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巻頭言

地域再生へのフードシステムの視点とビジネスモデルの進化

道の駅と JA 大型直売所の増加が地域再生の拠点となる可能性が強まり、地域資源活用と雇用による所得の拡
大の新しいビジネスモデルの進化が期待されている。しかし、地域の自治体のプラットホームの形成が十分でな
く、地域再生の理念と戦略や参加者の役割配分が地域で合意させていない場合も多い。一般的に道の駅は、初期
段階と比較すると、地域の商工業者の参加・出店が増加し、品揃えと商品開発は進展した。しかし、農業サイド
からのバリューチェーンや食育・交流システムが不十分である場合が多く、新しいビジネスモデルの進化に至っ
ていない。逆に、JA の直売所は 6 次産業化によって高度化してきたが、商品力の向上には商工業者との商品開発
や技術移転も重要である。
ビジネスモデルの構築にあたっては、3 つのパターンがある。第 1 は、農業の衰退が地域によっては商工・観
光サイドが川下・川中から農業とのチェーン構築を促し、第２は、商工・観光業者がそもそも少ない地域では、
JA や農業生産法人等の役割が大きく、加工・直売・レストランの統合化を志向する戦略をとることになる。第 3
は、両者の役割が期待できない、限界地というべき地域では、
「最大の経済主体」は自治体である場合も多く、群
馬県上野村などのように自治体が補助金を活用して、JA・森林組合、生産者への事業の配分やさらに I・U ター
ン等の新規参入者の確保と配分に関係し、福祉関連事業まで含むと地域再生の戦略は効果的である。しかし、自
治体によっては第 3 セクターから指定管理者へ、
「民営民活」をとるケースもあり、事業による誘導が困難にな
りつつある。また、かつて島根県のある地域では、農業サイドと商工サイドが調整できないままに同じ施設の二
重投資をしてしまった経緯があり、投資が拡散的となりやすい。さらに JA 直売所でも消費者交流や食育など行
政と提携したほうが、地域的な学校の教育プログラムと連動しやすいであろう。
自治体の主導のもとに「地方創生」の戦略を構築するには、多くのプレーヤーがプラットホームに参加し、企
業は「社会的企業」として姿勢を持つ必要がある。地域イメージから始まったブランド戦略が「知の共有」を経
てバリューチェーンの構築につながりやすい。
人口減少を食い止めるには、I・U ターンの雇用創出・定住のための事業戦略、それには地域的な連携を深めて
医療・福祉事業の統合化まで拡大する必要がある。さらに食の在り方からすると、衛生管理や利用効率をあげる
には、学校給食の規制緩和とクックチル方式よる医療食を含めた高齢者宅配事業の導入や、地域包括ケアにおけ
る食の在り方の検討が課題となるであろう。自治体の地方創生事業にかかわって新たに審議会を立ち上げて戦略
を本格的に議論した地域も多いが、食と農を交流・定住、さらに医療・福祉領域まで拡大することによってフー
ドシステム視点の有効性が高まるであろう。
（千葉大学名誉教授 斎藤 修）
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雪国・米どころでの園芸振興への挑戦 ～直売所を核とした地域創生～

米どころ JA の悩み：JA えちご上越は新潟県南西部に位置し、長野県境の妙高山麓から高田平野を越え、日本
海に至るまでの上越市・妙高市からなる人口 24 万・総面積 1,418 ㎢の自然豊かな農業を中心とした地帯だ。耕
作面積は約 2.1 万 ha におよび、雪解けの清らかな水と豊かな大地からの恵みを受け、全国ブランドであるコシヒ
カリを中心とした米どころである。米の消費や価格の低迷が続く中、米どころ新潟でも農家経営や産地の継続は
難しい。米作中心型営農体系にどのように園芸部門をプラスしていくかは雪国 JA の共通課題だ。特に上越地域
は降雪 8ｍ18 ㎝の日本一の記録を持つ。その気候条件に加え、高齢化、担い手不足なども抱え問題は大きい。こ
