日本 業の 未来を考える

特 集

農業には環境を保全し、
地域の雇用と

文化・暮らしを維持するという大きな役割があった。
しかし、
日本の農業の担い手の減少と高齢化は進み続けている。
国は農地の集積・集約化を進め、
経営マインドのある
農業法人による「儲かる農業」
を目指す。
一方で中小規模農家は、
６次化や食の安全にこだわったブランド化、
消費者と直接つながる販路開拓などの試みにチャレンジしている。
大地に根差し、
汗をかきながら未来を模索する
農業のさまざまな現場を訪ねた。

長野県中野市の三ツ和農産の
“農業女子”清水絵美さんと夫の正督さん。
（撮影：島村菜津）
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農政改革 が目指す
儲かる農業とは何か？
構成 ●丸山貴未子

出し、米の増産などそれなりの成果が

戦後の農地解放は多くの自作農を作り

渡邊 集積・集約はかなり進んでいる

です。

化を図るのが農地バンクの最大の狙い

て 考 え て い る の は 認 定 農 業 者 で す。

奥原 我々が担い手農業者の中心とし

撮影 ●藤牧徹也

ありましたが、何年たっても日本の農
んですか。

まとめられていて、複雑な農業の問題

農政の歴史が、官僚の立場から明快に
で あ れ ば、平 均 年 収 約

万円程度に

りませんでした。この面積では、米作

てきてはいますが、集積も集約化もま

奥原 集積の数字はそれなりに上がっ

受けた意欲のある専業農業者が、認定

農家を市町村が認定する。この認定を

律があって、経営改善計画を提出した

ha

「農業経営基盤強化促進法」という法

渡邊 奥原さんの書かれた
『農政改革』
家の平均規模は１戸あたり１ で変わ

Masaaki Okuhara

は改革法成立の舞台裏や、戦後日本の

「農地バンク」で
農地を集積・集約化

聞き手 ●
渡邊直樹 本誌編集長

奥原氏は農林水産省で
農地バンク法、
農協改革などの
農政改革を推進し、
その手腕には
官邸からの信頼も厚かった。
昨年、
農林水産事務次官を最後に退官。
近著、『 農政改革 行政官の仕事と責任 』
には
これらの政策の趣旨とともに、
その舞台裏も綴られている。
国が進めてきた農政改革の軸はどこにあり、
現状はいったいどうなっているのか。
国が目指す農業の形とは？

前農林水産事務次官

ういった意欲のある農業の担い手が自

農家が発展してきているんですね。そ

際には農業法人や専業的な家族経営の

メージだったと思います。ところが実

金や輸入規制を行うというマイナスイ

いない、政策もそれを前提にして補助

うと、零細で儲からないし、後継者も

思いがありました。

を正確に理解していただきたいという

一般の方々に、農政改革の趣旨や内容

ますが、ひとつには、農業者の方々や

奥原 本を書いた目的はいくつかあり

を頭の中ですっきりと整理できました。

貸する。常にここが両者の間に入り、

者から土地を借りて、農業経営者に転

奥原 ええ。農地バンクが農地の所有

わけですね。

つずつ第三セクターとして設置された

で、２０１４年から各都道府県にひと

渡邊 正式名称は
「農地中間管理機構」

基本的な発想です。

うにしようというのが、農地バンクの

集約化してまとまった面積を使えるよ

るため、担い手のもとに農地を集め、

農業経営を発展させていけるようにす

て農業で生活できるようにし、そして、

はできません。もっと大きな所得を得

すぎず、農業だけで生活していくこと

きましたが、ご説明願えますか。

渡邊 担い手農業者という言葉が出て

ていくことが必要です。

将来に危機感を持って地道な努力をし

を目指しており、関係者が地域農業の

これを令和５年に８割まで上げること

ェアは約３割から５割に増えましたが、

年間で担い手農業者の農地利用面積シ

すか？

と「農協改革」はどうつながるわけで

バンク」からうかがっていきますが、

３つだということですね。まず「農地

法」「農協改革」「農業競争力の強化」の

きますから、いずれまとまった面積に

域の相当の農地がだんだんに集まって

上がりません。でも農地バンクには地

をバラバラに集めただけでは生産性は

農業者で今全国に 万ぐらいいるでし

由に経営展開できる環境を整えようと

斡旋したらおしまいではないところが

これは農地を借りたい人と貸したい人

してＡさんに貸すことができるように

貸付け

農協を経済の変化に
対応できる組織に

ょうか。規模の大小は関係ありません。

20

渡邊 その担い手農業者の経営の発展

（転貸）

貸付け

農地を
借りたい人

法人・企業を含む

※農地バンクは、貸し手・借り手の間をつないでおしまいではなく、
常に中間に存在しており、農地バンクへの農地の集積状況に応じて、
借り手に対する転貸農地を変更して理想的な農地利用状況に
近づけることができる。

