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序文序文序文序文

、北海道は、開発途上地域から先進地域へ、130年という短期間で急速に変貌を遂げたため

様々な地域開発・地域振興のノウハウや事例が豊富に顕在しています。

JICA北海道国際センター(札幌)ではこれらのノウハウや事例を開発途上国における地域開

発・地域振興の参考に供すべく、地域開発分野の研修コースを数多く実施してまいりました。

先般、同分野研修コースの改善に向けての見直し検討会が平成10年度から11年度にかけて

開催され、コースのさらなる効果的・効率的実施に向けて様々な検討と多くの貴重な提言が

なされました。

そこでは、北海道の地域開発のノウハウを途上国に受入れやすいように見直す事が重要な

課題であると認識され、同時に、開発を積極的に推進した主体の存在、および人、金、物、

情報の自主的かつ効果的な連携の運用システムの重要性が浮き彫りにされると共に、以上の

観点を取り入れた北海道における地域振興の事例調査が提言されました。

かかる背景の下、JICA北海道国際センター(札幌)は、北海道における国際協力のパートナ

ーである社団法人北方圏センターに調査を依頼し、農業に焦点を当て、かつ地域の連携シス

テムが浮き彫りされるような地域振興の事例の発掘調査を行いました。

調査は北方圏センターの方々のみならず、同センターの調査研究委員および調査研究協力

者の先生方によって主として実施され、お陰を持ちまして、当初予想以上の大変すばらしい

調査結果となりました。

本報告書は、上記調査結果を取りまとめたものであります。

平成13年3月

国 際 協 力 事 業 団

北海道国際センター(札幌)

所 長 小 森 毅
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調査研究の体制について調査研究の体制について調査研究の体制について調査研究の体制について

今回の調査研究は、国際協力事業団(JICA)北海道国際センター(札幌)が社団法人北方圏センター

に委託して調査を進めた。また、北海道国際センター(札幌)は外部検討委員会を設置し、調査研究

の方向性についてそれぞれ検討委員のご専門から助言を頂いた。その調査研究体制は以下のとおり

である。

調査研究事務局 JICA北海道国際センター(札幌)

所長 小森 毅

業務課長 室澤 智史

業務課長代理 菊地 智徳

業務課 武市 二郎

研 究 責 任 者 社団法人北方圏センター事務局長 林 敏明

研 究 分 担 者 社団法人北方圏センター

調査研究部部長 大和田 紀夫

調査研究部参事 太田 勇

調査研究部主任 尾崎 隆一

調査研究部主任 高桑 紀和

研究員 新井 進

調査研究委員 北星学園大学社会福祉学部教授 辻井 達一

専修大学北海道短期大学土木科教授 山上 重吉

専修大学北海道短期大学経済科教授 寺本 千名夫

北海道大学大学院農学研究科助教授 飯澤 理一郎

酪農学園大学酪農学部講師 小池(相原)春伴

調査研究協力者 市立名寄短期大学生活科学科助教授 佐藤 信

北海道大学大学院農学研究科 宮入 隆

北海道大学大学院農学研究科 大窪 宗麿

外部検討委員 北海道東海大学教授 谷本 一志

北海道開発局農業水産部農業設計課建設監督官 芳賀 義博

北海道庁

農政部農政課主査(国際交流担当) 大槻 誠章

流通対策課農業ビジネス係主任 長谷 正大

総合企画部地域振興室地域政策課地域づくり係長 石川 修

経済部地域産業課食品企画係長 入谷 茂樹
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J I C A

国際協力専門員 城殿 博

国際協力専門員 永代 成日出

JICA帰国専門家連絡会幹事(開発局OB、元ｲﾝﾄﾞ灌漑排水専門家) 吉田 重一

青年海外協力隊OB会会長(日高西部地区農業改良普及ｾﾝﾀｰ次長) 奥山 誠

オ ブ ザ ー バ 北海道開発局国際室室長 花井 尚彦

北海道教育大学講師 杉岡 昭子

JICA北海道国際センター(帯広)所長 渡部 義太郎

JICA北海道国際センター(札幌)総務課長 千坂 平通

外部検討委員は、以下のとおり計3回の委員会を開催し、調査方向や調査内容について検討を行

った。また、調査研究委員は以下の分担で報告書を執筆することとなった。

外部委員会開催日時

・第1回委員会 平成12年12月22日(金) 16:00～17:30

・第2回委員会 平成13年 2月 8日(木) 15:00～17:10

・第3回委員会 平成13年 3月23日(金) 15:00～17:30

執筆分担

第1章 飯澤 理一郎、高桑 紀和

第2章

滝 川 市 山上 重吉

富良野市 小池(相原)春伴

池 田 町 山上 重吉

浜 中 町 辻井 達一

鷹 栖 町 飯澤 理一郎、宮入 隆

小清水町 飯澤 理一郎、大窪 宗麿

下 川 町 飯澤 理一郎、佐藤 信

黒松内町 寺本 千名夫

北 竜 町 寺本 千名夫

幌加内町 飯澤 理一郎

第3章 飯澤 理一郎
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要 約要 約要 約要 約

農地開墾から生産性向上に至るまでの技術的な分野を中心とした農業振興策と併せて、

「産業振興 「まちづくり」を前提とした農村振興策に力を注いできた北海道の農業・」、

農村の発展過程や、これまでに数多くの課題や問題点を解決して成功を収めた施策、取り

組みの事例は、途上国に対する地域開発と多くの共通項があると思われる。

本調査は、北海道開発の歴史的過程を跡づけるとともに、その中で農業が地域経済、地

、 、 、域活性化にどのような役割を担ってきたか また 現在農業が地域振興・町興しにおいて

どのような役割を果たしているかについて、農業・農村の振興をもたらした地域政策の事

例の調査を行い、農業を核とした地域振興・町興しに必要とされる要因は何かなどについ

て考察し、取りまとめたものである。

今回の調査対象となった10の地域事例の特徴は次のとおりである。

滝川市は、恵まれた土地・立地を活かした都市型農業のネットワークで成功した事例で

ある。米、野菜、果樹、花卉、畜産と、何でもできる土地と比較的温暖な気象、更に、道

央高速自動車道で人工密集地の札幌圏などと直結し、販路を広げる地の利の良さを活かし

た都市型農業が展開された。都市需要に応える農業の有るべき姿を模索しながら、市と農

協を中心とする幅広い取り組みが行われた。この取り組みは、特産品の開発、付加価値を

めざした加工、更に、流通システム、マーケティング戦略などにまで及んでいる。また、

羊肉の臭みを抑えるタレが考案され、人気が不動のものとなった『ジンギスカン』などの

民間事業に対しても、原料の安定供給やPRなどの面で支援している。

富良野市は、抜群の知名度をフルに活用して農産振興に導いた事例である。観光客が集

まるラベンダー畑やワールドカップも開かれるスキー場があり、また、人気テレビドラマ

『北の国から』の舞台でもあったことから、富良野の知名度は全国的にも極めて高い。

この知名度を利用して 『ふらのワイン』や『ふらのチーズ』など、観光資源と結びつい、

た「ふらのブランド」を次々と誕生させ、特産品づくり、農業の多角化に取り組んだ。そ

れらの多彩な特産品が、めぐりめぐって地域イメージをより豊かにしたのである。

池田町は、強力なリーダーシップによって『ワイン』を基調とした地域づくりを行って

成功した事例である。野生のぶどうが育つことから、ぶどう栽培による農家所得の向上を

、 「 」 、 、 、めざし 後に ワイン町長 の異名をとった人物が 東京の研究所 先進地の山梨や長野

ドイツなどに町職員を派遣し、徹底して人材育成を行った。また、旧ソ連のハバロフスク

地方を視察するなどしてワインに関する知識を深め、前町長による強力なリーダーシップ

のもとで、ついに『十勝ワイン』は誕生した。前町長の「前例にないことへのあくなき挑

戦」と、苦楽を共にした町民や町職員の懸命な努力によって、ワインづくりは、多様に発

展し、町興しの核となった。

浜中町は、他から学ぶ姿勢が生んだ高度な酪農によって、地域づくりが行われた事例で

ある。浜中町は、夏でも冷たく深い海霧に押し包まれ、並の作物は育たない丘陵地帯であ

る。日本で最も冷涼な気候条件の地域で、生きるすべは酪農しかない。
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常に厳しい市場競争にさらされているこの業界で生き残るために、品質を高め、付加価値

をつけることにこだわり、海外研修や専門家の招聘など、ひたむきな努力の結果、独自の

酪農支援システムを確立した。高品質牛乳は首都圏を中心に消費され、また、カルピスや

ハーゲンダッツなどの乳製品の原料にもなっている。

鷹栖町は、トマトジュースにつけた絶妙のネーミングが、地場の特産品として成長を導

いた事例である。余った自家用トマトをジュースに加工し、冬場の有色野菜摂取量の不足

をカバーしようという町民の食生活改善をめざす試みが、新たな特産品を生んだ。

当初、ジュースは自家用だったが、札幌の品評会への出品を勧められ、大学出たての栄養

士によって、トマトの学名である『オオカミの桃』と命名されたトマトジュースは、ユニ

ークなネーミングと無添加で塩分を抑えたことが人気を呼んだ。更に、商品特性を活かし

た販売戦略によって、地域の特産品として定着し、地域に活力を与えた。

小清水町は 「土こそ命・地力維持回復への懸命な挑戦」をテーマに取り組みが行われ、

た事例である。農業の近代化は、その過程において、化学肥料の大量投入に依存しがちだ

った。その結果、有機質不足による土壌障害、病害虫の発生が、農産品の品質低下を招い

た。典型的な畑作地帯にあって、低価格の下での厳しい市場競争にどう立ち向かうかが課

題であるが、危機感から 「農業の目玉は土づくり」という考えの下で、地域で排出され、

る家畜ふん尿の利用やたい肥加工による新たな挑戦が行われている。

下川町は 「森林被害事件が後押しした木炭生産」による地域づくりが成功した事例で、

ある。森林に包まれた木材のマチが、かつての主生産品・建築資材が輸入木材に押され、

価格低迷となり、町や森林組合は対応策を模索していた。そんな中、カラマツ林の湿雪に

よる大被害が起こるという事件が起きた。その被害林の処理のため考え出されたのが木炭

の製造・販売であった。地場の木材関連企業と競合することなく、処理木材を活かした商

品開発が行われた。そして、その過程で、派生的に新たな産品も生まれた。また、人的資

源の蓄積による地域循環型の地域づくりによる内発的な発展をめざしている。

黒松内町は 「ブナの北限であることを地域活性化のシンボル」として地域づくりを行、

った事例である。寒暖の差が大きく、冬は雪が多いため、主産業の農作には厳しい環境で

ある。しかし、ここには美しい自然がある。象徴するのが「天然記念物であるブナの北限

の地」である。他地域でリゾート開発が活発に行われた時期でも、この地域に進出する企

業がなかったことから、コンストラクターに依存するのではなく、地域の貴重なブナをキ

ーワードにした町興し「ブナ北限の里づくり」が行われた。都市と農村の交流をめざした

施設やイベントを展開しながら、特産品づくりを進め、人に優しい環境と「ブナ・ブラン

ド」を町内外にアピールした。

北竜町は、1戸1アールから始まって、全国一となった『ひまわり』による地域づくりの

事例である。ユーゴスラビアの上空から見たひまわり畑の美しさに魅せられて帰国した農

協職員の報告が、個性ある地域づくり活動を取り組もうとしていた農協婦人部を中心とし

、「 」、 、「 」 。た地域住民によって 1戸1アール運動 更には ひまわりの里づくり へと発展した

、 『 』 、農村環境の美化と ひまわり油による食生活改善をめざした ひまわり による町興しは

営農集団の取り組みによって地域に確実に定着した。その景観は町外の人々をも魅了し、



- 3 -

また 『ひまわり』にまつわる商品が数多く開発され、地域活性化が図られた。、

幌加内町は 「過疎のあだ花・そばを逆手にとった取り組み」を行って成功を収めた事、

例である。稲作の北限地帯であるが故に、国の減反政策はことさら厳しく、出稼ぎにも依

存せざるを得ない中で選択されたのが『そば』を作付けすることだった。決して積極的な

選択ではなかった「そば作り」を地域資源として活用し、地域の活性化につなげようとす

る「自主自立の精神」と、昨今のヘルシーブームの到来で、今や 『そば』が町の代名詞、

となった。そばの花咲く夏場には「新そば祭り」で盛り上がるようになるなど、着実に地

域に根づいた取り組みとなっている。

そして、これらの10の事例から農業を中心とした地域振興策、地域づくりの要諦を考察

した結果、①「素材」を「資源」に転化する着目力・発想力、②情熱を注ぐ主体＝人々の

存在、③多様な住民力量の結集、④「まず住民が楽しむ」という発想の重要性、⑤「ソフ

ト」重視と地域の力量に合った投資、⑥各種政策を地域の間尺に合わせて導入することの

重要性、⑦地域社会の適正規模という7つの主たる要因が見事に浮き彫りにされた。まさ

に、それは日本発展の秘訣である自助努力の要諦といっても過言ではない。

また、地域振興・地域興しが各地域にもたらした効果としては、①地域の自立心が特段

に高まってきたこと、②地域の創意工夫力、技術的応用力が特段に高まってきたこと、③

地域に雇用の場を創出してきたこと、④地域振興・町興しの展開の中で高齢者が地域社会

の中での自らの役割・生き甲斐を見出し、生き生きと活動するようになってきたこと、⑤

目先の経済的利益にだけではなく、地域の自然的環境や田園景観などを大切にする心が着

実に育ってきたことなどがあげられる。

本報告書で取り上げた市町村では、地域の主要産業である農業の振興を基礎に、生産物

を加工する、いわゆる「1.5次産業」や関連製造業を振興させることによって、地域経済

全体の活性化が図られてきた。そして、それらの地域では、単に地域で生産される農産物

だけでなく、伝統文化や景観、自然、生物などにも目を向け、なおかつ時流を見極めた総

合的な地域振興が図られたのである。

コンバインによる牧草の刈り取り(浜中町) 機械によるタマネギの収穫(滝川市)
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序 章 調査のねらい、目的序 章 調査のねらい、目的序 章 調査のねらい、目的序 章 調査のねらい、目的

１．北海道における農業を中心とした地域振興策と地域開発１．北海道における農業を中心とした地域振興策と地域開発１．北海道における農業を中心とした地域振興策と地域開発１．北海道における農業を中心とした地域振興策と地域開発

開拓期以降、北海道のみならず我が国の農業政策は、いかに農業を振興させるかという

視点のみで行われてきたが、最近では「農業の振興」と「農村の振興」が並列的に考えら

れてきている。

農林水産省が定めた「21世紀の農山村ビジョン」では 『我が国の農業政策で最も重要、

なのは農業生産基盤の整備、拡充、強化である。これにより、農業の近代化、大規模化、

高度化が推進され、足腰が強く、他の産業に負けない豊かな生活を営むことができる。ま

た、農業後継者が育ち、農山村の定住化が促進され、農山村人口が維持される。こういっ

た一連の農業政策の循環を通じて、農山村が振興・発展する 』とされている。。

これらの政策は、地域開発を推進する上での重要な指針となっており、その政策、プロセ

ス等は途上国の開発支援にも応用できるものと考えられる。

これまで、途上国に対し、特に農業分野において、農業生産物の収量を拡大することを

目的とした農業振興、すなわち、技術的知識や技術力向上等に重点を置いた指導を行って

きたが、今後、それらの技術や知識を実践面で最大限に活かすためにも北海道の農業を中

心とした地域振興策が参考になると思われる。

特に、開発計画と地域特性、環境等に適合した技術の移転と併せて、それらの技術や知識

を最大限に活かすように、実際の事業実施の過程において 「事業化・市場調査(Resear-、

」、「 」、「 」、「 、ch) 政策や運用策の立案(Plan) 効率的な運用システムの確立(Do) 効果の把握

見直し(Check) 「効果的な活動(Action)」の「R・P・D・C・A」が繰り返し検討され、」、

自然・文化・経済などの要素がバランス良く構成された経済・社会システムを構築する必

要がある。

そのためにも、途上国への開発支援を行うにあたっては、技術的知識や技術力向上等に

関するノウハウと併せて 「地域に見合ったバランスがとれた経済・社会システム」を構、

築するため必要とされる「発想を生んだ環境と条件」や「政策決定の過程 「地域社会」、

や消費者との合意形成の方策 「事業実施におけるプロセスや理論 「成功の条件・要」、 」、

件と問題点・課題の解決策 「関係した人や組織が果たした役割 「キーパーソンの役」、 」、

割、リーダーの育成」など、いわゆるソフト面の情報を提供することが肝要である。

特に、農地開墾から生産性向上に至るまでの技術的な分野を中心とした「農業振興策」と

併せて、農業技術の発展とともに 「人 「モノ 「カネ 「情報」の効果的な運用シス、 」、 」、 」、

テムの構築を目的とした「産業振興策 、地域内外の連携のネットワーク構築や快適な居」

住空間の創出などを前提とした「まちづくり 「農村振興策」に力を注いできた北海道」、

の農業・農村の発展過程や、これまでに数多くの課題や問題点を解決して成功を収めた施

策、取り組みの事例は、途上国に対する地域開発と多くの共通項があると思われる。

本調査は、そのような観点から、農業・農村の振興をもたらした北海道の地域政策の事

例について調査を行い、考察し、取りまとめるものである。
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２．本調査の視点、方針２．本調査の視点、方針２．本調査の視点、方針２．本調査の視点、方針

、「 」 「 」地域政策を大別すると 全国的地域政策(国土政策) と 自治体地域政策(地域政策)

の二つが存在する。

前者の国土政策は、域外から企業を誘致したり、国土全域の総合利用といった全国的視

野の下に、特定、または、一定の地域に対して選別的に行われる外来型開発である。

一方、後者の地域政策は、地域にある既存の産業・企業体を時代のニーズに合わせて再

設計し、その育成・振興を図ったり、既存産業だけでは不足する分野や経済力を補うため

に、企業体の交流や知識の融合による新しい産業・企業体の創出など、地域が全国的・世

界的視野で個々の地域の活力を原動力に内発的発展を促す開発である。

本調査は、後者の地域政策のうち、以下の三つの要件を満たした事例をクローズアップ

した。第1に 「地域を、人間が協同して自然に働きかけ、社会的・主体的かつ自然と調、

和がとれた生活の基本圏域として位置づけ、自然・経済・文化などの要素がバランス良く

発展している地域政策」の事例。第2に「地域は、全国、全世界という有機的連関の構成

部分であることから、総合的な視野に立った地域づくり政策の展開、つまり、地球規模で

考えて地域から行動を起こす地域政策(Think Globally, Act Locally.)」の事例。第3に

「地域の個性や特性を活かした産業が発展し、地域内の就業機会や所得の増大、過疎化の

防止など、地域経済全体の振興と活性化が持続され、時代のニーズに合わせて変化してい

くというバランスを保った独自の魅力を持った個性的な地域政策」の事例である。

それと同時に、北海道農業と北海道の農村整備の歴史的変遷、それらを取り巻く社会背

景、地域経済の発展・振興に寄与した具体的な地域政策、プロセス等についての考察を行

った。また、それらがもたらした効果、今後の課題等についての調査研究を行い、途上国

の地域経済の発展・振興に役立つ「効果的な運用システム」の形成や「バランスがとれた

経済・社会システム」の構築の参考となる事例を取りまとめたものである。

北海道の農業は 「稲作 「畑作 「酪農・肉用牛飼育」に大別されるが、農地開墾から、 」、 」、

生産性向上に至るまでの技術的な分野を中心とした農業振興策と併せて 産業振興 ま、「 」、「

ちづくり」を前提とした農村振興策に力を注いできた北海道の農業・農村の発展過程や、

それぞれの施策、取り組みの事例は、途上国に対する地域開発と多くの共通項があると思

。 、 、 、われる 本調査は かかる視点に立脚し 北海道開発の歴史的過程の中で農業が地域経済

地域活性化にどのような役割を担ってきたか、また、現在農業が地域振興・町興しにおい

て、どのような役割を果たしているかについて、農業・農村の振興をもたらした地域政策

の事例の調査を行い、農業を核とした地域振興・町興しに必要とされる要因は何かなどに

ついて考察し、取りまとめたものである。

なお、地域による地域のための地域活性化の過程を浮き彫りにするという本テーマの趣

旨から、稲作地域を調査の対象から除き、畑作地域と酪農地域に加え、花卉、林産資源を活

用した地域の振興策をクローズアップした。調査対象地域の選定にあたっては、農村(地域)

の規模も様々であることから、農業を中心とした地域振興策が成功した地域を大・中・小

の三つの規模に大別して、その規模別にいくつかの事例を調査した。

その具体的な調査項目は 「地域政策と地域の歴史的経緯、発展過程との関わり 「目、 」、
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的、理念の形成過程 「地域資源の再評価プロセス 「地域特産品の選定理由、地域振」、 」、

興策の導入経緯 「テーマや目標の設定プロセス 「政策決定プロセス、効果的な運用」、 」、

システム形成のセオリー 「技術移転の方法、技術力の向上策 「住民意識、マインド」、 」、

」、「 、 、 」、「 、の醸成策 事業実施体制 キーパーソン創出 人材育成プログラム 市役所・役場

農協、試験場、農業改良普及センター等関連団体と農業経営者、農産物加工業経営者、地

域住民との連携、パートナーシップ 「問題点や課題の解決方法、成功要因 「情報収集」、 」、

」、「 、 」、「 」、・発信方策 流通システム マーケティング戦略 自然・文化・経済等のバランス

「調和、継続性の評価、見直し方法」など多岐にわたって調査した。

３．調査地域３．調査地域３．調査地域３．調査地域

地域名 ( )は人口 主な地域特産品、地域振興策等地域名 ( )は人口 主な地域特産品、地域振興策等地域名 ( )は人口 主な地域特産品、地域振興策等地域名 ( )は人口 主な地域特産品、地域振興策等地域規模地域規模地域規模地域規模

滝 川 市 (約48,000人) ジンギスカン、あいがも、たまねぎ、リンゴ等
大大大大

富良野市 (約26,000人) ラベンダー、ぶどう、富良野ワイン、ふらの牛、食品加工団地等

池 田 町 (約9,100人) 十勝ワイン、十勝牛、アイスクリーム、ハム、ソーセージ、木炭等

浜 中 町 (約7,800人) 牛乳、チーズ、研修牧場等
中中中中

鷹 栖 町 (約7,200人) トマトジュース、みそ、ひまわり油等

小清水町 (約6,300人) じゃがいも、でんぷん、ごぼう、草木染め、食品メーカー契約農場等

下 川 町 (約4,500人) 木炭、手延めん(日本最北)、トマトジュース、ジャム等

黒松内町 (約3,600人) もち米、ハム、ソーセージ、牛乳、チーズ、アイスクリーム等
小小小小

北 竜 町 (約2,700人) ひまわり製品、メロン、スイカ等

幌加内町 (約2,300人) そば、クリーン高原野菜、笹製品等

・下川町・下川町・下川町・下川町

・幌加内町・幌加内町・幌加内町・幌加内町
・鷹栖町・鷹栖町・鷹栖町・鷹栖町

・北竜町 ・小清水町・北竜町 ・小清水町・北竜町 ・小清水町・北竜町 ・小清水町
・滝川市・滝川市・滝川市・滝川市

・富良野市・富良野市・富良野市・富良野市
・札幌市・札幌市・札幌市・札幌市

・黒松内町 ・池田町 ・浜中町・黒松内町 ・池田町 ・浜中町・黒松内町 ・池田町 ・浜中町・黒松内町 ・池田町 ・浜中町
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第１章 北海道の発展と農業第１章 北海道の発展と農業第１章 北海道の発展と農業第１章 北海道の発展と農業

１．北海道の概要１．北海道の概要１．北海道の概要１．北海道の概要

日本列島は、本州、四国、九州、北海道の四つの主島と約6,800の島からなり、北海道

は、南北に連なる日本列島の最北に位置する本州に次いで2番目に大きな島である。その

エリアは、北緯41度21分～45度33分、東経139度20分～148度53分で、本島とその周囲に点

在する508の小さな島から構成されている。総面積は約83,452km で、日本国土の約22％を2

占め、47都道府県で最大である。地形は、山地と平野の割合がほぼ半々で、本州と比較す

、 。 、 、ると山地や傾斜地が少なく なだらかな土地が多い 本島は 三つの大海に囲まれており

西は日本海、北東はオホーツク海、南は太平洋に面している。

、 、 。人口は約570万人であり デンマークやスイスと同規模で 日本全体の約4.5％を占める

人口密度は73人/km と、全国平均(337人/km )の約5分の1で、全国都道府県別では最も低い2 2

値となっている。

気候は温帯気候の北限であり、また、亜寒帯気候の南限に位置している。年間平均気温

は6～10℃、年間平均降水量は800～1,500㎜程度であり、冷涼低湿で梅雨はなく、台風の

影響も少ない。気温、降水量から見るとアメリカのボストン、カナダのモントリオールな

どの都市に似ている。

四季の変化が明瞭で、位置・地形・海流・季節風等の影響により、太平洋側西部、太平洋

側東部、日本海側、オホーツク側の四つに大別される。夏季は、太平洋東部の海沿いの地

域は霧が発生し易く気温が低いが、その他の地域は雨量が少なく、低潤で過ごし易い日が

。 、 、 。 、多い 冬季は 日本海側は降雪量が多く 太平洋側は晴天の日が多く積雪も少ない また

内陸部は寒さが厳しく、氷点下を下回る日が多い。

２．北海道開発と農業の展開２．北海道開発と農業の展開２．北海道開発と農業の展開２．北海道開発と農業の展開

(1)北海道農業の開拓過程－開拓使設置から第二次大戦期まで(1)北海道農業の開拓過程－開拓使設置から第二次大戦期まで(1)北海道農業の開拓過程－開拓使設置から第二次大戦期まで(1)北海道農業の開拓過程－開拓使設置から第二次大戦期まで

1869年に開拓使が設置され、蝦夷が北海道と改められて以来、約130年が経過した。

開拓使は北海道の防衛と開拓を担当した機関で、一つに広大な未開発の土地の開墾＝農

地化を図る農業開発政策、二つに札幌農学校の設立、農産物買い上げと加工を担う官営

工場の設置、交通網の整備、炭鉱開発などの諸政策、三つにそれらを担う人々を移住さ

せ定着させる、いわば「人口定着」政策などの諸政策を推し進めていった。もちろん、

農業開発政策が最重要な位置を占めたことは言うまでもなく、移民に対する未墾地払い

下げ＝開墾の奨励と農産物や生活物資の市場形成が率先して行われていった。

その後 北海道事業管理局と札幌・函館・根室の三県が設置された三県一局時代(1882、

～86年)、北海道庁の設置(1886年)を経て、明治末期には、未墾地払い下げ政策はほぼ

一段落する。先陣を切って開墾が進められた道央圏の耕地化は大きく進展し、鉄道、道

路、港湾等の整備に伴って、開墾の重心は地方部に移動し、道内外への農産物の流通は

活発化していった。
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また、北海道庁の設置以降 「資本誘致」を明確にした「北海道土地払い下げ規則」、

が制定されたこともあって、未墾地の大規模一括払い下げが進められ、各地に大土地所

有に基づく「小作制大農場」が形成されていった。大規模一括払い下げの下で進められ

た小作開墾は、都府県とは異なる形態の大土地所有制度＝地主制を生み出していった。

すなわち、一つの空間的まとまりをなし、村落形成の基盤ともなっていくような一団の

大面積の大土地所有制度＝地主制である。それは、個々分散的な小地片を集積した都府

県型の地主制とは明確に異なり、東南アジア諸国などに広く見られるプランテーション

農場に似ている。

さて、開墾された土地＝農地でいかなる農業を営むか。当時、開拓使の開拓次官だっ

た黒田清隆は、北海道の気象条件が都府県と異なることから、1870年に北海道と気象条

件が似ている外国から農業の専門家を招き、指導を仰ぐことを提言した。この提言に基

づき外国から農業の専門家が招聘され、指導にあたることになった。そのトップバッタ

、 「 」ーは 1871年に開拓使顧問として招かれた元アメリカ農務長官の ホーレス・ケプロン

であり、次は1873年に招聘された「エドウィン・ダン」であった。そして、1876年には

アメリカ・マサチューセッツ州の大学長である「ウィリアム・クラーク」を札幌農学校

の教頭として招聘したのである。彼らが推奨したのが、畑作や酪農であった。

こうして北海道農業は、我が国伝来の「水田」農業としてではなく、アメリカやヨー

ロッパ型の畑作や酪農を主軸に基礎が築かれることになるのである。

とは言え、アメリカ・ヨーロッパ型の農業がそのまま移植されたわけではない。何よ

りも、北海道農業を担う移民が都府県農業のイメージから容易に抜け出せなかったので

ある。その折衷案とも言うべきものが、その後の北海道農業の基礎を形造る、アメリカ

・ヨーロッパ的な農法と我が国の在来農法を融合した「北海道農法」である。それは、

耐寒性品種の選抜・育成を基礎に、アメリカ・ヨーロッパ的なプラウ馬耕と在来的な手

刈りの組み合わせ、すなわち「畜耕手刈り」の一部労働節約的な技術体系を特徴とする

農法である。

ところで、北海道の農業は、当初、原生的地力を頼りに無肥料連作的に展開されてい

った。それは、アメリカの開拓過程に似ているが、原生的地力は何時かは枯渇せざるを

得ない。開拓が道央圏から周辺部に展開し、一部地域を除きほぼ終了する第一次世界大

、 、 、 、 、戦後 地力損耗・枯渇問題が顕在化し 以降 地力増進対策 集約的畑作農業確立対策

そして水田への転換対策がとられていくのである。

また、時を同じくして、一方で農家の地域定着化傾向が強まり、他方で小作争議が頻

発し地主制が後退する中で、北海道的な「ムラ」が成立してくる。それは、大農でも零

細農でもない中農層を中核に、地縁的に結合した「ムラ」と言ってよい。とは言え、都

府県に比べて未だ農家の移動は激しく、規制力・統合力がそれほど強いものではなく、

「農事組合」を中心とする機能的地縁組織としての色彩が濃かった。農村集落は、分散

・散居の農家と生活・生産関連諸施設が集積する中心機能地(農村市街地)からなり、特

に生活諸基盤での相互依存性が高いことが、都府県と比べた時の北海道農村村落の大き

な特徴となっているのである。
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(2)北海道農業の戦後展開と農業政策(2)北海道農業の戦後展開と農業政策(2)北海道農業の戦後展開と農業政策(2)北海道農業の戦後展開と農業政策

戦後、農業政策の重点は「農村民主化」の推進と「食料確保」に置かれた。それを具

現化する最大の政策は「農地改革」であった。農地改革によって戦前型地主制は終局的

に解体され 「戦後型自作農」と呼ばれる中農層が農業・農村の主役として登場した。、

農地改革と並んで見落とせないのは、食料増産と膨大な「外地」からの引揚者などの

就業をめざして展開された「戦後開拓」政策である。北海道でも膨大な戦後開拓地が選

定され、引揚者などが就農していった。しかし、その多くが、条件不利地であったが故

に失敗に帰したことは、今更指摘するまでもない。

ところで、我が国の経済は1955年を起点に「高度経済成長」過程をたどり、農工間所

。 、得格差はかつて見られなかった勢いで拡大していった 農工間所得格差の是正を旗印に

「農業の生産性向上 「作目の選択的拡大」を掲げて 「農業基本法」が制定されたの」 、

は1961年のことであった。以来、北海道農業は「農業基本法の優等生」と称されるよう

に、規模拡大と作目の絞り込み＝単作化が進展していった。

「農業の生産性向上」は、1962年に始まった「農業構造改善事業」による圃場整備・

大型化と機械化を軸に、大量の離農と残存農家の規模拡大を目的として 「作目の選択、

的拡大 、特に、道央圏を中心とした開田化＝水田への特化、根釧・天北地域を中心と」

、 「 」 、した酪農への特化 網走・十勝地域を中心とした 畑作＋酪農 の混合経営の畑作経営

酪農経営への分化などを通じて実現されていった。

それらが、大量の離農を前提にしていただけに農村地域の人口は急落を遂げ、また、

都市の膨張に伴う無秩序的な農地の非農地への転用などの諸問題が発生したのを受け

て、1965年には「山村振興法 、1968年には「新都市計画法 、69年に「農業振興地域」 」

の整備に関する法律 、1970年に「過疎地域対策緊急措置法」が制定され、秩序だった」

開発と過疎地対策などが展開されていくことになる。

1970年 「米余り」＝「稲作調整政策」の展開などを背景に 「第二次農業構造改善、 、

事業」がスタートし、自立経営の育成、より一層の生産性向上などがめざされた。1972

年の「農村総合整備パイロット事業 、1973年の「農村総合整備モデル事業」などに基」

づき、耕地の一層の大区画化、農道整備、農業用排水路の整備など、農業生産基盤の整

。 、 、 、備が強力に進められていったのである また 生産性の向上だけでなく 1975年頃より

行政と地域住民とが一体となった地域振興などが取り組まれるようになり、1978年には

それを事業的に裏付ける「手づくりのむら整備事業 「新農業構造改善事業(前期対」、

策)」が制定されている。

以降、農業者の自発的な意向を尊重し、地域の特色と性格を活かした地域農業の再編

と、活力ある農村社会の形成をめざした取り組みが展開されることとなるのである。

更に、1980年代に入り、中核的担い手農家の経営規模の拡大と生産組織の育成による

土地利用型農業経営づくりが強力に展開され、また、農村地域の生産・生活を総合した

集落を中心とした土地利用や集落機能の強化をめざす諸政策も展開されていく。その法

的裏付けとなったのは「集落地域整備法」(1987年制定)であり、特に「都市計画法」と

「農業振興地域の整備に関する法律」とが重複する地域において、農村地域の生産・生
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活を総合した集落空間の整備が進められていった。

以降、快適な生活環境や環境問題への国民的関心の高まりを背景に、1990年には「農

業農村活性化構造改善事業」がスタートし、これまでとかくバラバラに捉えられがちで

あった農業の振興と農村の振興が同時並行的に捉えられるようになり、また、農業の情

報化の必要性も謳われた。1994年度の補正予算で 「農業農村活性化構造改善事業」に、

加えて、新たに「地域農業確立農業構造改善事業」が創設され、農山村における「農業

基盤の確立 「地域連携の確立 「農村資源の活用」を図る観点から、農村におけるア」 」

メニティの向上が強調され出した。

、 、 、また WTO体制の成立と踵を接して 農産物等の需給ギャップ拡大問題に関する対策

「減反」などに関する対策、付加価値向上やコスト低減などの市場競争力を付けるため

の対策、地域の特性を活かした農業・地場産業を展開するための対策などが展開されて

いくことになった。

３．地域発展の基盤としての農業３．地域発展の基盤としての農業３．地域発展の基盤としての農業３．地域発展の基盤としての農業

(1)北海道農業の地位(1)北海道農業の地位(1)北海道農業の地位(1)北海道農業の地位

1999年度の農林水産省「農林業センサス」によると、北海道の総農家戸数は約7万4,0

00戸で、うち販売農家は約6万7,000戸となっている。これは全国の約2.3％に過ぎない

が、主業農家率は約71.2％で、全国平均の約20.7%の約3倍の高さとなっている。耕地面

積は約118万7,000haで、全国の約22.1％を占め、それは、およそ東北6県と新潟県を合

わせた耕地面積に相当する。農家1戸当たりの耕地面積も約16.1haと全国平均の13.4倍

に相当する。

1998年度の農畜産物生産量を見ると、米、小麦、大豆、小豆、いんげん、馬鈴薯、て

ん菜、たまねぎ、にんじん、かぼちゃ、スイートコーン、大根、そば、牛乳、牛肉、羊

肉など、多くの品目で全国一となっている。また、農業粗生産額は約1兆1,000億円と全

国の11.1%を占めており、第2位の千葉県(4,800億円)を2倍以上も上回る。このように、

北海道は、我が国第一の「食料基地」として確固たる地位を確保しているのである。

また、農業と密接に関連する林業の状況を見れば、北海道は全国森林面積の約22％と

第一位の地位を占め、また天然林が65％と多いのが特徴となっている。豊富な森林資源

を活用した木材関連業は、北海道の製品出荷額の約16％を占めている他、国土や環境の

保全、水資源の涵養などにも重要な役割を担っている。

更に、農業及び林業は、食料供給や地域の生産・生活基盤としての役割だけでなく、

国土や自然、生物、環境等の保全や美しい景観、自然体験、レクレーション等の教育、

余暇レジャー、休養の場など、多面的な機能を持つ一方、地域経済の盛衰と密接に関連

している 北海道農政部の試算によれば その外部経済的効果は１兆2,600億円(1998年)。 、

になるとされている。

(2)農業を基盤とした地域発展(2)農業を基盤とした地域発展(2)農業を基盤とした地域発展(2)農業を基盤とした地域発展

ところで、北海道で生産された農産物の多くは、道外へ移出されている。麦類、豆類
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の約8割、米、野菜、切り花の約6割程は移出され、その他、てん菜は砂糖に、生乳は牛

乳・乳製品に、肉はハム・ソーセージなどの肉製品に加工され移出されている。また、

それらを加工する商品製造業は「三割産業」と言われるように工業出荷額、工業従業者

数、工場数の3割前後を占め、道内最大の産業となっている。ただし、それらも、よく

「原料供給基地」と揶揄されるように素材的加工に止まり、高次加工に至っていない。

付加価値の高い高次加工・最終製品を生み出すべく、企業や研究機関、大学等との連携

の必要性が叫ばれている。

ともあれ、北海道は農業そして密接に関連する林業などの一次産業無しには、何も成

り立たないと言っていい。

昨今、金融分野やIT関連分野が、北海道でも特に注目を浴びているが、それらが一時

的に北海道経済をリードすることがあったにしても、永続することはないだろう。金融

分野やIT関連分野は、特に北海道に立地しなくても構わないのであり、条件さえ整えば

“脱北海道”化する可能性は十分にあるからである。

それに対して農業とそれに関連する諸産業、中でも農業は北海道の地を離れては決し

て成り立たない。俗に言われる“地場産業”の典型であり、北海道の産業の基盤中の基

盤である。北海道経済・社会が揺らぎ、活力を失ってきていると言われるのは、北海道

拓殖銀行が倒産したからでも、建設業が斜陽になってきたからでもなく、基盤中の基盤

＝農業が衰退してきたからであるといえる。

また、本報告書で取り上げた諸事例が生き生きと見えるのは、まさにその逆の道を何

十年も費やして歩んできたからとも読める。対象市町村では、地域の主要産業である農

業の振興を基礎に、生産物を加工する、いわゆる「1.5次産業」や関連製造業を振興す

ることによって、地域経済全体の活性化が図られてきたのである。そして、それら地域

では、単に地域で生産される農産物などだけでなく、伝統文化や景観、自然、生物など

にも目が向き、総合的な地域振興が図られるようになってきているのである。

生態系に則った環境保全型農業の展開(浜中町) 都市で生活する子供たちに農業、農村生活を
体験させる交流事業(浜中町)
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北海道農業の統計資料北海道農業の統計資料北海道農業の統計資料北海道農業の統計資料

○生産量全国一の作物とそのシェア

○農業粗生産額の推移

※ 参考資料：農林水産省「農林業センサス 「耕地及び作付面積調査 「畜産統計」(1999) 「農家経営動向統計調査」(1998)」、 」、 、
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全国に占める北海道農業の地位

調査年調査年調査年調査年 資料出所資料出所資料出所資料出所
耕地面積
総土地面積 千ha 8,345 37,785 22.1% 1999 建設省国土地理院
耕地面積 〃 1,187 4,866 24.4% 1999 農林水産省
田 〃 222 2,501 8.9%
普通畑 〃 414 1,197 34.6%
樹園地 〃 4 363 1.1%
牧草地 〃 534 648 82.4%
農家一戸当たり
経営耕地面積 ha 16.1 1.2 13.4倍

農家戸数
総農家戸数 千戸 74 3,239 2.3% 1999 農林水産省
販売農家戸数 〃 67 2,475 2.7%
専業農家数 〃 32 433 7.4%
第１種兼業農家数 〃 21 359 5.8%
第２種兼業農家数 〃 13 1,682 0.8%
主業農家率（販売農家） ％ 71.2 20.7 　　 3.4倍
農家人口
総人口 千人 5,692 125,570 4.5% 1995 総務庁
農家人口 〃 269 11,011 2.4% 1999 農林水産省
農業就業人口 〃 151 3,845 3.9%
所得
道（国）民所得 億円 160,175 3,923,194 4.1% 1997 経済企画庁
生産農業所得 〃 4,165 40,111 10.4% 1998 農林水産省
農業粗生産額
粗生産額 億円 11,002 98,680 11.1% 1998 農林水産省
耕種 〃 6,411 72,416 8.9%
うち　米 〃 1,721 24,559 7.0%
畜産 〃 4,589 25,543 18.0%
うち　生乳 〃 2,663 7,019 37.9%
農畜産物生産量  
米 千 ｔ 739 9,159 8.1% 1999 農林水産省
小麦 〃 300 583 51.5%
馬鈴しょ 〃 2,388 3,024 79.0%
大豆 〃 40 187 21.4%
小豆 〃 68 81 84.0%
いんげん 〃 20 21 95.2%
てん菜 〃 3,787 3,787 100.0%
生乳 〃 3,666 8,457 43.3%
牛肉 〃 79 540 14.6%
家畜飼養頭羽数
乳用牛 千頭 878 1,816 48.3% 1999 農林水産省
肉用牛 〃 414 2,842 14.6%
豚 〃 549 9,879 5.6%
採卵鶏 千羽 8,325 88,892 9.4%
農家経済（１戸当たり）
農業粗収益 千円 14,323 3,379 4.2倍 1998 農林水産省
農業所得 〃 3,985 1,162 3.4倍
農外所得 〃 2,058 5,411 38.0%
農家総所得 〃 8,147 8,696 93.7%

Ａ／ＢＡ／ＢＡ／ＢＡ／Ｂ
資料資料資料資料

区分区分区分区分 単位単位単位単位
北海道北海道北海道北海道

ＡＡＡＡ
全国全国全国全国
ＢＢＢＢ
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第２章 地域の事例紹介(10事例)第２章 地域の事例紹介(10事例)第２章 地域の事例紹介(10事例)第２章 地域の事例紹介(10事例)

