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解   題 

                           八 木 宏 典 

 (有)おっとちグリーンステーションは、集落の農家４戸によって昭和52年（1

977）に設立された追土地中央生産組合を前身に、平成７年（1995）にそのうち

の3戸によって法人化された組織経営体である。この集団の特徴は、後継者たち

が親を説得して設立した集団であるが、４戸が集落の中核農家であり、当時の

主流であった集落ぐるみ集団ではないという点にある。これは圃場整備後の集

団転作化とオペレータ確保を考えていた米山町役場が主導したもので、当時、

こうした営農集団が町内で10数集団ほど設立された。この中核農家型ともいえ

る営農集団は「米山方式」と呼ばれ注目されてきた。 

 追土地中央生産組合は、設立以来37年という長い歴史を経て、現在では年間

売上高１億５千万円の農業法人へと大きく成長した。また、構成員（役員）３

名のほかに、正社員９名、研修生３名、パート社員18名を雇用する地域農業の

担い手としても、しっかりとその役割を果たしている。 

 こうした営農集団が当初から自立化できた要因として、まず町が推進した集

団転作がある。集団転作のオペレータとして出役した作業受託収入が集団の経

営を支え、機械・施設の整備のための資金となった。さらに、仙台市場に近い

という立地条件が、野菜生産への取り組みを容易にした。設立から5年後には､

ほうれん草、京菜、メロン、キャベツ、小松菜、白菜、イチゴなど実に10品目

の野菜生産にチャレンジしている。４戸の集団であり、夫婦で８人という労働

力による共同作業がこうした集約的な野菜生産を可能にしたのである。 

 集団の中心となる稲作は、当初は４戸合わせて13haであったが、５年後に作

付面積16ha、作業受託11haへと拡大している。しかし、他の集団との競合もあ

って、水田面積はその後もさほど伸びず、農地分散も大きくなっている。 

 この集団は、設立当初の構成員の年齢が20歳代であったこともあり、持ち前

の柔軟な発想と行動力を活かして、新品目や新技術の情報に接すると、直ちに

全員で視察に出かけ、自分たちの目でそれらを確かめる積極性を持っていた。

しかしその一方で、技術や施設の新規導入にはきわめて慎重で、トコトンまで

その有効性やコストパフォーマンスを研究し、自分たちが納得しない限り手を



出さなかった。こうした企業風土ともいえる経営方針が、現在でも(有)おっと

ちグリーンステーションに根付いているように見える。 

 とはいえ、この農業法人の歩んで来た道は決して平坦な道ではなかった。野

菜等の生産をみると、1980年代にはイチゴやメロンなど施設ものに重点を移し、

90年代にはバラ栽培へと転換した。しかし、現在は人参（露地）や小松菜（周

年栽培）へと重点を移している。市場条件や消費動向が大きく変化する中で、

それらを見据えた新しい対応が必要であったのである。 

 稲作をみると、作付け面積は32haにまで拡大したが、農地の分散は50カ所と

なり連担化もあまり進んでいない。水田に関しては、隣接集団との関係もあっ

て、規模拡大は厳しい状況にあるといえる。しかし、特別栽培米や直播栽培の

導入、Ｆ１品種の試験栽培などに積極的に取り組み、直売に力を入れた販売努力

によって収益性を高めている。また、集団転作の大豆については、食品残渣を

活用した肥料を使うなど「土作り」に重点をおいて高品質・安定生産をめざし、

単収も300kg以上を安定的に確保している。［２年大豆－４年水稲］のブロック

ローテーションにより40haを栽培し、大豆が経営の大きな柱の一つになってい

るのである。しかし、平成30年（2018）には生産調整の廃止が予定されている

ことから、この集団転作がどうなるかは不透明なところもある。 

 平成22年（2010）からは鳴子町の耕作放棄畑を確保し、人参の生産など地域

外における耕作を開始した。また平成26年（2014）からは「のなこ」ブランド

の野菜パウダーの加工事業へと大きな一歩を踏み出した。他地域への進出によ

る生産拡大という水平的事業拡大と、本格的な加工事業の導入による垂直的事

業拡大という二つの多角化への新たな挑戦である。 

 しかし、加工事業への本格的参入は、失敗の許されない「ハイリターン・ハ

イリスク」への事業構造の転換でもある。これまでは経営の優位性を「農業生

産」において力を発揮し、事業を安定的に成長させてきた。これからは、消費

者の動きにこれまで以上に寄り添った事業展開が必要とされよう。また、他の

企業や生産者との連携も不可欠である。さらに、代表者以外の役員はすでに60

歳を超えており、そろそろ今後の経営移譲を見据えた若い人材の育成も課題と

なる。こうした課題があるが、これらの課題を乗り越えて、(有)おっとちグリ

ーンステーションがさらに一歩大きく飛躍することを確信している。 



 

は じ め に 

 

 司会（田家） 岩手県と県境にあります宮城県の登米市の有限会社おっとち

グリーンステーションの柳渕淳一代表に、「地域農業振興に取り組む複合経営

組織の経緯と課題」という演題でお話しいただきます。 

 昭和52年に４人の農業青年の方で生産組合を組織され、それが母体となって、

平成７年に現在のおっとちグリーンステーションが設立され、高い技術に裏づ

けられた複合経営を確立され、数々の賞を受けられています。昭和62年には朝

日農業賞、そして、昨年には、「栽培技術の研さん、ニーズに応じた生産、販

売で地域農業発展に貢献」という受賞理由で、平成25年度農林水産祭農産部門

内閣総理大臣賞を受賞されております。 

 今回の解題は、柳渕さん達の取組み当初から関わりを持ってこられた八木研

究員にお願いすることにしております。 

 

１ 自 己 紹 介 

 

