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はじめに 

 

本記念誌は、北海道大学農学部農業経済学科の２年目学生が栗山町において泊まり込みで農家

実習をするようになって 20回目を迎えたことから、その実績をまとめたものである。 

栗山町とのお付き合いは、北海道地域農業研究所による栗山町の農業振興計画の基礎調査が始

まった 1991年からであり、くりやま農業振興事務所（2000年）、同公社（2004年）と次第に深

くなり、2008年には栗山町と北大農学部とが連携協定を結ぶようになった。そこで、看板だけで

はあるが北大の栗山サテライトが設置されるに至るのである。こうした栗山町と北大農学部、お

よびわが農業経済学科との結びつきの強化は、学生を介した農家のみなさんとの連携を抜きには

考えられない。もちろん、農家泊まり込み実習のことである。 

このきっかけは、役場などでいろいろ「懇談」しているうちに、学生に本当の農村現場を見せ

たい、いいだろうということになり、親しくなっていた何人かの農家のみなさんに私のゼミ生を

預かってもらったことである。２、３年は続いたと思う。昔は教養部から農学部に移行してくる

のが２年目の秋だったので、10月早々に研究室持ち回りで１泊２日の見学旅行（これを農村調査

実習と呼んでいた）を実施していた。しかし、この頃になると学部への移行が 2年目の春になり、

3年でゼミに所属するまでの１年間を退屈させないようにする何かが必要であった。1997年がち

ょうど私（教授は太田原先生）の研究室が「農村調査実習」の当番だったので、25人の学生全員

を農家の皆さんに 1泊２日で預かってもらうという大胆なことを考えてしまった。その頃は私も

まだ 40過ぎで、農家のみなさんも同期みたいな感じだったから受けてもらえたのであろう。 

これが学生の大評判を生んだので、１年置いた1999年から農業経済学特別講義Ⅰという長い名

前の入門講義のなかにこの企画を組み入れることになり、以降毎年実施されることになった。そ

んなことで、21年目の2017年で実習が20回を迎えたのである。その後、カリキュラムの改正があ

り、現在は独立した農村調査実習という2単位の科目となっている。当初は農家１泊で、バーベ

キューをした後は皆でいろいろなところに泊めていただいた。桜山のバンガローが一番刺激的だ

ったかもしれない。農家宿泊もどうせ泊まるなら２泊にしたらという声に甘えて、都合３泊の実

習となり、ますます充実したものになった。また、雨煙別のコカ・コーラハウスに１泊するよう

になり、自然にハサン別の里山再生運動も勉強の場になり、見学から参加へと環境教育もステッ

プアップしている。さらに、2011年からは9月に農協インターンシップをセットで行うことにな

り、研修の広がりも増している。 

学生の次には、振興事務所時代にODの柳京熙君（現在酪農大学）が、サテライトには博士課程

の棚橋知春君が、そして最近では蜂屋・目黒・菅の３人組が地域おこし協力隊として１年間継立

でお世話になっている。こうした農業・農村との深い交流は大学教育としては願ってもないこと

であり、なんとかかんとか継続していただければと思う。あらためて、農家、役場、公社、農協

など関係者のみなさまのご理解とご厚意に感謝申し上げる。 

 

                     北海道大学農学研究院 教授 坂下明彦 
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農業経済学科の栗山町農家実習２０周年によせて 

 

北海道大学農学部農業経済学科 学科長 坂爪浩史 

 

 このたび、農業経済学科が栗山町で実施してきた農家実習が 20年を迎えたことにつ

いて、関係者の皆様と心より喜びたいと思います。本農家実習は農学部農業経済学科に

配属されて間もない２年生を対象に、学科独自に企画、実施されてきたものであり、農

業経済学特別講義Ⅲを再編して導入されたという経緯があります。 

 栗山町には戦前、北海道帝国大学の第５農場（南学田）、第６農場（北学田）が設置

されており、北大農学部とはとても関わりの深い地域です。そうした縁に導かれるよう

に、栗山町での農家実習が始まったわけです。学生実習の場を提供して下さっている栗

山町の農家のみなさま、関係機関のみなさまに、この場を借りて、心からお礼を申し上

げたいと思います。 

 こうした実績をもとに、2007年には北大農学部と栗山町との間で連携協定が締結さ

れ、学術・地域振興・文化・教育など各分野において協力の促進が図られることになり

ました。この連携協定も 10年が経ち、この間、北大側からは栗山町農業振興計画策定

への参画、栗山町側としてはオーストラリアからの学生農家実習を４週間受け入れて頂

くなど、さまざまな成果を上げてきています。こうした取り組みを見ますと、かつての

「学田」が姿を変えて現代に蘇ったといえるかもしれません。 

 今後も北大農学部と栗山町の連携関係がますます発展し深まりますことを祈念し、祝

辞とさせて頂きます。  
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栗山町農家実習２０周年を記念して 

 

栗山町長 椿原 紀昭 

 

