

れながら、
一カ所にモノが集まることで新たな役

かつて直売所は流通の主流となり得ないといわ

ケーションを図っていくかだ。

れ ば、あ と は そ の 集 団 と ど の よ う に コ ミ ュニ

出荷条件は直売所と同じくらいの気軽さとな

ら一次産業に魅力を感じてくれているようだ。

者とは異なる、広域に点在する消費者は、どうや

に興味を持っている。直売所やスーパーの購買

くる、独力ではアプローチできない消費者集団

しかし生産者は、新型ｅコマースに集まって

入する消費者は少ないからだ。

物流コストが高く、毎日のように一次産品を購

例は少ない。新型ｅコマースは大量輸送に比べ

型ｅコマースがメインの販売先となっている事

現時点で、生産者にとってここで紹介した新

「非対面」の消費者との関係構築がカギ

いる。

ようになる入口としておすすめだ」と評価して

中村さんは、ポケットマルシェは他の流通に比

た消費者もいた。

にトマトを出荷した。

すという意味で、課題を解消しながら新たなｅ
コマースを一緒に成長させたいというのが浅井
さんの考えだ。
【事例３】

べて大きな魅力があると感じている。というのは、

売高があり、

輸 送 途 中 で 問 題 が 起 こ っ て も、ポ ケ ッ ト マ ル

割を持ち始めたように、ｅコマースは一カ所にコ

生協や既存の農産物流通では、外見などの規格

直売所も運

シェは梱包の方法を一緒に考えてくれる。しっ

直売所よ り リ ア ル な 感 想 が
女性農業 者 に と っ て 励 み に

営している。

この組合は島原半島一帯に組合員一二〇人を抱

ト専業となった。

中村さんも

ミュニケーションや商流が集まることで、新たな

役割を持つ段階がやってくるのかもしれない。

かりした販売先が一つでも増えるのは心強く、
今後も出荷を増やしていきたいと考えている。
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組合を通じ
て生協に出

マルナンファームのトマト。みずきさんは生育過程
も投稿して近況報告している

日本政策金融公庫 農林水産事業
◦

志向に集中する傾向にあります。

けており、
食の志向は、
これら三大

志向に一〇ポイント以上の差をつ

ました。一番高かった二〇一五年

期連続で低下し三八・二％となり

問題がある」と回答した割合が六

七月調査の四九・〇％から一〇ポ

かどうかを気にかけるかを聞いた

食料品を購入するときに国産品

ており、一番高かった一五年七月

合一〇・〇％で六期連続で低下し

さらに
「おいしくない」
とする割

イント以上低下しています。

ところ
「気にかける」
割合が前回調

調査の一七・七％からは七・七ポイ

国産品か気にかけるが減少

査よりも六・七ポイント減少し七

ントも低下しています。

国産食品は「高い」、でも「安全」

三・四％、
「気にかけない」が八・〇
ポイント増加し二四・二％となり

に関する志向」
のほか、
少子高齢化

今回調査では、
毎回実施する
「食

実施しています。

では、
毎年二回、
消費者動向調査を

識・意向を把握するため、
日本公庫

消費者の食や農業に関する意

え、過去最高であった二〇一四年一

増 加し、三年 半ぶりに四五％を超

下、
前回調査）よりも二・八ポイント

りました。これは、
今年一月調査（以

志向」が上昇に転じ四五・七％とな

います（図１）。今回調査では「健康

志向」
が引き続き三大志向となって

いう調査結果とも一致します。

する輸入食品のイメージの上昇と

九％以来の高い割合であり、後述

二 〇 一 二 年 七 月 調 査 の 二 六・

かけない」という結果となりました。

く上昇しており、「四人に一人は気に

たが、今回調査ではその割合が大き

割合は二割前後で推移していまし

これまで「気にかけない」とする

味深い結果になりました。

のイメージが改善する、という興

ものの、前回調査に続き輸入食品

い」
というイメージが依然、
根強い

「 おいしい 」、また輸入食品は「 安

に伴い利用の増加が見込まれる中

月の四六・五％に迫る値となります。

二割を超えた一方で、週に二回程

ました（図２）。

食・外食の消費動向、
昨年九月より

そ の 一 方 で、前 回 調 査 で 三 一・

次に国産食品と輸入食品に対す

ない」
と回答した人が二二・二％と

て聞いたところ「ほとんど利用し

初めに、中食の利用頻度につい

中食、
外食とも利用頻度が増加

中食、外食について

始まった新たな加工食品の原料原

七％と過去最高であった「簡便化

また
「経済性志向」
は二期連続で

「 安 い 」が 前 回 よ り も 大 き く 低 下

と な り ま し た。一 方、輸 入 食 品 は

い」
が三年ぶりに低下し六八・四％

えた一方で、週に一回程度以上利用

回答した人が二二・二％と二割を超

と同様に「ほとんど利用しない」と

外食の利用頻度については、中食

イメージ上昇続く輸入食品

産地表示制度に関連して食品表示

上昇したものの、
前回調査より〇・

し、七・四 ポ イ ン ト 減 少 の 六 〇・

四割弱となりました（図３）。

二ポイント高い三五・三％で小幅

する人が三五・五％となりました。

また、同様の調査をした二〇〇三年

〇％となりました。
輸入食品においては「安全面に

な動きとなっています。
これらの三大志向は、その他の

ぶりに三割を下回りました。

度以上利用する人が三七・五％と

「健康志向」「経済性志向」「簡便化

消 費 者の 食の志 向 については、

健康志向が三年半ぶり四五％超

食に関する志 向

るイメージを聞きました（図省略）。

消費者の食の志向はどのように変化しているのか、
最近の食料・農業をめぐる情勢の変化の中で消費者
の食料・農業に対する意識・意向はどうなっているの
か調べました。

志向」
は前回調査よりも一・九ポイ

●

について調査しました。今回はそ

―2018年度上半期 消費者動向調査―

価 格 に つ い て、国 産 食 品 は「 高

食の志向は
「健康」
「経済性」
「簡便化」の
３大志向に集中
ント低下し二九・八％となり、
三年
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の概要をご紹介します。
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Ⅰ食に関する志向
図２ 国産品かどうかを気にかけるか

図１ 現在の食の志向（上位）の推移/２つまで回答

（１）食料品を購入するとき
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2016/1

77.9

18.1

2016/7

76.6

20.2

16.7
3.0

2017/7

79.2

17.2
3.7

24.2

73.4
20
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17.8

100

（２）外食するとき
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9.2
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32.1
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9.6

2018/7

33.4
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10.1
10.0
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8.3
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2017/7
2018/1
2018/7

20
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40
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60
） 比べると、
の調査 （注１と
男女とも中

食を週に二回程度以上利用する人、

外食を週に一回程度以上利用する

人が増加しています。

これらによって食の外部化が進

んでいることが明らかになりまし

た。

今後の中食と外食の利用頻度に

ついて聞いたところ、
中食は
「今後

は増えると思う（一二・七％）」が

「今後は減ると思う（六・七％）」の

二倍近くとなりました。
一方で、
外

食 は「 今 後 は 増 え る と 思 う（ 八・

七％）」が「 今後は減ると思う（ 一

〇・五％）」を下回りました（図４）。

中食利用については拡大傾向が続

くという結果となりました。

食品表示制度について

ほとんど確認せずが四倍増

食品表示を確認しているかを聞

いたところ、
「 必ず確認している 」

が二〇・七％と同様の調査をした

） 比 べ 一 二・
二〇〇二年調査 （注２と
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九ポイント低下しました（図５）。

また、
「おおむね確認している」が

前回調査に比べ〇・四ポイント低

下 と ほ ぼ 横 ば い の 三 八・九 ％ で

あった一方で、「ほとんど確認して

いない」は、一二・二ポイント上昇

し一五・七％となり、
二〇〇二年の

16
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Ⅱ 中食・外食の経済動向
図4

中食と外食利用の今後

図3

中食の利用頻度（今後）

中食と外食の利用頻度
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調査の三・五％より四倍以上増加

しました。

六割以上が原料原産地など重視

次に加工食品の表示で重視する

項目を聞いたところ、
「原産国名、

原料原産地」「消費期限または賞味

期限」
「原材料名」の順で多くなり

ました（図６）。特に「原産国名、
原

料原産地」は男女とも六割以上が、

「消費期限または賞味期限」
は同五

割前後が選んでおり、この二項目

が特に重視されているという結果

となりました。

また、食品表示への要望を聞い

たところ、「文字を見やすくしてほ

しい（四七・七％）」
「分かりやすい

言葉を使ってほしい
（四〇・九％）
」

「商品の表側にも表示してほしい

（一八・六％）
」
の順で多くなりまし

た
（図７）
。
〇二年調査と同様に、
見

やすさ・分かりやすさを第一に求

めていることがうかがえる結果と

なりました。

一方 で「 この ま までよい（一六・

八％）」「表示項目を減らしてほしい

（五・八％）」がそれぞれ四・九ポイン

ト、四・二ポイント上昇しています。

見やすさ・分かりやすさを求め

る消費者に対し、どのような食品

表示を提供するか、さまざまな工

夫が必要となると言えそうです。
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Report on research

Ⅲ 食品表示制度について
図７ 食品表示への要望／２つまで選択
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図６ 加工食品の表示で重視する項目／２つまで選択
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最後に、食品表示の信頼性につ