滝川市滝川市滝川市滝川市

恵まれた土地・立地を活かした都市型農業恵まれた土地・立地を活かした都市型農業恵まれた土地・立地を活かした都市型農業恵まれた土地・立地を活かした都市型農業

米、野菜、果樹、花卉、畜産と何でもできる土地と比較的温暖な気象、更に、道央高

速自動車道で人工密集地の札幌圏などと直結し販路を広げる地の利の良さ。都市需要に

応える農業はどうあらねばならないか。市やJA等を中心とする幅広い取り組みは、特に

付加価値をめざした加工、更に、流通面にまで及ぶ。民間においても 「ジンギスカン」、

の人気を不動のものにする羊肉の臭みを抑えるタレの考案等、農産物に付加価値をつけ

る特産品が開発された。

１．地域の概況１．地域の概況１．地域の概況１．地域の概況

滝川市は空知支庁管内の中央部に位置し、その開基は1890年の440戸の屯田兵の入植に

始まる。91年には水稲の試作とリンゴの導入がみられ、1902年には、たまねぎの栽培が一

部で始められるなど、先進的な農業開発が進められてきた。

地理的条件としては、石狩川と空知川の合流部に位置するため、滝川市は幾多の洪水害

を克服しながらも、先進的な都市基盤の整備と農産物を背景とする流通機能の集積が図ら

れたことにより、商業販売額1,380億円、工業出荷額210億円を有する中空知圏の中核都市

(人口48,000人)として発展し続けている。

更に、滝川市には、道央高速自動車国道と一般国道12号、38号、275号、451号などの幹

線道路が整備されており、自動車交通網の拠点都市という優位性もみられる。

滝川市の総面積は約115.82km で、耕地面積は5,510haである。年平均気温は6.8℃、年2

降水量は1,164㎜、農耕期間(4～10月)の平均気温は14℃であり、北海道においては良好な

気象条件に恵まれている。平均降雪量は1,200㎝と多いが、山間部からの融雪水が水田か

んがいのための主要な水資源ともなっている。

２．地域農業の現況２．地域農業の現況２．地域農業の現況２．地域農業の現況

(1) 地域農業の展開(1) 地域農業の展開(1) 地域農業の展開(1) 地域農業の展開

滝川市の農業は、滝川農業協同組合(以下「JAたきかわ」と略す)を中核とし、米、野

菜、果樹などの多様な農業生産によって地域経済の基盤を支えているとともに、中空知

圏の中核都市としての社会基盤と、良好な交通体系という立地特性を活用して、農業・

農村と消費者を直接つなぐ都市と農村の交流という新たな取り組みも進めている。

、 、 、滝川市における主な作物の作付面積は 水稲2,550ha(うち種子採取202ha) そば483ha

、 、 、 、 、 、小麦350ha 豆類250ha たまねぎ94ha アスパラガス46ha 各種野菜50ha リンゴ50ha
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牧草930haである。1998年度の農業粗生産額は約55億円であり、その内訳は米32億円、

野菜8.6億円、そば・豆類2.5億円、畜産7.7億円、果実1.6億円、小麦1.7億円、花卉0.5

億円となっている。

農家戸数は790戸で 1戸当たりの平均耕地面積は6.7haと 北海道の平均耕地面積16.0、 、

haに比べて小さい。そのため、地域農業の展開方向としては、トマトや花卉など、土地

生産性の高い作物を栽培するための農業施設の導入や排水改良などの土地基盤の整備

や、農業試験場、普及センターなどの農業関連機関と連携した栽培技術の向上が積極的

に行われている。

地域農産物の市場競争力を高め、農業の活性化を図っていくためには、農産物の生産

・加工・流通に関わる多様な農業施設の整備が欠かせない。

そのため、滝川市とJAたきかわは、野菜の集出荷施設、水稲種子収穫・乾燥施設、アス

パラガス選別機、米の低温倉庫、穀類乾燥調整施設などの農業施設を設置したり、都市

と農村の交流を促進するための「丸加高原伝習館」(農林漁業体験実習館) 「滝川ふれ、

愛の里」(食の健康拠点施設) 「総合交流ターミナル施設滝川」(道の駅)などを農林水、

産省の補助事業によって積極的に整備している。

滝川市では、近年、転作対策としてトマト栽培に力を入れており、トマト栽培用のビ

ニールハウスの導入に対して施設建設の半額が滝川市からの補助がなされることもあ

り、現在までに約800棟が整備されている。

また、滝川市は国際交流の推進に力を入れており、昨年、JICA研修員が畑作技術を習

、 、 。得するため 約4ヶ月間滝川市に滞在して研修を行うなど 国際協力にも貢献している

(2) 農業関連の研究・生産施設(2) 農業関連の研究・生産施設(2) 農業関連の研究・生産施設(2) 農業関連の研究・生産施設

滝川市には、北海道立の植物遺伝資源センターと花・野菜技術センター、北海道農業

協同組合連合会(以下「ホクレン」と略す)が運営する種苗生産センター、スワインステ

ーションなどの農業に関わる技術研究と生産に関わる施設が多く設置されており、空知

及び全道の農業生産の発展に大きく貢献している。

① 北海道立植物遺伝資源センター① 北海道立植物遺伝資源センター① 北海道立植物遺伝資源センター① 北海道立植物遺伝資源センター

植物遺伝資源センターは1950年に原種農場として発足し、1986年に現在の組織とな

っている。作物の特定化、品種の均一化によって、貴重な植物遺伝資源が急速に減少

、 、 。しつつあり 北方圏に適応する植物遺伝資源の収集・保存は より重要になっている

センターでは、道立農業試験場で収集・保存する植物遺伝資源(現在25,000点、うち

センター保管分は14,400点)を活用して、特性情報の充実、新しい有用素材の作出な

どによって新品種開発の促進に寄与している。また、育種家の種子養成、予備増殖及

び種子生産の指導や審査・配布の全体調整も行っている。

② 北海道立花・野菜技術センター② 北海道立花・野菜技術センター② 北海道立花・野菜技術センター② 北海道立花・野菜技術センター

現在、北海道において生産が増加している花卉・野菜に関する先導的な試験研究と

実践的な普及指導を一体的に実施するため、1996年4月に設立された。

ハナユリ、トルコキキョウ、デルフィニウムなどの花卉と、たまねぎ、アスパラガ
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ス、食用ユリなどの野菜について、北海道の冷涼な気候条件を活かした高品質で省力

低コスト生産技術の確立をめざし、品種開発、作型開発、輸送・貯蔵技術の開発を主

眼としている。また、センターでは、農家を対象とした専門技術研修と新たな担い手

を対象とした総合技術研修がそれぞれのカリキュラムに基づき実施されている。

③ ホクレン滝川種苗生産センター③ ホクレン滝川種苗生産センター③ ホクレン滝川種苗生産センター③ ホクレン滝川種苗生産センター

1986年の種苗法改正により、主要農作物の育苗生産・流通に民間企業の参入の道が

、 、 、 、 、 、 、開かれたことにより ホクレンは1992年から米 麦 大豆 そば たまねぎ ゆり根

スイートコーンなどの優良な種子生産を行っている。

また、農業者が扱い易く改良された「プラグ」と呼ばれる花と野菜の苗を生産供給

「 」 、 、する 北のプラグセンター を4棟の育苗棟によって1992年から運営し 96年からは

従来の施設を統合し、新たな水稲種子センターを建設して、高品質な水稲種子の生産

・供給を進めている。

④ ホクレン滝川スワイン・ステーション④ ホクレン滝川スワイン・ステーション④ ホクレン滝川スワイン・ステーション④ ホクレン滝川スワイン・ステーション

高能力系統豚の交雑による肉豚の生産(ハイブリッド)システムであるハイコープ豚

生産事業のための種豚供給基地として 1991年に設置され 大ヨークシャー系統豚 ハ、 、 「

」 、 、マナスW1 の維持・増殖とハイコープF1種雌豚を生産し 全道の事業参加養豚農場に

年間500頭供給している。

また、この施設は、豚の病原菌が存在しない環境で飼養するSPF種豚生産農場でも

あり、豚の体質や管理方法など、豚に関する様々な研究が行われている。

⑤ 丸加山牧野⑤ 丸加山牧野⑤ 丸加山牧野⑤ 丸加山牧野

丸加山牧野は、東部丘陵地帯の市有地313haを1972年から造成を始め、1981年に完

成した。牧草地270haと管理舎、飼料庫、農機具庫などの施設が整備されており、夏

期間(5月中旬～10月中旬)の預託放牧とトラクターを利用した乾牧草の採草を行って

いる。丸加山牧野の運営は、主に畜産農業者で構成される丸加山牧野利用組合が当た

り、肉牛(黒毛和牛)の粗飼料供給基地として重要な役割を担っている。

３．地域農業の発展とネットワーク３．地域農業の発展とネットワーク３．地域農業の発展とネットワーク３．地域農業の発展とネットワーク

、 、地域の基幹作物である米の価格支持政策の変更 輸入自由化による農畜産物価格の低下

更には農家経済の悪化に起因する農業の担い手の減少など、滝川市の農業を取り巻く環境

は、極めて厳しい状況にあり、個々の農家の農業経営技術の改善と合せて地域内の農業関

連組織の連携による生産－加工－流通－販売の強化が求められている。

地域農業が維持・発展していくためには、①農業組織のネットワーク、②地域産業のネ

ットワーク、③研究開発のネットワーク、④都市と農村の交流ネットワークなどの多様な

ネットワークの形成と各ネットワークの有機的な連携が重要となる。

(1) 農業組織のネットワーク(1) 農業組織のネットワーク(1) 農業組織のネットワーク(1) 農業組織のネットワーク

滝川市では、滝川市や滝川市農業委員会の他、地域の農業者団体であるJAたきかわ、

農業共済等を担当する団体である中空知農業共済組合、農業技術指導、農業者の生活改
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善等を担う北海道の出先機関である空知支庁空知東部地区農業改良普及センター(以下

「空知東部普及センター」と略す)、地域の土地改良や水利事業を担う団体である空知

土地改良区のそれぞれ役割が異なる6の組織で構成される「滝川市営農振興対策連絡協

議会」が1977年に発足し、地域農業発展の中核組織としての役割を担っている。

協議会で検討・推進される内容は、①営農技術の普及啓発に関すること、②土づくりの

推進、啓発に関すること、③農業機械、農薬等の事故防止に関すること、④生産コスト

の低減に関すること、⑤生産組織の整備、担い手の育成及び確保に関すること、⑥自家

生産物の食品加工に関係すること、⑦環境整備に関すること、⑧各種研修会、共励会及

びイベント開催に関すること、⑨農業被害調査に関すること、⑩りんごわい化栽培の推

進等、果樹経営の安定対策に関すること、⑪果樹園跡地における高収益性作物の栽培振

興対策に関すること、⑫転作田を含めた畑作地帯における園芸、畑作物の振興に関する

ことなどであり、営農技術、農業経営、多様な生産組織の整備と担い手の育成、環境整

備等多岐にわたっている。

(2) 地域産業のネットワーク展開(2) 地域産業のネットワーク展開(2) 地域産業のネットワーク展開(2) 地域産業のネットワーク展開

農家の圃場から消費者の食卓までの農畜産物の流れの中から、主に生産側における物

流を、滝川市における農業を核とした地域産業のネットワークの視点から整理したのが

「図-1」である。

図-1 農業を核とした地域産業ネットワークと農産物・加工品の流通図-1 農業を核とした地域産業ネットワークと農産物・加工品の流通図-1 農業を核とした地域産業ネットワークと農産物・加工品の流通図-1 農業を核とした地域産業ネットワークと農産物・加工品の流通

生産組織 集出荷・貯蔵 加工 販売

○ＪＡ水稲振興会 【ＪＡ運営】 ＪＡ系統
ＪＡ麦作部会 穀類乾燥調製施設 (農協のネットワークを利用

(ライスセンター)、 した販売)
低温倉庫・麦サイロ

・そば(農業者) ＪＡ系統
滝川ふれ愛の里 (製粉・製麺) 直売所

・大豆(農業者) ＪＡ系統
ＪＡ女性部など (みそ・とうふ) 直売所

・菜種(農業者) ＪＡ 油脂メーカー・生協 販売業者、消費者

○ＪＡたまねぎ部会 ＪＡ ＪＡ系統
滝川農業開発公社 食品加工業者

(オニオンソティ等の加工品)

○ＪＡ野菜生産部会 野菜集出荷施設 ＪＡ系統
［アスパラガス・長ネギ (共撰) (予冷) 直売所
・いんげんなど］

・トマト(農業者) 集出荷施設 ＪＡ系統(個撰) (予冷)

・リンゴ(農業者) 撰果施設 ＪＡ系統
果実研究会など (リンゴジュース・ジャム等) 直売所

○ＪＡ花卉部 (個撰) 集出荷施設 ＪＡ系統

○ＪＡ肉牛部会 繁殖牛 ＪＡ系統(白老市場)

・あいがも (滝川農業振興公社) (屠殺・加工) 鶏肉卸業者(大阪)
(滝川農業振興公社) 道内小売店・直売所

・輸入羊肉 (㈱マツオ) (ジンギスカン) 直売所・チェーン店
(地元産リンゴ・たまねぎ

を使用)

凡例 ： 農産品の流通 加工品の流通
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滝川市で産出された主な農畜産物は、生産組織－集出荷(貯蔵)－加工－販売の順で市

場(一部は直接消費者)へと流通されるが、それぞれの農畜産物の特性に応じて、JAたき

かわを中核とした多様な地域産業のネットワークが形成されている。

滝川市の地域産業のネットワークの中で特徴的なことは、(株)滝川農業開発公社によ

るたまねぎの加工と、(株)滝川振興公社におけるあいがもの生産－加工、及びそば、リ

ンゴジュース、みそ、野菜などについての農家による加工－販売(主に直売)のルートが

活発であることがあげられる。羊肉は、その原料は輸入がほとんどであるが、その味付

けのタレに地場産業のたまねぎとリンゴが利用されており、地域産業の振興にも大きく

寄与しているといえる。

(3) 研究開発のネットワーク(3) 研究開発のネットワーク(3) 研究開発のネットワーク(3) 研究開発のネットワーク

それぞれの農業関連機関が役割を分担し、地域農家の優れたパートナーとして新技術

の研究・開発と普及を図ることは、これからの地域農業の発展に極めて重要であると思

われる。

一例をあげると、地域の主要農産物である花卉の付加価値向上をめざして、全国的に

良質のデルフィニウムの供給が不足する秋期の生産を可能にする夜冷育苗技術の実証調

査が、道立花・野菜技術センター(研究指導)、空知東部普及センター(調査分析・技術

、 。普及) JAたきかわの花卉部会及び花卉栽培農家の協力体制で意欲的に進められている

このプロジェクトチームでは、7月に16℃程度の夜冷育苗された苗を、8月初旬にハウス

、 、 、に移植し 10月に採花する技術を開発し 11戸の農家圃場で栽培調査と市場調査を行い

花卉栽培の高度技術の普及に効果を上げている。

(4) 都市と農村の交流ネットワーク(4) 都市と農村の交流ネットワーク(4) 都市と農村の交流ネットワーク(4) 都市と農村の交流ネットワーク

農業・農村の有する多面的な機能の一つと

して、地域農業の営みによって形成される農

村景観の保全とその利用があげられるが、農

業・農村と住民(消費者)をつなぐ新たなネッ

トワークとして、滝川市では、食と風景を地

域で体験できるように、三つの交流拠点を整

備して、都市と農村の交流ネットワークの形

図-2 付加価値向上をめざした活動体制図-2 付加価値向上をめざした活動体制図-2 付加価値向上をめざした活動体制図-2 付加価値向上をめざした活動体制

②プロジェクトチーム

生産者リーダー
JAたきかわ
空知東部普及センター
（区域及び専門担当）
道立花・野菜技術センター
（技術体系化チーム）

③道立花・野菜技術センター
技術体系化チーム運営会議

議長（技術普及部長）
副議長（研究部長・総務部長）
事務局長（次長）

)運営委員(総務課長・主任研究員・科長等
チーム長(専門技術員・主任研究員・科長等)

①滝川市営農振興対策
連絡協議会

JAたきかわ
滝川市
空知支庁
空知東部普及センター
道立花・野菜技術センター

農林漁業体験実習館(丸加高原伝習館)
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成に意欲的に取り組み、多くの成果を上げている。(三つの交流拠点における施設の利

用と体験内容及び運営管理は「図-3」のとおり)

滝川市の東部に位置する丸加高原には、農林漁業体験実習館(丸加高原伝習館)が1990

年に整備され、まるか織りやアイスクリーム作りの体験、パークゴルフ、パラグライダ

ーなどを楽しむことができる。また、そば、リンゴ、トマトなど地域で生産される食材

や緑豊かな自然と温泉などの多様な地域資源の総合的な活用により、都市と農村の多面

的な交流を促進させ、これにより地域産業を活性化させるため、滝川市では、1997年に

「滝川ふれあいの里」を整備している。ここでは、そばの製粉、そば打ち、地ビール、

クッキー、ジュース、とうふなど多様な食品が提供され、その管理運営は農業者で組織

された管理組合が行っている。

また、2000年に整備された「総合交流ターミナル滝川」は、地元の農業者と商業者が

連携した管理組合(第二セクター)によって自主的に運営され、JAそさい振興会(直売野

菜)、JA女性部(みその製造)、果実研究会(リンゴジュースの製造)、果汁グループ(リン

ゴ・トマトジュース)、農産加工研究会(各種ジュース)など多くのグループが参加し、

レストランの運営と併せて、ファーマーズ・マーケットとしての内容の充実が図られて

いる。ここでは、丸加高原コスモス写真展、ボリビア絵画展コンサートなど地域の住民

による各種のイベントが毎月開催されるなど、まさに地域の食と文化の拠点としてその

活動が注目されている。

図-3 都市と農村交流ネットワーク図-3 都市と農村交流ネットワーク図-3 都市と農村交流ネットワーク図-3 都市と農村交流ネットワーク

丸加高原

田園風景 ・伝習館 管理運営主体（アイスクリーム・まるか織り～体験)
菜の花畑 ・グリーンヒル丸加（焼肉） 滝川市直営
コスモス畑 ・パークゴルフ場・パラグライダー （第一セクター方式）

・オートキャンプ場

果樹園風景 ・フルーツ農園 管理運営主体（オーナー制度・もぎとり)
生産組織(農業者)［イチゴ・サクランボ・リンゴ・ナシ・ブドウ］

滝川ふれ愛の里

・食と健康の養生館（地ビール・そば・温泉） 管理運営主体
パン・クッキー製造販売・体験、そば打ち体験 市、民間共同経営

（第三セクター方式）
・そば製粉所（そば粉・生そば製造販売）
とうふ製造販売・体験 管理運営主体
・農産物直売所 ・コテージ5棟 営農集団(農業者)

総合交流ターミナル滝川（道の駅）

・農産物直売所
・特産品販売（ 管理運営主体みそ・ジュース・あいがも・ジンギスカンなど)
・レストラン（あいがも料理） 管理組合
・交流ホール（ミニイベント・催事） （第二セクター方式）
・食品加工室（特産品加工・体験）
・新そば祭り、あいがも祭りなど
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４．地域の特産品開発４．地域の特産品開発４．地域の特産品開発４．地域の特産品開発

地域で生産された農畜産物に付加価値をつける特産品の開発は、地域経済の活性化に大

きな効果をもたらしている。ここでは、①リンゴを原料とした加工品、②あいがも、③北

海道を訪れる観光客にも人気の高いジンギスカン(焼肉用の羊肉)、及び、④たまねぎ加工

品の開発経過と販売状況について以下に述べる。

(1) リンゴとリンゴワイン(1) リンゴとリンゴワイン(1) リンゴとリンゴワイン(1) リンゴとリンゴワイン

滝川市におけるリンゴ栽培は、1970年に

は558haまで拡大していたが、72年のふらん

病の発生、77年の凍害、更にリンゴの価格

低迷などにより、経営規模縮小傾向が続い

ていた。しかし、果樹を全体的に小さく仕

立てた「わい化樹」や新品種の導入、更に

観光農園事業などにより新たな方向が模索

されてきた。

その中で、1986年に、4戸の農家によりリン

ゴワインの製造が企画され、ワインメーカ

ー(北海道ワイン)への依頼醸造により、

6,000本(720ml)が製品化された。この製法

は果汁を直接絞るのではなく、リンゴを凍

結させてから粉砕させて作るという特殊な

方法であり、これにより食用としては規格

外のリンゴの活用も図られている。

昨年までリンゴワイン(空知ワイン)は年間3

5,000本出荷され、更にハスカップ果汁を混

合したワインも製造されてきた。

また、リンゴジュースやリンゴジャム、プルーンジャムなども果樹農家によって(農

産加工研究会)自家生産され、市内外の交流施設等で販売されている。

(2) あいがも(2) あいがも(2) あいがも(2) あいがも

「あいがも」の飼育は、1973年に江部乙(えべおつ)町の農業経営者である(有)江部乙

農産によって始められ、当初は米のもみがらをあいがも飼育の敷料として利用し、それ

を水田や樹園地の有機質肥料として利用する土づくりも目的とされていた。あいがもの

卵は東京都家畜試験場から譲り受け、北海道立滝川畜産試験場でふ化し、飼育が開始さ

れたが、その後、在来種の北京種からデンマーク種、イギリス種などの輸入により、品

種の改良が図られ、現在の品種は「英国産チェリバレー種真がも」と「青首あひる」

の交配種である。

1984年に第三セクター方式の(株)滝川農業振興公社が(有)江部乙農産から施設を譲り

リンゴ果樹園

地域オリジナルのジュース類
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受け、地場産業振興の一環として、ふ

卵－飼育－解体－羽毛処理の系統的な

経営がなされてきたが、現在は四国か

、 。らのひなを飼育し 解体処理している

約28日間でふ化したあいがもは 70～75、

日間飼育され、解体時の体重は約3.5㎏

で精肉の歩どまりは45％程度である。

旧石狩川の天然の堀に囲まれた8haの施

設で、年間約50,000羽が飼育され 「北、

海あいがも」の商品名で約74トンの生

肉が出荷されている。中国からの輸入あいがもが増加したことにより出荷量は以前に比

べてやや減少したが、販売先は大阪(生肉で輸送)が60％、道内が40％となっている。ま

た北海道の寒冷な気象条件は、あいがもの良質な羽毛の生産に適しており、羽毛は京都

の企業において寝具の材料として利用されている。

(3) 羊肉(ジンギスカン)(3) 羊肉(ジンギスカン)(3) 羊肉(ジンギスカン)(3) 羊肉(ジンギスカン)

原毛の採取を目的として多くの農家で飼育されていためん羊は、1952年頃から価格が

低下し、食肉としての利用が模索されていたが、めん羊特有の臭いから食用としての普

及はあまりみられなかった。しかし、滝川市の企業家は、めん羊・羊組合長の指導もあ

って、焼肉用の味付け(タレ)の共同研究を数年間続け、56年に滝川産のたまねぎやリン

ゴなどを利用した特別のタレの開発に成功し、自宅の馬小屋を改造した6畳ほどの肉屋

を開店した。

その後、この味付けジンギスカンの美味は評判を産み、伝え聞いた人々は引きもきら

ずに店に押しよせ、舌つづみを打つようになった。このように、販売の拡大が図られた

ことから61年に有限会社が設立された。道内産のめん羊が減少したため、59年からニュ

ージーランドから輸入マトンを仕入れていたが、64年には業界を代表して、オーストラ

リア、ニュージーランドを資源調査のため公式訪問もしている。1972年には株式会社と

して、組織・商号を変更し、道内250の焼肉チェーン店をはじめ、全国のスーパー、デ

、 、 、パートへと販路を拡大し 北海道を訪れる観光客を対象に大規模な直営店を滝川 砂川

上富良野などでも経営し、多角的な生産・販売を展開している。

(4) たまねぎ加工品(4) たまねぎ加工品(4) たまねぎ加工品(4) たまねぎ加工品

地場で生産されるたまねぎの販売の安定化をめざして、規格外のたまねぎなどを加工

するため、(株)滝川農業開発公社が、滝川市、JAたきかわ、地元金融機関、企業及び農

業者の出資(3,500万円)により、1990年に設立され、新しい特産品の開発などを行って

いる。

現在、滝川農業開発公社では 「滝川市園芸センター」や「牛の飼育センター」の運、

営受託に加えて、地場農産物の加工事業を行っている。1999度における生産額は8,300

あいがも関連商品
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万円で、主な製品別の生産量は、ムキたまねぎ80トン、ソテーオニオン250トン、スラ

イスオニオン135トン、冷凍ニンニク12トン、加工ラード22トンなどであり、これらの

製品は食品加工企業などに出荷されている。

５．まとめ５．まとめ５．まとめ５．まとめ

農業に適した温暖な気象環境、中空知の中核都市としての社会基盤、高速自動車国道な

どの有利な交通体系といった優れた地域資源を活かして、滝川市では農業を基盤とする多

様な地域展開が図られている。

第一に、(株)農業振興公社による「北海あいがも 、(株)マツオによる羊肉(ジンギス」

カン)、(株)農業開発公社によるたまねぎ加工品等の特産品の開発が、JAたきかわを中核

とした農産物の生産－販売体制に加えて、地域産業のネットワーク化に大きく寄与してい

ることである。

また、地域の特産品の開発や効率的な生産－加工－販売体制の整備、農産物の付加価値向

上、民間企業が展開したジンギスカン事業を地域全体でバックアップすることによって地

場産業の振興を図るなどの地域振興策の推進や地域産業のネットワーク化にあたっては、

滝川市営農振興対策連絡協議会が果たした役割が大きい。

第二に、農林水産省の補助事業を利用して、滝川市によって整備された都市と農村の交

流を活発化させている諸施設の管理運営方法は、市直営(第一セクター方式)、民間の商業

者と農業者の連携による運営(第二セクター方式)、市と民間の共同運営(第三セクター方

式)など多様であるが、民間の創意工夫を活かした自主運営方式の方向がめざされている

ことである。

第三に、都市と農村の交流施設において、地域の多くの農家が野菜やリンゴなどの直売

や、みそ、とうふなどの加工品の販売に参加することを通し、農家所得の向上に加えて、

消費者との対話を通して、作物を育て農産物を作るという農業の豊かさを再認識し、地域

の農家が、農業に対する自信と喜びを見い出しているということである。

このように、農村地域が有する農村景観や新鮮で安全な農産物とその加工品などの多様

な地域資源をベースにした都市と農村(消費者と生産者)の交流は、滝川市の農業・農村の

もう一つの形態として重要であり、これまでの実践の中で蓄積された主体的な活動は新た

な農業・農村の文化の創造へと発展していくであろう。
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富良野市富良野市富良野市富良野市

抜群の知名度をフルに活用・農産振興へ抜群の知名度をフルに活用・農産振興へ抜群の知名度をフルに活用・農産振興へ抜群の知名度をフルに活用・農産振興へ

観光客が集まるラベンダー畑に、ワールドカップも開かれるスキー場があり、また、

人気テレビドラマ「北の国から」の舞台でもあったことから、富良野の知名度は全国的

にも極めて高い。この知名度を利用し 「ふらのワイン」や「ふらのチーズ」など、観、

光資源と結びついた「ふらのブランド」の特産品を次々と誕生させた。

農業を多角化させ、多彩な特産品づくりに取り組んだことによって、地域イメージを

より豊かにした。

１．地域の概況１．地域の概況１．地域の概況１．地域の概況

富良野市は、北海道の中央に位置し、東西33km、南北27kmのほぼ長方形をしており、総

面積は601km 、1995年の人口は26,046人となっている。東方の大雪山系十勝岳、西方の夕2

、 、張山系芦別岳という二つの山並みに囲まれており 市の南方には原始林の大樹海が広がり

市域の約7割を山林が占めているが、北西部には肥沃な富良野盆地が南北に伸びている。

この富良野盆地の中央部を、空知川や富良野川などの石狩川の支流を集めながら南から西

、 。北方に貫流しており その両側の平坦地とそれを取り巻く丘陵地帯で農業が行われている

気候は典型的な内陸性気候であり、1997年の平均気温は6.6度、最高気温35度、最低気

温マイナス25度となっており、夏の暑さと冬の寒さとの較差が大きく、1日の中でも昼と

夜との温度差が大きい。

富良野市の農業は、たまねぎ、にんじんなどの野菜作が中心であり、粗生産額の70％を

野菜が占めている。その他、乳用牛を中心とする畜産が11％、米が7％となっている。

「表-1」のように、1970年では、稲の面積が最も多く、次いで、いも類、豆類といった

畑作物が多かった。しかし、1970年度から米の生産調整が開始されると、水稲の作付面積

は急激に減少する一方で、にんじん、たまねぎを中心とした野菜類の面積が急激に増加し

ていき、現在のような、野菜の大産地が形成されたのである。

富良野市は豊富な観光資源に恵まれている。以前から、国際富良野スキー場(かつては

山の峯スキー場)では ワールドカップなどの世界的な大会も開催されていた また 1970、 。 、

年代末頃には、となり町である中富良野町の「ファーム富田」のラベンダー畑に、観光客

が集まるようになっていた。こうした中、1981年に倉本聰の原作による「北の国から」の

テレビ放送によって、富良野市は、一躍、全国的に有名となった。このドラマは、富良野

市を舞台に大自然の中の田園地帯における家族の愛情を描いたもので、牧歌的なイメージ

が広がったのである。また、富良野市内でもラベンダーが栽培されるようになり、その景

観の良さによって、観光地としてのイメージを一層向上させた。また、スキー場に隣接す

る「新富良野プリンスホテル」の開業によって、近年、冬のリゾート地としても注目され
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ている。

富良野市においては、こうした豊富な観光資源を有効に活用することによって地域イメ

ージを向上させ 「ふらのワイン」をはじめ、チーズなどの畜産加工品、更にラベンダー、

グッズといった特産物を、観光客などをターゲットに販売している。そしてそれを、農業

振興にも結びつけている。また 「ワイン工場」や「チーズ工房」などの特産物の生産施、

設、その食材を使ったレストランや宿泊施設を、観光資源とすることによって、一層観光

。 、 、 、客を集めているのである こうして観光資源を活用することによって 農業振興 更には

地域振興を行っている。

２．地域産業の展開過程２．地域産業の展開過程２．地域産業の展開過程２．地域産業の展開過程

(1)原料用ぶどうとワインの選定された背景(1)原料用ぶどうとワインの選定された背景(1)原料用ぶどうとワインの選定された背景(1)原料用ぶどうとワインの選定された背景

富良野市において、特産品として原料用ぶどうとワインが選定された背景としては、

1970年前後に、当時、多く作付けされていたたまねぎ、にんじんなどの野菜の価格変動

が激しく、畑作農家にとって、農家経済が不安定となっていたことがあげられる。それ

らの価格が暴落した年には、収穫に従事した雇用労働者の賃金の支払いもままならず、

収穫された野菜も畑に放置される状態であった。このため、農家経済の安定のために、

農産物の豊凶による価格変動に左右されない作物の導入が望まれていたのである。

こうした中で、原料用ぶどう栽培と、その加工事業としてのワイン生産が着目された

のであったが、その理由としては、以下のようなことがあげられる。

第一に、原料用ぶどうは、農家経済にとって安定した収益をもたらす作物であったこ

とである。同じぶどうであっても生食用ぶどうは、本州はもとより、北海道においても

仁木町や余市町で生産されており、富良野市が出荷する時期には、市場にぶどうがあふ

れており、たまねぎやにんじんのような価格変動を免れない。これに対して原料用ぶど

（単位：ha）
1970年 1980年 1990年 1995年

稲 3,691 1,901 1,486 1,446
麦 類 169 1,601 1,675 1,267
雑 穀 584 187 162 97
い も 類 1,403 459 486 426
豆 類 1,322 747 707 655
工芸農作物 884 884 815 694
野 菜 類 997 2,556 3,573 3,874
花き類・花木 7 16 14 4
種苗・苗木類 3 10 17 38
飼料用作物 629 851 726 789
その他の作物 75 15 136
果 樹 32 25 35
合 計 9,689 9,319 9,701 9,461
資料：農林水産省「農業センサス」

表-1　富良野市における作物の類別収穫面積の推移
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うは、収穫時期が市場価格と直接的な関連性がなく、ワインに加工することによって保

管することもでき、しかも、付加価値を付けて販売することができるという利点を持っ

ていた。

第二に、ぶどう栽培は、富良野盆地を取り巻く傾斜農地や石れき地などの不良農地を

有効利用することができることである。こうした農地には果樹が適し、永年作物である

ため、一度植えれば30年は続けて生産できるのである。市内には、以前には果樹作とし

てりんご園もあったが、腐乱病の蔓延によってほぼ全滅の状態になっており、丘陵地帯

の土地利用のためにりんごに代わる果樹が必要とされていた。

第三に、自然条件的にも、原料用ぶどう栽培が十分に可能であると考えられたことで

ある。富良野市の山々にはたくさんの山ぶどうが自生し、市民の多くも野原で遊んでい

た時に、山ぶどうをつまんで食べた経験があった。また、販売用ではないにせよ、農家

の庭先にも植えられていたのである。

第四に、当時、北海道内において、既に十勝地方の池田町が、自治体としてワインの

販売に成功しており、そうした先進地の成功を受けて、気候的により適した富良野市で

のぶどう栽培が可能と考えられ、ワインの販売もできると考えられた。

こうして、当時の市長であった高松竹次氏のリーダーシップのもと、富良野市におい

て、ぶどう栽培による農業振興とワイン生産が開始されたのである。1972年4月に 「富、

良野市ぶどう果樹研究所」が開設され、試験農場において原料用ぶどうの栽培試験を行

、 「 」 。うとともに 同年6月に 酒類試験製造免許 を取得してワインの生産試験を開始した

「池田町ブドウ･ブドウ酒研究所」の初代所長であった岩野貞雄氏や、元食品会社研

究員であった中根正彦氏らが研究に当たることとなった ( ワイン事業 の展開は 表。 「 」 「

-2」のとおり)

(2)原料用ぶどう栽培の展開過程(2)原料用ぶどう栽培の展開過程(2)原料用ぶどう栽培の展開過程(2)原料用ぶどう栽培の展開過程

原料用ぶどうの栽培試験は、富良野市の気候に適した品種の選定を行うことからはじ

められた。1974年9月、富良野市内に北海道立中央農業試験場の委託試験地を設置し、

ヨーロッパ各国の原料用ブドウ59品種を栽植した。同時に富良野市ぶどう栽培試験地を

併設し、原料用ぶどう25品種を栽植した。しかし、このように多くの品種を植えても、

十分生育するものは少なかった。そうした中でも、寒さに強い、樹勢が強い、病気に強

いといった理由で、また生産されたワインの品質が良いという理由で、1974年10月、赤

ワイン用として「セイベル13053」と白ワイン用として「セイベル5279」の2品種が指定

された。

次のプロセスは、農家に対して本格的に栽培の奨励を行うことであった。原料用ぶど

うの栽培農家及び栽培面積は 「図-1」のように、1973年に栽培農家11戸、栽培面積2.、

87haで開始された。ぶどう栽培農家は、76年に15戸、77年に22戸、79年に46戸、そして

79年には56戸にまで増加し、栽培面積(試験圃を含む)は30.41haとなった。こうした初

期における拡大の要因として、一つには、研究所から農家に対して、収益作物としての

原料用ぶどうの良さを説明して、植えるように働きかけがなされたこと、二つには、栽
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培している農家が実際に収益を上

げ、そのために他の農家に拡大し

ていったことがあげられる。

1980年代に入ってからは、不適地

の廃園などによって、栽培農家は

減少したが、試験農場での栽培面

積の増大によって、市全体の栽培

面積は増加していった。

その後、農家に定着し、2000年に

は栽培面積は59.9ha、うち農家45

戸で約40ha、試験農場で約20haと

なっている。

このように原料用ぶどうが農家

に定着した要因としては、次のこ

。 、とをあげることができる 第一に

市から栽培農家に対して、金銭的

な補助が行われたことである。果

樹作の場合、植えてからすぐに収

穫に結びつくわけではない。その

ため、市は、農家が原料用ぶどう

を新たに植える部分については、

「新植補助金」として10a当たり3

万5千円を3年

間にわたって

支払った。

更に、新植の

初年度には、

支柱代とし

て、3万円を

加算した。

、 、第二に 市

研究所、道立

試験場などが

一体となっ

て、技術的な

支援・指導を行ったことである。苗木の移植については、個々の農家で生産することは

難しいため研究所から配布された。栽培技術の確立の過程においては、様々な試行錯誤

の過程があった。

ワイン販売実績 栽培農家 栽培面積
千本（720ml換算）戸 ha

1972 0.13
11 2.87
11 3.35

75 11 6.54
15 7.54

0.5 22 11.76
3.2 46 21.07
10.8 56 30.41

80 18.5 55 31.27
19.5 55 32.35
28.1 51 32.35
29.1 49 32.39
34.1 46 33.13

85 38.1 45 36.77
41.7 44 36.87
47.7 43 39.72
48.1 40 40.57
51.2 40 42.00

90 53.9 41 44.60
55.4 48 44.60
54.2 48 48.56
50.5 46 48.6
48.3 46 48.6

95 47.9 45 49.3
53.0 43 49.3
64.7 42 50.3
62.7 42 53.8
57.1 44 56.5

2000 44 59.9

表-2 ワイン販売実績と原料用ぶどうの生産動向
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その中で、気候に合った独自の栽培技術が開発された。施肥については、当初は化学

肥料を施していたが、現在では、雑草・牧草を伸ばしてすきこむという「草生管理」を

取り入れている。また、凍害を防ぐために、剪定については、主幹を1本だけ水平に伸

ばし、そこから枝を上に伸ばして、ブドウの房のつき方をそろえる方式をとっている。

第三に、原料用ぶどう栽培は、安定した供給と品質を維持するため、市が農家との契

約栽培で行い、更に、市の試験農場でも栽培を行ったことである。ワイン工場では、契

約農家からは、生産されたぶどうを全量買入れしている。そして、ワインの販売動向に

応じて、原料用ぶどうの生産量の調整は、試験農場で行っている。また、農家で栽培す

ることが技術的に難しい品種についても、試験農場で栽培を行っている。

第四に、農家経済の安定のために、市が農家からぶどうを買入れる際に、農家が再生

産できる安定した価格で行っていることが重要である。なお、その価格については、徐

々に格差がつけられていった。1974年ではぶどう専用種の価格は一律であったが、78年

には赤ワイン用と白ワイン用との価格差を導入し、更に1980年以降は糖度別価格差を設

。 、 。 、定している これらの規格は 出荷時に自主検査によって格付けしている このように

糖度による価格差をつけて、より高い品質のものを作ろうという農家のインセンティブ

を高めている。

(3)ワイン生産・販売の展開過程(3)ワイン生産・販売の展開過程(3)ワイン生産・販売の展開過程(3)ワイン生産・販売の展開過程

、 、「 」1976年10月に 農林水産省の自然休養村整備事業の国庫補助によって ワイン工場

が建設され、本格的にワインの生産が開始された 「ふらのワイン」の販売は、試作ワ。

インの提供などの過程を経て、まずは地元市場をターゲットに、その後設立された公社

によって、観光客へのお土産用、レストラン用へと拡大していった。

まず、富良野市で開催されるスキー大会において、試作ワインの提供が行われた。

最初に提供されたのは1975年の「富良野スキー国体」の時であり、また77年の「ワール

ドカップ富良野大会」の時には、海外からの選手からも好評を得ることができた。

こうした試作品の段階を経て、ついに、78年1月、現在の主力ブランドである「ふらの

ワイン(赤) 「ふらのワイン(白)」の販売にこぎつけたのである。」、

「ふらのワイン」販売本数は、1980年代に急激に増加していった。1978年度でわずか

3万2千本(720ml)に過ぎなかったワインの販売実績は、91年度には55万4千本にまで増加

したのである。その後、ワインブームが去ったこともあり、1992年度から95年度までは

減少するが、ワインブームの再来によって、95年以降再び急上昇し、1997年、98年には

60万本を突破した。

しかしまた、ブームが去ったことによって減少傾向にあるが、99年度でも57万1千本を

維持している。

こうした「ふらのワイン」の販売実績が増加した要因としては、マーケティング戦略

が成功したことによるといえるが、具体的には以下のことがあげられる。

第一に、市場開拓として、1982年頃からの第3次ワインブームも追い風となったこと

もあるが、1981年のテレビドラマ「北の国から」の放映で富良野が観光地として脚光を
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浴びたことが、拡大の要因として大きい。また、既に池田町による「十勝ワイン」が伸

びている時期に開始したので、同じ北海道産ワインとして「ふらのワイン」も、比較的

容易に市場に参入できたのである。

第二に、販売経路としては、当初は、市民へ供給するために、市内の小売酒販店に販

売された。これが拡大して北海道全域となったが、卸売業者として、北酒連と北酒販の

2社を選定し、小売業者の選定についてはそれらの卸売業者に任せつつも、販売エリア

は北海道限定とし 「北海道や富良野に来て飲んでいただきたい 「おみやげとして利、 」、

用していただきたい」という理念を現在でも守り続けている。

第三に、製品の面においては 「量より質」の理念を守り続けていることである 「ふ、 。

らのワイン」の原料用ぶどうを富良野市で生産されたぶどうによって調達するという方

式をかたくなに守り続けた。これは 「後発メーカーは品質で勝負するしかない」とい、

う考えに基づいている。この考え基づき、主力品種を維持しつつ、より高級な原料用ぶ

どうを使用した製品を次々に開発し シャトーふらの(赤) (1982年) ミュラー (1984、「 」 、「 」

年) 「シャトーふらの(白)」(1987年) 「ツバイ」(1990年) 「ミュスカ」(1994年)と、 、 、

次々に新しい銘柄を出していった。また、近年では、1999年6月に、富良野市で掛け合

「 」 「 」 。わせて創られた ふらの2号 を使った初めての製品である ノール(赤) を発売した

この間、1982年に、モンドセレクション主催の第20回ワールド・セレクションのワイン

・スピリッツ部門で 「ふらのワイン」が金賞を受賞した。、

(4)観光資源としてのラベンダーの発展過程(4)観光資源としてのラベンダーの発展過程(4)観光資源としてのラベンダーの発展過程(4)観光資源としてのラベンダーの発展過程