栗山町農家実習２０周年に際し、記念誌を発行されますことは誠に意義深く、心から

お喜び申し上げます。 

栗山町における北海道大学農学部２年生による農家実習は平成９年に第１回目の受

入以来、今日まで２０年の長きにわたり継続されておりますことに対し、衷心より敬意

を表する次第であります。 

この間、多くの学生の皆さんが本町で農業経営の現場を経験され、卒業後の進路にお

いても、貴重な体験となるとともに、現在においても、実習農家との交流が続いている

ことは大変喜ばしいことであります。 

また、農家実習を契機とした、大学との連携協定締結による、栗山サテライトの設置

や農業応援隊事業など、大学の持つ専門知識やノウハウ、学生によるマンパワーを本町

のまちづくりや農業政策に大いに寄与いただいておりますことに感謝を申し上げます。 

今日、わが国では、人口減少とともに少子高齢化に益々拍車がかかり、生産・消費な

どの経済活動に影響を及ぼすだけでなく、社会の様々な面での影響が懸念されておりま

す。 

特に、農村地域では、農業の担い手不足とともに、農地等の維持管理や地域コミュニ

ティ機能の維持にも支障をきたしております。 

農業情勢においても、農産物の市場開放など、先行きが不透明な状況にあります。 

このような中、本町では栗山農業・農村を見据えた「守ろう農地 進めよう地域を担う

人づくり」として、農業生産基盤の整備に積極的に取り組むとともに、農業後継者や新

規就農者など担い手の育成・確保、農地の流動化の推進、６次産業化への支援、さらに

は ICTを活用した夢のある農業の展開など、農業の持続的発展を図る総合的な施策を、

関係機関・団体と連携した中で進めております。 

今後におきましても、北海道大学と栗山町との交流が益々深まり、大学の発展と本町

の活性化につながることを期待するところであります。 

終わりに、この学生農家実習に携わりました多くの関係者の皆様に心から敬意を表し、

併せて皆様のご健勝をご祈念申し上げましてお祝いの言葉といたします。 
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栗山町農家実習２０周年によせて 

 

そらち南農業協同組合 

代表理事組合長 北 輝男 

 

 この度の栗山町・北海道大学農学部連携協定締結記念、栗山町農家実習２０周年を迎

えられたことは誠に慶ばしく、心からお祝い申し上げます。 

 全国から集われた若い皆様が、農業そして農協の現場を体験されて将来の農業につい

て考える貴重な経験を積まれ、今後は様々な分野でご活躍されることをご期待申し上る

次第です。 

 農業・ＪＡを取り巻く情勢は、農家の高齢化や生産年齢人口の減少、社会構造等の変

化と消費者ニーズの多様化といった、農業・農村をめぐる環境は日々変化しております。

また、ＴＰＰ１１や日ＥＵ・ＥＰＡをはじめ国際貿易交渉においても、その進展状況や

合意内容、農業経営への影響等生産現場には十分伝わっておらず、将来への不安を抱え

担い手の生産意欲の減退が懸念されております。 

 ＪＡグループは、安全・安心な農畜産物を安定的に消費者に提供するため、持続可能

な農業の実現と魅力ある地域社会を実現するため「北海道５５０万人を共に創る 力強

い農業と豊かな魅力ある農村」をメインテーマとし、日本の食料供給基地を担うにふさ

わしい農家所得を確保することにより、農業を次世代に継承できる持続可能な産業とす

ることや、消費者や地域住民とのつながりによって地域を活性化させていくことを目標

に事業運営を行ってきました。 

 本年度、ＪＡそらち南は、節目となる合併１０年目を迎えることができました。この

間ＪＡは「信頼・貢献・発展」を経営理念のキーワードとして、組合員の「営農と生活」

を守り、「組合員から頼られ、組合員へ貢献できる」を運営方針として事業を進めてま

いりました。また、地域への還元活動として、農業祭の開催や地産地消・食農教育活動、

社会貢献活動等を積極的に行い、地域とのつながりを大切にした協同組合活動を展開し

ております。 

 さらに足腰の強い農業地帯を作ることにより農家所得の向上を目指して参りたいと

考えております。そのために「組合員の営農と暮らしを強力にサポート」をテーマに、

組合員所得の安定確保に努めてまいります。 

 今後も北海道大学農学部の皆様が農業に関する様々な研究を重ねられ、地域農業の発

展に寄与されることをご祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。 
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受入農家 20年の軌跡と苦悩 

 

一般財団法人 栗山町農業振興公社 

事務局長 島 雅昭 

 

 平成 9年（1997年）より 20年に亘り、北海道大学農学部農業経済学科の学生が本町

農家に泊り込みで農業農村生活を体験する「農村調査実習」を続けて来たことは、奇跡

と努力の賜物であったと思います。学生受入の窓口関係者はもとより、農家側の農作業

や宿泊或いは交流の段取り等の家族のご苦労は並大抵なものではなくここに敬意を表

するものであります。 

 まず、参加来町学生と受入農家に関する実績は次のようになっています。 

 

 

 

