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解題 矢坂 雅充 



 司会（田家） 日本農業研究所の令和４年度第２回講演会を始めさせていた

だきます。Zoomの参加者の皆さんを含めて多くの方に御参加いただき、誠にあ

りがとうございます。 

本日は、埼玉県の小川町で有機農業生産を展開されている風の丘ファームの

田下さんをお招きし、｢新規参入から 38 年 現在から未来へ｣の演題によって

お話をしていただきます。 

現在、政府におきましては、「みどりの食料システム戦略」を推進されており、

特に、有機農業生産の飛躍的拡大が主要な柱になっております。今日の演題は

これに関連しているのですが、決してタイミングを計って、講演をお願いした

わけではございません。 

 私どもの講演会でお話しいただく方は、研究員にまず御提案いただきまして、

検討した上でお願いいたしています。今回の田下さんの人選・依頼につきまし

ては、本日の講演の解題をしていただく矢坂研究員に労をとっていただきまし

た。田下さんにおかれましては、お忙しいところ、依頼に対しまして快諾して

いただき、誠にありがとうございます。お礼を申し上げたいと思います。 

 本日は、質疑を含めて２時間程度予定いたしております。講師にお話をいた

だいた後、質疑を行いたいと思います。質疑の冒頭は、恒例によりまして、本

日解題をしていただく矢坂先生にお願いすることにしていますので、御承知お

きお願いします。その後、参加者の皆様から御発言いただくことにいたしてお

りますが、有意義な講演会となりますように、参加者、積極的な御発言をいた

だくようにお願いいたします。 

 では、田下さん、よろしくお願い申し上げます。（参考資料：別添「新規参入

から 38 年 現在から未来へ」） 

 

Ⅰ 講   演 

 

１ 小川町と有機農業・新規就農、「おがわ学」 

 田下 田下です。よろしくお願いします。では、お配りした資料をもとにお

話をしていきたいと思います。新規参入してから 38 年が経過しました。まず、

埼玉県小川町の有機農業の話から始めたいと思います。 
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（小川町と有機農業） 

司会の先生からお話がありましたように、昨年、みどりの食料システム戦略

が発表されました。2015 年に国連でSDGsが採択され、その後、ＥＵで、2030 年

までに農薬・化学肥料等を使わない有機農業を 25％にという目標が出されまし

た。それを受けて、日本でも昨年の５月にみどりの食料システム戦略を打ち出

し、その中で 2050 年に有機農業の取組を 25％にすることを発表しました。小

川町でも今年度からそれに基づいて有機農業の技術確立などを含む様々な取組

を行っています。（別添資料２及び３頁） 

 ２年前に農業センサスで出た面積なのですけれども、小川町では有機農業の

面積割合が 19％、経営体の比率は 16％となります（４頁）。日本の中でもかな

り突出して有機農業の比率が高くて、ヨーロッパ並みの面積を耕作しています。

どうしてこのように有機農業が広がってきたのかということを、これからお話

しできればと思っています。 

 ５頁は小川町を鳥瞰した写真です。仙元山という山がありまして、町の中心

部は山々に囲まれた盆地です。小川町は埼玉県のほぼ中央からちょっと北の方

で、熊谷の南になります。内陸的な気候で、夏は本当に日本でも有数の暑さに

なりまして、冬は朝方にはマイナス 10 度近くに下がる内陸的な盆地の気候に

なるところです。 

 小川町は農業政策の３つのキーワードを出してきました。①新規就農者数、

②農産物の売上高、③遊休農地の解消で、数年前から小川町は有機農業に力を

入れています（６頁）。農家の後継者が就農することは少なく、小川町ではよそ

からの新規参入者の数の方がずっと多くなっています。 

また小川町は先ほど見ていただいたように中山間地域の盆地ですので、大き

な田畑が広がっているようなところではありません。比較的小規模な兼業農家

が多く、専業農家もそれほど大きな面積を耕作してはいません。有機農業はも

ともと大きな面積を耕作するのが難しい農業でありましたので、その中で畑や

田んぼを耕作して、近くの消費者や直売所などに少量多品目の農産物を出荷す

ることになります。東京からの距離が比較的近く、池袋から１時間ぐらいで行

ける場所ですので、生産した農産物を販売するのにはやりやすい場所だと思い

ます。こうして少量多品目の農産物を生産する有機農業の農家が増えてきまし
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た。小川町の有機農家が増えてきて、小川町有機農業生産グループを立ち上げ

ました、グループ内では、農産加工の機械をグループで購入して皆で使用した

り、勉強会などを行っていました。グループの中では一部共同出荷をして出荷

を増やすために販売部も立ち上げましたが、今はなくなってしまいました。か

なり古いデータしか残っていないのですけれども、直売所に出している農家と

比べると、販売部に参加している農家は比較的売り上げが高くなっていること

がわかります（８頁）。 

 小川町でも遊休農地がかなり広がってきています。農家が高齢化してさらに

耕作放棄地が増えています。こうした遊休農地を解消するのが新規に入ってき

た有機農家という状況になっています。新規参入の人は新しく農地を借りて耕

作を始めるので、結果的に遊休農地を解消して耕作規模を広げています。９頁

の下に利用権設定面積の 38％は有機農家が占めていると記しています。新しく

入ってきた新規参入者が増え、毎年少しずつ農地を増やして、小川町の有機農

業の割合が増えてきたのです。 

（有機農業産地づくり事業） 

 今年度から有機農業の産地づくり事業の取組が始まりました。先ほどのみど

り戦略では、2040 年までに有機農業に関する技術を確立して、2050 年には有機

農業の面積を 25％にするという目標が立てられています。有機農業の技術は普

及センターや試験場にはほぼなくて、有機農業をやっている様々な農家の中に

蓄積されていますので、小川町の有機農家はどのような形でどのような生産を

していくのかを模索してきました。生産規模や単位面積当たりの収量を上げて

いくために、今年は新しい資材の導入、栽培マニュアルの作成、新しい栽培の

実証圃、販売を増やす取り組みや、新しい農産物加工の取組を予定しています。 

農産加工では小川町以外での委託加工を町内で行えないかも検討しています。 

 今、小川町の有機農家には有機ＪＡＳの認証を取っている人がひとりももい

ません。過去には認証取得者が１人いたのですけれどもやめてしまい、すべて

相対での信用取引になっています。小川町は「おがわん」という認証システム

をつくっていますが、それは自分が宣言して認証を受けるという仕組みです。

これまでの取引先とは信用で取引されているのですけれども、これから販売を

広げていく人、それから新しく取引をする会社の要望をふまえると、有機ＪＡ
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Ｓではない新しい第三者認証等が必要なのではないかという話が、農家や役場

から出ています。そのような認証システムを模索しているところです。 

（「おがわ学」―小中学生に対する出前授業） 

 小川町では小学生と中学生に小川町の風土などを学ぶ「おがわ学」という授

業があります。社会、理科の授業の中で行われていて、緑と清流、和紙、町の

姿、文化遺産、町の発展と先端技術とともに有機農業が取り上げられています

（11、12 頁）。それに基づいて地域の学校を訪れて、小学生に小川町の有機農

業の話をしています。11 頁の右側の写真は、去年、近くの小学校に行ったとき

の写真です。小川町にも幾つかの学校がありますので、そこにその地域の有機

農家が行って、有機農業の話などをして小学生に有機農業を理解してもらう活

動をしています。私は「おがわ学」の教科書ができてからずっと授業に参加し

ているのですけれども、非常にすばらしい取組だと思っています。 

 世界で、とくにヨーロッパやアメリカで有機農業が盛んになっています。ヨー

ロッパ出身の方と接したときに感じたのですけれども、ヨーロッパでは子ども

の頃から環境教育がしっかりと行われていて、大人になってから自分たちの環

境を守るという考えで有機農産物を手に取るようになっているようで、環境教

育が有機農業の発展に寄与しているのではないかなと思いました。それに対し

てアメリカでは、セレブや有名人が有機農産物のファンで有機農産物の消費を

引っ張っていきながら、多くの消費者が有機農産物を購入するようになったの

かなと思いました。小川町の「おがわ学」は、現在、小川で行われている有機

農業を子供たちが知って、大人になってから有機農産物を手に取ってみる、環

境のことや地域のことを深く考えるきっかけになるので、非常に有意義な授業

だと思い、毎年お話があったときには近くの学校で授業をしています。 

（なぜ有機農業を目指して就農希望者が小川町に集まるのか） 

 小川町では毎年、有機農業の新規参入者がいます。どうして小川町に有機農

業の研修生が集まってくるのでしょうか。13 頁に少しまとめてみました。今、

小川町には研修を受け入れている有機農家が５軒あります。そこで数年間の研

修をして営農のスタートを切ることになります。 

その後、小川町で就農する場合は、研修中にその研修農家が農地を見つけて、

農業経営のスタートを切るときには農地がもう決まっていたり、畑で作物が
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育っていたりしています。 

研修を積んだとしても、他の地域から入ってきた人には、雨が多いときの排

水の状況や土質、日の短いときの日当たりなど、農地のよしあしや土の特徴は

分からないのですけれども、そこで農業をしている研修受入農家であれば借り

られる土地がどのような土地かはだいたい分かりますので、安心して農地を見

つけてあげられます。 

就農後に出荷先も紹介しています。ヤオコーという地域のスーパーマーケッ

トの４店舗が有機農産物のコーナーを設けてくださっていて、共同出荷という

形で出荷することもできます。夕方までに集荷場所に持ち込むと、朝いちばん

に当番が４店舗に納めることになっています。ＪＡ直売所、道の駅などにも有

機農業のコーナーを作っていただいているので、新規参入者も取りあえず出荷

先を見つけることができます。最近では地元の農協も有機農産物の販売に協力

してくださいます。新しい出荷先を見つけ、全農の集配車を利用して都内へ出

荷してくださいます。このように様々な販売先があること、長年多くの人が新

規参入していますから、町や県などのバックアップがあることも、研修生や新

規参入者が集まってくる要因かなと思っています。 

 ただ、ここのところ、研修に入っている人は以前よりちょっと減っています。

今までは小川町で多いときには 10 名ぐらいの者が研修していて、小川町の内

外で就農していたのですが、最近は毎年５名にも届かないような状況になって

います。周辺の市町村でも有機農業の研修を受け入れるところが出てきたのは、

新規参入しようとする人にとってはいろいろな選択肢ができたのでとてもいい

ことだと思いますが、新しい人たちが小川町を選び取って研修して就農できる

ような流れをつくっていきたいと、今、町と話し合いをしているところです。 

 

２ 風の丘ファームの有機農業経営―風の丘ファームの歩み 

（1984 年、畑 35ａ田 10ａで就農） 

 14頁からは私の有機農業経営の話になります。1984年に畑 35ａ、田 10ａで

就農しました。その１年前に、小川町の霜里農場、金子美登さんのところに１

年間お世話になって研修をして就農しました。もともとは東京の出身で、父親

は東京で食堂をしていました。ですから、まったく農業には縁がなかったので
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すけれども、高校のときから、できたら広々としたところで仕事がしたいなあ