日本におけるラベンダー生産は、故・曽田政治氏(曽田香料の創始者)が、化粧品香料

の原料として栽培することを目的に、1937年にフランスから種子を入手したことにはじ

まる。その後、北海道において作付けが拡大し、1942年には、日本で初めて蒸留による

ラベンダー・オイルの抽出に成功したが、第二次世界大戦による食糧増産のために、ラ

ベンダーが作付けされなくなった。

戦後、1948年になると、曽田香料が北海道におけるラベンダー・オイル生産を本格的

に再開した。富良野地方でも、ラベンダー栽培が広がりをみせ、1952年には、上富良野

町に蒸留工場が建設された。1953年には、本格的な生産をめざして、北海道農政部が優

良種の選抜試験を開始した。

現在富良野地方におけるラベンダー栽培に中心的な役割を果たしている中富良野町の

「ファーム富田」の経営主である富田忠雄氏が、香料用としてラベンダーの栽培を始め

たのは1958年であった。1965年には、富良野地方でラベンダーの栽培面積が、最大規模

。 、 、の200haとなった しかし 1972年における貿易自由化による安価な輸入香料の輸入や

合成香料の急速な技術進歩によって、73年には香料メーカーも農家からラベンダーオイ

ルの買い上げを行わなくなった。以後、富良野地方におけるラベンダーの栽培面積も、

減少の一途をたどる。そして、ついに1973年には、富良野地方でのラベンダー栽培農家

が、富田氏の1戸を残すのみとなった。富田氏も、いつまでも収入のない作物を栽培し

ているわけにはいかないと株ごと耕すためにトラクターを畑に乗り入れたが 「ラベン、
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ダーの香りが懸命に自己を主張し、悲しい悲鳴をあげているかのように思え 、トラク」

ターを先に進めることができず、細々と栽培を続けていた。

しかし、その後程なく転機が訪れた。1976年に富田氏のラベンダー畑が、国鉄のカレ

ンダーによって全国に紹介されたのである。これを契機に次第に観光客が訪れ始めるよ

うになった。その後、ポプリの生産を開始し、1980年には香水の発売を行い、また、各

種の商品を開発していった。

1980年代になると、こうしたとなり町における取り組みを受けて、富良野市内におい

ても 「富良野振興公社」が、その経営する「ハイランドふらの」や「ワインハウス」、

に、集客用としてラベンダーを植えた。その後、ラベンダー栽培は、富良野地方全域に

拡大し 「富良野といえばラベンダー」というイメージを全国的に植え付けることにな、

ったのである。現在、その面積は 「ハイランドふらの」が3.4ha 「ワインハウス」が、 、

1.6haとなっている。こうして、ラベンダーの栽培によって、一層宿泊施設やレストラ

ンの集客力を高められたのである。この他、富良野市におけるラベンダー畑としては、

ワイン工場の管理によるもの(0.15ha)、市の観光課が管理する「太陽の里」(2.64ha)が

ある。更に、個別の農家の管理による「ポプリの里」(2.0ha) 「富良野ジャム園」(1.5、

ha)においても栽培されている。

３．地域産業の発展と地方自治体３．地域産業の発展と地方自治体３．地域産業の発展と地方自治体３．地域産業の発展と地方自治体

以上のような特産品の拡大に果たした地方自治体の役割は極めて大きい。

まず、市における、ワイン事業の位置づけを「富良野市ワイン事業の設置に関する条例」

において確認しておこう。そこでは、第1条(目的)として、①市民の食文化の向上、②農

家経済の発展が掲げられている。①に関しては 「市民還元ワイン」として、市民1戸当、

たりロゼワイン1本が無償で配布されている。単なる農家経済の安定という目的だけでな

く、一般市民のためという部分が注目される。また、第3条(運営方針)として、①企業の

経済性の発揮、②公共の福祉の増進があげられており、利益を追求するものではなく、採

算がとれる水準で運営を行い、公共の福祉という目標が掲げられている。

「ワイン工場」の建設、増築は、市によって行われている。まず 「ワイン工場」の増改、

築は、1979年に、国や道の補助を受けて行った。1995年には、市単独事業で、売店などの

増築や展示室の改築を行った。また、1999年には、やはり市単独事業で、樽熟成庫が増設

され、ビンテージワインの生産をめざしている。この他にも、付属施設の整備として、配

送センター改装、空びん庫新築、発酵タンク庫増築、ワイン工場周辺環境整備、配送セン

ター増築、定温倉庫増築などを行っている。更に、自前の品種を創ろうということで「種

苗センター」の新築、育成ハウス、温室を整備していった。

また、ぶどう果汁工場新築(1989年)、製品庫新築、資材庫新築を行った。これらの事業

は、国庫補助による初期のワイン工場本体の新築、増築以外は、ほとんどが市単独事業で

行われているのである。このように、ワインの販売実績の拡大に合わせて、徐々に工場の

規模の拡大をしていったのが特徴である。
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４．地域産業の発展と住民４．地域産業の発展と住民４．地域産業の発展と住民４．地域産業の発展と住民

(1)ぶどう耕作組合の活動(1)ぶどう耕作組合の活動(1)ぶどう耕作組合の活動(1)ぶどう耕作組合の活動

富良野市の原料用ぶどう栽培においては、市の力が強かったが、もちろん農家の努力

も大きい。ぶどう栽培技術の高位平準化を達成するために、生産者の組織化や農協との

連携が行われた。例えば、1977年には山部町農協管内では「山部ワイン用ブドウ耕作組

合」が、79年には富良野農協管内に「ふらの醸造用ぶどう耕作組合」が設立されたり、

80年1月には 「富良野市醸造用ぶどう耕作組合連合会」が結成された。この結果、技、

術講習会を開いたり、先進地の視察を行うなど、関連知識の収集、共有化を図り、農家

の栽培技術の向上に大きな役割を果たしている。

(2)「ふらのワイン」通じた地域住民の交流(2)「ふらのワイン」通じた地域住民の交流(2)「ふらのワイン」通じた地域住民の交流(2)「ふらのワイン」通じた地域住民の交流

こうした「ワイン事業」は、単にワインの販売だけではなく、ワインを通じて地域住

民の交流へと発展していった。

第一に、ワインに関連した様々なイベントが開催されるようになった。まず、1987年

に、第1回「ふらのワイン・ぶどう祭り」が開催され、以後毎年恒例の行事となってい

る。実行委員会の事務局は富良野市商工観光課に置かれている。このイベントでは、毎

年9月中旬に富良野ぶどうヶ丘公園で開催され、市民や観光客が5,000人も集まり、ロゼ

ワインやぶどう果汁が無料でふるまわれる。また、若い女性たちが、音楽に合わせてぶ

どうを踏んで、昔ながらのワイン仕込を披露している。また、最近では、修学旅行の生

徒や、台湾を中心とした海外からの観光客もくるようになっている。

また、ふらの観光協会と市内の旅館組合の共催による「ふらのワインフェスタ」も開

催されている。市内のワイン愛好家50人が集まり、世界各国のワインを味わいながら、

ソムリエからワイン全般にわたる知識を学び、ワイン銘柄当てコンテストが行われる。

、 、 、ワインを提供する旅館組合 ペンション 飲食店等の関係者にもワインの知識を深めて

サービス向上に務めてもらうことを狙ったものである。

第二に、富良野市は、ぶどう栽培やワイン生産を、郷土学習、地域学習という教育的

機能の発揮という形でも活用している。一つには、市内の中学校において、地域学習の

一環として、ぶどう園を持っており、

そこで収穫作業を体験するとともに、

収穫したぶどうはワイン工場に販売し

ている。二つには、市内の富良野農業

高校の生徒が、市営ぶどう園で収穫実

習を行っている。三つめとして、富良

野地方における新任の高校教員の初任

者研修において、富良野ワイン工場に

。おけるワイン仕込作業が行われている

ワイン工場に搬入されるコンテナの原

料ぶどうをベルトコンベヤーの中に投 ふらのワイン・ぶどう祭り」のブドウ踏み「
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げ入れたり、異物混入の除去作業などを行った。こうして、地域産業の一端にふれる役

割も果たしている。

(3)特産品関連の公社の活動(3)特産品関連の公社の活動(3)特産品関連の公社の活動(3)特産品関連の公社の活動

富良野市における地域産業の発展には、次の三つの公社の活動が、重要な役割を果た

している。

まず 「ふらのワイン」を中心として、関連した特産品を拡大させる試みとして 「ふ、 、

らの農産公社」(1983年11月設立)の活動が注目される。この公社は、富良野市と農協の

出資による第三セクターで運営されており、チーズ、牛乳、バター、アイスミルクを製

造・販売している。それらの原料は、もちろん市内の酪農家が生産した牛乳である。ま

た「富良野チーズ工房」では、チーズの製造工程の見学ができ 「手作りバター教室」、

。 「 」 、 、では観光客が実際にバター作りを体験できる また 乳製品伝承室 では パネル展示

乳搾り体験コーナーで、牛乳・チーズに関わる文化・歴史を紹介している。

次に、富良野市の特産物を利用した食事を出すレストランや宿泊施設の運営として、

「富良野振興公社」(1962年11月設立)の活動である。この公社は、富良野市と農協、商

工会議所の出資による第三セクターで運営されており、1979年、富良野市街を一望でき

る丘の上に「ふらのワインハウス」をオープンさせた。この施設は、広大な田園風景と

十勝連峰のパノラマを眺めながら洋食を楽しめるレストランである。ここでは 「ふら、

のワイン 「ふらのぶどう果汁 、地元産の牛肉、また「ふらのチーズ」を使って、特」、 」

製のパンを容器にしたチーズフォンデュなどのメニューがある。また、1986年にオープ

ンした「ハイランドふらの」は、富良野市内唯一の温泉がある公共施設である。これら

、 、 、の施設の周辺には ラベンダー畑が広がっており 夏は一面に咲いたラベンダーの中で

食事や宿泊ができる。

1985年10月に設立された「富良野物産公社」は民間資本による株式会社の運営形態を

とっており、市から「富良野物産センター」の運営委託を受けている 「富良野物産セ。

ンター」では、ふらのワイン、乳製品、肉製品、ラベンダー製品など富良野の特産物の

製造・販売を行っており、観光客がお土産を購入する場所としてにぎわっている。

５．成功の要因５．成功の要因５．成功の要因５．成功の要因

富良野市において、地域振興が成功した要因として、以下のことがあげられる。

まず第一に、地域に存在する豊富な観光資源を、有効に活用したことである。つまり、

従来からあったスキー場に加え、テレビドラマ「北の国から」で全国に広まった牧歌的な

風景、丘陵地帯に咲き誇るラベンダーの景観といった観光資源によって「地域イメージ」

を形成し、観光客を呼び入れた。そうすることによって 「ふらのワイン」をはじめ、チ、

ーズ、ラベンダーグッズという特産品の販売を伸ばした。そしてまた特産品の生産・販売

の施設を観光資源とすることによって観光客を一層集めている。例えば「ワイン工場 、」

「チーズ工房」での乳製品の手作り体験 「ハイランドふらの」や「ワインハウス」にお、

けるラベンダー栽培などである。
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ただし、特産品に関しては 「ふらのワイン」の販売として、1972年に既に開始されて、

いるのであり、地域振興の基盤はあったことを忘れてはいけない。テレビ放送によって、

何もせずに地域振興となったのではなく、そうしたチャンスを有効に利用できる基盤があ

ったことが重要と考えられる。

第二に、地域振興を推進した主体として、地方自治体としての富良野市が大きな役割を

果たしたことである。観光事業を運営するためには、観光施設の整備や運営、更には、PR

のために莫大な資金を必要とし、民間のみの力では困難である。富良野市は 「富良野市、

ぶどう果樹研究所」を直営することによって、ぶどう栽培を通して農業振興を行うととも

に、特産品としてのワインの生産・販売を行っているのである。また、富良野市が出資し

て各種の公社を設立するという形で支えている。例えば、富良野市の特産品を提供し、ま

たラベンダーを栽培をしている「富良野振興公社 、乳製品の製造・販売、体験学習を行」

っている「ふらの農産公社 、特産品の展示販売をしている「ふらの物産公社」である。」

この他にも、ぶどう栽培農家に対する補助や 「ワイン・ぶどう祭り」実行委員会の事務、

局を務めるなど、様々な形で推進している。

、 、 。第三に 先進的な取り組みに学びつつも 独自の理念をもって推進していることである

、 「 」 、市によるワイン事業の導入は 池田町による 十勝ワイン の販売に学んだものであるし

ラベンダーの導入は、となり町の中富良野町の「ファーム富田」でのラベンダー栽培に学

んだものである。こうした時代の要求を的確につかんで、先進的な取り組みを手本として

。 、 、 。 、導入していった しかし その取り組みは 決して時代に流されたものではない 例えば

ワインの販売においては、ワインブームに乗って、原料を富良野市以外から調達して、大

量生産に向かうという方向も考えられるが 「量より質」という方針を貫き、富良野市で、

栽培された原料用ぶどうのみを使用して 「ふらのワイン」を生産することで品質の維持、

に努めている。また、ラベンダー観光も、本家である中富良野町がメインであり、富良野

市には、ラベンダー以外にも多くの観光資源がある。そのため、近隣の町との競合を避け

て、ラベンダーに関しては、いたずらに拡大していない。周辺の町を含む地域全体の発展

をも視野に入れているのである。

ラベンダーに囲まれた「富良野市ぶどう果樹研究所」
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池田町池田町池田町池田町

強力なリーダーシップが築いたワインの城強力なリーダーシップが築いたワインの城強力なリーダーシップが築いたワインの城強力なリーダーシップが築いたワインの城

野生の「山ぶどう」をヒントに、ぶどう栽培による農家所得の向上をめざし、後に、

「ワイン町長」の異名をとった人物がいた。東京の研究所、先進地の山梨や長野、ドイ

ツなどに町職員を派遣し、また、旧ソ連ハバロフスク地方を視察するなど、その強力な

リーダーシップのもとで 「十勝ワイン」は誕生した。町長の「前例にないことへのあく、

なき挑戦」と、苦楽を共にした町民や町職員の懸命な努力により、ワインづくりは多様

に発展し、町興しの核となった。

１．地域の概況１．地域の概況１．地域の概況１．地域の概況

1998年に開基100年を記念した池田町は、北海道十勝支庁管内の東部に位置する。町の

総面積は372.04km で、地形は平坦で南側には標高100～200mの丘陵地が分布している。2

池田町の年平均気温は6℃、年降水量は660～1,200mmである。冬期間は積雪が少なく、

厳しい寒さのため(最低気温－25℃)土壌は深く凍結し、秋・冬の寒風、更に7～8月の多雨

などもあり、畑作には適しているが果樹栽培には厳しい気象環境といえる。

池田町の基幹産業は農業を主体とした第一次産業が中心で 農業粗生産額は約72億円(耕、

種50億円、畜産22億円)である。また、工業出荷額は105億円、商業販売額は147億円であ

るが、この中にはワインや観光関連のものも多くみられる。農家戸数は約400戸で、牧草

(3,740ha) 小麦(2,050ha) ビート(1,390ha) 豆類(1,530ha) 馬鈴薯(400ha) 野菜(246、 、 、 、 、

ha)、ぶどう(45ha)などが栽培され、水稲の作付面積は19haと最盛期の1.4％まで減少して

いる。

これらの作物の品種比較や新技術の導入試験を行う池田町農業技術研究所が1994年に設立

され、農業技術の研究と普及が図られている。畜産では乳用牛が約3,700頭、肉用牛が約

5,600頭が飼育されている。

1960年代には18,000人を数えた池田町の人口は、現在8,700人まで減っているが、ワイ

ン産業を中核とした地域振興や町行政への住民参加を進め、町民相互のコミュニケーショ

ンを高めるため1973年から町営有線テレビ(CATV)が開局されるなど、時代を先取りしたま

ちづくりが意欲的に進められている。

２．地域産業の展開過程２．地域産業の展開過程２．地域産業の展開過程２．地域産業の展開過程

十勝ワインの販売が開始されて34年。果樹栽培の困難な池田の地でのぶどう作りから40

年。ワインが時間と熟成を要する微妙な産物であるとしても、ゼロから始まった十勝ワイ

ンのこの40年は、新たなものへの挑戦と試行の連続であった。それはワインづくりにかけ

た町民の意欲が持続した成果であり、その道程は決して平坦ではなかったといえる。
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1952年の十勝沖地震(マグニチュード8.3、被害額12億円)、53、54年の2年連続の冷害凶

作により、池田町の財政は極めて逼迫し、56年には地方財政再建特別措置法による赤字再

建団体の指定を受けたが、返済5ヵ年計画を諸経費の徹底した削減努力により、3年間で完

済した。

そして、1960年からの新農村建設5ヵ年計画策定において、果樹振興をいかに進めるか

の論議の中で生まれてきたのが、池田の山野に育ち、町民も良く知っている地元産山ぶど

うの利用であった。冬の気象条件が厳しい池田町でも、野生のぶどうが育つのだから、畑

でも栽培が可能と想定され、ぶどう栽培による農家所得の向上と、町内の未利用傾斜地活

用をめざし、当初は生食用ぶどうの栽培を目的とした様々な調査研究を試みた。

この年、東京国立市の農業科学化研究所が池田町の依頼によって、池田におけるぶどう栽

培の調査研究を開始し、また、丸谷金保元町長を支援する26人の農家青年で「ブドウ愛好

」 。 、 、 、 、会 が結成された 61年にポートランド フレドニア セイベル デラウェアなど10品種

2,400本の苗木がブドウ愛好会と一般農家や町職員などに配布されたが、フレドニアなど

を除いて、ほとんどの苗木は凍害で枯れてしまった。しかし、生き残った苗木に希望をつ

なぎ栽培は続けられた。この年、農業化学化研究所の所長によるぶどう栽培の現地講習会

が行われ、また、国立市の研究所、山梨県と長野県のぶどう作付け農家、ワイン醸造施設

に、町職員4名が研修のため、長期間派遣された。

62年4月に池田町は、上水道施設の地下室を利用して「池田町農産物加工研究所」を設

立し、ワインの研究に着手。山梨県などから新たにぶどうの苗木1,400本を導入するとと

もに町内一円で山ぶどうの調査を進めた。更に 「調査なくして発言無し」という毛沢東、

語録の一節を合言葉(スローガン)に、町会議員、ブドウ愛好会の会員、町職員などが手分

けをして、道内外のぶどう生産地への調査が意欲的に続けられた。

63年に丸谷元町長は旧ソ連のグルジア、ハバロフスク地方を視察し、寒冷地でもぶどう

が育つことを確認、自信を深めた。

「学校教育法に規定する学校または試験所等において、教育または特殊な原料もしくは

特殊な製造方法について試験研究を行うための果実酒類試験製造免許は、特に必要と思わ

れかつ営利を目的としない場合に限り付与する」という酒税法の条文を根拠として、63年

6月に池田町税務署から果実酒類の試験製造免許の交付を受けた。これによって、試験醸

造第1号が仕込まれたが、醸造技術が未熟なため、市販のワインとはほど遠いものしかで

きなかった。この年に、ぶどう栽培とワイン醸造研修のため町職員がドイツに1年半派遣

されている。

8月には、町内に自生する山ぶどうがヨーロッパ系醸造用ぶどうに類似したアムレンシ

ス亜系であることが、旧ソ連ハバロフスク極東農業研究所によって認定されている。

64年には 「池田町農産物加工研究所」を発展的に改組した「池田町ブドウ・ブドウ酒、

研究所」が設立され、3haの試験圃場において品種選択試験が進められた。札幌で開催さ

れた日本園芸学会の後に、池田町に立ち寄った国税庁醸造試験場の部長の推薦もあって、

山ぶどうを醸造した赤ワイン「十勝アイヌ山ブドウ酒」をハンガリーブダペスト市で開催

された「第4回国際ワインコンペティション」に無名のまま出品したところ、参加国23、
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出品点数約2,000点の中で、ドライ部門で銅賞を獲得、これが池田町のワインづくりへの

大きな自信と励みとなっていった。

この年は冷害に見舞われ、ぶどうも大変な不作であったが、ブランディーの試験醸造の免

、 、 、許を受け 生食に使えないぶどう果実を利用してブランディー シェリーの試験に着手し

66年10月には、酒類製造の本免許を取得し、1967年からワインの市販が開始された。

この年の販売量はワイン、シェリー、ブランディー合わせて17.7klであった。68年にはワ

イン関連の特別会計は町の「公営企業会計」に移行され、企業部門として独立した管理運

営が行われることになる。

更に品種改良を重ね、70年にフランスで育成されたセイベル13053を5年間にわたってク

、 「 」 。 、ローン選抜し 耐寒性が高く赤ワインの原料に適した新品種 清見 が創出された また

ワインのある食事を町内外の人々に味わってもらうことを目的とした、町営の「レストラ

ン十勝」が役場庁舎内で営業を開始した。

71年には酒類製造の永久免許を取得し、年間醸造量が170klとなり、本格的な生産体制

が確立された。73年にワインを中心とした食文化の振興をめざし、池田町東台地区に大規

模草地育成牧場の造成が始まった 74年7月には 池田ワイン城 が完成し 醸造量も1,800。 、「 」 、

klの体制が整った。この年、第1回ワインまつりがワイン城前広場で開催された。

この間にぶどう作りとワインの醸造技術の研修を目的に、西ドイツ(63年)、ブルガリア

(72年)、ハンガリー(75年)、フランスコニャック地方(81年)に町職員がそれぞれ1年～1年

半派遣されている。

、 「 」、 「 」84年には 国際ワインコンクールで 十勝ブランディーXO 赤ワイン アムレンシス

が大金賞 「清見」が金賞を受け、85年には、国内初のシャンパン方式によるスパークリ、

、 、 、「 」 、ングワインが発売され 86年には リキュールの醸造免許を受け ゆすらうめ を製造

年間ワイン類製造量も1,600klを超えている。

池田町では、山ぶどうの耐寒性を利用し、ワインに適している清見種など欧州種系ぶど

うと交配し、30年前から新品種の開発を継続している。

ちなみに、1961年から78年までの18年間に導入したぶどうの苗木は約150種42,000本に

達し、73年からは醸造用の苗木約48種16,500本を西ドイツ、オーストリア、ハンガリー、

旧ソ連から輸入している。

このように冷害に強く、栽培し易くかつ収

量も上がり、良質ワインになる醸造用ぶどう

を育成することは、多くの年月を要し、大変

忍耐のいる事業であった。

町の研究圃場では、これまで1万7千種類を

超える品種を育成してきたが、75年に交配し

た品種「IK567」という池田町で567番目の品

種があった。これが、池田で栽培可能で酸味

もあり糖度も十分で、樽及びビンで熟成し、

きき酒をした結果 「清見」に次ぐ良質の赤、
池田ワインのラインナップ
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ワインに熟成されることが確認され「清舞」と命名

された。

「清見」は、凍害を防止するため収穫、剪定後に土

を盛って越冬させ、春にはその土を除き誘引する作

業が必要であるが 「清舞」は土を盛る作業が要ら、

ない耐寒性の強い品種であることから、栽培面積の

拡大が期待されている。

地域農業の振興をめざして始まった十勝ワインで

はあるが、基本的課題の一つとして、ぶどう栽培が

機械化農業に適さず、収穫など時間のかかる作業が

多いため町内の生産農家の戸数は10戸ほどで、思う

ほど栽培面積が増加していないことがあげられる。

現在、池田町のぶどうの栽培面積は、44ha程度で

農家栽培分が4ha、町の直営圃場が40ha程度となって

おり、原料ぶどうを確保するため、ぶどう栽培の先

進地である道央の仁木町でワイン専用種の契約栽培が81年から行われている。

町営企業であるワインメーカーは、製造だけでなく、商品の流通や営業にも携わる必要

があり、町職員による不慣れな営業活動は困難を極めた。十勝ワインをボストンバッグに

詰めたり、ケースごと汽車に持ち込んで、ワイン専門店やデパート等の店頭に並べてもら

うよう売り込みに行くなど、販売を始めた当時の町職員の苦労は大変なものであった。

現在では、一般酒類を扱っている北海道内の卸会社、本州は第三セクターの「株式会社

十勝」と「株式会社 関西十勝」が流通を担っている。

３．地域産業の発展と住民３．地域産業の発展と住民３．地域産業の発展と住民３．地域産業の発展と住民

地域産業の活性化をめざして、幾多の試練を経ながら着実に発展してきた町営のワイン

醸造と販売事業は大きな成果を上げてきた。また、地元産のワインをより身近に楽しむこ

とを目的に、安価な町民還元用ワインを地域住民に提供することによって、多くの町民の

理解を得、ワインが町の名産品として根づいていった。そして、ワインを中心とする地域

の食文化の振興というもう一つの目標を具体化していくには、町内外の人々との多様な交

流やそのための住民の主体的な活動が重要である。このため、池田町では、これまで町民

参加のワインツアー、ワインまつりなど様々な取り組みが行われている。

(1)ワインツアー(1)ワインツアー(1)ワインツアー(1)ワインツアー

ワインの醸造が軌道に乗り、直営企業としての展望も見えてきた1972年8月に、第1回

町民ワインツアーが実施された。これは、ワインの歴史も長く、ワイン文化の本場であ

るフランス、西ドイツ、スペイン、イタリア、スイスを訪問し、各国でぶどう圃場とワ

イン工場などを見学研修するもので、これまで1年おきに14回実施され、約400名の町民

(人口の5％)が参加している。

ブドウ畑
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(2)ワインまつり(2)ワインまつり(2)ワインまつり(2)ワインまつり

1974年の池田ワイン城の完成に合わせ

て、町民を対象に第1回ワインまつりが

城の前庭で行われた。池田牛の丸焼き、

十勝ワインの飲み放題などあまりにも評

判が良かったので、2回目以降は地域外

の人も参加できるようにし、現在は十勝

ワインわいわいまつり(7月)と秋のワイ

ンまつり(10月)となっている。その実行

にあたっては、商工会、商工会青年部、

更に町内の企業もボランティアとして参

加し、まさに十勝の美味を丸ごと味わう

一大イベントへと発展している。更に、

1982年からは池田町物産協会の主催によ

る「セプテンバーワインのつどい」が開

かれ、食通がビンテージワインや池田牛

に舌鼓を打っている。

また、この年から地域の青年がよりワ

インを広く知り、親しむ場として「ワイ

ン友の会」の活動が始まっている。

(3)ワイン関連の商品開発(3)ワイン関連の商品開発(3)ワイン関連の商品開発(3)ワイン関連の商品開発

十勝ワインの普及にともない、町内の商店においてもワインを利用したワイン羊羹、

ワインケーキ、ブランディーケーキ、クッキー、豆菓子、ラーメンなど多様な商品が開

発・販売されている。また、牛肉を原料とした加工品も第三セクターの食肉加工会社で

製造され、贈答品としても全国に販売されている。

(4)田園ホールの建設(4)田園ホールの建設(4)田園ホールの建設(4)田園ホールの建設

ヨーロッパでは、小さな田舎まちでも、地域の人々が中心となって音楽祭や演劇の公

演がなされている。ワインツアーに参加した町民の要望もあったことから、1988年にヨ

、 「 」 。ーロッパに倣って ワイン文化の振興の一つとして 池田町音楽キャンプ を実施した

更に、1990年にはワインを柱に「味・音・香り」のまちづくりをめざす「音」の拠点

として「田園ホール」が建設され、生の音楽を鑑賞するという地域文化の充実に大きく

貢献している。

(5)グリーンツーリズムの展開(5)グリーンツーリズムの展開(5)グリーンツーリズムの展開(5)グリーンツーリズムの展開

日高山脈を背景に、四季の中で変化する十勝の大規模な畑作・酪農風景は、地域の優

れた観光資源でもある。農業・農村の有する多面的な機能を主体的に利活用し、都市と

「ワインまつり」の池田牛の丸焼き

「十勝ワインわいわいまつり」
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農村の交流を進める「グリーンツーリズムへの取り組み」を池田町においても進められ

ている。

「まきばの家」から眺められる田園風景の中で味わう新鮮な農産物は、池田町を訪れる

年間50万人の観光客に人気がある。また、地元の酪農家が経営する(有)パパラギでは、

低温殺菌の牛乳、生クリーム、ヨーグルトや有機栽培の小豆を使ったもなかなどが販売

され、ハピネス・デイリー(嶋木牧場)ではジャージー牛乳を原料とした自然の味のアイ

スクリームが作られており、池田町がめざしているグリーンツーリズムの展開にも寄与

している。

(6)肉牛生産と食肉センター(6)肉牛生産と食肉センター(6)肉牛生産と食肉センター(6)肉牛生産と食肉センター

池田町は酪農・肉牛の振興と食生活改善を目的に、68年にとさつ解体処理場の認可を

得て池田町食肉センターを設置した。生産から流通までの地域一貫経営をめざし、71年

寒冷地における多頭飼育技術の研修のため、町職員がアメリカに派遣され、後に実験用

の100頭牛舎を建設し、肉牛の肥育技術の検討や生産振興が図られた。73年には飼養効

率が良く飼い易いあか牛が熊本県から導入されて、池田町の特産品として成長し、93年

には繁殖農家56戸・繁殖牛1,688頭に達した。貿易の自由化など、肉牛経営は幾多の試

練を受けているが 現在 黒毛和種740頭(78戸) あか牛988頭(39戸) 乳雄牛2,200頭(3、 、 、 、

戸)で、肉牛農家は牛の資質改良に熱心である。

68年に公営と畜場を運営する池田町食肉センターが設立され、町内外の肉牛等の解体

と技肉保管をしているが、食肉センターに隣接する十勝池田食品株式会社(十勝ハンナ

ン［民間］75％、池田町25％出資)では、十勝牛を原料に、食肉とハム、ソーセージ、

ハンバーグ、ローストビーフなどの食肉加工品の製造及び販売を行っている。このよう

に、農家による良質な肉牛の生産と町営食肉センター、更に民間企業の密接な連携によ

り、池田町の畜産事業の高度化が図られている。

(7)JICA研修員の受け入れ(7)JICA研修員の受け入れ(7)JICA研修員の受け入れ(7)JICA研修員の受け入れ

国際協力事業団(JICA)北海道国際センター(帯広)の地域提案型研修員として、南米の

、 、 「 」コロンビア ボリビア ペルーからの3名が ワインによる地方自治体の地域経済振興

をテーマとして、2000年9～10月に池田町で研修を行った。その内容は、池田町のぶど

う栽培の歴史と技術、ワインの醸造、畜産、食肉加工、林業、ワインまつり、農家宿泊

と多様であり、町及び町民との国際交流としても評価され、池田町における研修は3年

間継続される予定である。

４．地域産業の発展と地方自治体４．地域産業の発展と地方自治体４．地域産業の発展と地方自治体４．地域産業の発展と地方自治体

現在、十勝ワインは、国産ワインとして中位にランクされるメーカーである。

北海道において、自治体が直営しているワインメーカーは、池田町と富良野市の二件し

かないが、その他にも、自治体が出資した第三セクター方式の経営のワインメーカーが数

件ある。
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自治体が経営しているワイン製造所は、法人税や固定資産税などの諸税が非課税だが、

冬期の気象条件の厳しい池田町で、ワインの原料となる良質ぶどうを栽培するのは、前述

したように大変な時間と労力、費用が必要であり、非課税となっている税金に匹敵する研

究開発費が投資されている。

十勝ワインの経営主体は池田町であり、地方公営企業法適用の「池田町ブドウ・ブドウ

酒事業会計」によっている。1968年より特別会計予算で運営されており、1971年から1998

年度までの27年間で12億5千万円の利益が一般会計など外の会計に繰り出されている。そ

の内容は、市街地町道のワインカラー舗装工事、町民ホールやコミュニティセンターを建

設する際の財源の一部としたり、芸術文化や教育関係に利用されている。

2000年度における池田町の一般会計予算は約69億円、公共下水道や老人保健、食肉セン

ター事業などの特別会計予算は約39億円で、企業会計予算のブドウ・ブドウ酒事業は26億

円、レストラン事業は2億8千万円となっている。

また、池田町の職員は230人で、うち30人が企業部に所属しており、ワイン事業や町営

レストランでの雇用者は100人程度となっている。このようにワイン及び関連事業の展開

は、特別会計から一般会計への一部還元に加えて、大きな企業の少ない池田町において地

場産業としての雇用の創出、商工業の販売額の増加という様々な効果を生み出している。

池田町へは観光客の外に、マスコミ関係の取材、行政や議会関係の視察、来訪も多く、

ほぼ全ての取材・視察に対応しているが、池田町と十勝ワインの名前が全国に知られるよ

うになったのは、これらの影響も大きいといえる。

1974年に完成した池田ワイン城では、樽やビンで熟成する地下貯蔵庫を見ながらワイン

のボトリングの様子を見学し、後は3階「レストラン十勝」で眼下に広がる池田の田園風

景を楽しみながらの食事ができ、土産物も購入できるようになっている。

「レストラン十勝」は、ワインはもとより十勝牛、池田牛や地元野菜を食材としたステー

キ、シチューなどの肉料理が中心で、年間の利用者は4万5千人と以前に比べてやや減って

いるが、熱心なファンに支えられている。

また、池田町では、100年間の地域開拓の過程で失われた森を町民の手で取りもどし、

残された緑を守り育て、22世紀につなぐ事業として「100年の森構想」が1998年に策定さ

れ、町民参加の植樹祭が実施されている。この構想の一環として町民が採取したドングリ

からオークの森を造り、育った大木からワイ

ン用の樽を作るという「オークの森構想」が

進められ、3,000本のオークの苗木が育てら

れている。まさに、ワインのまち池田にふさ

わしい長期的な展望をもった町民参加のまち

づくりの1本の柱がここに建てられようとし

ている。また、2001年度から、ワインの里・

池田らしい景観づくりと、町民がワインの原

料であるブドウに親しんでもらうことを目的

として、町民に醸造用ブドウの苗木を育てて 池田ワイン城
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もらって、町内のブドウを増やす「池田町ブドウいっぱい運動」を始める。

このように町の直営で事業展開が図られてきた十勝ワインであるが、近年外国からの安

価で良質な輸入ワインとの競合がみられ、十勝ワインの販売量も以前に比べて減少してい

る。このため、将来の運営方式の検討、施設整備の内容などについては、町議会での十分

な論議においてその方向が決められるのであろう。

５．成功の要因とその効果５．成功の要因とその効果５．成功の要因とその効果５．成功の要因とその効果

池田町におけるワイン事業が大きな成果を上げた一つの要因としては 丸谷元町長の 前、 「

例にないことへのあくなき挑戦」の姿勢があげられる。当初の生食用ぶどうの導入、試験

醸造からワイン事業へと転換していく過程では「ホラ吹き町長」と町民に言われた時もあ

った。しかし、その間も「ブドウ愛好会」の会員を中心に、町長とともにワインづくりの

夢を語り合った町民や町職員の懸命な努力もに支えられ、町長、町民とともに「無から有

を創り出す」苦しみと楽しさを共有したことが功を奏したといえる。

「調査なくして発言無し」を合言葉に酒税法の条文を根拠にしたワインの試験醸造の免

許取得や国内外におけるぶどう栽培とワイン醸造技術の研修のための町職員の長期派遣な

ど、前例のないことを具体化するには、各種の法律やワインに関する様々な調査研究など

の主体的な活動が基本になっている。

1967年に丸谷元町長が、以前に町職員が研修したドイツの農家を訪ねた際、そこでもて

なされたパンや牛肉料理が全て自家製だったことに感激し、当時、池田町の農家で牛肉を

食べる習慣がなかったが、農村の食生活を豊かにするために、農家が肉を預け、必要な時

に引き出すことができる町営の「ミートバンク」を設けた。また、それまで捨てられてい

た牛の尾や舌を使った町民を対象とした料理講習会が好評を博したことから、地域の食文

化を育てる目的で「レストラン十勝」を始めた。このレストランの事業化にあたっては、

元町長が懇意にしていた東京のホテルに、町の給食センターの職員を派遣するという、池

田町が力を入れている積極的な人材育成の手法が用いられた。

これによって 「ワインのまち池田町」を「ワインと牛肉料理のまち池田町」へと発展さ、

せた。また、1969年には、先述した東京のホテルの薦めもあって、池田町が25%、ブドウ

愛好会が25%、東京の企業が50%出資して「株式会社十勝」を設立し、日本橋に「レストラ

ン十勝」を開店した。

ワイン事業は、町の企業

会計予算で運営されている

が、その経営については、

「株式会社十勝」のような

民間企業的経営方式を基本

とした多彩な事業展開が図

られている。

良質なワインをつくれる

ぶどうが池田の地に根づく 「池田ワイン城」のワインセラー
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までには、外国からの苗木の導入や栽培・醸造技術の海外研修でみられたように、池田町

役場には町外出身の職員が多く勤務しているのも一つの特色といえる。それぞれ考え方の

異なる町外出身の職員と町内出身の職員とがワインの醸造や販売についての真摯な討論を

行い、その実践の過程で形成されてきたのが池田町のまちづくり＝人づくりであった。

地域外からの取材や視察、更に観光客から得た多様な情報の受信とワインや地域の産物の

販売過程で発信してきた情報の集積は、目には見えないが、池田町の大きな財産である。

そして、国内外との多様な交流の中で蓄積された優れた経営感覚と、まちづくりの熱意

を町の職員と町民がいかに主体的に継承発展させていくかが、池田町民のこれからのテー

マであるともいえる。

これまで述べてきたように、醸造用ぶどうの交配育種の研究、池田町を訪れる観光客に

対するグリーンツーリズムの内容の充実などいくつかの課題もあるが、池田町民のワイン

である限り、十勝ワインは北国のワインとして脈々と生き続けていくものと思われる。

は公営企業会計

池田町組織図池田町組織図池田町組織図池田町組織図
職員約200名町長 助役

職員約30名、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ・臨時職員等約100名企業部

総務課 ・各係 総務課 総務係

税務課 ・各係 営業課 営業係

管財契約課 ・各係 ﾌﾞﾄﾞｳ･ﾌﾞﾄﾞｳ酒 醸造係
研究所

企画振興課 ・各係 品質管理係

町民課 ・各係 栽培係
・保健福祉係

保健福祉課 ・保健センター 公営課 ﾚｽﾄﾗﾝ係
・保育所

農林課 ・各係 町営牧場 牧場係

農業技術研究所 ・研究科 東京事務所

・各局－各係商工観光課 ・各係
・各科町立病院

建設課 ・各係
教育委員会 ・各課－各係

上下水道課 ・各係
議会 ・事務局－議事係

収入役 出納室 ・出納係 農業委員会 ・事務局－各係

選挙管理委員会 ・事務局

公平委員会 ・事務局

監査委員 ・書記局

消防署 ・各課－各係
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浜中町浜中町浜中町浜中町

草しかできない厳しい環境と、他から学ぶ姿勢が生んだ高度な酪農草しかできない厳しい環境と、他から学ぶ姿勢が生んだ高度な酪農草しかできない厳しい環境と、他から学ぶ姿勢が生んだ高度な酪農草しかできない厳しい環境と、他から学ぶ姿勢が生んだ高度な酪農

夏でも、冷たく深い海霧に押し包まれ、並の作物は育たない丘陵地帯。日本で最も冷

涼な気候条件での酪農。常に厳しい市場競争にさらされているこの業界で生き残るため

に、品質を高め、付加価値をつけることにこだわり、海外研修、専門家招聘、酪農支援

システムの導入など、ひたむきな努力が成果を生んだ。高品質牛乳は首都圏を中心に消

費され、また、カルピスやハーゲンダッツ・アイスクリームの原料にもなっている。

１．概況１．概況１．概況１．概況

浜中町は北海道の東部、釧路市と根室市とのちょうど中間に位置する。町の東南部は太

平洋に開けた低平な海岸で、琵琶瀬と呼ばれる美しい弧を描いている。浜中町は北海道の

沿岸地方によくみられるように、漁業から発展した。最初、それは浜中場所と呼ばれたよ

うに長い霧多布の琵琶瀬海岸のちょうど真ん中にできた集落から始まった。

これに対して山側の東北部は低く緩やかな丘陵地帯で、ここでは主に牧畜(酪農)が営ま

れている。この地域のほぼ全域が農村地帯で、全町面積の約50％を占めている。その草地

面積は約15,000haで、乳牛頭数は人口の3倍以上の約23,000頭、生乳生産量は約82,000tを

超えている。

また、段丘や丘陵地の斜面にかけては森林が形成されており、林業も一つの重要な産業

である。

町のほぼ中央を東西にJR花咲線と国道44号が平行して走り、鉄道の南側は森林と一部が

牧場、そして北側は先に述べた緩やかな起伏の丘陵上の牧場が展開する。東南の海岸には

厚岸町から海岸段丘の森林を縫って走る道々が、霧多布湿原で海岸に下り、明るい沿岸の

風景の中を通る。この沿岸には南にやや離れて火散布、藻散布という二つの海への開口部

を持つ小さな汽水湖があり、牡蠣や浅蜊などの養殖が行われている。

夏季には霧が多く、気候環境は日本で最も冷涼なもので、温量指数(植物からみた暖か

さを示す指数)は45度以下である。これはほとんど亜寒帯気候を示すもので、植生もそれ

に相当するものがみられ、海岸段丘にはダケカンバ林、ミヤマハンノキ林が現れ、低地に

は泥炭が形成される湿原が展開する。中でも海岸に沿った古い砂丘列に囲まれて成立した

霧多布湿原は、厚岸道立自然公園の一部をなし、特徴的な植生と共に景観的にも優れてい

て1993年にはラムサール条約による国際保護湿原に指定された。

その中央部は大正時代に既に「霧多布泥炭形成植物群落」として国の天然記念物に指定

されていた。この霧多布湿原と、海岸の段丘や上部が平坦ないくつかの島の景観、段丘上

の海岸草原と海岸林などが観光的にも高く評価され、観光客が多く訪れるようになってき

ている。
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また、沿岸部では美しい特徴的な嘴を持つエトピリカや、岩礁に集まるアザラシ、湿原

にやってくる様々な野鳥にも関心が集まり、これらは夏だけでなく四季を通じての来訪者

の誘引となってきている。

２．生態学的にみた産業の進展２．生態学的にみた産業の進展２．生態学的にみた産業の進展２．生態学的にみた産業の進展

概況で触れたように、浜中町は当初、漁場「浜中場所」であった。ここでいう「場所」

とは、開拓期である明治以前の幕府―松前藩官許の請負制漁場のことである。この制度で

は一人の親方に全ての権限が集中する。その他は子方であり、更に、北海道各地でかつて

みられたように先住民族としてのアイヌの人々を使役したり、沿岸から追い払うという図

式もあったとみてよい。

この町の沿岸では、アイヌ時代から鯨が捕れた。鯨はその後も捕れて、一時は根室から

釧路までに捕鯨の基地が並び、1960年代まで及んだ。鯨が多かったことは生態的にはそれ

を支える資源量が豊富であったことを意味する。これはアムール川起源の流氷が運んでく

る栄養がもたらしたものとみてよい。

浜中町は、また昆布の産地としても有数の場所であった。これもまた肥沃な海がもたら

した恵みであったが、その品質は湿原の存在によって維持されたことはごく近年まで認識

されていなかった。当時は、陸上の環境が海に影響することなどはわからなかったからで

ある。しかし、徐々に森林や湿原などからの有機鉄分の供給が昆布の生育立地に大害を与

、 、 、える石灰藻類の沈着を妨げ 立地を確保し かつ生育を助けることが知られるようになり

近年には漁家もまた陸上の影響が海に及ぶことを知り、内陸の事情にも関心が持たれるよ

うになった。

浜中町は海から開けたが、逐次、内陸の農業開発も進むようになった。しかし、寒冷な

気候条件は当初、農業の発展を妨げ、初期には粗放な馬の放牧が主体であり、それも多く

は自然のササ原の自然放牧が多かった。

1950年頃から乳牛が導入されたため、牧草原が拡大し、現在のような酪農業が進展して

いった。

ちなみに、この馬から牛への転換、特に乳牛を中心とした酪農業の発展を支えたのは、

簡易軌道(開拓軌道)による輸送であり、生

産されたミルクを早く集めて確実に運ぶこ

とを可能にした。狭いゲージの軌道には、

当初は馬力が、後にはディーゼル機関車が

牽引し、その後はディーゼル気動車が運転

した。道路が未整備の地域において、極め

て有効な輸送機関であった。

、 、 、その一方で 他地域と同様に 多頭飼育

経営規模の拡大の結果､農地からの排水(廃

水)の負荷の増大が問題となり、これが農
北海道らしさを象徴する「放牧」
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地そのものへの影響のみならず、下流部へ