20年間、受入に協力いただいた農家は４７戸で、2015 年センサス農家戸数でみると

11.2％の農家割合となる。受入農家の所在地区は、本町の農業専業地区が主であり、カ

バー率は 70％とほぼ町をカバーできている。また、１回の調査実習での参加来町の平

均学生数は 29.0人で、受入協力農家戸数は 11.1 戸となり、１戸当りの受入学生は 2.6

人となります。 

 次に、最大の難問であった受入農家への受入依頼について振り返ってみたいと思いま

す。第一の理由は、坂下明彦教授が以前からＪＡの栗山農業経営研究会（Ｓ60設立）

に関わっていた関係で、経営研究会の会員に受入をお願いしていました。次に、同じく

教授が現在の栗山町農業振興公社の前身である、栗山農業振興事務所設立（Ｈ11）の助

言者だった関係で、本町の農業関係機関団体の役員の方々にご協力をお願いしていまし

たが、現在では学生受入と学生交流に関心が高い農家や若手農業後継者の方にお願いし

ています。 

農業農村調査実習実施回数 ① ２０回

学生を受入れた農家実戸数 ② ４７戸

全農家に対する割合（2015センサス） 11.00%

学生を受入れた農家延べ戸数 ③ ２２２戸

農業農村調査実習参加来町学生 ④ ５７９人

実習１回当たり参加来町学生 ⑤＝④÷① ２９．０人

実習１回当たり協力受入農家戸数 ⑥＝③÷① １１．１戸

実習１回当たり１農家受入平均学生数 ⑦＝④÷③ ２．６人

調査自治会数の全自治会に対する割合 １６自治会、７０％
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 しかし、周知のとおり農家の高齢化が進む中で、受入できる農家が減少しているのは

現実であり、加えて宿泊を伴うとなると農家の家族の方の負担も大きく、家主は受入に

理解を示しても、家族の了承が取れないということで受け入れができないという課題が

発現し、30 人余りの学生の受入に協力してもらう農家を探すのが年々難しい状況とな

っています。特に、若い農業者だと、お子さんが小さく学生受入が敬遠される傾向にあ

りました。 

 次に、学生受入に協力いただいた農家における受入回数の推移を見ると次の通りとな

っています。 

 

 

 

受入回数では、1 回受入が最多の 15戸であり、続いて 2回が 7戸と、両者を合わせ

て 22戸（46.8％）となります。次に、10回を境に前半、後半、全回別の受入戸数を見

ると、前半に受入れた戸数が 22戸 46.8％となっています。このことから、４回まで受

入した戸数 32戸の内、前半のみの受入戸数が 22 戸 68.8％であり、当時も学生受入の

協力農家を確保するのが大変だったことがここからも窺えます。一方、後半と全回にわ

たり協力いただいた農家は 25戸で、大変なご厚意とご協力を得ていることが示されま

す。 

さらに実習１回当たりの来町学生 29.0 人かつ受入農家 11.1 戸となっていますが、直

近３年の受入農家戸数は 14戸と、学生受入に協力いただいている農家が固定化された

現状にあり、受入農家の善意ある厚意に全面的に寄り掛かっているのが現状であります。 

 さて最後に、このような現状の中で、この事業の継続は本町の受入農家の厚意ある献

身的な対応だけでは限界があり、社会科学的な視点で農業問題を捉える北大生への教育

の一環として考えれば、道内の多様な地帯での農業農村調査実習の必要性があるものと

考えます。高齢化による農家減少の中、受入できる農家も必ず減少します。一方、北大

農学部は未来永劫不変と思われますので、この意義ある実習を今後も持続させるために

は、送り出す側の多様な農業地域での農業農村実習の検討を期待するものです。 

 この 20年間の多くの農家の善意ある厚意を後世に伝えるためにここに一文を寄せま

す。 

受入
回数

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 10回 15回 17回 18回

受入
戸数

15戸 7戸 5戸 5戸 4戸 1戸 2戸 1戸 1戸 2戸 2戸 2戸

割合
（％）

31.9 14.9 10.6 10.6 8.5 2.1 4.3 2.1 2.1 4.3 4.3 4.3

1～20回 3戸 1戸 1戸 2戸 1戸 1戸 2戸 2戸 2戸 15戸 31.90%

10回以降 4戸 1戸 1戸 1戸 3戸 10戸 21.30%

10回まで 11戸 6戸 4戸 1戸 22戸 46.80%

～4回～ 32戸 15戸 47戸

合計

47戸

100
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栗山町の農業 
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栗山町の農業 

 

 ここでは、実習先の栗山町の農業概況を見ていく。参考としてデータ、コメントや図

表は「第４期栗山農業振興計画～栗山農業ルネッサンス」より引用している。 

 

１．農家戸数 

 ○栗山町の農家戸数は最近 25年間で、793 戸から 381戸に減少（減少率：51.9％） 

 ○各年度にも 10％を前後する減少率が見られる。 

 

２．耕地面積 

 ○耕地面積は田・畑合わせて 1990 年の 5,964ha から 2015 年の 4,924ha に減少 

 ○借地率は田、畑とも 2010年まで増加していたが、2015 年にはその傾向が鈍化。 

 

図　農家戸数と減少率の推移
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図　耕地面積と借地率の推移
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３．経営規模 

 ○農家１戸あたりの平均規模は 12.9ha（1990年より 72％増加） 

 ○30ha以上層が 1990年より 5.4 倍増加 

 

４．農業就業人口 

 ○農業就業人口は 1990 年より 1,170人減少（減少率：55.3％） 

 ○65 歳以上層は徐々に増加し、2015年には 40.4％を占める 

  

図　経営規模別農家戸数と平均規模の推移
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受け入れ農家の皆さん 
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受け入れ農家の皆さん 

 