と思うようになり、最初は、北海道の酪農にあこがれ、釧路の牧場で研修に入

りました。 

 40 年ぐらい前に北海道で新規に酪農をするのはとても無理だということが

しばらくしてから分かって東京に戻り、１年半ほどサラリーマンをしましたが、

サラリーマンに向いていないことも分かりました。 

サラリーマンの時は機械を輸入して販売する会社で働いていましたので、物

流の一端が見えました。モノを動かすところではなくて、自分はモノをつくる

ところでいきたいという思いが強くなりました。そのような思いで東京に戻っ

てきてからまた農業をしたいと考えるようになりました。北海道での酪農への

新規参入は難しかったのですが、小さいところからでもできることはないか、

できたら自分自身のものを自分でつくっていけるような、自給自足に近いよう

な農業をしたいといろいろ探していたところ、有機農業に出会い、小川町の霜

里農場の金子美登さんに出会いました。田畑を耕し、家畜を飼い、循環のある

農業をしているのを見て研修に入り、そして就農しました。 

 14頁は就農した間際の写真で、草ぼうぼうの転作田をお借りしました。これ

はネギが植わっているのですけれども、草だらけになっています。その頃は転

作奨励金がかなり出ていて、田んぼの持ち主の兼業農家は仕事が忙しく、田畑

の草刈りを頼むのにもお金がかかるので、きれいにしてくれるのだったらただ

でいいということでお借りすることができました。 

（風の丘ファームの歩み） 

現在はそのときの 20倍ぐらいに耕作面積が広がりました（15 頁）。最初に就

農した場所から移転して若干の土地を購入し、そこに家と今の施設を 89 年に

建てまして、それで現在に至っています。小川町の中でも比較的農業が盛んな

ところで、田畑が一番多いところに越してきたということで、90 年頃から規模

的にかなり大きくなって、現在の畑６ha、田んぼ 50ａというところでだいたい

落ち着いてきました。 

（風の丘ファームの経営概況） 

 畑６ha、田 50ａで、年間 90品目ぐらいの野菜を作付けしています（16頁）。

労働力は、私たち夫婦と一名の正社員、それからパート５名、研修生が２名で
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す。出荷先の多くは都内や埼玉県の飲食店 40店舗。コロナ禍前は 60店舗以上

あり、飲食店やホテルなどを中心に出荷するような経営を考えていて、出荷先

の 60％以上が飲食店でした。 

 ３年前に新型コロナウイルスの感染が始まって、飲食店への出荷が激減して、

一般家庭への出荷が増え、出荷先が少なくなったのでスーパーマーケットや直

売所にも積極的に出荷していくようになってきました。今だんだんと飲食店が

戻ってきましたが、コロナ禍以前のようにはなっていません。戻ってきた飲食

店でも受注量は以前より少なく。これからは飲食店、一般家庭、それから自然

食品などの小売店の出荷比率が 30％ずつくらいの経営がちょうどいいのかな

あと考えているところです。 

 その次の機械化についてですが、有機栽培なので草はかなり出ます。ですか

ら、できるだけ機械化して手作業を減らして栽培したいと考えています。畝間

も機械で除草していけるような機械化体制を組んでいて、また野菜移植機も導

入し、トラクターにつけられるような草刈り機などを入れて、ある程度機械で

草を管理できるような有機農業をしたいと考えています。 

（母の書） 

 ウクライナの戦争が始まり、穀物やエネルギーの需給逼迫・価格高騰を見る

と、今以上に農業をしっかりとしていかなければいけないと畑で考えています。

これは私の母が書いた書になりますけれども、「幸いある日には楽しめ、わざわ

いある日には考えよ」という大事な言葉です（18 頁）。私たちにはまったく手

に負えないような災害がおきます。台風やとんでもない突風が吹いたり、今年

も雹
ひょう

が降りたり、様々なことがおこります。台風が来たときには次はもっと水

はけがよくなるようにしようとか、ここは水があふれてくる畑なので別の畑に

替えてみようとか、様々な手だてを打ちます。次には被害がない、被害が少な

いように手だてを打っていくのが農家かなと思っています。近年は異常気象で

今までにないような災害が起きています。被害に遭ったときは次には何とかし

ようという気持ちで頑張っていくわけですが、作物が豊作になったときにお金

にならないのがネックかなと思います。今年はよくできた、天候に恵まれてと

てもよくできたときには、自分自身も嬉しくなり自然の恵みに感謝しますし、

いいものができたねという言葉をかけていただけると次へのやる気もわいてき

－ 55 －



ます。ただ、そこでちょっと懐も温かくなるようなことがあれば、次への気持

ちが維持できるなと思うのですが、ここのところ秋冬が暖かいと冬場に野菜が

暴落してしまうのがとても残念です。そのような時でも風の丘ファームは直接

の販売が多いので値段ががくんと下がることはないのですけれども、周りの価

格が落ちてくると注文が減ったりします。たくさん収穫できたときに少し所得

が上がっていくと、気持ちが維持できるのかなと思います。そういう意味も含

めて、自分で価格を維持できるような出荷体制をとる必要があり、出荷の仕方

や出荷先等を考えています。 

（風の丘ファームの法人化と目的） 

 2008 年に法人化をしました。法人化の目的の一つは「有機農業での経営の確

立」です（20 頁）。有機農業ではなかなか経営が確立されないと言われてきま

した。法人化とともにきちんと青色申告をしてカネの流れを管理して、黒字を

出して雇用を抱えていく経営を目指しました。二つ目の目的は「信用力の向上」

です。小川の農業経営の中で初めて法人化したということもあって、比較的大

きな業者からお声がけいただいて出荷できているように思います。この会場の

近くでは麹町駅前にあるＦ＆Ｆ、また無印良品やルミネにも出荷させていただ

いています。 

（定款に農業後継者の育成を明記） 

 法人化のもう一つの目標は「農業後継者の育成」です。私自身も非農家から

農業に新規参入をしたので、最初の頃、農地を借りることが大変でした。その

苦労が身にしみていますので、農業をしたいという人たちが頑張れば農業がで

きるように手助けができればと思っています。 

 新農業人フェアなどの相談員をすると、農業をしたいという人の気持ちが

はっきり伝わってきます。農村ではどんどん農地が荒れていって、農地をもっ

と借りてほしいというような状況なのですが、新しい人たちが農業をやめてい

く人たちの農地をしっかりと受け継いで耕していけるように、新規就農者の力

になれればということもありまして法人化した次第です。定款の中に「農業後

継者の育成」ということが入っています（21 頁）。 

（研修生の受け入れ） 

 研修の受け入れでは、短期、長期、様々な研修生を受け入れています（22 頁）。
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ホームページからの申し込みで一番多いのは一日体験です。１か月に４～５人

の人が新しく連絡をしてきます。コロナ禍になってから特に多くなったのが、

40代、50代の女性の方で、すごく多くの方が体験を申し込んでこられます。今

まで東京などで仕事をしていて、このまま東京で暮らしていくと思っていたけ

れども、できたら自給自足で自分の暮らしをつくっていくことを考えていきた

いと思うようになった方など、今もいろんな方が一日体験に来ていただいてい

ます。有機農業を体験して、これは自分には向かないと思われた方はその場で

終わったりしますが、そこからもっと先へいきたいという方には、農業インター

ンシップなどで比較的長い研修をしてもらっています。 

小川町では有機農業入門講座を開講しています。この講座は月２回の土曜日

に、仕事をしている方が、半日ですけれども、小川町の４軒の有機農家を回っ

て研修を受けています。研修をしているうちに、農業はこんな仕事だ、農家に

なったらこんな作業があるんだということがわかる。現在は 28 名の方が研修

を受けていますが、LINEを通じてその人たちの交流が進んでいて、自分はこん

なふうに農業をしていきたいといった話が盛んにされています。また農業大学

校生や海外の方の研修も行っています。以前は住み込みの研修があったのです

けれども、コロナ禍になって、今ではほとんどが通いでの研修に変わってきて

います。 

 23 頁は４年前に風の丘ファームで研修をして、３年前に所沢に就農した新規

就農者の初年度の購入品リストになります。彼は夫婦共働きで子供もいないサ

ラリーマンでしたのでかなりの貯金があり、初年度にいろいろな資材等を購入

しました。合計 678万５千円もかかっています。かなりお金をかけたなと思っ

ているのですけれども、大なり小なり、研修後にゼロから農業を始める者がほ

とんどですから、鎌、鍬、スコップ、草刈り機から軽トラ、農業用機械などを

用意するために相当のお金がかかってしまいます。十数年前から始まった農業

次世代人材投資資金の給付もだんだん厳しく制限されるようになってきていま

す。これから新規就農者を増やしていくためには、新しく農業に入ってくる人

たちにできるだけの手助けをしていただいて、経営が成り立つまでの数年間は

支援を続けてほしいと深く思います。 
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（研修終了後の農地の確保） 

 風の丘ファームでは１年から２年の研修を受け入れています。研修を始めて

から１年前後になって、小川町で就農したいという希望があった場合には、研

修中に就農予定の農地を見つけます。風の丘ファームでは週５日の研修になっ

ていますから、畑が見つかったら研修中から休みの時間で少しずつ耕し出して、

研修終了後にはすぐに就農して販売もできるようになります。また、いろいろ

な農機具等が必要になってきますので、トラクターなどの大きな農機具は、貸

し出しも行っています。 

（売りたいものを売りたいところに売るために作る） 

 26頁から風の丘ファームの販売の話になります。有機農業ではそんなに売り

上げが上がることはないのかなと思っています。お金が欲しいのであれば、有

機農業を専業でやらなくても、兼業でやればいいのではないかという話をしま

す。自分が生産したものをできるだけ分かっていただける方に買っていただき

たい、どこにでも売るのではなくて分かっていただいたところに売るためにつ

くっていく。そのためにいつ種を蒔くかだとか、いつ収穫するかを決め、過去

のデータを参考にして生産・販売しています。 

 有機農産物は販売するところが少し限られてしまいます（27 頁）。自分で出

荷する場合、地元の農産物直売所や道の駅などの直売施設での販売。それから

自らインターネットで販売することが若い人の中では増えているのかなと思い

ます。ただ、インターネットでの販売も宅配料金がかなり上がってきています

ので、なかなかうまくいかないというのが現状だと思います。もともと野菜の

単価はあまり高くないうえに、物流費が上がっているので厳しくなっています。

インターネットでの販売であれば、消費地に近い都市近郊でなくても野菜など

を販売できるので、自分の好きな場所で就農できるところは大変すばらしいと

思います。 

 今までは農協と有機農家はなかなか結びついていませんでした。有機農家は

化学肥料や農薬を買わないので、農協での購入品は少なく、私たちが生産した

農産物も農協では販売できていなかったので、有機農家と地域の農協がうまく

いっているところは多くないという状況でした。しかし、小川町では数年前か

ら地域の農協から声をかけていただいて、有機農産物の販売や有機農業の生産
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資材等の購入にも行っています。農協の中にも有機農業の部会をつくってもら

い、有機農家をバックアップしてもらっています。 

 できた農産物はできるだけ近くで売るということが、新鮮でエコロジカルで

よいのですが、有機農業で生産したものをどう販売していくかが経営のポイン

トになります。 

（主な出荷先） 

 風の丘ファームでは、現在、個人宅配が 60軒です（28 頁）。最初の頃は自分

ですべて配達していました。東京に実家がありましたので、東京まで行って実

家の近くや昔からの友だちなどに配達して回っていました。今では町内で数か

所配達する個人宅配があるのですけれども、それ以外は宅配便での出荷になり

ます。個人宅配は、週１回や隔週で１回というお客様が多いです。 

ほかには自然食品店、レストラン等に出荷させていただいています。29頁は、

この麹町にもありますが、自然食品店Ｆ＆Ｆの写真です。コロナ禍前には 30 頁

の写真のようにマルシェに出店して販売することもありましたが、今はマル

シェにはほとんど出店していません。マルシェで販売していると、新しいお客

さんと知り合えることもあったのですけれども、一日出かけていった売り上げ

も費用対効果を考えると難しい。コロナ禍が収束していない状況ということも

あり、しばらくはちょっとマルシェでの販売はお休みしようと思っています。 

 31 頁は銀座の無印良品の店頭の写真で、ちょうど開店したときにいろいろな

菜の花などを販売しているところです。 

 32 頁は一般家庭向けの野菜セットの内容と価格です。大セット、小セットに

分かれていまして、大セットは 12～14 品目、小セットは８～10 品目ほどの野

菜を詰めてお送りしています。冬場は根菜類や葉物が中心でかなりボリューム

があり、大きな箱でお届けするような形になります（33 頁）。夏場になると夏

野菜中心でちょっとコンパクトな箱になります（34 頁）。そのために１年間を

通して十数種類のものが入るように作付けをしています。レストラン向けの小

さく彩りのいい野菜も作付していますが、一般家庭の方にもいつもおいしく食

べていただけるように十数種類の品揃えができるように作付けをしています。 

 35 頁の写真は、出荷先の料理店のシェフが風の丘ファームの有機野菜を使っ

た料理になります。コロナ禍以前はよく東京に出てましたので、飲食店に行っ
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て出荷野菜などのお話をしたりしていました。コロナ禍になってから東京に出