いて聞いたところ、「よくわからな

い」
が一番高く生鮮食品では四五・

二％、
加工食品では四七・〇％とな

りました
（図８）
。
次に
「以前より信

頼性が高くなった」「以前から信頼

が高い」
との回答が続き、
生鮮食品

で 四 四・四 ％、加 工 食 品 で 四 〇・

九％となりました。

今回ご紹介した内容を含む調査

結果に関する公表資料は、当公庫

ホームページに掲載をしておりま

す。
「日本公庫 消費者動向調査」で

検索してください。

（情報企画部 五十嵐 拓）

［調査概要］

女二〇〇〇人（男女各一〇〇〇人）

調査対象：全国の二〇歳代〜七〇歳代の男

実施時期：二〇一八年七月

調査方法：インターネットによるアンケート

注１：二〇〇三年の調査は調査票郵送による

調査で、
男女八〇〇人（男性二一二人、
女性五

する際には留意する必要があります。

八八人）の調査となっており、データを比較

注２：二〇〇二年調査は、調査票郵送による
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40

1.0

10.6

47.0

調査で、男女七七三人（男性三〇六人、女性

四六七人）の調査です。二〇〇一年九月に国

内初のＢＳＥ感染牛の発見、
一二月に中国産

安全、
食品表示に関して関心が集まっていた

野菜の残留農薬の問題が発生するなど食品

時期の調査であり、データを比較する際に

注３：図については、四捨五入の関係上、合計

は留意する必要があります。

が一致しない場合があります。
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23.0
44.4

（％）

5.9 3.7

さん

蜜蜂はいちご受粉用を
経営の一つに取り入れた
こんな小さい体で
ようけ、
蜜を集めて来ます
すごいって感心しています

梶浦 艶

徳島県吉野川市

梶浦農園株式会社 取締役
二〇〇一年、外国人技能実習生として中国から
来日し、実習先は徳 島県阿波 市の電子 部品工
場。
〇四年帰国し、
三年後に再来日、
いちご農家
の嫁さんになる。
現在、
いちご、
養蜂に青ネギの
周年栽培を切り盛りする。
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P19：山東省青島出身の艶さん。青島ビールで知られ、
また風
光明媚な観光地でもある p20：約200群の巣箱の面倒をみ
る他、
青ネギ（2ha）といちご（15a）を生産する（右上） 購入
客からの「おいしい」
「また注文したい」という手紙や電話に
励まされるという（右下右） 重い巣箱持ち上げるのは重労
働のため、
艶さんは主に青ネギの出荷責任者として忙しい毎
日を送っている。ネギは年に4、
5回収穫する（右下左） 蜂蜜
の小売価格は980円（小瓶）から3500円（大瓶）まで（左）

ンした。

た。何事も前向きに捉え、一歩を踏み出す。

し、
取材中、
苦労話は一切出ることはなかっ

業。
人知れず悩みもあったことだろう。
しか

自国を離れての生活、そして初めての農

けらかん。
「忙しいのは五カ月ぐらい。他の

めに精を出した。それでも「いけた」とあっ

夜も明けない午前三時から収穫やパック詰

栽培も初めての経験だ。オンシーズンには、

がなかった艶さんにとって、農業もいちご

父親は役場勤めをしており、農業とは縁

するとちゃんと道が開かれる。そんな考え

期間は準備だけ」
。
ちなみに
「いけた」
とは阿

運命の人と出会い日本に

方に勇気づけられる人は多いはず。周りを

波弁で「大丈夫」という意味。完全に阿波の

ある電子部品工場。
「楽しかった。休みの日

私も応募しました」
。
実習先は同県阿波市に

姉さんが実習生として日本に行くと聞いて、

みたい」という好奇心だった。
「いとこのお

めた。結婚後まもなく長男の僚真君（一〇

れた。二人は迷いなく「やってみよう」と決

育ててみたら？ 蜂蜜もとれるよ」と提案さ

タルしていたが、
その業者から
「自分で蜂を

受粉に使うミツバチを専門業者からレン

未経験ながら養蜂に挑戦

人である。

明るくする力を持っている女性だ。
えん

中華人民共和国山東省青島市生まれの梶
浦艶さん（三六歳）が、外国人技能実習生と

は一緒に住むお姉さんたちと遊びに行った

歳）
が生まれ、
収入を増やしたいという思い

して来日したのは二〇〇一年。「外国を見て

り」。当時は二〇歳になったばかり。最年少

もあった。

なれそめを披露してくれた。三カ月ほど後、

に見えなかった」と半分冗談を交えながら

んは「愛嬌がある。人相もよく、悪そうな人

んの印象は
「やさしそうな人」
。
一方、
裕樹さ

初対面はテレビ電話。艶さんが見た裕樹さ

という中国人女性が、二人を引き合わせた。

妻としてだ。阿波市でいちご農家に嫁いだ

度はいちご農家の梶浦裕樹さん
（四二歳）
の

〇四年に帰国し、
〇七年に再来日した。
今

～三万匹のセイヨウミツバチがいる。防護

つの巣箱
（群）
を置いて飼い始めた。
一群に二

教わり、
二〇一一年から自宅前の駐車場に八

半年ほど専門業者の元でゼロから養蜂を

川市で初めての認定新規就農者となった。

さっそく書類を揃え、
申請書を出すと、
吉野

世代人材投資資金）の情報をキャッチした。

通じ、青年就農給付金制度（現在は、農業次

投資が掛かる。
艶さんは、
裕樹さんの知人を

そうはいっても巣箱や蜂の準備など初期

りょうま

で同僚からかわいがってもらったという。

裕樹さんが艶さんを訪ねて中国へ。その後、

帽子をかぶっていても刺されることがある

という。「赤く腫れて皮膚科に通ったことも

艶さんも日本に。
この滞在期間中、
二人は結
婚を決意。わずか六カ月の交際でゴールイ

AFCフォーラム 2018・10

20

食べたことはなかった。「おいしかったし、

採蜜に成功した。それまで艶さんは蜂蜜を

あります」（艶さん）。それでも、初年度から
就農資金を活用した。日本公庫が外国籍を

新設。
必要な設備資金は、
日本公庫の青年等

た加工所がいよいよ手狭になり、一五年に

世話をするとは思ってもいなかった」とい

費者から支持されている。「日本に来て蜂の

浦農園の蜂蜜だ。このこだわりの製法が消

なく、栄養価を丸ごと瓶詰めしたものが梶

い」
「非加熱を探していた」という電話や手

持つ女性に同資金を融資したのは全国で初
新規参入ながら養蜂で順調に実績を積み

紙に接するのが最もうれしい瞬間だという。

思った 以 上 の 蜜 が と れ て う れ し かった で

上げてこられたのは、蜂や巣箱の世話を手

「国産蜂蜜は五％程度で、大半は輸入。蜂

う艶さんだが、
食べた人たちからの
「おいし

間を惜しまず、小まめに行ってきたことに

蜜は高齢者の認知症にも効果があります。

めてだ。

早速、
販路開拓に乗り出した。
地元ＪＡが

尽きる。
艶さん夫婦は、
蜂が阿讃山脈に咲く

輸出も将来は考えたいが、まずは国内で固

す」
運営する直売所への出荷を手始めに、徳島

さまざまな花の蜜を集められるよう、地主

めたい」と話す艶さんだ。

物があまり得意ではなかった艶さんだが、

など。
生き物が好きな裕樹さんとは違い、
動

を産んでいるか、病気にかかっていないか

康状態をチェックする。
女王蜂がいるか、
卵

蜂たちがストレスを感じないよう素早く健

週間に一度は訪れる。採蜜するだけでなく、

には週一回、ピークを過ぎても一〇日～二

さんたちは採蜜のピークを迎える四、五月

散。
車で三〇分以上離れた場所もある。
裕樹

ようになった。現在、巣箱は五、六カ所に分

さん。
それでも今後、
ネギは現在の規模の倍

から比べてずっと忙しくなった」と話す艶

に共通のようだ。「いちごだけやっていた頃

している。
「まずはやってみる精神」は夫婦

きるまでになり、関西の業者と契約栽培を

なかったが、今では二㌶で安定的に生産で

を始めた。裕樹さんにもネギ栽培の経験は

ブドウの畑を活用し、二〇一七年から生産

誘いを受け、裕樹さんの祖父が作っていた

わった。
青ネギの周年栽培だ。
仲間の農家の

いちご、養蜂に加え、もう一つ作物が加

あ さん

と交渉し、山の麓などにスペースを借りる

仕事を分担しあう蜂たちの世界にはひたす

艶さんに将来の夢を聞くと、「目の前にあ

に、養蜂も現在の二〇〇群から五〇〇群に
し糖度を高める蜂、
巣箱を掃除する蜂、
巣箱

る仕事をこなすのが精いっぱい」と言いつつ、

ら感心させられるという。
「蜜を集める蜂、

県内外でチェーン展開しているスーパーと

の周囲を見回りする蜂など分業している。

二人の息子に話題が及ぶと
「外国に行かせて

増やすつもりだという。

交渉。過去にいちごを出荷した実績が認め

こんな小さい体からようけの蜜を集めてく

集めた蜜を羽であおいで余分な水分を飛ば

ら れ、店 内 の 産 直 コ ー ナ ー で の 販 売 が 始

あげたい。外国に出ることで視野が広がる」

蜂たちが懸命に集めた蜜を加熱すること

（青山 浩子／文

河野 千年／撮影）

の農業を支える心強い女性がここにいる。

とにっこり。
広い視野と前向きな姿勢で日本

る。すごい」と艶さん。
者から直接注文を受ける。
さらに、
吉野川市
のふるさと納税の返礼品にもリストアップ
されるまでになった。母屋の一部を利用し

「おいしい」の言葉を励みに

まった。自らウェブサイトを立ち上げ消費

左から裕樹さんの母、洋子さん、小学校４年生の僚真君、艶さん、幼稚園年長の僚
将（りょうすけ）君、そして裕樹さん

21
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フォーラムエッセイ

「家のご飯が一番幸せ」
なんて言葉が理解できるようになったのは
ごく最近のことである。旅ありきの写真家にとって「家が一番」とい
う言葉は、致命的なつまらなさを表している言葉のように感じてき
たのかもしれない。
その考えが大きく変わったのは、
家の食卓に自ら
積極的においしいと思える食材を届けるようになったからだ（届け
ると書いたのはあくまで調理するのは妻任せになってしまっている
からである）。旅先で出会った愛情豊かな農家のご家族や、こだわり
を持った野菜職人の作る旬の食材が食卓に並ぶ。食べたい料理に合
わせてスーパーに食材を揃えに行くのではなく、その時あるものを
農家から直接いただく。これをわがままにできるのは家の食卓しか