奥原 もともと農協法（農業協同組合

都道府県農地中間管理機構

だまだです。農地バンクを作る前の

いうのが農政改革の趣旨です。

特徴です。例えば さんのもとに農地

の仲介をする仕組みですね。

なります。農地の集積だけでなく集約

農地を
貸したい人

農業に対する一般的なイメージとい

渡邊 その軸となるのが「農地バンク

40

奥原 農地の問題は基礎中の基礎です。

農地バンクの仕組み

10

農地の
集積・集約化

農地バンク

農地の
集積・集約化
土地を貸したい人と
借りたい人の関係

A
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1955年生まれ。
79年、
東京大学法学部卒業、
農林水産省に入省。
消費・安全局長、
経営局長を経て、
2016年6月から2018年7月まで事務次官
として、
農政改革をリードしてきた。
出所：農林水産省資料

奥原正明

鈴盛農園

ろ

ゆ

き

愛知県碧南市

農業をカッコよく
若手中心のスタッフで
新規就農に成功
ひ

鈴木啓之

る碧南市は、全国でも有数のニンジン

愛知県中南部、矢作川河口に位置す

就農１年目にオリジナルの
ニンジンを開発

夏季と冬季に収穫できるが、冬季は特

充する塩農法によって糖度がアップ。

を畑に散布して、土壌にミネラルを補

期間中に三河湾の海水塩である饗庭塩

取材・文 ●山下 隆（エディ・ワン） 撮影 ●アラキシン 写真提供 ●鈴盛農園

会社を辞めて農業の世界へ飛び込んだ鈴木啓之さん。
新規就農者ゆえに十分な耕作地が確保できなかったため、
「スウィートキャロットリリ」といった、
オリジナルのニンジンを開発するなど、
農作物を厳選し、
販路開拓などの工夫と努力を行った。