てきたのは３回目ぐらいで、１年に１度くらいしか東京に来ることがなくなっ

てしまいました。 

 東京に出ると出荷先の飲食店にお伺いしていろんな話をしてコミュニケー

ションをとっていました。飲食店では以前は新鮮な魚介類や良質な肉などでお

客様を呼んでいたのですけれど、今は良質なお野菜を求めている方もかなり多

くなってきているということです。おいしいお野菜が食べられるお店がお客様

を呼べるようになっています。今までは肉、魚のツマでしかなかった野菜が、

料理の主役になってきているというお話をいただけるようになりました。 

 スーパーなどの小売店では、曲がったキュウリやちょっと傷がついたナスな

どはなかなか売りにくく、店頭に並べても売れ残ってしまいます。飲食店とコ

ミュニケーションをとっていると、傷ついたところを調理時に切ってもらうこ

とは簡単にできますので、若干値段を下げたりすれば問題なく使っていただけ

る。また野菜の出荷には波があり、たとえばオクラは涼しくなると採れなくな

りなります。そういうときに他の野菜に替えてくださり、調整がとれるので、

できるだけ飲食店のシェフとコミュニケーションをとりながら、過不足を少な

くしてできたものを上手に使っていただけるおつき合いをしています。 

 風の丘ファームの写真などがメニューに載ったり、東京から近いので圃場に

来てもらうことも多々あります（36頁）。 

 37頁の写真は、池袋の飲食店なのですけれども、行ったときにはシェフの方

などとお話をしています。 

 38 頁はレストランでのイベントで旬のものを中心にメニューをつくっても

らったときの写真です。ちょうど 10 月ぐらいだったのではないかと思います

が、風の丘ファームでは在来品種の大豆をつくっていて、10 月頃が在来大豆の

枝豆の旬になりますので、枝豆の料理、それからまだ残っていたオクラなどを

使った料理を食べながら、野菜のお話をするというイベントでした。 

（加工品の販売） 

 風の丘ファームでは、野菜、米、麦などの農産物だけでなく、農産物の加工

品も出荷しています。加工品は委託での加工になるのですけれども、様々なメ

リット、デメリットがあります。メリットの一つは、余剰や出荷のロスを軽減

－ 60 －



させられることです。それから一年をとおしての売り上げの波をならずという

メリットもあります。野菜を生産出荷しているとどうしても売り上げの波が出

てくるのですね。風の丘ファームでは６月ぐらいと 11 月ぐらいに売り上げが

上がってくる。売り上げは６月ぐらいから上がってきてお盆頃から少しずつ落

ちてきます。９月に谷になって、そこから秋野菜が出てくるのでまた上がって

きて、３月、４月頃になると売るものがなくなってくるので売り上げが下がっ

てきます。出費には毎月一定額出ていくものも多く、できるだけ売り上げを平

準化すると経営も安定化していきます。先ほどお話したマルシェなどのイベン

トなどがあったときにも、野菜だけでは売り上げが上がりにくいのですが、

ジュースなどの加工品があると売り上げが上がってきます。 

今日も青トウガラシを収穫して、ゆずこしょうの仕込みをしてきました。今

朝方まで青トウガラシをもいでいたので手がピリピリします。加工等は委託す

るのですけれども、去年からゆずこしょうをつくっていまして、今の時期にト

ウガラシが赤くなる前の青い状態で収穫して、それを塩漬けしておきます。も

うちょっとすると青ゆずが出てきますので、それと合わせて出荷するのです。 

 また、宅配便の送料が上がっていて、夏場は普通の送料にクール便の料金が

加算されます。野菜セットが 2,000円、3,000円ですから、1,400円ぐらいの送

料がかかると、送料の割合が高いということでお客様から敬遠されることもあ

ります。野菜と一緒に加工品なども買っていただけると、送料の割合を減らす

ことになります。 

 こうして様々な農産物を加工しています（40 頁）。小麦はうどんに加工して

います。今は麦茶が旬です。６月に刈り取った大麦を麦茶工場に送って加工し

てもらいます。まだ暑いので麦茶の出荷が忙しいです。 

 41 頁の写真は、すばらしくきれいな人参が収穫され写っていますが、こんな

にきれいな人参が揃って収穫されるわけではありません。はねものも収穫され

ます、42 頁の写真のような出荷できないものも採れます。こうしたはねものを

ジュースに加工するのです。現在は自宅でジュースをつくられる方もいるので、

はねものの人参もけっこう出荷できるようになりました。人参ジュースは風の

丘ファームの加工品の中でも一番古く、十数年前から加工して販売しています。 

 ちょうど今、人参の種まきの時期です。私たちの地区ではだいたいお盆の頃
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から９月頃が秋冬の人参の種まきにもっとも適した時期で、ここのところ、天

気予報で雨マークがついていましたので、連日、人参の種まきをたくさんして

いました。昨日は東京の方は結構降ったようですが、小川町では全然降らなかっ

たので、こちらも降ってほしかったです。 

 ちょっと話はずれますが、かつて人参の種まきは８月末までに終えないと、 

いいものにならなかったし、人参の色がつかなかったのですけれども、ここ数

年は９月の半ばまで種まきを延ばしても人参ができます。今まではお盆から９

月前までが比較的芽を出しやすい時期でしたので、この期間に集中的に種まき

をしていたのですが、ここ数年を見ていると、もうそんなに焦らなくても、９

月に入って種まきをしても大丈夫です。９月に入れば日照もだんだん短くなっ

て、渇きも少し収まるので芽も出やすくなります。ただすべて９月の種まきに

なると収穫も遅くなるので、一部７月下旬の種まきで早めの収穫・出荷量を確

保し、お盆ぐらいから９月の中旬ぐらいまでの間の雨が降りそうな日を選んで

播くと作業がだいぶ軽減できます。 

 人参は冬の寒さで甘みが乗って一番おいしくなります。毎年糖度を測るので

すけれども、11 度を超えるような糖度が出てきます。それが３月の中旬ぐらい

になると温かくなってくるので、次に子孫を残すような体制になってきて、中

心部がもりあがって、花が咲きその後種がつくようになります。ですから、今

播いている人参は３月中旬ぐらいまでしか畑に置いておけないことになります。 

 ただ、トウ立ちが始まる直前に冷蔵庫に入れておくと、そこから２か月ぐら

いは出荷できるようになりますが、いずれにしても３、４月ぐらいまでの出荷

になります。しかし１～２月の人参がおいしいときに収穫してジュースに加工

すると、ジュースの賞味期限は１年になりますので、ゆっくり販売できるよう

になります。こうして始まったジュースの加工はもう十数年になります。去年

も 500キロぐらいの人参を持ち込んでジュースにしてもらったのですけれども、

あっという間に売り切れてしまったので、今後増産したいと考えているところ

です。 

 農業の高齢化がよく話題になりますが、食品加工などの農業関連事業者の高

齢化もすごく深刻で、小麦の製粉をされる方、大麦を押し麦にする方が高齢の

ために廃業しました。麦を焙煎して麦茶にする事業者もお年で、そろそろ仕事

－ 62 －



ができなくなりそうだという状況です。人参ジュースの加工を委託している事

業者は新潟県にあるのですが、日本でも有数の豪雪地帯で過疎化が進んでいて

人手不足になっています。良質のジュースをつくってくれる加工業者なので全

国から委託加工の依頼が集まるのだけれども、人手不足なのでジュース工場で

は新規の委託についてはもう数年前から断っていて、現状維持の製造がやっと

だというところになっています。農業だけでなく、農業関連の加工業者もかな

り高齢化していて、すごく厳しい状況になっているのです。 

 43 頁は大麦を加工した麦茶です。通常出回っている麦茶は、麦に色と味をつ

けている水出し麦茶になります。ですから、麦茶を冷水に入れると色と味がふ

あーっと出てくるのは、麦に色と味をつけているからです。最初に麦茶を販売

するとき、他の麦茶より値段が高いのに、ティーバッグにするとさらに加工賃

がかかって高くなるので販売できるのかなと考えました。販売を開始すると、

ごみの処理がやや面倒なので最初ティーバッグを買っていても、その後、値段

が安い粒の麦茶に移るお客様も多いので、毎年、粒とティーバック両方を加工

しています。 

 

３ 風の丘ファームの有機栽培技術 

（踏み込み温床づくり） 

 44頁からは具体的な農作業の話に移っていきたいと思います。風の丘ファー

ムの１年の始まりは踏み込み温床造りです。お正月前後に、山へ入って落ち葉

はきをします。ものすごい量の落ち葉を集めます。軽トラで 50杯ぐらいは集め

るのではないかと思います。46 頁の写真のように、落ち葉をハウスの中につ

くった温床枠に入れ、それを踏み込みながら水をかけ、窒素分の米ぬかを振っ

て、枠の上まで踏み込んでいきます。 

 一つの温床枠にだいたい軽トラ３杯以上の落ち葉が必要になります。落ち葉

が発酵して踏み込み温床が暖かくなるので、１月から順次、温床の上で種まき

を始めていきます（47 頁）。昔、武蔵野の農家が周りの林から落ち葉を集めて

温床をつくって苗作りをしていたのと同じです。それは踏み込み温床が電気を

使わないエコロジカルな苗床づくりだからでもありますが、この温床でつくら

れる堆肥が３年後に苗用の堆肥になります、しっかりとした育苗用土をつくる
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ためにも踏み込み温床は欠かせないと思っています。毎年、ものすごい量の落