旬に出合う

ない。そう、家のご飯が一番幸せなのだ。
特にこだわるのは採れ過ぎたものを集めること。農家からショウ
ガが採れ過ぎた、という情報が入ればすかさずキロ単位で送っても
らいショウガ一色の食卓を楽しむ。
採れ過ぎているということは、
い
い時期つまり旬である。
そして気象条件が良く生育が良い、
味も良い。
東京に住む友人たちにもついでに送りつけておく。
皆大喜びだ。
採
れたものを採れた分だけという農家の都合で成り立つ食卓ほど、満
たされる食卓はないのだ。
農の風景をめぐる旅を始めて六年が経った。
食卓と同じように、
農

写真家

の風景にも旬がある。
実りの季節だけではなく、
良いものを作るため
に日々積み重ねられる農の光景が旬であることもある。
例えばリンゴ。収穫期を迎えた赤い実がたわわに実った光景も良
いが、
春の摘花の時期も良い。
おいしいリンゴをつくるために満開の
花から余分な花を手作業で摘み取る。
春のうららかな日。
花に囲まれ
リンゴの木に向き合う農家の姿は美しい。気の遠くなるような大変
な手間。
これが日本の農作物のおいしさの秘密であり、
風景の美しさ
をつくっている。
食べることにも、
旅をすることにも旬がある。
そして農家を知るこ
とで、
もっといろいろな旬を楽しむことができる。
農家の採れ過ぎた
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野菜。農家の手間暇。それらを少し知るだけで旅も、食卓も一番の幸
せに変わってゆく。

公文 健太郎

くもん けんたろう
1981年生まれ。ルポルタージュ、ポートレートを中心に雑
誌、書籍、広告で幅広く活動。同時に国内外で「人の営みがつ
くる風景」をテーマに作品を制作。近年は日本全国の農風景
を撮影し『耕す人』と題して写真展・写真集にて発表。写真
集に『大地の花』
（東方出版）、
『BANEPA』
（青弓社）、
『耕す
人』
（平凡社）、写真絵本に『だいすきなもの』
（偕成社）、フォ
トエッセイに『ゴマの洋品店』
（偕成社）などがある。

食鳥で地域の中心的存在
岐阜県東濃
（県南東部）
に位置す
る中津川市の農事組合法人東濃
ミートセンターは、同地域唯一の
食鳥処理工場として地域のブロイ
ラー生産の中心的存在といえる。
グループ三社で養鶏から加工販
売、レストランまで関連事業を幅
広く経営しており、養鶏農家とも

農事組合法人 東濃ミートセンター
荒井 幹広
理事長

協力関係を築き加工原料となるブ
ロイラーを確保している。
一九六八年の創業当時から続く
養鶏部門では、消費者が求める安
全・安心への対応から抗生物質や
抗菌剤を使用せず、こだわりの餌
を与えて広々とした鶏舎で育てた
え な

を生産
自社ブランド鳥
『恵那どり』
する。
自社の加工場では、これらのブ
ロイラーを原料として、味付け肉
や加熱製品を製造する。「サラダチ
キン」などの一般的な商品に加え、
ケイ

（ タレに漬け込んだ鶏
「 鶏ちゃん 」
肉をキャベツなどの野菜と炒めた
もの）など岐阜県産の原料を利用
した地元郷土料理にも力を入れて
いる。
荒井幹広さん
（五一歳）
は大学卒
業後旅行会社に勤務していたが、
結婚を機に義父の経営する東濃

経営紹介

餌など工夫してブロイラーをブランド化
インテグレーションで原料確保し収益改善
岐阜県中津川市

設立●1968年11月
資本金●2,000万円
事業内容●養鶏、鶏肉加工品
URL●http://www.tonodelica.com/company/

今後の事業構想を語る荒井幹広さん（坂本工場にて）

ミートセンターに入社し、二〇〇

〇年に経営を引き継いだ。

味つけ肉など加工販売へ

当時、
東濃ミートセンターは、
自

社や周辺農家が育成したブロイ

ラーを処理し生肉として出荷する、

食肉処理を主な業務としていた。

地域内に同じような処理を行える

工場がなかったこともあり、一定

の収益は確保できていた。

しかし荒井さんは「ブロイラー

業界は大規模化が進んでおり、付

加価値の低い生肉の生産では大企

業にかなわないと感じていまし

た」
と振り返る。「六次産業化」
とい

う言葉も知らなかったが、自社に

生産部門を持つ強みを活かし、製

品の差別化を進めることを決意し

たと言う。

最初に取り組んだのが、先代が

立ち上げた自社ブランド『恵那ど

り』
の強化である。
〇一年の直営農

場の開設を機に、消費者の健康意

識の高まりに対応し、より健康な

鶏のおいしい肉をアピールできる

ように餌や飼育方法を工夫した。

さらに〇七年には、ブランドの知

名度向上やイメージアップにつな

げるため、自社製品を取り扱うレ

ストラン
「チキンハウス」
を地元に
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経営紹介

店頭に並べられ消費者の目に入
行ってくれないかと提案された。

である養鶏農家へ飼料の供給を

は飼料業者からブロイラー仕入先

の養鶏事業の収益改善にも貢献し

えられ、東濃ミートセンター本体

飼料の仕入量増加により単価が抑

品質改善をもたらした。さらには、

ながり、結果としてブロイラーの

よりよいものを生産する意欲につ

双方が利益を分け合う仕組みは

必要不可欠です」と荒井さんは話

「今後の事業拡大を見据えれば

の生産拡大への取り組みである。

二つ目は、岐阜県産ブロイラー

ることが狙いである。

的かつ、安全安心な食品を製造す

専門の社員を育成することで魅力

理それぞれの専門部署を立上げた。

の鳥の確保が難しくなる可能性が

りやすい加工品に取り組むことで、
具体的には、「東濃ミートセンター

た。五軒から始まった提携農家は、

す。

開業した。

ブランドの力を活用したいとの想
がまとめて仕入れた飼料を農家に

現在では地元東濃の農家を中心に

切り身、味付け肉などの加工販売

を進め、
一一年、
本社処理工場を改

養鶏部門の規模拡大などの準備

る量の飼料を仕入れるためには多

取り引きがある農家に供給でき

たインテグレーションの仕組みだ。

力を続けることができた。まさに

がら良質なブロイラーをつくる努

ぶことも多く、お互いに協力しな

生産技術では経験ある農家に学

齢化や設備の老朽化に対し協力し

の課題となる。既存の取引先の高

うに維持、展開していくかが今後

あり、県内生産者の経営をどのよ

産ブロイラーにこだわった製品で

そのような状況の中、荒井さん

築し加工ラインを導入して切り身

額の資金が必要となり、東濃ミー

好循環だった。

に取り組んだ。

あった。

いがあった。「生肉に比べ加工肉の
供給し、成鳥はお互いの間で取り

一〇軒以上に増加している。

次に、
『恵那どり』を原料とした

販売が増加していると取引先小売
決めた価格で買い上げる」といっ

や味付け肉の製造を開始した。調

トセンターにとっては経営のリス

東濃ミートセンターの強みは県

店から情報を得たためです」

理が簡単な加工肉への需要は大き

クが増す取り組みであったが、荒

増え、主力商品である冷凍加工肉

危機感が強かったんです。もはや

のままでは立ち行かなくなるとの

「われわれのような中小企業はこ

場が稼働を開始した。この工場を

加熱加工も可能な新工場、坂本工

創業五〇周年の節目の年に当たり、

今年三月、東濃ミートセンター

業」
（グローバル＋ローカル）だと

力を世界に広める「グローカル企

今後目指すのは、地元岐阜の魅

増やす、自社農場を拡大するなど

て対応するとともに、提携農家を

く、売り上げは拡大していった。

井さんは受け入れることを決断。

『恵那どりのケイちゃん 味噌味、

『自分だけがいい』
でやっていける

最大限活用する上での課題として、

いう。二〇二七年にリニア中央新

グローカル企業を目指す

現在では、商品ラインナップも

しょうゆ味』をはじめ十数種類を

ような時代ではなく、地域で協力

荒井さんは以下の二つを挙げる。

幹線の新駅が設置される中津川市

加工品の販売が順調に拡大する
安定した県内産ブロイラーの確保

が納得した利益を得られる仕組み

最終的には、売り手買い手双方

井さんが直轄で担当してきたが、

今まで商品開発や品質管理は荒

「岐阜の食」
の魅力をアピールして

ンスを活用し、国内外の観光客に

振興が期待されている。このチャ

考えている。

だ。
『恵那どり』商品の販売拡大に

をつくり上げた。育成に必要な経

事業を拡大していく上で全てを一

一方で、経営の課題となったのが

の生産強化を行うことも必要と、

生産する。

してみんなで生き残っていかなけ

一つ目は、魅力ある製品の開発

は、
下呂温泉や飛騨高山など、
岐阜

地元農家との連携強化

ればいけないと考えました」と当

とそれを可能にする組織体制の整

の観光名所への中継地として地域

は県内産の原料確保が不可欠だっ

費をシミュレーションし、利益を

時の想いを語る。

備である。

たが、岐阜県内の中小養鶏農家の

いくことが目標だ。

（岐阜支店 吉田 敬太）

人で管理することは難しいと感じ
ていた。そこで商品開発と品質管

上乗せして買取価格に反映するも
のにした。

経営環境は厳しさを増しており、
このままでは廃業が進んで県内産
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斉に水が張られるのはそのためで、そこに地

は湿地の植物だ。田植えが終わった水田に一

な方法ではないことだ。
薬剤による生物駆除は、
やが

合理的に見えるこの農法の最大の問題は、持続可能

上と省力化を図る農法が一般的になってきた。一見

日本雁を保護する会 会長

図にはない広大な湿地が誕生する。
農地であるが、
湿

てその薬剤に耐性を持つ害虫や雑草を生み出し、同

呉地 正行

地の機能も持つ水田は、「農業湿地」
として、
多様な水

時に害虫を捕食する天敵のクモ類を著しく減少させ

●くれち まさゆき ●
一九四九年神奈川県生まれ。東北大学理学
部卒業。ガン類とその生息地の保護保全に
取り組み、
市民参画型の自然再生運動や地
域おこしを実践。生物多様性を活かし、循
環型農業を目指す
「ふゆみずたんぼ」
や
「田
んぼを食べるプロジェクト」を広く紹介。
大潟村応援大使、ラムサール・ネットワー
ク日本共同代表などを務める。

