
 

 

 

 

 

 

 

消費者ニーズに応える 

水稲の多品種栽培と６次産業化の取組 

 

講師 佐々木 均 氏 

 

（農事組合法人仙台イーストカントリー代表） 

 

[令和４年 10 月 31 日開催] 

 

 

解題 河原 昌一郎 



司会（田家） 日本農業研究所第４回講演会を開催したいと思います。な

お、本年度最後の講演会となります。 

 本日は、宮城県仙台市から農事組合法人仙台イーストカントリー代表の佐々

木均さんにお越しいただいております。「消費者ニーズに応える水稲の多品種

栽培と６次産業化の取組」というタイトルによって講演していただきます。 

 講演内容は、当研究所の研究員による解題を付しまして、私どもの調査研究

誌であります「農業研究」の別冊で編集し、全国の大学の図書館などにお送り

します。どういう方に御講演いただくかは私どもの研究員で相談しまして候補

者を選定し、お願いをしてという次第でございます。 

 佐々木さんの法人は、令和３年度の農林水産祭で天皇杯を受賞されておりま

す。経営的にまさにトップランナーとして卓越した実績を上げられておりまし

て、私どもにお話しいただけることは大変名誉なことと思っております。 

 同時に日本農業研究所には大変うれしいお話だと思っております。東日本大

震災による震災からの復興につきましては、震災直後から濃密にいろいろな方

からお話をしていただきまして、また宮城大学教授の森田先生に研究員となっ

ていただき、定点観測的に報告を頂いています。 

 今回、震災を乗り越えられて、日本農業のトップランナーとして発展してお

られる佐々木さんのお話を私どもの関心のシリーズの中に加えることができる

ことは大変意義があると考えております。 

 講演会は２時間予定させていただきまして、お話の後質疑を行いたいと思い

ます。恒例によりまして質疑の冒頭は、解題していただく河原研究員にお願い

することに致しております。御了解いただきます。 

 Zoom で参加していただいている皆さんからも質問をお願いしたいと思いま

すが、できればチャット等で質問がある方は教えていただければ、効率的に対

応できると思います。 

 では、佐々木さん、よろしくお願いいたします。（参考資料：別添「消費者

ニーズに応える水稲の多品種栽培と６次産業化の取組」） 
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Ⅰ 講  演 

 

１ はじめに 

佐々木 仙台イーストカントリーの代表をおおせつかっております佐々木

と申します。本日はこういった場にお招きを頂きまして、10 年間やっとの思

いでやってきたことが伝わればなと。また、今後に向けて農業はどのようにし

たら一番いいのかという原点に戻りながら今経営に当たっています。この辺が

伝わればと思っています。よろしくお願いいたします。 

 きょう同行しているのは長女です。三女も法人に入っておりまして、家族経

営的な法人の中に３家族入っていまして、その中で農事組合法人ということで

行っています。よろしくお願いいたします。 

 では、初めに仙台イーストカントリーの場所、位置図をお話ししていきたい

と思います（別添資料１頁）。当社がある宮城県仙台市は、宮城県のほぼ中央

に位置しておりまして、東部には仙台平野と言われる平坦な水田地帯が広がっ

ております。西部は山岳・丘陵地帯が続く中山間地域となっております。 

 よく言われますが、400 年前にも同等の津波が来たと言われておりまして、

伊達政宗の時代だったそうです。それで屯田兵として仙台平野に雇い入れて、

被害に遭った水田を耕しながら、平坦なところで脈々と水田を作って稲作に当

たってきた地域でもあります。そのために海側に貞山堀という堀がありまして、

あと広瀬川という川がありまして、それから水を引いて仙台平野に水を張って

おります。東部の面積は昔 3,000ha。いろいろと宅地化が進みまして 2,000、

中山間地域が 3,000、合計で 5,000haという農地となっております。 

 農業の作物は水稲が中心になっておりまして、大豆、野菜や畜産など、様々

な農業が展開されています。平成 23 年３月に発生いたしました東日本大震災

により、沿岸部の農地約 1,860haが津波の被害を受けました。そのほとんどが

作付不能となりましたが、その後の懸命な農地復旧工事の取組によりまして、

ほとんどの農地が復旧しています。 

 仙台イーストカントリーは、海岸から約３キロの位置にありまして、津波の防

波堤となってしまった仙台東部道路という有料道路なのですが、そのすぐ海側に

ついておりまして、津波の甚大な被害を特に受ける結果となってしまいました。 
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２ （農）仙台イーストカントリーの概要 

（経営理念） 

 当法人は、一人一人の食に応えられる農業を目指しておりまして、経営を行

っています。これは作るところから食べるところまで、需要者のニーズに合っ

た水稲の多品種栽培と地域で培ってきました「みそ」作りを生かして、６次産

業化の取組に震災からの地域の復興に取り組んでまいりました。 

 経営の理念といたしましては（３頁）、震災により津波被害を受けた農地を

引き受け、仙台平野の水田を復興させ、守りながら 50 年後の未来も農業を続

けられることと、地域に根差した、明るく前向きに胸を張って農業に取り組み、

「自然との融合」をキャッチフレーズに、安全・安心な米や農産物を大切に育

て上げ、自信を持って消費者に届けることを理念としておりまして、経営に取

り組んでおります。 

（シンボルマーク） 

 仙台イーストカントリーのシンボルマークですが（３頁）、表現しているも

のは仙台平野という大地のエネルギー、すなわち緑の泉から誕生する天恵の作

物。さらにその造形は奮起し躍動する人の姿を表して、農業に従事する生産者

の誇りと気迫が込められております。 

（経営部門―生産部門と加工・販売部門） 

 経営の内容は大きく２つに分かれています（４頁）。生産部門の経営規模は、

全体で約 80ha、水稲が約 45ha、大豆が受託を含めまして 15ha、飼料米が 13ha、

作業委託が８ha、稲わらの収集が作業面積で 137ha行っております。 

 ここで委託面積８ha となっているのですが、これはもともと当法人が作付

をやってきたところでありまして、法人から車で 40 分ぐらいかかるところな

のです。そこに８ha ほど頼まれた農地がありまして、そこに震災後、そっち

まで足を運ぶチャンスがなくて、なかなか行けなくなったということで、農事

組合法人泉をつくり、その方々に作業を委託して作ってもらっています。 

そうでないと、例えば、水管理を１人雇って、そこに足を運んでもらうと

して、８ha 全部水をかけようとすると、現場に居住している者ではないため、

いたずらされます。土のうで止めて水をかけるのですが、30 枚ぐらいの田ん

ぼをずっとかけて、最初にかけたところに戻ってくると土のうが外されている
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というようなことがありました。現場に居住している者ではないとうまく行き

ません。 

 そういう状況の中で、私が個人的に頼まれて作ってきたところであるため、

出作して目いっぱい頑張って対応してきましたが、震災後どうにもならなくな

り、泉の法人にお願いしたということで、これが作業委託 8ha(760a)となって

います。 

 加工販売部門では、イベント販売に加えまして、おにぎり、みそ、惣菜を現

在 14 ヵ所に販売しております。アンテナショップを兼ねて農家レストラン、

おにぎり茶屋を経営しています。 

（役割分担） 

 役割分担の組織図（５頁）に入りますが、原則的には構成員全て理事として

おりまして、それぞれが責任を持って経営に参加しております。特に６次産業

化部門の販売加工部は、私の妻ですが、佐々木千賀子が担っております。また

定款を変更していませんが、新たに販売加工部で働いている女性を構成員に加

えまして、理事として活躍していただくこととなっております。 

 ただいま農協からも出資を受けていまして、農協を入れると 14 人なのです

が、実際に理事は 10 名、監査役として理事と同等に３名ということで、１週

間に１回ぐらいは来ていただいて農作業にも参加してもらっているのですが、

別の部門で見てもらっているのです。経営的な部分、数字の部分とか、他企業

との連携を図るときに相談役として受けてもらっております。 

 震災後、気仙沼というところから私どもの震災のときに壊れたものを建てて

もらったりいろいろあったのですが、その社長さんと話が通じまして、そちら

に土木作業員の方々に供給する米を納めたり、漁業と農業をマッチングして、

魚弁当みたいなものができないかとか、そういった構想をつくるときにいろい

ろとお話を受けたり、農業者になりたいというときに、新規就農者を育てるの

にはどうしたらいいかという部門で、専門の方を１人社員にいただいておりま

す。 

 今後、さっきお話ししたとおりに女性の理事を増やしながら、構成を変えて、

加工にもう少し力を入れていきたいと思っております。 
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（関連施設・機械） 