ち葉を集めるのは大変なのですが、数年後の良質な苗づくりのためなので欠か

さず行っている作業になります。 

（有機農業の栽培上の問題点） 

 有機農業は様々な問題点も抱えています。48 頁に掲げた(1)病気対策、(2)害

虫対策、(3)雑草対策について、順にお話ししたいと思います。 

(1) 病気対策 

（太陽熱消毒と防虫ネット） 

 まず、病気の対策です。すべての栽培過程で農薬は使用しません。50 頁は夏

の葉物の種まき後の写真です。堆肥を播き耕耘し、透明のビニールマルチを張

り、その上のネットの中に種まきをします。写真では少し発芽してきているの

が見えます。写真のビニールで葉物の種をまく場所を太陽熱消毒して、その後、

通路も熱消毒します。堆肥を入れて透明のビニールを張って３週間ぐらいマル

チを張っておきますと、日中の暑さで午後にはさわれないほどの高い温度にな

ります。夏の砂浜が熱くて歩けないのと同じような感じです。地表の温度を 40

度以上で２週間以上キープできれば、表層の雑草が死滅します。土の中の虫な

ども死滅します。ビニールマルチの片方をはいで通路の方に持ってきて止め、

種まきをしてすぐ防虫ネットをかけていきます。0.8 ミリ、0.6ミリという目の

細かい防虫ネットを使っています。 

今は秋の葉物の種まきが始まり、小松菜などの収穫が始まり出したところで

すけれども、小松菜、チンゲンサイ、ラディシュ、からし菜、サラダ菜、ルッ

コラ、水菜、山東菜などの何種類もの種を播く作業をこれから毎週、年末まで

続けていきます。梅雨明けしてお盆過ぎになると、雨の日が出てくるので種ま

きが始まります。お盆ごろから種まきが始まり、１月は雨が降らないのと寒さ

で発芽しないので種まきはお休みして、再び２月中旬ごろから種まきを始め、

梅雨には葉物が溶けてしまうので梅雨前まで週１回の葉物の種まきを続けて、

切れ目なく出荷できるようにしています。 

種を播いてから収穫までこのネットがかかっていて、収穫作業はこのネット

を少しずつ開けながら行います。ですから、ネットの中にはほぼ虫が入らない

ようになるのですが、ネットかけが少し遅かったり、ネットのどこかに穴があ
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いたり、風で飛ばされたりすると、虫が入ってしまうことがあります。たまに

は、アブラムシがネットの目を通ってしまうこともあります。端から収穫を始

めて、反対側の端まで収穫していくのにだいたい１週間かかります。その間、

開け閉めを繰り返していくときに虫も入ってくるので、最後のほうになると葉

にぽつぽつと穴があいたりすることもあるのですけれども、ほぼきれいな葉物

野菜を出荷することができています。 

（堆肥と輪作） 

 昔の方はよく「苗半作」という言葉を使います（51 頁）。しっかりとした苗

ができればもう半分できたようなものだということです。先ほどご覧いただい

た踏み込み温床の落ち葉堆肥を２年間、外で熟成させ良質な堆肥にして、その

堆肥を苗の育苗用土に使います。地上部が少し小さめですが、しっかりと根が

張った苗を目指しているので、大きな苗ではなくて比較的寸詰まりの苗を育て

ています。 

 有機農業では様々な野菜をつくり回していますので、輪作がしっかりできて

います（52 頁）。畑では野菜だけではなくて、大豆や麦などの作付けも入って

きますので、病気や連作障害がさらに出にくくなります。 

食品残渣の堆肥を入れてしっかりとした土づくりをしています（53、54頁）。

以前は家畜ふん尿や近隣の畜産農家の堆肥を使っていたのですけれども、堆肥

場のハエ対策として殺虫剤をやめられないし、東日本大震災後の放射能検査な

どが行われていないなどで、食品残渣の堆肥に切り替わりました、堆肥の材料

はスーパーなどの食品残渣と籾殻を利用した堆肥です。人間が食べているもの

が材料になりますから、できるだけ安全なものを材料にした堆肥で野菜づくり

ができるようになり、10 年ぐらい前からこの堆肥に切り替えました。 

（田んぼの微生物と生きもの） 

 55 頁の表は、風の丘ファームの田んぼと畦１つ隔てた隣の田んぼの水田の土

壌微生物活性値を示しています。微生物活性値という言葉は聞かれたことがな

いかもしれません。表の下に説明がありますが、土壌の中の微生物の数を出そ

うとしても、もう桁違いに多くて数など数えられないので、微生物活性値は有

機物の分解速度や分解量を総合的に数値化したものということです。風の丘

ファームの田んぼは毎年堆肥を施用していて、稲わらの 40％ぐらいは畑に持ち
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出してしまっています。隣は普通の慣行栽培で、化学肥料、除草剤を使って稲

わらは全部田んぼにすき込んでいます。検査時の十数年前に圃場整備をして、

ブルドーザーで土壌を押してしまっているのでほぼ同じ土になっていたと思っ

ていますが、それから 10 年ぐらいすると、これだけ微生物活性値が違ってきて

いるということです。 

 土づくりに取り組むととても豊かな土ができるという話をするのですけれど

も、微生物は目で見えないし実感できません。けれども、田んぼの場合は実感

できるのです。田んぼの荒起こしをして、水を入れて代掻きをして数日すると、

うちの田んぼではミジンコや名前も知らない生き物がうじゃうじゃと出てきま

す。一方、隣の田んぼではオタマジャクシがいる程度で生き物が出てこない。

有機質肥料を入れて土づくりをしていくと、様々な生き物が土の中にいるんだ

なというのが水を入れた瞬間に分かるのです。病気が出たりする年もあります

が、それが全面に広がりにくくなっているのかなと思います。 

(2) 害虫対策―田畑の虫を知ろう 

57頁からは害虫対策です。畑では虫がいっぱい出てきます。今年もニュース

になっていますが、カメムシがたくさん発生していて、こんなにカメムシがいっ

ぱいいるのかとびっくりするほど出てきています。稲はいまちょうど穂を出し

ているところなので、稲穂のほうにカメムシが行かないでと祈っています。 

（虫の生態と天敵） 

私たちは農薬を使わないので、虫が増えていったらもう打つ手がありません。

田畑の虫がいつどこに卵を生んでいくのか、その虫を食べる天敵はどんなもの

なのかを勉強するところから始まりました。埼玉県の農林振興センターの方に

来ていただいて、様々な害虫、それから天敵などを見つけていくというところ

から始めました。 

 様々な天敵がいますが、ちょっと面白いお話をさせていただければと思いま

す。65 頁は日本でのアブラムシの発生図です。アブラムシは１～２月の寒い頃

は、寒いのでじっと葉っぱの裏に隠れています。４月、５月ぐらいになってだ

んだん温かくなると、発生がピークになってきます。夏場は少し減って、また

秋ぐらいから増えてピークになって、寒くなったら減っていくのです。この図

は日本でのモモアカアブラムシの発生図になります。このグラフを見ていただ
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くとわかりますが、ポイントは何で夏にアブラムシが減るかということです。 

 アブラムシは暑さに弱いから少なくなるのではなくて、この時期に天敵の数

と種類が増えるからなのです。65 頁の図の下に出ているのが、アブラムシを食

べる天敵です。テントウムシはすごく有名ですけれども、それ以外にもカゲロ

ウやアブの仲間、小さなハチの仲間など様々な虫がアブラムシに寄生したり食

べたりしています。こうした様々な天敵がいっぱい出てくるので、真夏の時期

にアブラムシが減るということが分かったので、この状態を畑に再現してあげ

ようというのが風の丘ファームの害虫対策の考え方になっています。 

（バンカープランツ） 

 バンカープランツはその植物が天敵を生み育てる銀行という意味になります

（67頁）。68 頁の写真はビニールハウスの中ですけれども、10 月ぐらいに大麦

を播いてあげます。そうすると麦につくムギクビレアブラムシというのが出て

きます。春になるとこのアブラムシがいっぱい出てきて、それを食べにテント

ウムシなどが増えていきます。通常はハウスの中でも２月３月くらいにはアブ

ラムシが出てくるのです。アブラムシが出てくると、それを食べにくるテント

ウムシだとか様々な天敵が後からやってくるという形です。ただ、アブラムシ

の増殖スピードがものすごいスピードなので、後から天敵がやってきてもアブ

ラムシの増殖スピードに負けてアブラムシが増えていってしまうのです。 

 そこでバンカープランツを利用することになります。ハウスの中に 10 月頃

にバンカープランツの大麦を播くと、１月２月ぐらいになるとぽつぽつと麦に

つくムギクビレアブラムシが増え出してきます。このアブラムシはありがたい

ことに指向性の強いアブラムシで、麦、稲、トウモロコシにしかつかないアブ

ラムシなのですね。ですから、大麦のところでいっぱい増えても、このアブラ

ムシは隣に植えられている野菜には移らない。でも、このアブラムシを食べる

天敵は両方共有されるので、野菜が植わっている頃にはアブラムシの天敵がた

くさんやってきていて、野菜につくアブラムシを待ち伏せしていることになり

ます。 

 バンカープランツのやり方は十数年前に埼玉県の農業試験場の方から教わっ

て導入しました。ハウスの中に大麦を播いたらいいよということで大麦を播い

たのですけれども、大麦を播いてもハウスの中に麦を播いたことがなかったの
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でアブラムシが出てこなかったのです。そこで試験場に行ってムギクビレアブ

ラムシをもらってきて、大麦を播いたところにアブラムシを入れました。そう

したところ、そこから毎年 10 月ぐらいに麦を播くと、ハウスの中で１月ぐらい

からムギクビレアブラムシが出てきて、それを食べる天敵が増えるようになり

ました。 

 バンカープランツを導入する前は、キャベツ、ナス、ピーマンなど様々な苗

を育苗するのですけれども、育苗しているときにアブラムシが出て、若干葉っ

ぱの裏にアブラムシがついているような状態で定植が行われていました。この

バンカープランツを導入してから１年２年はまったくアブラムシが出ないとい

うような状態で、ものすごい効果があったのだなあと実感しました。 

 アブラバチはアブラムシの中に卵を生んで、幼虫はアブラムシの内臓などを

食べて体内で成長してアブラムシの背中に丸い穴を開け成虫が出てきて、アブ

ラムシは死んでしまいます。61 頁の写真の繭のようなものの中から、もう

ちょっとすると丸い穴をあけてアブラバチが出てくるのです。アブラバチの幼

虫でアブラムシの皮がぱんぱんになっていて、これをマミー（ミイラ）と言い

ます。このようにマミーが増えるとアブラバチが増えて、アブラムシが減って

いくのです。ただ、３年目くらいになったら、ハウスのバンカープランツにこ

のマミーがいっぱいあるのですけれども、アブラムシが減っていかないのです。

何でこんなにマミーがいっぱいあってアブラバチに寄生されているのにアブラ

ムシが減っていかないのだというところで調べてもらったら、このアブラバチ

にさらに寄生する寄生バチが出ていたのです。アブラバチがアブラムシに寄生

して出てくるのですけれども、そのアブラバチがさらに寄生されて少なくなっ

てしまい、結局、アブラムシが増えていったというわけです。 

 そこでできるだけ寄生されない天敵を増やそうとして、テントウムシを集め

ることにしました。収穫作業をしていてテントウムシを見つけると軍手の中に

テントウムシを入れて持ち帰ってハウスの中に放してあげるということを繰り

返して増やしていきました。いまではバンカープランツを播くとムギクビレア

ブラムシが出てそれを食べにテントウムシがいっぱい出てきて、アブラムシの

増殖を防げるようになっています。 
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（定植初期の防虫対策） 

