後 継 者 の 使 命

口減少時代を迎え、
さまざまなところで後継者不足が深刻化している。
モノづくりで日本経済を支えてきた中小企業はもとより、
伝統産業の匠たちが身につけてきた高度な技や伝統文化における所作法。
そして農業においても次世代への承継という問題に直面している。
平成から令和へと皇位が継承される中、
日本のモノづくりのノウハウや日本文化の伝統も失われかねない状況だ。
グローバリズムが進み、
急速に変化する時代に対応しつつ、
大事なものを誰にどのように継いでいけばよいのか。
企業の承継事例や自治体、
団体の取り組みなどを見ていく。

12
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父から子へと伝統を受け継ぐ能楽師大藏流狂言方の大藏基誠（左）
・康誠父子。
（写真提供：桜映画社）
映画『よあけの焚き火』より。

特 集 イン タ ビュ ー

能楽師大藏流狂言方

大藏 基誠
伝統を未来に継ぐ
構成 ●鈴木伸子

撮影 ●藤牧徹也

おおくら

や

う

え もん

た ろう

現在 歳。父である 世大藏彌右衛門

や

大藏流宗家に生まれた大藏基誠氏は、

も とな り

室町時代に誕生して、
現代まで伝えられてきた古典芸能の狂言。
代々、「変化させない」ということを大切にしてきた大藏流狂言を
どう未来に伝えていけるのか、
何を継承しようとしているのかを
活動の幅を広げてきた今、
話を伺った。
渡邊直樹 本誌編集長
聞き手 ●