 関連施設・機械です（６頁）。訂正をお願いします。表では、田植え機が８

条、２台となっていますが、１台処分して、現在は１台です。コンバインは６

条刈りなのですが、震災後用意したのですが、稼働率がすごいのでぼろぼろに

なって壊れてしまって、新しく取り替えたということで、１台で行っておりま

す。トラクターが３台と、２台となっているのですが、タイヤだけではなくて

湿気に強いところに入れるようなトラクター２台を用意しております。田植え

機が８条の１台、多目的田植え機が８条で１台ありまして、これが外すと直播

にもなる。普通に移植もできるという田植え機械でございます。乾燥機が４機、

トラックが２台ということで、農家レストラン、みそ加工施設、乾燥調整施設、

パイプハウスということで、こういった施設を持っております。 

 何といっても農業機械にかなりお金がかかるということで、耐用年数がトラ

クターなどは７年なのですが、あっという間に過ぎてしまいます。特に高いな

と思うのはコンバイン、１台 1,500万以上いたしまして、大体４年から５年で

だめになる。稼働が多過ぎるのです。私どもの近くにできた法人が集落営農か

ら立ち上がった法人なのですが、普通ですと３台、４台と持っています。それ

と同時に１台増やすごとに２人、３人と人員がつくことになるので、人件費と

かを考えてやっていくと私たちは到底できないので、自分たちで刈取りした部

分は自分たちの施設で全部玄米、白米に仕上げるということですので、長期間

にわたって刈取りを実施するということになっております。そのために後から

出てきますが、多品目栽培を行っております。 

（年間の作業体系） 

 年間の作業体系はこのようになっておりまして（７頁）、生産部も販売加工

部も年間を通じて仕事が途切れることは全くありません。販売加工部は朝早く

からの仕事になりますので、それぞれの部の専従になっております。間違って

いる部分がちょっとあるのですが、鉄コーティングに関しては２月から３月に

やっております。１月までの作業工程が入っていないのですが、耕運がここに

入ってきます。代かきが４月末から始まるのですが、５月の中旬まで代かきが

入ります。ということでちょっとずれているのですが、年間を通して目いっぱ

いのスケジュールでなっておりまして、今年も刈取りは 10月 24日に終了して、
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乾燥調整がやっと終わった状況です。その後、２日ぐらい前から稲わらの収集

を行っているということになっております。農家レストランは日曜日と月曜日

がお休みということでやっておりまして、年中忙しくやっております。 

 特におにぎり屋ちかちゃんという名前でやっていますので、そこで食べてい

ただく分はその場で握ってお出しするのですが、弁当とか惣菜とかみそとか米

という部分を他店舗でお借りしながら販売しています。それが 14 ヵ所ほどに

なってきていますので、うちの女房は朝２時に起きて、それで皆さんが来るま

でに米を炊き上げる状態にしている。上がったところに朝早く来ていただける

従業員の方々に出社していただきまして、おにぎりを握り始めるということで、

必ず手で愛情を込めて握りなさいということなので、手で握っていただいてお

ります。朝仕事で全部やるということでやっていますので、結構忙しくなって

おります。 

（これまでの経緯） 

仙台イーストカントリーのこれまでの経緯なのですが（８頁）、第１次生産

調整、先生方ですから御存じだと思うのですが昭和 45年頃、私も 20歳代ぐら

いでまだ若かったのですが、親父がそういうことの組織づくりを県内でも早く

始めて、宮城県でも生産調整に当たったのが早かったのです。麦、大豆、水稲

の３品目をローテーションで作っていたというのがありまして、集落内の方々

の転作部門に関して４軒に任せられて、そこから農地の集積が進んできており

ます。 

 それと同時に大豆を作っていたわけですが、大豆を作るだけではだめだとい

うことで、このときから加工部門が始まっています。各々の家で味噌作りをし

ていたのですが、作るときにはみんなでやりましょうということで、私の家に

寄っていただいて、一斉に仕込みが始まって、たるを各自が持っていって手入

れをするという仕組みで、神屋敷仕込味噌クラブを結成しました。当時、仙台

農協味噌ということで販売しておりました。仕込み味噌と熟成した味噌と２つ

に分けて販売しておりました。当時、農家の方々は自分で仕込むのが大変にな

ってきまして、100キロだ、60キロだということで、１たる、２たるというこ

とで皆さん持っていって作っていただいておりました。 

 こういう流れでやってきたのですが、稲わらも平成 12 年に仲間４名で始ま
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っております。亡くなった遠藤睦志さんというのは、津波は入らなかったので

すが、地震ですっかりだめになって、明日家ができるというときに心臓発作で

亡くなってしまったのです。そのときから、任意組織のイーストカントリーを

設立して、その後仙台イーストカントリー設立となってきております。 

 又、平成 19 年に神屋敷集落組合を設立しております。水田経営所得安定対

策を契機に水稲プラス大豆の経営をスタートさせております。 

 翌年ですが、集落組合から法人化しまして、農事組合法人仙台イーストカン

トリーが仙台市では初めての集落型農業法人の第１号となっております。震災

後、着々と自分たちの目標に向かっていろいろとやってまいりました。 

 

３ 生産部門―水稲の多品種栽培の取組 

 続きまして生産部門ですが、初めに水稲部門と転作稲わら部門ということで

お話をしていきたいと思います。 

（生産状況） 

 10 頁は、近年の生産状況ということで、水稲、大豆とも令和２年には農地

の整備後に栽培した大豆を除きまして、毎年ほぼ県の平均単収より多く収穫し

ています。今年の部分はまだデータを整理していないのですが、作況どおりか

なと思っていまして、仙台、宮城県、大体 100 ということで、520～540 キロ

の間かなと思っております。飼料米は 600キロを超えています。飼料米は専用

種と普通の主食用の２種類を作付しております。専用種はべこあおばというの

を今年初めて作ったのですが、すごい粒の大きさで、収穫量が多いということ

で、それを作っております。稲わらは去年のデータですと 10ａ当たり２個ぐ

らい平均で取れております。 

（特徴的な水稲栽培の取組） 

 当法人の特徴的な水稲栽培の取組です（11 頁）。低コスト、省力化に向けた

取組なのですが、鉄コーティング種子による淡水直播と育苗箱全量施肥に取り

組んでおります。また、遠隔地の水田では水位センサーによりまして管理を行

うなど、省力化と農繁期の労働力分散につないでおります。また、多品種栽培

により収穫時期を分散することで，計画的な収穫作業を実現し、適期刈取りに

よる品質向上や機械、施設の効率的利用につなげております。 
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 先ほどお話ししましたが、泉の遠いところには水位センサーを取り付けてお

りまして、ＮＴＴドコモと契約を結んで、気温と雨の量と水位が一目で分かる

ようになっておりまして、そのおかげで水がなくなったから水かけに行かなけ

ればだめだということでうまく使っております。 

（水稲の多品種栽培の取組） 

 後で出てきますが、11 品種を作っておりまして、それに加えまして普通移

植と直播ということがありますので、そういったことから 13 分類みたいにな

っておりますが、機械とか施設の効率的な利用にうまくつなげたいということ

で執り行っております。 

 12 頁は多品種栽培の流れなのですが、皆さん御存じでしょうか。１番の五

百川というのは超早場米なのです。福島県の五百川地区というのがあるのです

が、そこのコシヒカリの突然変異なのです。それが早目に出穂し、３回目の草

刈りをしないで、令和４年度は８月末に刈取りをしました。 

 まなむすめというのもありますが、業務用に作っております。 

 ひとめぼれは、直播も行っております。 

 あとササニシキ、今売出し中のだて正夢という品種。金のいぶきは御存じで

しょうか。玄米でそのまま食べるものです。 

 ７番目がつや姫、山形のお米ですが、宮城県では環境保全米でないと山形県

から種子を譲ってもらえないということで、全部環境保全米で作っております。 

 あとはミルキークイーン、甘い感じのお米です。 

 そして、飼料用米、夢あおば、これにまなむすめも飼料用米として使ってお

ります。 

 あとはみやこがねもち、宮城県の独特の餅のおいしい種類です。 

 11 番がこもちまるというのがあるのですが、３年ぐらい前、宮城県の試験

場でやっと出来上がったのですが、硬くならないのです。３日ぐらい置いても

餅が硬くならないという品種です。 

 こういう多品種を作っておりますので、それぞれに作付の種まきのときから

いろいろと考えを持ちながら、ステージをどうしていくかということが大変に

なってきます。そのためにも次の担い手にもどうしたらいいと振っておいて、

この時期にこうしてということで、一回クリアすれば、普通は２～３種類のも
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のを作っているのですが、作って、刈り取って農協に打って終わりというのが

普通の農家だと思います。私どもはそうではなく、作ったものを最後まで面倒

を見て、消費者の方々のお口まできっちりと運びたいということですので、そ

れぞれの需要に合った多品種栽培に取り組んできております。 

 品種ごとの栽培スケジュールですが、13 頁です。５月上旬に移植いたしま

して、一番最後には５月下旬なのですが、飼料用米等が田植え時期に移植、あ

るいは直播ということで執り行っております。栽培スケジュールに従って作る

ということが大変重要だと思っております。 

14 頁ですが、消費者ニーズに合わせた品種ごとの主な用途ということで、

品種と栽培法を組み合わせることによりまして、同じ品種でも異なる食味を作

り出しておりまして、近年、健康志向に合わせて胚芽が大きく、玄米でもおい

しいと言われる金のいぶきや、若い方に好評な宮城の新ブランド米として「だ

て正夢」なども栽培しております。お客様の多様なニーズにきめ細かく対応し

ていきます。 

 具体的にはここにありますように、五百川は一番早く収穫されるので、今年

の米の味を一番最初に知ってほしい方々に全国に送ってしまいます。いつもお

世話になっている企業の人たちとか東京の方々とか北海道にも送っているので

すけれども、いろいろな面でお世話になっている方々に振る舞いといたしまし

て送る。また、どこも新米を食べていない時期に送って食べていただいて、そ

れぞれに今年の米の味わいを聞かせていただいております。新米としてブラン

ド化しております。 

 順番にこのようにまなむすめは業務用、ひとめぼれは飽きない、ホテル用と

してやっております。 

 ササニシキはなかなか出ていかないというのもあるのですが、こだわった人

たちがいまして、どうしても少しだけ作る必要がある。 

 だて正夢は、県が今力を入れておりまして、上品なもちもち感ということで

作っております。 

 環境米のつや姫、さっき言ったとおり、これはすし用としてすし屋さんに提

供しています。 

 また、ミルキークイーンは粘りと甘みの強い米でありまして、甘酒にも利用
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していまして、ブレンド米として業者の方々は使っているようです。ひとめぼ