辺の生き物の生息地にもなる。水田には他の農地に

る。その結果、殺虫剤を散布すると、害虫が倍増する

稲
はない、
生き物を育む底力がある。
湿地の保全と賢明

一方、ＦＡＯ（国際連合食糧農業機関・二〇〇五）の

という不合理な事象も起きている。

一つに分類され、水田の生物多様性向上を目指す決

報告では、水田の原風景が残されている東南アジアの

な利用を目指すラムサール条約でも、水田は湿地の
）
も採択されている。これまでの調査で、
水田

するほど豊かである。しかし多くの農業関係者の関

〇）
、
その生物多様性はサンゴ礁や熱帯雨林にも匹敵

では五六六八種の生き物が記録され
（桐谷他、
二〇一

や水草類なども資源として活用され、水田をご飯もお

いる
（ラオス）。またこれ以外にも水田の多くの昆虫類

で消費される動物タンパクの三分の二が採取されて

水田では、七〇種余りの魚が獲れ（カンボジア）、家庭

議
（

心は、稲作の害となる「害虫」
・
「雑草」の管理で、水田

評価すると、
生産性の低い水田となる。しかし、
米だけ

かずも取れる複合生産の場とする伝統的な利用が現
この考えは、生産性や効率性を追い求める工業型

でなく、多様な生物資源も育み、生産する複合生産の

の多様な生き物は稲作に被害を与える可能性を秘め

農業とともに広がり、化学農薬（殺虫剤や除草剤な

場として評価すると、その価値は飛躍的に大きくな

在も続いている。これらの水田は米の収量だけで経済

ど）で、稲以外の生き物を水田から排除し、生産性向

た「いないほうがよい」存在と捉えられている。

31
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主張・多論百出

の植物は、
江戸時代には、
飢饉に備えた救荒食物とし

飯もおかずも取れる」
水田文化は存在した。
特に水田

日本にも、
水田の生き物を資源として利用する
「ご

り、
地域資源を持続可能に利用する優良事例にもなる。

その栄養価は、栄養密度が最も高いといわれるクレ

また微量要素を含めた栄養成分を分析したところ、

さまざまな料理に利用でき、レシピも充実してきた。

て利用され続けている。
食べてみると、
癖がないので

一方、
東南アジアでは、
古来よりおいしい野菜とし

さい

みんかん び こうろく

ようざん

その文化をもう一度現代によみがえらせ、
生産性・効

譜（水菜）﹄（貝原益軒）が出版され、利用されていた。

この取り組みは年々進化している。栄養成分の分析

ピ開発を行う取り組みを、二〇一四年から開始した。

そこで、
コナギを除草ではなく収穫し、
試食とレシ

ソンよりも高いことが分かった。

て、その利用法などを示した一関藩の﹃民間備荒録﹄
たて べ せいあん

（建部清庵）、
米沢藩の﹃かてもの﹄（上杉鷹山）や、﹃菜

率性を最重視する工業型農業と決別し、持続可能で

でその価値を可視化し、
これまでの除草作業を、
プラ

えき けん

地域資源循環を最重視する新たな取り組みへとシフ

スを生み出す収穫作業に位置付けることによって、

ふ

トすることを提案したい。
体的な取り組みとして「田んぼを食べるプロ

参加者が楽しみながら取り組むことができる。現在、

日本の食料自給率は先進国内で最低レベルだ。自

農産物加工会社、レストラン、大学などと共同で、コ

用する取り組みを行っている。
その中で最も注目して

らの食べ物は日本人自らの手で賄うことを本気で考

ジェクト
（ＴＴＰ）
」
を立ち上げた。
生物多様性

具

いるのが、コナギという水田に生える水草だ。コナギ

える必要があるが、
健全な水田で育った生き物は、
安

ナギの商品化に向けた検討も行っており、有機ＪＡ

は除草剤に敏感なため、通常は無農薬栽培の水田で

全な食べ物になる。これらの生き物を地域資源とし

に配慮した農業を行っている農家と連携し、その水

見られ、除草剤を使用する慣行栽培水田では見られ

て積極的に活用できるシステムが広がれば、そこか

Ｓコナギの販売を検討している農家もある。

ない。
コナギは、
増えると、
稲の初期生育を阻害するこ

ら新たな農業の潮流が生まれてくる。

田で稲だけでなく、田んぼの生き物を資源として活

とがあるので、
農家には最も嫌われている雑草の一つだ。

ご飯もおかずも取れる水田文化をよみがえらせ
持 続 可 能で 地 域 資 源 循 環の取 り 組 みを 重 視
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シリーズ 変革は人にあり

大野 泰裕
さん

北海道
. 表取締役社長
株式会社大野フアーム 代

べることが、健康で健全な人格形成

大野 私たちは健康な農畜産物を食

れていることが特徴ですね。

―― 経営は
「健康」
をキーワードにさ

組み換え飼料を使わない徹底ぶりだ。

どの粗飼料は自給を基本とし遺伝子

づくりのためデントコーンや牧草な

ど土づくりにこだわる。また健康な牛

析や発酵させた牛ふんの堆肥活用な

型農業を目指す。
とくに綿密な土壌分

健康な人づくりをキーワードに循環

いる。健康な土づくり、健康牛づくり、

ループで肉用牛の一貫生産を行って

北 海 道 の 自 然 を 活 用 し、自 社 グ

日本中の畜産現場は直接あるいは間

―― 牛肉の消費量が著しく低下して、

起きたのです。これがきっかけです。

なされたとき、消費者にパニックが

牛が千葉県で見つかったとの報道が

てＢＳＥ
（牛海綿状脳症）
の疑いある

大野 二〇〇一年九月に国内で初め

―― 何かきっかけが？

続けています。

う気持ちを、ある時からずっと持ち

識しながら生産に取り組みたいとい

大野 そうです。お客さんを常に意

ンの経営ですか。

―― 消費者を意識したマーケットイ

ものです。

たのです。作り手の心意気のような

康な牛づくり」にこだわろうと考え

ちの場合、牛が食べる安全な粗飼料

な牛を育てることです。
そこで、
私た

まず安全かつ安心な餌を食べた健康

わっていただける牛肉にするには、

大野 消費者に安心しておいしく味

組みを？

―― 健康な牛づくりにはどんな取り

死で取り組みました。

らも健康をポイントにした経営に必

くなったら、
おしまいです。
その点か

ころで、お客さんの信頼が得られな

がない、といくら私たちが言ったと

飼育している肉用牛にはその恐れ

と感じたんです。

全・安心をどう確保するかが重要だ

者の方々の不安が高まる様子に安

に問題はありませんでしたが、消費

大野 私たちが飼育していた肉用牛

大野 大半の畜産農家や企業は輸入

―― なるほど。

を配合飼料に混ぜる、という形です。

加工用の商品作物で、規格外のもの

大野 ダイズや小麦は主として食品

飼料用に？

や小麦などがありますが、それらも

―― 北海道の畑作というと、ダイズ

産していこう、という考えです。

しているため、可能な限り地元で生

料のデントコーンや牧草を自家生産

行っており、その広大な農地で粗飼

外に、一二〇㌶の土地で畑作なども

大野 もともと肉用牛飼育の五㌶以

育されていて、飼料の自給は可能？

―― グループ全体で四〇〇〇頭を飼

粗飼料の自給を基本にして畑作生産の強みを活かす
健康をキーワードに土づくり、牛づくりにこだわる

につながると考えています。そこで、

接 に 打 撃 を 被 り、重 大 事 態 で し た

をできるだけ自給する、ということ

肉用牛と畑作をセット

を、ポリシーにしました。

未来を担う子どもたちの「健康な人

ね。

健康重視のきっかけはBSE

づくり」
のため
「健康な土づくり」「健
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Profile
おおの やすひろ
一九 六 四 年 北 海 道 生 ま れ。五四 歳。畑 作 や 畜 産
ベースの農家の四代目。八六年に就農と同時に法
人設立。八九年豪州での半年間の農業研修中に出
会った農業コンサルタントのエリック川辺さんに
師事、その縁でＳＲＵを立ち上げる。現在、北海道
事務局長として多くの仲間と健康な土づくりの
普及に努める。中小企業同友会で異業種交流し企
業経営に磨きをかける。
Data
株式会社 大野フアーム .
北海道河西郡芽室町に本社。大野泰裕代表取締
役社長。資本金四五〇〇万円。一九八六年設立。
肉用牛の一貫生産、畑作、農畜産物の加工販売や
レストランを経営。子牛の育成を行う関連会社
大野キャトルサービスと肉用牛の育成肥育を行
う。グループで四〇〇〇頭を肥育。ＪＧＡＧ（家
畜・畜産物）、
農場ＨＡＣＣＰを取得。グループ全
体で年商二三億円。社員はパートタイマーを含
め二五人。