の生産地。
に甘みが強く、平均糖度９度とフルー

あい ば しお

リ」というオリジナルブランド。栽培

「海と川に囲まれ、さらさらとした砂
ツのような甘さだという。

ジンづくりを教えてくれた祖母（りり

や は ぎ

地の畑でストレスなく育ったニンジン
「
『リリ』というのは、僕に最初にニン

そう話すのは、鈴盛農園・代表の鈴
さん）の名前。感謝の思いを込めて名

へ きな ん

は、甘みが強くおいしいんです」

木啓之さん。鈴盛農園で生産される主

対し、妻の両親に謝罪に行ったほど。

付けました」

鈴木さんの塩農法は、
２０１１年
（平
確かに農業の経験はありませんでした

力農産品は「スウィートキャロットリ

成 ）の「あいち青年農業者大会」で

始めたばかり。もともと自動車関連の
棄地も増え続けている。さらに売価や

継ぐ若者がおらず高齢化し、耕作放

なさい』と最初は反対していました。

のは難しいから、趣味程度にしておき

で教わりに行きました。
『農家で稼ぐ

ａ の農地で作れる農作物は、春と秋に

経営は、農業大学校で学んでいた。

が、
『食』は人が生きる根源ですので、

会社に勤めていたが、 歳で結婚した
販路は農協任せで儲からないなど、農

それでも、毎日通って、ニンジンづく

収穫しても年間 万円ほどで、経費を

最優秀愛知県知事賞を受賞する。実は、

のを機に「自分の可能性をもっと広げ
家はさまざまな課題を抱えている。し

りの基本を教えてもらいました」

引くと利益率は ％程度。鈴木さんの

今後の可能性を強く感じました」

るために、独立して農業を仕事にしよ
かし、鈴木さんは「だからこそ、その

さらに農業大学校の社会人向けのコ

ように ａ では、１５０万円の収入に

このときの鈴木さんは本格的に農業を

う」
、
そう決意したのだ。
逆のことをすればいい」と、むしろ自

ースを７カ月間受講し、大規模農家で

加え約 ａ の広さから始めました」

「勤めていた会社ではマネージャーと
信を深めたのだという。

の畑で、ニンジンづくりをしていたの

トリリ」の開発とともに、祖母の鈴盛

「その後、人の紹介などもあって、な

しかならない計算となる。

規模としては決して十分とはいえませ
んでした」

棄地なんてほとんどありません。
『若

空きが出ると奪い合いになり、耕作放

ば作るほど稼げることから、少しでも

す。ニンジンの産地で、たくさん作れ

ち１６０人がニンジン農家をしていま

「碧南市の人口は約７万人で、そのう

のが農地の確保だった。

くつか外れてしまう。中でも苦労した

しかし、鈴木さんの当初の思惑はい

に加えて栄養価の高いニンジンの生産

が豊富な赤ニンジンなど、見た目や味

ールが豊富な黒いニンジンやリコピン

で、通常のニンジンよりもポリフェノ

のカラフルにんじん』（右ページ写真）

ンジンの種を集めて育てた『しあわせ

「それが、
『リリ』をはじめ、７色のニ

考える。

倍の価格で売れる農作物を作ることを

と感じた鈴木さんは、市場に出回る３

これ以上農地を広げることは難しい

者の新規就農者というだけで歓迎され

さらに、
「素敵（ステ〜キ）なたま

を始めました」
母の農地に親戚などから借りた農地を

る』という考えは甘かったですね。祖

農地が少なければ、
３倍の
価格で売れる農作物を作る

んとか２・７ まで確保できましたが、

10

農園を継ぐこととなった。

50

50 60

ha

10

耕地面積と利益についてなどの農業

して店舗を任されていましたし、結婚

２年間の研修。
「スウィートキャロッ

50

「祖母が碧南市でわずか１反
（約 ａ ）

「しあわせのカラフルにんじん」は見栄えだけでなく、甘みや栄養価も高く、鈴盛農園の看板商品となっている。

まだ２カ月目だったので、周囲はもう
パニック状態（笑）
。僕の両親は大反

2
1 鈴木さんが手に持つのが塩農法で
作られた「スイートキャロットリリ」。
2 赤タマネギは、レッドオニオンと呼ば
れ、レストランなどの需要も多い。抗
酸化作用もあるとされ人気。

25
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1

『 脱サラ就農、
九条ねぎで年商 億円 』。
これは、
こと京都代表取締役の山田敏之さんが
執筆した著書のタイトルだ。
億円という数字に驚く人も多いと思うが、
山田さんは就農して 年目でこれを実現。
どうやってこの数字を達成したのか。
山田さんのこれまでの歩みの中に、
農業を明るく照らすヒントがある。

こと京都 代表取締役、
日本農業法人協会 会長

10

一から始めた農業で
年商 億円を目指す
山田さんのご実家は農業をされて

メーカーで営業をしました。 歳のと
きに最年少課長として予算 億円のブ

どのタイミングで農業の方向へシ

ったんです。私は 歳のころからいつ

かが父の世話をしなければならなくな

弟の次男として生まれ、兄弟のうち誰

きっかけは母の事故でした。３人兄

フトしたのですか

―

積ませてもらいました。

材育成に至るまで、さまざまな経験を

ランドの立ち上げに携わり、経営や人

15

28

ですが 歳のときに転職し、アパレル

ョンビルのデベロッパーをしていたの

アパレル業界に就職。最初はファッシ

大学は経済学部へ進学し、卒業して

ないと思っていました。

親の姿を見て、絶対に農業はやりたく

なるとクタクタになって帰ってくる両

手伝うことはほとんどなく、毎年夏に

卸していました。小・中学生のころは

ねぎなどいろんな野菜を作って市場に

父と母はほうれん草、小松菜、大根、

いたんですよね。

―

取材・文 ●西川有紀（モーラ） 撮影 ●米田真也

21

?