れとミルキークイーンを８対２ぐらいにすると甘みが出ておいしいと。 

 飼料用米はさっきお話ししたとおりで、ひとめぼれは直播のものを自社のお

にぎり米として提供しております。ひとめぼれの直播だけをおにぎり茶屋で売

っております。おにぎりに握っていただいておいしく頂いているのですが、皆

さんおいしいと言ってくれるのです。何で直播はおいしいのかなと思うのです

が、暑い時期を避けたときに一番光合成を取っているのかなと。寒暖差がつき

やすい時期、夜になってくると温度が下がる頃に、ちょうどいい状態のときに

育ってくるということで、おいしさが普通の移植とはちょっと違ってきます。

みんなと食べ比べをいつもするのですが、やはり直播のひとめぼれのほうがお

いしいですねとなってきております。 

 みやこがねもちはさっきお話ししたとおり、こもちまるも冷めても固まりに

くいということで、高いところから投げると硬い餅になっているとぶつかって

痛いのです。これだと当たっても大丈夫なので、いろいろな使い方があるとい

うことでやっております。冷めても硬くならない、おいしいということです。 

（多品種栽培に取り組んだ経緯） 

 15 頁ですが、多品種栽培に取り組んだ経緯といたしましては、平成 20 年に

法人設立当初は 38ha の経営面積だったのですが、平成 22 年には 60ha と大幅

に経営面積が拡大したため、効率的な機械利用や作業適期等の観点によりまし

て、良質米８品種の作付や直播栽培に取り組んだことが契機となっています。 

 震災後は、法人立ち上げのときからのステージの中にあったのですが、自分

たちの店をつくりたいという計画を持っていました。平成 25 年頃にはつくり

たいということで、最初から計画していたのですが、６次化部門を強化するこ

とによりまして、消費者ニーズに対応した品種も導入したため、11 品種の多

品種栽培となってしまいました。面倒ですけれども、嫌がらずにきっちりと作

っております。 

（多品種栽培での工夫） 

 16 頁ですが、多品種栽培で工夫している点といたしましては、震災後、

80ha の土壌が全て同じというわけにいかないので、２メーターほどえぐられ

た農地もあるのです。そういうところには山から山土を持ってきて埋めた。と
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てもではないですけれども、土壌が悪い。そういうところもあるのです。私ど

もが作っている一番多いところで１枚の田んぼが１ha、小さいところが 50ａ

ということで作っておりますが、１枚の田んぼにも場所場所で生育の仕方、土

壌が違ってきているのです。それをいかに早く分かるかということが大変重要

になっておりまして、多品種栽培で工夫しているのは、土壌に合った品種を作

付することによって、肥料があまり要らない品種があるのです。特に餅とかサ

サニシキといったものは窒素成分とか要らない。そういう部分をあえてそうい

うところに作付をしていくということで執り行っております。 

 もう１つは、田植え機の移植専用と湛水直播なのですが、同じ品種でも分散

することによりまして、どっちかというと湛水直播は同じように肥料を使わな

いのです。あまり要らない。それを移植と同様に入れてしまうと倒れてしまう。

あまりよくないところにはあえて湛水直播をやっております。それに合ったよ

うな稲作りを行っております。 

 収穫から乾燥調整、販売まで多品種栽培のため労働力が分散できるメリット

もありますが、きっちりと整理をしていかないと各作業の進捗状況が把握でき

なくなってくるので、その辺を詰めながら、情報共有を図りながら、的確に作

業指示を行っています。 

 もみ混合って分かりますか。一般に移植して刈取りして、落ち穂、コンバイ

ンの後ろからとか収穫が遅くなってしまったときに穂が落ちてしまう。それが

翌年に発芽するのです。乾田直播と同じような状況になってくるのです。次の

年に同じ品種を植えることが理想なのです。そこも計算します。必ず出てくる

のです。それを回避するのには作付目安で宮城県では大体 50％なのです。

80ha のうち 40ha だけ水稲を作ってくださいと。残りは大豆なり飼料用米を展

開してくださいという時代に入っている。水稲作付は半分でいいですよと。各

都道府県で皆やっているわけです。水稲全部というわけにはいかなくなってい

るのです。 

 そのために昔から大豆を作ってきたのですが、100 のところを今まで３年に

１回ローテーションをかけてきたのです。ところが、今 50％です。１年作っ

て次の年は大豆なのです。その繰り返しなのです。同じところに２年作るか、

３年作るかという時代になってきている。 
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 今までもみ混合していたのは、どうしても交じってだめなところには大豆を

作ったのです。大豆を作っても穂を折ったもみが発芽させてしまうのです。水

を入れないからやがて枯れていく。次の年にはもうなくなる。次の年にはちゃ

んとした水稲を作付できるということも視野に入れながら、ローテーションを

組んでいっているのです。 

 私たちはどうしても最後まで消費者の皆さんに喜んでもらえるような米作り

をしたいということで、きめ細かにやっているのです。そんなこと言わないで

同じ品種でばっと作ったほうが効率的でいいのではないかと言われるのです。

確かに楽なのですが、それだけではだめなのです。 

 そのために色彩選別機というのがあるのですが、それを玄米のときにかけて

はじいて、白米のときにもまたはじく。もち米とうるち米と混じってしまうと

最悪なので、前の年にもち米を作った場合にうるち米を植えたところにもち米

が入るときがあるのです。それを色彩選別機ではじいてしまうということで、

いろいろ工夫しているのですが、そういうことがあるから初めておいしい米が

できてきて、そういうステップを今担い手に教えているのです。それをしてい

かないと機械で何でもやってしまって終わったという感じで、日本の農業はそ

うではないよと。水稲は昔から手がかかると言われたとおり、同じようにかか

ってくるのです。大切なのだよということを稲を作る思いづくりから教えてい

ます。いろいろな面で計画を立てるときに時間がかかる。あとは流れに沿って

やっているのです。 

（米を消費者に届ける際留意していること） 

 17 頁ですが、多品種栽培をした米を消費者に届ける際の留意点ということ

で、先ほど言ったとおり、貯蔵は原則もみで貯蔵しています。出荷直前にもみ

を玄米、精米と行っています。このことによりまして新米のおいしい米の味を

消費者に届けています。 

 もみで貯蔵するため新米のおいしい米として長期販売ができる。 

 玄米で貯蔵する場合は、ＪＡ仙台の低温倉庫に預けていまして、品質の維持

に努めています。 

 先ほど言ったとおり、色彩選別機を利用して異物混入等を徹底的に取り除い

ております。 
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 一番最後は刈り取ったもみを乾燥機４台あるのですが、それに目いっぱい入

れておきます。その前に水分は 14.5 で仕上げなさいという指導なのですが、

16 ぐらいで仕上げたものをもう一回乾燥機で乾いた部分を１トンの袋に戻し

て、それを農協の低温倉庫に預けています。 

 玄米も農協の低温倉庫をお借りして預けております。使うときに管理料をお

支払いしながら白米にして供給するということです。 

 保管しているときに事故がないように、低温倉庫を自ら作ろうとするとすご

い金額なのです。今の米価だととてもではないけれどもできないです。それを

建てようとすると 5,000万円とか 6,000万円という金額でないとできないので、

農協に相談し保管料を決めながら、新たなお客様を紹介頂ける事が可能となり

ました。私たち 45 トンぐらい１ヵ所に納めているのですが、農協にも半分納

めてといって、私たちの米を使ってよということで使わせてもらって、うまく

話をしながら利用させていただいております。去年のもみが低温倉庫に入って、

今年もみんなで食べるのですが、全然新米と変わらないねというぐらいの味に

なっています。水分が 16％で仕上がったものがもみが生きているのです。も

ちろん種子と同じだから芽を出すのですから、16％で仕上げた部分が 15％に

なったり 18％になったり常に動いて生きています。だからおいしさを保って

いるのかなと。それは私どもの特徴となっております。 

（稲わら部門） 

 稲わら部門です。18 頁です。重要な部分でありまして、140ha ほど収集して

おります。県内外の農家や園芸農家に供給しております。又は畜産農家に稲わ

らを譲って利用してもらい、あとは堆肥として私どもが購入して、地力が低い

農地に施用しております。土作りに配慮した経営を行っているつもりでござい

ます。 

 ここに来ましてリサイクル農業をやっていくべきだと前から思っていました。

産業廃棄物なのです。米なのでもみ殻、米ぬかというのは産業廃棄物。私ども

は畜産農家に持っていってもらっています。完熟したものを買い入れて、畑、

田んぼに入れてやっております。できるだけ化学肥料を使わないようにという

ことで執り行っています。 

 あとは緑肥も作っていくべきかなと思っていまして、そういう時代にも入っ
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ているのかなということで、もっと化学肥料から外れたものを利用しながら、