室町時代に発祥し、
江戸幕府瓦解を乗り越え、
現代に
も狂言師である。

氏が現在の家元であり、兄の彌太郎氏

年以上という長い歴史を持つ能楽師大
「いずれは長男である兄が家元を継ぐ

日本の伝統芸能のなかでも、６５０

藏流狂言方。狂言の流派のなかでも、

は、大藏流の狂言１８０曲を後世に伝

ことになるので、次男である私の家は

室町時代から続いてきた狂言は、現
えていく役割。その一方で私は、家元

特に伝統を受け継ぐことに重きを置い

在、大藏流と和泉流がその伝統を紡い
を継ぐ立場ではなかなかできない狂言

それを支えていく立場にあります。兄

でいるが、それらと同時代にあった鷺
の啓蒙活動と申しますか、狂言を通し

ている。

流は明治末に廃絶した。旧幕時代まで

てさまざまな方面に発信していくこと

さぎ

は幕府や大名家に庇護されてきたため、
を自らの任務と考えています」

世大藏虎明が著した伝書
『わらんべ草』

る』と」

基誠氏は今年３月に公開されたドキ

近代以降は存続していくことに多くの
困難を抱えてきたはずだ。

は

から『以呂波』という演目を習いまし

ろ

ないかと思うのです。織田信長や豊臣
て。当初は稽古だという感覚ではなく

い

ュメンタリー的な映画作品『よあけの
秀吉が見たものと同じものを今も演じ
て、家のなかで父と風呂に入っている

や すな り

焚き火』に 歳の長男・康誠君ととも
ているということで、この形をそのま

に出演。芸を継承していく姿が描かれ

芸の継承ということに関して大藏流

狂言独特の発声、笑い方も、子ども

ただ、 世の大藏虎明という方が、江

本的には変わっていないと思います。

は６５０年間、連綿と続いてきたとい

宗家に生まれた男子はごく幼い頃か

のうちに自然とおぼえていくという。

戸初期の１６６０年（万治３）
、後世

それを３歳くらいまでやると、子ども

ら稽古を始める。基誠氏は４歳で初舞

「おなかから声を出して思いっきり笑

に生まれてくる大藏家の子どもたちに

うことなのだろうか。

台を踏んでいるそうだが。

う。小さい頃から声を出し続ける。祖

対して、楽屋での振る舞い方、舞台前

は自然と自分でお扇子を持って動き始

かに稽古が溶け込んでいる感じでした。

ときに声を出してみるなど、日常のな

という思いがあります」

ま後世に残していかなければならない

ている。
このほかにも５年前から渋谷のセル
リアンタワー能楽堂で、仲間と集うパ
ーティーのような感覚で狂言に触れて

「２歳か３歳くらいから稽古していま

父曰く『赤ん坊があの身体の大きさで

の心構えなどを記した『わらんべ草』

「大藏流では芸の中身も伝え方も、根

れる宗家の若手世代だが、歴史と伝統
したね。私は小学校に入る頃までは、

あれだけの声が出るのだから、大人に

という、大藏流最古の狂言伝書を残し

めます」

を継いでいくことにプレッシャーを感

日本の子どもは全員家では狂言の稽古

なったらさらに大きな声が出るはずだ。

ています。岩波文庫で刊行されている

物心つく前から
始まる稽古

じることはないのだろうか？

をしているものだと思い込んでいたん

どこかで自分の声の大きさを制御して

もらう場として「狂言ラウンジ」を開

「まあ私は次男なので気楽な立場です。

です。だけど徐々にそうではないこと

また、将来は宗家となる兄には兄のプ

生の長男への厳しい稽古風景も描かれ

映画『よあけの焚き火』では、小学

一見自由に活動しているように思わ

レッシャーがあるのではと思います」

したい』ということでしょうか。狂言

「ざっくり言うと『平和な地球を表現

となのだろうか。

えていきたいのは、具体的にどんなこ

ないと言わせないようにしろ』と。だ

たらそれでもうおしまいだ。やりたく

曰く、
『子どもがやりたくないと言っ

りたくなくなってしまうものです。父

「あまり根を詰めてやると子どもはや

こん

の演目のなかでは誰一人として人が死

から基本的には楽しいと思えるような

ている。

ぬことはない。それに対して、能は亡

環境づくりを心がけるんです。まずは

そんな基誠氏が、狂言を通して今伝

くなった方が出てくる。つまり狂言と

お辞儀の仕方、歩き方、小舞、声の出

こ まい

は、戦乱の世の中で、あえておおらか

し方などから始めまして、はじめて父

すれば誰でも大きな声が出るようにな

いるはずだから、稽古してそれを解除

す。これをきっかけに大藏流は書物で

ので、今でも読むことはできるもので

と らあきら

それよりも妻のほうがプレッシャーを

に気づきまして（笑）
」

発信方法に挑戦している。

感じているかもしれませんが（笑）
。

催するなど、今の時代に合った形での

25
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大藏基誠
I N T E R V I E W

13

古くより伝わる狂言の形を伝えながら、将来にわたり狂言をどう継承していくのかが課題だと語る大藏基誠さん。

な気持ちを表現したものだったのでは

1

後継者の使命
特集

1 狂言『棒縛』。棒に縛りつけられながらも
召使いは酒を飲むために工夫する。2 狂言
『宝の槌』。太鼓のばちを打ち出の小槌とだ
まされて買った召使いが主人へ言い訳す
（写真提供：株式会社ステッカー）
る。

10

経営難の町工場を
立て直した女性社長
東京 区内で最大の面積（ ・４６
59

㎢）を誇る大田区には２０１４年（平

東京都大田区

ダイヤ精機株式会社 代表取締役

撮影 ●坂上俊彦（東京フォトアーガス）

経営難のなか、
父である社長が急逝。当時主婦だった諏訪貴子さんは
急遽社長に就任すると、
それまで経営経験がなかったとは思えない、
きめ細かな改革で社業を再建した。今日も笑い声が響く工場で
「明るいものづくり」を推進する。
取材・文 ●黒沢 円