うした状況を踏まえて、JA では、食と農、生産者と消費者の交流促進、自給率向上、地産地消推進を図るために
農産物直売所「旬菜交流館あるるん畑」を平成 18 年開設し、売上 3 億円を目標に農業所得向上を目指した。
売るものがない。客足が遠のく悪循環へ：オープンはしたものの、出荷会員の大半を占める小中規模農家は販
売野菜が少なく、店内は品数不足や品揃えの悪化で客足が伸びなかった。せっかく出荷しても客数の減少から野
菜が売れ残る日が続き、売れ残ることから出荷量を減らし出すという悪循環に陥った。
イベント多彩で好循環へ：
「悪循環を断ち切るためにはどうすればよいか」を出荷組合役員と話し合いを繰り返
した。対面販売や生産者と消費者との交流促進、美味しさ・安全安心をアピールし、直売らしさを前面に出すイ
ベントを開催することで集客を狙った。イベントの当日は売上上々となる。その売れる喜びを実感してもらい、
次の出荷に結びつけるという作戦が功を奏し、イベント開催のたびに出荷物は増加した。その結果、イベントを
重ねるごとに来客数が増え、売上を上昇させていった。また、イベントの多数開催で生産農家と消費者の距離が
縮まり、
「楽しい店」として評判を呼ぶようにもなった。イベントでの販売対策と並行して取り組んでいた生産対
策も効果を上げ始めた。品目や作付量が増え、さらに品質が向上し、お客様の信頼も高まり始めた。
「作ったモノを売る」から「売れるモノを作る」へ：徐々に客数が増え、売上が上昇すると「作った物を売る」
から「売れる物を作る」へと出荷会員の意識が変わっていった。
「何作れば売れるかね」
「こう作ればおもしろい
ぞ」
「他の直売ではこんなの売っていた」と商品への意識が変わり始めた。出荷品が増えると客数が増える。売上
が上がるとさらに出荷品が増えるとういう良い循環が生まれ出した。イベントを計画的・定期的に開催すること
でさらに来店客数が増加した。2 年目以降は順調に売上を伸ばし、4 年目に目標としていた年間売上 3 億円を超
えた。初年度 1 億円だった販売額は 27 年度には 6.4 億円を売上げ、出荷会員は 250 から 700 に増え、県内の JA
系直売所の中でトップクラスに成長した。直売所を核として意欲ある農業者が増え、園芸振興が進み、消費者の
地域農業理解と地域活性化が図られている。
「あるるんの杜」の設置で新たなステージへ（28 年 7 月 21 日オープン）
：JA は更なる直売事業拡大と園芸振興、
農業所得の向上と地産地消を目指して、地場産農畜産物をふんだんに使用した「加工製造直売」と「レストラン」
を営む「あるるんの杜」を「あるるん畑」の近隣に開設した。原材料はあるるん畑の仕入れ品を中心に使用し、
食品添加物を控え、健康を考えた商品の提供と雪下・雪室野菜、地場産飼料用米を給餌して育てた米っしぃポー
ク・ビーフを使用したメニューや商品を販売する。特にあるるん畑でブランド化を目指している「雪下畑の仲間
たち」シリーズ野菜の生産を振興し、他地域にない雪を生かした野菜の生産と加工販売で、雪国ならではの園芸
振興とフードシステムづくりに取り組む計画だ。冬期の所得確保を実現して、雪国における「米プラス園芸」の
複合営農体系確立を目指している。
（JA えちご上越 岩崎健二）
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地域再生と日本農山村型の社会的企業

地域創生の困難な課題のひとつとして中山間地域問題がある。そこでの農業と地域社会維持とは相互依存の関
係にある。そして、近年の農業改革論議で喧伝されるような、全国でダイナミックな展開を遂げつつある「スー
パー農企業」ではそもそも「面的ひろがり」をもって守り難いのが中山間地域の農業・資源管理である。その守
り手として従来から期待され、中山間地域の多い県農政の推進対象となってきたのが集落営農法人であった。地
域農業とともにコミュニティの維持効果も期待されるいわば正攻法であった。しかし、その大きな意義と成果の