 ハウスの中は閉鎖的な空間なので、その中を改善するのは容易ですけれども、

苗が畑に行くと、広い開放された空間では私たちのできるところは限られてし

まいます。ハウスの中のテントウムシがどういう行動をとっているのかという

のを見ていたところ、春になって大麦がずうっと伸びてくるのですけれども、

ちょうどネットが張ってあるところぐらいまで伸びてくると、このネットのと

ころにテントウムシがつかまって卵を生んだり、サナギになっているのをよく

見かけるようになりました（70 頁）。つかまりやすいからかなと思っていまし

た。 

そうしたときに、ハウスの中で育苗したトマトの苗、ナスの苗、ピーマンの

苗を４月の中旬以降になると畑に植えてあげるのですが、ネットにつかまって

いるテントウムシをみて、バンカープランツの上に不織布をたらしてあげたら、

そこにテントウムシがついて、産卵したりサナギになったりする。やはり不織

布がつかまりやすいみたいなのです。そこで定植する直前にバンカープランツ

の上に不織布をたらしておいてテントウムシをくっつけて、ナス、ピーマンを

定植するときにこの不織布をその上にかけてあげたら、畑で初期に外から飛ん

でくるアブラムシを防げるようになり、作物の初期生育もすんなりいくように

なりました。様々な手法を使いながら、今では育苗と定植初期まではしっかり

とアブラムシを防げるような形になってきています。 

（リビングマルチ） 

 野菜が植えられている畑の通路はくず麦で覆っています。植物で野菜の通路

を埋め尽くすことをリビングマルチといいます（71 頁）。この写真はカネコ種

苗の資材を使わせていただいているのですけれども、風の丘ファームでは麦を

出荷するときに出る小さい粒の二番麦（くず麦）を麦屋さんに頼んでいて、71

頁の写真はオクラですけれども、オクラ、ナス、ピーマンなどのベッドをつくっ

たとき、通路にくず麦をたっぷり播いてあげます。そうすると通路が麦で覆い

尽くされて、また麦の根っこからはアレロパシーという他の植物の生長を抑え

る作用がある物質が出るのですね。通路には雑草が出なくて、麦で覆い尽くさ

れます。麦が伸び過ぎてナス、ピーマン、オクラなどにかかってきたら刈り倒

してあげればいいのです。麦は夏枯れしますので、７月ぐらいになるとばたん
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と倒れて、敷きわら代わりになって、８月ぐらいまでは草管理が必要なくなり

ます。ただ、９月ころになると通路の草管理が必要になります。 

 リビングマルチは雑草を抑えることが一番大事なのですけれども、風の丘

ファームでは畑の通路を裸にしないということも大きな役目になっています。

慣行農法でナスなどを植える畑の通路はきれいに草一本ないのですけれども、

草一本ないところでは生き物がいられないですね。鳥が上から見て、ああ、あ

そこに虫がいるとわかるのですぐに食べられてしまう。ですから、通路には必

ず草があって多種多様な生き物が棲めるようにしています。カエルやカマキリ

がいる、捕食性のクモがいるといったように様々な生き物がいて、食いつ食わ

れつの世界があると、一種類の害虫が大発生することが抑えられます。通路の

管理もある程度の草は絶対必要なので、ある程度の高さになると草を刈ってい

くという管理をしているところです。 

葉物はこのような防虫ネットで虫を防いでいます（72 頁）。 

(3) 雑草対策 

（畑の草管理－リビングマルチ、機械除草、太陽熱消毒） 

 それから雑草対策ですが、74頁の写真はナスやピーマンの通路をリビングマ

ルチとして覆っていた麦がちょっと伸びてしまったので刈り込んだところです。

写真を撮る前には麦がもっと伸びていました。通路を見ていただくとほぼほぼ

麦で、端っこにちょっと雑草が生えていますが、雑草が麦で抑えられている様

子がわかります。75 頁のハンマーナイフモアはトラクターに装着する草刈り機

で、このような機械があって通路の管理ができています。手作業ではなかなか

できないので、このような機械を利用することは労力軽減には重要になってい

ます。 

 また太陽熱消毒も欠かせません（76 頁）。今までは人参栽培のときに２回、

３回と草取りをしないと人参がものにならなかったのですが、夏の時期に３週

間以上堆肥を入れて耕耘し透明なマルチを張ってあげると、太陽熱で草や草の

種が死んでしまい、ほぼ草取りはしなくて済んでしまうのです。ただ、最近新

しい外来の雑草が入ってきまして、太陽熱消毒では死なない雑草が出てきてし

まいましたが、ほとんどの雑草は３週間もすると全部死んで、太陽熱で消毒で

きます。６月、７月にどれだけ太陽熱消毒できるかが、人参やこれからのホウ
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レンソウなどの葉物栽培面積になります。かなり太陽熱消毒を多用しますので

小川町で２番目ぐらいにポリごみを出す農家になってしまっているので、これ

を生分解性マルチフィルムにできるかということやポリごみを出さない方法を

考えることが課題かなと思っています。 

 77頁は人参の種を播くところの写真です。手前はこれから種を播くところで、

右奥は播いた上に籾殻でマルチにしているところです。太陽熱消毒をしたマル

チを真ん中で切って、両側にマルチのビニールを広げて、ビニールを剥いだと

ころに人参の種を蒔き、このあと通路も太陽熱消毒で雑草を殺してしまいます。

人参だけではなくて、玉ネギの苗床などもこのような形で太陽熱消毒を使って

います（78 頁）。 

 また、79頁はカボチャの畑です。カボチャのベッドもこのようにリビングマ

ルチでくず麦を播いて、くず麦で草が覆われてしまっていますが、この後その

上にカボチャのつるが伸びていってしばらくすると麦が枯れていきますので、

カボチャが畑を覆い尽くしていきます。雑草がぽつぽつと出てきますが、リビ

ングマルチが衰えてから雑草が伸びだす程度なので草が抑えられて、カボチャ

が収穫されます。これはカボチャのリビングマルチ栽培になります。 

（田んぼの草管理） 

 80 頁は田んぼのチェーン除草です。田植えしてから３日から４日後にチェー

ンを引っ張ります。ちょうど棒状の垂木などにタイヤのチェーンみたいなのが

くっついていて、それを田んぼの地面の上を引っ張って、チェーンで雑草を浮

き上がらせます。 

81 頁は田んぼにいるカブトエビの写真です。昔は田んぼの裏作が麦だったので、

その頃にもぽつぽついたのですけれども、裏作が野菜になって、レタス、ホウ

レンソウを作付けするようになると、このカブトエビが田んぼで大発生しまし

た。田植えをしてから３週間ちょっと、カブトエビが土をかき混ぜてくれて水

が常時濁っているので、ほぼ草が生えるのを抑えてくれています。今年は代掻

きを失敗してしまい草が生えているのですけれども、例年はこのカブトエビが

しっかりと除草してくれます。82 頁の写真のように、こんな感じでカブトエビ

が赤いおなかを出して上へ浮いてきています。田植えをした直後で、稲がまだ

立っていない状態から深水にしているのですけれども、そうすると常時カブト
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エビが水を濁してほぼこんな茶色い水になり、日光が入らないので草が出ない

のです。 

 

４ これからの小川町の有機農業 

 お話してきましたように、30 年以上有機農業をしてきて、いろいろな技術を

周囲から吸収してきました。慣行農業の場合、今まで国の試験機関の方などい

ろいろ研究して様々な増収技術などを開発してくださり、現在の農業の姿に

なっていると思います。有機農業の場合、栽培技術の開発はまだその最初のス

タート地点にいるのかなと思っていますので、皆さんのお力をかりて様々な技

術を集めて、収穫量を上げて、栽培の手間を減らしていく技術が蓄積され早く

経営が確立されるようになって欲しいと思っています。 

 また新しく農業をしたいという方が都会にいて、その中のかなりの人が有機

農業をしたいという願望を持っています。その思いに応えられるように農地の

提供や技術修得のお手伝いをして、もっともっと多くの人たちが農業生産に関

わり、有機農業をしていくようになれば、遊休農地も解消できるでしょうし、

食料自給率が落ちていくことに歯止めをかける支えになっていくのかなという

気もしています。ですから、皆さんのいろいろなお力をいただきながら生産を

上げていく、それから新規就農者を支えていくということが一番大事なことか

なと思っています。インターネットなどの情報をみていると、もう小川町では

有機農業が一杯一杯ではないかというようなお話も出てきたりしていますが、

まだまだ畑は一杯ありますし、これからも様々な人たちを受け入れられる余地

がたくさんあります。小川町の有機農家の規模は小さくて、出荷額もほかの産

地よりも桁が少ないのも事実ですけれども、ある程度まとまって出荷できるよ

うになれば、もっと効率的な出荷できる仕組みも可能でしょうし、みんなで有

機農業を盛り上げていこうという機運が高まっています。ぜひご協力をいただ

ければと思っています。 
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Ⅱ 質 疑 応 答 

 

 (1) 矢坂雅充氏の質問 

矢坂 どうもありがとうございました。日本農業研究所研究員の矢坂です。

冒頭でお父様が食堂をされていたと話されていましたが、それが農水省の田下

食堂なのですか。 

 田下 おじです。もうだいぶ前にやめてしまったのですけれども、農水省で

も年齢の高い方は、田下食堂と言われると分かって頂けます。私と顔が似てい

ます。 

矢坂 今日参加されていらっしゃる方の中にも農水省のＯＢや現役の方が

多くいらっしゃるので、懐かしく思い出されているのではないかと思います。

田下食堂の血が流れているということですね。 

 ご講演の後半の有機栽培技術のお話を伺うと、38 年間の間に有機農業の栽培

技術はずいぶん進化してきていて、これからもどんどん変化していくのだろう

と思いました。私からはこうした技術面ではなく、販売や経営について質問さ

せてください。 

 小川町はジャガイモや人参などの品目を大規模に栽培できる立地条件がない

ので、例えば生協との大ロット取引で出荷量を増やしていくことができないと

ころです。多種類の野菜を栽培する小川町の有機農業には様々なタイプの農家

があります。定年帰農された方の生きがいになっている経営や、非農業との兼

業で安定的な有機農業を目指している経営など、様々なタイプの有機農家があ

るのが特徴かもしれません。 

その中でかつてはそんな大きくない圃場の中でたくさんの種類の野菜や家

畜などがいる金子美登さんの霜里農場が一つのモデルとして、小川町の有機農

業を引っ張ってきました。今は田下さんの風の丘ファームが小川町の一つのモ

デルとして位置づけられていると思います。たしかもう 10 年近く前のシンポ

ジウムで田下さんがいろいろな有機農家のタイプの中の一つとして専業の有機

農家を目指したい、そういう経営を目指す人も育てたい、そのためにも年間所

得が 500万円以上になる有機農業経営を実現したいという話をされていたのを

とても印象深く聞きました。風の丘ファームはこの目標を達成した経営です。 
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 それで３点ほど質問なのですが、一つは、風の丘ファームの経営収支の概要

です。例えば年間の総売上高や販路別の売上の構成比だとか、費用としては人

件費や資材費などでどういうものが多く必要になるのかといったことです。大

まかで結構ですので、具体的に教えてください。 

 二番目は、販路についてです。多品種の野菜などを栽培して、規模の大きな

農業経営を実現するためには、レストラン・飲食店や自然食品店への販売を広

げていくということが不可欠になるのではないか。多品種の野菜を出荷する販

路としては、家庭用のボックス野菜の宅配もありますが、非常に手間がかかる

ので限界がありそうです。経営規模拡大のためには業務用などの野菜の販売が

必要になるのではないかと想像するのですが、自然食品店やレストランの販路

をどのように広げて、またそれらの販売先にはどういうメリットなり留意すべ

き点があるのでしょうか。 

 ご講演の中でレストランのシェフがはねもののとなる規格外の野菜などもう

まく使ってくれるとか、出荷量が注文に応じられないときも他の野菜に替えて

使ってくださると話されていました。外食では通常はメニューで食材が決めら

れてしまい、他の農産物などで代替するのは難しいように思うのですが、シェ

フなどとの信頼関係があれば食材もかなり弾力的に変更できるのでしょうか。 

 最後に、今の質問とも関わるのですが、出荷先からこういう野菜をいつどれ

ぐらい欲しいと言われても、天候状況などで思うように収穫できず、注文され

た野菜が揃わないことは多々あるのだと思います。逆に、特定の野菜がたくさ

んでき過ぎた場合、その調整はどうするのでしょうか。取引先のレストランが

引き受けてくださるのか、それともスーパーの有機野菜コーナーなどへの出荷

で調整するのでしょうか。出荷量の調整というのを日々どのように行ってい

らっしゃるのかというのを教えていただけますでしょうか。 

 田下 お尋ねのとおりに話ができるかどうか分からないのですけれども、風

の丘ファームの売り上げの推移からお答えします。７～８年前ぐらいが最高で

5,000 万円ぐらいまで売り上げが上がった頃がありました。そこから数年間

徐々に落ちてきていまして、またコロナ禍で去年あたりが３千数百万円という

ような売り上げになってきています。今年は少し上がって 4,000万円ぐらいの

売り上げの目標を立てているところです。７～８年前ぐらいに 5,000万円ぐら
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いに上がって、そこから順調に上がっていくのかな、また自分自身も雇用を増