農業の生産物の中で肥料に充てることはできないかということで、他産業の人

と協議して、新しい肥料作りを今行っています。特に県の畜産試験場にも相談

しているのですが、県の畜産試験場では肥料をペレット化して、それを近くの

農家に供給しています。それを使って水稲なり畑に入れてという時代に入って

きていますので、私もそれを目指しながら、仙台の中で環境に優しい米作りを

していきたいと思っております。 

 

４ 加工・販売部門 

 ２つ目の柱の加工・販売部門です。19 頁です。私どもの経営として、作る

ところから食べるところまでということで、これが私どものモットーですが、

加工販売部門、６次化の取組について説明したいと思います。 

（６次化への取組の始まり） 

20 頁ですが、６次化の起源といたしましては、先ほどお話ししましたが、

大豆が始まった頃からの農家のお嫁さんたちから始まっております。これは当

時の昭和 49 年頃なのですが、左側は米こうじを作っている写真です。ここか

ら始まってきております。 

（震災で生き残った岩蔵と味噌づくりに拍車） 

21 頁の右側は、宮城県沖地震でも被災した岩蔵なのですが、その時亀裂が

入って直したのです。今回の東日本でもひびが入ったのです。ここにも津波が

押し寄せてきました。私どもは逃げてしまったのです。戻ったときには崩れて

だめだろうと思ったら残っておりまして、中に１メーターぐらい津波が入って、

津波は塩水だったものだからたるがそのまま浮いて、みその中に海水が入らな

かったのです。波が引いたらそのまま置いてくれていったので、奇跡の「みそ」

ですと言われて、仙台のデパートで売り出しをしたという経過がありまして、こ

れを機にますます６次化に励んでいきましょうということで始まっております。 

 震災直後、地域内の女性の働く場がなかった。呆然としている人たちがいっ

ぱいいました。そういった中で神屋敷仕込味噌クラブの活動法人の加工部門と

して取り入れまして、農家レストランと農産加工施設を新設し、法人の６次産

業化が始まりました。 

－ 182 －



（農家レストランの開業と加工・販売の拠点づくり） 

 具体的にお話ししますと、当法人は東日本大震災後に加工・販売部門を設立

し、６次産業化の取組で地域の復興を加速させています。震災前にも法人化を

契機におにぎりや米粉、麺などの製造、販売も行っていましたが、このときか

ら直売所内の飲食コーナーでは販売も考えていました。震災後、震災により職

を失った仲間の女性たちの雇用の場を確保したいという思いで、本格的に６次

産業化に取り組みました。 

22 頁ですが、平成 25 年度に開設した仙台バイパス沿いの市街地に農家レス

トラン、おにぎり茶屋ちかちゃんは神屋敷集落の食材を使った郷土料理を受け

継いでおりまして、理事（妻）の佐々木千賀子の名前が由来となっています。

農家レストランではお米を最もよい状態で提供するため、もみで低温貯蔵した

お米を提供直前に精米し、炊き上げた御飯、おにぎりが主役で、豚汁などご飯

に合う惣菜を提供して、市街地に立地している都市住民の利用や近隣オフィス

の事業従事者、営業マンのほか地域住民から好評を得て、リピーターなどが育

っております。前からおにぎり屋をやりたかったのですが、機会がなかなかな

くて、この機会に思い切っておにぎり屋をやった経過があります。 

 自分たちで作った米をおいしく食べていただきたいということで、豚汁セッ

ト、あるいは米粉の麺を作っていました。米粉麺の機械も導入したのですが、

震災のときに流されてしまったので作れなくなったのです。あとは米粉を使っ

たカレーも作っておりまして、小麦を使っていないので、小麦粉がだめだとい

う方々に来ていただいて食べてもらっております。 

 栽培した米の特徴を生かしながら、農家レストランに提供すると同時に、宮

城県で栽培されたいろいろなお米の味を楽しんでもらいながら、自分の好みに

合ったお米を見つけていただきたいということで、アンテナショップとしての

役割もあります。23 頁の写真は農家レストランで新米試食会を行った写真で

ありまして、ここで出された意見を次の稲作栽培に生かしております。 

 コロナになってからなかなかできなくてやりかねておりましたが、従業員み

んなではこういうことを毎年、今年の米はどうのこうのということでやってお

ります。ただし、コロナが落ち着かないとこういったことをやれないのですが、

コロナの前はこのようにやっていまして、稲作栽培に生かしておりました。 
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 多品種栽培の取組によりまして、飲食店やホテル等から要望がある。業務用

米からおこわなどの餅米、粘りや甘みの強いお米など、消費者の多様なニーズ

に丁寧に応えることで販売拡大につながり、県では仙台市内の飲食店やホテル、

地元スーパー等でおにぎり、惣菜の委託販売も行っております。 

（こだわりをもった味噌づくり） 

 24 頁です。作るところから食べるところまでこだわった味噌作りというこ

とで、長年培った味噌に関しては、これからも神屋敷仕込味噌クラブというこ

とで執り行いながら作っていきたいと思っております。 

 このときに、神屋敷仕込味噌で商標登録をしようと思ったら、同じものがあ

ったのです。困ったなということで、天然を入れるかということで天然を入れ

て登録（「神屋敷天然醸造味噌」）が済んでおります。 

（食育、ワークショップなどイベントでの販売） 

 この味噌は、地域の方々、一般消費者の方々にも理解していただきまして、

食育といたしまして幼稚園の御父兄、子供たちと共にみその作り方とか小学４

年生を対象に来ていただきまして、食育ということでみそ作りの経験なども一

緒に行っております。25 頁の右側がその写真です。また、みそ作りに合わせ

たワークショップを開催いたしまして、約 200 人の方々が毎月来てマイみそと

いうことで作っていただいております。 

（商品のシリーズ化によるブランドづくり） 

 26 頁が、ちかちゃんシリーズの名前で、私のタヌキみたいなシールなので

すが、みんなにちかちゃんのおにぎりですねということで逆に覚えていただく

ようになりました。先ほどお話ししたのですが、今は 14 店舗ほど出店してお

りまして、最初から仙台空港に置きたかったのです。コロナになってしまって

仙台空港が活性化していなかったので、遅れてしまったのですが、やっと入る

ことになったのです。納めていますが、動きが始まって、最初は海外からいら

っしゃる方々を目安にと思って、米セットということで、ギフトショップも作

っているのです。これも一緒にお土産用にということで置こうと思って物を作

っていたのですが、コロナになって途切れてしまったのですが、だんだん回復

いたしまして、おにぎりなどもかなり売れるようになりまして、一汁一菜のほ

うはまだ本格的に動いていませんが、そういうことでやろうとしております。 
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（新たな商品開発） 

 28 頁ですが、新たな商品開発ということで、先ほど米粉カレーの話をしま

した。ミルキークイーンも同じですが、酒蔵がコロナで休んでおりまして、今

は作っておりません。早目に作りたいなと思っているのです。 

 29 頁がさっき言った一汁一菜ということで、新しい商品化をしております。 

（女性陣の活躍） 

 30 頁ですが、加工・販売部門では女性の活躍。男性は田んぼの力なのです。

男は田畑で働く。女性は中で加工、販売に力を注いでもらうということで、２

部門をきっちりとした形にしていきたいと思っております。 

 そういうことで、14 名ほどいらっしゃるのですが、お辞めになった方はい

らっしゃいません。皆さんいつも楽しそうに来ていただいておりまして、こん

なに朝早くからと思うのですが、誰もお辞めにならないで頑張っていただいて

おります。 

 女性同士の団結といいますか、ランチにみんなで出かけたり、日にちを設置

して懇親の場をつくったり、あるいは積立てをしてコロナ前にハワイに旅行に

行ったのですが、そういったことでおにぎりの姿、どのようにしたら良いかな

ど、そういう研修をしたりやってきておりまして、目の色を変えながら皆さん

頑張っていただいております。 

 

５ これからの経営展開 

 31 頁です。これからの経営の展開ということですが、大変難しい時代に入

ってきているなと思っております。特に私としては、間もなく 70 なのですが、

震災が 58歳、あっという間に 70歳。65歳で辞める計画でいたのですが、なか

なか辞められなくなってしまって、コロナの影響がすごいのです。売上げが落

ちる、収入が落ちる、出ていく部分が多い。これを貴方たちやれと言ったって

それもいかないので、タイミングを図るのが難しい時期に入ってきているので

す。 

 間もなく私はもう辞めるのですけれども、そのために若手にはきっちりとし

た姿で経営意識を持ってもらいたいということで、初めから給与はやっていな

いのです。従事分量配当という配当制をやっていまして、理事さんたちは全員
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従事分量配当。仕事をして、収支して、Ａさんはこれぐらいの利益がありまし