反面、過疎・高齢化の進行はその限界をも垣間見させることになった。集落営農先進県での多様な指標から見た
カバー率などはそのひとつである。
こうした中、旧村など広域をカバーする地域営農主体の重要性が浮き彫りとなり、萌芽的な展開がみられるよ
うになった（ここでは広域経営法人としておく）
。もちろん集落営農との二者択一ではなく、地域内で両者の重層
的な関係を構築するなど、重要かつ多様な試行がなされている。広域での地域営農の維持をミッションとする主
体といえば、1980 年代末から自然発生的に登場し、90 年代中盤までいわばブームとなった市町村農業公社を思
い出す。発想に面白い面をもつが、効果・効率性へのインセンティブが弱く、高コスト体質のそれらの多くは自
治体財政依存に陥りその後衰退した。
他方、主に 2000 年代以降に展開する広域経営法人は、設立時に自治体や JA などの強力な関与があってもその
後は独立採算が大原則であった。そのため、規模の不経済に抗するイノベーションが不可欠であり、多様な試行
錯誤による挑戦が続けられている。そして、ビジネスサイズ拡大のための 6 次産業化、さらには地域ニーズに応
えて住民生活維持のためのサービス供給まで手掛けるケースもみられるようになった。
集落営農法人もそうだが、こうした広域経営法人は、地域ミッションと経営持続性（ビジネス性）とを両立さ
せようとする日本農山村型の社会的企業といえる。それゆえ、サードセクターとして財生産の独自の論理（
「売上
最大化」
）をもち、それを強みとする。しかし、それで農家・住民や国家レベルの要請に応えられるほどの活動が
可能かといえば、それほど中山間地域の実態は甘くはない。
こうした中で、このような社会的企業と政府セクターとのパートナーシップ制度が俄然と重要性を帯びること
になる。EU の LEADER 事業や、イングランドの社会的企業と政府との連携制度などは、こうした視座を支持す
るものである。こうした日本農山村型の社会的企業がその重要な役割を闊達に果たしえるように支援しうる、し
っかりとした条件不利地域政策の枠組みが必要である。日本農山村型のガバナンス構築の一環として。
(早稲田大学

柏 雅之）
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現地現場からの創造的 JA 改革実践を問う

メンバーたる組合員や会員 JA からの直接要求を踏まえた「JA 改革」で在るのか、極めて不可解な「全農改革」
の経緯に唖然としている。全農の出資者は、会員 JA であり組織論的に言えば、会員 JA の総代会決議・議決を経
て全農に対する出資金は決定される訳であり、全農の事業計画（案）は構成する会員 JA（総代）の出席する総代
会に置いて議決され業務執行される、協同組合の基本ルールで、今日の組織・業務運営が執り行われている事は
疑いの余地もない。
規制改革推進会議農業ワーキンググループが提言した.「全農（農協）改革」は、農業・農村の現地現場から民
意を汲み上げた、実態的な基本課題の抜本解決を目指すスタンスとは、大きく乖離していると言わざるを得ない
ものとなった事は、極めて遺憾である。民間組織であり、相互扶助の協同組合組織への恣意的介入、そのもので
あると認識している。
平成の大合併を経て、今や全国の農業・農村を支え地域農業振興をめざす単協は 600JA 余に激減し、スリムな
組織体へと大きく舵を切ったと言える。JA は地域属地であり、事業効率だけを求めた経済合理主義に走る選択肢
を有していない。地域資源や地域住民の創意工夫、更には食の文化に支えられた農林産物を生産し消費者に提供
する産業機能を発揮する構造的仕組みを、永年の経験をもとに、地域に寄り添い実践している。
特に、中山間地帯の JA では、地域資源を活かした「地域特産」を中核とした営農が主体であり、組合員の多
様性や大規模産地では得られない「少量多品目生産」や「標高差リレー栽培」等による営農経済事業が実践され
ている。事業収支の自己完結すら出来ない JA が、全 JA の過半を超える実態にある事も現実であり「単協・全農