戻りました。農業のことを全く知らな

のつもりで農業を始めるために実家に

か独立したいと思っていたので、起業

30

かったので年商１億円を掲げたのです
が、実際は４００万円くらいしかない
ということを知り、なんとかしなけれ

いろんな野菜の中で、九条ねぎ一

ばと始めたのが九条ねぎ栽培です。

―

本に絞った理由は？
１億円を目指すためには、野菜の収
穫量も質も上げなければいけません。
多品種でそれをやると幅広い知識が必
要になり、農薬や肥料、出荷箱の種類
も増える。それは非効率だと思い一本
にしようと。あとは京都でやるならブ
ランドを掲げられる京野菜を作るべき
だと思いました。京野菜の中で１年中
栽培できるのが、九条ねぎ、水菜、ミ
ブナの３種類。九条ねぎ栽培は簡単で
はありませんが、収穫しやすい点も選

他に売り上げを伸ばすために従来

んだ理由の一つです。

―

のやり方を変更したことがあれば教え
てください。
近所の市場から、高く買い取っても
らえる中央卸売市場へ卸し先を変えま
した。九条ねぎは高値、中値、安値の
３段階に分けられるのですが、高値で
買い取ってもらうために市場リサーチ
をし、高値になるねぎ作りを追求しま
した。始めてから１年後に年商１６０
０万円まで伸ばせたのですが、目標は

30
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1

25

1

これからの農業には
作る、
売るの両輪を回す
経営力が必要になる
4

山田敏之
10

2

3

1 収穫後のねぎを一時保管する保冷
倉庫。クラシック音楽が流れる。2 洗
浄後、根の部分のカット。3 この状
態でパーケージされるものと、カット工
場に向かうものに分かれる。4 洗浄し
ながらの検品作業。

京都市の向島工場からほど近い自社のねぎ畑で。

ひぐらし農場
長野県飯山市

標高600mの
なべくら高原で
野菜とハーブ作り
木内マミ
おいしい湧き水と朝晩の寒暖差がもたらす
甘みがあって味の濃い高原野菜を育てながら、
ハーブ作りにも力を注いできた木内マミさん。
同じ北信州の農業女子「Ｎｊ 北信」の仲間とは、
刺激し合いながら農業の可能性を広げている。

島村菜津
ノンフィクション作家

年かけて土作りし
父が切り開いた高原の畑

取材・文・撮影 ●

☆

「ひぐらし農場」のある長野県飯山市
のなべくら高原は、県の最北に連なる
関田山脈の中心にある鍋倉山の麓に広
がる。標高は６００ ほどだが、日本

は４〜５ も雪が積もる。

海からの季節風が上昇気流を生み、冬

m

代後半に独身で就農。畑の一角で

30

うなど、約 種の高原野菜を作ってい

ッコリー、アスパラガス、さやえんど

通じてキャベツ、白菜、レタス、ブロ

くら高原の標高差を利用して、年間を

し農場は、現在、自宅そばの畑となべ

種以上のハーブを育てている。ひぐら

20

そう話す木内マミさん（ 歳）は、

こまで育ってよかった」

んですよ。６月に入って、ハーブがこ

「今年は、５月まで雪が積もっていた

m

バしか育たなかった。 年かけて土作

「土が痩せていて、３年間は大根とソ

ごろ出る石を取り除く作業に追われた。

とはいえ最初の５年は、掘ればごろ

たときに入植したんです」

高原が国営農地開発事業の対象になっ

所有地を開墾しました。数年後、この

然環境に魅了され、友人と二人でその

いる友人宅を訪れたときに、ここの自

「父は、なべくら高原に土地を持って

が一代で切り開いたものだ。

る。雄大な高原の畑は、父の順一さん

20

も農業高校は出たものの、長兄はテニ

継ぐ気はさらさらなかった。二人の兄

子どもの頃のマミさんには、農家を

個展を開く画家でもある。

は、その風景を描き続け、今では毎年

この高原をこよなく愛する順一さん

うになったそうです」

りして、ようやく野菜が植えられるよ

10
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10

20

暑い日でも風が涼やかな高原のハー
ブ畑。摘みたてのカモミールを手に微
笑む木内マミさん。

星の谷ファーム
新潟県上越市

代で東京から移住。
雪深い山里暮らしで
家族農業をつなぐ
て

ん

み ょ う

天明伸浩

撮影 ●藤田政明

は、ビジネスとして成り立つ農業をや
ろうと思っており、３ 以上の水田で
あれば、自分でコメを直売すればやっ
ていけると算段していた。４ のまと

金を借りて４ の農地を購入、大学時

公庫（現・日本政策金融公庫）から資

が仲介・支援してくれ、農林漁業金融

町役場や県の農業普及支援センター

まった水田は願いどおりだった。

ha

代に知り合い結婚した香織さんととも
に 年に移住・就農した。
住んでみると積雪が４ｍ にもなる冬
は苦労の連続、当初は集落と麓を結ぶ
道も整備されておらず、車の運転に不
慣れな香織さんは苦労したそうだ。夫
婦は若さで乗り切ってきた。
一方、集落の人たちは、４ の農地