の負荷増大をもたらした。

しかし、浜中町は、環境保全型農業の取

、 、り組みによって これらの負荷軽減を図り

農産品の評価を高める努力をし続けたので

ある。

３．浜中町の農業の特徴３．浜中町の農業の特徴３．浜中町の農業の特徴３．浜中町の農業の特徴

浜中町の農業が、実質的にはこの半世紀

の間に急速に進展したことに大きく影響を

与えた理由として、現在農業者や農協の幹部・職員など、地域農業の中心的人物の多くが

海外研修や現地の農業施策等を経験することによって視野を広げ、技術的及び理論的なレ

ベルを高めてきたことがあげられる。

それに加えて、地域づくりや地域の問題を解決する際に、内外の専門家を招いて多くのこ

とを学び、知見を得てそれを極めて効果的に用いてきたことも大きい。

これはまさに北海道開拓の初期に、北海道と気候や地形ならびに歴史的背景に様々な相

似点のある海外から多くの分野の専門家や技術者を招き、畑作や酪農を中心とした近代農

、 。業そして農産加工技術を導入し 北海道農業の基礎を築くことに成功したことと共通する

また、国内外の先進事例や専門家の意見を参考に、地域のコンセンサスを得ながら周到

に策定された事業計画に基づいて、例えば酪農技術センターの設置や、酪農支援システム

の構築などの事業が着々と推進されてきた。その結果、品質向上やコストの低減などが図

られ、タカナシ乳業やカルピスなど、国内企業だけでなくハーゲンダッツなど海外優良企

業からの信用も獲得するに至った。

関係機関・団体が互いに協力・連携し、地域の農業者や新規に就農を希望する人々を総

合的にバックアップする様々な支援システムが構築されていることも、更に地域連携の強

化に役立っているといえる。

(1)地域資源の活用(1)地域資源の活用(1)地域資源の活用(1)地域資源の活用

21世紀には食糧の絶対的不足が予想されるが、酪農は本来、人間の食糧と競合しない

牧草を利用する産業である。北海道でも浜中町は、豊富な「草資源」に恵まれている。

というよりはここでは草しかできない。あるいは草にとっての適地で牧草をつくり、そ

れを活用するのがベストだということだ。概況にも述べたように日本でも最も冷涼な気

候条件は他の作物を育てることを許さない。この農業上のハンデキャップは、しかし、

牧草の栽培には有利に働き、しかも病虫害を少なくさせるメリットを生じる。

それは、更に農薬の必要量を少なくさせ、ひいては生産物の品質を高めることになる。

この豊富にして環境がもたらす高品質の草資源を最大限に効率的に利用することが浜

中町酪農の発展の基礎となった。また、浜中町は酪農家の家族員に加えて、様々な関係

機関などの豊富な人材に恵まれており、これらの人的資源が効果的に力を発揮したこと

搾乳施設
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も発展の重要な要因である。

更に、近来は酪農業につきものの家畜ふん尿など酪農廃棄物の処理について、農地へ

の肥料としての散布還元だけでなく、その適切な管理と散布量のコントロールを行って

いる。加えて、河川を通じて下流部(この場合は風蓮湖)への影響を軽減することを考慮

して、澤筋を中軸とする林帯を設定し、併せて単に林だけでなく野草地や小湿原、池な

ども含めた農村ビオトープとして機能させることも計画されている。

こうしたことによって農村景観が整えられ、機能も高まり、ひいては農産物の品質評

価を高めることになるのである。

(2)市場競争に備えた農業経営(2)市場競争に備えた農業経営(2)市場競争に備えた農業経営(2)市場競争に備えた農業経営

既に1993年には乳製品の輸入の自由化が決定され、更に2001年には関税率の見直しが

行われる見込みであり、これまでの国内競争から国際的な競争へと移っていくことが想

定される。日本の酪農は世界で最も高コストとされていることから、これからは低コス

ト化への努力が必要となる。そのためには、牧草資源の効率的な生産と活用とともに、

徹底した経営管理が求められるが、多額の投資資本を要する畜舎、施設の建設、営農機

械の購入には、それぞれの経営規模と経営方針に合った無理のない慎重な選択が大切で

ある。

更に、規模拡大と併せて、合理化や効率化をめざす大型で近代的な施設や機械装備と

農作業受託事業の導入によって、生産基盤の充実による積極的な省力化も必要である。

また、最新鋭の各種分析機器を導入し、そのデータを活用することが大切であるが、

浜中町では、様々な課題に対応すべく、各種の営農支援システムを活かした様々な取り

組みがなされ、ゆとりある安定した農家生活の将来を展望した大規模酪農地帯を代表す

る経営が展開されつつある。

浜中町で生産される牛乳が、高品質牛乳としてハーゲンダッツ・アイスクリームの原

料乳に使用されているのは、こうした近代的で極めて水準の高い酪農経営と、それを支

えるシステムがいち早く構成されたからである。

(3)酪農支援システムによる農家と地域の発展(3)酪農支援システムによる農家と地域の発展(3)酪農支援システムによる農家と地域の発展(3)酪農支援システムによる農家と地域の発展

浜中町は 「ゴルフ場の無い町」をキャッチフレーズとした高品質牛乳を売り物とし、

て成功を収めているが、ここにもやはり農家の減少など、北海道の他の地域と共通した

問題はあった。しかし、大規模専

業農家の経営支援を行うなど、浜

中町では全国で最も整備された酪

。農支援システムが構築されている

経営規模が大きくなると、家族経

。営での就業体制に不安定さが増す

また、技術管理､経営管理も複雑化

する。そして、農業機械の重装備
研修牧場
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化によって減価償却負担維持、発展をいかに図るかが重要な課題になる。

浜中町では､全国に先駆けてこれらの課題を解決するための体制づくりを行っている

が、その代表的なものが酪農支援システムである。

酪農家の経営規模が大きくなると､先にも述べたように家族経営では労力面での不安

が増大する。更に、個別完結型経営の弊害も出てくる。そこで、酪農支援システムによ

る支援なり分業体制が、その問題を解決する。

浜中町では､酪農技術センターによる生産管理､技

術改善のための情報提供を行っている。

また、コントラクターによる機械の減価償却費の

軽減と､畜舎作業との労力競合の回避、ヘルパー利

用組合による休日確保、育成牧場の活用を通じて

の家畜育成・管理による労力軽減と飼料不足の解

決、農協による経営管理などの支援がある。これ

らがあいまって経営に大きく寄与しているものと

思われる。

(4)他から学ぶ姿勢とその活用(4)他から学ぶ姿勢とその活用(4)他から学ぶ姿勢とその活用(4)他から学ぶ姿勢とその活用

浜中町は 「農業環境の改善」＝「美しく魅力的な農村の形成」＝「農産品の評価の、

向上」というを図式を基に、農業環境の改善が行われている。

酪農家群

大規模農家

高齢農家

普及所
共済

町農林課

酪農技術
センター

乳検組合

農 協

ヘルパー
利用組合

預託
牧場

コント
ラクター

就農者
研修牧場

経営・技術

指導

分析・診断

乳成分・乳質

体細胞・飼料

土壌等

経営管理

資金管理

受託販売

資材供給

（労働力）

（後継者）

（飼養管理技術）

（育成牛預託人工授精）（飼料調製）

子牛育成施設
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浜中町では、その実践において、数多くの国内外の先進事例や専門家の意見を参考に

した。特に、海外の情報を積極的に取り入れることが浜中町の一つの特徴ともいえる。

一例をあげると、地域の牧場経営者が、生産性を向上させることによって、牧場の規

模を縮小させた。そして、規模縮小によって労働負荷が軽減された分、チーズの製造を

行って、所得の増大に結びついたという成功事例がある。これは、この牧場経営者が、

若い頃にデンマークやフランスで酪農技術を学んだことが役に立ったという。

また、農協の野田副参事は若い頃にインドやネパールにおいて、環境が厳しい地域で

の農業について学んだ他、酪農先進国のデンマークで研修を技術を学んだ経験がある。

石橋農協組合長もデンマークやアメリカで農業研修をした経歴を持っている。

北海道の農協スタッフや自治体職員には、このような経歴を持つ人たちが少なくない

が、浜中町は、こうした経験者がそれを自分だけのものとしないで、他に伝えることや

展開することなどに積極的である点が成功を導いているといえる。加えて、内外の専門

家を招いて多くのことを学び、知見を得てそれを極めて効果的に用いてきたことも大き

い。

こうした人づくりと技術の展開手法は、歴史的に北海道の開拓初期の技術移転とパタ

ーンとして類似性が大きいことが注目に値する。

４．循環型社会の構築による地域づくり４．循環型社会の構築による地域づくり４．循環型社会の構築による地域づくり４．循環型社会の構築による地域づくり

以上のように、浜中町は、酪農業と漁業を中心にした第一次産業と、ラムサール条約登

、 、 、 、 、録湿地に認定された霧多布湿原などの自然を観光資源として 役場 農協 漁協 生産者

地域住民などが一体となって、生態系を活かした循環型社会の構築による地域づくりが推

進されている。

循環型社会の構築による地域づくりには、国内外の先進事例や専門家の意見を参考に、

地域のコンセンサスを得ながら周到に策定された事業計画に基づいて行われている。

例えば、分析センターの設置や、酪農支援システムの構築などの事業が着々と推進され

てきた。

、 、加えて 地域づくりや地域の問題を解決する際に内外の専門家を招いて多くのことを学び

知見を得て、それを極めて効果的に用いてきた。

この町には、大別すると二つのパターンの循環システムが形成されており、一つは、酪

農を核とした地域産業における「物質的循環システム」であり、もう一つは、生態系を活

かした自然環境の整備によって、総合的な地域活性化が図られるという、いわば「知的循

環システム」である。

前者は、日本で最も冷涼な気候条件であるが故に、草以外の作物を育てることが難しい

という農業上のハンデキャップを逆手にとって、病虫害が少なく、農薬の必要量が少ない

良質な牧草をつくり、それを飼料として活用するという｢草の資源化｣に取り組んだ。それ

までやっかいものだったふん尿についても、肥料源として牧草地に活用されている。つま

り、輸入飼料に頼らず、牛の飼料となる牧草を地元で生産、その牧草を牛が消費し、牛が

排泄するふん尿を草地に還元することによって、酪農業における循環システムが構築され
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たのである。

その結果、牧野景観が整えられ、機能も高

まり、ひいては農産物の品質評価を高める

ことになり、品質向上やコストの低減など

が図に結びついているのである。

これら一連の取り組みは 「酪農技術セン、

ター」が中心となって行われ、また、情報

の収集・発信拠点となっている。

後者は、酪農業・漁業・観光業間での総

合的な取り組みである。この町でも他地域

と同様に、酪農業の多頭飼育、経営規模の拡大の結果､農地の排水 廃水 の負荷増大が問( )
題となり、これが農地そのものに悪影響を与え、更に河川を経由して下流部への負荷増大

をもたらし、漁場の環境悪化を招いた。そこで、酪農廃棄物の処理について、農地への肥

料としての散布還元だけでなく、その適切な管理と散布量のコントロールに加えて、河川

を通じて下流部の市町村への影響を軽減するために澤筋を中軸とする林帯を設定した。併

せて、単に林だけでなく野草地や小湿原、池なども設置され、更に農村ビオトープとして

機能を拡大させていくことも計画されている。

これらの取り組みによって、放牧による牧歌的景観や豊かな自然景観が維持され、観光資

源として利・活用されている。漁業においては、湿原の保全や混牧林の整備により、森林

や湿原などからの有機鉄分などの養分が漁場に供給される他、水量の確保や水温調整に役

立っている。

また、霧多布湿原や変化に富む海岸線、そこに生息する動植物などの自然を活かし、そ

れと調和した地域づくりの拠点となっている「霧多布湿原センター」が中心となって、都

市の高校生を中心とした農林漁業及び農・漁村生活を体験させる修学旅行型交流事業、観

光客を対象としたエコツアーなどを実施して、多様な形の地域活性化への取り組みが行わ

れている。

浜中町の取り組みで、重要かつ注目すべ

き点は、これらの環境保全型農業、循環型

社会の構築を、農業者だけでなく、地域全

体で取り組んでいることである。

その結果、地域の資源である「人・モノ・

カネ・情報」を地域の内外で循環させるこ

とによって地域の活性化が図られているの

である。
酪農技術センター内の分析装置

酪農技術センターの外観
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鷹栖町鷹栖町鷹栖町鷹栖町

トマトジュースに絶妙のネーミングトマトジュースに絶妙のネーミングトマトジュースに絶妙のネーミングトマトジュースに絶妙のネーミング

余った自家用トマトをジュースに加工し、冬場の有色野菜摂取量の不足をカバーしよ

うという町民の食生活改善をめざす試みが新たな特産品を生んだ。

トマトの学名である「オオカミの桃」から命名されたトマトジュースは、そのユニー

クなネーミングと無添加で塩分を抑えた人気を呼び、商品特性を活かした販売戦略によ

り、地域の特産品として定着し、地域に活力を与えた。

１．地域の概況１．地域の概況１．地域の概況１．地域の概況

(1)地域の特徴(1)地域の特徴(1)地域の特徴(1)地域の特徴

鷹栖町は上川支庁の中央部に位置し、北から南西部にかけて標高300mから600mの山に

囲まれた盆地である。総面積13km のうち約34％が山林と原野で、石狩川へとそそぎ込2

むオサラッペ川が町の中央を北から南に貫き、その川沿いの平坦地を中心に水田約4,16

8ha、畑地822ha(1999年現在)の耕地が広がり、肥沃で米生産に適した理想的な農地が多

く存在している。

盆地であることから夏の高温と冬の厳寒という極端な温度差にみられる典型的な内陸

型気候で、1月、2月には氷点下30度以下になり、8月には摂氏30度近くになる。夏と冬

の寒暖の差は実に60度に達する。特に夏の暑さが好影響をもたらし、水稲単収の高さ、

1等米の出荷比率の高さに示されるように、北海道において有数の良質米生産地として

有名である。

前身である鷹栖村に初めて開拓の鍬がおろされたのは1891年で、翌1892年に開村して

いる。1924年には鷹栖・東鷹栖・江丹別の3村に分村して現在の範囲となり、1969年に

町制が施行された。人口は1956年の10,658人をピークに減少の一途をたどり、1970年に

、 。 、 、は過疎地域に指定され 1975年には7,130人にまで減少する しかし 北海道第2の都市

旭川市(1998年9月現在人口364,845人)と隣接していることから、その後、旭川都市市街

化区域の宅地造成などにより増加傾向を示したが、1980年以降、離農による農家人口の

減少などによって再び減少していった。2000年4月現在の人口は7,332人である。

開村以来、農業を基幹産業として発展してきた町であり、就業人口でみると1955年に

は第一次産業の占める割合が約88％であった。しかし、1995年には約35％と大幅に減少

している。対照的に第三次産業は同じ期間に9％から47％へと大幅に増加した。

1990年に開通した北海道縦貫自動車道の旭川鷹栖インターチェンジの影響により、工

業団地が造成されるなど産業構造に大きな変化が現れようとしている。



- 51 -

(2)鷹栖町農業の展開過程(2)鷹栖町農業の展開過程(2)鷹栖町農業の展開過程(2)鷹栖町農業の展開過程

町農業は夏の高温をもたらす内陸性気候、オサラッペ川によりもたらされた肥沃な土

地と水に恵まれていたため、開村以来、稲作を中心に展開してきた。1965年では総耕地

面積4,580haのうち水稲作付けが3,710haと81％を占めており、粗生産額においては15億

2,700万円のうち92％を占める14億1,100万円が米であった。当時はまさに水稲単作地域

といえる農業構造であった その他の部門としては酪農を中心とした畜産が5,800万円(4。

％)、野菜が4,200万円(3％)ほどであった。

鷹栖町内には鷹栖農業協同組合と北野農業協同組合という二つの農業協同組合が存在

し、どちらも戦後間もなく1948年に発足された(以下「鷹栖農業協同組合」と「北野農

業協同組合」をそれぞれ「JA鷹栖 「JA北野」とする)。JA鷹栖は1戸当たりの耕地面」、

積が比較的大きく、1970年代までは稲作以外は畜産(酪農・養鶏)が多少導入されている

程度であった。対してJA北野は比較的規模の小さい農家が多く、旭川市に接していたこ

とから、早くから野菜生産が導入されていた。当初は中心品目として菜豆の生産が行わ

れていたが、1960年頃からはより収益性の高い品目ということで、きゅうり・なすの生

産が普及していった。1963年には生産者組織である「北野蔬菜出荷組合」が組織され、

1975年には種別「夏秋きゅうり」において国の指定産地となるほどであった。

他の稲作地域と同様に1970年に始まる「減反」政策の影響を受けるが、特に鷹栖町は

水稲に傾斜した生産構造であった故にその影響は大きく、農家の生産意欲を奪い、離農

・兼業化を促進し、町の過疎化に拍車をかけていった 「減反」政策が始まって5年後。

の1975年には水稲作付面積は3,000haで全体の約67％まで割合を低下させた。担い手で

ある農家戸数は1965年には1,423戸であったが10年間に284戸減少し1,139戸となり、そ

のうち専業農家戸数は65年955戸(67％)から、75年までに急激に減少し320戸(28％)とな

り、専業・兼業の割合は逆転したのである。更に、鷹栖町の総人口の減少もこの時期に

、 。 、最も激しく 9,279人から7,130人と2,000人以上減少した このような離農・兼業化は

「減反」政策の影響だけによるものではなく、鷹栖町が北海道第2の都市である旭川市

に隣接しており、雇用機会が多いことも重要な要因であった。また、都市化の影響を受

けて宅地化による農地の転用も進んでいった。

「表-1」により 「減反」政策後の水田転作の作目別動向をみると、1980年代前半ま、

では転作実施面積が急激に伸びる中で、飼料作物や小麦など比較的粗放的な土地利用型

作物の作付けが増加をみせている。そして1980年代後半から粗放的品目の作付けは減少

していくのに対して、野菜は順調に生産量を増加させ、粗生産額に占める割合を高めて

いった。1979年には、JA鷹栖においても「鷹栖農協そさい振興会」が結成され、野菜の

生産が町全体に普及・定着を始めていった。

他方、稲作付面積は減少したものの、稲作の反収は1976年までは500㎏/10a水準であ

ったが、以降増加し、1984年のように年によっては600㎏を上回る水準となっている。

この時期、近郊の市町村においては、減反の影響から直ちに稲作の複合部門として野

菜が広範に導入されていったのとは明らかに異なっていた。また、町の中に二つの農協
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が存在したことも、野菜の産地形成を遅らせていたことと無関係ではないであろう。大

規模量販店主導による生鮮野菜の広域大型化流通再編が進む中では、必然的に産地側も

ロットの拡大を要請されたが、農協間共同というような活動が鷹栖町ではみられなかっ

た。実際、JA北野のきゅうりは市場評価を高めていたが、JA鷹栖においては全くきゅう

り生産が行われておらず、代わりにほうれん草、長ネギの生産が普及していた。

2農協の提携による産地形成は、後に述べるように、鷹栖町農業振興公社による野菜

の一元集出荷が始まるまで待たねばならなかった。

一方で、後述する地域特産品づくりへとつながる品目の栽培も1970年代後半から始ま

っていた。その一つがステビアの栽培であり、これは天然の低カロリー甘味料の原料と

して将来を期待されており 「ステビア研究会」という生産者組織も設立され、1984年、

には農家37戸、作付面積12haまで伸びた。しかし、輸入原料の増加により、1992年には

町内での生産は終了している。また、1982年から輪作体系の一環として、ひまわりの栽

培が始まっている。ひまわりに関しても、逆に土地を荒らすということから、その作付

けは現在ではほとんどなされていない。

(3)「健康第一」の町づくりの展開と地域特産品の形成(3)「健康第一」の町づくりの展開と地域特産品の形成(3)「健康第一」の町づくりの展開と地域特産品の形成(3)「健康第一」の町づくりの展開と地域特産品の形成

現在、鷹栖町は健康づくり・福祉の町として全国的にも高い評価を受けている町であ

る。この「健康で豊かな福祉農村づくり」を基本に据えた町づくりは、急速に進む地域

の高齢化に向けて、1967年に当時の村長の当選とともに提唱され、展開が始まった。は

じめは、健康づくりに対する町民への啓蒙活動と、病気の早期発見・予防に重点が置か

れていた。しかし、それが一定の成果を結ぶ1970年代後半以降は、加えて体・体力づく

りからスポーツ振興へと取り組みの幅を広げ、更に1980年代には後に詳しく述べる食生

活の改善＝地場産品の加工へとつながっていった。

初期の目標の一定の達成であり、食生活の改善に向けた展開への契機となったのが、

1975年の「総合健康診断(ミニ・ドック)」の開始である。これは死亡原因の上位を占め

る成人病の予防と早期発見、早期治療を目的に実施された取り組みで、農業や商業ある

いは家庭の主婦といった、職場などで健康診断を受けることのできない30才以上の町民

を対象としていた。この検診に合わせ、対象者に「食生活実態調査」が実施された。

その結果、塩分過多とともに、冬期間の有色野菜の摂取量が不足していることが判明

　　　　　　　　表-1　水田土地利用の推移 （単位：ha）
年度 稲作 転作計 飼 料

作 物 小麦 そば 豆類 野菜 花き ひまわり ステビア 地力増進
作物 その他

1970 2,870 13.2 6.7 0.0 0.0 1.2 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
1975 3,000 778.6 480.0 0.0 147.4 37.5 39.4 0.3 0.0 0.0 0.0 74.0
1980 2,390 1,309.8 661.1 410.7 62.7 110.9 44.1 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3
1985 2,670 1,019.1 307.9 388.8 79.4 152.6 61.3 9.0 2.9 17.2 0.0 0.0
1990 2,390 1,227.7 228.3 267.8 152.7 318.8 69.4 16.5 8.4 11.5 154.3 0.0
1995 2,870 603.8 267.3 14.4 60.6 74.9 51.9 21.8 1.3 0.0 103.9 7.7
資料：鷹栖町役場資料より作成
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し、食生活改善への対策が検討されたのであった。

そこで注目されたのがトマトであった。商品化がなされていないとしても、ほぼ全て

の農家が自家用にトマトは栽培しており、作り過ぎて農家の庭先で収穫されないで放置

されている完熟トマトが必ずといっていいほどあったのである。この夏場の余剰トマト

を活用できないかということで、町の担当者と保健婦が検討を重ねた。その結果、トマ

、 、 、ト加工の中でも 比較的加工が簡単で 貯蔵可能なトマトジュースにすることによって

冬場の野菜不足の解消を図ることとなったのである。

直ちに町担当職員を先進地の加工施設に視察をするなどし、研究・準備を進め、1981

年に町の施設を改造した「鷹栖町農産加工簡易施設」が完成した。この施設建設に際し

ては「過疎地域振興特別対策事業(道単独)」が利用された。

当初は、この施設に農家がトマトを持参し、担当職員に製造方法を聞きながら自らが

加工をして、自分で消費していた。しかし、次第に親戚、友人などにも配るようになる

と、塩分を押さえて作られ、缶入りで売られているジュースとはひと味も、ふた味も違

う鷹栖町のトマトジュースの評判は町外にも広がっていった。加工施設の利用実績は

1981年には77,97l件であったが、翌年には一気に2倍以上の176,07l件の製造がなされた

のである。

加工施設を利用した食品加工はトマトジュースのみにとどまらず、収穫した大豆、米を

持ち寄ったみそ作りや、輪作体系に組み込まれたひまわりの種子を原料としたひまわり

油作りなど、品目的な広がりもみられるようになる。

トマトジュースづくりの取り組みは、1983年に当時の北海道知事が提唱した一村一品

運動の一つとして大きく広まることとなった。そのきっかけとなったのが、札幌で開か

れた第1回ニューフロンティアフェスティバルへの出品である。出品するにあたり、ネ

ーミングが検討されたが、なかなか良い名称が見つからなかった。そこで、当時、大学

を卒業したばかりの栄養士が食物辞典から学名を引っ張り、トマトの学名がラテン語で

「オオカミの桃」であることを知り、最終的にはこの名称が採用されることになった。

出品数はたった数百本程度であったが、ネーミングのおもしろさが目を引き、味が良い

、 、 。上 無添加・塩分控えめということで 販売の問い合わせが町に舞い込むほどであった

それを受けて翌1984～85年の2ヵ年は、町職員とトマト部会(JA北野)の部会長が中心

となり、農家10戸ほどを集め「ブルーアンドレッド(B&R)」というグループを組織し、

農協施設を利用して加工・販売を手がけることとなった。1年目の20,000本から2年目に

は30,000本とその生産量を増加させはしたが、予想以上に引き合いが多く、全く手が回

らない状態となり、本格的な増産体制の確立が急がれることとなったのである。

２．地方自治体・農協の役割と地域特産品の展開２．地方自治体・農協の役割と地域特産品の展開２．地方自治体・農協の役割と地域特産品の展開２．地方自治体・農協の役割と地域特産品の展開

(1)鷹栖町農業公社の事業展開(1)鷹栖町農業公社の事業展開(1)鷹栖町農業公社の事業展開(1)鷹栖町農業公社の事業展開

前節のような状況を受けて、町とJA鷹栖、JA北野が各1,000万円、計3,000万円の出資

を行い 1986年に オオカミの桃 を中心とした加工事業を専門に行う第三セクター 鷹、 「 」 「
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栖町農業振興公社(以下「公社」とする)」が設立された。

「オオカミの桃」に関わる役割分担については、町は職員を出向させ公社の運営にあ

たり、農協が管内生産者の作付け計画、作付け品種、品質管理などの取りまとめを行う

こととなった。また、農協ごとに原料トマト部会が組織され、農家間の横のつながりを

利用して、取りまとめの迅速化、技術の普及と向上が図られた。その後、町からの職員

出向は1996年までで終了し、非常勤役員以外は全て公社の正職員となった。2000年現在

では常勤社員10名、臨時従業員100名程度の雇用がある。そのうち 「オオカミの桃」、

製造に関わる正職員は2名、臨時従業員は37名であった。

「オオカミの桃」は初年度で208kl、翌1987年346kl、1988年454klとその製造量を急

激に増加させた。(詳細は「表-2」のとおり)

1990年代に入り、年によって変動もあったが、その後も製造期間と操業日数の延長及

び原料集荷の安定化に伴い、製造量を拡大していった。10年後の1996年には525klと500

klの大台に乗り、1998年度には、更に625klの製造実績に達した。

製造量＝販売量となっており、生産されたものは全て販売できるだけの売り先を確保し

ている。製造量は現在の施設規模での限界量に達しており、逆に需要に追いつかないほ

どである。原料調達の安定化及び販売戦略については後ほど詳しく述べることとする。

次に、その他の加工事業の展開をみると、当初より導入されていたものは、みその製

造(商品名「鷹栖のみそ」)であった 「オオカミの桃」の製造期間は夏から秋にかけて。

の3ヶ月のみであり、施設の有効利用をめざして、冬場はみその製造が行われたのであ

る。

戸数 作付面積 集荷量 反収 買入総額 買入単価 製造量 操業日数

（戸） （a） （t） （㎏） （万円）（円/㎏）（kｌ） （日）
1986 68 371.2 225.4 6,073 － － 208.5 47
1987 100 765.4 394.5 5,154 － － 345.8 50
1988 106 884.3 532.8 6,025 － － 455.0 49
1989 99 832.6 371.0 4,456 2,250 60.6 302.2 49
1990 93 643.5 550.3 8,552 3,567 64.8 444.9 55
1991 85 775.3 476.9 6,151 － － 385.2 53
1992 83 707.8 417.5 5,899 － － 342.3 49
1993 85 685.5 565.4 8,247 4,829 85.4 479.7 58
1994 94 712.4 531.9 7,466 4,896 92.0 419.9 58
1995 91 819.9 559.9 6,829 5,481 97.9 457.8 63
1996 90 849.1 662.2 7,799 6,516 98.4 525.6 68
1997 91 834.0 660.0 7,914 6,673 101.1 566.6 68
1998 93 843.8 733.1 8,688 7,355 100.3 625.1 59
1999 92 885.1 663.6 7,498 6,925 104.4 532.1 55
2000 101 997.4 657.8 6,595 6,785 103.2 － 57
資料：鷹栖町農業振興公社業務資料
註：（－）は数値が不明であることを示している。

原料生産
年度

製　造
表-2　「オオカミの桃」の原料生産・製造に関わる推移
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また、1988年から旭川市の企業に委託されていたひまわり油の搾油も公社の事業とな

った。その他、天然甘味料「ステビアの里」が1989年から製造を開始している。

1997年には新商品として「オオカミの桃」を使用した「とまと羊羹」が新商品として

登場した。近年は民間企業に委託して、商品開発を進めている。

公社の設立は 直接的には特産品 オオカミの桃 の増産体制の確立を契機とし 農、 「 」 、「

産物の付加価値を高めることと町民の健康づくり」を目的としていた。

これは、10年前に始まった「減反」政策以降、転作の推進をしても、なお米に傾斜した

農家経営が主という地域農業の状況を変革するために、米に続く第2、第3の部門の展開

が同時に期待されていたためある。

それが明確になったのが、公社設立から3年後(1989年)の野菜集出荷施設の設置であっ

た。その翌年から、本来は販売事業を担う農協が行うべき集荷業務を、公社が鷹栖町で

生産される野菜・花卉を一元集荷することとなった。公社がまとめることによるロット

の拡大が産地としての評価を高めていった。生産の増加も手伝って、この時期以降、鷹

栖町において野菜粗生産額の占める割合は12％となり、初めて10％を超え、米に次ぐ第

2の部門としての位置づけを得るようになっていった。

、 、 、野菜集出荷施設の設置に対しては 町とJA鷹栖 JA北野が各3,000万円の増資を行い

また、他野菜集出荷業務を担当するために各農協から1名ずつ職員が出向している。

(2)原料トマトの生産・集荷体制(2)原料トマトの生産・集荷体制(2)原料トマトの生産・集荷体制(2)原料トマトの生産・集荷体制

原料トマトを生産する農家は、原則として各農協ごとに組織されている「原料トマト

部会」に属し、作付け計画に加わることになる。公社から必要面積が提示され、それが

各農協ごとに振り分けられる。その面積を12月から1月末にかけて農協・部会が中心と

、 。 、なり 各生産者に振り分けるのである 特に1戸当たりの上限面積といった制約はなく

各農家の経営状況に合わせて割り当てられる。ただし、部会に所属する契約農家分以外

の、つまり自家用ジュース生産で出る余剰分を持ち込む農家もあり、可能な限りこれら

も原料として使用している。

契約農家数は初年度でも68戸であり、当初から多くの農家により生産が行われたが、

次年度には100戸を超すなど、原料調達を確実なものにしていった。これは単に、全て

の農家がもともと自家用としてトマトの生産を行っていたという要因によるものではな

く、公社を中心とした生産・集出荷面での施策が功を奏したといえる。

以下では原料調達を安定化させた要因についてまとめる。

まず第一に、契約農家に対して、公社は集荷用コンテナを無償で支給し、また、農家

の出荷作業を軽減するために、輸送業者に業務委託して個別農家の庭先まで巡回させる

という支援策をとった。これにより、農家は集出荷にかかる手間と余分なコストを削減

できる。農家のほとんどが稲作中心の経営である。よって個別経営内部では、基幹従事

者が稲作を担当し、自ずと高齢者が副業的なトマト生産を担うのであり、作業軽減は重

要な課題であった。
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第二には、原料トマトがランク別の定額買取であったということが重要である。普通

野菜は生鮮品として、卸売市場に委託出荷される。そこでは需要量と供給量により日々

価格が変動する。

したがって、高収益を期待して野菜を導入したとしても、価格変動が与えるリスクは大

きく、ランク別の定額買取による価格の安定化は、再生産価格の保証を求める農家にと

って、インセンティブを与えたと考えられる。ちなみに買取価格は毎年6月に公社側と

農家の代表により決められ、単価は品質に応じてAからEまでの5ランクに分けられてい

る。契約農家については最低でもCランクの価格が保証されており、作付け計画に参加

していない契約外の持ち込み分に関しては優良品であってもBランクの単価が最高とな

る。

、公社の買取実績から算出される年次ごとの平均単価は1989年では約61円/㎏であったが

1997年以降は100円/㎏を超える実績となっている。このような単価の上昇は、各年度ご

との確かな販売実績に裏打ちされた価格設定の上昇と品質の高位平準化が進んでいるこ

とを示している。

第三に、製造期間を長期化するための支援策である。現在ある施設規模により製造量

を増加させるためには、原料トマトの収穫期間を一定程度分散させ、製造期間を長くす

る必要があった。それをめざしてとられた施策が、町と農協によるハウス設置に対する

半額助成と公社による早出し出荷奨励金の拠出である。早出し出荷奨励金は7月中の出

荷分に対して、㎏当たり20円の上乗せという形で行われた。

設立当初は100％露地栽培により生産が行われていたが、露地栽培のみだと、どうして

も収穫が8月上旬以降になり、特に8月の中旬に収穫期が集中していた。よって製造期間

は8月中旬から9月末の間で、日数も47日ほどに限定され施設利用を非効率にしていた。

現在では、7月上旬まで製造期間を引き延ばし、製造実績の拡大につながっていったの

である。

原料トマト生産におけるハウス栽培農家数は、全体の50％弱まで伸びている。今まで

のハウス設置における半額助成は原料トマトに限ったものではなく、野菜全体に対して

であったが、2001年度より、町と農協だけではなく、公社も拠出することにより、原料

トマトのためのハウス設置に関しては75％の助成が行われることとなっている。

(3)「オオカミの桃」の販売戦略の特質(3)「オオカミの桃」の販売戦略の特質(3)「オオカミの桃」の販売戦略の特質(3)「オオカミの桃」の販売戦略の特質

鷹栖町の「オオカミの桃」の場合、製造開始当初からある程度の評価を受けて、更に

小売店からの要望を受けるというように販売先を確保しながら製造を開始できた。これ

は確かに幸運な出発であった。しかし、その後も地域特産品としての商品特性を活かし

た販売戦略を模索したことが、今日につながる成功の要因であったといえる。

。 、現在の公社による販売経路は大きく二つに分類できる 一つは専門流通業者を通して

百貨店に販売する経路で、もう一つは直接消費者への宅配である。販売量でみると前者

が90％を占め、後者は残り10％ほどである。どちらも道外が70％、札幌、旭川を中心と
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した道内への販売が30％となっている。道外の販売先で多いのは東京、神奈川、千葉を

中心とした関東圏で道外販売のうちの80％を占めており、残りは遠く九州から東北まで

広く分荷されている。

販売促進は、その道のプロではない町の出向職員によって担われていたのであり、当

初は足場固めとして地元の鷹栖の個人商店による販売と、最も近郊の消費地である旭川

の百貨店での販売販売先の確保がめざされた。しかし、商品の良さが評判を呼び、本州

からも注文が殺到するようになったのである。このような大口需要の販売先の増大は、

販売ノウハウを持たない公社だけでは、とても捌ききれるものではなく、専門流通業者

、 。に分荷業務を肩代わりしてもらうのは 利益率は下がるとしてもメリットが大きかった

また、現在のように施設規模と操業時間の限界から、製造量がオーダーに対して十分に

対応できない中では、分荷調整を流通業者に委託してリスクも負担してもらうというこ

とが行われている。そして、末端ユーザーとして 「廉価販売が売り」の量販店に求め、

るのではなく、価格を下げずにブランド性を重視する百貨店を位置づけたことも付加価

値を高める重要な戦略であった。

もう一つの販売経路である個別消費者への宅配は、贈答用需要を中心として口コミで

広がっていった。現在の登録件数は1万件に及び、リピーターも多い。そして何よりも

販売量としては10％ほどと少ないが利益に占める割合は高く、重要な販売経路となって

いるのである。このような小口対応ができるようになったのは1990年からであり、1994

年からはダイレクトメールの発送も行っている。

そして 「オオカミの桃」の販売戦略において、最も強調しておかなければいけない、

のが、地域特産物としての商品特性を活かした販売戦略である。民間企業であれば、大

きな資本力を用いてできることが、第三セクターである公社にはもちろん真似ができな

い。しかし、小さいのなら、小さいなりの良さがあり、これが逆に売りになるという発

想の転換である。言い換えるならば 「デメリットをメリットと捉え直して 、企業と、 」

同じ土俵の上で闘わないということである。

「オオカミの桃」の場合、十分に調整を行う施設がないことと、地元のトマトしか使

わないことから、年度ごとに、または製造期間ごとに味が変化する。しかし、これが地

域特産品ならではの持ち味であって、逆に信用へとつながった。また、製造後に急速冷

却を行う施設がないために、ペットボトルや紙パックでの商品化を行わず、瓶詰めでの

出荷を続けている。しかし、瓶詰めであることが、企業により大量生産されるトマトジ

ュースとの商品の差別化になり、価格競争へと巻き込まれずに済んだという側面を有し

ているのである。

３ 「オオカミの桃」が地域・地域農業にもたらした成果３ 「オオカミの桃」が地域・地域農業にもたらした成果３ 「オオカミの桃」が地域・地域農業にもたらした成果３ 「オオカミの桃」が地域・地域農業にもたらした成果．．．．

「オオカミ桃」が地域にもたらした成果の一つは、地域特産品としての成功自体が地域

に与えた活力であろう 「健康第一」の町づくりの一貫である食生活改善運動の一つとし。

て登場した「オオカミの桃」は、まさにこれまでの町づくりの評価であり、地域全体の自
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信となり、それが地域活力の源となっているとなっている。

公社が設立される一方、町民による自家用食品の製造がなくなったわけではない。町の

加工施設は運営を続け、多くの町民が利用を続けており、単に食生活を改善するために加

工食品をつくる場というのではなく、町民の交流の場ともなっている。1996年には改修が

行われ、名称も「四季の里」と改められた。現在ではトマトジュース、みそはもちろんの

こと、自家製のアイスクリーム、パン、もちなどの講習会が開かれ、年間利用者は多い年

では6,000人を超える。(1996年度は延べ6,106人が利用)

「四季の里」には、まだ「オオカミの桃」に続く第2、第3の地域特産品を創り出す活力を

持ち続けているといえるであろう。

第二の成果として、原料トマトの生産が、稲作に強く傾斜した鷹栖町農業に、野菜生産

を普及・定着させる要因の一つとして作用したことである。原料トマトの販売実績(農家

からの買取総額)は1997年度で6,672万円であり、きゅうり、長ネギに続き、第3位の販売

実績となっている。この数値だけみても鷹栖町における野菜生産における重要度は明確で

あるが、更に生産戸数でいえば、きゅうりの57戸や長ネギの31戸を大きく引き離し、第1

位91戸(契約戸数のみ)となっている。

前節でも述べたとおり、原料トマトの生産は集出荷作業での支援を受けられ、価格が安

定しており、初めて導入する農家にとっても負担が緩和されていることがわかる。米価が

下落している中で、高収益作目としての野菜作りの魅力を知る一つの方策となっていると

いえるであろう。

野菜生産への影響を、公社による野菜集出荷業務の展開まで含めて考えれば、更にその

役割は大きくなる。公社による一元集荷が始まったことによって、農協レベルでの連携し

、 。た市場対応というのみではなく 農家組織(部会活動)レベルでの交流も促進したのである

農協間の提携・交流が進んだ結果、目に見える変化として、それまではJA鷹栖管内におい

て全く生産されていなかったきゅうりがJA鷹栖においても普及していった。また、農業粗

生産額において、集出荷業務の1年目となる1990年度に初めて野菜が５億円を超え(5億

9,900万円)、更にこれ以降、10％以上を継続していることは、鷹栖町において野菜生産が

第2の部門として定着し始めていることを示している。

更に、公社の事業展開と合わせて語るのなら、第3として、雇用機会の創出をあげなけ

ればならない。先ほど述べたとおり、公社

全体では年間100名の臨時職員の雇用を行

っている。人口7,000人ほどの町というこ

とを考慮に入れるならば、この数字は小さ

いとはいえないであろう。2000年度の臨時

雇用者の最高年齢は76才、最低年齢は18才

ということである。

オオカミの桃
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小清水町小清水町小清水町小清水町

土こそ命・地力維持回復への懸命な挑戦土こそ命・地力維持回復への懸命な挑戦土こそ命・地力維持回復への懸命な挑戦土こそ命・地力維持回復への懸命な挑戦

農業の近代化は、その過程で化学肥料の大量投入に依存しがちだった。有機質不足に

よる土壌障害、病害虫の発生が農産品の品質低下を招いた。典型的な畑作地帯にあって、

低価格の下での厳しい市場競争にどう立ち向かうかが課題である。危機感が促した思い

から「農業の目玉は土づくり」というキャッチフレーズのもと、家畜ふん尿の利用やた

い肥加工による新たな挑戦が行われた。

１．地域・地域産業の展開過程１．地域・地域産業の展開過程１．地域・地域産業の展開過程１．地域・地域産業の展開過程

「農業の目玉は土づくり 。河合淳・現小清水町長の言葉である。」

小清水町は、大型農業＝スケールメリットを追求し飛躍的な畑作物の生産性向上を実現

させたが、他方で、化学肥料、農薬の投入、家畜の減少により地力の低下も避けては通れ

なかった。また、農業近代化を経て達成した大規模畑作経営の確立も、畑作物市場の変化

によって厳しい状況にさらされた。

、 「 」 、しかし 後述するように近年 農業の目玉は土づくり というキャッチフレーズのもと

町とJAこしみずの連携によって地力維持・回復のための土づくりが行われ、小清水町は、

新たな野菜産地としての確立をめざしている。

(1)地域の特徴と大規模経営の確立(1)地域の特徴と大規模経営の確立(1)地域の特徴と大規模経営の確立(1)地域の特徴と大規模経営の確立

小清水町は、北海道の東北部、オホーツク海に面した網走支庁管内東部に位置し、国

道を中心とする道路網で北網広域圏と釧路広域圏を結ぶ交通上の要所となっている。初

夏には約40種類の花々で色飾る網走国定公園「小清水原生花園 、初冬と初春にはオオ」

ハクチョウが飛来する涛沸湖といった観光名所があり、西30kmの近距離にある女満別空

港を利用した観光客が訪れる町である。地形は、ほぼ南北に長い長方形の形状で南界に

北見山地が形成する南部山岳地帯から、緩やかに北に向かってオホーツク海岸にまで傾

斜状地が続く。そうした地形のため、気象は夏が暑く短い内陸性気候に近い亜寒帯多雨

気候区とオホーツク海の海流、海霧、流氷などの影響を受けるオホーツク海区型気候の

二つの様相が見られる。

小清水町は、1879年に斜里郡斜里村外の4ヶ村の行政区が確定され、1919年に2級町村

制をしいて旧斜里村より分村して誕生した。そして1953年には町制を施行している。

1900年代に入り農牧場の開拓が相次いで始まり、第二次世界大戦後も新たな入植が行

われ、1955年の就業人口中の農業就業者数は3,787人(70％)を占め、農業を町の基幹産

業とし、純農村として発展した。

しかし、1962年の11,706人を境にして町の人口は低減の一途をたどる。その背景には
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高度経済成長の中での都市生活者所得の増加、1961年に制定された農業基本法を柱とし