組み換え）のものを購入しています。

配合飼料もＮＯＮ－ＧＭＯ
（非遺伝子

もそれらの種子は使っていません。

な健康診断を行い、病気の牛が出た

す。嘱託獣医師にお願いして定期的

療体制づくりはしっかり行っていま

プログラムを組み、
早期発見・早期治

―― 土づくりに関してはどのような

豪州で運命的な出会い

場合の対応も十分です。

さらに、牛の成長を促進させる抗
生物質（モネンシン）に関しても、副
作用などのリスクがあるとみて、哺
料には使わないようにしています。

取り組みを？

育時から出荷まで、
私たちの場合、
飼
―― すごい徹底ぶりですね。

ただ、
私の場合、
若い時に豪州での

大野 十勝地方の土地に合った作物

の取り組みはこれだと思ったのです。

農業研修で土壌分析などの手法を学

大野 実は、以前、米国農業事情を視

日本でもＧＭＯの商業栽培を法律

んだことが今、すごく活きています。

の植え付けが基本と考えていますが、

で制限していますが、北海道は条例

―― と言いますと？

察に行った際、ドイツ系移民で宗教

で、許可制となっているほどです。

大野 一九八六年に就農してから三

自然のサイクルに合わせた農業を

穀物などの配合飼料を使うことが多

―― 四〇〇〇頭飼育のうち、年間の

年後に豪州に半年間ほど、農業研修

的 な 理 由で 独 自の 生 活スタ イルを

いですが、私たちのビジネスモデル

出荷頭数は？

に行った際、エリック川辺さんとい

行っていれば、肥料などを過剰に土

の強みは、肉用牛肥育と畑作生産を

大野 関連会社の大野キャトルサー

う日本人が現地の農業経営者らに科

とっているアーミッシュの人たちが

セットにしていることです。これに

ビスで生後一〇日ほどの子牛一五〇

学的な土づくりを基本にした農業経

に入れる必要もなく、また農薬も減

よって自前の飼料生産が可能で、と

〇頭を七～九カ月間育成し、その後、

営のコンサルティングをされていて、

種子を守ろうとＮＯＮ－ＧＭＯの種

くに子牛の育成牛用の牧草も大量に

大野フアームに移して二五〇〇頭を

ものすごく説得力がありました。

らすことが可能です。

生産できます。麦わらも粗飼料とし

肥育という形で、全体として四〇〇

子にこだわっているのを見て、健康へ

て有効活用しています。

〇頭を一貫生産しています。
このうち
ある？

―― ずいぶん多い。牛の健康管理に

年間の出荷頭数は約二〇〇〇頭です。

請うています。文字通り運命的な出

来、北海道にも来ていただき教えを

川辺さんの考えに共感し、それ以

―― このほかにも牛づくりの秘策が
大野 ＧＭＯ
（遺伝子組み換え）
の原

会い、と言っていいものです。

―― 具体的には、どんな点がポイン

工夫は？。
大野 頭数が多いだけに、健康管理

料は飼料にいっさい使わないという
方針です。当然のことながら畑作で
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肉用牛の生産現場で楽しそうに経営を語る大野泰裕さん

変革は人にあり
ランスを整え、健康な土壌をつくれ

大野 土の中にあるミネラル分のバ

トとなるのですか？
を務めていますが、土づくりへのこ

私自身は、北海道ＳＲＵの事務局長

二一年には設立三〇年を迎えます。

スチャンスに結び付くことを期待し

社員の士気向上につながり、ビジネ

認定食材納入が可能になると聞き、

二〇年の東京五輪の選手村などでの

―― 牧場内には「ＣＯＷＣＯＷ Ｖｉ

たんです。

な名前がいいだろうと
「未来」
に決め

しようと考えました。
そして、
爽やか

から希望が感じられるネーミングに

ィ

だわりが今日の成功につながったと

て取得しました。ＪＧＡＰ（家畜・畜

ｌｌａｇｅ」というネーミングで交

ヴ

ば健康で安全な作物が育つ、という
自負しています。

産物）
取得は日本で二番目、
北海道で

流広場をつくっていますね。

ウ

考えです。ごく当たり前の発想のよ
―― 北海道内でも、この土づくりに

は初めてでした。

大野 農場や牧場、牛舎などを消費

カ

うに見えますが、川辺さんから学ん
賛同者が増えているのですか？

―― これらは生産工程や衛生管理面

者の皆さんに身近に感じてもらうと

ウ

だことは土壌分析をしっかりと行い
大野

でのベストプレーヤーとなるための

同時に、交流の場にしてもらうため、

カ

その土地に合った土づくりを行う、
バーが集まっています。綿密な土壌

お墨付きみたいなものですが、取得

レストラン＆カフェの店舗などもつ

ングにしたのです。

ジ

という点です。
分析が基本ですが、自然の生態系を

を必要と感じた？

くってＶｉｌｌａｇｅというネーミ
環境で肉用牛の生産に取り組んでい

―― レストラン＆カフェの店舗で牧

ッ

適正な肥料を土に与えミネラル分
崩さずに共存していく持続型農業を

大野 私としては、しっかりとした

表現が難しいですが、ＳＲＵ農法

る企業だ、と多くの人たちに評価さ

場産の牛肉の料理などを出されてい

レ

を補って土のバランスを整えること
目指します。
は、近代科学の英知も融合させた新

れ、安全の証明にもなるので重要だ

ますね。

今では二五〇人ほどのメン

で、
土中の微生物活動が活性化し、
土
―― それが健康な土づくりなのです

しいタイプの有機的な農業を目指し

と考えています。ＢＳＥ問題時の教

が生まれ変わるのです。
ね。

ており、いわゆる化学肥料や農薬を

レイショなど地元の新鮮な食材を

大野 教えられた通り土づくりに取

リーズ」という形でブランドイメー

使った料理を思う存分食べて、牧場

大野 健康な土づくり、牛づくりで

ジをアピールされているのですね。

を満喫していただきたい。

訓からも安全にはこだわります。

大野 私たちの販売する牛肉は三種

消費者との接点を持つというのは

真っ向から否定してしまうような農

―― ＪＧＡＰ
（家畜・畜産物）（日本に

類です。
Ｆ１、
ホルスタインの去勢オ

長年の計画でした。私たちの取り組

り組んだら、見違えるように畑が生

牧場内の農のリサイクルシステムが

おける農業生産工程管理）や農場Ｈ

スと最近は消費者ニーズに対応し和

みを知ってもらうきっかけになると

こだわって生産した牛肉や、
小麦、
バ

定着しました。

ＡＣＣＰ
（衛生管理規格）
認証を取得

牛二〇頭を飼育しており、和牛は今

考えています。

―― 大野フアームの牛肉は「未来シ

―― 川 辺 さ ん と の 出 会 い が 転 機 と

されているのですね。

後、
増やしていく計画です。
健康面に

―― 九月に北海道を襲った大地震の

法ではありません。

なったのですね。

大野 私は以前から生産工程管理の

気を配った飼育で、いずれの牛もベ

影響はいかがでしたか？

き生きとし作物もおいしいのです。

大野 川辺さんのコンサルティングに

見直しが経営課題と考えていました

ストな状態であると自負しています。

大野 幸いにして大きな被害はあり

有機質の足りない畑には牛ふんを発

基づいた土づくりを実践するグルー

ので、飼養衛生の管理規定の農場Ｈ

―― 「未来」の名の由来は？

ニ

オ

ン

ソ

イ

ル

リ

サ

ー

チ

ＪＧＡＰ取得は安全の証明

プ、
ＳＲＵ
（ＳＯＩＬ ＲＥＳＥＡＲＣＨ

ＡＣＣＰにチャレンジし二年がかり

ユ

酵させ、堆肥として使うようになり、

ＵＮＩＯＮ、
土壌研究組合）を仲間と一

ません。停 電が二日間に及びました

が、
自家発電で対応できました。

大野 私たちの健康な人づくりとリ
ンクするのですが、未来を担う子ど

で取得しました。
その後、
農水省担当者から、
ＪＧＡ

もたちに食べてもらいたいとの思い

（経済ジャーナリスト 牧野 義司）
Ｐ（家畜・畜産物）を取得すると二〇

緒に立ち上げ、農業者仲間に声を掛け
て勉強会を行ってきました。
ＳＲＵも早いもので三年後の二〇
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日本政策金融公庫
テクニカルアドバイザー

吉岡 宏

チやミツバチを放し飼いし、着果処理の省力

変な作業です。
そのため、
最近ではマルハナバ

ナス栽培の全労働時間の二～三割を占める大

ホルモン剤を散布します。この作業は

た。これがわが国における最初の単為結果性

単為結果性ナス品種
「はつゆめ」
を育成しまし

たちは、
これを育種親に用いて、
二〇〇五年に

けた高知県農業技術センターの松本満夫さん

門馬さんからＴａｌｉｎａの種子を譲り受

観的に異なっていました。

化を図ることが行われています。
しかし、
交配

ナス品種です。
しかし、
普及先が高知県内に限

設栽培のナスでは、着果させるために

に用いられるマルハナバチは外来種で、逃げ

られたことや主力品種よりも収量性が劣った

施

出すと生態系を乱す恐れがあり、
また、
ミツバ

ことなどから普及しませんでした。

方、
野菜・茶業試験

場 で は、齊 藤 猛 雄

種が行われ、二〇〇六年

や収量性等を改善する育

プによって、果実の外観

さんを中心とするグルー

一

チについては数が不足気味で、十分に確保す
ることができないなどの
問題を抱えています。
植物には受粉しなくて
も果実が結実・肥大する
単為結果性という性質を
持ったものがあります。
そ

よしおか ひろし
1948年京都府生まれ。弘前大学大学院農学研究科
（修士課程）修了後、農林省野菜試験場入省。農林
（独）農研機構野
水産技術会議事務局研究調査官、
菜茶業研究所所長、㈳日本施設園芸協会常務理事
などを経て、2012年10月から現職。専門は野菜の
栽培生理。農学博士、技術士（農業部門）。

に単為結果性品種「あの

みのり」を育成しました。

「あのみのり」
はわが国に

おける実用的な単為結果

性ナス品種の第一号とな
りました

その後、
「 佐賀Ｎ１号 」

Profile

の例としてキュウリやバ
ナナなどが挙げられます。
ナスに単為結果性を持
たせると、ホルモン剤散
布やハチの放し飼いの必
要がなく、省力化と低コ
スト化が可能になるため、