 2017年の実習をもって大学の授業の一環として行われてきた「栗山町学生農家実習」

は、受け入れ農家をはじめ関係機関の皆様のご協力により、20 周年を迎えた。 

 農業経済学科の公式行事になってから、延べで 222 戸の農家に受入れていただいた。

となっている。そのうち、10 回以上受入れて頂いた農家は７戸となっている。公式行

事となる前からも受け入れ農家の方々を含め、改めて御礼を申し上げるところである。 

 さて、ここでは受け入れに協力して頂いた農家宅にお邪魔して、学生受け入れのきっ

かけや学生との思い出、受け入れ体制についてのアドバイスなどを伺った。どの農家も

お忙しい中、協力的に対応して下さり、有意義なヒアリングが出来たと思う。 

 以下では、2018 年１月から３月にかけて行った受け入れ農家へのヒアリングを基に

しながら、受け入れ農家（経営者、法人）の基本情報の紹介と、学生との思い出や学生

受け入れ体制、今後の意向などを掲載している。皆様から伺った話を基に編集したもの

であるが、斉藤ファームはご本人自らに執筆して頂いたものを掲載する。なお、農家の

掲載順序は五十音順にする。 

 

  



16 

 

芦 沢 農 場 

（鳩山地区） 

 

１．基本情報 

家族構成は、経営主(64歳)、妻(64歳)、経営主の父母（93歳、90歳)、次女（36歳）

である。経営主の芦沢さんと妻が農業に従事しており、水田 30haと畑 30ha を所有して

いる。水田は全て転作しており、秋・春播き小麦と大豆を栽培している。畑にはトウモ

ロコシを植えている。 

種芋を栽培していた 2014年までは雇用労働力を導入していた。しかし、雇用労働力の確

保と人件費問題などにより種芋をやめてからは全ての農作業を夫婦で行っている。農作業

はほとんど機械化が進んでおり、トラクター７台、大型コンバイン１台、汎用コンバイン

２台を個人で所有しており、小麦用の播種機は町内の農家と共同で所有している。 

今後については 70 歳まで農業に従事したいが、健康状態によって変わる可能性もあ

る。また引退後の農地についてはまだ考えたことがなく、町内法人への賃貸や第３者継

承も考えたことがない。 

 

２．学生の受入れについて 

＊受入れを始めたきっかけ 

 栗山経営研究会を通じて栗山町農家実習についてわかった。その後役場からの受け入

れ依頼の呼応したが、その理由は興味のある農業を教えたかったためである。 

 

＊受入れについての要望 

（１）宿泊について 

去年までは２泊であったが、今年から１泊となった。農業経営や農村での生活を知っ

てもらうのに１泊は足りない。２泊にしたほうがいいと思う。 

（２）学生について 

 受入れる学生も様々なタイプがあるため、複数の学生の中でリーダ役の学生を決めて

もらいたい。以前と比べると農業経営についての質問が少なくなっている。特に、学生

から整備された圃場や農業機械等について「写真をとってもいいですか？」等の反応を

期待しているが、圃場に連れて行っても感動した行動や言行を見ることが難しい。つま

り、農業現場のすばらしさについてもう少し理解してくれればいいかと思う。 

 

３．今後の受け入れ意向 

学生受け入れについての抵抗感はあまりない。ただし、今年は家庭内部事情によって

公民館に泊めたが、受け入れる際にはやはり農家に泊めたほうがいいと思う。  



17 

 

岩 崎 農 場 

（御園地区） 

 

１．農家基本情報 

 経営主の英伯さんは現在 51 歳。母(76)と妻(47)の 3 人暮らしである。岩崎家の長男

として生まれ、御園小学校、継立中学校、岩見沢東高校、そして北大の農経に進学した。

経営学研究室所属で、卒論は実家の経営分析だったと話す。北大卒業後、当時バブル様々

な会社から就職への声がかかったが、実家の農家を継ぐことを心に決めていた英伯氏は、

国際農業者交流会が開く２年間のアメリカ農業研修に参加し、３カ月をコミュニティカ

レッジでの英語と農業の座学に、残りの月日を現地農家の実習に費やし経験を積んだ。

帰国後、すぐに就農。20年前には㈲岩崎農場を設立し、10年ほど前に経営主となった。 

 現在は所有地 14ha のうち 6ha を貸し付けており、残りの 8ha に自身で作付けをして

いる。その内訳は、5ha そば、1.5ha ルバーブ、0.5ha トマト（ハウス）、0.3ha ハスカ

ップ、0.7ha 自家用である。水田はそばを作付けしているうちの 0.3haであり、水利権

を得るためにそのままにしている。ルバーブの栽培は、アメリカからの帰国後から開始

した。当時は売り先がなかったため、普及センターと相談をして、自前の加工工場を建

設。作ったジャムを札幌等の飲食店に自ら営業をすることで直接販路を持つに至った。

その後、飲食店のシェフのつながりから徐々に販路を広げていき、パプリカやルッコラ

などの取引先の要望を受け入れて作付けも変えていった。このように、外部とのやりと

りの必要性が生じたため、法人格を持つことにしたという。 

 