たよと。それを会社でこのぐらいの分を残さないとだめなので、このぐらいは

配当できますよということで、個人ごとに計算して、従事分量配当金で出して

います。 

 そのことによって消費税を節減することができたのです。設立当時から分か

っていまして、農事組合法人でも給与制と従事分量配当制を選択できるのです。

従事分量配当制を取ると、払った分が仕入れになってしまうのです。大概は還

付とかになっている。そこが分かっていたのでそっちに向けて、今インボイス

で騒がれてきていますよね。従事分量の配当金をもらう人が消費税の対象者な

らいいのですけれども、対象者でないと誰かが消費税を払わなくていけない。

法人が今まで払わないで済んでいた分を払うようになってくる。それをどうす

るかということで、農業者年金に皆入ってもらっているのですが、従事分量配

当制でないと農業者年金に入れないのです。普通の会社だったら厚生年金にな

ってしまう。厚生年金になってしまうと、農業者年金に入ることができなくな

ってくるので、その選択をどうしたらいいかということで今悩んでいます。 

 いっぱい課題が出てくるのですが、私としてはとにかく今まで何百年と脈々

と仙台平野の中に水を引きながら水稲を作ってきたという経過がありまして、

そのために環境がいいと。仙台駅に降りると、夏場は暑いのに海風が入って冷

やっとするのです。それは水田に水が引いてあるから。すごい環境だと思うの

です。それを維持できるようにしていきたい。そのためには経営的に利益があ

って、それなりに潤わないと無理ですよね。潤えるようにするには、仙台の人

口が 109 万人なのです。学校給食などにも踏み入れながら、きちっとしたもの

を作っていくことによって、文化と一番大切な部分が残っていくような気がす

るのです。そこをきっちりしていきたい。そのために若手にもその部分を理解

していただきたいと思っていまして、それを今教えています。 

 従事分量配当でやっていたときは、我先にもっと取りたいと真剣なのです。

だから仕事も覚える。でも、２年ぐらい前からはそれではだめだよ、会社の利

益を考えなさいと。逆に自分のことだけではなく、そういうのは皆覚えただろ

うから、今度は会社全体を盛り上げて、みんなに配当できるようにするにはど

うしたらいいかに向けなさいとお話をしながらやっている最中です。そこがう
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まくいけばつながっていくのではないかなと思って、そのためにはいろいろな

指導をあおぎながら頑張っていく必要があるかなと思っています。 

 最後の頁のように、左側に林があって、緑の屋根があって、私の自宅があっ

て、こういう環境がいいところなので、このまま残したいと思っております。

そのためには作る側がきっちりとした考えを持っていないとだめなので。私思

うのですけれども、農家は各家族で作ってきた。流れ的には水稲を作るなら規

模拡大しなさいと。私は 17ha ぐらいを女房と２人で作っていたのです。それ

では足りない、もっと広げなさいと言われて、水稲だけで規模拡大をやってき

たのです。それに複合経営をやりなさいと言われて、野菜もマッチングしてや

ってきた。 

 農家というのはみんなで仕事をしてきたのです。佐々木家なら佐々木家に金

を皆下ろしていたのです。だから農家としてやってきた。ところが、そうでは

なく新しい法人をつくってきた。そうすると１人に給料が行く。何人にも支払

っていくと、家が経済的に成り立っていかなくなってくる。また原点に戻る必

要があるのではないかと思っています。法人があって、その下には何家族か作

るつもりでいます。佐々木家、熊坂家、庄子家という家族をつくっておいて、

今そのような形態で皆さん仕事をしています。そこの中に微々たる金銭でも皆

落ちる。その中で各家族が生活していけるようになっていくことによって、農

家として地道にやっていいのではないかなと思っていまして、法人の下に各家

族をつくるべきだと思っています。そのようにやっていきたいと思って、そう

いう法人を目指してやっていきたいと思っています。どこまでやれるか分から

ないですが、そういう気持ちでいます。 

 そのためには安心な米作り、食を作っていくことが大切かと思っていまして、

経営理念を忘れないで重んじて、これからもスタッフみんなと健康の大切さや

地域を忘れないで、お客さんを重んじながら農業に携わっていきたいと思って

います。 

 長くなってしまいましたが、以上で終わりたいと思います。御清聴ありがと

うございました（拍手）。  
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Ⅱ 質 疑 応 答 

 

(1) 河原昌一郎氏の質問 

河原 当研究所の河原です。どうぞよろしくお願いします。 

 本日は仙台からお忙しい中おいでいただき、本当にありがとうございました。

また、いろいろと興味深い話を聞かせていただきました。大変関心のあること

も多かったので、本当はいろいろなことを質問したいのですが、そうはいかな

いので、限定的にお話しさせていただきます。 

 仙台イーストカントリーさんが注目されるのは２つの観点だと思っているの

です。１つは震災からの復興、復興に向けた取組が県とか国とかいろいろなも

のも利用されながら、地域のモデルとなるような形で復興されたと。それが地

域の励みにもなっているということが１点。もう一点が米の多品種栽培と６次

産業化に向けた取組が非常に斬新なものがあると。その辺が注目されていると

いうことだと思うのです。 

 この２つのうち１つ目の地震の復興に向けた取組というのは、いろいろなと

ころでお話しされてきて、皆さん御存じの方も多いと思うので、きょうはあえ

て６次産業化と多品種栽培に限ってお話をお願いいたしました。ありがとうご

ざいました。 

 いろいろとあるのですけれども、仙台イーストカントリーさんの経営面では

今言った６次産業化と多品種栽培と２つあるのですが、これが有機的に結びつ

いているというのが非常に大きな特色だと思うのです。多品種栽培だけやるの

ではなくて、６次産業化と結びつきながらやられている。６次産業化も多品種

栽培から支援を受けるような形になっていて推進されているという非常に興味

深い経営になっていると思うのです。そういうことを踏まえてきょうは３つほ

ど質問させていただきたいのです。 

 １つは米の多品種栽培での品種の選定に関することなのです。現在、11 品

種栽培されておられるわけですけれども、どのようにして品種の選定をされて

いるのか。栽培面で栽培しやすいものとか、しにくいものとか、工夫が要るも

のとかいろいろなものがあると思うのですけれども、品種を選ばれる際にいろ

いろと気をつけておられるような点、何に一番注目して品種を選んでおられる
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のか。その辺の実態みたいなものをお聞かせいただければと思います。それが

１点です。 

 ２点目が米の販売ルートなのですけれども、多品種少量となってきますと、

輸送とか保管とかいろいろな面で手間がかかって、農協さんなども嫌がるケー

スも多いのだと聞いているのですが、11 品種も作っておられて、米の販売ル

ートでどのようなことを工夫されているのか、その辺の取組なり工夫されてい

ることをお聞かせいただければと思います。これが２点目です。 

 ３点目は、６次産業化とｅコマースに関することなのですけれども、６次産

業化ということで、いろいろな商品を今お作りになっていて、斬新ななじみや

すい、覚えやすいデザインも考えておられて、今やられておられるようなので

すが、それらをｅコマースなどで販売されることについてどうお考えなのでし

ょうかということです。先ほどｅコマースの話が出てこなかったので、ｅコマ

ースに向けた取組についてお考えがあればお聞かせいただければと思います。

以上３点、どうぞよろしくお願いします。 

佐々木 多品種の選定なのですけれども、11 品種ということで、確かに多

いのです。品種が多いということは、品種の特性を生かしていくしかないので、

早く植えて刈り取れるものと中稲、晩稲という育ち方をする部分から選定をし

ていきます。 

 まず最初は、２番目の質問にあった販売ルートも一緒なのですが、要望に応

える品種の選定なのです。特に五百川は振舞いにしているという話をしたので

すが、何もあんなのを作らなくてもいいのです。というのは、最初に食べさせ

ることによって喜びが違うのです。お世話になっているところに 200ヵ所ぐら

い郵送して食べていただいて、今年のは去年よりおいしいですね、味が変わっ

たねとかいろいろな感想を頂きながら、今年の稲作の結果を一番最初に知って

ほしいために五百川を取ってあえてそのように作っているのです。 

 例えばすし屋さんにも出します。すし屋さんは釜がいいので品種にはこだわ

らないというのです。前はササニシキでないとだめだというところがいっぱい

あって、ササニシキは面倒だから、ひとめぼれでも何でもいいというわけです。

あとはつや姫は見た目が白くてつやがあるから、それがすしには最高に合うの

だと。私が納めるところがつや姫の要望。ひとめぼれでもいいですよと。でも、
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ササニシキはもういいからと言われる。そういう要望で、あとは２ヵ月の買取

りのステージに２個入れていくわけです。ここが買取りでちょうどいいと。 

 田植えというのは水の流れで決まっていくのです。さっき言った広瀬川の水

を止めて、七郷堀という堀があるのですが、そこに水を引くのです。その時期

は決まっているのです。田植えの時期は決まっているのです。水を引く時期が

決まってくるから、それに合わせながらやっていくしかない。その中で要は要

望のあったものを作っていきたいというのがあって、そのために試食会をやっ

ているときに、一般の人たちに食べてもらって、家庭ではこれが一番いいねと

人それぞれに好みが違ってくるのです。それに応じて作っていくためにこのよ

うになってきたというのがあるのです。 

 どっちかというと使ってくれる人たちに合わせて選定していくのが大きいで

す。６割を自分たちで販売する。４割を農協にＪＡ米として買ってもらうので

す。それは農協の要望する米、売れる米、ひとめぼれとかそういったものが主

になってくるのです。だから農協に売らなくても済むぐらいの力が持てればい

いのです。何か言うと農協はその場ですぐ現金決済をしてくれる。10 月には

ぽんと振り込んでくれる。６次産業をやっている人たちは自ら売らないとお金

が入ってこない。農協はその前に半分出すから。６月とか７月に半分出して、

あとの半分は収穫して納めたときに精算金で入れてくれる。生産の４割は農協

に売って運転資金に変えなくてはいけない。まだ力がないので、そのためにあ

えて４割は農協に出す。残りは何とか自分たちで１年かけて売っていくのです。

それは買う側の要望の品種選定になります。 

 だから１つはホテル。そのホテルはひとめぼれがいいというのです。それに

応えてそこに納めているのです。あそこはスポーツで宮城県に来たり、そうい

う人たちがいっぱい来るので、朝すごい量を食べるのです。コロナになって来

なくなってから減ったのだけれども、また戻ってきて、そのときのご飯の消費

量がすごいのです。そういうことであそこはひとめぼれというように限られて

くるのです。 

 あとは食堂。13 店舗ぐらい持っているのです。年間 45 トンぐらいです。こ

れはまなむすめというのです。食味はいいから、安ければいい。なくなったら

すぐ炊いて冷まさない。だからおいしいわけです。値段だけ下げてくれという
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ことで、そういう交渉をしながらやっているのです。 