た農業近代化の進展があり、若年労働力や離農者の都市流出が急増したのであった。そ

の過程で産業分類別人口も漸次変化し、1995年には第一次産業38.7％、第二次産業16.9

％、第三次産業44.3％となっている。

このように地域構造が変化する中、町農業は農家総戸数を激減させながらも、経営耕

地規模を拡大していった。(詳細は「表1-1」のとおり)

また、コンバインやハーベスターによる収穫から播種や種苗に至るまでの農作業の機

械化を農業構造改善事業、土地改良事業等によって政策的に促し、それに対応した大規

模な農地造成のために土地利用を再配分する「交換分合事業」を1980年代前半までに集

中的に実施することで農業近代化をなし得た。

その結果、現在小清水町の1戸当たりの平均経営耕地面積が22haという大規模経営を

実現している。

(2)小清水町農業の危機とその対応(2)小清水町農業の危機とその対応(2)小清水町農業の危機とその対応(2)小清水町農業の危機とその対応

小清水町の総耕地面積は10,600haで、うち約80％が排水良好な火山灰土壌になってい

る。土壌条件としては畑作に適した町である。稲作併耕の時代もあったものの、冷害に

左右される限界地帯的な稲作は消滅し、馬鈴薯、小麦、てん菜を基幹作物とした土地利

用型農業が展開し、農業近代化を経て生産性を飛躍的に向上させながら発展してきた。

しかし、農業近代化の過程において、化学肥料の大量投入に深く依存していた地力維

持に陰りがさすようになる。馬鈴薯に「そうか病 、小麦に「眼紋病 、てん菜に「根」 」

腐病 、青果類に「線虫・根腐病」など、有機質不足による地力低下が大きな原因と考」

えられる土壌障害、病害虫等が多発し、農産物の品質低下を招いてしまったのである。

また、1983年をピークに畑作物の行政価格が据え置かれ、1988年から6年連続の低下

といった厳しい市場情勢のため、経営存続の不安が生産者をはじめ農業関係機関に広ま

った。

こうした局面を迎え、町・JAこしみずがとった対応は、野菜産地としての確立を図る

とともに、農作物の質・量ともに市場に安定供給するための前提条件である良質な土壌
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1960年 1970年 1980年 1990年 1999年
例外規定 - 1 5 5 4
1ha未満 102 34 32 11 14
1-3ha未満 48 32 13 9 4
3-5ha未満 205 60 22 9 3
5-7.5ha未満 341 132 32 8 3
7.5-10ha未満 249 173 61 17 10
10-15ha未満 146 228 159 106 51
15-20ha未満 16 78 169 126 85
20ha～ 1 28 100 211 230

総戸数 1108 766 593 502 424
資料）農林水産省「農業センサス」各年版、「農業基本調査」1999年より作成
注１）自給的農家を除く
注２）網掛はモード層

単位：戸
表1-1　小清水町における経営耕地面積の変化(1960-1999年）　　　　　　　
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をつくることであった。1990年代以降の町の補助事業は 「表1－2」のとおりである。、

小清水町農政は、畑作経営への野菜導入のための施設・機械の補助と土づくりのために

小清水町独自に導入した「ゆう水」施設設置の補助に力点を置くようになった。

こうした町・JAこしみずの対応の結果、ごぼうは「こしみず牛蒡」として高い市場評

価を得て関西方面に出荷されており、たまねぎにおいても銘柄確立と安定供給をめざし

年々作付面積を増やしている。

２．地域産業の発展と地方自治体・JA２．地域産業の発展と地方自治体・JA２．地域産業の発展と地方自治体・JA２．地域産業の発展と地方自治体・JA

前述したように、小清水町は野菜産地として地位確立を図るだけでなく、政府管掌作物

を中心に大豆・野菜を加えた長期輪作体系を確立する上でも、疲弊した地力の回復が重要

であった。
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年　度 区　分 事 　業 　内　 容 事　業　主　体 事業費（千円）
機　械 短肥配合機（２台） JA 4,540

トレンチャー（３台）
デガー（６台）

機　械 成畦機（１台） JA 6,243
1988 施　設 営農用水設置（１ヶ所） 利用組合 3,320

トレンチャー（１７台）
機　械 デガー（１７台） JA 26,560

1989 施　設 青果物予冷施設（１棟） JA 50,230
1990 機　械 短肥配合機（２台） JA 4,700

施　設 洗車施設貯留槽（１基） JA
機　械 土壌消毒機（２台） JA 1,740
機　械 人参播種機（４台） JA 2,109

1991 施　設 大豆乾燥施設 JA 30,334
機　械 土壌消毒用付属機械（６台） JA 396
機　械 人参播種機（４台） JA 2,430

1992 機　械 大豆コンバイン（１台） 利用組合 4,607
機　械 高圧温水洗浄機（１台） JA 614

1993 機　械 人参播種機（４台） JA 2,116
施　設 澱粉廃液液肥化施設 JA 68,000

1994 施　設 澱粉生粕脱水施設 JA 73,624
施　設 ゆう水多目的活用施設 JA 7,668
施　設 人参洗浄選別施設（機械等） JA 133,900

1995 機　械 人参収穫機（１２台） 人参部会 33,990
機　械 マニアスプレッダー（２０台） JA 33,475

1996 機　械 ポテトハーベスター（採種３台） JA 9,765
機　械 マニアスプレッダー（１６台） JA 26,006
機　械 大豆コンバイン（２台） 利用組合 32,769
機　械 大豆コンバイン（１台） JA 12,360
機　械 玉ねぎ移植機（３台） JA 14,175

1997 施　設 大豆クリーナー JA 3,780
ゆう水施設自動車両洗車場及

施　設 び排水処理施設 JA 13,745
機　械 玉ねぎ移植機（３台） JA 14,175

玉ねぎ収穫機（４台） 18,900
機　械 玉ねぎピッカー（４台） 玉ねぎ部会 9,240
機　械 ポテトハーベスター（生食２台） じゃがいも部会 11,655

1998 施　設 麦類乾燥調整貯蔵施設 JA 1,995,000
機　械 ポテトハーベスター（生食２台） じゃがいも部会 11,655
機　械 汎用コンバイン（１台） 大豆生産組合 16,438

1999 施　設 エゾシカ侵入防止柵 JA 42,803
機　械 ビート移植機（全自動１台） 利用組合 5,124

2000 施　設 エゾシカ侵入防止柵 JA 88,935
（資料）小清水町資料より
(注）網掛は、土づくりのための機械・施設

表1-2　　小清水町重要施設・機械補助事業の実績表1-2　　小清水町重要施設・機械補助事業の実績表1-2　　小清水町重要施設・機械補助事業の実績表1-2　　小清水町重要施設・機械補助事業の実績
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そのため、地力維持・回復の取り組みを積極的に推進するための組織として 「小清水町、

土づくり対策推進協議会」が設置された。

(1)「小清水町土づくり対策推進協議会」の設置と活動(1)「小清水町土づくり対策推進協議会」の設置と活動(1)「小清水町土づくり対策推進協議会」の設置と活動(1)「小清水町土づくり対策推進協議会」の設置と活動

町・JAこしみずは、1978年に良質な土壌をつくる組織体制の核として「小清水町土づ

くり対策推進協議会」を設置した。この協議会の目的は、土づくり対策を基調とした地

、 、 、域農業のあり方を探求し 土地生産力を基盤とする経営の確立をめざし 自主的な研究

協議を行い、生産者の主体性に働きかける自主的な土づくり意欲の醸成を図ることであ

った。

協議会を通じ、化学肥料を中心にではなくたい肥によって土づくりを進めてきた町内生

産者の農地には土壌病害虫の発生が見られないことが確認された。そして、生産物の品

質低下を防ぐためには、土づくりから農業生産を見直さなければならないことが町内生

産者に広く理解されるようになる。こうした研究・協議を踏まえ、土壌の有機質不足を

解消するために、家畜ふん尿を利用する気運が高まったのである。

家畜ふん尿をたい肥に加工する際の方法として採用したのが、理学博士・内水護氏が

発明した「有機性物質を含む廃水の処理方法」を基礎とした「ゆう水」である 「ゆう。

水」は家畜ふん尿に土壌菌を発生させ、好気性菌と嫌気性菌の働きにより分解させた無

臭の液肥である。町内で初めて「ゆう水」を農業経営に導入したのは、内水氏が会長を

務める自然学連合機構を通じて交流があった町内酪農家であった。その後、家畜ふん尿

処理に困惑していた酪農家に普及した。

「ゆう水」は、家畜ふん尿だけではなく、でんぷん製造時に生じるデカンタ廃液(で

んぷん廃液)を原料にすることも可能であった。そのため、基幹作物として馬鈴薯生産

・加工に重点を置いていた町・JAこしみずは早くから「ゆう水」効果に注目していた。

そして、協議会には 「ゆう水」の効果を緊急に把握することが望まれた。こうして、

協議会によって 「ゆう水」散布後のデータ収集 「ゆう水」利用による家畜ふん尿た、 、

い肥試験が行われた。以下は、協議会によって把握された六つの効果である。

①家畜ふん尿やでんぷん廃液の悪臭が消失する。

②腐敗菌が活用菌となり、ハエの発生を抑制する。

③未熟たい肥に散布することにより、発酵が著しく促進され、たい肥の熟成期間が大

幅に短縮できる。

④作物に直接散布しても肥料焼けすることがなく、それまで夏期に作物の収穫後にし

か利用できなかった家畜の尿を年間通じて利用することが可能。

⑤麦わら等の圃場副産物の分解を促進し、たい肥化が容易。

⑥酪農家は、牛の飼料に添加して良質粗飼料として利用可能。

「小清水町土づくり対策推進協議会」による「土づくりから農業生産」という共通認

識の醸成や「ゆう水」効果の発見は、小清水町農業をクリーン農業、そして、循環農業

へと転換させるためには不可欠の要因であった。

この農業生産者の共通認識が形成できたのは 「ゆう水」効果が明確であったからと言、
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っても良く、生産者は積極的に「ゆう水」施設を導入したとともに、町やJAこしみずが

個別経営農家に対して「ゆう水」施設導入に関する支援が行い易くなったのである。

しかし、土づくりの重要性を共通認識させることは容易ではなく、約10年余という実

に長い月日を必要としたのも事実であった。

(2)小清水町・JAこしみずによる土づくり支援策の展開(2)小清水町・JAこしみずによる土づくり支援策の展開(2)小清水町・JAこしみずによる土づくり支援策の展開(2)小清水町・JAこしみずによる土づくり支援策の展開

表2-1 は ゆう水 施設設置の状況を示したものであるが 先述したように 1992「 」 、「 」 、 、

年度迄に酪農家7戸が 家畜ふん尿の処理のために設置している こうした先駆的に ゆ、 。 「

う水」に取り組んだ酪農家の事例を参考に、町も1992年度に町有牧場(管理受託先はJA

こしみず)に「ゆう水」施設を設置した。そして1993年度以降、町・JAこしみずの土づ

くり対策として「ゆう水」が積極的に位置づけられ、個別経営の「ゆう水」施設設置に

対して一部費用の補助が行われた。(詳細は「表2－2」のとおり)

更に、でんぷん廃液を「ゆう水」の原料として活用する取り組みが行われた。1994年

に町・JAこしみずが、でんぷん廃液液肥化施設をでんぷん工場に設置したのである。

こうして工場から排出されたでんぷん廃液は、パイプラインを通りでんぷん廃液液肥

化施設に送られ 「ゆう水」として再び利用価値が与えられることになった。でんぷん、

廃液による「ゆう水」は、町内農地の約2,000haに小麦収穫後や緑肥鋤こみ前に、JAこ

単位：戸

年度別 酪　農 養　豚 肉　牛 畑　作 合　計

1992年度迄 7 7

1993 ５（５） １（１） ４（３） 　　１０（９）

1994 １（１） １０（10） 　　１１（11）

1995 １（１） １０（10） 　　１１（11）

1996 ３（３） ６（６） 　　　９（９）

1997 ３（３） ７（７） 　　１０（10）

合　計 １３（１１） ２（２） １（１） ３７（３６） 　　５３（50）

（資料）小清水町資料より　　　
（注1)（　　）は町・JAで補助を行った戸数で内数。1997年度で補助は終了
 (注2）酪農家のうち、1996年度は２戸・1997年度は３戸の計５戸は1992年度迄と重複の
　　　　ため、13戸及び53戸の合計数値と一致しない。

表2-1　経営形態別のゆう水施設設置戸数状況（2000度年３月末現在）表2-1　経営形態別のゆう水施設設置戸数状況（2000度年３月末現在）表2-1　経営形態別のゆう水施設設置戸数状況（2000度年３月末現在）表2-1　経営形態別のゆう水施設設置戸数状況（2000度年３月末現在）�
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

年　度　別 補助戸数 補　　助　　率 町補助金総額（千円） 摘　　　　　　　　　　要

1993 9 　　町　　  １/６ 1,091 　補助対象経費限度額
1994 11 　　JA　　　１/６ 821 　　 酪農家等　　９２４千円

　　自己　　４/６　 　　 畑作農家　　４００千円

1995 11 定額補助（町＋農協） 650 　酪農家は規模が大きい為、補助金

1996 9 　酪農家２００千円 600 を２００千円とした。
1997 10 　畑作　１００千円 650 　自己負担は２０～５０千円程度

合　　　計 50 3,812
（資料）小清水町資料より
（注）補助金制度は、1997年度をもって終了。

表2-2　農家のゆう水施設設置にかかる補助金制度の状況　表2-2　農家のゆう水施設設置にかかる補助金制度の状況　表2-2　農家のゆう水施設設置にかかる補助金制度の状況　表2-2　農家のゆう水施設設置にかかる補助金制度の状況　
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しみず所有の8台の散水車(スラリーローリー)で圃場10a当たり3～4t散布されている。

散布の負担金は散布される圃場を利用する生産者から600円/10aを徴収し、他方でトン

当たり100円(町50円、JA50円)の補助を受けることで 「ゆう水」散布を継続して行っ、

ている。

このように、町・JAこしみずが補助することで広く普及した「ゆう水」であるが、こ

こで特筆すべきは原料が家畜ふん尿であるため「ゆう水」は町内のみで利用しなければ

ならないということである。

町・JAこしみずが、家畜伝染病等の問題発生を未然に防ぐため、町外には「ゆう水」

を流通させていない。

それ故、町内で「ゆう水」を利用し切るために、でんぷん廃液による「ゆう水」は廃液

の原料である馬鈴薯を作付けている生産者の圃場に散布することを原則にしている。

しかし、町内のみの「ゆう水」の利用条件を「ゆう水」のデメリットと即断してはな

らない。なぜならば、この利用条件こそが「ゆう水」の利用者を農業生産者に限定せず

町民に広げたからである。そして現在 「ゆう水」を一般家庭の生ゴミのたい肥化、家、

庭菜園の肥料として町民が利用することで 「ゆう水」を町内で利用し切る試みが行わ、

れている。その取り組みを行うために、町・JAこしみずは1995年度にゆう水多目的活用

施設(保存用タンク・容量30t)を設置したのであった 「ゆう水」を利用したい町民は、。

毎年6～9月にかけて毎週木曜日14時から18時の間に施設に行くことで一人20リットル以

内の「ゆう水」が得られる。

このように、町・JAこしみずの支援をもって家畜ふん尿、でんぷん廃液を液肥「ゆう

水」として利用することでクリーン農業、そして農業生産者以外に広く町民を巻き込み

循環農業を展開したのである。

(3)「ゆう水栽培野菜」誕生と「ゆう水栽培祭り」の開催(3)「ゆう水栽培野菜」誕生と「ゆう水栽培祭り」の開催(3)「ゆう水栽培野菜」誕生と「ゆう水栽培祭り」の開催(3)「ゆう水栽培野菜」誕生と「ゆう水栽培祭り」の開催

上述のように、町をあげて実現した循環農業は、町外に向けて情報発信されている。

この発信は 「小清水町土づくり対策推進協議会」が作成した町外向けのポスター、パ、

ンフレット、ビデオによって行われている。

更に、情報発信だけに止まらず 「ゆう水」を利用して栽培した野菜のブランド化を、

図るため1996年に「ゆう水栽培野菜」の商標登録を行った。その上で 「ゆう水栽培野、

菜」のPRのためのしおりやステッカーの作製を行い、小清水町産農産物の付加価値を高

めることをめざしている。

その一方で、町・JAこしみずは 「ゆう水」技術の独自性を守るため、特許権者と連、

携し、無秩序な拡散を防いでいる。

このように、町の独自性を保ちつつ誕生した「ゆう水栽培野菜」の販売価格は、一般

の農産物より、やや高く販売されているが、その一方で経費等も割高なため、現在のと

ころ農業所得は向上していないが、今後、更なるコスト削減を図り、利益率を向上させ

ることが課題となっている。

「ゆう水栽培野菜」の販路は主に生協であるが、農業所得の向上を実現させるために
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は、販路の拡大が不可欠である。そのため、収穫期にゆう水栽培に携わる女性たちが定

期的に「ゆう水栽培野菜」の即売を実施するなどして、町内生産者が主体となった販路

拡大策に取り組んでいる。

更に、全国への「ゆう水」PRのイベントとして、1996年に初めて「ゆう水栽培祭り」

を開催した 「ゆう水」で結びつきのある福井県今立町の「ゆう水栽培米」や小清水産。

の「ゆう水栽培野菜」の即売 「ゆう水」に関しての野外トーク等を行い 「ゆう水栽、 、

」 。 、「 」培 のブランド確立のための努力を町をあげて行っている しかし ゆう水栽培野菜

の町外への売り込みは始まったばかりで、課題は多い。

「 」 、 、 、ゆう水 は 小清水町のみならず 北海道内各地の約150戸の農家や団体などの他

道外の生活協同組合等、契約農家や団体に対して技術指導を行っている。その際 「ゆ、

う水」のアイデンテイティの確立と、小清水町の農家のものであるということを印象づ

けるため、町外の技術指導に使用されている「ゆう水」サンプルが、小清水町のどの農

家から採取したかがわかるようにしてあり、また、その「ゆう水」サンプルを提供した

農家には、技術料の一部を還元している。

「ゆう水栽培野菜」は小清水町の循環農業に開放性を与えており、魅力的な地域農業

のイメージ形成に貢献しており、そして、その成果が他地域に水平展開されるというこ

とは、まさに、地域の活動成果が広く受け入れらたことが証明されたといってよい。

３ 「土づくりからの町興し」の諸要因と成果３ 「土づくりからの町興し」の諸要因と成果３ 「土づくりからの町興し」の諸要因と成果３ 「土づくりからの町興し」の諸要因と成果．．．．

(1)「土づくりからの町興し」の諸要因(1)「土づくりからの町興し」の諸要因(1)「土づくりからの町興し」の諸要因(1)「土づくりからの町興し」の諸要因

小清水町は、開拓以来、農業を基盤として発展してきた。その間、地力維持に努めて

こなかったわけではない。現在、小清水町農業の基幹作物のてん菜は、そもそも地力維

持と輪作体系の確立及び有畜農業と結びつけた寒地農業振興の一環として推奨されたも

ので、砂糖原料としての価値のほか、たい肥づくりのための飼料として付加価値を持つ

作物であった。このように、決して地力無視の輪作体系を築いてきたわけではない。

しかし、農産物市場は安定した量の供給のみではなく、質も問う時代であり、地力低

下が原因と思われる土壌障害、病害虫による農産物の品質低下が現れ、土づくりの重要

性が再確認された。こうした地力低下という危機からスタートした土づくりが、河合淳

・現小清水町長の「農業の目玉は土づくり」というキャッチフレーズのもと、積極的な

町・JAこしみずの支援を得て行われたのである。

それでは、何が地力維持・回復のための土づくりを町興しのキーコンセプトとさせた

のか。

一つに、町・JAこしみずが地力維持・回復を個別経営の問題としてではなく、小清水

町の問題として取り上げたことである。町・JAこしみずによる「ゆう水」普及の流れを

整理すると、①「小清水町土づくり対策推進協議会」を設置→②土づくりの重要性の確

認・ ゆう水」効果の発見→③町有牧場に「ゆう水」施設を設置→④個別経営への「ゆ「

う水」施設設置の費用補助→⑤でんぷん廃液処理のための「ゆう水」施設を導入→⑥町

民への還元用「ゆう水」施設の設置であった。
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このように「ゆう水」の普及支援を行う過程で、町の問題でもあった家畜ふん尿やで

んぷん廃液の処理対策を行い、最終的には町民を巻き込む形で土づくりを行った結果、

町興しにつながったのである。

、 「 」 。二つに 小清水町独自の土づくりをもたらした液肥 ゆう水 のネーミングであろう

名前の由来は13年前に内水博士を招いて、当時家畜診療所長だった竹田津さんと7人

の酪農家が始めた研究会の汗の結晶として結実しつつあった土壌菌群を使った自然浄化

法による処理液に、余命いくばくもなかった内水博士の業績をたたえ 「Uchimizu」氏、

の「U」からとってパテント化したものであるが、それと併せて、1891年、駅逓所が開

設した折に、道路沿いのポンヤンベツ川付近の「湧水」が、非常に清冽な飲み水として

称美されたことから駅逓名を小清水としたのが町名の始まりという、町の名前の由来の

湧水と相性が重なって好評を博した。こうした親しみ易いネーミングを用いることは、

家畜ふん尿やでんぷん廃液の悪臭により町民に与えていた嫌悪感を緩和し 「ゆう水」、

を町興しのキーワードにすることについても町民の理解が得られ易かったであろう。

(2)「土づくりからの町興し」の成果(2)「土づくりからの町興し」の成果(2)「土づくりからの町興し」の成果(2)「土づくりからの町興し」の成果

土づくりは、小清水町に大きな成果をもたらしている。

その一つは、本来の目的であった地力の維持・回復である。近年、北海道平均と比較

しても収量は多く、安定した地力を維持している。日本の食糧基地・北海道に位置する

、 。 、純農村・小清水町にとって 農産物収量の維持・向上は町存続の前提条件である また

農業生産を営む上で根本的な問題に取り組み、成功したことは経営存続の不安を抱えて

いた農業生産者に自信と誇りをもたらしたに違いない。

二つは、収量の確保だけではなく 「ゆう水栽培野菜」の試みに見られるように、高、

付加価値を実現する新たなチャレンジを行う機会を得たことである。生産行程をも市場

価値の指標とされる農産物余剰の下で、産地間競争を勝ち抜くカードを持ち得たといえ

よう。

三つは、家畜ふん尿やでんぷん廃液の「ゆう水」による処理である。昨今、家畜ふん

尿処理、産業廃棄物の取り扱いの問題が先進国を中心に取り沙汰されている。こうした

問題の発現を未然に防ぎ、更に「ゆう水」を媒介にして農業生産者以外に広く町民を巻

き込む形で循環農業という新たな農業への道を開いた成果は大きい。

四つは 「循環」による町興しの可能性を見出したことである。小清水町の土づくり、

は「ゆう水」を媒介し、町内における産物を町内において利用する物質循環であった。

こうした循環の発想が町の商店街維持にも活かされており、商店街が得た利益の一部

を商店街共通スタンプ「小清水町ふれ愛スタンプ」を媒介に商店街を利用した町民へ還

元している。

このように、小清水町は、土づくりから町内循環の発想を見出すことで、活気ある町

づくりを行っている。
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下川町下川町下川町下川町

森林被害事件が後押しした木炭生産町森林被害事件が後押しした木炭生産町森林被害事件が後押しした木炭生産町森林被害事件が後押しした木炭生産町

森林に包まれた木材のマチ。だが、かつての主生産品・建築資材は、輸入木材に押さ

れ、町や森林組合は方策を模索していた。そんな中、カラマツ林の湿雪による大被害が

起こり、被害林の処理のために考え出されたのが、木炭の製造・販売であった。

人的資源の蓄積により、地域循環型社会の形成による新たな発展をめざしている。

今、下川町が全道・全国から注目されている。それは、急激な過疎化、高齢化の進む町

の中で、住民たちの活発な地域活動がみられるからである。特に、地域資源を活かした地

域づくりと「産業クラスター研究会」の実践は、道内他地域に類を見ない。

これらの活動は、下川町森林組合を中心に進められている。決して生活し易いとはいえ

ない地域で、なぜこうした活動が芽生え、発展しつつあるのか。また、活動の中心に、な

ぜ森林組合があるのかなどについて調査研究を行った。

１．地域の概況１．地域の概況１．地域の概況１．地域の概況

(1)地域の特徴(1)地域の特徴(1)地域の特徴(1)地域の特徴

、 、 、下川町は北海道上川支庁の北部に位置し(東経142度38分 北緯44度18分) 東西21km

南北31km、総面積644km の、南北にやや長い矩形をなしている。その中央を天塩川の支2

流名寄川が西方向にゆったりと流れており、流域一帯はわずかな平地となだらかな丘陵

地帯が続く。ただ、北部サンル方面、東部一の橋方面、南部奥名寄方面は険しい山地で

ある。そのため、総面積のうち、山林が92％を占める山間的な地帯となっている。

気象条件が厳しく、いわゆる「積雪寒冷地」である。また、年間の寒暖差も大きく、

夏は最高30℃に昇る反面、冬には－30℃以下になることもある。降雪期間は10月下旬か

ら翌年の4月下旬まで、平均積雪量は約1m程と上川支庁内では少ない方である。

下川町の気候はオホーツク海面の影響も受けているため、天気予報においても上川北部

地方よりも紋別地方に近いようである。森林は、エゾマツ、トドマツなどの針葉樹とミ

ズナラ、シナノキ、ハルニレなどの広葉樹が混じり合った北方型の針広混合林が基本と

なっている。

下川町で本格的な開拓が始まるのは、1900年に入ってからである。当時、下川地区は

今の名寄市(当時は上名寄村)に属しており 分村して 下川村 として独立したのは1924、 「 」

年であった(1949年町制施行)。

町の基幹産業は、農業、林業、鉱業を中心としていたが、1960年代後半から産業構造

の変化が顕著にみられた。15才以上就業者数に占める基幹産業の割合は1965年で、農業

は1,792人(28.6％)、林業は733人(11.7％)、鉱業は838人(13.4％)で農業が最も高く、
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またこれら3産業が上位を占めていた。ところが1975年で、農業は732人(17.3％)、林業

、 、 、 、 、394人(9.3％) 鉱業598人(14.1％) 1995年で 農業469人(18.8％) 林業109人(4.4％)

鉱業4人(0.2％)と鉱業従事者の激減が目立つ。鉱業の激減は、町内の銅山が銅貿易自由

化(1963年)の影響もあり経営縮小を進め、ついに休残山(1983年)となり、事実上の閉山

に追い込まれたからである。

こうして1960年には人口15,555人に達していた町も 1975年に1万人を割り込み 2000、 、

年現在ではピーク時の3分の1にまで減少した。2000年国勢調査によれば、下川町の人口

は4,413人である。5年前に比べて、更に334人減少している。人口減と同時に高齢化も

進んでいる。地域人口に占める65才以上人口の割合のことを高齢化率というが、1995年

の下川町の高齢化率は24.8％で、近隣町村の中でもやや高い所に位置する。

1989年の鉄道(名寄本線)廃線も下川町の人口減に影響を与えている。住民の交通手段

は主にバスと自家用車となり、日用品の買い物は町内の小売店が利用できるものの、名

寄市(車で約20分)や旭川市(同約2時間)に行かねばならない時、高齢者は特に不便であ

ろうと想像される。

(2)特産品開発に至るまでの地域づくりの布石(2)特産品開発に至るまでの地域づくりの布石(2)特産品開発に至るまでの地域づくりの布石(2)特産品開発に至るまでの地域づくりの布石

このように、下川町は急激な過疎化が進んでいるのであるが、いったいこの流れに対

してどのような振興策を考えていたのか。一つの方向が企業誘致や大型公共事業の実施

である。例えば、鈴木自動車工業(株)がテストコースを建設する(1986年より)などの動

きがそれである。しかし、企業誘致のような「外来型」の開発は、下川町の立地条件の

悪さもあり、それのみに依存、期待するのは難しい。また、企業誘致は景気の好不況の

影響を大きく受けるため、突然の撤退もあり得る。大型公共事業については、名寄川の

支流、サンル川に洪水調節を主目的とするサンルダムの計画が進行中である。

しかし、公共事業への依存は、一時的に土木建設などの需要が期待できても、持続的

とはならない。つまり、地域の永続的な発展を考慮するならば、地域資源を活かした地

域づくりが求められるのである。そこで下川町で古くから着目していたのが森林資源で

あり、基幹産業としての林業であった。

下川町の林業就業人口は、農業就業人口にも増して減少が激しいが、町内の林業関連

産業も含めると、林業が農業の生産額を凌いでいる。1995年の農業就業人口は469人、

農業粗生産額は約21億円(1997年)であるものの、木材・木製品製造業の製造品出荷額等

は約43億円(1997年、従業者数は221人)であり、農業をも上回る金額なのである。

つまり、地域内で、原木を産出した上に、付加価値を付け加えて製品化した結果がこの

数値に顕れている。下川町は、森林経営とその加工・製造業が基幹産業となっているの

である。

(3)下川町の森林政策(3)下川町の森林政策(3)下川町の森林政策(3)下川町の森林政策

森林業は、農業にも増して生産物の生育期間の制約を受けざるを得ない。数十年経っ

てやっと伐期が訪れる。だから資本投資から回収まで、極めて長い期間を要する産業な
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のである。したがって、森林造りは長期的視野を伴った継続性、連続性が必要となる。

町行政も、森林造りの重要性を確認し、早いうちから手がけ始めた。

町制の施行以降、まず1953年3月の国有林野整備臨時措置法に基づく国有林の払い下

げ(約1,200ha)を受ける。町による自主的な森林造りを進めるために、国有林の払い下

げが必要であったからである。この買い受けによって町は、町有林の経営管理計画を進

めようとしていた。ところが、翌1954年の台風15号は多くの風倒被害を引き起こし、国

有林の3分の1と、町有林の半分の面積が被害を受けたのである。

しかし、この被害を契機として、町は新たな森林経営をめざすようになった。

、 、その一つは風倒木や損傷木の整理と 伐採による国有林買受代金の早期償還であったが

1962年にはその全額を払い終えた。

もう一つは、計画的な造林である。年40～50haの計画的な造林、すなわち「伐採と植

林を繰り返せる循環型システム(原田システム)」(保母武彦『内発的発展論と日本の農

産村』岩波書店 1996)という、地域資源が恒常的に利用可能となるシステムをここに作

り上げたのである。原田氏とは、1953年の国有林購入の際、林務担当職員として町職員

となり、その後、1983年から1999年まで下川町長を務めた人である。役場の一職員が行

った事業が、その後の地域づくりのための大きな布石となっていくのである。

さて、下川町の町有林は、払い下げを受けて以降、町直営造林方式で植林を続けてゆ

くのであるが、その後、1967年に森林労務などの業務を森林組合へ全面委託した。これ

は森林組合という雇用の場を形成することと、森林組合の経営を安定させることが目的

であった。森林組合とは、組合員である森林所有者の森林経営のために共同事業を行う

目的で結成される協同組合である。主に、森林経営の指導、森林の施業または経営の受

託等の事業を行っている(『新版 協同組合事典』家の光協会、1986年、491ページ)。森

林組合と下川町との結びつきは、造林事業だけにとどまらない。下川町の行政機構の変

、 、 、 、化をみると 1967年に林政課が設置されているが このとき 町長が森林組合長を兼務

林政課長が参事を兼務している(この参事が後の原田町長である)。また、1971年に林政

課は農林課と統合し、農林課一本となる。そして1996年農林課は再び農務課、林務課に

分離される。林業だけでなく農業も含めた地域資源状況や、それらの市場状況に合わせ

て行政の組織体制も変化させていったこ

とがわかる。

更に、下川町における行政と森林組合

との結びつきを知るために、林業構造改

善事業をみてみよう。1967年からの第一

次林業構造改善事業は、国や道の70％の

補助を受けて実施された。その内容は、

林地流動化による所有森林面積の拡大、

林道の拡幅、新施設導入などであった。

また1972年から追加林構、1976年から第

二次林構、その後も、1983年に新林構、 木炭用の材木
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1992年に活性化林構、1997年に木材供給圏確立型林構が行われている。

、 。これらの林業構造改善事業の実施主体は 林道開さく以外はほとんど森林組合である

また、これだけの事業を実施した自治体は下川町だけである。

表1-1 森林面積の推移 (ha、％)

年度 総面積 国有林 町有林 民有林

面積 比率 面積 比率 面積 比率

1968 56,546 50,847 89.9 1,537 2.7 4,162 7.4

1975 56,795 50,882 89.4 1,537 2.6 4,376 8.0

1980 57,706 50,891 88.2 1,732 3.0 5,083 8.8

1984 57,689 50,881 88.2 1,757 3.0 5,051 8.8

1990 57,302 50,524 88.2 2,188 3.8 4,590 8.0

1995 57,464 50,006 87.0 2,911 5.1 4,547 7.9

注： 市町村勢要覧』より作成。『

「表1-1」から、町有林や苗畑の所有、造林やその森林管理などを行政と森林組合が

まさに表裏一体となって進めていることが理解できる。

1998年現在、下川町は約3,000haの町有林を有している。町有林を増やし続けてきた

のは、林業経営において植林から伐採までの循環をより安定させるためであった。こう

して下川町は、林業という地域資源を活かし、安定的な雇用の場を創出させようと努め

てきた。しかし、伐採された木材は、輸入木材の影響で価格の長期低迷状態に陥ってい

る。従来にもまして何らかの対策が必要となった。その対策とは 「付加価値」産品の、

製造、販売である。ただし、下川町には地元の木材関連産業も林立し、チップ工場や製

材工場、合板工場もある。これらと競合しないような新商品開発が必要でもあった。そ

して、それこそが木炭製品なのであった。同時に木炭開発に向かわせた事件も1981年に

発生した。

２.地域産業の発展と地方自治体・住民諸組織２.地域産業の発展と地方自治体・住民諸組織２.地域産業の発展と地方自治体・住民諸組織２.地域産業の発展と地方自治体・住民諸組織

(1)木炭加工製品開発の経緯(1)木炭加工製品開発の経緯(1)木炭加工製品開発の経緯(1)木炭加工製品開発の経緯

その事件とは、カラマツ林の湿雪被害である。下川町の被害区域面積1,067ha、うち

被害実面積は496haで、被害総額3億5千万円に及ぶ打撃を受けた。更に、被害林をその

ままにしておくと、病害虫など二次被害が発生する恐れもあった。これら被害林の処理

という課題を抱え、木炭の製造・販売に向かうこととなった。実は、既にその頃、新林

業構造改善事業(山村林構)を受けることが決まっていたのが、この補助事業は主に、間

伐材対策として木炭・木酢・炭素などを生産するための施設の整備を目的としていた。

下川町のカラマツ材は他の地域と同様に建築材料などの用途で生産していたので、カ

ラマツ材を使った木炭作りは、これまで取り組んだことのない事業であった。

しかし、地域産業と競合しない加工事業を探した時、また基本的に地域資源を活用し
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、 。 、ようとするならば 木炭事業以外に考えられなかったのである 時の森林組合総会では

「カラマツを使った木炭を作った場合に本当に儲かるのか 「森林所有者にそれだけの」

還元ができるのか 「もし損した場合に誰が責任をとるのか」などの問題が出されたと」

いうが 「試験操業から取り組んでいって、可能性があれば大きくする方向に持ってい、

こう、やってみなければ結果は出ないんじゃないか」との森林組合長の提言により実施

に至った。

この時の林業構造改善事業は1983年から1989年までで、1984年度は製炭窯を2基、製

炭工場なども建設することができ、1988年にも2基設置している。

更に、1990年に実施された補助事業は、地域材産地化形成促進モデル事業という名称

で、主に集成材加工施設建設のための補助を受ける。更に、その後も様々な補助を受け

ながら、木炭をはじめ多様な木材加工品の製品化を現実のものにしていった。

(2)森林組合の事業内容(2)森林組合の事業内容(2)森林組合の事業内容(2)森林組合の事業内容

下川町森林組合の事業内容を見てみると、1999年現在で組合員数は362人で、ここ10

年間はほぼ一定数で推移している。森林組合の組織機構は「図2ｰ1」のとおりである。

事業内容は、森林管理事業を行う業務部、木炭・小径木加工事業及び集成材加工事業を

行う加工部、そして総務部に分かれている。森林管理事業は、造林、育林、苗畑など他

の森林組合と同様の業務であるが、ユニークなのが木炭・小径木加工事業である。

図2-1 下川町森林組合の組織機構

森林組合員(森林所有者)

監事会 理事会

代表理事組合長

総務部 業務部 加工部

庶務経理係 指導係 林務係 業務係 木 炭 小 径 木 集 成 材

加工販売係 加工販売係 加工販売係

森林管理事業 木炭･小径木加工事業 集成材加工事業

注)下川町森林組合資料による。

木炭・小径木加工事業では 「表2-1」に見るように、燃料として使われる「しもか、

わ木炭」を始め、水質浄化用にも使える「からまつ炭素 、また農業用土壌改良や融雪」

促進用の木炭の素灰、更には、レジャー用の「ふるさとコンロ 「炭CAN」など多種多」、
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様な商品開発を進めている。

木炭は1kgから10kgまでいくつかの風袋があり、用途も、料理用だけでなく浴槽に入

。 、 。れるものなど多様に用意している また 最近注目されているのが床下調湿木炭である

床下調湿木炭は、45cm四方の炭粉の入った袋で、住宅建築の際に床下に1坪当たりだい

たい16袋を敷設すれば、現在問題となっているシックハウス症候群対策にもなり得る。

、 、「 」 、商品開発には苦労がつきものであるが 例えば しもかわ木炭 の販売においては

森林組合の職員がスーパーや料理店に営業に行っても、カラマツ材木炭は評判が悪く販

路拡大には苦心したという。また、小売店で炭とコンロが別々に売られていることに気

づき、コンロと炭、着火材、網をセットにした商品販売に思いついた。これは「ふるさ

とコンロ」という商品として実用化された。

小径木は、直径15cm長さ2mくらいで、円柱材、燻煙したもの、防菌加工したものなど

多様である。公園の柵、あるいは砂防ダムなどにも使われる。小径木の製造には、独自

の製造技術を伴っており、競合する製造業者との差別化を図っている。

これらの販売のためには、職員全員が営業を兼ねて活動を進めている。また、東京在

住者に組合の顧問になってもらい、情報を仕入れている。更に、インターネットによる

販売も2000年より始めた。こうした様々な取り組みによって販路の拡大を図っている。

「炭CAN」

「ふるさとコンロ」の中身

「床下湿調木炭」
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表2-1 木炭・小径木加工事業の内容

材 料 商品名 用 途

ブロック炉木炭 「しもかわ木炭」 燃料炭、水質浄化、炭埋工法

「からまつ炭素」 水質浄化、飼料添加、建築

「床下調湿木炭」 健康住宅

平炉木炭(素灰) 「下川炭素」 農業用土壌改良、芝生養生、緑化園芸

「融雪炭素」 融雪促進

その他の木炭 「ふるさとコンロ セットコンロ

「炭CAN」 セットコンロ

「備長炭」 多用途

「広葉樹炭」 〃

「活性炭」 〃

「木酢液」 消臭、土壌改良、殺虫殺菌、防虫

円柱加工材 「からまつ円柱材 ログハウス、案内板、サイン、花壇、

「燻煙材」 フェンス、フラワーボックス、ベンチ

「防腐加工材」 牧柵、木道、木レンガ、木階段、支柱抗

護岸パネルほか土木、緑化、河川用資材

注)下川町森林組合資料により作成。

森林組合の事業総額は 「表2-2」のように、1980年度(3月決算)で約2億9千万円であ、

ったが、1989年度では約3億5千万円、1995年で約7億9千万円に増加、その後7～8億円で

推移している。

表2-2 森林組合の年度別取り扱い実績 (千円、％)

合計 販売 利用 購買 指導・金融

1980 289,165(100.0) 88,489(30.6) 172,429(59.6) 25,158(8.7) 3,089(1.1)

1985 349,637(100.0) 134,544(38.4) 183,119(52.4) 29,650(8.5) 2,324(0.7)

1990 424,941(100.0) 218,642(51.5) 175,667(41.3) 26,802(6.3) 3,830(0.9)

1992 791,010(100.0) 566,372(71.6) 200,153(25.3) 19,232(2.4) 5,253(0.7)

1993 874,807(100.0) 640,066(73.2) 208,530(23.8) 19,775(2.3) 6,436(0.7)

1994 746,219(100.0) 511,107(68.5) 213,686(28.6) 16,132(2.2) 5,294(0.7)

1995 731,316(100.0) 484,247(66.2) 212,900(29.1) 17,964(2.5) 16,205(2.2)

1996 829,601(100.0) 597,245(72.0) 206,233(24.9) 13,523(1.6) 12,600(1.5)