平坦なものではなかった。

メーカーにエンジニアとして就職。そ

大学を卒業すると、大手の自動車部品

ませんでしたが、経営者となった今で

できなかったんです。あの頃はわかり

「父は家族同然の社員を切ることなど

再び自身がリストラされている。

の２年後には結婚して退職、子どもも

は、その気持ちがよくわかります」

には細心の注意が必要であり、ゲージ

外気温によって伸展する金属の研磨

（１０００分の１㎜ ）
ージ」
ではμ 単位

る部品の寸法基準となる「マスターゲ

訪さんの経営手腕による。しかし、現

社業を再建し飛躍した。この結果は諏

代へ技術継承するとともに傾いていた

は人材の確保と育成に成功し、若い世

なくないといわれるなか、ダイヤ精機

技術継承者の不在に悩む町工場が少

ストラを提案すると、諏訪さん自身が

た諏訪さんが経営を立て直すためにリ

１９９８年のこと。総務部に配属され

バブル崩壊により経営難に陥っていた

イヤ精機に２度入社している。最初は

はその間、父・保雄さんに請われてダ

ねて希望していたアメリカ赴任が決ま

いた夫が候補として注目されたが、か

車部品メーカーでエンジニアを務めて

なかった。関係先や社内から大手自動

雄さんの急逝だ。社業を継ぐつもりは

んに、予期せぬ出来事が起こった。康

２００４年、主婦業に戻った諏訪さ

の精度が求められる。

マイクロ

をμ 単位の精度で仕上げるには、経験

リストラされた。その２年後、再び父

やす お

生まれて主婦として暮らしていた。実

諏訪さんは１９９５年（平成７）に

本社工場内を案内する諏訪貴子社
長。多品種少量生産を行う同社には
さまざまな機械が設置されている。

に請われて入社、リストラを提案し、

父から娘へと受け継がれた
ものづくりにかける思い
諏訪貴子

成 ）時点で約３５００の工場があり、
「ものづくりのまち」として広く知ら
れている。その大田区で精密金属加工
を行うダイヤ精機は、２００４年（平
成 ）に創業社長を失い、娘である諏
訪貴子さんが 歳の若さで跡を継いだ。
日本の経済界が苦渋を舐めた１９９０
年代のバブル崩壊により、この大田区
さら

でも多くの町工場が閉鎖、消滅の危機
に晒されていた時期のことであった。
突然の経営者の死は、どのような会
社組織であれ、なにごともなかったか
のように経営を持続するのは難しい。
その悲劇に見舞われたのがカリスマ性
ある創業者であり、空前の経済危機の
最中であれば、なおのことだろう。
しかし、諏訪さんは経営難にあった
会社を見事に立て直し、社業をさらに
発展させることに成功した。また、自
社の経営改革スキームを講演で披露す
るとともに書籍でも紹介し、製造業界

社）

のみならず各方面から注目される。最
初の著書『町工場の娘』（日経

計測機器で寸法の確認ができるとはい
え、最後にものをいうのは職人の技な
のだ。

1971年、
東京都生まれ。
成蹊大学工学部卒業後、
自動車部品メーカーの
ユニシアジェニックス（現・日立オートモティブシステムズ）
入社。
2004年、
父の急逝に伴い、
ダイヤ精機社長に就任。
経営再建に着手して優良企業に再生した。
中小企業政策審議会委員、
政府税制調査会特別委員。
日経ウーマン「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2013」大賞受賞。
著書に『町工場の娘』
『 ザ・町工場』
（ともに日経BP社）
。