を含む自己改革」が喫緊の課題と言える。
全農改革の骨子となった、
「購買事業システムの抜本改革」
「農林産物の全量買い取り販売」
「単協の信用事業譲
渡」等の提言は、単協の基本事業改革と連動し実践するものであり、地域特性や産業としての農業生産構造改革
から積み上げ方式で、重要度・緊急性等により、創造的に実践するオリジナリティーある協同活動がその第一歩
であると認識している。
猫の目農政の責任転嫁の為の「JA 改革」としか映らない今回の「全農改革（JA 改革を含む）
」に霞が関倫理を
感じずにはいられない、怒りすら抱く昨今である。
（JA-IT 研究会 黒澤賢治）
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「道の駅」の事象戦略の構築に向けて

ニューズ・レター第 56 号では、地方創生モデルのひとつである、道の駅における組織づくりについて述べた。
この度は、地域経済の活性化をめざした道の駅の事業戦略のあり方について述べたい。道の駅は、直売・物販、
飲食・軽食・加工、交流・体験という３つの事業を通して、出荷者・出店者、あるいは従業員として、多くの地
域住民が受益者となり、所得向上につながるビジネスモデルであることが特徴と言えよう。
昨今、流通研究所が調査したところ、道の駅は、地域住民主体の日常利用型と、観光客主体の観光地型に区分
され、どちらもスーパーなどと比べてはるかに広い商圏を持つことに加え、ブランド力の高さから安定的な立ち
寄り客が存在することが明らかになった。また、利用者は 50 代・60 代が中心で、ふところは潤沢であるものの、
商品・サービスに対し厳しい目を持っていることも分かった。道の駅では、こうしたターゲット特性を踏まえ、
商品・サービスの提供を通し、確実な購入に結び付けるための事業戦略が求められる。
農産物の直売事業は、高品質・高鮮度の産品を安定供給する地域のブランド形成拠点をめざす必要がある。競
合が激化し、消費者の目利き力が向上している中で、低価格の規格外品のニーズは低下傾向にあることから、出
荷者の裾野を広げるより、高品質で特色ある産品を、周年で計画出荷するプロ集団の育成に力を入れる必要があ
る。また、日常利用型の道の駅では、米、野菜、果実に加え、惣菜や肉さらには魚の品揃えも求められる反面、
観光地型の道の駅では、土産品に資する特産の農林水産物や加工品の充実が重要になる。
飲食事業では、
地場産食材を活用した目玉になるメニューの開発が求められる一方で、
夜間営業が困難なため、
昼に２回転させるためのメニュー構成と原価の設定、
人件費を抑制できるオペレーションシステムが重要になる。
また、漬物や味噌など相応の規模と設備が必要な加工施設は不要であり、利用者視点に立ったパン、ジェラート、
惣菜など、その場で製造してその場で売る業態に限定した 6 次化手法を検討したい。なお、道の駅で全てを完結
するのではなく、地域の商工業者との共同による商品開発や、外部の専門メーカーへの製造委託方式により、技
術力の補完と低コスト生産、リスク回避に努めるべきである。
交流・体験事業は、行政的な発想であり、ビジネスにはなりにくく、持続性・発展性は期待できない。そこで、
交流事業は集客を目的とした販売促進活動であり、体験事業は観光客を対象とした観光事業として、明確に定義
する必要がある。その上で、自己満足ではなく、顧客満足が得られるビジネスとして取り組むことが重要である。
道の駅は、国民の期待が一層高まる中で、地域ぐるみで産業を創生する商社としての役割を果たし、事業戦略
を再構築することで、無限の伸びしろを持つ存在になると考える。
（(株)流通研究所 釼持雅幸）
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オーガニックをベースとした地域再生の可能性

2014 年「まち・ひと・しごと創生法」に基づき人口減対策としての長期ビジョンと総合戦略が策定され、各自