やして面積を広げていって販売に力を入れていく経営スタイルを思い描いてい

ました。ただ、圃場を広げていくと、今でも二十数枚の圃場が点々としていま

す。一番大きな畑は１haぐらいあるのですけれども、20ａ、30ａという畑がい

ろんなところにあって、地理的な条件も異なります。それから自分自身も、雇

用管理をしていくよりも、栽培して圃場にいた方がいいなというところもあっ

て、今ぐらいの規模、１人２人の正社員がいて、あとは出荷のパートさんがい

てというぐらいがうちの適正な規模かなと思っています。 

 費用ではやはり一番かかってくるのが人件費で、税理士さんからもちょっと

人件費がかかり過ぎだというように言われています。給料が安くて、最低賃金

もなかなか上がっていかないということが話題になっていますが、農業をして

いる現場では、毎年 30 円、40 円と最低賃金が上がっていくのは経営的にはか

なり厳しいところがあります。それが 50円、60円、100円とかいう上げ幅にな

ると、なかなかついていけないと思っています。 

 費用の中では、今年は資材費の高騰がかなりあって、先月の電気代の値上が

り等はびっくりするほどでした。それからビニール、段ボール等の値上がりが

あって、もうちょっと調整できないところにいて、今、10 月ぐらいからの値上

げを考えているところです。 

 あと、いろいろと建物を建ててきたときの大きな借入の返済が来年でほぼ終

わってくるので、来年以降からは若干返済が減ってきます。そういう意味で、

もうちょっと違う形の経営ができてくるのかなとも思っています。 

 販路についてですけれども、有機農業の野菜セットのメリット、デメリット

というのが１つあります。デメリットとしては、ごまかしてしまうというとこ

ろがあるのですね。契約生産をする場合にはなかなかごまかしがきかないので

す。この期間にオクラを何袋出していくという契約をしたときに、実際そこに

オクラを出していかなければいけないのですけれども、野菜セットの場合は、

オクラが出せなかったら、じゃあゴーヤでとかキュウリでとかいう形で埋め合

わせていくことをしているので、一つのものを栽培する技術が伸びていかない。

これが有機農業の野菜セットのデメリットだと思っています。 

 自分自身もそういうところで甘んじていたところがすごくあって、生協等に
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出荷するようになって、それから一定の数を出すようなことをするようになっ

てから、栽培に関してかなり注意して栽培するようになりました。しっかりと

その数を出していかなきゃいけない。工業生産と違って天候の波があったりす

る中で出荷をしていく難しさってすごくあったのも事実です。去年も生協にオ

クラを出していまして、順調に数が出ていたのですけれども、お盆のときに１

週間天気が悪かったのですね。この夏の時期のオクラの生産って、それまでは

日量５～６キロ取れていたのが、１週間天気が悪く低温が続くと１キロにまで

落ちてしまったのです。お盆あたりにそんな涼しい天気が来ないという読みも

あったのだけれども、生協からは収穫量が減っても一定量を出荷できる栽培を

してほしいという要望があり、ちょっとそれは無理かなということで、オクラ

の出荷は取りやめました。しかし、求められることをしっかり生産できるよう

な技術をつけていくということは必要で、そうすることで自分の出したいとこ

ろへ出荷できるのではないかなという気がしています。自分が技術をつけると

いうことはしっかりとこれからもしていかなければいけないし、気候がとか虫

がとかいって、いつもそれが原因だとしていると伸びていかないのかなと思い

ます。 

 また、小川町は有機農業が盛んだということで、様々な大きな事業者の方も

来ていただいています。そのようなつながりがあって、さらに様々なところと

つながりが広がり、お陰さまで今日に至っていると思います。大きなところへ

出荷していくということになると、ある程度の数量を安定的に出荷していくこ

とが求められます。ファミリーレストランなどのグランドメニューに載ると最

低３か月の間は一定量を出荷できないといけないが、３か月一定量出荷するの

は難しいので、今はサラダバーの中で使ってもらっています。サラダバーの中

で４種類の野菜を続けて出荷させてもらって、例えば、キュウリの注文が来た

のだけれども、キュウリが切れたらコマツナに替えるという形で、やり取りを

させていただいています。そのファミリーレストランのサラダバーの中の一部

を風の丘ファームのサラダバーとして出荷させてもらってようやく１年経って、

やっていけるかなというこちらの見通しも立ってきたところです。相手先がど

う評価して広げていけるかどうかは今後のことになります。 

あと野菜の出来、不出来とか、様々あります。今年、玉ネギが高騰しました
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が、うちは近年まれに見る豊作で、すごく採れてありがたかったりしました。

根菜はゆっくりゆっくりと販売していけばよいのですが、成りものは一瞬のう

ちに販売しなければいけないということがあります。一般のお客様にもセール

をしながら、飲食店の方に多く使ってもらったりします。採れ過ぎた場合、都

会の直売所とかを利用して、ものを余らせないように出荷していくという余剰

対応もとっています。 

 それと最近ではSDGsが意識されることもあって、はねものを中心に引き取っ

ていただける業態の方が何社かあって、そういう飲食店の方が数社いらっしゃ

います。ですから、毎回 3,000円ぐらい、ちょっと曲がった人参とか、ちょっ

と虫の食ったピーマンとか、様々なものを詰めて使っていただいている場合が

あります。それもシェフの方が開けてみてうまくいかないことがあり、非常に

難しい面がありますが、余って廃棄するものがなくなるという意味で、うちに

とってもありがたいことです。このようにSDGsが売りになって販売に繋がり、

出荷先が広がっていけばすごくありがたいと期待しています。 

 

 (2) 河原昌一郎氏からの質問 

河原 日本農業研究所の河原と申します。本日はどうもありがとうございま

した。 

 ２つほど質問させていただきたいのですが、１つは組織問題ですけれども、

風の丘ファームのホーム頁を拝見させていただくと、法人を２つ取っておられ

るのですね。農事組合法人と株式会社と。これはどのようなことなのか、どう

いう使い分けになっているのかということをちょっとまずお尋ねしたいのです

が。それが１点ですね。 

 それから２点目は、ＪＡＳの有機の認証制度、これは取っておられないとい

うことですね。別途、小川町で新しいものをつくって、それでやっていこうか

ということもお考えになっているという話なのですが、ＪＡＳの制度を使えな

いのは何か理由があるのでしょうか。それとまた、小川町でそうしたものをつ

くっていくメリットといいますか、その辺の考え方はどうなっているのか、そ

の辺もう少し詳しくお聞かせ願えればありがたいと思いますが、よろしくお願

いします。 
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田下 最初のお尋ねについては、株式会社風の丘ファームになります。 

河原 農事組合法人ではないのですね。 

田下 はい。あと有機ＪＡＳについては、ＪＡＳ認証は栽培品目が少ないほう

が取りやすいと思われます。提出する書類が少なくてすみます。風の丘ファー

ムでは 80種類から 90種類の野菜を栽培しているので、どうしても提出する書

類が多くなってくる。播種も１週間に１回くらいで、何十種類もの種を播いて

いくので、作業の工程管理が複雑で、現行の有機ＪＡＳ制度の中では、多品目

の野菜生産者には取り入れにくいかなと思います。 

 小川町にはかって一人有機ＪＡＳ認証を取得していた者がいましたが、提出

する書類をつくるのが大変でやめてしまい、現在、小川町では有機ＪＡＳに対

応している人はいません。何か事件があると、生産工程についての書類を用意

してほしいと言われることが過去にありました。食品偽装事件が取りざたされ

たときに、どんな栽培をしているかがわかる書類を後から出してくれという話

もありました。風の丘ファームでは、農作業の日報、それから栽培履歴などす

べてつけてありますので、後から人参がどんな品種でどんな堆肥をつくってと

いった栽培履歴情報を出せるようになっています。 

 この間も取引先の会社がＩＳＯの認証を取得するので、出荷した野菜の生産

証明を出してほしいという話をいただいて、すぐに提出しました。そのような

体制になっています。ただ、農薬等を使っていないという話はしていますが、

それを認証する人が今のところいないです。ですから、できたら役場や農協、

それから買ってくださっている消費者の方などにみていただいて、簡易な認証

制度ができないかと去年から模索し始めました。 

 東京大学の中西徹先生にも去年小川町に来ていただいて、途上国で行われて

いる簡易な認証システムである参加型保証システムについてお話を伺いました。

今日本で行われているのはヨーロッパのコーデックスをもとにした認証制度で、

それよりもちょっと簡易な仕組みとして、生産者、消費者、それから役場や農

協などが参加して認証する仕組みを入れられないかと、ここ数年、役場も含め

て考えていければと思っています。今回、農水省からの補助事業をいただいて

いるので、今年の冬は視察等を行って、数年後にはそういう形での認証ができ

たらいいなと、今模索しているところです。 
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（田家 では、Zoomで参加されている吉國さん、私どもの監事ですが、御質問

があるようなので、お願いいたします。） 

 

 (3) 吉國 隆氏の質問 

 吉國 ありがとうございます。日本農研の監事をさせていただいています吉

國と申します。 

 田下さん、今日は、有機農業について詳しく実践的な経験をお話しいただき、

本当にありがとうございました。いい勉強をさせていただいたと思います。 

 私がお尋ねしたいのは、研修生の受け入れについて冒頭少しお話がありまし

たが、研修生について具体的な人数とか処遇とか、またそれは経営上の労働力

に組み入れて経営管理をしておられるのか、全くそういう常態的な労働力とし

てではなく、単なる研修の機会を提供するということでやっておられるのか、

そこら辺のことを少しお話しいただけるとありがたいと思います。 

田下 現在、２名の者が研修のため入っています。風の丘ファームでは、１

年から１年半ぐらいを目途に研修を行っていて、その後、小川町内外で就農し

ています。研修の内容は野菜栽培の管理、種まきから収穫・出荷、それから農

機具を使いこす作業というところまですべてできるように研修を行っています。 

 研修には最初はまったく農作業をしたことがないという方が多く入ってきま

す。そこで種まき、収穫と様々な作業を覚えていって、小さな草刈り機からト

ラクターでの作業へと様々な農機具を動かして、さらにある程度の機械の調整

や整備ができるところまでを目指しています。 

 昼が長いときは圃場での作業がメインになりますが、夜が長くなる時期にな

りますと若干の座学を入れるようにしています。栽培に関しては、口で話をし

ていくだけではなかなか分からないところがありますので、例えば大根、人参

について去年の栽培履歴などを出して、栽培のポイントとか、栽培の仕方、収

穫の時期などの資料を見せながら全体像が見えるように話をしていくようにし

ています。 

 研修と農作業はほぼ一緒で、作業をしながら研修することになります。最初

のうちは、私とうちの社員、それからもともといた研修生との作業になります
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が、だんだん研修期間が経過していきますと、収穫作業などは組み作業でなく