 （（有）おっとちグリーンステーション―スライド１参照） 

 柳渕 おっとちグリーンステーション代表の柳渕と申します。 

 弊社がある位置ですけれども、登米市米山町にございまして、仙台から北東

に60キロぐらい、車で１時間半ぐらいの場所で、真っ平らな地域です。昔は水

害の常習地帯でしたが、干拓で耕地が広がったところであります。富山、新潟

辺りからの入植者も入っております。 

 弊社は、昭和52年に任意組合として立ち上げ、平成７年に設立し、稲作、大

豆、野菜、加工の４部門で構成されている複合経営組織であります。現在、役

員は３名、社員は９名、研修生３名、パートは18名とありますが、現在20名ほ

どとなっています。 

 作付品目といたしましては、米は直播を含めまして32ha。大豆の面積が間違

っておりまして、今年40haになっております。訂正をお願いいたします。人参



は、鳴子で栽培しておりまして、5.2ha。枝豆が4.2ha。小松菜が唯一の施設野

菜で、0.53ha。寒締めほうれん草が3.9ha。加工野菜が0.3ha。野菜パウダー、

納豆、餅と加工品目を扱っております。 

 （経過概要 (1) ―スライド２参照） 

 経過概要についてご説明申し上げます。昭和52年、追土地中央生産組合とし

て、周年農業を目標に、４戸で設立しております。当時、私は高校を出たばか

り、４Ｈクラブ活動が盛んでありまして、米山町内にも50数名会員がおり、そ

の中に、追土地集落の水稲研究班として12名の会員がおりました。そこで機械

の過剰投資の問題が話し合われました。まず、協同で始められる事として、当

時、いもちの防除は粉剤を背負い式の防除機でやっておりましたが、もう少し

コストの安い、効果の上がる液剤散布の防除機を何とかならないかということ

で、役場に相談に行きました。当時、役場の産業課の千葉係長さんがおりまし

て、どうせやるなら周年を通した協業化を考えてみないか、ということを言わ

れました、その話を４Ｈクラブの会にもっていきまして、みんなで議論いたし

ました結果、当時12名いた中で、６名の賛同者を得ました。ただ、当時、親が

まだ若く、経営の中心を担っていましたので、説得できたのが４名ということ

で、その仲間でスタートすることになりました。 

 それで、昭和53年、地域農政特別対策事業でライスセンターを導入しまして、

協業生活がスタートしたわけです。その年に、圃場整備に伴う集団転作という

ことで、町の集団転作が始まり、私たちを含めて３組織、あと、組織予定者１

組織を加えて、70haの面積で麦の作付が始まりました。 

 次は、育苗ハウスを利用した夏出しほうれん草の栽培を初めまして、これも

稲作を協業化したら短期間しか利用しない育苗ハウスが勿体ないということと、

親の反対を押し切って組織化したわけですから、金銭的にも親に頼れないとい

うことで、空いた土地からも収入を上げようということで、夏出しほうれん草

の栽培を始めました。年を経過するにつれ、これがどんどん波及していって、

５組織、６組織、あと、一般の人も交えてかなりの面積になってきまして、う

ちが事務局をして、栽培指導や振り込み等、全部の手続も引き受けましたので、

ちょっと大変になりまして、農協にその組織を途中で移管しました。 

 そして、昭和54年、今度は転作田を利用して露地にキャベツの栽培を始めま



した。当時は稲作が中心でしたので、春と秋が忙しく、それ以外は暇でした。 

 昭和55年、地域農業生産総合振興対策事業を利用いたしまして、土づくりが

重要だということで、土づくりの基である堆肥舎を導入いたしました。この年

は、野菜、そのほか夏秋キュウリ等を始めた年でもあります。ほうれん草は最

初の年、夏出しほうれん草を宮城県であまり作っていなかったので、高値で取

引されていきました。しかし、その後もどんどん高収益を目指して野菜を組み

入れたのですが、失敗の連続でした。キュウリは台風で収穫し始めたものが葉

っぱもろとも実も全部なくなってしまうし、キャベツは豊作でしたが、仙台の

市場に２トントラック１台で運んでいって1,800円というときもありました。そ

ういった失敗を繰り返しながら活動してきたわけです。 

 それで、昭和56年に宮城県農業賞奨励賞をいただき、昭和57年から本格的な

施設の導入といたしまして、イチゴ栽培を始めました。 

 最初は稲作の谷間を埋めようという考え方だったのですが、野菜も１つの収

入の柱にしようということで、このころから施設栽培に力を入れてまいりまし

た。イチゴのほかに、58年にマスクメロンの導入をいたしました。 

 それから、平成４年、イチゴで建てたハウスを、模様がえして、花の郷づく

り総合推進対策事業を利用しハウスを改造して、バラのロックウール栽培を始

めました。このころは景気がかなり良かったので、バラの単価も高く、みんな

花束をもって飲みに行ったという時代、そういった好景気の中で、バラという

品目を選択して始めたわけです。そして、もう１つの理由は、イチゴの場合、

収穫は冬場が中心で、夏場に関して仕事が少なくなるということで、雇用の確

保が難しくなったのです。やはり忙しい時期ばかり働きに来てくれる人がなか

なかいなくて、周年労働が安定した仕事ということで、バラの選択になりまし

た。 

 平成５年に特別栽培米の取り組みを行いました。米山町の農業が社会科の教

科書の教材になりまして、東京の中野区の小学校が父兄同伴で毎年のように訪

れ、現地視察したということで、それが縁で、最初は農協にもちかけたのです

けれども、農協はできないということだったので、では、うちでそういった繋

がりを利用して直接コメを売っていこうということで、特別栽培米がスタート

いたしました。 



 （経過概況 (2)―スライド (3)参照） 

 そして、平成６年にライスセンターの増築、精米施設の新設、あとはコスト

の低減を目指して、フレコンを扱える施設を導入いたしました。 

 次に、平成７年に、経営が安定してきたということで、有限会社を設立した

わけです。 

 そして、平成10年から、露地野菜の拡大ということで人参の栽培を一気に４ 

ha始めました。なぜこれだけやったかということですが、今まで蓄積した経験

もありますし、やはり長い期間販売先に顔を出すことで当てにされる産地とい

うこと、もう１つは機械化、省力化できる野菜ということで人参を選択いたし

ました。 

 平成12年には枝豆。これも大豆よりも付加価値の高い野菜ということで、収

穫機以外の大豆の機械がそのまま利用できるということで、枝豆の作付が始ま

りました。 

 平成15年に、寒締めほうれん草も大きな面積なのですけれども、始めるきっ

かけとなったのは何かと申しますと、この年は非常に夏場の天候が悪かったの

です。今年みたいに台風が２つ来たり、長雨が続いたりということで、人参の

秋冬作の播種期が、宮城県では７月の中旬から８月の上旬ですが、その期間に

種が播けなかったのです。それで、入れてしまった肥料等が無駄になる、それ

からできる作物は何かということで、調べた結果、ほうれん草なら可能という

ことで、そこから寒締めほうれん草の栽培が始まりました。 

 それから、平成20年、今度は同じ鉄骨ハウスでまた作目を変えたのです。先

に申しましたように、今度は景気が悪くなった、誰もバラをもって飲みに行か

なくなったということで、ちょうどそのころ官官接待で逮捕者が出たりと、そ

ういうことで景気も冷えてバラの単価も下がり始めたということ。そして、バ

ラは最低気温を20度に保たなくてはならないのです。だから、東北では単価が

下がれば経費もかかるバラは大変だということ。厳冬期には一晩に大体１klの

燃料を使いまして、１klといいますと、リッター100円だと10万円ですか、一晩

に10万円ずつお空に飛ばしていた。そこで燃料の食わない、毎日利用される野

菜ということで小松菜の栽培を取り入れることになりました。 

 それから、平成22年、鳴子の借地で人参栽培を始めることになりましたが、



これも平成21年に収穫直前にゲリラ豪雨がありまして、人参が冠水してしまっ

たということです。転作ですから、田んぼは水をためる構造なのです。だから、

全部収穫直前に雨が入ってしまって、８割ぐらいひびが入ったりなどして廃棄

した経験があるのです。それで、経営的にこんなことではだめだ。それで、水

のたまらないところは、山しかない。山に土地をみつけて、最初は借地で栽培

し、これはいけるということで、次の年に鳴子の土地を取得することになりま

した。 

 同時に、ひび割れの入ったものでも何とか救わなくてはならない、何とかで

きないかということで、野菜パウダーを思いつき野菜乾燥機の製作が始まった

わけです。 

 平成24年は地震の翌年ですが、農協の倉庫がかなり壊れたということで、今

まで農協に低温倉庫の空きスペースの分を有料でお借りして、コメの保管をし

ていましたが、貸し出しできないということで、コメの低温倉庫、そして、そ

の一部に小さい加工場、パウダー工場を作りました。 

 平成25年ですが、先ほどご紹介があったように、大豆で農林水産大臣賞、農

産部門で内閣総理大臣賞をいただきました。 

 そして、今年の４月に、６次化ネットワーク活動交付金事業で、下の写真の

ような野菜パウダー工場ができまして、本格的に野菜の加工に乗り出したわけ

です。 

 経過概要として以上でございます。 

 

２ 技術・経営管理の特徴等 

 

 （技術・経営管理の特徴等―スライド(4)参照） 

 技術・経営管理の特徴です。おっとちグリーンステーションは平成７年に設

立いたしまして、３戸で構成されているということ。大きく分けて稲作、大豆、

野菜、加工の４部門で構成されている複合経営組織であるということ。これは、

気象災害、相場の変動などのリスクの分散と周年安定労働体制を確保するため

ということです。 



 ４つの部門は担当責任制をとっておりまして、役員３名でそれぞれの部門を

担当し、栽培技術から労働配分、販売対策、収支の分析などの一連の責任を持

って担当し、組織の枠組みの中で個の能力を最大限に生かす経営を目指してい

るということです。 

 もう１つは、土づくりでありまして、高品質作物の安定生産、販売の差別化

を念頭に、土づくりに重点を置いた生産を行っているということ。それで、食

品会社の残渣、ビールの搾りかす、乳製品、海産物などを利用したぼかし堆肥

を施用し、将来に向けた肥料の安定確保、食の地域循環を目指しているという

ことです。そのほかにも、地域の畜産農家と連携しながら、わら等を供給し、

堆肥をいただいているということです。 

 野菜に関しては全量堆肥、有機肥料を使用し無化学肥料栽培を達成し、水稲

に関してはくず大豆の使用、大豆に関しても堆肥をふんだんに使用し化学肥料

をかなり抑え、近い将来には全無化学肥料栽培を目指しているということです。 

 土地利用型の作目は機械を導入し省力化し、面積の拡大とコストの低減を目

指し、集約型の作目は地域雇用などを活用しながら、複数の品目を組み合わせ、

リスク分散し、経営の安定を目指しながら、製品の加工等、さらなる価格の安

定を模索しているということです。 

 

３ 取扱品目及び組織 

 

 （取扱品目年間出荷予定表、組織図―スライド(5)、(6)参照） 

 今説明申し上げた品目を表にしてみますと、大体こういう形です。出荷時期

がわかるように表にしてみました。 

 次に、今までご説明したものをわかり易くするための組織図であります。私

が代表をしておりまして、その下に役員会がありまして、役員がそれぞれの担

当部門を持っております。そして、社員も担当がありまして、それぞれ役員の

下に付いて作業を行っているということで、毎朝会議を開いて、その日の人員

配置とか仕事の内容を打ち合わせして、それぞれ散らばっていくという感じで

す。そして、パート社員が先ほど申しましたように今20名ほどに増えておりま



す。 

 弊社の組織の特徴ですけれども、自分たちの女房は参加していますが、自分

たちの子供である後継者は一人も参加していないということです。それぞれ

別々の職業に就いていまして、会社を作るとき自分も気まましましたので、子

供にこれを継げとはなかなか言えなくて、それぞれ好きな道に進んでいます。

やる気のない息子よりも、やる気のある他人に継いで行こうということで、本

当に意欲を持った若者たちをどんどん組織に入れて、その人達に経営を継いで

行こうという試みをしております。 

 右側の写真にありますように、こういった若い人達が入っておりまして、社

会経験をした人から、大学を卒業して入った者から、色々いますけれども、農

業は会社という組織になじまない人でも、逆にそういう人ほど観察力が優れて

いたり、物言わぬ作物に繊細な気遣いが出来たり、そういったことで、様々な

人たちを受け入れられる懐の広い産業ではないかと思っています。今後も多く

の採用ができるよう、努力してまいります。 

 

４ コメ等の品目ごとの特徴 

 