（ 佐賀県 ）、
「とげなし輝楽」
（ 愛知県・農研機

２号」
（農研機構）、
「ラクロ」
（株式会社アサヒ

最近では単為結果性を持った品種の育成が盛
わが国におけるナスの単為結果性育種は、

農園）
、「ＰＣ筑陽」（タキイ種苗株式会社）
など

構）、「省太」
（福岡県・農研機構）、「あのみのり
一九九四年に野菜・茶業試験場
（現農研機構野

農家の高齢化と人手不足が進み、
また、
生産

の単為結果性ナス品種が開発されました。
の研究者からヨーロッパで育成された単為結
ナ

コストの削減が求められる中で、着果管理が

リ

の種子を譲り受けた
果性品種
「Ｔａｌｉｎａ」

不要な単為結果性ナス品種は、今後ますます

タ

ことに始まります。このナスはヘタが緑色の

重要性を増すものと思われます。

菜花き研究部門）
の門馬信二さんが、
イタリア

んに行われています。

単為結果性ナス品種「あのみのり」
（写真提供：農研機構野菜花き研究部門 齊藤猛雄氏）

大果性品種で、日本の主要なナス品種とは外
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耳

よりな話

連載 第198回

着果処理が不要なナス

むらづくり

ットコム

鹿児島県大島郡宇検村
阿室校区活性化対策委員会 会長

ところが一九九六年以降、問題が起きたのです。
小中学校の児童生徒数が減少を続け、放置すると
二〇一一年度以降の四年間は中学生がいなくなり、

から、「子どもだけを高齢家庭で預かることは難

しい」という声が主たる理由でした。

しかし、当時は阿室校区への移住者も少なく、

まちづくり

せんでした。その先に待つのは休校です。「なんと

このままでは小中学生が増える見込みはありま
そこで校区の有志が集まり、小中学校の存続に

しても学校を存続させたい！」という強い熱意で、

休校が確実視されるようになりました。

村には一四の集落がありますが、阿室校区は平田、

関する地域の考えを把握するため、〇九年に全世

地域で何度も話し合いを重ねました。そして、親

や どん

阿室、屋鈍の三集落からなり、宇検村の中心部か

帯を対象にアンケート調査を行いました。調査の

子で地域に移住してもらう「親子山村留学制度」

やけうち

ら車で一時間ほど走った、焼内湾の入り江沿いに

結果、「集落から子どもたちの声が聞こえなくな

あります。
ここは外洋に面し、「サキバル（風や波が強く当

これを受けて、三集落の区長からなる阿室校区

これが軌道に乗れば、学校の児童生徒数の確保だ

親子で移住してもらうことを目的としています。

この制度は文字通り、地域に子どもだけでなく、

立ててきた地域です。阿室校区の現在の人口は二

活性化対策委員会が立ち上がりました。委員会は

けでなく、親御さんに地域のさまざまな活動に参

たる場所）」と呼ばれ、
古くから半農半漁で生計を
二〇人ほどで、人々が相互に助け合う「結いの心」

児童生徒数を増やす手だてとして、都会から子ど

ゆ

をモットーに、主産業として水産業と農業が営ま

まれます。要は、阿室校区に「世帯」として住まい

加してもらうという、地域としてのメリットも生

れています。
さて、阿室校区にただ一つある学校が、阿室小

地域の意向を探ってみると、山村留学への抵抗

活動資金は当初の二年間、地域の全世帯が月一

を構えてもらうことで、地域全体の活性化につな

な学校なので、地域の人々は子どもたちをわが子、

感を持つ人々も一定数いました。以前に地域で都

〇〇円ずつ拠出し、パンフレットやホームページ

中学校という小中併設校です。小さな集落の小さ
わが孫のように大切にしており、学校行事には多

会の子どもを預かっていた方や、他の地域の実情

げようと考えたのです。

くの方が参加されます。

地域の熱意が生んだ留学制度

もに来てもらう山村留学を検討しました。

と、学校の存続を望む声が多数を占めました。

の仕組みをつくることになりました。

へ だ

四三〇㌔メートル、奄美大島の南西部にあります。

私たちが暮らす宇検村は、鹿児島市から南へ約

う けんそん

小中併設校が廃校の危機

ま

ち

るのはさみしい。今、何らかの策を講じるべきだ」

あ むろ

後藤 恭子

親子山村留学で児童数をＶ字型回復
「結いの心」で助け合い村おこし

ド.com
づ

くり

むらづ

く

り
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連載 地域再生への助走

り

くり まちづ
らづ
く
む

まちづくり むらづくり

を作成、全国に山村留学の募集を行いました。
また、留学希望者のネックとなるのは住居の確

学生一三人、中学生四人の合計一七人です。

また、ここの子どもたちは「〇くん」や「△ちゃ

ん」などを付けず、
名前だけで呼ばれます。年上の

家主さんと交渉を重ねました。さらに、子どもた
住んでいた男子小学生の母親は、息子の不登校の

うれしいエピソードを紹介しましょう。東京に

は考えられないことだと思います。初めはその子

こういった風習や人付き合いの近さは、東京で

留学きっかけに定住した親子も

ちも一緒になり、ボランティアで空き家の改修作

問題で悩んでいました。母子家庭でひとり育児に

も戸惑ったようですが、「どこに行くの」「学校に

ねえ

業を行いました。

行きづまった母親は、他人との距離感が近い場所

行かないなら家のお手伝いをしなさい」「いい子

にい

子は下の子を名前で呼び、下の子は年上の子を、

また、村の行政当局は、山村留学参加児童の義

を求めてさまざまな地域を探し、阿室校区を見つ

だね」と地域の人々から声を掛けられることで、

保です。委員会は地域の全ての空き家を調査し、

務教育期間中、
一人につき月額三万円の少子化対
けたそうです。

こと。環境が変わったからといっていきなりス

そして、親子留学で来島したのが二〇一一年の

なったのです。

半年たった頃から、学校に少しずつ通えるように

徐々に心が開かれ、落ち着いてきました。そして

血縁がなくても「〇兄」「△姉」と呼ぶのです。

策特別助成金を補助する他、
家賃補助などの面も
こうして二〇一〇年度から、親子山村留学の受

ムーズに学校に通えるわけではありませんでし

子どもたちが増え子ども会活動も盛んになった。写真は、
空き瓶回収の様子。

17

16

15

14

13

11

12

10

2009

バックアップしてくれることになりました。
け入れが始まりました。取り組みを始めて二年後

8

18
（年）

それから七年がたち、今その子は高校生になり

7

8

7

7

たが、私たちの地域では子は宝です。自分の子で

6

の一二年度には、小中学校の生徒数が二二人まで

15

9

9

10

13

ました。阿室校区には高校がないので、中学卒業

2

3

0

小学生
（人）
16

4

3

4

3

4

4

11

11
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14
14
14

14

中学生

もそうでなくても、地域の人々は子どもを見かけ

図
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阿室小中学校の生徒数の推移（2009年以降）

増え、
休校は免れました。以降、
生徒数は二〇人前

2009年、宇検村の阿室校区（平
田・阿室・屋鈍の3集落）の各区
長、学校教諭などを中心に、阿
室小中学校の存続および校区
の活性化を目的として発足。構
成は、全体の活動方向性を検
討する本部（役員会）
と、
下部組
織として山村留学班、企画班、
農業班の3班を置き、相互に助
け合う「結いの心」で活動して
いる。2017年に第59回農林水
産祭 村づくり部門で天皇杯を
受賞。

後は高校の近くに下宿する子が多いのです。でも、

阿室校区活性化対策委員会
1976年鹿児島県生まれ。99年、
東京農業大学卒業。在学中に
アメリカでの農業研修を経験
する。2006年宇検村に家族でI
ターン移住。教員として阿室
小中学校に勤務の後、13年に
就 農。農園「スミューファー
ム」を営む傍ら、地域活性化に
取り組んでいる。農園では、現
在、1. 2 ㌶ の 土 地 に13品 種・
100本のフィンガーライム、レ
モン、島ニンニク、ボタンボウ
フウなどの果樹を栽培する。