在の成功に至るまでの道のりは決して

経営難に陥ったダイヤ精機の
再建と経営改革

Takako Suwa

に基づく勘とセンスが必要だという。

する「限界ゲージ」や、大量生産され

（許容限界寸法）の上限と下限を測定

要だという。仕上がり寸法の誤差範囲

トンだけでも 種類以上のゲージが必

部品ごとにゲージが求められ、ピス

精度を確認する。

のゲージを当てて大量生産する部品の

納品先の自動車部品メーカーでは、こ

内にあるかどうかを測定する道具だ。

ゲージとは、部品の寸法が要求精度

成り立たないといっても過言ではない。

社のゲージなしに、納品先の製造業は

車部品メーカーに納められている。同

は、日本を代表する大手製造業や自動

う町工場だ。ここで製造されたゲージ

工具、金型などの設計・製造を請け負

ダイヤ精機はゲージ（測定具）や治

そう誇らしげに言う。

工場内を案内してくれた諏訪さんは

みです」

製造できるのは、弊社を含めた５社の

「日本で大きな組み立てゲージを加工

一躍「時の人」となった。

がテレビドラマ化されたこともあり、

B
P

親族内
承継
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会社の事業を承継する
P A R T 1

32
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石川県七尾市

市内 団体が専門知識を共有し、
官民連携の支援ネットを設立
写真提供 ●七尾街づくりセンター

任したことで「七尾事業承継オーケス

七尾市

それが、２０１８年（平成 ）２月に

ての事業承継支援に取り組んでいる。

どでも知られる七尾市では、官民挙げ

なな お

国有数の高級温泉街である和倉温泉な

石川県能登地方の中心市であり、全

官民が力を合わせて
事業承継を支援する

石 川 県

発足した
「七尾事業承継オーケストラ」
だ。行政機関や経済団体、金融機関、
弁護士や税理士といった士業など 機
関が集まり、互いに情報を共有しつつ
後継者不在に悩む企業の事業承継を支
援する官民連携ネットワークである。
七尾市商工観光課の立川淳さんは、
「七尾事業承継オーケストラ」発足の
経緯を次のように語る。
「七尾市では、２０１５年から２０２
５年までの 年間で、１０００社以上
の企業が廃業するという統計予測が出

活用して、同社の検索エンジン『スタ
ンバイ』上に後継者を求める市内事業
者の求人サイトを特設しました。また、
首都圏で開催したＵ・Ｉターン希望者
を募集するイベントに、後継者を求め
る経営者を招き、対話の場を設けるこ
とも行っています」（友田さん）
昨年７月に東京・渋谷で開催したイ
ベントには約 人の移住希望者が参加。

て最適な人材を探すため、七尾市在住

友田さんによると、後継者候補とし

な手応えを感じたという。

して最適な層が集まったことには大き

その大半が 〜 代で、後継者候補と

域の課題をビジネスを通じて解決する

ネジメントやマーケティングなど、そ

から地方に移住したい人の中には、マ

ースが多々あります。しかし、都市部

族に後継者がいなければ廃業を選ぶケ

ターシニアマネージャーの浜田宏勝さ

こう強調するのは、七尾街づくりセン

えるべき大きな課題が１つあります」

の活動を拡大させていくには、乗り越

「ただし、
『事業承継オーケストラ』

経営者の抵抗感を
いかに払拭するかが課題

システムづくりのこと。そして、その

れまで自分が培ってきたスキルを生か

り組んでいる。

そのための情報発信にも積極的に取

できます」（友田さん）

る２つの課題を同時に解決することが

人口減少と廃業増加という地域が抱え

くマッチングさせることができれば、

そうした人と後継者不在の企業をうま

せる仕事を求めている人も多いのです。

担い手として白羽の矢が立ったのが、

を残すことが重要視されておらず、家

「七尾市には個人事業主が多く、事業

も広く呼び掛けているという。

者だけでなく、Ｕ・Ｉターン希望者に

トラ」の牽引役として再起動する。

23

若者が働ける魅力ある企業を地域に残すことが喫緊の課題の七尾市。
後継者不足による中小企業の廃業を防ごうと、
官民連携の支援ネットが設立された。
取材・文 ●日比忠岐（エディ・ワン） 撮影 ●編集部