 （おっとち米の特徴―スライド(7)参照） 

 それでは、品目ごとの説明をいたします。 

 まずはコメですけれども、自作というか、役員の提供の面積が11haありまし

て、会社所有が４ha、あと、残りが利用権設定で17haあります。そして、ひと

めぼれが19haありまして、そのうち直播栽培が6.5ha、ササニシキが7.3ha、つ

や姫が1.2ha、みやこがねもちという餅の品種が２ha、今年からＦ１のとうごう

4号という品種が、直播が2.2ha、あと、普通栽培が3.2haということであります。

それで、直播の合計が8.7ha、普通栽培が23.3haということになります。 

 コスト削減で低米価の中でもやって行こうということで、直播の割合を少し

ずつ増やしております。でも、普通栽培は一定の面積を残していこうと思って

います。それは直播を組み合わせることによって長い期間作業ができるという

ことで、施設、設備に過剰投資をしなくとも、１つの施設、機械を長く使おう



という目的で直播を組み合わせております。 

 ただ、稲作部門の問題は、合計32haありますけれども、水田の箇所が50ヵ所

以上あるということ、これが私達も含め日本の稲作の現実なのです。それを何

とかしようということで、昨年よりＪＳＴの事業を使いまして、東北大学電気

通信研究所と日立ソリューションズ東日本、センサーメーカーの立山科学とい

うところと共同プロジェクトを行っております。50ヵ所を水見するためには、

弊社で人を３名ほど雇っているのです。水があってもなくとも毎日、全部を目

視で確認しなくてはならないという問題があるわけです。それをなくすために、

パソコンの画面に全箇所の水位、温度等表示した、センサーを使ったコメつく

りをしようということで、今年２年目ですけれども、そのようなプロジェクト

をしております。ただ、既存のセンサーもないことはないのですけれども、１

台が20万円とか30万円とか大変高価だということ電波の飛びが悪く中継機が必

要だったりと、それでは導入する意味がないということで、小売価格２～３万

円で済むような、一般農家も導入しやすいようなセンサーを開発しています。 

 日立ソリューションズ東日本はパソコンのソフトを開発しているところなの

ですが、集めたデータを利用して、新規参入者でも何でも増収技術がそのまま

活用できるようなデータの蓄積もしようということで、そういったプロジェク

トを組んで、あと３年後ぐらいを目標に、製品化に向けて頑張っております。 

 （みやぎしろめ大豆の特徴―スライド(8)参照） 

 次は大豆です。大豆は「たちながは」と「みやぎしろめ」という２品種を作

っております。たちながはが30ha、みやぎしろめが10haで、合計40haを栽培し

ております。この転作は集落転作の請負という形でやっております。自分たち

も入ってますが、集落の中に転作の役員組織がありまして、バラの転作では水

の進入などがあって収量が取れないということで、集落内で話し合って土地を

まとめ、２年交代で圃場を回すブロックローテーション方式をやっております。 

 もう１つの特徴は、隣の集落転作組織と機械、作業を共同で行っているとい

うことです。２つの組織で機械を保持、作業を行う事で効率が良いということ

で、合計で70haの播種と収穫の作業を２組織でやっております。 

 もう１つは、米山の場合、地区が大体４つに分かれるのですけれども、その

中の、中津山という地区に６組織あり、この組織が集まり連絡協議会を作りま



して、種子大豆の生産を行っています。それは、受託組織のない集落の転作面

積を６組織で請け負って、宮城県の種子大豆生産を行っているということです。 

 弊社の大豆ですが、農林水産大臣賞もいただいたので、自慢ではありません

が、「たちながは」で10a当たり大体375kgの収量を上げております。そして、

「みやぎしろめ」はそれより少ないのですが、274kgです。宮城県平均の大体倍

の収量を上げていまして、98.9％が１等の等級です。 

 米山地区というのは昔から集団転作を進めるために、奨励金はなるべく地権

者に渡すという方向で行ったので、我々受託組織は収量を取らないと収入にな

らないということで、米山地区の場合はみんな収量を取る方に一生懸命になっ

ておりまして、全体で高収量の組織が多いのが特徴です。 

 （小松菜―スライド(9)参照） 

 これは、唯一の施設である小松菜であります。バラからの転換で６年目にな

っておりまして、特徴といたしましては移植栽培を行っているということです。

苗ハウスを別なところに持つことによって、種播きだと大体年６回転から７回

転しかハウスが回らないのですけれども、移植方式だと１つの土地を12回利用

できるということで、12回転で栽培しております。 

 もう１つの特徴は、このハウスはほとんど女性だけでやっております。トラ

クターでの耕うん、整地、移植、収穫、全部女性だけでやっておりまして、男

が入ると邪魔そうにしています（笑声）。それで、雇用の半数近くを小松菜で

こなしております。 

 （おっとち人参の特徴―スライド(10)参照） 

 これが先ほどご説明申し上げた人参ですけれども、平成10年に転作田に導入

いたしまして、平成21年、水害に遭ったわけです。そして、22年から鳴子の借

地で試験栽培をいたしまして、23年から５haの土地を取得して本格栽培に入っ

ているわけです。 

 この地域は畜産を中心に65戸ぐらいある集落なのですけれども、後継者が３

名ぐらいしかいない。それでどんどん農地が荒廃していって、畑に木が生えて

いる状態なのです。我々が見ると、黒ボクで畜産よりも野菜を作るべき土地な

のですけれども、この荒廃した土地を見るにつけ将来の農業の姿を見ているよ

うで大変悲しくなったのです。こういったことも広域的な情報の伝達、共有等



があれば、意欲ある人は通勤でも農業をやるわけですから、そういうことがこ

れから必要ではないかなと思っているわけです。 

 畑は温泉で有名な鳴子地区の川渡温泉から車で15分ぐらいの距離なのです。

この畑の一部は地元の旅館にお貸しして、都市部の人に人参の草むしりや掘り

取りをしてもらって、疲れたらお風呂に入って頂くとか、そういったことでコ

ラボしてこれから様々やろうとしています。もう１つは、仙台の障害者家族の

会とつながりを持ちまして、人参収穫祭とかも年に２回ほどやっております。 

 ですから、見方、考え方を変えれば、まだまだこういう土地も生かせるので

はないかなと思っております。この写真で見るとおり、ロケーションも最高に

良いところですので、やはりこういうところは観光農業などを入れると良いの

ではないかなと思っております。 

 （おっとち枝豆の特徴―スライド(11)参照） 

 これが枝豆です。平成12年に試験栽培で20aを始めまして、現在、４ha作付し

ております。これも大豆の機械がほとんど利用できるということ、さらに付加

価値の付く作物ということで入れました。今まで十何品種試してみて、味の良

いものを選抜していきまして、今は５品種で７月下旬から９月中下旬までをリ

レーして収穫しております。 

 （おっとちほうれん草の特徴―スライド(12)参照） 

 これが寒締めほうれん草でありまして、先ほど説明したように、人参が悪天

候で導入できなくて仕方なく入れたのですけれども、米山地区というのは冬場

は雪が少ないのです。ですから、冬も仕事ができる。そして、気温も寒いとい

うことで、寒さに当てるとどんどん甘みが増すという特性を利用することで、

品質の良い寒締めほうれん草ができるのです。ただ、これは機械化できないの

で、ほとんど人手に頼っていますけれども、地元ＪＡのキュウリの選果場の作

業が秋の内に終わってしまうので、その人たちを冬場に引き受けて、手作業で

ほうれん草の収穫をやっております。そして、やはり作れるところが限られて

いるということと手作業が中心だということで、これは価格が意外と安定して

おり継続して作付しております。 



 

５ 農業機械の改造工夫 

 

 （改良機械―スライド(13)参照） 

 もう１つは、機械も色々工夫してやっているということです。上の方は田植

え機を改造したカルチの機械と除草機です。あとは人参の畝立て。田植え機も

工夫すれば、播種から何から年間使えるということです。四輪駆動だし、タイ

ヤは細いし、車高は高いし、畑に利用するのには最高の管理機になるのです。

また、中古のコンバインにフォークリフトの油圧装置をくっつけて、人参の収

穫から枝豆の収穫、ほうれん草の収穫まで利用できる運搬クローラを作ってお

ります。これも、田んぼでの転作ですから、雨が降るとトラックが田んぼに入

れなくて、その間、収穫が止まってしまうということがあったのです。これも

何とかしなくてはということで、湿田に強いコンバインを使って、さらに運搬

機能を持たせてということで、これも全部弊社で作った機械であります。 

 

６ 納豆、野菜粉の生産加工 

 