治体においても、2015 年度に地方版人口ビジョンと総合戦略の策定がなされた。人口ビジョンの策定では、若者
の定着に向けた定住型賃貸住宅の整備や子育て支援の充実が核となり、その定住を支える所得確保のための産業
の再生では農業の振興、再生可能エネルギーの振興、観光資源のブラッシュアップ、介護・福祉施設の充実等が
網羅されているが、どの自治体も無難で類似した内容が多い。多くの自治体が、自前ではなくコンサルに丸投げ
したのではとの懸念すら覚える内容である。
そのような中、地域再生に向けてアプローチの仕方がユニークな自治体の事例と、今後地域再生へつながる可
能性を秘めた生産法人の事例を、農業生産者視点から紹介したい。石川県羽咋市は、ローマ法王への献上米で地
域の存在を知らしめたところであるが、総合戦略のひとつの核に「自然栽培の聖地に！」を織り込んだ。自然栽
培といっても広義のオーガニックと理解していい許容範囲を持ち、オーガニック的ライフスタイルを望む定住者
を誘導している。移住を希望する者が体験的に住むことのできる空き家を利用したチャレンジハウスの整備、移
住者への家賃の 2 分の１補助、有機栽培圃場への 2 万円/10a の補助、青年就農給付金の 1 割上乗せ等、移住促進
と有機栽培への誘導を図る施策が敷かれている。農協は有機で栽培された農作物は全量買い取りし、生協はじめ
多様な販売チャネルで販売する。自然栽培米は 6 万円/１俵で販売され、需要に追い付いていないという。地方
創生の交付金を生かし、東京杉並区にアンテナショップも立ち上げた。来年は石川県随一の観光スポット千里浜
に道の駅も開業し、有機加工食品の開発にも力を入れるという。多くの自治体が総合スーパー的地域再生戦略を
練る中、オーガニック専門店としての地域ビジョンを行政、農協、市民が一体となって取り組む姿勢に今後の可
能性を感じる。もう一つは北海道比布町の有限会社営農企画である。比布町は旭川の近くで北海道でも有数の稲
作地帯である。(有)営農企画は転作田での大豆、小麦のコントラクト事業を皮切りに賃貸で面積を拡大、現在で
は耕作面積は 220ha を有する。そのうち 68ha が有機栽培で小麦、大豆、野菜を栽培している。ほぼ全量業務加
工向けの販売であったが、2016 年７月に 6 次化認定制度を活用し、農産加工品の工場を整備した。この工場は有
機加工食品のみを製造する工場でパン、豆乳アイスクリーム,かぼちゃの一次加工品等がすでに製品化されている。
有機圃場には近くのキノコ栽培農家の廃菌床堆肥が施され、今後需要が伸びるであろうハラル認証商品にも対応
可能となっている。農産物生産は大型機械の導入により徹底的な省力化を図り、加工食品の工場は地域の雇用創
出の場となっている。地域の稲作農家は転作田を貸し出すことにより機械の過剰投資を抑え、園芸作物の導入に
より所得の向上につなげて、地域としての好循環が生まれている。オーガニックの農産加工品であればマーケッ
トが拡大する海外にも進出できる可能性がある。
二つの事例は国内マーケットが縮小する中、地域を巻き込んださらなる発展を予感させる。
（㈱マルタ 佐伯昌彦）
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寄稿

「招き入れるブランド」～1 枚 1,300,000 円のズワイガニ～

「金」が今年の漢字に輝いたところで、残りわずかとなった 2016 年の水産業界のメダル級的な話題を一つご
紹介したい。さる 11 月 7 日に鳥取県賀露港（鳥取港）の市場でズワイガニのセリが行われ、その中の一枚がな
んと 130 万円という史上最高の値段で競り落とされたのである。
ズワイガニは日本海、北太平洋、オホーツク海、さらにはベーリング海などに広く分布し、日本では日本海沿
岸がとくに有名な産地として知られている。商品としてのズワイガニは性別によって地域によってその呼び名は
異なる。例えば、メスのズワイガニはコッペ（京都）
、セコガニ（京都・福井・兵庫・鳥取）
、オヤガニ（鳥取）
、