一人の作業になります。ある程度研修をしてくると収穫作業はしっかりとでき

るようになりますが、風の丘ファームでは 80 種類ぐらいの作物を栽培してい

て、春夏秋冬ありますので、時期が変わると新しく一から、このぐらいのサイ

ズで収穫するといったことを教えながらの収穫作業になります。それから、播

種作業も季節によって蒔く間隔も変わっていきます。そういうものを一緒にや

りながら、播種、栽培管理、収穫、出荷とすべての研修をやりますから、経営

上では作業しているのと同一の形になってきます。近くには農業大学校があり、

年間の授業料を支払って有機農業の勉強ができるようになっていますが、風の

丘ファームでは少人数で濃い研修を行っていると思っています。風の丘ファー

ムでは研修費はいただかないで、作業賃と相殺される形になっています。昼食

はうちの方で用意していますが、週１回程度、研修生が当番で昼食をうちでで

きたものを調理し食べるという昼食会も行っています。 

 ２年以上後からは給付金を貰って「担い手塾」に移行する予定です。以前は、

給付金をもらいながら研修するという形になっていましたが、制度が変わり、

２年後からは指導農家としてさらに作業などをみていきます。 

 

 (4) 堀口健治氏の質問 

 堀口 早稲田大学の堀口と申します。大変勉強になりました。 

 今日は野菜が主の有機の話だったのですが、有機大豆を、お豆腐屋さんとか、

大変出されていますけれども、大豆の除草とか、あるいは害虫、病気とか、こ

の対策はどうしておられますか。 

 田下 風の丘ファームでは、在来の晩生の大豆を栽培しています。今年は黒

豆と在来大豆の２種類です。黒豆が６月下旬の播種、もう一つの在来大豆は７

月上旬の播種になります。黒豆は丹波種から種を採ってきたもので、在来大豆

は千葉県の仲間からもらってきたもので、元は小糸在来になります。小川町で

は青山在来という大豆が多いのですけれども、風の丘ファームではずっとこの

在来大豆を栽培しています。大豆は７月に播種して、10 月からの枝豆の出荷、

11 月に大豆での収穫というような短期栽培になります。播種後、管理機で１～

２回中耕できればベストかなと思いますが、通常、天気が悪くて入れないとい
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うこともあり、管理機で中耕に入れなければ、草刈り機で入ることにしていま

す。 

 害虫として今まで問題になっていたのが、豆ハンミョウとハスモンヨトウ虫

になります、豆ハンミョウは一時すごく増えて葉がかなり食べられ、それが広

がりどうなるか心配しているといなくなります。さほどひどい被害はなかった

です。 

 ただ、以前ハスモンヨトウが大発生して一瞬にして葉っぱが全部なくなった

年がありました。大規模に栽培していた近隣の慣行農家の方の被害が大きかっ

たようです。うちでは大発生してから、その後、天敵が出てきて、しばらくす

ると新しい葉っぱが出てきて、若干収量は落ちたのですけれども無事収穫でき

ました、今までずうっと大豆は毎年栽培しています。減収したのはその年を含

めて２年ぐらいですかね。晩生の大豆になりますので、比較的雑草も出にくい

ですし、虫も出にくいということかなと思われます。在来の大豆は栽培しやす

いとか、虫がつきにくいとかいう特性があるので生き残ってきたのではないか

なと勝手に解釈しているのですけれども。 

 

（田家 時間が押してきましたので、埼玉県の元副知事もいらっしゃっていま

すので、最後に、岡島さん、質問をお願いします。） 

 

 (5) 岡島敦子氏の質問 

岡島 元農林水産省におりました岡島と申します。今日は大変すはらしいお

話を伺わせていただきまして、ありがとうございました。 

 １つだけ質問させていただきたいのですが、有機農業をやっていらっしゃる

方は新規就農者が多いということで、大体、利用権を設定してということでご

ざいます。それで、田下さんのところは法人化され、株式会社ですので特には

問題ないのかもしれませんけれども、ほかの有機農家の方々は、経営の承継は

どのようにされているのでしょうか。永続的に小川町を有機の町にしていくと

いう観点からいきますと、ずっと継続的にどなたかにやっていただきたいと思

うのですが、その辺の承継性ということについてはどのようにお考えか教えて

いただければと思います。 
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 田下 有機農業が日本で始まってまだそんなに長くないので、承継をしてい

くという事例はまだそんなに多くないと思います。しかし、これからそういう

問題を抱えていくのかなと思っています。うちも株式会社にしていったのは、

やはりそういう問題が出てくるということ、会社を引き継いでもらうというこ

とを考えたからでもありました。新しく有機農業を始める人の中には、ある程

度の年齢になってから始める人もおられます。機械を導入しても、子供がいな

ので今後どうするのかということが話題になります。関連して、法人化という

こともお話されていたのですけれども、法人化したからといってすぐに承継さ

れていくわけではないので、経営を承継していくことは難しく重要な問題だと

思います。 

 農業も自営業です。自営業って、やはりどれだけ働くかというところになっ

てしまうと思うのですよね。労働者の方は一日何時間とかいう区割りの中で働

いていくのですけれども、自営の場合、自分がどれだけ働いて何ぼというよう

なところもあって、労働者と自営業者では考え方の差、ギャップというのが結

構あります。法人化して会社にした経営で、いい社員の方がいて継いでもらう

ような話ができていたのだけれども、よくよく話を詰めていくと、借金などの

お金のことや作業時間のことでトラブルが出てきて、承継の話は終わってし

まったということがありました。様々なネックになるところがあるなとすごく

感じています。 

 自分自身も今まで忙しければ朝から晩まで働けばいいというように思ってい

ました。会社組織にしたときに、しっかり時間内に仕事をしてもらって、夏休

みもしっかり取ってもらうという考え方との差をどう埋めていくか、自分たち

の考え方をどう変えていくのかなど、次の人に経営を渡すときに考えておく必

要がある問題が一杯あります。これらをどうするのか、今、自分自身すごく悩

んでいるところでもあります。 

――了―― 
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解  題 

矢 坂 雅 充 

 

１．多様な小川町の有機農業経営のなかの（株）風の丘ファーム 

 埼玉県小川町には現在 70 戸を超える有機農業経営がそれぞれのやり方で有

機農業生産を行っている。（株）風の丘ファーム（以下、風の丘ファームと略す）

は、そのなかでもいち早く法人経営への転換を図り、ビジネスサイズの拡張と

研修生の受け入れ･新規参入者支援で小川町の有機農業を牽引してきた代表的

な経営体である。 

小川町の有機農業はよく知られているように、金子美登氏（2022 年９月 24

日逝去）が築いてきた霜里農場の有機農業を母体として広がってきた。金子美

登氏を太陽として、多くの惑星などが次々に生まれていく惑星系のように、有

機農業の魅力に惹きつけられて多くの人々が集まってきたのである。金子氏は

有機農産物を商品として販売する取引を前提とする農業経営ではなく、農業生

産者が自給分を越えた農産物を消費者に贈与し、消費者がその「こころざし」

にお礼をするという「お礼制」を実践してきた１）。生産者と消費者は商品の取

引ではなく、贈与とお礼を交わすことで気持ちを通い合わせることができる。

生産者の有機農業への想いは、この「お礼制」のもとではじめて消費者と共有

されるということだろう。こうした生産者と消費者がともに支え合うという理

念は、霜里農場で研修を受けた有機農業生産者だけでなく、各地の有機農業生

産者や消費者グループにも広がっていった。小川町では有機農業生産者をメン

バーとする緩やかなコミュニティともいえる「小川町有機農業生産グループ」

が形成され、有機農業を接点とする住民や、小川町やその周辺の食品加工事業

者などにも交流や支援の動きが広がっていった。 

もっとも小川町で有機農業生産を行う人々の経営規模や栽培作物、そして有

機農業を通じて実現しようとしている目標や方向性は同一ではない。太陽系の

惑星が様々であるように、それぞれの経営スタイルの独自性が際立っている。

小川町は中山間地域にあり、平坦な農地で限られた作物を大規模に栽培する条

件には恵まれていないので、小さな圃場で自給用の稲や多種多様な野菜を栽培

する有機農業経営も少なくない。かつてこれらの有機農業経営を①若手挑戦型、
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②ライフスタイル重視型、③定年後生きがい型、④兼業安定型、⑤経営確立型

と分類したことがあるが、それだけでは括れないほど個性的で多様な有機農業

生産者が小川町に集まっているといえよう２）。 

風の丘ファームの田下隆一氏は金子氏の霜里農場で研修し、40 年近く前に有

機農業の独立自営経営を始めた。小川町で新規就農した第一世代の有機農業生

産者ということになる。当初は養鶏による有畜複合経営、残渣などで発生させ

たメタンガス利用なども導入し、霜里農場の取組をなぞらえながら、自らの経

営スタイルを模索していった。それは誤解を恐れずに言えば、金子氏が実践し

てきた有機農業のあり方をふまえながらも、有機農業で充分な農業所得が得ら

れる自立経営への途を切り拓いていく過程であったといえよう。 

一定の所得水準が確保される農業経営を築くために、田下氏は積極的な農地

借入、機械化の導入、有機栽培技術の向上、販路の開拓といった連鎖的に生じ

る課題に対処しながら、独自の有機農業経営のスタイルを築いてきた。近隣の

農家から営農への姿勢をつうじて信頼を獲得して借地を拡大し、今日では小川

町で突出して大きな経営面積の有機農業生産者になっている。コロナ禍の影響

を受けながらも、経営規模や栽培技術、農産物の販路などについての見通しは

ほぼ安定しており、前掲の経営類型でも風の丘ファームは「経営確立型」に分

類された。多様な展開を遂げてきた小川町の有機農業経営のなかで、風の丘フ

ァームは魅力的な有機農業経営の展開方向を具体的に示してきたのである。霜

里農場が職人タイプ・定常システムの有機農業経営モデルであるとすれば、風

の丘ファームは経営者タイプ･発展システムの有機農業経営モデルとして位置

づけられるであろう。 

 

２．特筆すべき風の丘ファームの特徴 

農産物の栽培や出荷作業などの機械化、除草･防虫などの多様な技術導入、常

勤･非常勤の従業員を雇用する法人経営への転換など、他の有機農業経営に先

んじて先駆的な技術革新や組織作りに取り組んできた。なかでも風の丘ファー

ムが独自の有機農業経営のスタイルを確立していく契機となったのは、講演の

中でも詳しく説明されている有機農産物のユーザー･販路開拓と病虫害･雑草防

除のための積極的な技術導入であろう。 
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（１）自然食品店などへの販路開拓 

田下氏は講演の中で「出来たものを売るのではなく、売りたいものを売りた

いところに売るために作る」ことが欠かせないと指摘している。有機農産物だ

から見た目が悪くても、泥がついていても仕方ないという甘えは許されないと

いう。たとえば自然食品店の棚に並べてもらうためには、計画的に栽培･収穫し

た有機農産物をきちんと洗浄して選別・包装して出荷する必要がある。そのた

めに規格外となるようなものは加工原料に仕向けたり、調理のプロであるレス

トランのシェフに引き取ってもらったりする。 

このように安定的･計画的に出荷できるような栽培体制を整え、きれいで見

栄えよく出荷することにも丁寧に配慮するようになったのは、出荷先の多くが

自然食品店やレストランで占められるようになったからであろう。有機農産物

生産を増やすためには野菜ボックスの宅配や農産物直売所といった販路では対

応できない。出荷量の増大に応じて、自然食品店をはじめとする小売店やレス

トランなどの販路を広げる必要があり、そのためには受注時に求められる品質

と数量での出荷を担保しなければならない。こうして有機農産物ユーザーが望

んでいることに可能な限り対応し、多くのレストラン・シェフとの交流を積み

重ねて、厚い信頼関係を築いてきたようだ３）。レストランや自然食品店などへ

の出荷対応が標準化され、個人宅配向けのされる野菜ボックスや農産物直売所

で販売される野菜も自然食品店で販売されているものと遜色ない。 

風の丘ファームを信頼して野菜ボックスを購入している消費者の中には、そ

れほど野菜が洗浄･包装されていなくて構わない、収穫された野菜の豊凶など

で送られてくる野菜が特定の作物に偏っていてもよいと考える人も少なくない

と思われる。しかし、田下氏は「野菜ボックス販売には落とし穴がある」とい

う。野菜ボックス向けの販売で野菜の過不足を調整しても、それで消費者との

信頼関係が損なわれるわけではないとしても、有機農産物を安定供給するため

の技術向上は望めなくなってしまうからだという。有機農業の技術向上や作業

の効率化によって、高品質の有機農産物を提供することへの想いが風の丘ファ

ームの有機農業生産を支えてきたように思われる。 

（２）有機農業の栽培技術 

有機農業の大きな課題とされてきた病虫害･雑草防除の技術向上や手作業の
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機械化･省力化などに田下氏は一貫してつねに関心を寄せて、頻繁に専門家を