 （やぎしろめ納豆―スライド(14)参照） 

 これが加工の納豆です。自社の原料を使って依託加工しております。農家が

作った納豆、原料にもごまかしがないということで、品種名をそのまま製品名

にしております。大粒大豆のミヤギシロメと、地元のもう１つの組織で作って

いる小粒のすずほのかという品種名を使用した納豆を作っております。これも

かなりこだわっていまして、ここに行き着くまでには加工会社を十何社も歩い

たのです。それで、ちょうど良い発酵と味を出せるところが見つかりましたが、

そこは全く手づくりでコストが非常に高く、スーパーなどには卸せない価格に

なってしまって、今、口コミとか、取引会社におっとち納豆クラブというもの

を作ってもらって、定期的に細々と買ってもらっています。 

 このほかモチゴメを利用した年末の餅、それも自社の原料を使って依託加工

ですけれども、餅も作っております。 

 （おっとち野菜粉の特徴―スライド(15)参照） 



 そして、これが今年から本格的に始めた、５年前から色々試行錯誤を繰り返

してやっとできた野菜パウダーです。これも平成21年のあの水害をきっかけに

して、何とかせねばということで、それがきっかけになったのです。それから

先程申しましたように若い後継者をどんどん入れてますが、入れたからには、

その子らの生活も面倒みなくてはならない。その若者たちが地域に定着して、

家を建てて子供を産んで、大学に入れて、そのレベルまで給料を上げるために

は、ただ種を播いて出荷するだけの農業ではだめではないか。そういうことで

野菜パウダーは始まったわけです。 

 ちょっとコマーシャルになってしまいますが、パウダーのことを説明しない

と、なぜ事業をしたかということがお判りにならないと思いご説明致します。

図に書いてあるとおり、どうしようかということで、普及センターに相談に行

ったところ、今こういった野菜を粉末化する技術が進んでいるという話を受け

まして紹介頂いた。こちらが気仙沼の水産加工会社が、所有する小型のフリー

ズドライの機械です。最初この機械を使用して色々な乾燥試作に取り組みまし

た。 

 （なぜ加工なのか―スライド(17)参照） 

 順番が逆になってきましたけれども、こういった理由で加工に取り組んだわ

けです。やはり弊社は旬の野菜が中心なので、旬の野菜というのは栄養価があ

っておいしいのだけれども、獲れるときみんな一斉に獲れてしまうということ

で、価格が不安定でありまして、さらに、先ほど申しましたように気象災害等

のリスクが大きい。どんなにうまく栽培しても、Ｂ級品、Ｃ級品が20％ぐらい

はできる。せっかく品質の良い旬の野菜を１年間通して安定した価格で供給す

るためにはどうするか。やはり保存の効く形にしなくてはならないということ

で、水分を抜いたらどうかということ。そして、加工することによって付加価

値の高い販売ができるということです。野菜も保存食として貯蔵できる。パウ

ダーにすることによって、直接食べる食べ方よりも、色々な食品に混ぜ込んだ

りして、野菜嫌いの子供たち、あと、これからお年寄りが増えてまいりますけ

れども、嚥下食等にも利用できるのではないかということです。 

 （のなこの野菜は、安全度・健康度が高い―スライド(18)参照） 

 そして、ここからが、36年間失敗を繰り返しながら進化してきた原料となる



野菜の説明なのですが、この下の画面を見ていただくと、ほうれん草が２つ並

んでいます。左側はＪＡＳ有機の本当に優秀なほうれん草です。右側は弊社で

作ったほうれん草です。それで、30分間、無水鍋という水を使わないで蒸す鍋

で、30分間蒸して下にたまった液体を比較したものです。そうしたら、白い器

に溜まった液がありますが、濁った方がＪＡＳ有機野菜。弊社の方は限りなく

透明に近いということで、それを測定してみたら硝酸態窒素やシュウ酸等がか

なり低い値になっていました。乾燥は濃縮ですから、良い成分も濃縮になれば、

悪い成分も濃縮になるということ。原料が大事だということです。だから、こ

だわった原料から作らなければ差別化はできないということです。 

 （おっとち農法 栄養価の高い野菜が出来る―スライド(19)参照） 

 栽培方法によってですけれども、これは赤ピーマンのベータカロテンの量な

のですが、一般の食品分析表に載っている標準の栄養成分よりも、弊社で栽培

した赤ピーマンのカロテンはこれだけ高い。だから、かなり実力のある野菜だ

ということです。 

 （自主開発の乾燥機―スライド(20)参照） 

 もう１つの特徴は、乾燥機がメーカー品でなく自主開発だということです。

１号機がありますけれども、貰ってきた冷蔵庫です。冷蔵庫を利用して、その

辺のサーモから何からくっ付けて作った乾燥機なのです。まず、最初フリーズ

ドライで試してみましたが、でき上がったものに納得しなかったのです。風味

がなかったり、味が薄くなったり、もう１つ、コストがものすごくかかるとい

うことなのです。そういうことで、これでは私たちが目標にしている持ち歩く

野菜にならないではないかと。せっかく原料のクオリティーが高くとも、乾燥

でだめにしたのでは意味がないということで、５年前から作り始めたのです。

１号機が冷蔵庫を元に開発したものです。これで何回も失敗を繰り返して、２

号機、パネル製。これも手づくりです。ほぼ廃品とホームセンターの部品で作

り上げたものです。それで、２号機で成功しまして、３号機が登米市から補助

を頂いて、地元の鉄鋼会社と共同して作ってやっと完成品になりました。これ

を５年間かけて開発したわけです。 

 （40度で８時間加熱したピーマン―スライド(21)参照） 

 もう１つの特徴として、実験途中の写真です。先ほどの冷蔵庫型の乾燥機で



試していた時です。外に除湿装置を付けた形で最初行っていたのですが、それ

が故障したのに気づかづ、８時間以上蒸した状態になって、次の日に行ってみ

たら腐った臭いが部屋中に漂っていた。ところが、半分は腐ってましたが、特

殊処理をした半分は全然色が変わらなかったのです。これが仙台の健康食品会

社と提携した抗酸化の技術でありまして、こういうことが証明できたというこ

とです。失敗したことで新たな発見に繋がりました。 

 （酸化された状態―スライド(22)参照） 

 他が腐っているのに腐らない状態、それだけ抗酸化が高いということで、こ

れは一体どういうことだということで実際測定してみたのです。これが酸化還

元電位ということなのですけれども、無処理のピーマンがマイナス40。これで

も抗酸化がかなり高いのです。プラス200より下が還元された状態ということな

のです。そして、特殊処理をしたものはそれが何とマイナス400以上下がってい

ました。これだけ抗酸化力が強まっていたということなのです。それで腐らな

い原因が判ったのです。 

 （還元力を高める加工技術―スライド(23)参照） 

 色々調べてみて、これはＥＳＲということで、宮崎大学の医学部の植田先生

という方に調べていただいたのですけれども、ほうれん草、人参、赤ピーマン、

小松菜、フェンネル、こういった色々なものを使っても、同じように抗酸化の

値がかなり高くなったということです。これは活性酸素を消す時間を測定した

もので、グラフが短いほど活性酸素を消す力が大きいということです。 

 （粉末化しても酸化しにくい―スライド(24)参照） 

 これは平成24年10月に加工した赤ピーマンのパウダーなのですけれども、処

理したものは色、風味、そのまま残っているのですが、無処理のものは酸化し

て黒くなったということです。 

 （機能を高める処理を施した野菜の特徴―スライド(25)参照） 

 機能を高める処理をした野菜の特徴として、まずもって、生の野菜の栄養価

を損なわないということ、嵩が10分の１から20分の１になるので、少量で必要

な栄養素を摂取できるということ、そして、栄養価は成分によりますが、ベー

タカロテン類は生野菜そのものよりも高く引き出されたという事です。 

 （赤ピーマンの生野菜と野菜粉の栄養価の比較―スライド(26)参照） 



 赤ピーマンの生野菜と野菜粉の栄養価の比較として、これを見れば判ります

が、多少熱を加えますから、ビタミンＣは７倍ぐらいになっているのです。そ

れで、ビタミンＥが11倍。これは大体予想どおりなのです。10倍に濃縮されま

すから、養分も10倍になるということです。ただ、これを見て判るようにベー

タカロテンが47倍にもなっているのです。これは五訂増補日本食品標準成分表

との比較ですが、原料のクオリティの高さと抗酸化を高める技術との関係かな

と思っています。 

 （粉末化しても高い栄養価を保つ―スライド(27)参照） 

 粉末化しても高い栄養素を持つということで、必須ビタミン、ミネラルを効

率よく摂取できるということで、見てもらうと判るのですが、黄色いグラフが

日本で一番有名な他社のパウダーなのですが、それと比較した栄養素なのです。

弊社の粉はこれだけの実力を持っているということの証明になりました。やは

り当初の目的どおり、栄養補助食品として野菜も十分利用できるのではないか

ということです。当初の開発目標どおりの結果が出せているわけです。 

 （各種野菜パウダー―スライド(28)参照） 

 それを加工したパウダーで、こういったほぼ原色のきれいなパウダーができ

上がっているということです。 

 （野菜粉使用例―スライド(29)参照） 

 １つの野菜粉の使用例として、先程申し上げたように栄養価、抗酸化が高い

ので、サプリにも応用できるということです、品目によって使用目的が選べる

ということです。シソだとロズマリン酸という成分が強くて抗アレルギーの物

質が含まれています。実際200人ぐらいに体感調査をお願いしたところ、花粉症

が軽くなったなどといったアンケート結果が得られています。 

 もう１つは、右側の図、野菜パウダーを生地に練り込んでパンを作って頂き

ました。これだけ鮮やかな色が出ました。仙台ロイヤルパークホテル始め様々

なレストラン、ホテル等、色々なシェフ、和菓子屋さん等にも試してもらった

のですけれども、他社のものは高温処理すると茶色になるのに、お宅のものは

色がそのまま出るということで、新しい着色料として注目だねと言われました。

こういったものに様々応用できて、野菜も利用範囲が格段に広がるのではない

かと思っています。 



 （抗酸化能力が高い為、加熱しても色褪せしにくい―スライド(30)参照） 

 加熱しても色あせにくいということです。 

 （各種料理、スイーツ、和菓子、スープ、スムージー、ベビーフード、介護

 食など―スライド(31)参照） 

 これが仙台ロイヤルパークホテルに色々試して頂いた製品です。パスタから、

お菓子から、カボチャと小松菜のロールケーキとか、ほうれん草を使ったパン。

それから、伝統ある仙台駄菓子の日立家さんというところにも利用して頂いて

できた、をこし、アメ等の作品ですが、これは全部野菜だけの色です。 

 （簡単デザート バニラアイスに混ぜるだけでベジタブルアイスの完成 

 ―スライド(32)参照） 

 これはアイスクリームです。ただ野菜粉を混ぜただけなのですけれども、ア

イスクリームを食べながら色も楽しめ野菜も取れるよということです。品目に

よってこういう楽しい製品ができ上がるということです。 

 （加工原料を生産する農家のメリット―スライド(33)参照） 

 もう１つは、地域との関わりなのです。加工品目が増えれば、弊社も生産品

目が増えてきます。そうすると、人を雇って拡大していくべきかどうかという

のを考えたのですけれども、レベルの高い製品を開発することによって、高く

買い上げられるのではないか、地域と一緒に生きていける方法はないかという

ことで、この写真に写っているのは、３年間、弊社で研修して、今年から独立

した遠藤君という青年ですが、我々の経験からして、野菜を作ればすぐ収入を

上げられるというものではないのです。３年も４年もかかってやっと一人前の

農家になるわけですけれども、加工原料を作ることによって、虫食いでも、形

が悪くとも、キロいくらで買い上げができるということで、初年度から収入が

得られるからやってみるか？と言ったら、やってみたいということで、今年は

ケールやシソ、モロヘイヤ等、60aほど作って原料を供給してくれています。 

 （幸せ農場プロジェクト―スライド(34)参照） 

 この事業は農水省の６次化ネットワーク活動交付金事業を利用しました、 

それに幸せ農場プロジェクトという名前を付けました。震災後に、弊社で乾燥

機を開発しているというのを聞きつけて、大手青汁の会社が一緒にコラボしな

いかという話が来ましたが、その契約の中身をみると、大麦若葉乾燥物で、農



家が機械を買って下処理をして、作付して、そこまで全部加工するのですが、

そこのホームページを見て製品の価格を見たら、なんと買い上げ価格の30倍ぐ

らいになっているのです。それで、コラボですか？収益の大部分を企業が抱え

込んでしまうのではないか。だったら、自分である程度レベルの高い製品を開

発できたら、１つの地域丸抱えの、みんながもうかるような仕組みができない

かということで、幸せ農場プロジェクトという名前を付けたのです。 

 だから、利益を分け合うシステムができないだろうかということです。原料

の安定買い取り、販売者の利益、弊社は利益の安定化で社員の給料が高くでき

るということです。地域との連携がこの産業を作ったことによってできないか。

工場の雇用の増加、後継者の育成、そして地域に定着できないか。加工原料も

作ってもらえないかということです。 

 もう１つは、私たちが弱いのは販売なのです。以前も人参を作ったとき、関

東の小売、スーパー等と契約販売をしたことがありますが、小売の単価は高い

ですから、そこが魅力で始めたのですが、それにかけるエネルギーがなかなか

大変だということです。値段契約したからには、数量とかを守らなくてはいけ

ない。雪が降っても雨が降っても続けなくてはならない。それで、あるとき伝

票の数量を間違って５ケース少なく送ったのです。その５ケース足りない分、

明日送るからと電話したら、東京まで５時間あれば来れるよねと一言、それで

軽トラックで東京まで２回ぐらい走ったことがあります。そうすると何をやっ

ているのだか訳がわからない。我々は単価も大事だけれども、やはり立派な作

物を作る、その技術を守って伝承していくのが我々の使命ではないかというこ

と、加工も同様、ものつくりに専念するためには、よい販売者とこれから結合

していく必要があるということで、販売事業者との連携ということで、このネ

ットワーク事業を選んだわけです。 

 （野菜パウダー工場―スライド(35)参照） 

 そして、４月から大体２億円かかりましたけれども、工場が完成しまして、

本年度より本格的に稼働しております。 

 大体大雑把にご説明いたしましたけれども、私のお話は以上です。どうもあ

りがとうございました。 

 それから、話だけで伝わらないので、サンプルとして野菜粉を顆粒にしたも



のをお持ちしました。ぜひ味見して下さい。これを回して、手で少しずつ（「粉

末をそのまま口の中に入れていいの」の声あり）。手のひらにとって。本数が

足りませんから少しずつ。いかに風味とかが残っているかということ。そして、

今、ケールなどをお渡ししましたけれども、ケールはテレビのコマーシャルで

やっていましたが、まずい野菜の代表みたいに言われていますが、うちの農法

で作ったらどうなるかというのを試してもらいたいと思います。これは赤ピー

マンです。これは強烈なショウガです。ショウガは少し。回しながらなるべく

多くの品数を味わっていただきたいと思います。こういう事も珍しいと思いま

す。 

 

質 疑 応 答 

 