農業・農村に向かう若者はほとんどい

んだ。その頃の日本はバブル絶頂期。

学院で農学部に通い、そこで稲作を学

もと生物系の勉強をしたくて大学と大

東京都出身の天明伸浩さんは、もと

響でコメの価格も高かったため、農地

だ農地価格が高く、 年の大冷害の影

た。１９９５年（平成７）当時は、ま

で引き受け手を探していることを聞い

谷集落水田４ の所有者が離農するの

その法人から、上越市の山間部下川
借金をして農地を購入したことも好感

天明さんが夫婦で移住してきたこと、

の手に渡ると、産業廃棄物業者などが

なかった。それならば自分が農業をや
を売りたい人は限られていた。条件で

いう新潟県上越市の農業法人で研修生

ろう、コメを作る側になろうと、天明
選ぶ余地はなかった。また、天明さん

入ってくるという懸念があったからだ。

さんは大学の後輩が農業体験をしたと

る。しかし、顧客の高齢化などで直販

は設備や農器具のための借金はしない

の管理の何倍もの手間がかかる。特に

である。山奥の水田は、平野部の水田

きもあるが、労働力の基本は夫婦２人

ている。ボラバイトや研修生がいると

減農薬・減化学肥料のコメづくりをし

けて拡大してきた。アイガモを入れ、

〜７年前からブルーベリーを作り始め、

学校に入り子育てが少し楽になった６

に恵まれた。香織さんは、下の子が小

天明さん夫婦は、この地で３人の娘

養う以上、経営という視点は外せない。

ら中古品を買っている。農業で家族を

が貯まったら買い、新品が買えないな

の りめ ん

それをジャムやソースに加工して販売

水田と水田の間の法面の草刈りは大変
だ。

また、ダウン症である次女の仕事づ

いる。

借りれば、
「長女が奨学金を借りずに

くりとして、鶏の平飼いを始めた。次

経営については、天明さんの言葉を

大学に行けるくらいには、まあまあう

女の担当は卵洗いである。その卵はＪ
Ａの直売所に週１回、次女を寮のある

まく回っている」
。
経営の主体であるコメについては、

学校に送迎するついでに売りに行って
いる。
星の谷ファームの収入はコメ作りだ
が、天明さん夫婦はこのようにコメ以
外の生産加工にも少しずつ取り組んで
いる。複数の部門があることで家族の
役割分担や、経営のリスク分散、さら
には将来誰かがこの農場を継承する時
にもコメだけに頼るよりもやりやすい

を持たれた。若い夫婦が本気でこの場

所に根を下ろすつもりなのだとわかっ

になった。

くれる人を探していた。他の地域の人

の引き受け手としてその土地に住んで

ha

新潟県の山奥の豪雪地帯に新規就農して 年。
そのまなざしは自らの経営から、
家族と暮らす地域へと向かい
移住者の勧誘や支援、
地域の将来ビジョンづくりに取り組んできた。
天明さんが目指す「住人が１００年後も幸せに生きていける
地域づくり」について伺った。
取材・文 ●和泉真理

ha

の販売量は減少傾向にあり、売り方を

東京出身、
コメを作りたいと
夫婦で新規就農

ha

1
1 山に囲まれた天明さんの水田。網を
張ってアイガモを放ち、環境に優しい
コメづくりをしている。2 天明さんのコ
メに香織さんのブルーベリージャムが
加わり、経営の幅も広がった。今年
からヤフーショップでも販売している。

95

てもらえた。
工夫しようとネット販売を始めた。
７ のコメ農家としてやっていくに

星の谷ファームの経営面積は現在７
方針を貫いている。必要な機械はお金

は農業機械一式が必要だが、天明さん

である。廃業する人の水田を引き受

アイガモ農法による
コメ作りと新たなチャレンジ

93

ha
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ha

個人への直販やＪ Ａ向けに販売してい

以前に比べたら雪の量は減ったと天
明さん。すっかり雪に埋まった田んぼ
（写真提供：天明伸浩）
の雪景色。

2
自宅をバックに天明さんと妻の香織さ
ん。二人とも「組織にはなじまないタ
イプ」と笑う。

24

20

ha