 ネット販売はあまり好きではないのです。単にそれだけ。自分のアピールし

たい部分があって、ネットもいいのですけれども、もう少し親しくしたい人た

ちに分かってもらいたいというのがあって、とりあえず今のところは目いっぱ

い出ているのでいいかなと思って。あとは仙台に住んでいる食べておいしいと

思ってくれる方が定期的に買いに来てくれる。もみで取っておくから、よその

米屋さんでは買えない分、スーパーに行ったってそういうのはないので、わざ

わざ私のところに電話よこしたり、店に買いに来たり、今度行くからいつまで

に精米してくださいということで買って貰っています。 

 

(2) 堀口健治氏の質問 

堀口 早稲田大学の堀口と申します。大変大事な話を聞かせていただきま

して、また受賞おめでとうございます。 

 最後にお話になったところ、農事組合法人なので従事分量配当で確定給与で

はないと。ここはすごく大事なポイントだと思うのですが、一方で米を個々の

農家で作るとおっしゃいましたよね。集団で動くのではなくてそういう作業受

託もあるだろうけれども、個々の圃場で個々の農家が自分で米を作る形がずっ

と社につながっていると理解しました。そうすると圃場管理料か何かをつけて、

頑張る皆様には余計に残るような仕組みを一緒に取っておられるのですか。そ

こを教えていただきたい。 

 もう１つは全体の話で結構なのですが、販売の単価、お米の単価に幅がある

と思うのですけれども、どのくらいの幅で上と下があるのかということと、１

俵でもいいし何キロでもいいのですが、原価をどれくらいとしてみておられる

のか、そこを２番目に教えていただきたいと思います。 

佐々木 従事分量配当制なのですが、私どもの出資している人たちのこと

です。出資者が今全部で 14 名いるのですが、１つは農協なので外します。そ

のほかに常時私どもに来ている男性が 10 人、その方その方で作れる水稲の面

積があるのです。もともとは個人でやっていた人たち。それが法人をするとき

に出資をしてくれて、同じ法人でやりましょうといった人たちです。だから法

人としてはその人たちの水稲も預かっているわけです。だから預けた自分たち
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の所有している水田プラス頼まれた分を付け加えて、管理料を出して管理して

もらっています。 

 例えばＡさんが私どもに３ha 預けたと。３ha を仙台イーストカントリーに

預け入れをしますよとお願いします。自らも出資者になって、構成員になって

いるのです。その人以外にいろいろな人から出資者以外の人たちから委託を受

け耕作面積が増えてきたのです。今 80ha あるのですが、自分たちの持ってい

る出資者の個人所有は、30ha ぐらいなのです。残り 50ha は自分たち以外の人

たちから預かった水田です。中間管理機構を通じてその人たちから預かった分

です。 

 それはそれで、構成員の中には例えば 70 近い人もいらっしゃるのです。ど

のぐらいまで作れますかということで、家族の環境にもよるのですが、私は３

町歩あるけれども、あと２町歩足して５町歩ぐらいが精いっぱいですと。５町

歩管理してくださいねということで、その方に作ってくださいと預け入れする

のです。その分について最終的に販売、生産費の分を差し引いて、このぐらい

の利益がありましたと一覧表を作るのです。その中から会社の経費を取ります

よ、消費税とか出てくるので、取って、そのほか余って、その分を従事分量の

配当金として出す。個人ごとに違ってくる。 

 何でこんなことをしたかと言うと、最後に 10ａ当たりの従事分量金の平均

単価を出すのです。そうすると自分の分と見比べるのです。１万円足りないと

か、何でかなと。ここの成績が悪かった、ここの部分余計にお金がかかってし

まったというのが出てくるのです。そういうことによって努力のしがいがある

と。特に若い人たちには。だから時間設定はないです。早い人は５時頃から自

ら自分の管理のところに行って草刈りとか水管理をしてやってしまう。 

 忙しい思いをして私どもの事務所には来なくていいよと言っているのです。

管理料を支払っているから、その中で従事してくださいと。例えば決め事があ

るのです。そのときは皆呼んで、今このような状況になっているから、何月何

日までに草刈りを徹底してくださいという話をこっちからしていって、全体的

な農業をしていくのです。よろしいでしょうか。 

 又、販売単価は kg当り 35円から 25円位です。違いは、品種、等級（品質）、

年度（生産）等で変わります。原価も同様に変わります。 
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(3) 坪田邦夫氏の質問 

坪田 ありがとうございました。佐々木さんはもともと農協にお勤めだっ

たと書いてございまして、この法人と現在の農協の関係というのはどこでどの

ようにつながっていて、どのような利用のされ方をされているのかなというの

が興味があってお伺いできればと思います。販売、それから耕作部分、精米だ

とか農協さんと関わり合うところがいっぱいあると思うのですが、その辺を

佐々木さんとしてはどのようにしておられるかということを詳しくお伝えいた

だければありがたいと思います。 

佐々木 御指摘のとおり、７年ぐらい農協に勤めていたのです。学校を卒

業してすぐに農協に入って、営農担当ではなく電算系だったのです。コンピュ

ーターをやっていまして、７年ほどプログラムとシステムエンジニアみたいな

ことをやっていまして、それをやっていたら急に営農指導員になれと言われて、

営農指導の学校に行って営農部になったのですが、どうしてもおふくろとおや

じだけで足らなくなるような時期だったので、退職して農業になったのです。 

 それとは別に、地域を考えると、もともと農協というのは地域と一体化すべ

きだと私は思っていたのです。こういう話はあれなのですが、自分たち本来は

こういうことをしなくてもいいようにするのが農協ではないかと言っているの

です。何で農事組合法人などを立ち上げなくてはいけないのだと。そうではな

いでしょうと。ＪＡそのものが農事組合法人なのだから、ＪＡが自らやること

によって、私たちは言われたことをきっちり作るから、何でそのように何でで

きないのだということから始まったのです。 

 だから多品種栽培のときに話をすればよかったのですが、そこまで言えなか

ったのですけれども、本来ならひとめぼれ一本で、佐々木さんのところひとめ

ぼれ作ってとか、こっちの方はまなむすめ作ってとかで済むのですけれども、

そうも言い切れないので、とにかく利用させてもらって、購買とかは全量農協

をあえて使っています。その代わり意見を言わせてもらうと。時々組合長など

にもずばずば言っているほうなので、言わせてもらっているのです。 

 お互いに話をして、困ったときとかに利用権の設定とか、頼まれたときには

イーストカントリーさん、隣に何とか利用権設定したいという人がいるから、

私のほうで進めていいですかとＪＡさんが動いてくれるのです。そうすること
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によって隣接のところに集積しやすいというか、そのようなことで、私どもの

ＪＡ仙台は単協なのです。仙台市で１本だけで、宮城県も今合併しているので

すけれども、合併に入らなかった。入らないということは、自ら自分たちで動

かなくてはだめだよねと。海外輸出とかそういうのを自ら動かないとだめだと

言っているのだけれども、県内でいろいろなところに売りが始まっているので

すけれども、お互いにやりとりしながら、施設も使わせてもらったり、そんな

ふれあいというか、そんな感じになっています。 

 

(4) 小澤健二氏の質問 

小澤 いろいろどうもありがとうございました。２点をお伺いしたいと思

います。 

 １点は、当法人は米作り、みそ作りとその販売、およびおむすびを中心とす

るレストランの３つの事業を展開しています。この３つのそれぞれの売上高の

構成比を教えて下さい。また、３つの部門の事業運営はそれぞれ違うと思われ

ます。今日のお話ですと、みそとおむすび系のレストラン事業については奥様

が相当に尽力されていると思われます。ただし、この３つの事業全体のマネー

ジを佐々木さんがされているはずです。この３つの事業の収支、及び今後の発

展の見通しについて教えて下さい。 

 もう１点は、今の方式はうまく定着しており、佐々木さんはいつでも辞める

というか、退職していいと考えていることをおっしゃっていました。しかし、

今日のお話の様子ではマネジメント能力を有する佐々木さんの役割は相当に大

きいと思われます。それと関連して、佐々木さんの後継者、その責任者をどの

ように考えておられるかの問題です。米作りに関しては、各々の出資者がいて、

そこが個別的に経営するところと法人化して経営されているところの２段階に

なっています。この両者をきちんとまとめていくには相当のマネジメント能力

を持った方が責任者として残らなければならない印象を持ちます。これは他の

２つの事業にも該当します。 

 以上２点をお伺いしたいと思います。 

佐々木 難しい話だったのですけれども、ざくっと生産部門と販売部門、

完全に分かれた売上げだけの対象で。今加工と店といった部門で金額的には同
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等になってきています。例えば生産部門が 5,000万、レストランと加工部門で