２．学生の受け入れについて 

＊受入れを始めた理由 

実習開始初期からのメンバーではないが早い時期から関わり、途中途切れることもあ

ったが、現在も続けている。受け入れる理由は、自身の出身大学の後輩がかわいいのと

先生からの頼み事にはノーとは言えないからだという。 

＊受け入れ時のこだわり 

2次会で語り合うようにしていること。最近の話題も取り入れるように工夫している。

ただ、昔から学生が来る時に楽しみにしていた、学生気分に戻って議論をすることは最

近できていおらず、印象に残る学生が減ってきていることを残念に思っている。「おれ

がしゃべりすぎ？」と笑いながら話す。年に１、２人は英伯さんの話にがっつく生徒が

いるが、「せっかく来たのだから、何でも吸収してやろう」という“貪欲さ”が年々な

くなってきているように感じるという。最近では 2013 年に来てくれた竹内さんが、今

でも挨拶に来てくれたりする。 
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３．今後の受け入れ意向 

先生の頼みがある限り受け入れ続けるという。単なる労働力としては見合わないが、

学生の受け入れは「人と人とのつながりがなんぼでしょう」という英伯さんの言葉に表

れるように、学生にとっても農家にとっても将来への投資であるという考えを持ってい

る。今後良くするためには、まず人数は多くて 3人。日数については、短いと何も伝わ

らないし顔も名前の覚える前に帰ってしまうのは残念であるため、2泊も短いが、今回

の 1泊はあまりにも短すぎるので、元の 2泊 3日を希望したいという。ただ、考慮すべ

きは奥さんへの負担である。宿泊場所を別にすることはその点では良いが、送り迎えが

面倒になるという問題が別に出てくるから考えねばならない。 
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勝 部 農 場 

（円山地区） 

 

１．基本情報 

 経営主の征矢さんは、現在 79 歳。勝部家の２代目として生まれた。円山小学校、円

山中学校、岩見沢農業高校由仁分校と進学したのち、1958 年に実家に就農。以来、入

植した父の代から続く農地から拡大させていき、現在は経営面積 150haの作付けがすべ

て小麦という「小麦王」の名を持つまでになった。現在では年間 3,000 人が全国から視

察に訪れるという。自身の乾燥施設を所有しており、収穫した小麦はすべて自宅で乾燥

させて販売している。 

 

２．学生の受け入れについて 

＊受け入れの経緯  

実習の開始当初から受け入れをしていた。黒柳先生の研究室生をアルバイトとして受

け入れを行っていた義理があったためである。征矢さんは北大だけに限らず、同級生の

つながりから岩見沢農業高校や旭川農業高校、名寄高校などからもアルバイトとして受

け入れを行っていた。北大生の受け入れはそのような中、他からの受け入れも検討して

いた時に舞い込んだ話であった。このつながりをきっかけに、当実習の受け入れを始め

たのであった。現在は、札幌医大や旭川医大の学生のアルバイトの受け入れも続けてい

る。 

＊学生に知ってもらいたいこと 

 受け入れでは、作業はやらせずに作業を見せるという。勝部農場の規模の作業では、

従業員が数年かけて得るような機械主体の作業しかないためである。また、作業を覚え

ても、数年でその作業形態は変わってしまうため、そこではなく、学生には“農家の心

構え”を盗み取ってもらいたいと話す。農家とはどういうものなのかを知る現場主義の

考え方を身に着けてほしいという考えで、収支を考えずに毎年行っているのだ。 

 しかし、実際の受け入れの感想として、征矢氏は「北大生は勉強をしている人として

いない人のムラがある」と話を始めた。毎回必ず目を通すというレポートは、このよう

な思いでやっている分、その内容が年々薄くなっていると感じており、学生の得たもの

が少ないのではと思っているという。実習開始当初では、顔や名前を憶えている人が多

いが、最近では農場への人の出入りが多いことも影響して、ほとんど覚えていないで終

わってしまうのを残念がってもいた。 
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３．今後の意向 

 今後の改善点には、実習を受ける学生の意識改革を挙げている。院生の実習にするこ

とや、各農家にいるときも院生に引率をさせるという案も出た。学生側には、開始当初

にはなかった、タダでやっているという意識が生まれており、また農家側でもバイトで

はないため遠慮がちになってしまうという意識の変化が起こっていると話す。この状態

であったら夏休みの農業バイトの方が良いのかもしれない。今は質問能力の向上や、質

問ができなくてもレポートを書けるなどの、社会に出てから勉強するコツを学んでいる

ため、自分で考えることが何よりも大切である。 
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（株）きなうすファーム 

（杵臼地区） 

 

１．基本情報 

（株）きなうすファームは、2007 年に杵臼筑の農家 3 戸が集まり立ち上げた複数戸

法人である。 

今回はきなうすファームで代表取締役を務める篠田勝さんにお話を伺った。 

先述したように、きなうすファームは 2007 年に設立された。2007 年は労働力が一番

あったが、将来これ以上の労働力は確保しづらいのではないかと考え、協同化で効率を

図ろうというのがきっかけである。設備投資や機械更新も、法人にすることで有効活用

したかったと言う。現在は、水稲 26.75ha、小麦 15.95ha、大豆 1ha、馬鈴薯やコーン、

サラダ南瓜が合計 5.3ha、いちご苗や関連施設が 1.7ha、その他に育苗ハウスや緑肥を

含め、合計 63.4ha を栽培する。役員 3 名、従業員 1 名、役員の妻 3名、事務 1 名の計

8 名が正社員として働く。繁忙期は人材派遣会社から人を雇っている。現在は後継者問

題と抱えているという。 

 