注)下川町森林組合総会議案による。

事業総額の増加は、主に販売事業の増加によるものである。1980年当時は販売事業の

割合は総事業高の3割ほどであった。それが、木材加工事業の伸張によって、販売事業
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が総事業高の7割を占め、残る3割を利用・購買・指導・金融事業が占めるようになった

のである。ただし、木炭を取り上げてみても、1990年には年間118,931kgの生産量を誇

っていたが、それが1999年では3分の1の35,314kgまで減少している。安価な木炭輸入に

よって価格面で厳しい競争を強いられていることや、需要変動が大きいことがその理由

。 、 、である 円柱材にしても 土木資材としての需要が増える時は販売量が一気に伸びるが

その逆の時もある。したがって森林組合は、木炭を利用した新商品開発に絶えず取り組

んでいる。

以上が、森林組合の事業内容の概略である。こうしてみると、下川町の森林組合は、

どちらかといえば、行政に深く依存しながら展開を続けてきたといえよう。しかし、こ

うした展開が1990年代前半までの動きとするならば、1990年代中葉以降、活動内容が、

更に大きな発展を遂げる。

(3)森林組合の発展と人的資源の蓄積(3)森林組合の発展と人的資源の蓄積(3)森林組合の発展と人的資源の蓄積(3)森林組合の発展と人的資源の蓄積

その発展をもたらしたものは、人的資源の蓄積である。森林組合は2000年4月現在、

職員が76名いる。雇用形態は様々であり、通年雇用形態の職員は51名である。

、 。 、 、残りの多くは 森林管理に携わる臨時従業員である 職員の内訳は 加工工場に30名

森林管理に34名、事務所に12名である。この雇用数は町内でもトップクラスで、地域の

リーダー養成の場にもなっている。また、従業員はIターン、Uターン組が非常に多い。

1989年以降の森林組合の受け入れ総数は48人であるが、その内地元新卒者は14人、3

。 、 。 、割程度に過ぎない 30代はほとんどがIターン Uターン組である 職員の流動も激しく

「仕事内容が自分の目的にそぐわない 「重労働に耐えられない」等の理由で離れる」、

場合もあるが、職員の流動化はまた、職員の活性化をもたらしている。

製品開発においては、新鮮なアイデアが生まれる要因にもなっているだろうし、また

新たな人脈形成の役割も果たしている。木材加工製品マーケティングの強力な武器にも

なっているのである。

こうしたIターンの人たち＝「新住民」はいったいどのような契機で下川町に移って

きたのか。それは、たまたま林業専門誌に頼まれて、1992年に求人情報の掲載したとこ

ろ、9名もの照会者が現れ、うち7名を採用する結果になった時に始まる。その後も継続

的に受け入れを続けている。人材受け入れによって、森林組合の活動に徐々に新たな機

運が沸き上がってくる。

それを段階的にいえば、次のようである。一段階めは 「新住民」が、地球環境や森、

林保全意識の高まりを契機に移住してくる場合があっても、森林管理労働は単調でかつ

生態系への配慮に欠ける生産性重視の作業であることから、離職者も生むような状態で

ある。しかし、二段階めは 「新住民」との対話を続けることによって 「在住民」の、 、

意識を変えてゆく状態である。そして、三段階めは 「新住民」と「在住民」との対話、

の中で具体的な取り組みに結実する状態である。その三段階めの状態に達した住民によ

って取り組まれたのが、1996年に行われた「フォレスト・コミュニケーション・イン・

しもかわ」という森林・林業体験ツアーである。このツアー参加者が、後に移住してき
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、 、たり またこの企画を下川町・下川町商工会・森林組合による実行委員会形式で実施し

地域内の協力関係が深まるなど、地域づくりの効果が徐々に得られるようになる。

この延長線上に現れた活動が、下川町産業クラスター研究会である。この研究会の各

ワーキンググループに「フォレスト・コミュニケーション・イン・しもかわ」の実行委

員会の中心メンバーが参加していることからも、活動の連続性が伺える。

産業クラスター(cluster)とは、地域内の様々な分野の企業群が有機的に結び合った

形態をさし 「ぶどうの房」といったイメージ、企業群の相互作用によって地域経済の、

発展を図ろうとする一つの戦略である。また、企業群の中心核は第一次産業が位置づけ

られるべきだとされている。

北海道産業クラスター研究会は、商工会議所、経営者協会、道経連、同友会の経済団

体によって発足した。そして北海道産業クラスター研究会が注目した地域が下川町であ

り、下川町産業クラスター研究会は、北海道産業クラスター研究会の評価を得て、1998

年から3年間の助成を受けながら活動を進めている。

、 、 、下川町産業クラスター研究会の1998年度の活動は [グランドデザイン] [木材加工]

[商品開発]の三つのワーキンググループ(WG)によるものであった。グランドデザインWG

では、地域基幹産業の森林業を中心とした地域社会全体の将来方向を示し、具体的な行

動計画につなげてゆくための壮大な設定図をつくろうとしている。

木材加工WGでは、木材加工業の発展のための協同化、協業化、集合化のための包括的

な研究を進めている。また、商品開発WGでは 「森」を主題とする商品開発研究を進て、

いる。

下川町産業クラスター研究会の特質は、研究会資料によると次の4点である。

第一に森林業を産業の中軸においていること、第二に山村の一自治体が単位であり、

山村型の産業クラスターであること、第三に地域には連携を形づくる有力民間企業や大

学・研究機関が存在していないこと、第四にそのため、産業政策だけでなく、地域社会

政策的な視点が必要になることである。すなわち、森林業を中心とした、地域循環型、

自立(自律)型の地域づくりをめざしているのである。この構想を一言でいえば、ゼロ・

エミッション(廃棄物がゼロ)というこ

とである。

炭を焼いてできる木酢液を農業資材

、 。に 木材加工で出るおが屑も炭にする

廃棄物を循環させて次の資源として使

用するという構図を、森林組合では描

いているのである。

、 、そのため 産業クラスター研究会では

今後の事業展開の方向を、地域の未使

用資源の有効活用に向けている。例え

ば、木の葉からの精油製造、木の枝を

チップに加工した牛舎敷料などであ 加工、製品保管施設
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る。もちろん、アイデアを商品化するための基礎学習も怠らない。1999年度の活動をあ

げると、通常のプロジェクト活動、会議以外にも、①外部の専門家・研究者による講演

会の開催、②クラスター研究会活動の報告会、等を行っている。2000年度は、[地域通

貨]、[機能性食品]など8つのプロジェクトを進め、町内外約50人が参加するなど、多面

的な広がりをみせている。

３．森林資源と結びついた地域づくりの諸要因と成果３．森林資源と結びついた地域づくりの諸要因と成果３．森林資源と結びついた地域づくりの諸要因と成果３．森林資源と結びついた地域づくりの諸要因と成果

(1)森林資源と結びついた地域づくりへと向かった諸要因(1)森林資源と結びついた地域づくりへと向かった諸要因(1)森林資源と結びついた地域づくりへと向かった諸要因(1)森林資源と結びついた地域づくりへと向かった諸要因

今、下川町は ”過疎地域”であるにもかかわらず、地域資源を活用した内発的発展、

の先進地として注目されている。森林組合を中心核として、単なる森林の伐採、販売で

はなく、地域内の木材加工への転換を試み、そして今では、地域循環システムに視点を

移しつつある。

その要因の一つは、前下川町長のH・S氏、現森林組合長のY氏 「新住民」のH氏など、

の存在をあげなければならない。特に、H・S氏は、森林組合役員や町行政の責任者とし

て、森林造りの主体を森林組合に託し、他地域に類を見ない数多くの構造改善事業を導

入しするなどして、早くから森林資源を活かした循環型の地域づくりを確立した。

こうして力を蓄積してきた森林組合の存在があったからこそ、急激な過疎化に直面し

ながらも、カラマツの湿雪被害を逆手にとって、木炭関連事業を成功させ、その後の森

林組合の自立的な展開も可能となったと考えられる。

また、Y氏は、森林組合の加工事業において商品開発や販路開拓に尽力するだけでは

なく、Uターン・Iターンの受け入れによって、人的資源の蓄積に力を注いできた。

、 、「 」 。その際 受け入れた人たちの発想を無視することなく 対話 によって深めていった

このY氏の着想がなかったならば、産業クラスター研究会による発展はなかったと思わ

れる。

そして、H氏は「新住民」として、今は森林組合加工部長として、従来の森林組合事

業の枠組みから地域循環型の事業開発へと発展をめざしている。更に、住民のネットワ

ークづくりを進め、内発的な地域活性化への方途をめざしている。

つまり、在住民が森林資源活用型の事業展開に苦心していたところに、移住してきた新

、 。住民の発想が有機的に結合して 新たな発展への情熱が沸き上がってきているのである

下川町の地域づくりは、こうした人たちの力で成功したと言っても過言ではない。

二つは、行政の支援による施設・設備の蓄積があったことである。一連の構造改善事

業は、トラクター、クレーン、人員輸送用マイクロバスをはじめ製炭窯、製炭工場、集

成材施設等、更には林業従事者休業施設として町内にある五味温泉改築まで行った。

しかも行政が前面に出るのではなく、森林組合の自主性に託してきた点は特記すべき

点である。そして、先述したH・S氏の政治的な力と地域の将来を見通した地域づくり活

動によって、地域の資本蓄積が進み、今産業クラスターとして花開こうとしているので

ある。



- 77 -

(2)森林資源と結びついた地域づくり活動の効果(2)森林資源と結びついた地域づくり活動の効果(2)森林資源と結びついた地域づくり活動の効果(2)森林資源と結びついた地域づくり活動の効果

森林資源と結びついた下川町の地域づくり活動の効果は次の3点に整理できる。

一つは、住民による主体的な活動が芽生えつつある点である。森林資源の管理、加工

への施設・設備が充実した上に新住民や在住民が結びつき、従来の枠組みを変革し得る

運動を起こしつつある。ゼロ・エミッション活動の取り組みがそうであろうし、製品で

いえば「環境に優しい」木炭製品などの開発である。産業クラスター研究会は、その中

心軸となり、一つのベンチャービジネス創出の可能性も有している。つまり、研究会に

よる発想の一つ一つを「起業」として実現できれば、今後、内発的なビジネスが次々と

生み出されるかもしれない。

二つは、町内の「過疎化」に変化が生じていることである 「雪崩のような」急激な。

過疎化と言われた下川町だったが、1990年以降、Iターン・Uターンによる移住、芸術家

などの移住により町には変化が生まれている。現在でも人口減が徐々に進んでいること

は否めないが、森林組合による雇用が創出されているし、今後「起業」による雇用機会

創出の可能性も期待される。

三つは、地域内の他産業にプラスの刺激を与えていることである。木炭製品開発を行

った時には、地元商業関係者のアイデア協力もあった。そして今は、カラマツ大径木の

活用のために森林組合と民間5企業が提携して、研究開発を進めている。森林組合の活

動が地域関連産業界に影響を与え、活性化させているのである。

ただし、研究開発を進めた製品やアイデアをどのようにコーディネートし商業ベース

に乗せるかがこれからの課題である。今後の下川町の取り組みに大いに期待したい。

燻煙装置 製品加工前の「しもかわ木炭」
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黒松内町黒松内町黒松内町黒松内町

活性化のシンボルは北限のブナの森活性化のシンボルは北限のブナの森活性化のシンボルは北限のブナの森活性化のシンボルは北限のブナの森

寒暖の差が大きく、冬は雪が多いため、主産業の農作には厳しい環境である。

しかし、マチには美しい自然がある。象徴するのが天然記念物・北限のブナである。

地域の貴重な資源であるブナをキーワードにした町興し「ブナ北限の里づくり」を

はじめ、都市と農村の交流をめざした施設やイベントを展開しながら、特産品づく

りを進め、人に優しい環境とブナ・ブランドを町内外にアピールする。

１．地域の概況１．地域の概況１．地域の概況１．地域の概況

(1)自然的条件(1)自然的条件(1)自然的条件(1)自然的条件

黒松内町は後志支庁管内の南端で、札幌市と函館市のほぼ中間に位置し、島牧村、寿都

町 蘭越町 長万部町 豊浦町に隣接しており 東西29.3km 南北19.7kmで 総面積が345.7、 、 、 、 、 、

km となっている。年間の平均気温が7～8℃、最高気温は30℃を越え、最低気温も－20℃2

を越えるように、かなりの寒暖の差がある町である。降水量は、年間ほぼ1,300～1,400㎜

で、降雪期間は11月から3月、最深積雪120～130cmである。

また、長万部－黒松内－寿都(すっつ)を結ぶ地域は黒松内低地帯と呼ばれ、この中を長

万部川 朱太(しゅぶと)川が内浦湾へ注いでいる この低地帯は気候帯として温帯北部(冷、 。

温帯)に位置し、植物分布境界線として重要な位置にある。ブナ、マンサク、サラサドウ

ダンなどの自生地の北限の地であり、反対に、アカエゾマツ自生地の南限の地でもある。

言い換えれば、冷温帯の落葉広葉樹林(ブナ帯)と針広混交林との境界線でもあるというこ

とである。

黒松内町は、このような自然条件を踏まえ、様々な模索の結果 「ブナ」という地域資、

源を柱に据えたまちづくりにたどり着いたのである。

(2)社会的・経済的条件(2)社会的・経済的条件(2)社会的・経済的条件(2)社会的・経済的条件

1879年に黒松内村戸長役場が設置され、1955年黒松内村、熱郛(ねっぷ)村、樽岸(たる

きし)村の一部が合併して三和村となり、1959年町制施行の際、黒松内町となっている。

黒松内町は一貫して農業主体の町であったが、蒸気機関車全盛の頃には、機関庫、保線

区などが置かれ、農業と鉄道の町として知られていた。現在、産業構造的には、農業と福

祉の町であり、後者の施設としては、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、養護学校な

どがある。

人口は、1955年には7,438人を数えたが、以後減少に転じ、1970年が5,429人、1980年が

4,532人、1990年が3,927人、1998年が3,638人となっているが、その減少の程度は非常に

小さくなってきている。年齢構成は、1980年には60才以上人口が863人(19.0％)だったの

が1995年には1,226人(31.6％)となっており、かなりのスピードで高齢化が進行してきて
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いる。反対に、世帯数は1990年まで1,300世帯前後の水準で推移してきたのが、それ以降

1,500世帯の水準で推移している。

(3)産業及び農業構造(3)産業及び農業構造(3)産業及び農業構造(3)産業及び農業構造

産業別就業者数の推移で見ると、総数では1980年2,114人から1990年1,836人まで緩やか

に減少しているが、1995年には1,976人となり、再び増加に転じている。全体の人口数の

推移とは異なった動きを示している。産業別では、やはり農業(1995年350人)が減少し、

建設業(同472人)、サービス業(同655人)が増加している。

農業においては、農家戸数は1990年249戸、1998年161戸、その他の事業体7となり、専

業農家数も同じ期間に110戸から69戸へと急激な速度で減少してきている。経営耕地面積

(1998年)は田113ha、畑1,943ha、うち牧草地1,434haとなっており、圧倒的に牧草地の比

重が大きいことがわかる。

このように、黒松内町では、経営形態でも、農業粗生産額でも、畜産の比重が大きくな

っている。1997年の農業粗生産額では、乳用牛9億8,000万円、豚7億8,700万円、肉用牛3

億5,900万円の順となっている。経産牛頭数は1998年1,512頭で1985年1,917頭に比較する

とかなり減少している。しかし、生乳生産量はそれほど大きな落ち込みは見られない。し

たがって 経産牛1頭当たりの生乳生産量は､1985年には5,493kg 98年には6,832kgと1,400、 、

kg近く増加している。肉用牛は、98年728頭で85年以降ジグザグ状態にある。1戸当たり飼

養頭数も同様である。しかし、90年以前には肉用種も乳用種も同数ぐらいだったのが、そ

れ以降、前者が大きく増加している。豚は、現在4戸で飼養頭数は764頭であり、1戸当た

り飼養頭数は191頭となっている。

耕種では、水稲は全面積に冷害に強いもち米「白鳥米」を栽培し、もち米生産団地の指

定を受けている。畑作物では、種子馬鈴薯、小豆、てん菜、大根となっている。また、最

近はワイン用原料ブドウの栽培も開始されている。

２．地域産業の展開の前提としての「ブナ北限の里づくり構想」２．地域産業の展開の前提としての「ブナ北限の里づくり構想」２．地域産業の展開の前提としての「ブナ北限の里づくり構想」２．地域産業の展開の前提としての「ブナ北限の里づくり構想」

先述したように、黒松内町の気候条件は、地域産業、特に農業の展開に大きな影響を与え

ている。水稲は、夏場の気温の上昇が不十分で、十分な生育が得られない。そのため、減反

、 、強化 品質向上を強く要求される過程で

耐冷性のあるもち米の栽培に特化してい

かざるを得なかったのである。また、畑

作物においてこれといった地域特産物が

存在しないのも、このことと深く関係が

ある。

したがって、黒松内町における地域産

業、特に、農業、及び農産物加工の展開

は、天然記念物である「ブナ」を柱に据

「 」えた地域づくり＝ ブナ北限の里づくり 天然記念物の「ブナ」林
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構想の基に具現化されていったのである。

「ブナ北限の里づくり」構想の全体計画が作成されるまでの背景は、1980年代、黒松内町

では、農業後退、人口流出が深刻になり、多くの町民は危機感を持つようになってきたこと

である。1985年には第一次総合計画が立てられ、翌86年には民間まちづくりグループの提言

も出された。

これらの議論の中で多くの人の意識に昇ってきたのが、町に残されてきた天然記念物ブナ

林であった。黒松内町歌才(うたさい)のブナ林は、朱太川左岸の丘陵地北東斜面にあり、ほ

ぼ90haを越える面積がある。1923年天然記念物調査委員としてブナ林を訪れた札幌農学校の

新島善直は、通常温帯に自生するブナ林が歌才に残っていることを「奇蹟」とまで評価して

いる。それを踏まえて、1928年、歌才ブナ林は北限のブナ自生地を代表するブナ林として国

の天然記念物に指定されることになった。

その後、第二次大戦中には木製戦闘機のプロペラ材として利用や、戦後には町の財政的事

情から、天然記念物指定解除＝伐採、というような計画が出され、ブナ林は存続の危機に立

たされた。しかし、その都度、歌才ブナ林の学術的価値を知る研究者、地元住民が力を合わ

せてブナ林を守るための運動に立ち上がり、その原生的な姿が守られてきた。

ブナ林を黒松内町のまちづくりの核に据えようということが基本方向としてまとまり、

1988年に、ブナの里構想全体計画が策定された。すなわち、地域資源を活用した地域内発型

のまちづくり、都市と農村の交流を基本にしたまちづくりが推進されたのである。

その核として、まず、歌才地区周辺の整備が計画された。具体的には、歌才ブナ林を森林

公園として整備、それに隣接して自然体験学習宿泊施設である歌才自然の家、ブナセンター

の建設、歌才オートキャンプ場の整備などが計画された。そして、1988年に黒松内町で全国

規模のブナフォーラムが開催され、マスコミにも大いに注目された。

その頃、国や北海道庁からは、ニセコ羊蹄周辺地域リゾート構想が示され、黒松内町もそ

の南端に含まれていた。リゾート開発によるまちづくりは、町民にとって、非常に魅力があ

り、期待した町民も少なくはなかったが、現実にはニセコ町などとは異なり、リゾート構想

に基づいて黒松内町に進出してきた民間のリゾート関連企業は一つも存在しなかった。

多くの町民は、この時に、大企業の進出による、北海道の自然を売り物にしたニセコ羊蹄

周辺地域リゾート構想に組み込まれるのではなく、自らの地域資源を利用した独自の身の丈

にあった「まちづくり」が必要であるという考えに変化していった。

この時期に、上述のブナの里関連施設が、国庫補助等を利用して整備されていった。国際

フォーラムも2回開催された。1991年には国際水辺環境フォーラム、93年には国際ブナフォ

ーラムが開催されている。そして、以上のようなブナの里構想の事業展開を踏まえながら、

1995年度から2004年度まで10年間の第二次総合計画が策定されていったのである。

３．ブナ北限の里づくり構想関連の諸施設３．ブナ北限の里づくり構想関連の諸施設３．ブナ北限の里づくり構想関連の諸施設３．ブナ北限の里づくり構想関連の諸施設

歌才のブナ林を中心とした次の諸施設が都市と農村との交流の拠点となり、それに基づいた観

光が黒松内町の重要な産業になりつつある。
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(1)ブナセンター(1)ブナセンター(1)ブナセンター(1)ブナセンター

ブナの里構想の要点は歌才地区の整備であり、その一つがブナセンターの設立である。ブナ

センターは、1993年6月にオープンした、とんがり屋根の北欧風の建物である。その主な役割

は、ブナを中心に町の歴史、自然を紹介し、自然観察の方法、自然に関する情報を提供するこ

と、更に食工房、陶工房、木工房の体験スペースを提供すること、などである。

黒松内町のブナセンターの特徴は、単に建物を建てたということではなくて、専任の森の案

内人であるインストラクター、あるいはインタープリーター(人と自然との橋渡し役)の人たち

がいるということである。彼らが中心となって 「ぶなの森自然学校」などが開設され、ブナ、

林ウォッチング、早朝バードリスニング、貝の化石採集、川遊びなどの野外活動が、週末や夏

休みを中心に積極的に展開されている。また、体験工房では、陶芸教室でのブナ焼き、草木染

め、更にはとうふ作りなど料理教室も開かれている。

ブナセンター勤務のAさんは、東京都出身で北海道大学で自然に親しみ、植物のスケッ

チを始めている。92年に黒松内町に移り住み、ブナセンターに嘱託インストラクターとし

て勤務している黒松内の新町民である。ブナセンターでの主な担当は、ブナ・ウォッチン

グ、ネイチャーゲーム【 木の葉のカルタ ：木の名前を覚える 「カモフラージュ ：森の「 」 、 」

中に隠されたぬいぐるみや鉛筆を探す】である。Aさんは、ブナセンターを訪れる大勢の

子供たちから 「次代の自然を守っていくリーダーが育っていって欲しいと願っている 」、 。

と語る。

(2)歌才自然の家(自然体験学習宿泊施設)、歌才オートキャンプ場(ル・ピック)(2)歌才自然の家(自然体験学習宿泊施設)、歌才オートキャンプ場(ル・ピック)(2)歌才自然の家(自然体験学習宿泊施設)、歌才オートキャンプ場(ル・ピック)(2)歌才自然の家(自然体験学習宿泊施設)、歌才オートキャンプ場(ル・ピック)

歌才自然の家は、歌才森林公園に隣接する自然体験学習宿泊施設である。堂々たる建物

、 。 、 、で 木目を活かしたつくりで知られている また 町内産のビーフが味わえるレストラン

大浴場、団体研修もできる研修室が好評である。更に、運動公園も隣接しており、野球、

水泳、テニス、パークゴルフなどに気軽に親しむことが可能となっている。

また、自然の家の近くには、歌才オートキャンプ場「ル・ピック」(フランス語できつ

つき)がある。キャンプ場は、2.2haもの広さがあり、その中には、駐車スペース、電気、

水道の完備した24のテントサイトが整然と並んでいる。その他に、バンガロー、フリーテ

ントのスペース、水洗トイレなどの設備も充実している。毎週末には、大勢の家族連れが

訪れ、釣りや森林浴を楽しんでいる。

(3)黒松内町特産物手作り加工センター「トワ・ヴェール」(3)黒松内町特産物手作り加工センター「トワ・ヴェール」(3)黒松内町特産物手作り加工センター「トワ・ヴェール」(3)黒松内町特産物手作り加工センター「トワ・ヴェール」

黒松内町特産物手作り加工センター「トワ・ヴェール」は、フランス語で「緑の屋根」

の意味を持つ町営施設で、1993年6月に歌才地区とは駅の反対側になる目名地区の丘の上

に建設された。黒松内産の素材を使い、膨張剤、防腐剤などを一切使用しない安全な食品

づくりをモットーとしている。トワ・ヴェールの加工食品は、ハム・ソーセージ類と乳製

品に分類される。

ハム・ソーセージ類は、いずれも、ローズマリー、ナツメグ、タイムなどのスパイスを十

分効かせ、香りの良い桜チップで燻煙しており、膨張剤、防腐剤、結着剤、化学調味料な
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どの使用は、一切行われていない。

乳製品は、チーズとアイスクリー

ムである。チーズは、ホワイトブ

ルーチーズで、カマンベールとブ

ルーチーズとのミックスで、黒松

内町だけのオリジナル・チーズで

ある。アイスクリームは、バニラ、

ミルク、チーズ、ごま、抹茶、ハ

スカップなどの様々な種類がある。

また、トワ・ヴェールには、2階に

窓越しに工場見学をしながら製品の購入ができ、更にできたてのチーズやソーセージが食

べられるリサーチルームも用意されている。トワ・ヴェールそのものが丘の上にあること

から、眺望も非常に良い。

トワ・ヴェールでは、その原料を全て町内の農家、すなわち、ハム原料は養豚農家4戸

から年間150頭分、アイスクリームの原料は1戸の酪農家から購入している。

その販売額は、1999年1億1,000万円、最近は、この額のプラス・マイナス500万円とい

うのが平均の数値である。内訳は、乳製品5,500万円、ハム類4,500万円、その他がトワ・

ヴェールのリサーチルームで販売されているその他の製品の販売ということになる。

トワ・ヴェール製品の販路は、トワ・ヴェールⅡ(道の駅)の販売が出荷額全体の30％、

関東の健康食品レストラン平成フーズへの販売が25％、町内各種施設での販売が4～5％、

小口販売が10％、残りが直販となっている。スタッフは、責任者が町の産業課特産品開発

室長、以下、事務・販売部門が5人、製造部門が8人となっている。経営的には、トップの

特産品開発室長の給与を除けば黒字であるとのことである。

このトワ・ヴェールにも、ブナセンターと同様に、フレッシュな若者がいる。技師Wさ

んは、酪農学園大学を卒業後、美味しいチーズを作りたいということで、乳業会社に就職

したが、納得できずに退職した。その後、研修に出かけたチーズの本場は、豊富な種類、

伝統的な手法、食卓でのチーズの位置など、全てがWさんのチーズ作りの意欲をかきたて

るものであった。帰国後、トワ・ヴェールへ就職、本場で膨らませてきた自分流のチーズ

作りの夢を具体化することになった。

Wさんは最高の品質と安全性を追求する。そのWさんが何度も何度も試作を行ってたどり

着いたのが、ブルーチーズにカマンベールチーズをミックスさせたホワイトブルーチーズ

で、現在、トワ・ヴェールの主力製品となっている。

４．ブナ北限の里づくり構想・第二次総合計画４．ブナ北限の里づくり構想・第二次総合計画４．ブナ北限の里づくり構想・第二次総合計画４．ブナ北限の里づくり構想・第二次総合計画

上述のブナセンター、歌才自然の家、歌才オートキャンプ場、トワ・ヴェールなどは、最

初のブナ北限の里づくり構想の具体化であった。1995年からは、前述した第二次総合計画が

スタートし、新しい施策が実行に移されることになった。

「トワ・ヴェール」
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(1)第二次黒松内町総合計画(1)第二次黒松内町総合計画(1)第二次黒松内町総合計画(1)第二次黒松内町総合計画

第二次黒松内町総合計画の概要は 「資料-1」のとおりである。そのキーワードは、教、

育、環境・景観、健康、交流であり 「ブナ北限の里づくり」の基本理念は 「地域資源を、 、

活用し、大資本に依存することのない地域内発型のまちづくりであり、町民のあらゆる活

、 」 。動と一体となった都市と農村の交流により 町の活性化をめざすものである となっている

資料－1 第二次黒松内町総合計画とその将来像資料－1 第二次黒松内町総合計画とその将来像資料－1 第二次黒松内町総合計画とその将来像資料－1 第二次黒松内町総合計画とその将来像

計画期間 平成7年～平成16年(10年間)
キーワード ①教育 ②環境・景観 ③健康 ④交流
基本方向 ①田舎を育む人づくり ②人に優しい田舎づくり

③自然に優しい環境づくり ④自然に優しい産業づくり
⑤みんなで歩む田舎づくり

シンボルテーマ 自然に優しく・人にやすらぎの田舎・ブナ北限の里づくり

ブナ北限の里づくり・基本理念
地域資源を活用し、大資本に依存することのない地域内発型の町づくりであり、町民のあら

ゆる活動と一体となった都市と農村の交流により、まちの活性化をめざすものである。

総合計画重点施策
(1)景観ガイドプランの実践 (2)ブナ里環境管理計画の策定
(3)公共下水道と合併処理浄化槽の促進 (4)環境保全型農業への緩やかな移行
(5)高齢者・障害者に優しい環境づくり (6)温泉と自然創造型ふれあい公園の造成
(7)ふるさと環境学習と生活分化の質的向上 (8)ブナ里農村ホリデーの推進
(9)特産物展示販売施設の建設 (10)寺の沢川せせらぎ公園散歩歩道整備
(11)飲用牛乳生産施設の整備 (12)農業後継者対策
(13)黒松内町自然科学奨励事業の創設

交流フィールドの拡大 ～ 添別ブナ林・白井川ブナ林・黒松内岳・歌才湿原等
交流により経済的・社会的波及効果の拡大

①市街地への誘導
②ファームインの展開
③有機栽培野菜等の販売
④産品のブナ里ブランドの確立

将来像将来像将来像将来像

町民が自身と誇りを持って語れるまち・国民の大多数の支持が得られるまち町民が自身と誇りを持って語れるまち・国民の大多数の支持が得られるまち町民が自身と誇りを持って語れるまち・国民の大多数の支持が得られるまち町民が自身と誇りを持って語れるまち・国民の大多数の支持が得られるまち

計画では、そのための総合計画重点施策が13項目に整理され、そのいくつかの項目が、

地域産業の展開の起点となっているのである (4)環境保全型農業への緩やかな移行 (6)。「 、

温泉と自然創造型ふれあい公園の造成、(9)特産物展示販売施設の建設、(11)飲用牛乳生

産施設の整備」などがそれである。また 「(1)景観ガイドプランの実践、(2)ブナ里環境、

管理計画の策定」なども、都市住民との交流という観点からすれば、地域産業に深く関わ

る課題であると言っても間違いではない。

更に、そのような重点施策の展開を踏まえて、交流フィールドの拡大(添別ブナ林、白

井川ブナ林、黒松内岳、歌才湿原など)を図り、それによって 「経済的・社会的波及効果、

の拡大(①市街地への誘導、②ファームインの展開、③有機栽培野菜等の販売、④産品の
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ブナの里ブランドの確立)」を実現するという地域産業戦略である。

(2)黒松内町特産物展示販売施設「トワ・ヴェールⅡ(ドゥ)」(2)黒松内町特産物展示販売施設「トワ・ヴェールⅡ(ドゥ)」(2)黒松内町特産物展示販売施設「トワ・ヴェールⅡ(ドゥ)」(2)黒松内町特産物展示販売施設「トワ・ヴェールⅡ(ドゥ)」

トワ・ヴェールⅡは、国道5号線沿い、JR熱郛駅から500mほどの距離にある。トワ・ヴ

ェールⅡは、様々な機能を持っている。第1に、トワ・ヴェール製品の販売施設、第2に、

地域農産物販売施設、第3に、パン工房及びパン販売コーナー、第4に、ベーカリーレスト

、 、 、 、 「 」ラン 第5に インフォメーションセンター 第6に 以上のような性格を持った 道の駅

でもある。トワ・ヴェールは、乳製品、肉製品の手作り加工がメインであるのに対して、

トワ・ヴェールⅡは、パンにこだわった施設になっていることが特徴的である。そのパン

工房では、黒松内の原料にこだわったパン作りに取り組んでおり、乳化剤、保存料、着色

料、香料などは一切使用しないで焼き上げている。また、パンの製造過程が、ガラス越し

に見ることができるようになっている。

(3)黒松内温泉「ぶなの森」(3)黒松内温泉「ぶなの森」(3)黒松内温泉「ぶなの森」(3)黒松内温泉「ぶなの森」

第二次総合計画における「温泉と自然創造型ふれあい公園の造成」の具体化が、黒松内

温泉「ぶなの森」である。これまでは町外の温泉へ行かざるを得なかった黒松内町民が待

望していた温泉で、広々としたメインの風呂の他、檜風呂、露天風呂、サウナ、休憩所も

あり、実にゆったりとしたつくりになっている。町内だけでなく、町外からもたくさんの

入浴者が訪れている。

５．民間の経営体５．民間の経営体５．民間の経営体５．民間の経営体

(1)黒松内町のもち米、ぶどうを利用した酒造り(1)黒松内町のもち米、ぶどうを利用した酒造り(1)黒松内町のもち米、ぶどうを利用した酒造り(1)黒松内町のもち米、ぶどうを利用した酒造り

黒松内町低地帯を駆け抜ける寒冷な風によって、黒松内の稲作は、もち米生産へ

特化せざるを得なかった。しかし、黒松内の人たちはそのもち米を巧みに、ブナ北

限の里づくり構想に結びつけていった。全国でも珍しいもち米による酒造りに取り

組んでいったのである。もち吟醸・もち米純米酒「ぶなのせせらぎ 、もち米焼酎」

「ぶなしずく 、もち純米・生・生にごり酒(ぶなのせせらぎ・舞白鳥)、もち純米」

にごり酒「雪○(ゆきまる)」がそれである。また、黒松内町では、最初からワイン

を製造するということを念頭に置いて、ワイン専用のぶどう(セイベル種)の栽培に

取り組み、徐々に成果として現れつつある。セイベル赤とセイベル白との2種類を

持つ、黒松内町のワイン「ぶなのささやき」がそれである。

黒松内町では、これらのお酒とブナ北限の里構想を 北限のブナの森から 湧き「

出る清流を源とし 厳選されたもち米と たっぷりと糖度の上がったぶどうで 醸

し出された酒の精 澄んだ大気と 芳醇な大地の恵みを おとどけします 」とい。

うコンセプトで鮮やかに結びつけている。

これらの酒類の製造は、現在、町で自前の製造工場を持つのではなく、もち米関

連のお酒は、美峰酒類と高砂酒造に、また、ワイン関係は、はこだてわいんに製造

・販売を委託している。
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(2)その他の試み(2)その他の試み(2)その他の試み(2)その他の試み

黒松内町では、トワ・ヴェールの設立を境にして、上述の酒類の他にも、積極的

に食品加工などに取り組むようになってきている。

その中の一つが、低温殺菌乳「風薫る」である。これは、地元の牛乳屋さんが、できる

だけ、牛乳本来持っている自然の味を活かすために低温殺菌にこだわり、町内を中心に1

戸1戸配達を行っているものである。その風味は、さっぱりとしていて、そのさわやかな

ネーミングとともに、地域内外の多くの人たちに愛されている。また 「水彩の森」は、、

歌才の森近くの豊幌地区で湧出している天然アルカリイオン水であり、民間の黒松内銘水

(株)が販売しているが、現在、急速に需要が伸びて、現存の生産ラインが追いつかない状

況にあるようである。確かに、様々な地域の銘水がデパート、スーパー、コンビニで販売

、 、 「 」されているという時代背景も重要であるが それだけでなく ブナが持つ 水の涵養樹

のイメージが、この黒松内産「水彩の森」が急速に伸びている要因であると推定さ

れる。ミルク饅頭、ブナ林最中も、同様である。町内の菓子屋さんが、完全に町内産の

、 。 、 、牛乳 小豆にこだわって作り始めたものである 黒松内町では 地域の資源にこだわって

何をどこまでやれるか、という挑戦が至る所で行われているのである。

６．地域産業の発展と住民諸組織６．地域産業の発展と住民諸組織６．地域産業の発展と住民諸組織６．地域産業の発展と住民諸組織

黒松内町では 「農業・農村振興の基本方向と施策の展開方向」の基本的な柱とし、

「 」 「 」、「 」 。て 農畜産物の安定生産 と 農業の持続的発展 農村の振興 が立てられている

、 、 、「 」このうち 後の二つは まちづくり構想と深く結びついており 農業の持続的発展

では 「農業の自然循環機能の発揮」と「環境保全と資源サイクルの促進」の基本方、

、 、「 」 、「 」、向が定められ また 農村の振興 では 農業・農村の有する多面的機能の発揮

「美しく住み良い農村空間の創造 「都市と農村の交流の促進」の基本方向が述べら」、

れている。特に 「都市と農村の交流の促進」においては、第二次黒松内町総合計画の、

重点施策である「景観ガイドプラン」の実践によって、地域の自然環境や景観と調和

のとれた地域活性化の取り組みがなされている。

(1)農協・農民団体の取り組み(1)農協・農民団体の取り組み(1)農協・農民団体の取り組み(1)農協・農民団体の取り組み

農村地帯においては、行政以外の組織といえば、一番大きいものは農業協同組合

であるが、黒松内町においても、いくつかの重要な役割を果たしている。

第一に、非常に厳しい環境の中で、全面的なもち米生産への転換を試み、また、

豆類、馬鈴薯、てん菜の畑作物生産を維持し、後志支庁管内第1位という酪農地帯

の形成を実現してきた。農協の力があればこそ、新しい農産物加工への取り組みが

可能になり、もち米団地への積極的な転換が図られ、もち米吟醸、もち純米などの

もち米酒、もち米焼酎へつながっていったと考えてよいのである。

、 「 、 」第二に 黒松内町のまちづくり構想の基本概念である 自然・環境との調和 環境保全

への取り組みで、2001年度から実施される町の「黒松内農業振興計画」の中にもしっ

かりと組み込まれている。
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(2)林業関係者・森林組合の取り組み(2)林業関係者・森林組合の取り組み(2)林業関係者・森林組合の取り組み(2)林業関係者・森林組合の取り組み

黒松内町の総面積の約半分が山林であり、もともと黒松内町にとって林業は相当

な役割を果たしていた。現在では、外材の輸入などの影響で、就業者数などは減少

している。しかし、ブナ林を基軸にしたまちづくりに取り組んでいくとすれば、林

業関係者、森林組合の果たす役割は非常に大きい。彼らは、農協と同様に、新しい

まちづくり構想の中で大きな役割を果たしつつある。

歌才ブナ林は、ブナセンター、自然の家、オートキャンプ場が整備され、入場者

が非常に多くなり、その保護に問題が出てきたために、町の西側に位置する添別地

区にある70年ほど前に一度伐採されたブナ二次林を、添別ブナ林農村自然公園として

整備することになった。同時に 「優れた自然資源を活用した実践的環境学習活動を通じ、

て循環と共生の社会を担う青少年の育成とふれあい交流の場」(パンフレット)としてミニ

ビジターセンター(宿泊施設)の開設を行うことになった。管理は、民間の自主組織「ブナ

林自然環境保全活用事業振興協会」によって行われることになっている。林業関係者の協

力無しには、進展しなかったことである。

(3)黒松内町の取り組みに対する町外の理解者・応援団(3)黒松内町の取り組みに対する町外の理解者・応援団(3)黒松内町の取り組みに対する町外の理解者・応援団(3)黒松内町の取り組みに対する町外の理解者・応援団

黒松内町のブナをベースにしたまちづくり構想の考え方、その実行に際して、重要な

役割を果たしたのは、決して、町内の住民だけではない。町外に住む町出身者や大学教

授、地質学者、写真家、陶芸家など、仕事や余暇レジャー等の様々な機会を通して黒松内

に関わることによって、黒松内町の自然・景観保全やまちづくりに賛同し、その取り組

みを支援してくれる町外の多くの応援団、理解者が存在したということである。当初は

半信半疑であったブナによるまちづくり構想を推し進めていく過程で、町外のこれらの

人たちが果たしてくれた役割は非常に大きいものがある。

７．各種イベントと環境保全の取り組み７．各種イベントと環境保全の取り組み７．各種イベントと環境保全の取り組み７．各種イベントと環境保全の取り組み

黒松内町では、多種多様なイベント行われている。ブナ里フィッシング塾、東山

芝桜まつり、ブナウォッチング、ふれあいまつり、ブナ北限の里・ビーフ天国、鮎

まつり、町内一周駅伝大会、渋谷吉尾杯かんじきソフトボール全国大会、モーグル

大会、ふれあい雪まつり、かんじきブナウォッチングである。一見してわかるよう

に、春から冬まで、何らかのイベントが年間通して行われている。春から初夏にか

、 。 、けて ブナが一番美しい季節である6月にはブナウォッチングが行われる 夏には

、 、 、 、黒松内町最大のイベントであるビーフ天国 昨年度は7月29 30日に行われ 町内

札幌、函館から、1万8,000人もの来場者があり、13頭分もの牛肉が食されている。

秋には、人工ふ化のため採捕した産卵後の鮎を塩焼きする朱太川の鮎まつりが行わ

れ、冬には、かんじき作りの名人渋谷吉尾氏にちなんだかんじきソフトボールが行

われる。

それらの豊富なイベントの実施こそが、上述の町内外の、特に町外の黒松内町応

援団を作り上げていく土壌となってきたと考えられる。ちなみに、1998年の黒松内
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町への入り込み客数は16万6,000

人、1999年には22万6,000人とな

っている。

また、黒松内町は、以上のよ

うなブナによるまちづくりを通

じて、自然保護や環境保全に取

り組んでいる。この方向性を今

後も継続していくという強い決

意の表明として、環境保全の国

際基準ISO14001の認証を 昨年12、

月に取得している。道内の自治

体としては、厚岸町と北海道に

続いで3番目となっている。

８．まとめ８．まとめ８．まとめ８．まとめ

黒松内町のまちづくりは、皮肉にも、ニセコ羊蹄周辺地域リゾート構想の中で進出企業

が全くなかった、という所からスタートしている。そこから、自らの地域資源であるブナ

に着目していくことになる。つまり、リゾートによる集客ではなく、地域資源を利用した

イベントによる都市住民との交流活動の展開である。

更に重要なことは、地域資源、特に、ブナを単なる観賞用としてではなく、ブナ＝水の

涵養、自然・環境の保全へと視線を広げ、その視点を、更に食品加工(安全な地域資源へ

のこだわり)へ向けていったという点にある。

つまり、黒松内町におけるまちづくりの担い手は、初めてブナ北限の里まちづくり構想

に関わった先駆者、それらを具体的な町政の課題として実践してきた行政、そして、活動

の中核を担った地域住民の他、黒松内町の取り組みに賛同し、支援してきた町外の応援団

(そこから新黒松内町民も育ちつつある)などの多くの人々である。

「ブナ北限の里・ビーフ天国」
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北竜町北竜町北竜町北竜町

「1戸1アールから全国一へ ・ひまわりの里「1戸1アールから全国一へ ・ひまわりの里「1戸1アールから全国一へ ・ひまわりの里「1戸1アールから全国一へ ・ひまわりの里」」」」