合わせると 5,000万ぐらいで大体同じぐらいになってきている。 

 コロナの中で落ち込んでいます。例えば米の販売だけを考えるとぐっと落ち

るのです。生産者価格が下がっているから。でも、その分加工部門で売上げを

伸ばしてくれた。店に来る人たちは減ったのですけれども、14 店舗に納めて

いる部分が各家庭で食べるようになってしまって逆に売上げが上がったという

ことで、売上げだけの比較をすると同等ぐらいになってきています。 

 当初からそうかなと思っていたのですけれども、もう少しすると生産部門よ

りも加工、販売のほうが上がっていってほしいなと思っているのです。やはり

生産部門では１俵の価格を上げていくというのは容易なことではないです。や

はり経営面積だけ増やしていくというだけでは後追いになってしまうのです。

例えば 80ha をもっと減らそうと思っているのです。逆にもっと減らして、効

率的な収入を取りたいと思って、80ha は中途半端で。だから、もうちょっと

増やすとコンバインとかもう１台増やさなければいけない。そうすると人数も

増えてくる。差引きすると収入の利益率が下がってくるのです。それよりは減

らしていって効率よく作って、逆に言うと販売する力の部分だけ作りたいので

す。でも、まだ力がないので、ＪＡとのやりとりをまだ残しているのはそこな

のですが、その部門で一時的に運転資金をもらっていないと回らないのです。 

 14 名のパートさんたちに毎月払う金額がすごいのです。それを毎月払うと

なると大変です。生産部門だけでとても無理ですから、加工販売の部門で頑張

ってもらってやっているのです。 

 内部的にはそういったことで、あとは後継者、どのようにして例えば経営的

にイーストカントリーの中をうまくやっていくという考えを……難しいんだよ

ね。私はそういうことにも携わったからなのですけれども、生産部門にも携わ

っているのです。加工部門にも口出しして怒られているのです。こういう商品

を作れとか単におにぎりだけではだめだから、牛タンおにぎり作れとか、そん

なことばかり言って怒られているのです。やはり会社法人の代表だとすれば、

世の中の流れを見る必要があるのです。やはり金銭的なことにはうとくてだめ

なのです。常に情報を入れないと。 

 誰にやってほしいか。資料の表紙に載っている若手、次世代の男の人たちは、
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田んぼの力しかないなと思っているのです。自分の子供たちだけ。さっき言っ

た各家族の子供たちなのです。長男、あるいは新規就農で入った子もいるので

す。工業系の大学を卒業して、うちに働きたいと来てどうするのやと言って、

勤めたいとなって、もう 30 を超えてしまって、その子のことも考えていかな

くてはいけないし、残したいわけ。さっき言った各家族をここに持ってきたい

のです。 

 全体を考えるのはまた別の人かなと思っています。逆に女性もありかもしれ

ない。女房はもう諦めたからだめだ。私、女の子３人なのです。次女が横浜に

いて、長女あと三女が一緒に法人に入っています。そこの中でいろいろなとこ

ろに行っているのが長女なので、加工部門の金銭のやりとりをやっているのは

こっちなので。そうすると、常にお金を流したり入れたりするのでないとでき

ないのです。だから決算時期に会計士を呼んで話しているのがこっちだし、あ

と私。私にはここちょっと足りないよとか多いよという話とか、トータル的な

経営者的な感覚を持っている人は別にいないとだめかもしれないですね。 

 だからなかなか難しいと思っているのです。なかなか辞められないんだよね。

本当はやめたいのです。せめて週２回の出勤で良いと言われるまでマネージメ

ント者と経営者の育成にあたりたいと思っています。答えになったかどうか分

かりませんが。 

 

(5) 吉田俊幸氏の質問 

吉田 農政調査委員会の吉田です。大変、勉強になりました。もう一度確

認しますが、生産部門は４つか５つの農家に面積を再委託しているわけですね。

要するに４つか５つのところに分けて生産させているわけですね。だから農家

は、自分の農家の持っている農地と、そちらの法人から委託した農地と合わせ

てずっと生産するのですね。そのとき品種は誰が決めるのですか。 

佐々木 私たち。 

吉田 ４名とか５名の別々ではなくて、作付は全部そちらで決めるのです

か。分かりました。 

 あともう１つは、生産部門でお米とか大豆がありますね。加工部門のときに

他部門間の内部取引をやっていますね。そのときの生産部門の価格はどのよう
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に決定していますか。農協の価格でやっているのですか。 

佐々木 農協の価格プラス。 

吉田 プラスアルファですか。 

佐々木 私たちに預け入れしている地主さんが 100 人ぐらいいるのです。面

積 10ａとか 20ａという人もいるから、私も含めて娘も地主。100 人ぐらい。

震災前は八十何人でした。その人たちの部分は全部中間管理機構を通して利用

権を設定しているのです。その人たちには地代を払っているのです。自動的に

管理機構が地代を払っているのです。その地代はペイしているのです。 

 出資をしたＡさん、Ｂさん、私も含めて 10 人いるのです。その 10 名の方々

には再配分しているのです。イーストカントリー全体で動くのではなく、ここ

の部分はＡさん作ってくださいね、ここの分はＢさん作ってくださいねという

再配分をしているのです。それでこの管理も生産量、生産費も皆管理していま

す。最終的にＡさんの利益を出すわけです。その分で従事分量配当金として出

しているということなのです。 

吉田 そこは分かります。加工部門との取引での価格は農協とプラスアル

ファである。 

佐々木 そうです。いわゆる生産部門から加工部門に卸しているのです。

伝票を書いて卸して、例えば農協だと 30 キロ 5,000 円ぐらいする。でも、

6,000 円とか 6,500 円で出しているのです。伝票でお金のやりとりも皆やって

います。収支を取って、残ったのを利益にしています。 

吉田 そうすると加工部門がすごく経営いいですね。 

佐々木 そういうことなのです。全くおっしゃるとおりです。その分女性

の活躍がすごいのです。生産の仕方が地主さん 100 人いるのですけれども、現

金で欲しい人たち、小作料、今、宮城県の平均 10ａ当たり大体１万 2,000 円

です。お米で欲しいという人がいらっしゃるのです。昔から小作料として例え

ば10ａ当たり 60キロと決めているのです。大体60キロなのです。お米で現物

でやっているのです。そういう契約の仕方もしているのです。 

 そのときに 10ａしかない人が家で 30 袋ぐらい買いたいというわけです。そ

のときが問題なのです。小作料が 10ａ当たり１万 2,000 円なので、１袋大体

6,000円なのです。30袋掛ける 6,000円でだめなのです。余計に買って売る人
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までいるのです。だから小作料で生産する部分、10ａだけ私たちにお願いされ

ているから、１万 2,000円分だけはそれに見合ったお米を上げますと。それを

超した分はこっちで販売する金額を頂きますと。8,000 円とかもらっているの

です。そういう精算の仕方。これはややこしいのです。 

 

(6) 田家明氏の質問 

 田家 ほかにないようですので、司会の特権で質問をさせていただきます。

10 年前から定期的に東北の被災市の復興状況を講演を通じて聞かせて頂いて

います。今日のお話もそのシリーズの１つに加えられるなと思っていまして、

一言で結構ですので、被災から立ち上げに当たって一番苦労された点を教えて

いただきたい、軌道に乗せるまでにどういう苦労をされたかということを教え

ていただければと思います。 

佐々木 厳しい状況でした。今日までの道のりを一言で言い尽くすのは難

しい。23 年、順調に法人が経営したところだったので、６次産業のために米

も山積みにしていたのです。使う種もみとか肥料とか農薬とか皆そろった状態

だったのです。それが一瞬にして全部なくなって、私のうちも前の年の 10 月

に新築したばかりで、当日、私は中国から帰ってきたのです。大連に米のセー

ルしに行っていたのです。 

 大連に何しに行っていたかと言うと、富裕層の通う幼稚園に行っていたので

す。皆お手伝いさんつきの送迎で来るのです。親も入れないのです。ここで終

わりで、あとビデオを見てくださいというところで、何ヵ所かのチェーン店を

お伺いした。そこにオール・メード・イン・ジャパンの米が欲しいと言われた。

玄米とか要らないよ、炊き上げた分でないとだめですと言われて、それを何と

かしたくて通っていたのです。その幼稚園に行って、これなら大丈夫というと

ころで前向きに進みましょうというところで帰ってきて、仙台空港に１時半に

着いて、すぐに家に帰ってあの地震だったのです。 

 一瞬にして崩れるものをちょうど２階から見ていたので、みそ蔵の瓦がだっ

と流れていて、それから津波警報が出たのです。ヘリが来て、何で騒いでいる

か分からないのです。後からですが、津波が来るから逃げなさいということだ

ったのですが、ちょうどそのとき女房たちはみその仕込みの時期なのです。豆
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を煮炊きしていたので、これではまずいのではないかということで、警報がや