２．学生の受入れについて 

＊受入れを始めたきっかけ 

学生の実習受け入れを開始したのは、法人を設立した 2007 年からである。きっかけ

は、法人設立を援助してもらった公社や農業未来塾で坂下先生とつながったことからで

ある。 

宿泊は各農家をローテーションし計 6年受け入れを続けたが、現在は受け入れを中止

している。奥さんが夕食等の準備が大変であること、大きくなった子供達が嫌がるとい

った理由を挙げている。 

＊受入れの感想 

受け入れ時の作業は草取りや収穫といた、その日にある仕事を従業員と一緒に行って

もらうようにしている。実習に関しては「従業員にとっても人を使うという勉強になる」

とプラスに捉えている。 従業員が農業や作業などを知らない人に説明するなどの、人

材育成の場にもなっているようだ。もちろん、夕食等の場面で学生から様々な情報を聞

くことができるのも楽しみの一つとなっているようだ。 

＊学生の印象 

学生は昔の方が元気がよく、質問も多かったと感じているようである。最近の学生は

クールな人が多いと話す。実習後に連絡をとる学生は多くはないが、人生の中での通過

点として記憶に残ればいい、というスタンスでいると言う。 
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３．今後の受け入れ意向 

受け入れの際にネックとなってしまうのが、宿泊であると篠田さんは考えている。学

生側にとっても、いきなり農家に宿泊するのはきついのではないかという考えがあり、

別の場所で宿泊して、受け入れ農家が送り迎えする形がよいと言う。また、学生にどこ

までの作業をせたらよいのかわからないという。何か要望やマニュアルのようなものが

あればよいのではないかという提案を頂いた。さらに、受入農家自体を変えていく必要

があるのではないかという指摘もあった。 

篠田さん自身は、宿泊がネックではあるが、そこをクリアできればまた受け入れを再

開してもよいと考えている。 
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(株)斉藤ファーム 

（御園地区） 

 

我が家は、繁殖雌牛が約５０頭、ハウスアスパラガス 約２，２００坪、会社経営で

農業を営んでいる。家族は父母妻子供が３人で、会社ではパートさん４名、正社員１名、

農業に従事する人員は、私を含め９人である。家畜が居ることで、２４時間３６５日仕

事があるが、ハウスアスパラの出荷期間を農繁期（４～９月）、それ以外を農閑期（１

０～３月）に分けて、労務管理を行っている。パートさんに頼るのは、農繁期である。 

 学生を受け入れて、３年目となる。農繁期に訪れるので、アスパラの管理、収穫作業

と、牛の給餌を経験させている。夜は家族と一緒にご飯を食べ、談笑し楽しい時間を過

ごしている。思い返せば、私の学校でも農家実習が必修で、２０日あったと思う。知り

合いの酪農家に衣食住をお世話になり、牛の世話をしたのを覚えている。その後、農業

改良普及員となって道庁に就職したときは、２年目に４０日の農家自習があった。これ

も同様に、衣食住をともにした宿泊研修である。 

 自分が研修先を引き受けてみるとよくわかったことだが、経営主の私よりも家族の方

が気をつかっているようだ。妻や母は食事の世話、父は話題づくりと、若い人には年の

差なのか緊張もあるようだ。我が家は学生に限らず、農業者、農業関係者、家族の友人・

知人と頻繁にお客さんがくる。昔よりは減ったが、私自身は家を訪ねる来訪者に、さし

て慣れているからか緊張はない。 

 気を遣うといえば、ご近所の学生受け入れのベテラン農家も同様だ。自分の農場の作

物だけでは、勉強にならないだろうと、我が家の牛舎を見学させ工夫しているようだ。

私も水稲・麦の大型コンバインなどを、ご近所に見学させてもらうようにしている。そ

れぞれの農場が食事や寝泊まりを含めた研修を、学生のためと前向きに受け止めている

ようである。 

 自己の経験から、農家宿泊研修は良いものである。私の普及員時代の受入農家とは今

も交流があり、研修日数が多かったせいか親戚のようにも思える。北大の研修制度は短

期間なためか、そこまでの交流がないことが少し寂しい気もする。今後の研修制度を考

えたとき、研修生、大学、受け入れ先の三者が、許すならばある程度の逗留期間は必要

と思える。そう言いながら、我が家でも長い逗留となると、受け入れ責任と覚悟、おも

てなしも割り切りも必要だから、簡単にＹＥＳとは言えないのも事実である。 

 そんな考えを持ちながら、私は学生には卒業後、何の仕事でもいいから、一生懸命働

き生活する大人となってほしい。そんな気持ちから、我が家も無理はしないが、これか

らも学生を受け入れたいと思う。今後もこの研修生制度が、北大生、大学、受入農家に

とって、より良い形で継続できることを願っている。  
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坂口ファーム 

（北学田地区） 

 

１．基本情報 

坂口春夫さんは、妻の由紀子さん、長男家族と暮らしている。長男は結婚し、坂口さん

ご夫婦と同居して経営主 となっている。 

栽培作物と面積は、水稲が 12ha、玉ねぎが 3ha、小麦が 10ha、キャベツやレタス、大

根などの露地栽培の野菜が 2反、育苗用のハウスが 4棟、トマトなどの野菜を栽培して

いるハウスが 2 棟ある。野菜は直売所で販売している。また、毎年 6 月から 10 月にか

けて、札幌市内で行われる朝市の販売も行っている。 

 