ています。一方、廃
業する企業の約３割
は、経営状態は良好
なのに後継者がいな
いという理由で存続
を断念しているのが
現状です。後継者さ
えいれば、廃業を思

七尾街づくりセンター 戦略アテンダントの友田景さん。大阪府出身。
現在、大阪府柏原市と石川県七尾市の二拠点居住で事業展開を行っている。

「転職サイトを運営するビズリーチを

2

いとどまる経営者も
増えるはず。そこで、
後継者不在に悩む企
業や事業所に対して、
全国から後継者を呼
び込むプロジェクト
を立ち上げました」
同市では、２０１
４年に発足した『な
なお創業応援カルテット』（ ページ参
照）をはじめ、創業支援のプロジェク
トに力を入れてきた。年間約 社が起

田景さんが戦略アテンダントとして就

けい

った。２０１７年 月、公募により友

三セクターだが、長く半休眠状態にあ

りを目的に１９９８年に設立された第

同センターは中心市街地のまちづく

特設の求人サイトで
全国から後継者候補を募る

業するなど、成果も着実に表れている。 「七尾街づくりセンター」だ。
ところが、廃業件数は年間およそ 件。
企業を増やすだけでなく、減らさない
ようにする取り組みが必要なことは明
白だった。
七尾市がまず着手したのは、国の地
方創生交付金を活用したローカルベン

30

34
35

チャー推進事業を立ち上げることだっ
た。ローカルベンチャー事業とは、地

1

後継者の使命

人口 52,565人

世帯数 22,123 世帯
（2019 年４月末現在）

30

40

個別案件ごとに
チームを編成
事業承継に関するさまざまな相談に
応えるべく、官民一体となって支援す
る体制を構築。個々の案件には、個
別案件ごとにチームを編成して対応
する。

10

30

士業
経済団体

10

地域の文化、
地場産業を継ぐ仕組み
P A R T 2

（人材会社など）

（公的機関）

七尾市は石川県の北部、能登半島の中央
に位置し、北は穴水町、西は志賀町、南は
中能登町と富山県氷見市に接している。
2004 年（平成 16）10月1日、七尾市・
田鶴浜町・中島町・能登島町の1 市 3 町が
合併し「新七尾市」が誕生した。
特集

事務局
七尾街づくりセンター
ななお事業承継相談所
外部機関

行政関係
情 報 共 有
金融機関
協力依頼
情報提供

70

七尾市概要
1 若者にとって魅力的なまちにするた
めのイベントを企画するのも「七尾街
づくりセンター」の重要な役割。2 後
継者とそれを支える側近の育成も支
援する。

七尾市の事業承継支援ネットワーク「オーケストラ」の体制図
36

20

「移住をきっかけに創業・起業される
方も増えています」と話す、七尾市
役所 商工観光課の立川淳さん。

23

PART3

立のきっかけは、塗装業界に 年以上
身を置いていた会長の伊藤豊さんの、
「
〝塗装は汚い〞〝男性社会〞というイメ
ージを変えたい」という思いに、阿部
さんが強く共感したことからだという。