たら声をかけます。

後藤 恭子 ごとう きょうこ

後で推移し、今年四月の時点でも欠学年なし、小

profile

まちづくり むらづくり

くない」と言って、毎朝早起きし、
一時間以上かけ

その子は「ここが自分の『居場所』だから、離れた
従来から地域に住む人々と新たな移住者たちが

団、婦人会、老人会など、地域の協力を得ています。

て全体へ呼び掛け、必要があれば各集落、青壮年

いますが、元はオーストラリアの亜熱帯に自生す

す。フィンガーライムは聞き慣れない名前かと思

ン、ボタンボウフウ（長命草）などを栽培していま

実は、現在会長を務める私もＩターン者です。

つぶが出てきます。穏やかな酸味と香りが特徴で、

いライムで、折ると中からキャビアのようなつぶ

この他、私の農地ではフィンガーライム、レモ

てバス通学をしています。
一体となって、自分の興味や得意なことを生かし

るかんきつ類です。その名の通り指のように細長

そして母親は、道の駅の売店や福祉施設で働い
ながら、活躍の場を持って活動しています。

〇六年に来島し、当初は教職に就いていましたが、

東京都内のレストランなどに出荷しています。奄

ていたのですが、やがて島の人とご縁があり、今

一三年から就農しました。現在はスミューファー

美生まれの新しい農産物として、これからも全国

は結婚して夫婦でカフェを営んでいるんです。
い描いていなかったでしょう。でも阿室校区に住

ムという家族経営の農業を営む傍ら、委員会の運

二人とも、島に来た当初は今のような未来は思
んで、人生の転機が訪れたんですね。

に発信していくつもりです。

来年には、委員会を立ち上げて一〇年目を迎え

営にも関わっています。

移住者を含めみんなで一体に

行う「山村留学班」。二つ目が、Ｉターン・Ｕターン

れ、住宅の確保、受け入れ世帯のフォローなどを

まず、
親子山村留学の募集や体験留学の受け入

キビは、製糖工場の撤退で一九九二年以来生産が

培、農地の有効利用を図っています。特にサトウ

ターン者を中心にサトウキビ、タンカンなどを栽

ます。まず、耕作放棄地を活用し、Ｉターン・Ｕ

農業班の取り組みをもう少し詳しくお話しし

が難しくなってきたのです。校区内への移住希望

対策が進んだのはよいのですが、逆に住居の確保

新たな課題もあります。移住者の増加で空き家

は四八・四％から三九・八％まで下がっています。

移住し、地域はにぎやかになりました。高齢化率

住者が増え、
一〇年～一七年で三五世帯・七九人が

ます。おかげさまで阿室校区には子どもたちや移

者と地域の人々の交流や、地域の伝統遊びなどを

途絶えていましたが、徐々に復活の兆しを見せ、

者からの問い合わせがあっても、現在ある空き家

復活したキビ、
ニンニクに脚光

伝えるための行事の企画、運営を行う「企画班」。

現在は村内の黒糖焼酎工場の原料として契約栽

は大掛かりな改修が必要なため、行政と連携して、

現在、私たち委員会では、本部役員の下に三班

最後に、それら移住者を地域農業の担い手として

培するなど、安定した取引先を確保しています。

から三班編成にしたことで、委員会活動に企画・

きたという事情があります。そこで、二〇一四年

の活動の幅が広がるにつれ、役員の負担が増えて

このような組織編成になった背景には、委員会

この島ニンニクを、小中学校の教職員や子ども

素焼きの壺に塩漬けにして食べてきたそうです。

の暑さを乗り切るスタミナ食材でした。昔から、

皮に赤みのある小粒ニンニクで、香りが強く、島

来「ヘダニンニク」「サキバルニンニク」と呼ばれる、

に、宇検在来の島ニンニクがあります。これは元

奄美の良さといえば、自然の美しさ、深く根付

ショップにも出荷しており、地域資源の掘り起こ

ニンニクのオ イル 漬 け な ど は 東 京 のアンテ ナ

食や観光、食品加工業などで起業しています。島

題がつきものです。最近ではＩターンの女性が飲

また、島暮らしには就業の場が少ないという課

を編成して活動しています。

位置付け、農地集積を行い、農産物の生産を進め

また、同じく途絶えかけていた農作物の復活例

運営で関わる人が増えました。世代交代で若返り

たちと共に五〇㌃の畑に植え付け、現在はイン

いている伝統文化、地域住民がつながる「結いの

新たな村営住宅建設を進めているところです。

たり、農地の共同防除、高齢者農家への援農など

が図られ、現在の構成員の平均年齢は四七歳、ま

ターネットでも販売しています。二〇一六年度に

心」です。これらを大切にしつつ、地域の課題を地

を行う「農業班」。

た、Ｉターン・Ｕターン者も半数を占め、約四〇人

は三〇〇万円を売り上げ、地域活性の重要な資金

域の皆と一緒に解決していきたいと思います。

しにも努めています。

の会員のうち半数は女性です。

のひとつとなりました。
各班は自らの班の課題を洗い出し、解決に向け
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書評

（ジャーナリスト）

うことになるだろうか。大規模な生産調整をや

柳田の農政論を今の農政に生かせば、どうい

1,800円

15,000円
定価

1 食料・農業・農村白書 平成30年版

農林水産省／編

日経印刷

2,600円

2 タネはどうなる?! 種子法廃止と種苗法運用で

山田 正彦／著

サイゾー

1,300円

3 森林・林業白書 平成30年版

林野庁／編著

全国林業改良普及協会 2,200円

4 水産白書 平成30年版

水産庁／編

農林統計協会

5 本当はダメなアメリカ農業

菅 正治／著

新潮社

6 スマート農業のすすめ 次世代農業人【スマートファーマー】の心得

渡邊 智之／著、
産業開発機構／編

産業開発機構

7 水産小六法 平成30年度改訂版

水産法令研究会／著

水産社

8 食料農業の法と制度

井上 龍子／著

金融財政事情研究会 2,200円

9 森づくりの原理・原則 自然法則に学ぶ合理的な森づくり

正木 隆／著

全国林業改良普及協会 2,300円

4,900円

作料を現物の米で受け取っていた地主としては、
米価の上昇は所得の増加を意味した。これに対
し柳田は、消費者のことを考えると米価引き上
げではなく、構造改革による生産性の向上とコ
ストダウンで農家所得を上げるべきだと反論し
た。
翻って、
現在の日本農業の問題点は何か。
昔と
変わらない問題が存在すると山下さんは指摘す
る。かつての地主階層が主張していたのと同じ
ように、
関税で米価をつり上げ、
零細な稲作農家
の保護を主張する勢力が、今の日本の農業界を

日本民俗学の祖として知られる柳田國男は、

めて米を増産する。生産性が向上し米価は下落

740円
出版社

書評

『いま蘇る柳田國男の農政改革 』
山下 一仁 著

現在の農政に生かせる柳田の思考

明治三三年に当時の農商務省に入省し、農政改

する。
価格競争力ができて輸出の道が開ける。
米

支配しているからだという。

革に携わった農林官僚でもあった。柳田の農政

価下落で稲作から撤退した零細兼業農家は大規

村田 泰夫

論を研究する著者の山下さんは、柳田の農政論

模層に農地を貸し出す。大規模農家に限定して
直接支払いを実施すれば、地代支払い能力の増

2,400円
著者
タイトル

経済産業調査会

農水知財基本テキスト
食の日本ブランドの確立に向けて		編集委員会／編

10 攻めの農林水産業のための知財戦略

を今に生かせと主張する。
柳田の問題意識は
「なぜ農民は貧しいのか」
に

膨大な財政資金を投入する減反政策で米価を

えた大規模層が賃借料を引き上げ、零細農家も

経営規模を拡大するために、小作人を専業的な

つり上げ、消費者に大きな負担を強いる農政は

あった。
突き詰めていくと、
零細な経営規模と当

農家に育てる必要があると考えた。
「中農養成

異常である。米価を下げて輸出できるようにし

満足する。

策」
といわれる彼の考え方は、
地主階層から強い

ておけば、
万が一の時も米不足を防げる。
もちろ

時の地主・小作制にあった。その解決策として、

反発を受けた。零細な小作人に支えられていた

ん自給率も上がる。

である。

疎んじられたが、今も山下さんの主張は少数派

柳田のまっとうな農政論は当時の農業界から

地主階層としては、小作人を減らす政策は受け
入れられなかった。
また、
地主階層は、
保護関税の導入で米価を引
き上げるべきだと主張していた。小作人から小
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三省堂書店農林水産省売店（2018年8月1日～8月31日・税抜）