２．学生の受入れについて 

＊受入れを始めたきっかけ 

30 年ほど前に坂下先生がポーランドの協同組合組織の人と坂口ファームを訪れたこ

とがきっかけとなり、第１回から学生の受入れをしていた。もともとは男子の受入れが

多かったが、6，7年ほど前から、韓国人留学生の女の子を受け入れるようになった。 

＊学生とのエピソード 

韓国の留学生を受け入れ始めた頃の学生は、坂口さんの話を黙って聞く、大人しい学

生だったが、坂口さんの話をきっかけに、食育ソムリエについての論文を書き、賞を受

賞するなど、農業について学ぼうという気迫があったように感じている。一方で最近の

学生は、経済的に豊かな学生も多く、農業に興味が薄いのではないかと感じている。 

＊学生とのその後のかかわり 

学生には、先述した朝市での販売を手伝ってもらったり、トマトの管理作業をしても

らったりしている。また、孫と遊ぶ姿も見ることができる。実習終了後も、温泉や由紀

子さんが取り組む味噌づくりやトマトジュースづくりの手伝いに誘うなど、交流が続く

ようにしている。昔に受け入れた学生の結婚式に参列したこともある。 

 

３．今後の受け入れ意向 

20 年も経てば、子供達も変わってしまう。最近の学生は実習限りの関係になってし

まうと話す。それを踏まえて、やはり宿泊は 2泊 3日の方が、情が生まれ接し方も変わ

ってくるのではないかと考えている。しかし、2泊になる場合、夕飯の準備が大変とな

る問題もある。受入農家が変わらないため、高齢になった農家の負担が大きくなってい

る。2泊目は別の場所に宿泊してもらうのもありではないかと考えている。 
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笹 谷 農 産 

（南角田地区） 

 

１．基本情報 

家族構成は、経営主(60)、妻(58)、経営主の母(84)である。経営主の賢治さんは、御

園小学校、継立中学校を経て岩見沢農業高校を卒業後、19 歳で就農した。早くに父親

を亡くし、母親が経営主であったが、36 歳の時に経営を母親から委譲した。就農当時

は 8ha であった農地を 50 弱 ha まで規模拡大し、現在の作付面積は大根 14ha、タマネ

ギ 5ha、麦 21ha、大豆 10ha となっている。 

 

２．学生の受入れについて 

＊受入れを始めたきっかけ 

役場からお願いをされたため。義理があって入れていたという面もある。体制を見直

したらよいのではないかと思っていた。 

＊受入れについての要望 

⑴宿泊について 

各農家が「宿泊」の負担をどう考えるかだと思う。宿泊することで、会話が増える等

のメリットもあるが、食事の用意などが面倒になってしまう家庭もあるだろう。宿泊だ

けは研修施設で、という形もありなのではないか。 

⑵作業内容について 

仕事内容が受入農家によって異なっている。仕事を作るのが大変なこともあるので、

学校や役場で同じ内容にそろえてくれるとよい。また、入る日にちによって作業が変わ

ってくるので、農家にとって必要な時期に来てもらえるとありがたい。受入を複数日に

分けてもいいのではないか。 

＊実習後も関わりのある学生 

数年前に受け入れた学年の複数人のみとなっている。 

 

３．今後の受け入れ意向 

ここ数年は受入を断っているが、可能な年は条件によっては受け入れてもよいかと思

っている。 
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島 農 場 

（鳩山地区） 

 

１．農家基本情報 

真由美さん(53)は、父と母との３人暮らしである。今はコカ・コーラハウスになって

いるが、その前身である雨煙別小学校で小学生時代を過ごし、雨煙別中学校卒業後は深

川市にある通信制の高校に通いながら、岩見沢市にある美容専門学校で美容師の資格を

取った。栗山に帰ってきた後は、自身で美容院を持ちながら実家の農業を手伝う生活を

送り、30歳になってから本格的に農業一本に絞ることに決めた。美容師修業時代には、

様々な年代に人と共に勉強した経験から、幅広い年代の人と話すことが好きであること

に気づき、それを活かして現在は栗山の市街地で「ONLY ONE」という飲食店の経営も行

っている。街の人や農家の人たちの憩いの場となっている。 

現在の経営は、小麦 10ha、食用馬鈴薯 2ha、大豆 4ha、施設野菜（トマト、パプリカ、

シシトウ、ナンバン）0.3ha、牧草 3ha、露地野菜（白菜、大根、キャベツ）0.7ha、の

計 20haである。3人で従事し、馬鈴薯の収穫とトマト等の選別の時だけ雇用している。 

 