既に外壁の下塗りをほぼ終えた、白い

どの住宅地にある改装中の戸建て住宅。

事を中断される日以外は、基本的には

上塗り作業を行う。途中、悪天候で工

で養生、足場組み、下塗り、中塗り、

るコミュニケーション能力、礼儀・あ

様と会い、笑顔でハキハキと応対でき

ます。そこで、できるだけ多くのお客

だが、実は女性が輝ける要素がたくさ

んは、
「男性的なイメージがある業界

装の〝ト〞の字も知らなかった阿部さ

当時、広告代理店に勤めていて、塗

塗料に覆われた壁面は新築と見紛うほ

いさつ・マナーを身に付けます」

睨み、おもむろにローラーを動かした。

に下りてきた職人は壁面を数秒じっと

屋根まで架けられた足場から軽やか

固、どちらかと言うと不愛想だが腕は

てにこやかに応じてくれる。寡黙で頑

の質問に嫌な顔ひとつせず、手を止め

てきぱきと作業しながらも、こちら

められる。特に、
「塗装の仕事は工事

とコミュニケーションを取ることが求

同じ家を担当するため、しっかり顧客

職人は一度現場に入ると２週間ほど

のものを再定義しようというところか

無理」という既成概念を捨て、塗装そ

そして、
「塗装は未経験者や女性には

こそ一緒に挑戦しようと思ったという。

に頷き、自身には固定観念がないから

んある」という伊藤さんの熱弁に大い

黙々と手を動かす毎日だ。

凸凹で複雑な壁面およそ１㎡当たりを

であると同時に、お客様にサービスを

配りや細かい作業については女性の方

という戸建ての仕事。
「こまやかな気

百棟あれば百通りのこだわりがある

する」という目標を掲げてやってきた。

できる場にする」「日本一の塗装会社に

一流。そんな従来の職人のイメージと

きっと彼女たちが「女性」

一瞬で塗り終え、職人は次の壁面へ。

と、装い新たに輝きはじめた。この職

だから、という理由だけで

らスタート。
「塗装業界を女性も活躍

人こそ、ユーコーコミュニティー入社

はないだろう。その理由を

提供する仕事」と考える同社にとって、

８年目、女性職人第１号で二級塗装技

同社の代表取締役社長であ

明らかに異なっていると感じたのは、

能士の資格を持つ〝塗装ガール〞こと

る阿部真紀さんに聞いた。

が向いている面もある」「塗装は
〝色彩〞
を扱う華やかな仕事になり得る」と確

写真提供●ユーコーコミュニティー
撮影●藤牧徹也

さまざまな 事業承継

日和」
。この日訪ねた「現場」は、Ｊ
Ｒ東海道本線・大磯駅から車で 分ほ

２００９年（平成 ）創業の同社設

も違ってくる。

経験することで、現場に向かう心構え

須なのだ。また、営業の苦労を実際に

男性女性にかかわらず接客スキルは必

15

どだ。

地域や人に魅せられそこにとどまり 〝
承継 を〟
した人、
先祖代々の農園を継いできた都会の農家など。
これもまた幅広い意味での「事業承継」だ。

業界に吹く新風
〝塗装ガール〟
の誕生

ユーコーコミュニティー株式会社 技術部

初夏の日差しと風が心地よい「塗装

親族外
承継

10

取材・文●八木寧子

さまざまな
「事業承継」
P A R T 3

神奈川県厚木市
信を持った阿部さんたちは、
「女性職

後継者の使命

“塗装ガール”の活躍で
業界の起爆剤を目指す
佐藤万奈美
21

２０２０年
（令和２）
の東京オリンピック・パラリンピック開催を控え、
建設ラッシュに沸く一方、
技術者の高齢化、
後継者不足が喫緊の課題である建設業界。
その一翼を担う塗装界で、
女性の就業者
（技術者）
が生き生きと働く会社がある。
特集

ローラーにつける塗料の量、転がし方に職人の腕がかかるといわれる中塗り作業を行う佐藤万奈美さん。
ユーコーコミュニティー株式会社
住所●神奈川県厚木市旭町4-1-2
電話●046 -258 -9640
HP●https://www.yuko-community.
co.jp

壁は白から濃いベージュの中塗りへ

佐藤万奈美さんだ。彼女は現場責任者

「当社では入社後半年の研

しお り

として、後輩の佐野汐李さんと２人で

修期間の中で、どの部署も
必ず営業研修を４カ月行い

代表取締役社長の阿部真紀さん。
広告代理店勤務から塗装業界へ、
異色の転職を果たす。
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この戸建てを担当している。
佐藤さんたちはおよそ 日間の予定
10