呼んで勉強会などを開いてきた。踏み込み温床といった伝統的な技術にこだわ

るだけでなく、バンカープランツ、リビングマルチ、太陽熱消毒などの有機農

業ならではの栽培技術を定着させている。かつては農業改良普及センターも有

機農業への関心は薄く、有機農業の技術に関する情報は有機農業生産者の仲間

などから得るしかなく、新しい技術を求めて専門家に直接問い合わせることも

必要だった。有機農業の技術はまだ開発途上にあるといってよいのだろう。風

の丘ファームでも上述の技術によって、有機農産物の安定的な生産と品質の向

上は格段に高まっている。それでも病虫害･雑草防除には限界があり、田畑の様

子を観察しながら独自の工夫や改良を加えている。 

こうした風の丘ファームの有機農業の技術向上の経過をふまえているから

であると思われるが、農水省のみどりの食料システム戦略のなかで有機農業に

関する技術の確立が謳われていることに田下氏は大きな関心を寄せている。農

業機械や生産資材の開発、保管･食品加工などの技術革新によって、既存の枠組

みを越えた有機農業の展開に期待しているのだろう。種苗交換や踏み込み温床

づくりなどの民衆知の活用と新たに導入されていく有機農業の技術を融合させ

て活用する現場の技術力に期待している。 

（３）新規参入者への支援 

 田下氏夫妻が長らく努力を傾けてきたのが、新規参入者への支援である。金

子氏の霜里農場は多くの有機農業生産者を育んできており、田下氏も同様に有

機農業に新規参入しようとする人には研修から自営独立、その後の経営サポー

トに至るまで丁寧な支援に当たっている。新農業人フェアや小川町オーガニッ

クフェスタでの就農相談会などに積極的に参加し、最近では全国農業会議所の

オンラインセミナーなどでも小川町での有機農業への新規参入の魅力を訴えて

いる。 

金子氏からは有機農業の理念や考え方を学んだという有機農業生産者が多

かったが４）、田下氏は研修に当たってより実践的な支援を重視しているように

見受けられる。風の丘ファームでは有機農業の栽培技術習得への手助けだけで

なく、農業機械のメンテナンスや栽培計画の策定といった農業経営者が日々必

要とするノウハウなどを指導している。研修生が小川町で新規参入する際には、
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新たに耕作する借地の紹介や又貸しにも積極的に対応している。新規参入者が

借りられる農地は耕作放棄地や土地条件の悪いところが多い。新規参入者には

その農地の条件を的確に評価する能力がないので、田下氏が土壌や水はけ、日

照時間などをふまえて農地条件の評価を伝えている。さらに条件の悪い農地を

充分な栽培技術を身につけていない新規参入者が耕作すると、就農を継続でき

ないような失敗に見舞われるリスクが高いので、風の丘ファームが耕作してい

る農地を又貸しすることもある。風の丘ファームは様々な農地を耕作してきた

経験をふまえて、当該農地の地力回復など肩代わりして、新規参入者の大きな

初期リスクを軽減している。 

このような新規参入者への配慮は、田下氏が積極的に関わっていた小川町有

機農業生産グループの販売部での活動にも表れていた。有機農業生産グループ

の有志で設立された販売部では、受注した有機農産物をメンバーで共同出荷し

ていた。その際、出荷希望数量が受注量を上回るときには、新規参入者から出

荷量を割り当てて販路の確保を保証する仕組みを導入していた。新規参入した

当初は野菜ボックスの購入者なども少なく、有機農産物の販売先に苦労する人

が多いことをふまえた措置であった。新規参入した当時、出荷しうるような有

機農産物を収穫することがなかなかできなかったそうであるが、収穫された野

菜を親戚や友人に配達して販売したという苦労はそれ以上に辛かったのであろ

う。 

いま一つは、有機農業に未来を託そうとする人たちの多様性を担保する大き

な役割を果たしてきたことであろう。金子氏の理念をふまえながらも小川町に

は様々な有機農業生産者がいる。それは金子氏の寛容さを示しているとともに、

風の丘ファームが独自のスタイルで有機農業を展開していく一つのモデルにな

っているからであろう。もとより有機農業経営を志す人たちの動機やきっかけ

はきわめて多様である。霜里農場での研修から巣立った第一世代の田下氏がさ

まざまな有機栽培技術を導入し、レストランや自然食品店などに新たな販路を

見いだしていく姿勢は、有機農業を目指す研修生に大きな勇気を与えてきたに

ちがいない。霜里農場のスタイルとは異なる有機農業経営を確立してきた田下

氏はときに批判されることもあったが、その独自の有機農業経営の方向性を追

求する姿勢に守られて、有機農業を営む第三世代、第四世代の有機農業生産者
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がさらにそれぞれのバックグラウンドを活かした独自の経営スタイルを追求す

るようになったといえよう。風の丘ファームは小川町の有機農業経営の多様化

の源泉にもなっている。 

ちなみに小川町の有機農業生産者が三桁になろうとしている中で有機農業

経営の多様性が際立つようになり、それは生産者の組織的なつながりを弱めて

いるようにもみられる。しかしその一方で、様々なタイプの有機農業経営があ

ることで、生産資材の高騰や労働力不足、さらに消費者の購買意欲の変化とい

った有機農業を取り巻く環境変化が絶えず生じても、地域として有機農業生産

を続けていく基盤ともなっている。次々に新しいタイプの有機農業経営が展開

しつつあることが、小川町の有機農業の魅力であり、強靱さである。 

 

３．新たな挑戦 

風の丘ファームがこれから取り組もうとしている新たな挑戦についても少

しふれておこう。まず、有機農業生産をめぐるいっそうの技術の向上と確立で

ある。地域の農家から農地貸出需要が今後さらに大きくなり、風の丘ファーム

は経営面積の拡大に対応せざるを得なくなっていく可能性がある。しかも他の

地域でも積極的に有機農業の振興が図られ、有機農業に関心をもつ研修生や社

員として有機農業に従事しようとする人を小川町に呼び寄せることが難しくな

っていくことも想定される。限られた労働力で、より広い農地で有機農業を行

っていくための省力化の技術開発や機械･設備の導入は、風の丘ファームにと

ってそれほど遠い将来の課題ではない。経営面積が大きく、雇用労働力に支え

られているだけに、有機農業技術の確立を施策目標として掲げるみどりの食料

システム戦略への関心は高い。トンネルの被覆資材やマルチとして利用される

農業用ビニールの削減や生分解性マルチなどへの代替といった環境対策はすで

に重要な問題として認識されている。風の丘ファームに求められつつあるのは、

有機農業に適した病虫害･雑草防除の技術だけでなく、地域社会の農地保全や

環境対策といった課題に応えるための技術革新であるといえよう。風の丘ファ

ーム単独での解決はいっそう難しくなり、行政との連携や政策要求のためのノ

ウハウも必要になってくることが想定される。 

いま一つは、円滑な経営継承である。新規参入で有機農業に携わるようにな
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った生産者の多くは、世襲的な経営継承を当然視することはなく、第三者経営

継承を現実的な手法として認識していることが多い。田下氏もいずれ社員に経

営を譲ることを予定しているという。田下氏は質疑応答で第三者経営継承が負

債の継承をともない、急遽頓挫した事例に言及している。継承に際して多額の

負債があることがわかり、継承希望者が負債の継承に難色を示したのである。

負債をすべて返済してから第三者経営継承を行うということも考えられるが、

持続的な農業経営を実現するためには、常に一定の投資が求められ、その結果

として負債ゼロの経営を実現するのは容易ではない。負債の保有を避けるため

に投資を中断してしまえば、それだけ継承される農場の運営は難しくなる。 

また風の丘ファームでは消費者や自然食品店･レストランなどの出荷先との

信頼関係の継承も欠かせない課題となる。農業経営の継承とともに有機農業の

継承という課題が加わることになるのである。第三者経営継承は有機農業経営

に限った問題ではないが、社員が経営者としての自立していくための指導や教

育、資産･負債についての適正な評価に加えて、有機農業経営についての考え方

の摺り合わせも必要になるだろう。 

霜里農場は養子縁組という形で第三者経営継承を行っており、それは慣行農

法の農業経営よりも有機農業経営では第三者経営継承はより難しいことを示し

ているといえよう。また経営継承に際して借入農地の再編合理化が行われた場

合や経営継承者がいないために有機農業経営が廃業した場合、それまで耕作さ

れてきた農地を他の有機農業経営が借り受けるといったマッチングを行うこと

が望ましいが、相当に難しいだろう。個別農家での対応ではなく、既存の有機

農業生産者、研修生、新規参入希望者などでの協議や調整が必要になるにちが

いない。むろん、フランスの有機農家が、子どもでも第三者でも、農場をより

高い価格で購入する人に農場を譲り渡すという考え方もあり、調整によるマッ

チングを絶対視することはできない。そのような客観的な視点も継承をめぐる

わだかまりを排除するためには必要だろう。 

田下氏がこれから取り組もうとする風の丘ファームの円滑な第三者経営継

承は、農場の経営資産･負債の評価、農業経営者能力の指導･継承、有機農産物

の出荷先との信頼関係の継承、さらに農地利用の継承･再編といった広範な課

題に関わっていくといえよう。風の丘ファームの第三者経営継承は小川町の有
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機農業の持続性をどのように担保していくのかということとも関わっており、

今後どのような考え方、仕組みでこの問題が検討されるのか注目したい。 

 

注 

 

１）金子美登氏が実践してきた「お礼制」の経緯、仕組みや評価については、折戸えとな『贈

与と共生の経済倫理学』ヘウレーカ、2019 年を参照されたい。折戸氏は「「お礼制」と

は、生産者と消費者が直接に関係を取り結び、両者が農産物の授受を行う仕組み」で「有

機農業運動が生み出した産消提携の形態」の一つであるとしている。非市場的な贈与と

いう関係にもとづく「お礼制」では、生産者の想いや気持ちが消費者に伝わり、両者の

関係は商品の売り手・買い手という立場ではなく、友愛で結ばれた同朋としての関係が

生まれるということだろう。 

２）東京大学経済学部矢坂ゼミナール「多様で持続的な有機農業にむけて－小川町有機農業

生産グループ アンケート調査報告」2022 年３月を参照。 

３）風の丘ファームの facebook などにもレストラン･シェフとの交流の様子が掲載されてい

る。 

４）前掲「多様で持続的な有機農業にむけて－小川町有機農業生産グループ アンケート調

査報告」参照。 
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