 (1) 八木宏典氏（解題者）の質問 

 八木 日本農研の八木と申します。私の役割はこれからの議論に資するため

に、追加の補足説明をいただくということで、４点だけ質問させていただきた

いと思います。 

まず１点目は、差し支えなければの話ですが、法人全体の年間の総収入と言

いますか、収益はどのくらいでしょうか。それから、経営の中には水稲と大

豆と野菜と加工という４つの部門がありますけれども、それぞれの部門の収

益の構成割合はどのくらいでしょうか。おおよそで結構ですので、４本の柱

がどのように経営を支えているのかという話をお伺いしたいと思います。 

 ２点目は、特にその中で、水稲部門がずっと中心となり、ベースとして経営

を支えてきたのではないかと思うのですけれども、水稲に関しては、特栽米と

か、餅加工とか直売も意欲的にやっておられます。しかし、今年のように米価

がかなり厳しく、生産調整やＴＰＰもこの先どうなるかわからないという状況

の中で、やはりコメの低コスト化という課題は避けては通れないのではないか

と思います。そういう中で、今日ちょっとだけお話がありました「とうごう」

という新しいＦ１品種の試験栽培をされていますが、この点についてもう少し詳

しくお話いただけませんか。また、今後、低コスト化、あるいはコメの生産販



売戦略の方向についてどのようにお考えなのか、とりあえず「とうごう」の紹

介だけでも結構ですので、お願いしたいと思います。 

 ３点目は、経営移譲と後継者についてです。ご子息にはもう期待していない

ということで、第三者経営移譲も考えておられるというお話でした。現在は奥

様方を除くと６名の社員と研修生３人がおりますので、おそらくその中から経

営の後継者を選んで行くということになると思うのです。とりあえず柳渕さん

はまだ50代ですから、すぐに経営移譲しなければならないという状況ではない

と思いますが、後継者づくりについて、どういう視点で経営の中心となる人材

を育てて行くのか、あるいはどのような基準で後継者を指名して行くのかが重

要になると思います。たんに従業員、社員として働く人材ということではなく

て、経営の後継者となるためには、やはりそれなりに違った資質が必要だろう

と思います。そういうことについて何か特別のお考えがあるのかどうか、また、

この点について３人でどのように話し合っているのか、もし何かありましたら

お話いただければと思います。なお、その場合に、例えば有限会社のまま引き

継ぐのか、場合によっては、例えば株式会社みたいにして、もう少しオープン

な形の経営にして引き継ぐことになるのかもあると思うのです。こうした点に

ついても、もし何かお考えがあればお願いいたします。 

 ４点目は、色々な加工品を開発しておられますが、原料生産というと変です

が、生産に自分たちは重点を置きたいというお話でした。これまでも皆さん方

が考えてこられたのは、自分たちは生産というところで力を発揮しようという

ことだと思います。しかし、やはり情報発信や営業販売というところが、食品

会社と提携して行く場合であっても、必要ではないでしょうか。ある時点で、

商品が売れなくなったから原料はもう要らないよと言われるようなことではな

くて、やはり継続的に自分たちが開発・生産したものを販売するためには、営

業なり、場合によっては原料の販売会社みたいな販売力の強化が必要だろうと

思うのです。そういう意味での６次産業化だと思います。つまり生産の１次と

加工の２次だけではなくて、やはり３次のところ、小売も含めての話になると

思うのですけれども、消費者とつながるような販売をどうするかということも

考えて行かなければならないのではないかと思うのですが、この点については

どのようにお考えかについてもお願いいたします。 



 柳渕 一杯ご質問いただきまして、有難うございます。収入は、加工の分は

まだ幾らも上がっていませんけれども、農産物売上げで１億4,000万円から１億

5,000万円ぐらいでありまして、その割合ですが、ざっとですが、コメが５、野

菜が３、大豆が２ぐらいですか。そのとおり正確ではないのですが、おおよそ

です。 

 次に、今年植えた新品種とうごう４号の説明ですが、とうごう４号という品

種はＦ１なのです。豊田通商さん経由でちょっと試験的に植えたのですが、まず

びっくりしました。普通栽培で840キロ獲れたのです。これは特性をつかめば１

トン取りも夢ではない品種だと思っております。しかも、それが低アミロース

で、粒も大きくて、冷めてもおいしいということで、ある意味、植えてみたけ

れども、脅威なのです。今、減反してコメ生産を抑えているのに、そういうコ

メが出てきたらどうかということ。 

 Ｆ１ですから、必ず種を商社から買わなくてはならないということで、段々に

そういうものに縛られてきたらどうしようと。栽培しながら、収穫の喜びとと

もに、そういうことも心配しているのですけれども、それが普及したら、一体

どういう方向に行くのだろうと、ちょっと私も見当がつかないところがあるの

です。 

 経費を下げる試みといたしまして、直播をして育苗、代掻き、田植え作業を

省略する工夫をしております。直播には湛水直播と乾田直播と２種類あります

が、弊社は乾田直播をやっております。湛水直播は、代掻きまでは慣行栽培と

同じなので、苗を作るか作らないかだけの差なのですけれども、乾田直播は畑

の機械をそのまま利用でき代掻きも省け播種も簡単。ただ、後で水を張るので、

レーザーレベラーとかそういった機械も導入しなくてはならないと思いますが、

乾田直播の方が経費を下げられる要素があると思います。 

 また、乾田直播のコメは、プラウで20cmとか深耕しますから、稲の形が違う

のです。殻がばりばりしているのです。千粒重も重いし、そして、なぜか梅雨

どきを過ぎるとコメはまずくなると言いますけれども、夏を越しても味が余り

変わらないという特徴が出ています。だから、コメの能力を十分に発揮できる

栽培方法かなと思っています。問題は発芽率とか、そういうものを解決すれば、

むしろ慣行栽培より獲れる要素を持っているのではないかと私は思っておりま



す。 

 もう一つは、先ほど申しましたように、32haの中に50ヵ所以上を抱えている

ということです。現在３人ほど水管理の方を雇っていますが、それを何とかす

るために、今、東北大などとプロジェクトを組んでやっているのです。まず、

コンピュータ上に田んぼを集めて。水回りしていると、毎朝回ってみて、水が

抜けていたり、異常があるのが全体の１割程度なのです。それをパソコン画面

に表示すれば、１割の異常あるところだけに行って管理すれば良い話なのです。

そうすると、少ない人数で管理面積をどんどん増やせるのではないか。そして、

雑草を出さないようにするため、増収するため、稲の生育をコントロールする

ためには、やはり水管理が一番重要なのです。それを解決しただけでもかなり

のコスト削減になると思います。 

 そして、今まで勘でやっていた篤農家の技術の数字化です。今のシステムだ

と１時間に１回ぐらいの色々な水位、地温、気温、将来はＥＣセンサーを付け

て肥料濃度を測定しデータが取得できるということです。それを日立の技術を

使ってアメダスのデータなどと合せれば、かなりおもしろいデータが出てくる

のではないかと思っています。そういったデータを蓄積して行けば、新規参入

者でも、リスクなくコメつくりができるのかなと思います。また、土地による

色々なデータとかが目でみえる化してくることによって、色々なメリットが得

られると思っています。 

 後継者の問題ですけれども、やはり息子たちを使うより素直です（笑声）。

きちっと組織の中で上下関係が着きますので、意外と教え易いというか、そう

いうところもあります。 

 ただ、技術を教えるだけなら５～６年で大体一通りの技術を真似することは

できますが、やはり自分たちのやってきた思い、そして、これからどういう思

いで経営を伸ばしていくとか、どういう哲学でやって行くか、その見えないも

のをどうやって伝えていくか。それがなかなか難しい問題だと思っております。 

 この震災が起きてからですが、人が集まりにくくなってきたのです。パート

でも、社員もですが、前は１人の募集に対して３人も５人も面接に来て、その

中から選べたのですが、今は募集を出してもなかなか人が集まらない状態です。

それをどうやって解決して行くか。そして、自分たちは朝早くから晩までやっ



て今の面積をこなしてきたわけですが、会社化、組織化すれば、なかなかそう

いうわけにも行かないということで、自分たちの 1.5倍なり２倍なりの人がか

かってくるわけです。だから、そういったものをどう考えて行くべきか。将来

的には、やはり外国の人も使って行かなくてはならないか、といったことも考

えています。 

 だから、経営移譲に関してはこれからです。３人で議論していって、自分た

ちの今まで作り上げた財産をどのようにして移譲して行くか。自分たちは定年

になったから、はい、さようなら、それでは悲し過ぎる。自分たちの現場を離

れたときの行き先はどうするべきか、自分たちの会社に貸している田んぼとか、

財産とかがありますが、それを会社に売り老後、分割でいただきながら年金代

わりに生活して行ったら良いのか、専業農家からいきなり委託農家になるわけ

ですから、悩むところです。また加工部門を、分社化して加工部門に役員とし

て行けば良いのか。そういったことも色々考えています。 

 食物残渣を利用した肥料を利用していると言いましたけれども、色々な食物

残渣を集める都合上、やはり産廃処理の業者と結び付いて色々やっているので

すが、その中で、もっと違う成分を入れたいとか自分の思いが届かないことも

あります。そして、将来的なことも考えると、化学肥料だと原体が外国に依存

するということで、レアアースみたいなことにもなります。そういうことで、

自分たちで肥料も何とか持ちたいということで、将来的には肥料会社も頭には

入れていますが、そういったところで我々の行き先を決めるべきかなと思って

いるのです。 

 その切っ掛けとなったのが、仙台ロイヤルパークホテルのイベントでのキリ

ンビール東北支社長との出会いです。今日みたいにずうずうしくも、うちで作

った野菜を食べて下さいということでピーマンを生で食べて頂いたんです。そ

うしたら、「おいしいな」「支社長、こいつはキリンビールでできたピーマン

ですよ」「何だ、それはどういうことか」「キリンビールの搾りかすを発酵さ

せた堆肥で作った肥料です」「これはすごいことだ」ということで、今、プロ

ジェクトの話が持ち上がりつつあるのです、うちのビールの搾りかすを使って

これだけの野菜を作るのだったら、例えば加賀なら加賀野菜、京都だったら京

野菜がありますが、東北にブランド野菜がないから、一緒に作り上げたらどう



だみたいな話が持ち上がっていまして、その中で肥料製造などもうまく組み込

めたらと思っているのです。これはまだ構想にも何もなっていませんけれども、

１つの夢です。 

 会社は他からも出資を集める形にしたら良いかどうかというのも迷っていま

すが、有限会社は、考えてみると今後作れないのです。逆に有限会社のまま名

乗っていた方が歴史のある由緒ある会社だとみられる可能性もありますので、

その辺も今検討中です。 

 営業販売は先ほど申しましたように、私たちは物つくりは得意ですけれども、

販売は不得手であります。 

 以前、関東圏の小売、卸とつき合ったときも、やはり誰かがかばんを持って

一生懸命営業だ何だと歩かなくてはならないのです。でも、やはり相手はタヌ

キとかキツネなのです（笑声）。商売をやったことがない人がそういう交渉に

入って行くというのもなかなか難しい問題もありますし、やはり良い品物があ

るから声がかかったわけでありまして、販売の方に神経を注いで生産物の品質

が悪くなったらだめではないかと思ったのです。 

 今まで契約販売を中心に出して、その余り物を市場に出したという形なので

す。ですから市場から見ると当てにならない産地だったのです。試しに思い切

ってそちらの小売を止めて、大体の量を市場出荷に切り換えたのです。そうし

たら、当てにできる産地ということで市場の単価も回復しまして、結果的に残

った金額が同じだったということで、あれっ、何しているんだべと思いました。 

 そういうこともあるので、販売チャンネルを増やしますけれども、今コラボ

組んでいる会社も健康食品の会社ですし、そういった販売ルート、自社製品を

売っているルートもあるし、海外ルートも持っているようです。そういった協

力者を得ながら販売して参り、将来はそこだけではなく、もっと組める会社を

増やしていきたいと思います。 

 ただ、うちの事業のちょっと難しいところは、野菜のクオリティーが高いと

か申しましたが、自分の原料また、同じ農法で育てた原料を使わなくてはなら

ないということですから、まずもって販売計画があって生産計画がなくてはな

らないと思っているのです。だから、ちょっと特殊な売り方なのです。予想で

原料を仕入れて作って行っても、それが在庫になったりする可能性もあります



し、やはりそういったつながりを作っていかないと。それが何処にもないこだ

わりであるのですが、流通の面では欠点にもなるわけです。市場から何から仕

入れてきて、足りない分はすぐ生産したらというと、うちの良さこだわりがな

くなってしまう。そこがこれからの課題です。 

 