読まれてます

（新潮社・1,600円 税抜）

■出展者数…合計／490社 374小間 ※共同出展含む
■会期中商談件数 1社平均／26件 最高／300件

■会期中成約件数 1社平均／4件 最高／49件
■会期中成約金額 1社平均／212万円 最高／1億円

出展の成果

来場者の関心

71.6％

見積り／サンプルの依頼（成約の可能性は未知数）があった

49.3％

生産へのこだわり

54.2％

新規顧客の開拓ができた

44.8％

原料・原材料

49.5％

高い確率の引き合い商談があった

43.7％

47.1％

既存の顧客との交流が図れた

41.3％

46.1％

新製品への評価を確認できた

35.4％

産地

43.9％

異業種との交流・情報交換ができた

28.3％

ストーリー性

同業者との交流・情報交換ができた

25.7％

32.4％
20.0％
14.7％

安定した生産体制

22.7％

当業界に関する情報収集ができた
会期中に成約があった

希少性

23.0％

新製品開発のヒントが得られた

15.8％

価格
独自性・付加価値

※上位掲載、複数回答

パッケージデザイン

21.5％

安全性への取り組み

※上位掲載、複数回答

第11回「アグリフードEXPO大阪2018」の来場者アンケート結果
■公式登録総来場者数…15,876 人（2017年度 15,262人）
業種

来場の目的

24.3％

商社・卸売業・流通業

15.7％

小売業

15.1％

生産者・組合

13.4％

中食業・給食産業、食品製造・加工業

10.8％

外食業

※上位掲載

39.4％

産地

34.9％

生産へのこだわり

30.5％

原料・原材料

28.8％

価値

28.1％

独自性・付加価値

24.6％

希少性

23.9％

10.7％
9.0％
8.2％
6.8％

出展者との商談

24.4％

新規取引先の開拓
情報収集

安定した生産体制

取引相手先との交流

11.2％

国産加工品の調達
お中元・お歳暮・ギフト商品開発

44.0％

果物／果物加工品

41.3％

野菜／野菜加工品

27.7％

キノコ／キノコ加工品

25.9％

食肉

20.2％

米・穀類／米・穀類加工品

19.7％

調理加工食品

17.4％

安全性への取り組み

17.4％

調味料

14.7％

卵／卵加工品

物流・流通

14.1％

販売への積極性

12.8％

認証の取得

12.3％

提案力
営業スタッフの姿勢

※上位掲載、複数回答

※上位掲載、複数回答

興味のある食材

ストーリー性

14.5％
11.8％

25.8％

9.7％

取引で重要視する点

12.2％

新商品、新メニューの開発

20.4％

その他

8.1％

国産原料の調達

27.9％

20.5％

行政組織・学術機関

8.8％

28.2％

第一二回「アグリフードＥＸＰＯ大阪２０１９」の
出展者を募集しています

「アグリフードＥＸＰＯ」は、プロ

農業者たちの国産農産物と加工食

品の展示商談会です。

この出展対 象は、農業者および

国産農産物（水産物を除く）を主原

料とする食品を主として扱う国内

食品製造業者の皆さまです。

一二回目となる今回は、二〇一九

年二月二〇日（水）
〜二一日（木）に、

ＡＴＣアジア太平洋トレードセン

ターにおいて開催します（第一六回

「シーフードショー大阪」も同時開

催）。

募集期間は一〇月一日（月）から

一一月九日（金）までです。会場の都

合上、募 集する三〇〇小間に達し

次第、受け付けを終了しますので、

お早めにお申し込みください。

詳細については、公式ホームペー

ジ（ https://www.agri-foodexpo.
）をご覧ください。
com/
また、第一一回「アグリフードＥ

ＸＰＯ大阪２０１８」の出展者・来

場者のアンケート結果を掲載しま

す。ご参考にしてください。

（情報企画部）

第11回「アグリフードEXPO大阪2018」の出展者アンケート結果

10.8％

菓子

麺類
飲料
酒類
牛乳／乳製品

※複数回答
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インフォメーション

大 臣 が 来 場 さ れ、開 会 式 列 席 後、
会場内の「アグリフードＥＸＰＯ

期待膨らむ
農業経営アドバイザー

生産量日本一の白花豆で
地域活性化を考える

ただき、全国の魅力ある農産物や

提供する事業者の方々にご出展い

製造業者、六次産業化支援技術を

全国から六七八の農業者や食品

る」
「開発途中の商品に対して、意

とで、販路が少しずつ広がってい

出展者からは「出展を続けるこ

は興味深げに足を止め、
好評でした。

リジナルメニューが並び、バイヤー

ニューコーナー」には、出展者のオ

今 回 初 設 置 の「
“ イ チ オ シ ”メ

極的に取り組みたい」
などの感想が

イザーの活動が具体化してきた。
積

参加者からは、「農業経営アドバ

することなどの説明を受けました。

の経営診断をアドバイザーに依頼

に大分支部を加えることや、
農業者

おいた農業経営相談所」の構成員

分県から、今年度に設置される「お

協議会大分支部連絡会を開催。大

九州農業経営アドバイザー連絡

飲食業者からは
「生産現場を知っ

ジーのレシピを配布しました。

供、
また公庫職員が考案したスムー

ロッケなど五種の白花豆料理を提

た。試 食 会 で は、冷 製 ス ー プ や コ

に地域活性化の可能性を語りまし

白花豆畑を巡るツアーなどを事例

花豆くらぶ副会長の茂住秀二氏が

者が発起人の市民団体、
るべしべ白

ミナーを共催。講演では女性農業

白花豆を活用した地域づくりセ

輝 く 経 営 大 賞 」受 賞 者 を は じ め、

地元産品を活用したこだわりの加

見をいただく良い機会だ」などの

寄せられました。
これを機に農業者

た こ と は メ ニュ ー 開 発 の 参 考 と

全国六七八先の出展者の
販路拡大を支援

工食品を、バイヤーへ積極的にＰ

感想が寄せられました。
また、
バイ

の課題解決に向け、
アドバイザーが

なった」との声が寄せられました。

三回「アグリフードＥＸＰＯ東京
２０１８」を開催しました。

多くの出展ブースを視察、出展者

Ｒしました。

ヤーからは「何度も来場している

活躍する場面が増えていくことが

七月二六日、於：北見市、参加者：生

八月二二日（水）、
二三日（木）に

今回のＥＸＰＯ東京では、来場

が毎回違った発見がある」「年々進

期待されます。六月二三日、
於：大分

を激励していただきました。

者数一万二三八五人、商談引き合

化していることにいつも驚く」な

国産農産物をテーマとした、第一

い件数六三四九件に上り、活発な

試食会で並ぶ白花豆料理。左上はスムージー

るべしべ白花豆くらぶ （北見支店）

大分県から農業経営相談所の説明を熱心に聞く参加者

（情報企画部）

会場を視察される礒崎農林水産副大臣

（大分支店）

産者や飲食業者など二〇人、共催：

ビッグサイト

など二二人

市、参加者：農業経営アドバイザー

セミナー

どの声が寄せられました。
於：東京

アド
バイザー

商談が行われました。

大勢のバイヤーでにぎわう会場

開催初日は礒崎陽輔農林水産副
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EXPO
東京

イ

ブリ

「平成３０年北海道胆振東部地震」に
より被害を受けた皆さまに対しまし
て、心よりお見舞い申し上げます。
日本公庫農林水産事業では、
本災害によ
り被害を受けられた農林漁業者など皆さ
まを対象とする窓口を設置し、ご相談を受
け付けています。
ご融資やご返済に関するご相談に、政策
金融機関として迅速、かつ、きめ細かな対

♠︎
七月号「農業界に『運べない』危

に向け取り組むことだ。「農産品物

が手を組み一丸となって課題解決

応を行ってまいります。

機」を読んで、運送業の人手不足の

（広島市 亘 幸男）

流対策関係省庁連絡会議」にも期

TEL：0157-61-8212

影響が農業界に及んでいることを

北見支店

待したい。

め、ｅコマースにも作り手と消費者

ばかりです。
その不安を払拭するた

るか、過去に食べた経験のあるもの

した農畜産物は生産者を知ってい

分がインターネットを通じて購入

物を見ないと不安なもの。
実際に自

よって品質が異なる農畜産物は、現

工業 製 品とは異 なり、作り 手に

と呉地さんは言います。「農業湿地」

れる上、地 域 資 源の 持 続 も 可 能 だ

捉え取り組めばご飯もおかずも取

湿 地で、生 息 する 生 き 物 を 資 源 と

五六六八種の生き物の記録もある

言葉は初めて知りましたが、水田は

が変わりました。「農業湿地」
という

多論百出を読んで田んぼの見方

りがたいものになりました。（城間）

と田を見たら、田んぼがますますあ
（西山）

をつなげるなどの動きが見られま
すが、
さてその実力は。

実の自分は、重い飲料を中心に、送

とのご意見、
全く同感です。ただ、
現

り、消 費 者による送 料 負 担 が必 要

料 負 担。食 品 配 送 はコスト 高 で あ

消費 者によるネットスーパーの送

い出しました。島暮らしの良さの一

関東育ちの私は最初驚いたのを思

で住んでいた沖縄の離島も同じで、

年上は「～兄、姉」と呼ぶ話。昨年ま

呼ぶ際は「ちゃん、くん」を付けず、

大島の宇検村、
子どもたちが名前を

「まちづくりむらづくり」の奄美

料無料となることを前提にネット

つは、濃密な人付き合いだと思いま

特 集 で 長 瀬 さ ん が 触 れている、

スーパーを利用する日常。すぐにス

村の山村留学、
素敵ですね！（前島）

す。親 子で そ れを 体 感で きる 宇 検
（高雄）

タンスを変えられるか……意識改
革が必要なようです。

ご意見、ご提案をお待ちしております。
巻末の児童画は全国土地改良事業団体連合会
主催の「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展
の入賞作品です。

TEL：0155-27-4011

痛感した。

■定価 514円（税込）

帯広支店

みんなの広場へのご意見募集

■販売
株式会社日本食糧新聞社
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-4
ヤブ原ビル
T e l．03（3537）1311
Fax．03（3537）1071
ホームページ
http://info.nissyoku.co.jp/koudoku/
お問い合わせフォーム
http://info.nissyoku.co.jp/modules/form_mail/

TEL：011-251-1261

本誌への感想や農林漁業の発展に向け
たご意見などを同封の読者アンケートに
てお寄せください。
「みんなの広場」に掲載
します。二〇〇字程度ですが、
誌面の都合
上、編集させていただくことがあります。

■印刷 凸版印刷株式会社

札幌支店

［郵送およびＦＡＸ先］
〒一〇〇︲〇〇〇四
東京都千代田区大手町一︲九︲四
大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
日本政策金融公庫 農林水産事業本部
ＡＦＣフォーラム編集部
ＦＡＸ 〇三︲三二七〇︲二三五〇

■発行
（株）日本政策金融公庫 農林水産事業本部
T e l. 03
（3270）
2268
Fax. 03
（3270）
2350
E-mail anjoho@jfc.go.jp
ホームページ https://www.jfc.go.jp/

農畜産物は鮮度が命だ。物流が
滞ると、信用問題に発展する。黄信
号が点灯している今こそ、
対策を講
じるべきだ。
株式会社共同は、同一方面には他
社と協働し輸送している。
一つの企
業や一つの業界ではなく手を組む
ことが大切だ。
共同のような仕組み
は、
一朝一夕にできるものではない
と思うが、手をこまねいている余裕
はない。
生産、卸売、小売、物流の各業界

牧野 義司
■編集協力
青木 宏高

高雄 和彦
前島 幸子
西山 大也
城間 綾子
■編集
鴫谷 元
柴崎 勇太
鈴木 晃子

お問い合わせ先

編集後記
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食べるｅコマースの実力

10

特集

https://www.jfc.go.jp/

03
（3537）
1311 ■定価514円 本体価格 476円
■販売／株式会社 日本食糧新聞社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-4 ヤブ原ビル Tel．

■発行／
（株）
日本政策金融公庫 農林水産事業本部 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-4 Tel.03
（3270）
2268

■AFCフォーラム 平成30年10月1日発行
（毎月1回1日発行）
第66巻7号
（818号）

『畑は実りがいっぱい！』小林 咲心 栃木県宇都宮市立宮の原小学校

AFCフォーラム編集部宛

扌 FAX 03-3270-2350 扌

AFCフォーラム
（2018年10月号）読者アンケート
「AFCフォーラム」をご愛読いただきまして、ありがとうございます。本誌をより充実させるために、
アンケートにご協力をお願いいたします。このままFAXか郵送でお送りください。
お名前
（フリガナ）

性

別

年

男性
女性
ご住所

〒

齢

職

業

歳

―
tel.

1

記事区分

良かった

どちらとも
良くなかった 頁
いえない

記事区分

良かった

どちらとも
良くなかった
いえない

23 経営紹介

2 観天望気
拡大するEC市場における食品EC

7 特集 販路の心は「ありがとう、またよろしく」
11

―

掲載記事について、内容はいかがでしたでしょうか？（○をご記入ください）

頁

3

―

生産者と消費者をつなぐ、次世代の形

25 主張・多論百出
27 変革は人にあり
30 耳よりな話

15 情報戦略レポート

31 まちづくりむらづくり

19 農と食の邂逅

34 書 評

22 フォーラムエッセイ

2

AFCフォーラムで取り上げてほしい特集テーマがありましたら、ご記入ください。

3

本誌への感想や農林漁業の発展に向けたご意見などを200字程度でお寄せください。
選定の上、本誌「みんなの広場」に掲載させていただきます。
掲載の場合には薄謝を進呈いたします（匿名での投稿はご遠慮ください）。
なお紙面の都合上、編集させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご協力ありがとうございました。
【お問い合わせ先】日本政策金融公庫農林水産事業本部 情報企画部情報サービスグループ
電話 03-3270-2268、E-mail anjoho@jfc.go.jp