ユーゴスラビアの上空から見たひまわり畑の美しさに魅せられて帰国した農協職

員の報告が、個性ある地域づくり活動に取り組もうとしていた農協婦人部を中心と

した地域住民によって 「1戸1アール運動 、更には 「ひまわりの里づくり」へと、 」 、

発展した。農村環境の美化と、ひまわり油による食生活改善をめざした「ひまわり」

による町興しは、営農集団の取り組みによって地域に確実に定着した。

その景観は町外の人々をも魅了し、また 「ひまわり」にまつわる商品が数多く、

開発され、地域活性化が図られた。

１．地域の概況１．地域の概況１．地域の概況１．地域の概況

(1)自然条件(1)自然条件(1)自然条件(1)自然条件
2北竜町は空知北部の雨竜郡に属している。東西28km、南北14km、総面積が158.82km

となっている。北は沼田町、東は秩父別町、南は妹背牛町、雨竜町、西は留萌市、増毛

町に隣接している。地形的には、西側が増毛山脈に連なる山岳地帯になっており、東部

一帯は平坦地で肥沃な土地となっている。気候的には内陸性気象で、冬は北西の季節風

が強く、寒冷であり、積雪は1.5～1.8mである。夏は南西の温暖な風が吹き、温暖であ

り、稲作にも畑作にも適している。

(2)社会的・経済的条件(2)社会的・経済的条件(2)社会的・経済的条件(2)社会的・経済的条件

北竜町は1896年の開基で、千葉県からの25戸の入植から始まった。当初は雨竜村に属

していたが、1902年に分村して北竜村となり、1961年に北竜町となった。

人口は 1960年がピークで6,463人を数えたが 以後 1965年が5,445人 75年が3,867、 、 、 、

人、85年が3,266人、90年が3,009人、95年が2,785人と減少し続けており、およそ、35

年間で半減していることになる。しかし、最近の減少率は非常に小さなものになってき

ている。年齢別では、幼年と生産年齢人口が共に減少している一方、65才以上人口の比

率が高くなっており、1985年は15.0％であったのが、1995年には24.9％となっており、

高齢化の傾向は北竜町でも同様である。就業者数では、1985年の総数が1,783人、1995

年には1,576人となっている。

産業別では 第一次産業の比重が後退し その分 ひまわりを中心としたサービス(観、 、 、

光関連)産業が伸びており、第三次産業の比重が大きくなっているが、95年の第一次産

業の比重は53.6％、第三次産業の比重が31.5％で、北竜町が第一次産業の比重が大きい

町であることにかわりはない。

農家戸数は、1980年が470戸、90年が403戸、98年が319戸と推移しており、総耕地面
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積は、1998年が3,262haで、そのうち、畑は453haに過ぎず、典型的な稲作地帯である。

また、1戸当たりの平均耕地面積は、1980年は6.21haだったのが、1998年には10.23haと

なっている。

２．地域産業の展開２．地域産業の展開２．地域産業の展開２．地域産業の展開

、 、「 」 、北竜町の基幹産業は その比重は若干後退したとはいえ 第一次産業＝農業 であり

稲作が中心であった。ある意味では、開基以来の努力の結果という側面もあることは間違

いないが、現在の北竜町農業へ至る直接的な契機は、1970年以来の減反への真摯な取り組

。 、 、 、みであると言ってよい その取り組み内容は 大きく三つの課題に整理できるが 第一に

「地域ごとに営農集団を構築し、農業機械への過重な投資を避けるとともに、転作の推進

を含む効率的かつ機能的な地域複合農業を展開する 、第二に 「①等級の向上、②安全」 、

性の追求、の二つの方向で米の品質を向上させる 、第三は 「農協女性部を中心とする」 、

農産物自給度の向上」である。

(1)営農集団による転作への取り組み(1)営農集団による転作への取り組み(1)営農集団による転作への取り組み(1)営農集団による転作への取り組み

北竜町は 「営農集団」の町として知られているが、営農集団とは、一定地域内(集、

落)の住民が協力し合って、農業経営を効率的かつ機能的にするために組織化されたも

、 、 。のであり 農業者だけでなく その集落に土地を所有する全ての人々で構成されている

営農集団は、集落内の複合的な農業経営を支える「土地利用 「労働力 「機械施設」、 」、

利用 「中間生産物流」などを共同で行う機能を持ち、また、集落内の土地利用や水」、

利用などを調整する役割を担っている。(北竜町営農集団の機構図は「図-1」のとおり)

北竜町の営農集団は、国の農業構造改善事業の実施に伴って1965年に設立された集落

「 」 、 、 、単位の トラクター利用組合 を1974年に役割・機能を強化し 再編したもので 現在

町内に20の営農集団が存在する。

1990年には、各営農集団や役場等の関連機関との連絡・調整機能を担っている「北竜

町営農集団連絡協議会」の取り組みが北海道初の農林水産大臣賞を獲得し 「北竜町と、
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いえば営農集団」と言われるようになった。

営農集団は 過重な農業機械投資の軽減 集団内農家のバランスのとれた規模拡大(地、 、

域活性化の一つの要因)、地域ごとの効率の良い小麦などの集団転作、省力化による高

収益作物の導入などの様々なメリットがあげられるが、北竜町の営農集団による転作へ

の取り組み成果としては、ひまわりや北竜メロン、北竜スイカ(小玉)が特産品として位

置づけられるまでに至ったが、その他にも、コーン、小麦、てん菜、大豆などがある。

(2)米の品質向上への取り組み(2)米の品質向上への取り組み(2)米の品質向上への取り組み(2)米の品質向上への取り組み

北竜町では、1973年に初めて自然農法米へ取り組み初めて以来、消費者の健康志向・

安全志向などを踏まえたクリーン農業を推進し、1988年に 「国民の命と健康を守る安、

全な食糧生産宣言」を行った。そのめざす具体的な方向は、減農薬・有機栽培米、無除

草剤・有機栽培米 無防除・有機栽培米の実現である 翌89年には有機栽培米きらら397、 。

の栽培を行い、また、ひまわり有機肥料を利用した「ひまわりゆうきくん 「ひまわ」、

りライス 「北竜町産特別栽培米」への取り組みも始まった。更に、1995年には無防」、

除・有機栽培米づくりへの取り組みを始めるなど、①等級の向上、②安全性の追求、の

二方向で品質向上と安定的な生産に向けての取り組みがなされている。

(3)農協女性部の取り組み(3)農協女性部の取り組み(3)農協女性部の取り組み(3)農協女性部の取り組み

①ひまわりの栽培①ひまわりの栽培①ひまわりの栽培①ひまわりの栽培

北竜町におけるひまわり栽培の始まりの契機は、1979年の農協職員Y氏の先進地研

修である。Y氏は、ユーゴスラビア空港の近くのひまわり畑の美しさに魅せられて帰

国した。帰国後、農協婦人部(現女性部)から「北竜町にしかない活動をしたい」とい

う相談に対し、ひまわり畑の美しさ(景観)とひまわり油がリノール酸やビタミンEな

どを多く含んだ健康食品であることを指摘し、ひまわりの栽培を提案した。

これは、自給によって健康的な食生活を実現しようという課題に取り組みつつあった

農協婦人部には、非常にタイムリ

ーな提案となった。

翌1980年に、食生活の改善と環

境美化の二つの目的で、500戸の

農家婦人による「ひまわり1戸1ア

ール作付け運動」が開始され、町

内に約4.2haのひまわりが作付け

された。その後、ひまわりの作付

面積は、88年の63haまで順調に増

、 、 、加したが それ以後 増減が続き

95年には40.2haまで後退した。

この間、90年には、町と農協に

よる「ひまわり作付け助成」(100
「ひまわり畑」
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円/kg) 「観光用ひまわり作付け助成」(10,000円/10a)を開始している。また、93年、

にはひまわり助成額20,000円/10aに倍増された。これらの助成と、ひまわりが転作作

物や緑肥(肥料)として位置づけられたことによって、ひまわりの作付面積は、96年か

ら再び増加し始め、96年には80.2ha(前年の倍増)となり、99年には99.7ha、2000年に

は111.1haと、待望の100haを越え、作付面積全国1位を誇るまでに至った。

「油 「菓子 「緑肥」の用途別で見れば、油用は92年の45.0haがピーク、菓子」、 」、

用は88年の50.2haがピークとなっている。以後、両者ともに大きく減少している。

ちなみに、2000年には、油用が12.7ha、菓子用が1.4ha、緑肥が97.0haとなってい

る(用途別のひまわりの作付面積は「図2」のとおり)

②ひまわり関連の商品開発②ひまわり関連の商品開発②ひまわり関連の商品開発②ひまわり関連の商品開発

ひまわりは、景観作物であると同時に、健康食品としての性格も持っていることか

ら、1980年に「ひまわり油」用の搾油機器が導入され、農家に油と粕を還元する事業

がスタートした。1982年には、ひまわり関連の商品開発が本格化し、ひまわり油関連

商品の製造機械を整備して量産体制に備えるとともに、地域特産物振興事業(国庫補

「 」 。助事業)で食用の ひまわりナッツ を生産するためのナッツ加工機器が導入された

88年には、町、農協職員によるひまわり関連商品開発のプロジェクトチームが結成さ

れ、商工会でも「地域小規模事業活性化推進事業」(むらおこし事業)が推進された。

また、1990～92年の3年間、帯広畜産大学や北海道東海大学、札幌の民間企業等、

そして、町で「ひまわり高度利用検討委員会」を組織し、産・官・学の協働によるひ

まわり関連の商品開発が行われ、入浴剤、ドリンク、ひまわりウーロン茶等の研究成

果が発表されている。

更に、1990年に町が農協婦人部の要請を受けて、農業近代化施設整備事業(国庫補

助事業)の一環として農業加工実習センターを建設したことで、ひまわり関連の商品

開発を含む農協女性部の活動は一気に活気づいた。

、 、 、 、 、 、その結果 ひまわり関連の商品開発は着実に前進し 食品では 現在 油 ナッツ

お菓子、チョコレート、はちみつ、お茶、ラーメン、アイスクリーム、ワインなど20

品目を越えるまでに至っている。

図２　ひまわりの作付け面積
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、 、 。 、また ひまわり関連の商品開発は食品だけではなく 多岐にわたっている 例えば

町のシンボルである「ひまわり」や「竜」などの動植物、乗り物、建物等を木の部品

を組み合わせて作る遊戯具の一種である「手作り組み木細工」は、商工会の地域事業

活性化振興支援事業の成果であり、1990年に中小企業庁長官賞を受賞するほどの高い

評価を得、特許も取得している。その他、ひまわりの図柄が描かれた衣料品やひまわ

りの種子を利用したブローチ、髪どめ等の商品も数多く開発されている。

その他、1989年には、ひまわり油の絞りカスを利用したひまわり有機肥料(ひまわ

り有機、ひまわりヘルシー)も開発され、有機栽培米に施用されている。

③地場の食品加工、ひまわり工房の展開③地場の食品加工、ひまわり工房の展開③地場の食品加工、ひまわり工房の展開③地場の食品加工、ひまわり工房の展開

ひまわり関連の商品開発は、それらを生産していく場が必要になってくるが、農業

加工実習センターがその役目を担った。また、そう多くはないが地域の商工業者の新

。 、 、規事業も創出した また ひまわり組み木細工を取り扱うひまわり工房もオープンし

ひまわり関連の商品開発に拍車をかけた。

④ひまわりの里によるひまわり観光④ひまわりの里によるひまわり観光④ひまわりの里によるひまわり観光④ひまわりの里によるひまわり観光

全町あげてのひまわり作付け運動は、次第に町外の人にも関心を持たれるようにな

り、ひまわり観光として一躍脚光を浴びることになった。この点で非常に大きな意味

を持ったのは、1989年の「ひまわりの里」の造成であった。これは、国道275号線沿

いの国営農地開発事業が施行された際、高齢化や健康上の理由で約4haの農地所有者

が町・農協に管理を依頼してきたことがその発端となった。町では、徐々に増加しつ

つあった観光客に対して、ひまわり畑を固定化する必要を感じていたため、それらの

土地をひまわり畑に利用するために借用することにした。

その年の5月1日に、農協青年部を中心に、商工会青年部、役場、農協、商工会の職

員がトラクター10数台で、耕耘、整地をし、施肥、播種を行った。その後のひまわり

畑の草取りは、全町に呼びかけてボランティアを募ったり、約200人の老人クラブの

メンバーにも依頼するなどして随時行った。

当初、ひまわりの里の農地は、もともと原野で肥沃ではなかったことから、土壌改

良が必要であった。その対策として、暗渠排水(かんがい)事業で出る泥炭を投入され

ることになったが、泥炭には木の切り株、大きな石等が混入していたため、その除去

作業に大きなエネルギーを割いた。現在では、ひまわりの開花後、チョッパーで切り

倒して畑に鋤こんでいる。併せて、毎年、町内のたい肥生産組合から10a当たり2tの

たい肥を購入し、畑に投入している。更に、ひまわりの里は、緩やかな傾斜地である

ため、春先に表土が流出される被害をもたらすが、その対策として、秋小麦の作付け

を行って、その藁を畑に鋤こんでいる。

ひまわりの里のひまわり作付面積は、1989年に6haでスタートし、1998年は13ha、

2000年には14.51haへと拡大された。ひまわりの里が造成される以前は、農家の屋敷

内など、町内のあちこちに散在していた6ha分を含む10haを越える規模で一個所に集

中して栽培された。そして、敷地内には、ひまわりの迷路が造られたり、駐車場、ト

イレ、展望台、案内所等の施設整備がなされた結果、観光客に好評を博し、1989年か
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ら90年にかけて入り込み客数が急増した。具体的なひまわり観光客(ひまわりの里造

成後はひまわりの里入り込み客数)の推移としては、1987年、88年は約3,000人であっ

たのに対し、ひまわりの里が造成された89年には約3万5,000人、翌90年には一挙に約

13万5,000人へと急増している。以後、94年には21万5,000人を超え、2000年には約26

万5,000人を数えている。(ひまわりの里の入り込み客数は「図3」のとおり)。

また、1997年には、町のひまわり観光プラザ整備事業によって、ひまわりの里の敷

地内に延床面積1,254.31㎡の北竜町ひまわり観光センターが建設された。7月中旬か

ら8月末日までのオンシーズン期間中には、売店が建ち並び、休憩所として利用され

る他、雨天時の対策として非常に重要な役割を担っている。また、オフシーズンは、

スポーツグランド等として利用されている。期間中は、ひまわり迷路(料金300円)、

特産品の販売、周遊ひまわり号(料金500円でひまわりの里一周)、無料自転車貸し出

しが常時行われている。2000年には、7月15日売店組合オープン式、同22日ひまわり

の里オープン式、8月3日ひまわりフラワーフェスタ(YOSAKOI、カラオケ大会、ビール

パーティ、お楽しみ抽選会、花火大会)、同5～6日はひまわりまつりとなっている。

このような町、農協を中心とした取り組みの結果、ひまわり観光産業が発展したと

ともに、北竜町に訪れる観光客数が著しく増加しているのである。

(4)サンフラワーパークの整備(4)サンフラワーパークの整備(4)サンフラワーパークの整備(4)サンフラワーパークの整備

以上のように、ひまわりの里の造

成、整備によって、多くの観光客が

北竜町へ訪れるようになったが、ひ

まわりの開花期間は、7月中旬から8

月下旬のほぼ1ヶ月半の期間だけで

あり、それ以外の期間をどうするか

が次の課題となっていった。

町は、その対策として、今や北竜

町のシンボルとなったひまわりを中

図３　ひまわりの里入り込み客数
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心に据えて、農業と観光とが一体となった通年型の滞在リゾートをめざす「サンフラワ

ーパーク構想」を1990年に打ち出した。これは、温泉保養センター、飲食物産販売セン

ター、宿泊施設、農産物加工施設、ふれあい体験農園、地熱利用ハウス、公園など、町

内の施設整備を行い 「温泉保養、観光レクレーション、農業体験、都市住民との交流、

など通じて、農村における通年型の滞在リゾートを展望する」という構想である。具体

的にはサンフラワーパークは、道の駅、保養センター(北竜温泉)、サンフラワーパーク

センター(レストラン、物産館)、宿泊研修センター(ホテル)を含んでいる。その主な事

業費は、ふるさと創生資金、地域づくり事業債などの国庫補助等によって賄われるとい

うものである。

この構想が固まって間もない1992年にサンフラワーパークが建設され、まず、温泉と

物産館が開業し、続いて、94年にサンフラワーパークホテルが開設されている。1999年

現在の入り込み客数は、前者は17万人台、後者は1万1,000人台を確保している。(サン

フラワーパークのホテル、温泉の入り込み客数は「図4 「図5」のとおり)」、

(5)ひまわりまつりとその他のイベント(5)ひまわりまつりとその他のイベント(5)ひまわりまつりとその他のイベント(5)ひまわりまつりとその他のイベント

以上のように、北竜町では、ひまわりの里の造成から始まって、サンフラワーパーク

構想に基づく諸施設を整備してきた。それと並行して、各種のイベントにも取り組み、

都市住民、他地区の住民との交流を図ってきた。その中でも最も重要な役割を果たして

きたのが「ひまわりまつり」であった。

図４　サンフラワーパークホテル入り込み客数
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ひまわりまつりは、1987年に北竜町におけるいくつかの祭りを整理統合し、ひまわり

を中心に据え、各種のイベントを組み合わせた独創的な祭りである。

ひまわりまつりは、町、農協、商工会、観光協会、土地改良区、建設業協会などの町

内の団体が拠出金を出し、ひまわりまつり実行委員会が組織されており、この実行委員

会が実行計画を練り、運営にあたっている。本州の神社のような氏子中心の運営とは大

きく異なり、住民主体によるこの祭りは、全町をあげた一大イベントとして位置づけら

れている。祭りの開催日程は毎年8月の第1土・日曜日に決められている。

2000年は8月5～6日に開催され、世界のひまわり中学生ガイド(北竜中の生徒諸君が植

え付けしている世界のひまわりを案内)、特産品の販売、特産米まつり(もちつき、もち

まき)、YOSAKOIソーランジュニア大会などが実施された。近年では、テレビでも大きく

取り上げられ、北海道の夏の風物詩の一つとして知られるようになってきている。

３．地域産業の発展と住民諸組織３．地域産業の発展と住民諸組織３．地域産業の発展と住民諸組織３．地域産業の発展と住民諸組織

北竜町のひまわりを中心としたまちづくりにおいて、農協や営農集団が果たした役割は

非常に大きい。北竜町が依然として農業主体の町であることからすれば、当然であるかも

しれない。しかし、北竜町の場合、他地域に比較して特に、それらのリーダーシップの大

きさが目立つのである。その要因の一つは、各地区にまんべんなく組織され、地域農業を

、 、 、担ってきた営農集団の存在 そして 適切な指導で発展させてきた地域の指導的な農業者

農協における指導層のリーダーシップの存在であると思われる。

例えば、農協婦人部によって始まった「ひまわり1戸1アール運動」を全町的な取り組み

に展開するにあたっては、営農集団がひまわり用播種機や刈り取り用コンバイン等を積極

的に導入したことが成功に導いたのである。

また、ひまわりに対する取り組みで最も重要な役割を演じたのは、農協婦人部(現女性

部)の活動であり 「農協婦人部なければ北竜町のひまわり無し」と言っても過言ではな、

い。農協婦人部は、農産物の自給の向上と美しい景観づくりをめざし 「ひまわり1戸1ア、

ール運動」や各種ひまわり関連商品の開発等の活動を行うなど、ひまわりを中心としたま

ちづくりにおいて重要な役割を担った。

1988年には農協婦人部による農産物の付加価値化に向けた活動の取り組みが評価され、

北海道の「産業貢献賞」を受賞し、また、1991年に開催された全道農協婦人部大会で「最

優秀賞」を受賞するに至った。更に1994年には、美しい日本の村景観コンテストで「全国

農協中央会賞」を受賞するなど、多くの賞賛を得るに至った。

、 。 、農協婦人部自体も ひまわりへの取り組みを通じて大きく成長した どちらかといえば

身近な問題である野菜等の農産物の自給運動から、有機・低農薬栽培への取り組みへ発展

していき、1987年に取りかかった自家野菜・有機低農薬栽培は、1992年には、その自家野

菜を直売する活動に取り組み、更に1994年には、札幌グリーンショップの開設(有機・低

農薬野菜の販売)へと発展していった。
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４．地域産業の発展と地方自治体４．地域産業の発展と地方自治体４．地域産業の発展と地方自治体４．地域産業の発展と地方自治体

(1)農業支援事業(1)農業支援事業(1)農業支援事業(1)農業支援事業

北竜町の基幹産業である農業を活性化させるために、様々な農業支援事業が推進され

ている。

現在、行われている支援事業は、①認定農家の支援指導、②婦人農業者の地位と役割

の強化指導、③営農支援事業、④農地流動化対策、⑤担い手対策の支援などである。や

はり、北竜町の営農集団を中心とした活動を財政的に支援していく上で、行政の果たし

てきた役割は大きい。

北竜町では、最近特に、農業委員会内に「北竜町農業担い手対策室」を設置して、後

継者対策、新規就農者対策に力を入れている。具体的には、①農業後継者対策(ひまわ

りバンク基金－ジュニア農業体験学習助成事業、地域後継者養成事業、就農奨励金支給

、 、 、 、事業 農業経営者若返り事業など) ②新規就農対策(営農指導の助成 住宅入居助成金

奨励金、経営安定自立安定補助金、利子補給など)、③農業体験実習受け入れ(7～8月独

、 。身女性を対象) ④移動村づくり北竜の会(北海道農業自立推進協議会主催)などである

(2)ひまわり関連事業(2)ひまわり関連事業(2)ひまわり関連事業(2)ひまわり関連事業

ひまわり関係では、町の企画財政課にひまわり観光係を設け、ひまわりの里周辺の整

備やサンフラワーパーク及び周辺の整備事業を推進するとともに、ひまわりまつりなど

のイベント運営おいても大きな役割を担っており、様々な地域づくり活動をサポートし

ている。また、町の産業課内にも、商工ひまわり観光係を設け、農産物加工関連施設、

ひまわり工房などに対して、事業企画や費用面、広報などの支援を行っている。また、

それらに携わる町職員は 「北竜町特産品販売協議会」の構成メンバーとして、協議会、

の運営に深く関わっており、様々な地域づくり活動と連携した支援を行ってきた。

５．まとめ５．まとめ５．まとめ５．まとめ

北竜町がひまわりの栽培に取り組むようになる直接の契機は、農協のYさんの欧州研修

視察であったが、ひまわりを中心としたまちづくりが全町あげての取り組みに成長した背

景として、各集落ごとに形成された営農集団や農協のリーダー層、婦人部(現女性部)、青

年部などが果たした役割が大きい。

そのように、農業者のまとまりなどによる「核となる力」が、1戸1アール運動を成功に

導き、ひまわりを中心としたまちづくりが北竜町全体に広がる原動力となっていったので

ある。そして、北竜町らしさを求めるという意味で思いを共有する商工業者、行政等がそ

れらの活動を包み込んでいったのである。

ひまわりを中心とした特色あるまちづくりに取り組むことによって、北竜町は、どこに

でもある「幹線道路沿いの通過するだけの町」から、年間約25万人もの人々が訪れ、夏の

空知の風物詩の一つに数えられるような「マチ」に変身することができたのである。
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幌加内町幌加内町幌加内町幌加内町

「過疎のあだ花・そば」を逆手にとった町興し「過疎のあだ花・そば」を逆手にとった町興し「過疎のあだ花・そば」を逆手にとった町興し「過疎のあだ花・そば」を逆手にとった町興し

稲作の北限地帯での国の減反政策はことさら厳しく、出稼ぎにも依存せざるを得ない

中で選択されたのが、休耕田にそばを作付けすることだった。

決して積極的な選択ではなかったそば作りを地域資源として活用し、地域の活性化に

つなげていこうとする「自主独立の精神」と、昨今のヘルシーブームの到来で、そばに

よる町興しに拍車がかかり、現在、そばが町の代名詞となった。そして、そばの花咲く

夏場には「新そば祭り」で町が盛り上がっている。

１．地域・地域産業の展開過程１．地域・地域産業の展開過程１．地域・地域産業の展開過程１．地域・地域産業の展開過程

「過疎のあだ花2,000ha 。10年ほど前、マスコミが、そばの花が一面に咲き乱れる幌」

加内町に贈った不名誉な称号である。そばはタデ科の一年草で、その実をひいてヌードル

状にして食する我が国伝来の食品であるが、玄そば価格の安さもあり、その90％余を輸入

に頼っている。生育期間が90日程と短く、播種後にほとんど管理を要しないなど農業の粗

放化には打ってつけの作物で、幌加内町では、そばの作付け増加が、出稼ぎの広範化、農

業の粗放化、活力の低下などに伴って同時並行的に進行してきた 「そばが増えれば地域。

農業が駄目になる」と言われた所以である。しかし、幌加内町ではその「あだ花」を逆手

にとり、町興しの起爆剤としたのである。

(1)地域の特徴と稲作への加速度的傾斜(1)地域の特徴と稲作への加速度的傾斜(1)地域の特徴と稲作への加速度的傾斜(1)地域の特徴と稲作への加速度的傾斜

幌加内町は空知支庁の最北端に位置し、東西24km、南北63km、総面積767km の南北に2

極めて長い町で、北部に北海道大学の演習林や観光地として売り出し中の朱鞠内(しゅ

。 、まりない)湖(北海道電力の貯水ダム)がある 四囲を天塩山系など急峻な山々に囲まれ

ほぼ中央を石狩川支流の雨竜川が貫通する。その両岸に起伏の多い耕地が広がるという

山間地的な町で、耕地率はわずかに6％弱に過ぎない。標高は幌加内市街地で155.6m、

北部の朱鞠内で250m、母子里(もしり)で287mにも達する。

「寒冷多雪の町」で冬季－30℃を下回ることもしばしばで、積算温度は2,000℃前後

と低く、反対に降水量は1,800mmにも達する。降雪期間は11月初旬から3月、平均積雪量

は2.5m前後、融雪終了は4月末にまで及ぶ。稲作地帯としては限界地的な性格を持ち、

むしろ畑作や酪農に適した町といえる。

幌加内町に開墾の鍬がおろされたのは1870年代で、雨竜川沿いに開拓は進められてい

った。1910年代後半期には人口も4,600人強、805戸に達し、1918年には戸長役場が設置

され、1923年には2級村、1946年には普通村(1959年町に昇格)となっている。町の基幹

、 、 、 、産業は農業で 就業人口中の農業就業者数は1955年で3,963人 67％ 1965年で2,394人
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59％を占めていた。他に、林業、鉱工業、商業、サービス業などがあったが、それらの

就業者数は多くても400人台、数％程度でしかない。また、産業別生産所得も、1965年

で農業54.8％と圧倒的割合を占め、第二次産業は10.7％、第三次産業は2.5％を占める

過ぎなかった。

町農業は第二次世界大戦以前、馬鈴薯＝でんぷんを主作物に、水稲、燕麦、薄荷(ハ

ッカ)などが加わるという構成であった。戦後、米穀増産政策が強力に展開される中で

開田化が急速に進み、1960年代に入り、稲作が圧倒的な首座につく。もちろん、それが

地域の土地改良や水利事業を担う土地改良区の機構整備や各種かんがい排水事業の展開

に支えられていたことはいうまでもない。1963年、各地域ごとに組織されていた土地改

良組合が「幌加内町土地改良区」として統合され、翌64年には「幌加内地区国営かんが

い排水事業」が本格化した。67年には豊富内ダムの改修工事が竣工し、水稲面積は69年

に2,125haに達している。稲作への加速度的な傾斜は、農民の「米を作りたい」との執

念・情熱に支えられ、一方では厳しい気候・土地条件との闘い(1950～67年まで大小10

回の冷害・水害・風害などに見舞われた)を通じて、他方では開田・土地改良への莫大

な投資＝借入金の累積増を通じて実現されたのである。こうした中で、70年に開始され

た米の「生産調整政策」(以下「減反」政策という)は晴天の霹靂であった。

(2)「減反」政策の展開と「休耕＋出稼ぎ」型の対応(2)「減反」政策の展開と「休耕＋出稼ぎ」型の対応(2)「減反」政策の展開と「休耕＋出稼ぎ」型の対応(2)「減反」政策の展開と「休耕＋出稼ぎ」型の対応

1970年に始まった「減反」政策は当初、莫大な過剰米を処理する期間だけの緊急避難

的措置といわれていたこともあり 「単純休耕」＋他市町村の土建業などへの就業とい、

う対応形態が大勢を占め、転作面積は1970年556ha(水田面積の26.1％)、1972年1,237ha

(58.1％)にも及んだ。特に、条件の厳しかった町内北部の添牛内・政和地域では全面休

耕し、出稼ぎなどで対応する農家も多かった。

しかし、何年も単純休耕を続け耕地を荒廃させるわけにはいかない。また 「減反」、

政策が長期化する中で、単純休耕分は転作としてカウントしないとの農水省の方針も出

された。稲作に代わる土地利用型の作目、しかも土建業などの兼業と両立できる省力的

な作目を探さなければならなかった。こうした中で、土壌条件・気候条件から着目され

たのがそばである。そばの自給率が10％未

満と極端に低かったことも、その要因の一

つになった。そばへの取り組みは1973年に

始まり、当初、作付面積は38haであった。

「全休全転作 、すなわち一部の農家の全」

水田をそばに転作するとの町の方針も出さ

れたこともあって、そば作付けは急増して

いった。畑地への作付けも加わり、そば作

付面積は75年に100ha、1980年に300ha、そ

して86年には1,000haを超え、稲作を凌ぐ面

積となった。(詳細は「表1-1」のとおり)
そば畑
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しかし、そばに特化し、作付面積で日本一となったものの、それは地域農業、地域社

会の発展を意味するものではなかった。離農が多発し、出稼ぎも恒常化し、地域の活力

は次第に失われていった。1970年に637戸(うち専業農家277戸)あった農家は1990年には

270戸(同103戸)、1998年には216戸(同83戸)に減少し、農業就業者も1,300人台から今や

500人を割り込み 「高齢跡継ぎ無し」農家も激増してきた。、

また、莫大なそば転作に伴って、稲作に必要とされた賦課金の徴収が困難となり、土

地改良区の負債は膨らみ、また無理な貸付や不作が続いたことなどにより、幌加内町農

業協同組合(以下「JA幌加内」と略す)の負債も激増し、1980年代半ばには両者で60億円

の「不良負債」を抱え、土地改良区・JA幌加内は倒産寸前の状態に陥った。以来、幌加

内町の全面的バックアップの下に土地改良区・JA幌加内の再建が進められて、1990年代

初頭にようやく負債を解消するに至ったのである。

(単位：ha)表1-1 そば作付面積などの推移表1-1 そば作付面積などの推移表1-1 そば作付面積などの推移表1-1 そば作付面積などの推移

年 計 稲作 転作 そば(内転作) 普通畑 飼料作物

1970 － 1,569 556

1980 － 805 1,227 130

1985 3,463 792 1,290 763( 550) 387 1,521

1990 3,794 703 1,354 1,859( 973) 293 939

1995 4,242 784 1,261 1,800( 916) 520 1,138

1996 4,016 745 1,299 2,210(1,008) 252 809

1997 3,987 746 1,297 2,251(1,038) 224 766

1998 3,977 661 1,381 2,340(1,070) 233 743

1999 4,094 589 1,451 2,246(1,196) 265 814

2000 3,976 554 1,485 2,358(1,186) 254 810

資料：JAきたそらち幌加内支所資料。

この頃まで、そばへの特化は町内で余り積極的にとえられていたとは言い難い。当時

の諸調査報告(幌加内町やJA幌加内などとの密接な連携の下に行われた北海道開発局札

『 』 、 『 』幌開発建設部 幌加内農業の再構築に向けて 1998年 同 幌加内農業の再構築の方法

1999年)によれば、むしろそば過作から脱して、野菜などの集約的作物導入による農業

再構築の方向がめざされていた。しかし、集約的作物はほとんど定着せず、そばへの特

化はその後も続き、1996年には2,000haを超え、今や2,400ha前後の作付けとなっている

のである。

(3)JAによる共同販売の展開(3)JAによる共同販売の展開(3)JAによる共同販売の展開(3)JAによる共同販売の展開

積極的に捉えられずにいたとはいえ、そばの乾燥・調整、出荷・販売を個々の農家に

任せていたのでは、地域農業・地域社会発展の展望は開けない。何とかJA共販、一元集

荷・有利販売の道を開かなければならない。こうした思いでまず取り組んだのはJAでの
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共同乾燥・共同販売である 「減反」で遊休化したライスセンターをそば乾燥用に改造。

し 1984年 最寒(さいかん)そば として7,000俵程を試行的に販売した その後 1986、 「 」 。 、

年にはJA内に全そば生産者182戸の参加の下で「そば部会」が結成され、生産技術の向

上や一元集荷、食味・風味の向上、そして大規模機械化へ向けての農家の体制も整った

こともあり、JA共同乾燥・共同販売は本格化していった。

JAは、1990年に2,600万円弱(うち町の補助金1,700万円)を投下し、乾燥調整施設を増

設している。更に、2000年には幌加内町が事業実施主体、JAきたそらちが管理主体にな

り「新山村振興等農林漁業特別対策事業」(国庫補助率50％)を導入し、事業費11億円余

を投入し「幌加内町そば乾燥施設－そば日本一の館」を建設している。

その受益面積は2,600ha、期間処理量は4,380t(45kg詰で10万俵弱)と幌加内町の全そば

をカバーしても余りがある。また、1999年にはこれまで廃棄していたB級品の価値を高

めようとB級品用の集出荷施設を建設し、翌2000年には産業廃棄物にしかならなかった

そば殻の有効利用の方途を探る研究を北海道大学農学部との共同で開始している。

「そば部会」は1988年、付加価値をつけた加工品の開発に着手し、旭川市の製麺業者

と協力し「5・5そば」(商標登録)を開発した。当初、そのほとんどが農家還元用であっ

たが、美味しいとの評判を呼んで、次第に注文も入るようになった。注文にはJAが対応

していたが、1998年に100％JAの出資会社「有限会社ハード」を設立し、専任の職員を

置いて販売対応にあたり、更なる商品開発や販路開拓に取り組んでいる。

こうした努力の結果 「幌加内そば」のブランドが次第に確立し、今や国産そばのプラ、

イス・リーダーとなっている。(詳細は「表1-2」のとおり)

確かに近年 WTO体制の下 輸入圧力が特段に高まり 1万円前後と往年の単価(1.4～1.6、 、 、

万円)を大きく割り込み、また生産の全道各地への波及の中で生産量シェアも低下して

きているとはいえ 「幌加内そば」のブランド、プライス・リーダーとしての地位は揺、

らいでいない。そば屋の中に「幌加内ソバ」を売り物にしている所も現れ出している程

である。

()うちは全道シェア表1-2 そばの生産量・販売額などの推移表1-2 そばの生産量・販売額などの推移表1-2 そばの生産量・販売額などの推移表1-2 そばの生産量・販売額などの推移

年度 生 産 量 反 収 販売額 単 価

俵(45kg詰) 俵(45kg詰) (万円) (円/俵)

1973 491( 0.3) 1.29 327 6,657

1980 4,264( 7.8) 1.20 7,338 17,193

1985 12,973(28.2) 1.70 15,088 11,630

1990 39,422(27.6) 2.12 41,590 10,560

1995 47,502(23.0) 2.63 61,030 12,847

1996 62,662(24.8) 2.83 60,057 9,584

1997 57,000(25.5) 2.53 56,053 9,833

1998 67,080(25.6) 2.87 70,272 10,476

1999 57,062(24.6) 2.35 66,298 11,618

資料：幌加内町役場資料。
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２．地域産業の発展と地方自治体・住民諸組織２．地域産業の発展と地方自治体・住民諸組織２．地域産業の発展と地方自治体・住民諸組織２．地域産業の発展と地方自治体・住民諸組織

(1)幌加内町によるそば関連支援策の展開(1)幌加内町によるそば関連支援策の展開(1)幌加内町によるそば関連支援策の展開(1)幌加内町によるそば関連支援策の展開

新聞などで「過疎のあだ花」などと叩かれ、町民・農民の間で「これ以上そばが増え

たら農業が駄目になる」などと囁かれていたにしても、これだけ増えたそばを、町とし

てただ黙って見過ごしておくわけにはいかない。また 「これ以上、農家にただ頑張れ、

とだけ言って済ましているわけにはいかない。町としも何かをしなければならない」と

いう雰囲気も役場内に次第に醸成されていった。(詳細は「表2-1」のとおり)

表2-1 そば関連の主要な経緯表2-1 そば関連の主要な経緯表2-1 そば関連の主要な経緯表2-1 そば関連の主要な経緯
年度 事 項
1970 米の「減反」政策開始
1973 そばの取り組み開始
1980 そば作付面積日本一
1984 JAで玄そばを乾燥調整し「最寒そば」として販売
1986 JAに「そば部会」設立
1988 JA「そば部会」付加価値加工品の研究開始
1989 町「農産加工研究センター」設立、ふれあいの里「まどか」建設
1990 JAのそば乾燥施設増設
1991 町「幌加内町農業研究センター」設置
1994 「幌加内そばうたん会」結成 「幌加内町そば祭り実行委員会」発足、

「第1回新そば祭り」開催
1998 JA「有限会社ハード」設立
1999 「幌加内町そば活性化協議会」設立 「幌加内そば道場」開設、

「幌加内町山村等活性化ビジョン」策定(「そばの館」構想)
2000 「そばの館」建設、PRビデオ「真夏の白いじゅうたん」作成

そばガラの有効活用事業開始
資料： 幌加内町そば活性化協議会」資料。「

町がまず最初に手がけたのは「幌加内町農産加工総合研究センター」の設置である。

同センターはそばの高付加価値商品の開発を主な目的として、町営の施設として1989年

に設立された。その後、1994年に製麺工場を建設したのを機に、第三セクター「ほろか

」 、「 」、「 」、ない振興公社 (町・JA・町商工会の出資)に移行し 半生そば(たれ付) 干しそば

「半生雪笹 「干し雪笹」などのそば製品の製造・販売を行っている。販売高は1994」、

年の7,168万円から1998年には9,536万円、1999年には1億円強と順調に伸び、年々1,500

～4,000万円ほど町が負担していた管理委託料もここ数年支払わずに済んでいる。

1991年、土壌診断とそばの高付加価値化をめざして 「幌加内町農業研究センター」、

が専任職員1名、パート数名を置き、町産業課の1セクションとして設立されたことも見

落とせない。センターの研究の中から、新たな品種「幌系3号」(仮称)などが生まれ、

また元来連作障害を起こすはずのそばがなぜ幌加内町では連作障害を起こさないかの要

因が解明されつつある。センター研究員は「2mを超す積雪が4月に一気に融解すること

によって土壌洗浄効果を発揮することが、その要因と考えられる」という。

100％の論証はないにしても 「寒冷多雪」と言う極めて不利な条件が、幌加内町を「そ、

ばの里」に成長させる大きな要因だったのである。なお、農業研究センターは2001年、
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新庁舎に移転し、名称も「幌加内町農業技術センター」と改まり、近々農業改良普及員

OBを迎え入れる予定になっているなど、更に充実されつつある。

また、1989年、廃校になった朱鞠内地区の校舎を、国の「高齢者パイロット事業」を

導入して改装し、そば打ち体験のできる「ふれあいの家－まどか」をオープンした。そ

ば打ち体験の講師には、導入した事業の性格上、高齢者があたり、今では町外を中心に

年間1,700人程度がそば打ち体験に訪れている。2000年に、より活動し易くしようと町

・個人の出資で第三セクター「朱鞠内観光振興公社」が設立されたので、そこに「まど

か」の運営を委ねている。

更に、町は乾燥調整施設増設に1,700万円の補助をし 「幌加内町そば乾燥施設－そ、

ば日本一の館 「B級品集出荷施設」の建設を行ってきたことは先述のとおりである。」

、 、このように 増え続けるそばに政策が後追いしてきたという面もないわけではないが

町は1990年頃より各種支援策を積極的・継続的に展開してきたのである 「過疎のあだ。

花」と揶揄され 「これ以上そばが増えたら地域農業は駄目になる」と“そば退治”的、

な雰囲気が町内に漂う中で、各種支援策を継続的に展開するには、町当局の相当の英断

が必要だったことは想像に難くない。

そして、1999年度には「幌加内町山村等活性化ビジョン」を策定し、農水省の「新山

村振興等農林漁業特別対策事業」(事業年度1999～2003年度)の補助を得て、そば関連諸

施設の整備を進め、また、2000年には農水省の「中山間地域活性化推進事業」を利用し

てPRビデオ「真夏の白いじゅうたん－そばの郷 幌加内」を作成している。これらは、

そばを地域興しの一つの核にすることを明確に宣言したものと言ってよい。

(2)「そばうたん会」の結成と諸活動(2)「そばうたん会」の結成と諸活動(2)「そばうたん会」の結成と諸活動(2)「そばうたん会」の結成と諸活動

町による各種施策の展開もあって、1990年代に入ると町内には「これだけ増えたのな

ら利用しよう」との気運が徐々に盛り上がり、そばを核とした地域興しの動きも出てき

た。

その気運の醸成に大きく寄与したのは、元幌加内町土地改良区職員のA氏である。A氏

は1990年頃「そば活性化構想」を練り上げ、各方面への働きかけを強めていった。多分

に、負債30億円を抱えて土地改良区の運営が行き詰まり、町をはじめ多くの町民に助け

られながら苦境を脱したという苦い経験がその活力源になっていたものと想定される。

「そばを核に地域興しを！」の動きの先陣を切ったのは1994年の「幌加内そばうたん

会」の結成である。うたん会の前身は、1980年代中頃、町内の役場職員、警察官、歯科

、 、 、 。医師 郵便局員 獣医師 農協職員などが自らそばを打ち楽しもうと集ったものである

途中、山梨県のそば屋「翁」にそば打ち修行に出かけたりしながら腕を磨き、11名でス

タートした。うたん会は「日本一の『幌加内そば』を自ら打ち食べて、その美味しさを

味わうとともに、手打ちそばを広め 『幌加内そば文化』の進展を図る」ことを目的に、

謳っている。爾来、月2回の例会を開催し、町内外でのそば打ち講習会への協力、イベ

ントなどでのそば店出店、そば活性化事業への協力、そばオーナー制度への協力など実

に多彩な活動を行っている。(詳細は「表2-2」のとおり)