っと分かったので、上から見ていたら波が押し寄せてくるのが見えたのです。

松林の上に波が乗ったのです。真っ黒いもので、雲だと思ったのです。それが

渦を巻いて、３ヵ所、仙台港から仙台空港まで見渡せるのですが、そこに押し

寄せてくるのが分かった。ああいう雲ってあるのかなと。お父さん、あれ雲じ

ゃないよ、前の家流れてきたと。建てた住居が流れてくるのが見えて、あれが

津波かということで逃げたのです。一瞬にしてもうだめだと思ったのです。 

 帰ってきたときは入れなかった。どうするかなと悩んで、法人の解散も話を

したのです。皆家全部なくなって、亡くなった人もいたし、そういうときに農

業どうすっぺという話でもなかったのですが、どうしようと言ったら、みんな

とてもできないと。私と熊坂さんという人が同級生なので、２人で頑張っぺと

いうことで。何でかと言うと、逃げて友達の家に家族全員 10 人厄介になって

いたのです。米もなくなってきて、毎朝消防団が捜索に来ていたのです。そこ

に女房たちがおにぎりを毎日握って、食べ物がなくなってきたのです。そのと

きにやっと気づいて、食べ物って大変だな、なくなっちゃうなと思って、何と

か頑張って作ろうとしたのがそのときなのです。 

 何もなくなったのですからいろいろ苦労したのです。日本というのはすごい

ところだから、絶対作れる。みんなで崩れないで頑張ろうということで頑張っ

たのです。あっという間の 10 年でしたけれども、途中何度もどうしようと思

ったときがあるのですが、そういう気持ちで頑張ってきました。 

田家 その関係で私がお話を聞いているところは同じ若林地区ですけれど

も、結局おうちが全部なくなって、次に移転するときは道路の左側、北に向か

って西に移ってしまって、集落で管理するシステムがなくなって、それで法人

化してもなかなかうまくいかないという話をよく聞くのですが、その点佐々木

さんのところは農地は海水に漬いたのでしょうが、除塩され、所有者は周辺に

残られたのでしょうか。 

佐々木 お願いされた人たちの農地はほとんど海水をかぶった。かぶらな

いところは 10ha ぐらい残ったのです。当時、かぶったところは自分たちで除

塩をして、水を引いて直播で植えた。機械は何もないのですが、頼んで種をま

いた。それを秋に刈り取ってお願いされた方々に、皆避難所にいらっしゃった
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ので、その人たちに新米できたよと配った。頑張ろうねということでやり始め

たのです。 

 海側の人たちは住んではだめだという地区になったので、皆西側に移転した

のですが、なかなかうまくいかないというのは、当時頼んでいた人たちなので

す。もともとあった法人に頼んでいたり、大きな農家に頼んでたりしていた人

たちだったのです。その人たちがなくなったりできなくなったのです。新たに

どうするかということで、集落農業のもう一回話をし始めた時期なのです。そ

のときに作り手がいなくて、ヘッドがいなくなったのです。それをどうするか

というので、あの状況で 23 年度に田植えしたのです。みんなは諦めて何もし

ないという人たちがいっぱいいたのです。作ったことによってその人たちも自

分の周辺の農地が作れるようになったと同時にやる気を出してきた。それで法

人化してきたというのが現実だと思います。 

――了―― 
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解  題 

河 原 昌一郎 

 

 2011 年の東日本大震災は仙台平野で水稲生産等を営む農事組合法人仙台イ

ーストカントリーに壊滅的な打撃を与えた。同法人は、仙台市の集落営農法人

第１号として 2008 年に成立し、東日本大震災時には既に市内最大規模の水田経

営面積を有する集落営農法人であったが、同震災による津波で、経営面積 63

ヘクタールのうち 50 ヘクタール近くが浸水するという被害を受けた。機械・施

設についても、トラクター３台、田植機１台、コンバイン１台、乾燥調製施設

１式等、主要な機械・施設のほとんどを喪失した。 

 震災直後、農業生産の再開はほとんど絶望的に思えたが、ここから同法人の

営農再開に向けての取組がはじまる。同法人の経営が注目されるのは、主とし

て次の２つの観点からである。 

 第１点は、同法人の震災からの復興に向けた取組が、その地域での復興モデ

ル的な役割を果たすこととなり、その地域の多くの人を勇気づけることとなっ

たことである。すなわち震災復興という観点である。 

 第２点は、震災からまもなくの 2013 年に農家レストランを開業するなど六次

産業化に向けての取組を始めるとともに、この六次産業化と有機的に関係させ

つつ 10 品種以上の米やもち米を栽培する米の多品種栽培を推進するという経

営面での斬新な取組が行われていることである。 

 なお、この２つの観点は、それぞれが全く別々に進んだわけではなく、復興

の過程で六次産業化が進められ、また、六次産業化の進展が復興を後押しする

など、それぞれが相補いながら進んだことに留意しておきたい。 

 さて、以下では、この２つの観点について、もう少し具体的に見ていきたい。 

 まず第１点の震災復興の取組についてである。 

同法人の復興に向けた取組は、内陸側にあって被害を免れた約 16 ヘクター

ルの水田に作付けを行うことから始まる。ただし、種苗も機械もなかったため、

内陸の集落の育苗センターから種苗を分けてもらい、田植機は知人から借りる

こととし、また、約 10 ヘクタールはラジコンヘリでの直播を委託したという。 

 農業機械の再整備については、まず国の東日本大震災農業生産対策交付金（以
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下「震災対策交付金」という。）を利用した。震災対策交付金は、震災後の営農

再開に必要となる農業機械の導入等に交付され、補助率は 50％である。トラク

ター、田植機、コンバイン等の再導入についてはこの制度を利用した。この後、

県、市の補助も出ることとなり、自己資金比率は 17.5％にまで下がった。ただ

し、国の補助金は同年の秋まで出なかったため、支払いについては仙台市に一

時的に立て替えてもらったという。 

 農地の復旧は思ったよりも早く進み、2013 年には約 60 ヘクタールでの作付

けが可能となった。2014年には除塩作業も終了し、全ての農地での耕作が可能

となる見込みとなった。 

 こうした復興の過程で、同法人の代表理事の佐々木均氏の思いもあって進め

られたのが六次産業化に向けた取組である。同法人は 2011 年 10月に六次産業

化法に基づく事業計画の認定を受け、2012 年 7 月には「農と食のフロンティア

推進特区」の事業者第１号として指定を受けた。同推進特区は農業振興や雇用

機会の確保を図るため仙台市によって設けられた制度であり、同推進特区に指

定されると税制上の特例措置の適用を受けることができる。なお、同推進特区

に指定されたことで受けた大きな利点は仙台市から様々なアドバイスを受ける

ことができたことだという。また、六次産業化のための店舗と農産加工施設の

新設にはやはり震災対策交付金が活用され、総事業費の約８割を補助金で賄う

ことができたという。 

 こうした同法人の生産活動再開に向けた積極的で前向きな取組は、震災被害

で大きな打撃を受け、無力感に覆われていた人々を励ますこととなり、仙台市

沿岸部で集落営農組織が次々と立ち上がるきっかけとなったものと佐々木均氏

は自負している。 

 次に第２点の経営面での取組についてである。 

 同法人が米の多品種栽培に取り組むことになった直接の契機は、同法人の経

営面積が法人設立当初（2008 年）の 38 ヘクタールから 2010 年には 60 ヘクタ

ールへと大幅に拡大したことであった。経営面積の拡大に対応して、効率的な

機械利用を図り、作業量均等化のために作業時期を調整するといった観点から

良質米８品種の栽培に取り組むこととしたのである。 

 震災後は、この多品種栽培が六次産業化と有機的に関係づけられることとな
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った。すなわち、品種の選定が六次産業化における消費者ニーズを意識して行

われるようになり、一方で多品種栽培が六次産業化の発展を支えることとなっ

たのである。六次産業化と結合しつつ、栽培する品種は 11 品種となり、栽培方

法は、移植、湛水直播を考慮して 13通りのものとなった。 

 品種名は、具体的に、「五百川」、「まなむすめ」、「ひとめぼれ」、「ササニシキ」、

「だて正夢」、「金のいぶき」、「つや姫」、「ミルキークイーン」、「飼料用米（夢

あおば等）」、「みやこがねもち」、「こもちまる」であり、それぞれが六次産業化

や各面でのニーズを具体的に意識して栽培品種として選定されたものである。 

 品種毎の栽培スケジュールは作業時期が集中しないように工夫されているが、

とりわけ収穫作業はコスト削減の観点からコンバイン１台だけで行うこととさ

れているため、そのための調整が必要である。 

 六次産業化の取組は、昔からあった神屋敷仕込味噌の加工販売活動がその起

源となっており、現在では「神屋敷天然醸造味噌」として商標権を取得して多

様な販売活動を展開している。また、自家生産の米を利用しつつ、前述した農

家レストランの営業とともに、おにぎり、切り餅等の商品をオリジナルラベル

を使用して売り出し、人気を呼んでいる。同法人の六次産業化の活動は、地域

女性の雇用の場としての役割も果たしている。 

 最後に同法人の経営移譲の考え方について述べておきたい。 

 同法人は、50 年後の未来も地域農業を支える組合となることをめざしている

が、そのためには次代を担う後継者の育成が必要である。このため、同法人で

は、生産部は複数の若手理事が担当して、それぞれ米の生産活動に従事してい

る。ただ、佐々木均氏によれば、伸ばしていきたいのは加工・販売部門だとい

う。米の生産活動だけでは収益を伸ばしていくことが難しく、今後の発展のた

めには加工・販売部門の成長が必要だとするのである。 

 いずれにしても、仙台平野での農業生産活動で同法人の果たしている役割は

大きく、地域農業を支える基幹的な経営主体となっている。同法人が、六次産

業化の強化を図りつつ、さらなる発展を遂げることを願うものである。 
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