ど ろき

取材・文●片山幸子（エディ
・ワン） 撮影●関 大介

87

のことを考えているような人でした」

「うちの農園が有機農法にこだわるよ

本格化。信彌さんのもとにも、メーカ

た頃と前後して、国内で農薬の使用が

大平農園がビニールハウスを開発し

うになったのは、先々代の当主だった

戦後の食糧難に対応するため、サツマ

「父は農薬を使い始めてから体調に異

プの「若葉会」が定期購入している。

ず、基本的には生産者と消費者グルー

「父は『農業は命を支える尊い仕事だ

も知られる。

しまったんだと思います。

せいで、影響を強く受けて

の中で農薬を噴霧していた

密閉されたビニールハウス

から、
農民は豊かでなくてはいけない』

症状を傍で見てきた私たち

農家。ビニールハウスの開発者として

という信念をもち、朝から晩まで農業

家族には、農薬禍としか思
えませんでした」
信彌さんの死をきっかけ
ひろ し

に、美和子さんの夫で十代
目当主だった博四さんは、
有機農業への転換を決断。
「 江戸時代のやり方に戻せ
ばいい」という美和子さん

３年はうまくいかなかったのですが、

にまいて、土を作りました。初めの２、

葉や木の枝などを発酵させた堆肥を畑

「古畳やおから、米ぬかのほか、落ち

した。

会員は、その週に収穫された数種類

組織を立ち上げることにしたんです」

だくようになりました。それで、会員

てください』という声をたくさんいた

を使う方たちから『お野菜を購入させ

近所の若いお母さんたちや、健康に気

の母の言葉を頼りに、土作りから見直

段々と収穫量が安定し始めました。草

の野菜をセット販売で購入する。１回

「有機農法を始めて数年経った頃、ご

常が出始め、 歳で亡くなりました。

大平農園の野菜は農協などに出荷せ

ユニークな方針の
消費者組織「若葉会」

す。作物の病気も減りました」

こともありますが、味が全然違うんで

1932年、
東京都生まれ。
江戸時代から伝わる
無農薬の有機農法を実践する
大平農園の十一代目当主。
九代目当主・大平信彌さんの長女で、
夫は十代目当主・大平博四さん。

イモの増産などの研究に取り組んだ篤

けられた。

ーからさまざまな農薬のサンプルが届

のぶ や

私の父の農薬禍がきっかけなんです」

なる大平美和子さんだ。

もつ大平農園の現当主は、今年 歳に

世田谷区等々力に江戸期から400年続く農家がある。
だが後継者問題で、
農園とここで開発された農法の今後が危惧されている。
九代目当主だった大平信彌さんは、

Miwako Ohira
取りの手間はかかりますし、虫がつく

P A R T 3

さまざまな
「事業承継」

枝葉や古畳を解きほぐしたワラなどを
土づくりに活用し、東京でなければで
きない農業を根づかせた。

後継者の使命
特集

農園の近くにある大平邸。 庭にも
400 年の歴史があり、樹齢４００年を
超える樹木がそびえている。

「オーガニックファーム」
の
聖地として名を馳せた農園
と

大平農園は、東京都世田谷区等々力
に７ ほどの畑を所有。作っているの
は、ネギやレタス、トマトなど約 種
類もの野菜だ。農園では、化学肥料や
農薬を一切使わずに作物を栽培してい
る。
「 オーガニック 」や「 有機農法 」
という言葉が浸透する以前の１９６８
年（昭和 ）から徹底した無農薬農業

ファームの聖地とも称される。

大平農園
住所●東京都世田谷区等々力4-23-5

65

大平農園

30

を実践してきた同園は、オーガニック

43
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2
3

400年以上続く都会の農園
今、承継問題で岐路に立つ
大平美和子
a

江戸時代以降、約４００年の歴史を

1

東京都世田谷区
1 種取りを間近に控えたネギ。大きさ
は不揃いだが、
「滋味深い」と評判。
2 火曜日と金曜日に開かれる直売
所。若葉会の会員以外も購入可能。
3 大平農園で栽培されているキャベ
ツ。葉の色が濃く、１株が大きい。