 (2) 服部信司氏の質問 

 服部 日本農研の服部と申します。大変有意義なお話をどうも有難うござい

ました。２つほどお尋ねしたいというか、質問みたいなことです。１つは、話

を伺っていて、例えば機械の改良にしても、圃場の機械も、それから野菜関係

の機械を自分たちのところで改良して新しく作られたということをお聞きして、

大きな会社ならばともかく、規模からいったら非常に小さいですよね。よくそ

う色々なことが、あるいは機能性野菜に対しても、作ろうと思って全面的に自

ら対応するわけですよね。そういう対応がどのようにして可能になっているの

か。当然、人がいなければそれはできませんよね。それは役員の方が３人おら

れて、役員の方がたまたま技術とかそういうものについて色々得意な方が３人

の中で揃ってそういう結果になったのか、あるいは必要に応じて、例えば機械

の改良が必要だということで、新しい社員を採用するときにそういう人を選ん

で採用して対応してこられたのか。そこを１つお聞きしたい。 

 もう一点は、これも単純な質問なのですけれども、野菜生産を含めて、現在

のような経営が確立した段階では、それなりに内部資金も用意されていて、そ

れで新しい事業に対応して行くということが可能だと思うのです。ただ、最初

に４人の方で協業を始めたとき、それから一定の期間というのは、やはり色々

なことをやるのにもお金が必要だったと思うのです。では、そういう資金はど

ういうぐあいにして、最初の段階というか、ある程度まで調達されていたのか

なと思ったのですけれども、その２点、お話をいただければと思います。 

 柳渕 改良機械は３人の役員の中にそういう能力があったわけではないので

す。みんな農業高校出だし、そういった機械の勉強もしてこなかったのですけ

れども、やはり必要に迫られて、田んぼがぬかるんだ、こんなに天気は晴れて

いるのに物が出荷できないといったら、産地としての信用も失うだろうし、お

金も入ってこない。そうすれば、どうするべきか。そうしたら、コンバインは



湿田でも入るから、コンバインを改造して、コンバインでクローラを作って田

んぼに入るようにしてしまえとか、そういう感じです。 

 また、人参を作っていて、人参も良いものばかり生産できるわけではないで

すから、そうすると、Ｂ級品は加工用に回さなくてはならないのです。加工用

というのは茎が生えている頭の部分を削って出荷しなくてはならないのです。

それを女性の方々が包丁握って作業するわけですが、みんな腱鞘炎になってし

まって、これでは何とかしなくてはならないということで、では、人参の頭を

切る機械を作ろう。電話のダイヤル、指を突っ込んで、昔、ダイヤル式の電話

がありましたよね。その下に刃を付けたらどうかということで、人参をダイヤ

ル式の穴に入れて、頭の部分を切断するように作った。 

 また、田植え機も春だけ利用してはもったいないのではないかということで、

四輪駆動で車高が高いし、これは畑の管理機に改造したらどうだということで

製作したのです。 

 お金もないというのがあったのです。それで、市販の管理機もないわけでは

なかったのですけれども、お金をかけないでどこまでできるかというチャレン

ジ精神もありましたし、それに踏み出す無謀さというのもあったし、乾燥機に

しても何にしても、できそうな気がするのです。それで、探しているうちにち

ょうど良い遠赤外線パネルが見つかった。富士山の頂上では100度にならないで

お湯が沸騰する。では、中の気圧を下げたらどうかということで、冷蔵庫に減

圧するポンプを付けたりなどして、そうやって改造して行ったのです。だから、

計算式も何もわかりませんから、失敗を繰り返しながら、大体の塩梅でやって

きたような改造なのですけれども、必要だから何とかしなくてはならない、や

はりその気持ちが強かったです。 

 協業を始めたときのお金なんですが、親からもってこれない、貯金もない。

では、どうしたら良いか。それで当時、近代化資金というのがあったのです。

近代化資金を借りるために頭金が欲しかったわけです。その頭金をどうするか。

では、ほうれん草を売って稼ごうということで育苗ハウスに作付けしました。

ほうれん草の場合、種屋から種を買うときは現金でなくても良いのです。収穫

したらお支払いしますということで買ってきて、そうして回して行ったという

か。その売上げで、頭金のほかに、トラックまで買えました。当時、本当に夏



出しほうれん草というのはなくて、それを寒冷紗で覆ったりなどして気温を下

げて、遮光しながら栽培したのです。始めは、トラックがなくて、運転席以外

は全部乗用車にほうれん草を積んで出荷したのです。それで、一朝に10万円売

り上げたとか、そうして稼がせていただいて、何と頭金と車の代金まで作り上

げたという。今でしたら、ちょっと行動に移せなかったり、思いつかないので

すけれども、当時はやれると思ってやったのです。 

 

 (3) 堀越孝良氏の質問 

 堀越 堀越と申します。農水省退職の後、堀越農政研究所代表と名乗ってお

ります。お伺いしたいことは大きくいうと２点でございます。１点は、発展の

経緯の中で、当初、生産組合の段階では４人、それが有限会社を作るときには

３人になっておられるわけですけれども、残りの１人の方はどうなったのかと

いうこと。 

 それから、発足の当時は親の農業経営とは別な形で生産組合を発足させたわ

けですけれども、その後、親御さんも高齢化していて、今は恐らく有限会社と

密接な結び付きの中で経営が一体化しているのではないかと思うのですが、そ

このところは一体どういう形になっているかということ。それが大きく分けて

の１点でございます。 

 ２点目としますと、ご案内のとおり最近は非常に高齢化が進んでいて、農地

が余ってくるという情勢があるわけです。農地の確保についてできるだけ集団

化して行きたいというご意向はお伺いしたのですが、面積的にはこれからどの

ようにして行くおつもりなのかという点です。 

 また、ご案内のとおり、今年から農地中間管理事業が始まって、そこでは基

本的に農地をできるだけ集団化しようという考え方があるわけですけれども、

そういう農地中間管理事業などをどのようにお使いになって行くお考えである

かというその辺をお伺いしたいと思います。 

 柳渕 当初は４人で結成して、有限会社を作ったときまで４人いたのです。

辞めたのは６～７年ぐらい前なのですけれども、それは考えの違いですけれど

も、色々あって辞めたとしか言えません。 

 堀越 その方の農地は有限会社から離れたのですか。 



 柳渕 離れました。持って行きました。 

 それから親の問題ですけれども、当時、親から経営を取って親はどうしたと

いうことですね。機械から経営から取って本当に寂しい思いをさせたのです。

でも、その当時、親を説得して歩くときは、一対一では話をしなかったです。

みんなでそれぞれ家を回って１人の親をやっつけました。 

 堀越 いわば親の農業経営を生産組合で取ってしまったわけですか。 

 柳渕 はい、そういうことです。うちの場合は前の年に新しいコンバインと

乾燥機を買ったばかりなのです。生産組合を作るからそれを売ってくれといっ

たのです。うちも親戚とかの土地を集めて、親が、さあ、やるぞというときに

私が生産組合をやると言ったもので、結構反対が強かったのですけれども、み

んなに来てもらって、うまく説得して頂きました。でも、20haぐらいからスタ

ートしたのですが、その当時、私は嫁ももらっていませんでしたから、人手も

足りなかった。そういう中で、次の年からは、やはりお親父の技術と経験が必

要だ、などとうまいことを言って、春とか秋のオペレーターとかお願いして、

徐々に経営の中に引き込み、忙しいときを中心に手伝ってもらうということで、

しばらく体が動くうちは、つい最近まで手伝ってもらっていました。 

 将来、高齢化で農地がどんどん余ってくるだろうと。正に先ほどの人参畑の

話しなんですが、これは後継者問題とも重なると思いますが、農地イコール財

産なのです。やはり血縁に継ぎたいという気持ちが強くて、でも、息子は来な

い。最終的に農地に木が生えてしまうと思うのです。その考え方を何とかして

いかないと、意欲のある新規参入者がなかなか入りづらいと思うのです。１つ

の考え方として、うちの会社だけではなく、次に入る人が農地を買い上げて、

そして、その老後を分割払いで面倒見てもらうとか、そういう形の考え方が生

まれてきても良いのかなと思っています。意欲のある若者は探せばまだまだい

ると思うのです。そういう感じでうまく行くようなシステムができないかなと

思っています。 

 農地が余った場合、どこまで引き受けるのだ、ということだと思いますが、

それもなかなか難しいです。コメだったらこれからの米価の行方とかを見なく

てはなりません。そして、自分たちがどこまでコストを下げられるか、という

のもこれからじっくり検討して計算して行かなくてはならないし、それを見極



めた上で判断して行かないと、なかなか難しいことだと思います。 

 実際、先程も申した中で、五十何ヵ所ある圃場を我々はパソコンの中で集め

ようとしていますけれども、それも１つの方法です。また、中間管理機構がど

の程度まで役目を果たしてくれるか。それで本当にどんどん農地が集積できれ

ば、そういったものを利用しながら集めて行きたいと思っております。 

 これから少ない人数で大面積を耕して行くと、今度は区画の問題が出てくる

と思います。効率的に機械を動かすためには大区画の農地。区画が大きくなれ

ば、それだけ管理できる面積が大きくなるわけですから、自分たちは、続いて

いる農地は畦畔を全部取り払って、レーザーレベラーを使って全部１枚の田ん

ぼにしているのです。そうして作業効率を上げようとしています。ちょっと答

えにならないかもしれませんけれども、これからそういった情勢を見ながら利

用して行って、さらに会社の中でもコストを下げるべく色々検討して行く問題

です。 

 