- 103 -

また、そば打ちの段位認定も行っている。

折からの そば・ブーム にも乗り 会員は次第に増え 現在41名(町内28名 町外13「 」 、 、 、

名)の会員を擁するまでになってきている。

表2-2 幌加内そばうたん会の活動日誌(2000年)表2-2 幌加内そばうたん会の活動日誌(2000年)表2-2 幌加内そばうたん会の活動日誌(2000年)表2-2 幌加内そばうたん会の活動日誌(2000年)
月日 活 動 内 容
1.31 高橋邦弘氏のソバ講習会
3. 4 山梨県のそば屋「翁」視察研修
8 朱鞠内ソバ講習会
10 幌加内そば活性化協議会の「そば談義」に参加
11 旭川ふるさと会でソバ講習会

4.12 幌加内そば活性化協議会の講演会に参加
5.28 塚本「そば処ふれあい」オープンツアー(8名参加)
6.22 旭川地そば愛好会の「玄」幌加内そばに親しむ会に参加
7.12 北海道職員フレッシュセミナーでソバ打ち体験指導
16 町内のパークゴルフ大会でソバ出し

8. 6 ソバの花鑑賞会
11 旭川3・6祭りに出店(11～13日)
26 沼田夜高あんどん祭りに出店(26～27日)

9. 2 北海道素人そば打ち名人大会に参加(2段1名、初段2名獲得)
幌加内新そば祭りに出店(2～3日)

10. 8 沼田ほろしん温泉紅葉祭りに出店
25 北竜町老人ホームでソバ出し協力

沼田高校開放講座ソバ教室指導(25日、30日、11月８日)
12. 2 「伊達翁」ツアー(16名参加)

8 沼田町そば愛好会発会式に参加
16 政和地区公民館でソバ打ち教室
18 幌加内公民館でソバ打ち教室(18～19日)
28 オーナーソバ発送協力

資料： 幌加内そばうたん会」資料。「

この動きに刺激されてか、同種の会が続

々と結成されてきている。今日、上幌加内

自治区の「そば処北最寒 、沼牛自治区の」

「そば処ぬまうし庵 、親煙(しんえん)自」

治区の「親煙ソバクラブ 、平和自治区の」

「平和そば倶楽部」や町内有志の「幌加内

そばたべん会 「ふれあいそば愛好会 「そ」 」

ばソフト研究会 、更に、郵便局員の「郵」

メイトそばクラブ 、街場の婦人の「一味」

苦楽部 、JA婦人部の「そばっこ倶楽部 、」 」

高校生の「そば研究班」など、十指に余る会が活動している。

手打ちそば教室
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(3)「幌加内町そば祭り実行委員会」と「幌加内町新そば祭り」の開催(3)「幌加内町そば祭り実行委員会」と「幌加内町新そば祭り」の開催(3)「幌加内町そば祭り実行委員会」と「幌加内町新そば祭り」の開催(3)「幌加内町そば祭り実行委員会」と「幌加内町新そば祭り」の開催

1994年の「幌加内そばうたん会」の誕生と時を同じくして 「幌加内町そば祭り実行、

委員会」が町内有志によって結成され、そばの花咲く7月に「第1回幌加内新そば祭り」

が開催されている。

同実行委員会の結成は、そば耕作者で町議会議員でもあるK氏の呼びかけによるもの

である。K氏は、そばによる町興しを行っていた市町村が集まる「全国麺類文化地域間

交流推進協議会」の催しに出かけ 「幌加内でもそばによる町興しをやろう」と決意し、

て帰ってきた。以来、各方面、特にそば生産者に働きかけ、賛同者を募っていった。当

時、町議会の雰囲気は未だ「そばを核とした町興し」の方向には傾いておらず、むしろ

「そば退治」の雰囲気が色濃く残っていたと言われるから、その苦労が並大抵でなかっ

たことは想像に難くない。

、 、呼びかけに応じた農家やその他有志を中心に 各人が仕事を分担しながら準備を進め

事務局をJAが担当した。町は「町が前面に出れば、住民の主体性が薄れてしまうことに

なりかねないので、町民中心でやった方がいい」と側面支援に回ることになった。そば

祭りの運営資金は町やJAの支援と、生産者の1俵当たり50円の拠出金で賄った。町内外

でチケットを販売し、歌手の伊藤多喜男を招き歌謡イベントを組み合わせ、5,000人程

の参加を得た。しかし、決算は350万円程の赤字となった。

赤字に終わったものの、実行委員会は「継続は力」と次年度も開催することを決め、

準備に取りかかった。幸い、第2回から4回には北海道観光協会の補助金(各年200～300

万円)を得、黒字の見通しがついた。次第に協力者やそば打ち店を出店する農事組合な

、 。 、ども増え 祭りは盛り上がっていった 第4回(1997年)から時期を新そばの出る8月末に

会場を政和地区から役場等のある幌加内地区に移し、今では恒例行事としてすっかり定

。 「 」着している 2000年の 新そば祭り

は農家やJA職員を中心に実行委員59

名、そば出店団体14(うち町内8、町

外6)を擁し、参加者は28,000人を超

すまでになった。参考までに町外の

出店者をあげておくと、北海道そば

研究会、札幌市長命庵、福島県山都

、 、 、町 福井県武生 茨城県そば愛好会

静岡県清水市女性部と多彩である。

町内で「そばを核とした町興し」

の気運を盛り上げ、また全国に「幌

加内そば」を発信する重要なイベントとして 「新そば祭り」の果たした役割は極めて、

大きいと言わなければならない。

(4)「幌加内町そば活性化協議会」の結成(4)「幌加内町そば活性化協議会」の結成(4)「幌加内町そば活性化協議会」の結成(4)「幌加内町そば活性化協議会」の結成

様々な試みが活発に展開される中で、それらを一元化し 「そばを核とした町興し」、

幌加内町新そば祭り



- 105 -

を強力に進めていこうとする気運が盛り上がってきた。こうした中で、そば関連の町内

、 、 「 」 。諸機関・団体 個人を結集し 1999年7月 幌加内町そば活性化協議会 が結成された

会員は町、JA、商工会、観光協会、農業改良普及所をはじめ、町内のほぼ全機関・団体

を網羅する27機関・団体と個人422名。総人口が2,300人弱であるから、個人会員はその

2割にも相当し、まさに町ぐるみの組織と言ってよい。また、この間、実に多くのそば

関連の諸団体が結成されてきたことが伺われよう。(詳細は「表2-3」のとおり)

会長をJAきたそらち幌加内地区担当理事、副会長を町商工会会長、町観光協会会長、町

助役、事務局長を先述の元幌加内町土地改良区職員のA氏が務め、そば関連諸団体が理

事に名を連ねている。

表2-3 「幌加内町そば活性化協議会」の関係活動団体など表2-3 「幌加内町そば活性化協議会」の関係活動団体など表2-3 「幌加内町そば活性化協議会」の関係活動団体など表2-3 「幌加内町そば活性化協議会」の関係活動団体など
《支援協力関係機関・団体》

幌加内町、JAきたそらち、幌加内町商工会、幌加内町観光協会
空知北部農業改良普及センター

《関係活動団体》
JAそば部会、幌加内町そば祭り実行委員会、ほろかない振興公社、
㈲ハード、幌加内そば研究加工場、幌加内そば道場、そば処北最寒、
幌加内そばたべん会、そば処ぬまうし庵、ふれあいそば愛好会、
親煙ソバクラブ、高校生そば研究会、郵メイトそばクラブ、
一味倶楽部、そばっこ倶楽部、平和そば倶楽部、そばソフト研究会、
JAきたそらち青年部、幌加内そばうたん会、そばオーナー制度会、
幌加内町そば付加価値研究会、片田舎

資料： 幌加内町そば活性化協議会」資料。「

同協議会は「全国一の生産量を誇るそば資源を活用して、そばの活性化を図るため、

町民の合意形成と関係機関・活動機関の連携を図り 『幌加内そば』を核にした事業展、

開」を図ること目的に謳っている 「地域の活性化はそば資源があってこそ成り立つ」。

の認識の下、各種行事に取り組んでいる。主な行事は、①「新そば祭り」への協力、②

「幌加内そば道場」段位審査会への協力、③「全国そば祭り」への出店、④活動団体代

「 」 、 「 」 、 、表者交流会 そば談義 の開催 ⑤そば情報誌 蕎心 の発行 ⑥ホームページの開設

⑦そばガラ有効活用事業の推進、などである。また、幌加内そばの一層のグレード・ア

ップをめざして、栽培技術の確立や品質管理の強化に取り組み、更にそばを中核に関連

産業や消費者までもを連携させた「そばクラスター」の構築をめざしている点は見落と

せない。

協議会の活動は始まったばかりで、まだまだこれからといった感も否めないが、ここ

に至って、町民一丸の「そばを核とした地域興し」が始動し始めたと言ってもいい。

３ 「そばを核とした町興し」の諸要因と成果３ 「そばを核とした町興し」の諸要因と成果３ 「そばを核とした町興し」の諸要因と成果３ 「そばを核とした町興し」の諸要因と成果．．．．

(1)「そばを核とした町興し」へ向かった諸要因(1)「そばを核とした町興し」へ向かった諸要因(1)「そばを核とした町興し」へ向かった諸要因(1)「そばを核とした町興し」へ向かった諸要因

幌加内町は今 「そばを核とした町興し」に向け離陸しようとしている 「過疎のあ、 。

だ花」と揶揄され 「これ以上そばが増えたら地域農業が駄目になる」と危惧されてい、
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た10年程前に比べたら隔世の感は否めない。何が地域を「たかが“そば 」から「され”

ど“そば 」に変え 「そばを核とした町興し」に向かわせたのであろうか。” 、

その要因の一つに、元幌加内町土地改良区職員のA氏とそば耕作者で町議会議員のK氏

の存在をあげなければならない。先述したように、A氏は早くも1990年頃「そば活性化

構想」を練り上げ、それまで否定的に捉えていたそばを町興しの起爆剤にしようとの提

案を行っている。確かにそれまで 「そばうたん会」の前身のように、一部町民の間に、

地域資源＝そばを楽しもうとする気運のあったのも事実である。しかし、同会の当初の

メンバー構成から伺われるように一部マニアの集まりで、A氏の働きかけがなかったな

ら、明確な目的を持った会の結成には至らなかったと察せられる。また、K氏の存在も

大きい。K氏の情熱がなかったら「新そば祭り」も実現できなかった公算は大きい。

A氏は「減反」による土地改良区の行き詰まりという苦境を、K氏は拡大するそば転作

の中での近隣農家の大量離農という辛酸を味わってきた。こうした中で、苦境に耐え得

る精神力が養われ 「夢のような農業構想」に身を託すのではなく、現実に与えられた、

状況－拡大するそば作－から出発し、それを地域資源として活用し、地域の活性化につ

なげていこうとする発想力が身について言ったものと推察される。要は中心となる、そ

れに情熱を注ぐ人を幌加内町は持っていたということである。

二つは、町が絶えず「側面」から支援してきたことである。それは1989年の「幌加内

農産加工総合研究センター」の設立に始まり、1991年の「幌加内農業研究センター」の

設立 「新そば祭り」への補助 「そば活性化協議会」の設立 「そばの館」の建設、そ、 、 、

してPRビデオの作成と切れ目なく、実に時宜を得て展開されてきた。先述したように、

「これ以上そばが増えたら地域農業が駄目になる」と言われていた時から支援を行って

きたことは特筆に値する。また 「町が前面に出れば、住民の主体性が薄れてしまうこ、

とになりかねないので、町民中心でやった方がいい」との姿勢を決して崩さず、絶えず

“黒子役”に徹し、町民(農民も含む)の自主性を育てるようにしてきた点は注目に値す

る 「農産加工研究センター」(現「ほろかない振興公社」)や「まどか」(現「朱鞠内。

観光振興公社」)の第三セクター化も“役所仕事”を脱し“町民活力”を導入したもの

として、その延長線上で考えてよい。幌加内町が徒に「官」主導に走らず「民」の活力

を極力引き出すように尽力してきたことが、今大きく花開きつつあるのである。

三つは、町もJAも事を決して急がなかったことである。町については上述したが、JA

も決して事を急がなかった。JAは集出荷施設の整備や共販体制の確立、加工品の開発な

どを徐々に手がけてきたが、その手法に強引さは見られない。そばに限らず、野菜作の

導入にあたっても、町や農協が一つの方向を示し、その方向への受容基盤が整わないう

ちに強引に引っ張るという姿勢はほとんど感じられない。そばが困った存在であったこ

と、そして町が人口2,000人台とコミュニケーションのとり易い規模であったことが幸

いしたのかもしれないが、ある政策を展開しようとする場合、まずじっくりと受容基盤

を育てていくことが成功への早道であることを、この事例は示唆しているのである。

四つは、他地域との交流を重ね、他地域の素晴らしさを学び、また自地域の良さ、至

。 「 」 「 」らなさを学んできたことである それは そばうたん会 の前身が長野県のそば屋 翁
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に研修に出かけたことに始まる。また「新そば祭り」も全国との交流から生まれたと言

っていい。その後 「そばうたん会」メンバーによる各地でのそば打ち実演 「まどか」、 、

や「新そば祭り 「そば道場」での交流、更に町外のそば購入者との意見交換など、様」

々に交流機会が用意されてきた。こうした交流を通じて 「困ったもののそば」が地域、

資源として見直され、意識されてくるのである。他地域との交流がなければ 「そばを、

核とした町興し」という発想も生まれてこなかったかもしれない “足を幌加内の大地。

に、目耳を広く全国・世界に”ということの重要性を幌加内町は教えてくれている。

最後に、1970年代前半期にそばに着目した先見の明を指摘しておきたい。当時、そば

は“消え去る作目”と思われていた。当時着目されていた作目は、単位当たり収益の高

い野菜・花卉や国際的「穀物需給の逼迫」の中で価格水準の引き上げられた小麦などで

あり 「転作」の多くはそれらに向かっていた。そばは何らの政策、特に価格政策の対、

象にはならなかった 「転作奨励金」を除けば、収益上決して有利な作目ではなかった。

のであり、そばに着目した所はほとんどなかった。確かに、後年、幌加内町が「寒冷多

雪」なるが故にそば作りに極めて適した地であったことが明らかとなり、また「そばブ

ーム」という追い風も吹いてくるが、当時そうした知識もなく、そばブームの気配すら

感じられなかった。誰が言いだしたのか、聞き取りの限りでは定かでないが、他地域を

後追い的に真似るのではなく、独自な作目に着目し、育ててきた点は特筆に値しよう。

確かにそばには、先述したように、否定的な面があったにしても “独自な道を切り開、

く”という自主独立の精神が町興しには何よりも必要なことを教えていよう。厳しい開

拓の歴史に裏打ちされた“自主独立の精神”が底流に流れていたからこそ 「過疎のあ、

だ花」と揶揄されても決して挫けることなく 「そばを核とした町興し」が町内で彷彿、

と湧き起こり、大きな流れになってきたのかもしれない。

(2)「そばを核とした町興し」の成果(2)「そばを核とした町興し」の成果(2)「そばを核とした町興し」の成果(2)「そばを核とした町興し」の成果

「そばを核とした町興し」は幌加内町に大きな成果をもたらしている。

その一つは町民に確たる自信が戻ってきたことである。前述したように、稲作にかけ

た町民、特に農家の夢は「減反」政策で打ち砕かれた。止むを得ずとったそば転作は離

農・人口流出を加速し、メディアから「過疎のあだ花」と叩かれる始末であった。

町民・農家が次第に自信を失っていくのは理の当然である。しかし、こうした苦境を

“自主独立の精神”を発揮して乗り切り、今や「幌加内そば」は全国ブランドとなり、

「幌加内新そば祭り」は全道・全国に有名なイベントとなり “そばといえば幌加内”、

と言われるまでになった。町内にそばを楽しむ会が続々とできてきたことが象徴するよ

うに、町民は幌加内そばに自信を持ち、また地域に自信を持つようになってきているの

である。

、 、 。 、二つは 町民間の融和 相互理解が進んだことである 多数のそば関連諸団体の結成

そして422名、27団体が結集した「幌加内町そば活性化協議会」の結成が示すように、

そばを核とした町民間の横の結びつきが特段に強まり、相互理解も進んできた。町興し

を語る時、それは決定的な要素になろう。ここから、更なる町興しの方向性が生まれる
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かもしれない。

三つは、町内に新たな雇用機会が生まれたことである。そば無くして「ほろかない振

興公社」や「朱鞠内観光振興公社 「幌加内町農業技術センター 「㈲ハード」など」、 」、

雇用を抱える場はもちろん生まれてこない。また、そばの郷として有名になるにつれて

民宿を営む農家やそば屋なども増えてきた。人口減に明確に歯止めがかかったとまでは

いえないにしても、そばは間違いなく町内の雇用機会を増大させてきているのである。

、「 」 。四つに そば打ち指導 などで老人が生き甲斐を持ち始めたことをあげておきたい

「まどか」や「そば道場」などでのそば打ち 「新そば祭り」や「そば活性化協議会」、

などで年輩者が生き生きと活躍している。地域に活躍できる場があることが年輩者の生

き甲斐であるとすれば、そばは大いなる生き甲斐を彼らに与えているといえる。

幌加内町そば活性化協議会
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第３章 地域振興の要諦及び諸効果第３章 地域振興の要諦及び諸効果第３章 地域振興の要諦及び諸効果第３章 地域振興の要諦及び諸効果

これまでの章で、北海道開発の歴史的過程を跡づけるとともに、その中で農業がいかな

る意味合いを持ってきたか、また、今日、農業はいかなる意味合いを持っているかを明ら

かにし、進んで農業が地域振興・町興しにいかなる役割を果たしているかについて成功事

例を取り上げ検討してきた。本章ではそれらの検討を踏まえ、農業を核とした地域振興・

町興しに成功した共通の要因は何か、また、地域振興・町興しによって得られた効果は何

。 、 、かなどについて若干の考察を加えていくことにする なお 共通の要因とはいいながらも

全ての事項が全対象地域に当てはまるわけではなく、また、たとえ当てはまったとしても

強弱の差、すなわち、ある地域では顕示的に、他の地域では副次的に、などの差があるこ

とを予めお断りしておきたい。

１．地域振興・町興し成功の諸要因１．地域振興・町興し成功の諸要因１．地域振興・町興し成功の諸要因１．地域振興・町興し成功の諸要因

さて、取り上げた10市町村は、北海道 200余市町村の中でも、いずれも地域振興・町興

しに大いに成功した事例といえる。

(1)「素材」を「資源」に転化する着目力・発想力(1)「素材」を「資源」に転化する着目力・発想力(1)「素材」を「資源」に転化する着目力・発想力(1)「素材」を「資源」に転化する着目力・発想力

それら市町村が成功した要因として、まずあげなければならないのは、元来当該地域

に存在しなかったものに着目し、それを地域振興・町興しの核＝目玉に据えてきたこと

である。

滝川市のジンギスカンにしろ、池田町・富良野市のワイン、富良野市のラベンダー、

鷹栖町のトマトジュース、下川町の木炭、小清水町の「ゆう水 、北竜町のひまわり、」

幌加内町のそばにしろ、決して古くから当該地域に賦存していた資源とは言い難い。

「ゆう水 、ラベンダー、ひまわり、そばは、そもそもが「外来」のもので単純明快」

、 。 、 、 、で分かり易いが その他のものも同質といえる 確かに 羊は飼われ トマトは作られ

山ブドウ・カラマツは山々に生えていた。

しかし、ジンギスカンやトマトジュース、ワイン、カラマツ材木炭などが地域で日常

的に作られ、食し使われていたわけでは決してない。黒松内町のブナ林も天然指定物解

除＝伐採計画があったように、古くから注目されていたわけでは決してない。ジンギス

カンへの発想は第二次大戦後の「食料危機」の中で生まれ、トマトジュースは自家用ト

マトの残滓利用から、ワインは山ブドウを見た先覚者の発想から、木炭はカラマツ間伐

材の処理に苦慮する中から生まれた。また、浜中町の酪農も、過酷な自然条件との戦い

の中から第二次大戦後、特に1960年代以降発展し、ブナ林は地域見直し運動の中から、

つい最近生まれたと言ってもよい。

ジンギスカンやトマトジュース、ワイン、木炭、ブナ林などを今、地域の重要な「資

源」と捉えれば、確かにそれらの「資源」を生み出す「素材」は当該地域に賦存されて

いたとはいえ、それは決して古くからあった「資源」ではなかった。
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羊肉はジンギスカンではなくイギリス風の「羊肉ステーキ」や「焼き鳥」風料理など

にもなり得るし、トマトは生食用市場出荷、山ブドウは山ブドウ液、カラマツはチップ

にもできたからである。

また、ブナ林はただの山林・木材にもなり得たし、生乳の品質もそこそこであれば構

わなかったからである。むしろ、羊や山ブドウなどに何の着目もせず、トマトを生食用

に出荷し、間伐材をチップにすることが、これまでの多くの地域がたどってきた一般的

な道だった。

そうではなく、これまで地域になかった新しい側面・要素に着目し、賦存の「素材」

をそれに向けて転化していったからこそ、それらは地域振興・町興しの一つのシンボル

になり得たのである。単なる「素材」に過ぎないものを「資源」に転化する着想力・発

想力が地域に培われていたか否かが、地域振興・町興し成否の鍵を握っていた。

また、新規に「外来」のものを導入するに際しても、何に着目するかの判断力が備わ

っていたかどうかが問われていたのである。ここで取り上げた事例の他、多くの市町村

が「研修」を単なる“物見遊山”的なものとしてではなく、明確な目標を持った研鑽の

場、しかも時間的ゆとりのある研鑽の場として位置づけていた点は刮目に値する。

(2)情熱を注ぐ主体＝人々の存在(2)情熱を注ぐ主体＝人々の存在(2)情熱を注ぐ主体＝人々の存在(2)情熱を注ぐ主体＝人々の存在

、 、 。二つめは 情熱を持って語り 全身全霊を傾けて推し進める主体＝人間の存在である

、 、 、 、池田町や鷹栖町・富良野市の市町長 幌加内町のA氏 K氏 北竜町の役場職員などが

その典型にあたる。池田町長・富良野市長のワインという発想とその後の活動、鷹栖町

長の“健康のためにトマトジュースをつくろう”との呼びかけと住民への働きかけ、幌

加内町のA氏、K氏のそばにかける情熱と地域への働きかけ、北竜町の役場職員の飛行機

から見たひまわり畑への感動とJA(農業協同組合)などへの働きかけがなければ、今の池

田町、富良野市、幌加内町、北竜町はなかったと言ってよい。

多分に数多くある市町村の中の一つ “何ら特徴のない”市町村の一つになっていた、

可能性もすこぶる高い。

また、他事例でも事情は同じで、確かに市町長やA氏・K氏のように目立った存在では

なくても、地域振興・町興しの節目節目に、適切にリーダーシップを発揮する人々が陸

続と創出されてきただろうことは想像に難くない。それは、市町村長でもよいし、一住

民・住民グループでも構わない。市町村長の場合は「トップダウン型」の形容が付くで

あろうし、一住民や住民グループの場合は「ボトムアップ型」の形容が付くことになろ

う 「トップダウン 「ボトムアップ」などという、表層的・非本質的なことが問題な。 」、

のではない 「トップダウン」にしろ 「ボトムアップ」にしろ、提案が時機を得たも。 、

のであるか否か、また単なる思いつき的で無責任的なものではなく、少々の反対や苦境

にも挫けない信念・情熱を備えたものであるか否かが問題なのである。

「トップダウン」だったにしろ 「ボトムアップ」だったにしろ、多くの市町村で地、

域振興策・町興しが頓挫し、あるいは“線香花火”のように燃え上がっては消え、消え

ては燃え上がるを繰り返し、なかなか一つに結実しないのは、情熱をもって語り、全身
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全霊を傾けて推し進める「主体」の不在に原因があったのかもしれない。

(3)多様な住民力量の結集(3)多様な住民力量の結集(3)多様な住民力量の結集(3)多様な住民力量の結集

三つめは、多様な住民の力を一つの目標に向けて結集することである。本報告で検討

したのは、農業を核とした地域振興・町興しであるが、それが農民やJA、市役所・役場

の農務課などの農業関連諸団体・機関が、ただ存在しただけでは決して実現されなかっ

たことは明白であろう。

滝川市では外食業者や加工業者の協力が必要であったし、富良野市・池田町・北竜町

では観光協会や観光業者などの協力、黒松内町・下川町では森林関係者や都市から移り

住んだ青年たち、鷹栖町では加工業者や保健所などの健康関連諸機関、小清水町では卸

売業者や研究者など、幌加内町ではそば屋を始めとした外食業者など、そして浜中町で

は乳製品メーカーなどの協力が必要不可欠であった。

もちろん、一般住民の協力、地域振興・町興し運動への積極的参加が何よりも必要だ

。 、 、 、ったことはいうまでもない また その協力諸関係が当該市町村を飛び越えて 例えば

他市町村の小中学校や自治会などの研修の場になったり、相互交流を繰り返したりたり

しながら、無限な広がりをみせていった点も見落とせない。池田町の「ワイン祭り 、」

小清水町の「ゆう水栽培祭り 、北竜町の「ひまわりまつり 、幌加内町の「新そば祭」 」

」 、 。 、 「 」、り などは その一つの展開型として理解できる また 黒松内町の トワ・ヴェール

浜中町の「支援システム 、滝川市の各種「ネットワーク」も同列といえる。」

一つの目標に向け、農民や関連諸団体・機関だけではなく、それを中核に、中には一

見関係なさそうに思える諸団体・諸機関さえも巻き込み、一つのコングロマリット的な

運動体に仕上げていったからこそ、地域振興・町興しは成功したといえる。全ての関係

者が人任せにせず、自らの問題として自主的に取り組んだ「自助努力」成功の秘訣であ

る。それは、北海道で今推し進められている「産業クラスター 、すなわち一つの産業」

を中軸に関連諸産業の縦横の有機的諸関連、諸連携関係を地域内に築いていこうとする

動きに対する明快な一つの回答といえるかもしれない。もちろん、その中核が信頼関係

で結ばれた人々の縦横無尽な諸関係であることはいうまでもない。

(4)「まず住民が楽しむ」という発想の重要性(4)「まず住民が楽しむ」という発想の重要性(4)「まず住民が楽しむ」という発想の重要性(4)「まず住民が楽しむ」という発想の重要性

、「 」 、 、四つめは まず住民が楽しむ という発想 住民がそれぞれの産品や資源を愛用し

愛着を持つことの重要性である。ジンギスカンにしろ、ひまわり畑、トマトジュースに

しろ、発想当初、決して他市町村住民向けのものではなく、当該地域の農民・住民向け

のものであった。ジンギスカンは飼養していた羊をもっぱら農民・地域住民が楽しむた

めに、ひまわり畑は周りの景観を美化し、農作業に潤いを得るために、トマトジュース

は余ったトマトを利用し、農民の健康増進のために発案されたのである。また池田町の

ワインにしても、幌加内町のそば、黒松内町のブナ林にしても同様で、富良野市のワイ

ン・ラベンダーも根は同じといえる。また、浜中町の生乳は「良い生乳をつくろう」と

いう農民の当然の思いから生まれ、小清水町の「ゆう水」利用は地力を維持し、豊かな
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、 。大地を守り より安心感のある農産物をつくろうとする農民の当然の思いから生まれた

決して、それで客を呼び、また大々的に外に販売していこうというところから生まれ

たのではない。その意味で「地域自給」－それは産品だけではなく、地域独自の発想か

ら生まれる地域にマッチした独特な景観なども含む－の思想に色濃く彩られていたと言

っても過言ではない。

それらが次第に評判を呼び、名産品となり、また地域ならではの景観を求めて人々も

訪れるようになっただけのことなのである。それは「一地域一商品」づくり、すなわち

地域住民がまず楽しむためではなく、辛酸をなめながらも、もっぱら「外に向けて売れ

る商品づくり」に励むというあり方とまさに正反対の方向だったといえる。この点から

も、地域振興・町興しの要諦が、何よりも「まず住民が楽しむ」ことにあることを知る

必要があるのである。

(5)「ソフト」重視と地域の力量に合った投資(5)「ソフト」重視と地域の力量に合った投資(5)「ソフト」重視と地域の力量に合った投資(5)「ソフト」重視と地域の力量に合った投資

五つめは「ソフト」重視 「ソフト」先行の姿勢である。いずれの市町村も、大型の、

加工施設などを先行的に建設してきた兆候は全く見られない。今や大型施設を抱えるよ

うになった池田町、富良野市、鷹栖町、幌加内町なども、初期の施設は自らの体力に合

せた、すこぶる小規模な、見方によっては“みじめ”とでもいえるものであった。池田

町の「ブドウ・ブドウ酒研究所」の施設、鷹栖町の公民館を改造した「農産加工簡易施

」、 、 。設 幌加内町の既存ライス・センターを改造した乾燥施設などが その典型といえる

施設に資金をつぎ込むのではなく、まず地域の合意づくり、すなわち「ソフト」的な面

に尽力してきたことが、大きな発展につながったといえる。初期投資が少なかったから

こそ、合意づくりに時間をかけることもでき、また「失敗しても傷口は軽微」との思い

で、全力全霊を傾けることができたのかもしれない。

、 「 」 、 「 」、その逆の典型を われわれは1980年代後半に 熱病 ように流行し 大方が 倒産

「閉鎖 、あるいは「業績不振」に陥った大規模リゾート開発に見ることができる。」

二つを比較してみた時、もっぱら机上の計算－大方は甘めの、希望的観測を多く含む計

算－に基づき大型施設を建設し、一気に他地域に打って出ようという「大規模リゾート

開発」型の地域振興・町興しのあり方が、地域を疲弊させ、地域に“負”の遺産－巨大

で無用化した人工的構築物や自治体財政の逼迫、そして地域住民の虚脱感・諦め感など

－しか残さない可能性が高く、反対に、地域の力量に合わせた、合意づくりを先行させ

た地域振興・町興しのあり方が、地域に大いなる活力を与え、何にも代え難い“正”の

遺産を残す可能性が高いことを、痛切に学ぶのである。

(6)国や地方自治体等の各種政策を地域の間尺に合わせて導入することの重要性(6)国や地方自治体等の各種政策を地域の間尺に合わせて導入することの重要性(6)国や地方自治体等の各種政策を地域の間尺に合わせて導入することの重要性(6)国や地方自治体等の各種政策を地域の間尺に合わせて導入することの重要性

六つめとして、国や北海道などが展開する各種政策を地域の実情、間尺に合わせて導

入することの重要性を指摘しておきたい。国や北海道は、北海道開発のために、様々な

政策を計画し、予算化してきたが、先の(5)でも触れたように、事例とした各市町村で

は、国や北海道などが新規の政策を開始したからといって、すぐに飛びつくようなこと
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はしていない。

今や、日本でも有数のワイン工場となった池田ぶどう・ぶどう酒研究所でさえ、醸造

免許の取得をめぐって保健所と何度となく掛け合い、当初、極めて小規模な「果実酒類

試験製造免許」でスタートした。浜中町の牛乳・乳製品工場はスタート時、倒産した企

業の工場を「再利用」したものであった。また、今でこそ日本一を誇る幌加内町の「そ

ば日本一の館」も、その前身を訪ねれば「減反」で遊休化したライス・センターの再利

用であった。その他の市町村でも事情はほぼ同じといえる。

いずれも、国や北海道などによる地域開発の新規政策に基づく諸事業(その多くが施

設・設備などの新設を伴うものである)を、地域の実情に沿った形で、必要に応じて活

用し、有効利用したのである。中でも、池田町の場合は保健所を説得し 「地域事情や、

必要性を国に訴えて やっとの思いで 試験免許 を取得した また 幌加内町の そ」、 「 」 。 、 「

ば日本一の館」にしろ、北竜町のひまわり関連諸施設、鷹栖町のトマトジュース工場に

、 、 、しろ そば・ひまわり作付け トマトジュース生産という事実が先行していたからこそ

国・北海道の諸事業がごく自然に導入できたのである。このように、第2章の事例紹介

でも触れたように、各種事業を一気に導入するのではなく、地域の実情に合わせて徐々

に導入したからこそ、例えば、膨大な借入金の返済に追われたり、稼働率を確保するた

めに無理な原料生産を農家に押しつけたりするなどの無理をかけずに、スムーズに運営

して来ることができたといえる。

そのような意味で、国や北海道が時宜にかなった各種政策・事業を行ったことも評価

しなければならないが、各市町村が自らの間尺に合わせて、それらを地域振興・町興し

のために「利用」してきたという姿勢こそが「地方分権」の時代にふさわしい地方自治

体の姿といえるし、また、これこそが市町村に“政策的力量”を蓄え、地域に“自主独

立の精神”を培う方策なのかもしれない。

(7)地域社会の適正規模(7)地域社会の適正規模(7)地域社会の適正規模(7)地域社会の適正規模

最後に、地域社会の適正規模について触れておきたい。対象とした市町村は人口規模

が大きくても5万人弱、最低では2千人台であった。4人家族として1万余世帯から500世

帯程度である。この程度の人口の市町村では、町内会や自治会が概してしっかりしてお

り、住民間の横の協力・連携関係も概して濃密で、俗にいえば「匿名では生きられない

社会 、絶えず「固有名詞で生きなければならない社会」ともいえる。もちろん、市役」

所・役場やJAなどの諸機関との関係も濃密で、概して“隣人愛”や“互酬の精神”に富

んだ社会ともいえる。こうした社会では、一面で“成り行き任せ”や“相互持たれ合い

”の風潮を生み出し易いという欠陥を持つとはいえ、他面で“地域に対する愛着”や“

一丸となる精神風土”を生み出し易い。事例で紹介した市町村は、いずれも前者の欠陥

を克服し、後者の利点を最大限に発揮させた事例と言ってよい。

今回調査した10町村の地域活性化の事例は、作物は種々雑多であるが、まさに 「町、

興し」のノウハウが浮き彫りにされたと言っても過言ではない。加えて、地域活性化の

ための適正規模に対するヒントを与えるものであった。



- 114 -

「地域」とは、実に曖昧模糊とした言葉であるが、それが人々が作り上げる諸関係で

しかない以上、人々の目の届く範囲内 「匿名では生きられない」範囲内を一括りにし、

て、地域振興・町興し策を考えていく必要があるのではないか。要は、コミュニティの

適性規模の問題であり、何でも「大きいことは良いことだ」ではないことである。いか

なるコミュニティの規模を想定するか、ここに今後の地域振興・地域興しの成否の鍵が

かかっているといえる。

とは言え、何も今ある巨大都市を4～5万人の市町村に分割せよと言っているわけでは

ない “情報 や“金 ならいざ知らず、人々の生活はそう易々と時空を飛び越えられ。 ” ”

るわけではない。そうした人々の時空に間尺に合わせて、きめ細かい(時には何々区の

何々地区を対象とするなど)の地域振興・地域興し策が必要であると考える。

２．地域振興・町興しの効果２．地域振興・町興しの効果２．地域振興・町興しの効果２．地域振興・町興しの効果

地域振興・地域興しは、各地域に大きな効果をもたらしているが、その一つは、地域の

自立心が特段に高まってきたことである。もし、池田町・富良野市にワインやラベンダー

がなければ、また、鷹栖町に「オオカミの桃 、北竜町にひまわり、幌加内町にそばがな」

かったら、諸地域は他に誇るものがなく、国や北海道の政策展開に、荒波に揉まれる藻の

如く、揺れ動いていたかもしれない。他の所とて同じである。

「誇るべき何かがある 、そのことが地域を勇気づけ、困難にも負けずに立ち向かう自」

立心を育み、自尊心を向上させてきたことは疑いがない。また、それが、地域内の融和、

。 、「 」相互理解を一層向上させてきている点も見落とせない その他 農業は地域社会の基礎

との思いが、非農家の間にも大きく広がって、地域の活力となっている点も重要である。

更に、地域に設立された各種「公社」が 「官」の良さと「民」の良さを併せ発揮し、、

地域振興・町興しの重要な担い手の一つになっているのも、そうした自立心に裏打ちされ

た責任感に基づくものと見ることができる 「官」の悪さと「民」の悪さを併せ持つ「公。

社」あるいは「第三セクター」などがやたら目立つ中で、それは特筆すべき事柄である。

つまり、日本の社会を支えてきた自主自立的な責任感が地域活性化の原動力となり、そ

れを巻き起こしたのが 「誇るべき何かがある」という自立心と自尊心であるといえる。、

そして、これこそが「自助努力」の本質ではないだろうか。

二つめは、地域の創意工夫力、総じていえば各種の技術的応用力が特段に高まってきた

ことである。小清水町の「ゆう水」利用技術、北竜町のひまわり加工技術、富良野市・池

、 、 、田町のワイン醸造技術 鷹栖町のトマトジュース加工技術 幌加内町のそば製麺技術など

あげれば切りがない。各市町村では、教科書に書かれた一般的な技術、一般的であるが故

に何ら実行性のない技術を、その地域に合わせ、また製造する製品のイメージに合わせて

様々に工夫・変更し、使用に耐え得る技術に高めてきたのである。恐らく試行錯誤の連続

であったと思われるが、そうした苦労が次の新たな実践的な技術を生む確かな温床となっ

ている。事実、池田町ではハム・ハンバーグなどの肉製品製造、北竜町ではひまわりナッ

ツ・ひまわりアイスクリームなどの製造、富良野市ではチーズなどの製造、鷹栖町ではみ

そ製造などへと発展してきつつあるのである。



- 115 -

三つめは、地域に雇用の場を創出してきたことである。ワイン工場やトマトジュース工

場、そば乾燥施設はいうに及ばず、原料生産農業の場や各種施設、あるいは各種振興公社

などの中で、相応の雇用の場が生まれている。また、現今の農業情勢の下で、農家数の減

は避け難く進行しているが、そのスピードが大きく減速していることも重要な点である。

地域に一定の人口が扶養されていること、例えば、小中学校にしても、商店・病院・交

通機関にしても、それを維持するためには一定の人口が必要地域での生活を保障する道の

一つであるとすれば、地域振興・町興しは、それに限りなく貢献しているのである。

四つめは、地域振興・町興しの展開の中で高齢者の出番が訪れ、高齢者が地域社会の中

での自らの役割・生き甲斐を見出し、生き生きと活動するようになってきたことである。

その典型を幌加内町の「そば打ち指導」に見出すが、その他市町村でも、例えば北竜町

のひまわり整備、下川町の木炭製造、小清水町の農業技術伝達などで同様の事態が確実に

進行している “老いも若きも”でつくるのが地域社会だとすれば、高齢者を“社会の抜。

け者”にし、脇に追いやったままでは“正常な地域社会”とは言い難いし、地域振興・町

興しもいびつさを免れない。共に役割を担い生きる社会が、地域振興・町興しの中で生ま

れつつある点は大いに刮目してもよい。

五つめは、目先の経済的利益にだけではなく、地域の自然的環境や田園景観などを大切

にする心が着実に育ってきたことである。

「窮すれば鈍す」よろしく、地域の自然環境などの不可逆的な諸要素を犠牲にし、もっ

ぱら目先の経済的利益を追求し、無秩序な開発等を行ってきた特に「バブル経済期」の我

が国は、そこから遠く時が過ぎた今日でさえも、そうした傾向は未だ色濃く残っている。

それらは、人心を荒廃させ、地域を衰退させてきたこともあったであろう。

事例で取り上げた市町村は、決して「目先の経済的利益」最優先主義をとっていない。

むしろ 「目先の経済的利益」からすれば、大きな回り道をしてきたといえる。ワインに、

しろ、そば、ラベンダー、ひまわり 「ゆう水」などにしろ、それが一つの形になるまで、

実に長い時間がかかるからである。無理をせず、環境と極力調和する道をとってきたから

、 。 、 、 「 」こそ 諸地域は成功したといえる それが 鷹栖町や小清水町 北竜町の クリーン農業

「有機農業」につながり、下川町や黒松内町の造林作業・森林保護につながっていったと

いえる。また、その他市町村でも環境に調和した農業生産が追求されてきていることは明

らかである。山紫水明と言われるように、我々は環境に調和した農業を土台として、住民

一人一人の責任感と自助努力、そして、協調精神をもって美しい「まちづくり 「国づ」、

くり」を行ってきた。

この日本の「町興し」の素晴らしい伝統が、北海道の各地域で顕在化していることは、

大いに誇るべきことである。

「人はパンのみにて生きるにあらず」と言われるように、周りの自然環境と調和し、景

観を高め 人心を高める そして その帰結として経済的メリットも享受する それが 環、 。 、 。 「

境の世紀」と言われる21世紀の地域振興・町興しの有るべき姿かもしれない。
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おわりにおわりにおわりにおわりに

北海道の地域振興事例として、本調査研究では農業を切り口に10の自治体を取り上げまし

た。

ご存じのとおり北海道には212の自治体がありますが、今回の調査にあたっては、地域の

自然環境、人口などの社会的環境の変化、振興策の実施体制などが偏らないよう、できる限

り多種多様な事例を選定したつもりです。

幸いにも、その結果は地域振興の様々な秘訣やノウハウを見事なまでに浮き彫りにするこ

とができました。地域興しの成功に至る過程で住民の皆様が流した汗や情熱は、物語として

読んでも非常に面白い内容であり、住民の皆様の努力には改めて頭の下がる思いです。まさ

に一つ一つが人間の、そして地域のプロジェクトです。

、 、 、特に 北海道の地域振興事例で際立っているのは 農業における適正技術の開発と同時に

地域住民(農民)の連携システム(チームワークのあり方)の構築も併せて行わなければならな

かった点ではないでしょうか。千年、二千年の歴史を有し、稲作を中心とする村の自治組織

が確立しているため、技術さえ開発すればそれが直ちに活かされる本州の地域開発とは異な

り、北海道の事例からは適正技術を支えている地域のチームワークのあり方まで学べる点に

特色があるのだと思います。そして、これこそが日本の発展の秘訣であり、途上国にとって

は宝の山－途上国で求められているキャパシティ・ビルディングであり、自助努力です。

近年、途上国における開発援助では「制度作り」や「人造り」と行ったソフト面の開発に

重点が移されつつあり、そのような状況の中、地域振興の要諦は最も途上国から必要とされ

ているノウハウの一つなのです。

当センターではJICAが行う様々な事業を通じて、この地域振興の要諦を途上国に伝えたい

と考えています。当センターでは のキャッチフレー「伝えよう、大地を拓いた北の技術！」「伝えよう、大地を拓いた北の技術！」「伝えよう、大地を拓いた北の技術！」「伝えよう、大地を拓いた北の技術！」

ズのもと、地方自治体や地域住民の皆様との協力体制をより一層深め、いかに北海道が元気

になれるかを考えて参りたいと存じますので、今後ともご指導を賜りますよう、お願い申し

上げます。

平成13年3月

国 際 協 力 事 業 団

北海道国際センター(札幌)
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