コウバコ（石川）などと呼ばれ、オスについては、甲羅の柔らかいものを水ガニと言い、固いものをさらに越前
ガニ（福井）
、松葉ガニ（京都・兵庫・鳥取）などと呼ばれてきた。このように、われわれがよく耳にする「松葉
ガニ」や「越前ガニ」は、ズワイガニの中での甲羅の固いオスがニに付けられた自生的な産地ブランド名である。
その中で、とくに「越前ガニ」は古くから皇室に献上する「献上がに」といわれ、高級品として一目を置かれて
きた。
1980 年代後半に入って、急増する輸入ズワイガニとの差別化を図るために、この自生的な産地ブランドをベー
スに、ブランド化戦略が盛んに取り入れられた。有名どころを挙げれば、例えば「間人（たいざ）がに」
（京都府）
、
「香住松葉がに」
・
「柴山がに」
・
「津居山がに」
（兵庫県）
、
「加能がに」
（石川県）等々がある。
日本海側でのズワイガニ漁は 11 月 6 日に解禁され、翌 3 月までつづく。11 月 7 日はいわば口開け後の初水揚
げにあたり、一枚 130 万円の値段は、ご祝儀相場や 10 月に起きた地震への復興応援的な意味合いもあったとい
われている。しかし、松葉ガニのご祝儀相場は例年 20 万円台であったことからすると、130 万円はやはり破格の
値段である。その理由として、生産者側のさらなるブランド化戦略があるように思われる。
鳥取県では漁業業界や行政などが一丸となって、2015 年から幻の最高級品のズワイガニ（甲羅の幅 13.5cm 以
上、セリ時点での重さ 1.2Kg 以上、脚が全て揃っているもの、色合いが鮮やかであること、身が詰まっているこ
と）を、
「特選とっとり松葉がに五輝星（いつきぼし）
」ブランドとして売り出している。取組初年度の初セリの
最高価格が例年の 3 倍強の 70 万円、二年目の今年が 130 万円となったなので、ブランド化戦略が功を奏してい
るといえよう。
もっとも、ブランド化の目的とは何か、議論の分かれる問題ではある。しかし、地域活性化において最高級ブ
ランドの役割は「送り出すブランド」としてのそれよりも、
「招き入れるブランド」としての機能が大いに期待さ
れている。鳥取県での取り組みがそうである限り、黄金色に輝く「五輝星」も今年の漢字に劣らぬ輝きをいつま
で経っても放て続けてほしいものである。
（東京海洋大学 婁 小波）
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事務局通信
◆2017 年度日本フードシステム学会研究大会について
2017 年６月 10 日（土）
、11 日（日）
、中村学園大学（福岡市）にて開催します。現在、準備作業を鋭意進め
ております。詳細は来年２月末をめどに HP に掲載いたします。
◆特別研究会について
2017 年 5 月に特別研究会を予定しております。詳細が決まり次第、HP でお知らせいたします。
◆学会 HP について
新年度の学会 HP 更新に向け、担当理事を中心に調整を行っております。会員各位からのご意見を参考に、バ
ージョンアップを図ります。新 HP はスマホ対応予定です。
編集後記
今回のニューズ・レターでは、地域再生に向けた提言を各方面からいただいた。
巻頭言では地域再生に向けたビジネスモデルについて千葉大学の斎藤先生から、また、稲作中心地帯の再生で
は園芸作物の導入を核とした事例して JA えちご上越の岩崎先生から、中山間地域の再生の在り方を早稲田大学
の柏先生から、地域再生における JA の存在の重要性を JA-IT 研究会の黒澤先生から、道の駅を核とした事業戦
略の方向性を流通研究所の剱持先生から、水産物のブランド化と地域再生の可能性を東京海洋大学の婁先生から
寄稿いただいた。いずれも興味深く今後の研究の深化に期待が持たれる。あわせて、オーガニックをベースとし
た地域再生の可能性として、小生も寄稿した。
師走を迎えたお忙しい中、ご寄稿いただいた皆様に心より感謝申し上げる。
（佐伯）
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