 (4) 吉川駿氏の質問 

 吉川 吉川と申します。非常にすばらしいお話をお聞きしましてありがどう

ございました。２点お聞きいたします。第一点、農地所有は、任意組合のとき

と、有限会社になられたとき異なっておられるのかという点です。３人の個人

の方から有限会社が借りて、地代を払っているのか。そして、現在も例えばお

三方が土地を持ち賃借しているのか、法人所有になっているのか。また、お父

さんとの相続をどうされたのか。 

 ２つ目は、皆さんは地元の農協との関係・連携をどうされておられるのか、

お聞かせ下さい。それから、今、農協改革が色々と言われていますが、柳渕さ

んのお考えをお聞かせいただければと思います。 

 柳渕 農地は最初、親が財布持ちだったもので、どうしたかと言いますと、

組織を作ったときはそれぞれの農地、乾燥機も、Ａさんの田んぼを刈り取った

ら、次、Ｂさんの田んぼ、そうして公平性を持たせながらやって行ったのです

けども、実際、親たちも組織の中に入ってくる中で、これでは能率が上がらな

いだろうということで、では、プール計算にして行ったら良いのではないかと

か意見が出てくるわけです。 



 今度は、農地の所有する面積がそれぞれ違ったのですけれども、それを請負

分の田んぼを乗っけてやったのです。例えば平均４haにした場合は、２haしか

ない人に請負分の２haを乗っけてやったり、そうして所得をなるべく均して行

って、親を納得させながらやって参りました。それで、徐々に、これでは機械

の稼働能率が悪いからプール計算にしようとか、とか言いながら、話を前に進

めて行き一本化していった経緯があります。そして、今は個人所有の土地も会

社に貸しているという形なのです。その差額は10a当たり幾らという金額を決め

て会社で借り上げているという形です。 

 これから若い人達が入ってきて、会社一本という考えから、人参畑を始め、

会社設立後の土地取得は会社名義でなるべく取得をしております。先ほど申し

ましたように、自作地は、役員が会社に貸している面積が11haで、田んぼは会

社所有で今大体４haです。そのほか、人参畑を５ha購入、今度の加工工場10ａ

も会社名義で土地取得し、今後も会社名義での取得を増やそうとしています。 

 もう１つは、農協との関係ですが。別に距離を置いてるわけではないのです

が、コメだと20％ぐらいは農協に出荷しております。そして、豆に関しては、

交付金の関係で農協を通してみそ会社とかと契約しています。あとは、燃料と

かは農協にお願いしていますが、つながりが密かといえば、そうではありませ

ん。一応、耕作面積が大きくて仕入れ量も多いので、民間だと色々交渉できる

のですけれども、農協だと組合員みんな平等の原則で、単価の値引きが余りな

かったり、最近はそういうのも改善してまいりましたが、そういったこととか。 

 特栽米の関係でも、農家が設備投資して行くのは大変だから、中野区との交

流の際も、農協で精米設備を作って、付加価値を付けた形で直接コメを流す方

法も考えたら良いのではないかとかというのを提案してきたのです。ほうれん

草に関しても、ほうれん草の労力の全体を考えると、出荷調整の時間が結構大

きなウエートを占めて行くのです。だからそれを、農協で選別場を設けて、農

家が生産したものを持って行くだけにすれば、栽培面積もどんどん増やせるか

ら、そういったことも考えて見てはどうかということで提案はしてきたのです

けれども、やはり理事さんは頭数が一杯いるもので、なかなか提案が受け入れ

られなくて、まずもって農協を動かそうとしたのですが、いや、もう面倒くさ

い、自分たちでやってしまえということで、自分たちでどんどん雇用して、そ



ういうシステムを会社の中で作ってきたということです。 

 だから、ある程度そういう中で、農協はどうあるべきとか私からなかなか言

えないのです。でも、今まで農協は農家の現場と直結して、実際、生産物の物

量を持ってたわけですから、物を持った強さというか、それを生かして販売面

にもっと力を入れていれば、今の姿とはもっと違う形になっていたのかな？と

思います。おかげ様で私たちの会社もこれだけ発展することが出来ました。 

 吉川 個人で組合員になっていらっしゃるわけですか。 

 柳渕 なっています。 

 

 (5) 佐伯尚美氏の質問 

 佐伯 佐伯です。当研究所の顧問をしています。大変おもしろいお話をお聞

きし、感心いたしました。非常に多面的な活動をなさっていて、それぞれがユ

ニークだという感じがしました。ただし、１点だけ私が良くわからなかったの

は、一体経営はどうなっているのだろうということです。普通に考えると、こ

れだけの大きな多面的な経営をやると、必ずどこか赤字になってバランスを取

れないというのが一般的な状況だと思うのです。それにもかかわらず、この経

営はずっと続いてきていて、しかも段々拡大してきたというのは一体どこに秘

密があるのか。 

 特にお聞きしたいのは、１つは、賃金水準と支払地代、それから利益および

役員報酬の三者の量的関係です。これは本来は矛盾する。それぞれどうなって

いて、どこに負担がいっているのかということです。それから、それをもっと

言うと、一体、純利益があるのかないのか、そこに経営の矛盾・問題点みたい

なものが出てきていないのかどうかということが１つ。 

 もう１つ、それに関連して、部門別収支をどのくらい重視して色々なことを

お考えになっているのか。経営内部をどのように分けるのか。どういう部門が

あるのか良くわかりませんけれども、コメと野菜と大豆、それから生食用と加

工用とまた分かれるようですが、３つないし４つの部門に大きく分かれるのだ

ろうと思います。それぞれが一体どういう採算状況になっているかということ、

部門別収支がどうなっているかということなのですけれども、それを厳密にや

っているわけではないと思いますが、大体の見当は経営者として当然やってい



ると着くと思うのです。その中で一体どこに問題があり、どこを伸ばしていく

と考えておられるはずです。やはり全部門についてうまくやっていくというの

は理想ですけれども、そうはいかないだろうと思うのです。その辺がどうもは

っきりしない、お聞きしていて非常にユートピアみたいにうまく行くという話

になっているのだけれども、恐らくそんなことはなくて、大変な苦労されてい

るのではないか、裏話があるはずだと思うのですが、その辺を補足的にお聞き

したい。 

 柳渕 なぜやってこれたかということなのですけれども、それは一般に比べ

賃金体系が低いからだと思いますし。初めに申したように、キュウリが台風に

飛ばされたり、人参が水をかぶって収穫皆無になったりしました。そうすると、

その部門は赤字なのですけれども、ほかの部門でカバーしてきたり。そうやっ

てトータル的に考えて、会社を設立してから赤字になったことは１回もありま

せん。全部黒字でやってきました。だから、そこがやはり複合経営でやってき

た良いところかなと思っています。 

 ただ、先生がおっしゃるように、これから１つの社運をかけた加工部門はま

だ順調な販売には結び付いていません。今、商品開発の状態ということで、い

くらすばらしいものを作ったとしても、それをきっちり売り上げていかないと、

それは経営のお荷物になる可能性があります。 

 そういうわけで、決して夢物語でやってきたわけではないのです。その間に

もやはり給料を払えないときは、役員報酬をカットして社員に給料を払ったり、

そういったことも経験してきているわけですけれども、物の生産部門について

は、トータル的にはお互いがカバーし合って、人参がだめなときはほうれん草

が良かったり、そういう感じで組み合わせたことによって、何となく難を逃れ

てきたという感じでございます。 

 ただ、先ほど申しましたように、私たちは子育てが終わって、これから自分

たちが生きる分あれば良いのですけれども、やはりこれからの若者たちはそう

いうわけにはいきません。そういうことで、ちゃんとした生活できるような給

与体系にして行くために加工部門を導入したわけなのです。ですから、必死に

なって加工部門が順調に回るように、これから我々は努力して行かなくてはな

らないと思っています。そういうことで頑張ってまいりますので、ぜひ末永く



見ていただきたいと思います。 

 

 (6) 吉國 隆氏の質問  

 吉國 農林水産省におりました吉國と申します。本当にすばらしい工夫と知

恵を働かせながら、しかも、先をいろいろ予見した分析の中で、すばらしい経

営と組織の発展をしてきておられることに対しまして、心から敬服した次第で

ございます。これからもいろいろな課題があると思いますが、頑張っていただ

ければと思います。 

 質問は２つですが、１つは簡単な質問で、「おっとち」という名前の語源、

由来です。それと、スライドの中に、「のなこ」というのがありますが、これ

も何かのネーミングかなと思いますけれども、そのネーミングについての質問

が１つです。 

 ２つ目は、昭和50年代の初めにこの生産組織がスタートしたわけですけれど

も、スタートのころは減反、転作への取り組み、集落の転作を引き受けたとい

うようなお話もありましたが、そういうことが１つの動機であり、また、転作

奨励金というのも経営収支上はある程度のウエートを占めていたのかなという

感じがするわけです。 

 当時、ちょうど私は田家理事長と一緒に減反の担当をやっておりまして、第

二次過剰の中で毎年目標が増えて行き、次第に均等要素で目標配分する割合も

増えてきて、宮城県のようなコメどころで何で減反させるのだといつも叱られ

ていたわけなのですが、考えようによっては、集団転作とかそういうことによ

って、一種の構造改革への契機にもなったらという期待も私ども持ちながらや

っていたわけでありますけれども、本当にそういうことに取り組んでいただい

た、ある意味では模範的なケースだと思っているわけです。そういった転作奨

励金のウエートがその後は少しずつ変わってきたと思うのですが、今なお、あ

る程度経営の中で意味を持っているのかどうかということをおたずねしたいと

思います。 

 それから、将来の所得政策とか、品目横断対策とかについて今色々議論がさ

れているところですけれども、そういったものに対する何か関連してご要望な

りご意見なりがあるのかどうか。あったらお聞かせいただきたいと思います。



以上の２点のご質問です。 

 柳渕 まず最初に、名前なのですけれども、おっとちというのは地区の名前

です。「追土地」と書くのです。独特の名前なのですけれども、それは必ず誰

からも聞かれますので、印象的であるという事で、それを残しておこうと、生

産組合時代から、「おっとち」の名前を外さないようにしているのです。 

 もう１つ、「のなこ」というのは、商品名を作る上で何か良い名前がないか

ということで、販売先も含めて考えた名前なのですけれども、それを漢字に直

すと「野菜粉」なのです。野菜の粉の読み方を変えて、「のなこ」にしたので

す。女の子の名前みたいで親しみがあると。「のなこちゃん」と言う人は国分

町にいませんけれども、親しみのある名前ということで、「のなこ」と名付け

ました。 

 転作奨励金の件ですが、説明の中で言いませんでしたが、やはり奨励金のウ

エートというのはかなり大きかったです。本当に有難かったです。そして、私

たちの事業も一杯やってきましたけれども、全部補助金付きの事業でして、有

難かったです。ですから、最初、ほうれん草も作りましたけれども、町の集団

転作も圃場整備で転作奨励金が出て地権者が潤い転作の継続に繋がり、私達も

おかげで条件の良い環境で作付けでき、収穫物の全量を自分たちの収入として

販売でき、トラクターを出したり人員を出したりしたのがその中から支払われ

てきたわけなのです。そういうことで、最初、組織を作って、次の年からそう

いった事業が出ましたので、組織の運営も本当にそれで助かってきたというの

も過言ではありません。 

 今も形を変え、名前を変えて、色々な奨励金の恩恵にあずかっているわけな

のですけれども、実は、加工事業を始めた狙いというのもその辺なのです。将

来、奨励金がなくなっても、生きていけるようにしなくてはならないというこ

とで、より付加価値をつけた販売をしていく、そういった目的で事業を始めた

経緯もあります。 

 将来的にそれがなくなったらやはり大変なことだと思いますし、我々は組織

を作ってきたおかげで奨励金だ、補助金だと一杯恩恵に与かってきましたけれ

ども、個人の農家に比べれば、それは大変有難いことだと思っています。 
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経過概要（１）
昭和５２年（1977） 追土地中央生産組合として周年就農を目標に４戸で設立

昭和５３年（1978） 地域農政特別対策事業 ライスセンター（１９８㎡）導入

圃場整備に伴う町集団転作始まる。（７０ｈａ）

育苗ハウスを利用した夏出しほうれん草の栽培を始める。（３００坪）

昭和５４年（1979） キャベツの栽培を始める。（９０ａ）

昭和５５年（1980） 地域農業生産総合振興対策事業 堆肥盤（４００㎡）導入昭和５５年（1980） 地域農業生産総合振興対策事業 堆肥盤（４００㎡）導入

宮城県堆肥コンクール 最優秀賞受賞

米山町農業生産組織連絡協議会設立

夏秋キュウリの栽培を始める。（５０ａ）

集落転作で麦作始める。

昭和５６年（1981） 宮城県農業賞奨励賞受賞

昭和５７年（1982） 地区再編農業構造改善事業

野菜温室（５，０４０㎡）導入しイチゴ栽培を始める。

堆肥舎（２５０㎡）建設

昭和５８年（1983） 水稲育苗ハウスを利用したメロン（１，４７０㎡）の栽培を始める。

昭和６２年（1987） 朝日農業賞受賞

平成 ２年（1990） 全国うまい米推進事業 日本の米づくり百選受賞

平成 ４年（1992） 花の郷づくり総合推進対策事業

鉄骨ハウス２棟（５，０４０㎡）とロックウール栽培システム一式を導入しイチゴ栽培からバラの栽培へ転換。

平成 ５年(1993) 特別栽培米への取り組みを行う。 2
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経過概要（２）

平成 ６年(1994) 先進的農業生産総合推進対策事業 ライスセンター増築 精米施設新設
玄米ばら出荷施設（増築９１㎡）、フレコン用機械一式導入

平成 ７年(1995) 有限会社 おっとちグリーンステーション 設立

平成１０年（1998） 人参の栽培を始める。（４．３ｈａ）

平成 年（ ） 枝豆 栽培を始める （ ）平成１２年（2000） 枝豆の栽培を始める。（１８．５ａ）

平成１４年（2002） 宮城県農業経営基盤強化促進委員会優良認定農業者表彰
全国農業経営基盤強化促進委員会優良認定農業者表彰

平成１５年（2003） 寒じめほうれん草の栽培を始める。（３．６ｈａ）

平成２０年（2008） 小松菜周年栽培始める。（５，３００㎡）
水稲乾田直播栽培を始める。（２ｈａ）

平成２２年（2010） 鳴子借地で人参の栽培を始める。（３ｈａ）
野菜乾燥機の製作始まる。

平成２３年（2011） 人参栽培のため鳴子の土地を取得する。（５ｈａ）平成 年（ ） 人参栽培のため鳴子の 地を取得する。（ ）

平成２４年（2012） 米倉庫、低温倉庫、加工室新築（１９８㎡）

平成２５年（2013） 第４１回 平成２４年度全国豆類経営改善共励会 農林水産大臣賞受賞
第５２回 平成２５年度農林水産祭 農産部門 内閣総理大臣賞受賞

平成２６年(2014) 平成２５年度 ６次化ネットワーク活動交付金事業
野菜パウダー工場完成（５８０㎡）

現在 稲作３２ｈａ、大豆３３ｈａ、枝豆４.２ｈａ、人参5５．２ｈａ、ほうれん草３.９ｈａ、小松菜０．５３ｈａを栽培

3

技術 ・経営管理の特徴等
・有限会社 おっとちグリーンステーションは平成７年に設立、３戸で構成されている。

・大きく分けて稲作、大豆、野菜、加工の４つの部門構成されている複合経営組織である。

それは気象災害、相場の変動などのリスク分散と周年安定労働体制を確保する為である。そ 気象災害、相場 変動 分散 周年安定労働体制を確保す あ 。

・４つの部門は担当責任制を取っており、役員３名でそれぞれの部門を担当し、栽培技術から労働配分、

販売対策、収支の分析などの一連を責任を持って担当し組織の枠組みの中で個の能力を最大限に

活かす経営を目指している。

・高品質作物の安定生産、販売の差別化を念頭に「土作り」に重点を置いた生産を行なっている。

ビールの搾りかすはじめ、乳製品、海産物などの食品残さを使用した「ぼかし堆肥」を施用し将来に

向けた肥料の安定確保、食の地域循環を目指している。

・野菜に関しては全量堆肥、有機肥料を使用し無化学肥料栽培を達成、水稲に関してはクズ大豆の使用、

大豆に関しても堆肥を使用し化学肥料をかなり抑え、近い将来には全無化学肥料栽培を達成する見込みで
ある。

・土地利用型の作目は機械を導入し少力化、面積の拡大とコストの低減を目指し、集約型の作目は

地域雇用などを活用しながら複数の品目を組合せリスク分散し経営の安定を目指しながら、製品の加工等

更なる価格の安定を模索している。

4



2014/12/9

3

取扱品目
出荷時期

生産数量 備考
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

162 t 30ha宮城県認証
エコファーマー

72 t
30ha宮城県認証

72 t エコファーマー

70 t 0.7ha宮城県認証
エコファーマー

12 t 3ha宮城県認証
エコファーマー

78 t 5ha宮城県認証
エコファーマー

24 t 3ha宮城県認証24 t 3ha宮城県認証
エコファーマー

0.4 t 0.1ha宮城県認証
エコファーマー

ご要望にて通年生産

ご要望にて通年生産

ご要望にて通年生産5

組織図

役員会

総括、野菜、加工 大豆、経理 水稲

代表取締役 柳渕淳一

取締役 芳村忠市 取締役 福泉博代表取締役 柳渕淳一

パート社員 18名

社員

小松菜チーフ 芳村 孝子

野菜 柳渕 初子

野菜 千葉 浩子
加工 岩淵 知恵

総務 佐々木 由香

野菜 鈴木 伸
大豆 佐藤 雄亮

水稲チーフ 福泉 まき子

水稲 中舘 博

研修生 斉藤 大地
研修生 佐藤 隆寛
研修生 金野 夏希

6
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改良機械

13

14
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15

取組のきっかけ

16
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なぜ加工なのか！？

・旬の野菜は１年を通して流通できない

・価格が不安定で 気象によるリスクが大きい価格が不安定で、気象によるリスクが大きい

・どんなに上手く栽培してもＢ級品が20％以上できる

・旬の野菜の高い栄養価の物を安定的供給するためには

・加工することによって高付加価値の販売ができる

・野菜も保存食として貯蔵できる

・野菜の利用範囲が広がる

（※料理等に混ぜる事によって子供や老人食に利用できる）
17

のなこの野菜は、安全度＆健康度が高い

無、減農薬、無化学肥料により育てられた
野菜を中心に使用。

健康な野菜は、悪いものを代謝しながら育つので、
アクが少なくなります

※３０分蒸したほうれん草
有機栽培のほうれん草は苦くなりましたが、
おっとちＧＳの野菜は甘くなりました。

有機野菜 おっとちＧステーション

見た目はほとんど変わらない「ちぢみほうれん草」ですが、野菜から出た水分（アク）が全く違います。
（野菜は見た目ではわかりません）

有機野菜 おっとちＧステーション

18



2014/12/9

10

おっとち農法 栄養価の高い野菜が出来る

昨年の１０月に加工した赤ピーマンパウダー

19

自主開発の乾燥機

１号機

遠赤外線を
利用した

３号機

２号機

減圧乾燥機

20
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機能処理無処理

４０度で８時間加熱したピーマン

高機能処理は、色褪せもなく香りも良い。無処理は、腐敗臭あり。

21

700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700

酸化された状態 還元された状態

700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700

人参葉（無処理）
人参葉（機能処理）

－238.7
－406.3

赤ﾋﾟｰﾏﾝ(無処理）

－40.3

赤ﾋﾟｰﾏﾝ（機能処理）

－442.7

22
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還元力を高める加工技術

2 5

3

3.5

4 活性酸素消去時間を測定

0

0.5

1

1.5

2

2.5

ＥＳＲ（電子共鳴装置）により測定

23

粉末化しても酸化しにくい

H２４年１０月に加工した赤ピーマンパウダー

高機能処理のものは、ほとんど酸化しない

24
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機能を高める処理を施した野菜の特徴

・生の野菜の栄養価を損わない・生の野菜の栄養価を損わない。

・かさが1/10～1/20（野菜による違い）になるので、少
量で必要な栄養を摂取できる。

栄養価は成分によるが カ 類は・栄養価は成分によるが、βカロテン類は

生野菜そのものよりも高く引き出される。

25

赤ピーマンの生野菜と野菜粉の栄養価の比較
100ｇ当たりの栄養分

1100赤ピーマン（生）

βカロテン（μｇ）

47倍
47700

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

赤ピーマン（乾燥）

1200

170

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

赤ピーマン（乾燥）

赤ピーマン（生）

ビタミンＣ（ｍｇ）

7倍

47.6

4.3

0 10 20 30 40 50

赤ピーマン（乾燥）

赤ピーマン（生）

ビタミンＥ（ｍｇ）

生野菜 消費者庁栄養成分表
乾燥野菜 日本食品分析センター

11倍
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粉末化しても高い栄養価を保つ。
（必須ビタミン・ミネラルを効率良く摂取できる。）

ほうれん草
100ｇあたり

のなこ
パウダー

他社野菜
パウダー 生野菜100ｇあたり パウダ パウダ 生野菜

ビタミンＣ
（㎎） 459 10 36

ビタミンＡ
（μg） 26,000 2,380 4,550

葉酸
（μg） 2,000 780 210

鉄分

27

（㎎） 16.1 7.9 2.0

各種野菜パウダー
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野菜粉使用例

・目的別サプリメント

（低温特殊乾燥しているので、栄養価が生野菜と比べてほとんど変わらない）

・野菜不足の人へ → 携帯できる野菜

・栄養補給

・野菜そのものの抗酸化能力を利用した商品

（アンチエイジング用）

・ベビーフード

・介護食

・病人用

・震災時の保存食

29

抗酸化能力が高い為、加熱しても
色褪せしにくい

30
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各種料理、スウィーツ、和菓子、スープ、スムージー、ベビー
フード、介護食など無限の可能性があります。

31

簡単デザート バニラアイスに混ぜるだけで
ベジタブルアイスの完成

・小松菜小松菜

・赤ピーマン

・かぼちゃ

・ごぼう

・人参

・紅だいこん

32
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加工原料を生産する農家のメリット

・野菜そのもので市場卸しの場合、旬で豊作ほど引き取り価格
が安い。

・付加価値のある野菜粉を作る原材料として、一年中、

一定額以上の価格で引き取る事ができる。

・虫食いも、形が悪くても、同じ価格で引き取るので、安心して
無、減農薬栽培が可能。

・結果、収入が安定し資材費、手間が果、 定 費、

省ける無駄の無い野菜栽培ができる。

H26年4月、弊社より独立した遠藤さん
（ケール、シソ、モロヘイヤ等を栽培）

33

幸せ農場プロジェクト

震災復興支援の名のもと企業が進出・・・
・農業とのコラボ？

◎利益を分け合うシステムができないだろうか？
・原料の安定買取

・販売者の利益

・会社の利益安定化、社員の給与の増額、安定

◎地域との連携
・雇用の増加

・後継者の育成、定着

・加工原料の栽培委託

◎販売組織との連携
・弊社はモノづくりに専念

34
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野菜パウダー工場

２０１４年春から 稼働中！！
35