２．学生の受け入れについて 

＊受入れを始めたきっかけ 

馬鈴薯の収穫バイトに酪農大学の学生を入れたことをきっかけとして、北大生の実習

の受け入れを決めた。 

＊受け入れた学生の印象 

実習の学生は、バイトの学生より質問が具体的で面白いと話す。特に、中国や韓国か

らの留学生が来たときは、その農業や生活に関する文化の違いを感じられ、印象に残る

ことが多い。「これから公道を走るのに軽トラの荷台に乗って「OK！」って言ってきた

のは、さすがに止めたよ（笑）」と笑いながら話す。また、栗山銘菓・きびだんごはど

の学生にも大うけなのが面白く、毎年あげるようにしているという。実習後は、手伝い

にきたり手紙のやり取りが続いたりしている子もいる。 

＊受入れ中の作業 

受け入れ中は、農作業をもちろんやってもらうが、それだけではなくどこかに連れてい

くことにも真由美氏は積極的である。ご飯の時は直売所や地元の有名な飲食店、また、

自身も好きだという大型農業機械の展示会のために帯広まで行ったこともあった。その

ため、今年の１泊というは少なく感じたと話す。また、学生にとってもまだ話したこと

のない同期との良い場にもなっているため、今までの２泊が良いのではないかと言って

くれた。ただ、宿泊数が多いと、学生が２人だと寂しいような気がするため、２泊の以
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上の時は近隣の受け入れ農家や農家と合同で夕飯を食べ、コカ・コーラハウスに一緒に

泊まったらいいのではないかと考えた時もあったそうだ。 

 

３．今後の受け入れの意向 

「学生の時にできることをエンジョイしてほしい。」と話す真由美さんは、これから

も受け入れをしていく意向を持っている。改善できたらいいと思う点は、実習の時期で

ある。7月末の夏祭りの時に来たら、祭りも楽しめるし、農家の祭り販売用の袋詰めや

売り子として人数を欲している時だからちょうどいいのではないかとのことである。ま

た、麦刈りの時期とも被っているため、現在の受け入れ期間よりも作業が任せやすい。

また、泊まることに負担はなく、むしろ泊まりに来てくれることはうれしいのだが、学

生が２人の場合は泊まるときや作業で学生だけになることもあるので、会話のペアがで

きる２、４、６人というように偶数にしたらいいのではないか。 
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田 中 農 場 

（湯地地区） 

 

１．基本情報 

農作業に関わっている家族は、祖母(84)、父(60、経営主)、母(56)、妻(29)、本人(28)

の計 5人であり、子供は 3人いる。このほか、7 月下旬からの収穫期だけ友人や知り合

い等のバイトを雇っている。誠司さんは岩見沢農業高校卒業後、1年間ニュージーラン

ドにわたり、農業研修を受けた後、実家に就農した。現在の経営面積と栽培作物は、水

稲 9ha、麦 3ha、すずかぼちゃ 80a、薬草 80a、長ねぎ 60a、ナス 4棟、スイカ 3棟、メ

ロン 1棟、野菜苗用ハウス 1棟(育苗後はオカワカメやズッキーニ、トマト等を栽培) で

ある。ニュージーランド滞在中に食育への興味がわいたことをきっかけに、栗山町の４

H クラブでうどん教室などの活動も積極的に行っている。 

 

２．学生の受入れについて 

＊受入れを始めたきっかけ 

就農後から食育や農業に触れてもらうという事に興味があったため、道内外の修学旅

行生のグリーンツーリズムの受け入れを行っていた。学生など、より農業に興味を持っ

てくれる人の方が色々と話ができると考えて 2017 年度から北大生の受入れを始めた。

現場にしかないものを、見て、感じてほしいと思っている。 

＊学生の印象 

よく働き、色々と質問や、会話をしてくれた。そしてとにかくよく食べる！米びつの

減り様が驚くほどだった。 

＊受入れ後の学生の交流 

新米を学生が購入してくれたり、誠司氏が札幌のセミナーに誘ったりなど、現在も交

流がある。 

 

３．今後の受け入れの意向 

今後も受け入れる予定である。しかし、経営移譲の頃には忙しくなり、受入れが難し

くなってしまうかもしれない。他の農家も受入れがなかなか進まない状況にあるのは、

農家と消費者が別という意識が強いのではないかと思う。 

受け入れを続けるにあたって、要望は２点ある。１つ目は、大学側が求めているのが、

ゆるい体験なのか、それともしっかりと仕事をさせるのか等、どういうことを求めてい

るのかをはっきりさせた方が良いということである。２つめは、滞在期間は長い方が楽

しいこともきついことも体験できるので、もっと長くするということである。家族も話
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すことが好きで、バイトなどで人の出入りも多い家なので負担には思わず、学生と一緒

に泊まるということが大切だと考えている。だから学生には、目に入ったものや他の家

族がしている仕事など、単純な質問をもっとしてほしい。ただ作業して帰るのではなく、

何か覚えて吸収していってほしい。自分のやりがいを見つけてほしいと思う。 
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(有) 粒 里 

（大井分地区） 

 

１．基本情報 

代表を務める大西さんにお話を伺った。有限会社粒里は、2001 年に粒里地区の 8 戸

が集まり設立された。4 年目となる 2005 年に 1 戸が抜け 7 戸になり、現在に至る。役

員は取締役が 3名と監査 1名の計 4名。これに、その他の経営者と後継者を加えた正社

員 7名 とパートで構成されている。 

経営面積は 102ha で、内訳は水稲 52ha、秋撒き小麦 18ha、玉ねぎ 3ha、大豆 8ha、長

ねぎ、スイートコーン、かぼちゃ、アスパラ等の露地野菜を作付けしている。最近では

若いスタッフからの提案があり、試みとして冬季の椎茸栽培を始めた。これによって、

通年作業形態が整ったが、大きな投資であったため軌道に乗るにはまだかかりそうだと

言う。 

 

２．学生の受入れについて 

＊受け入れを始めたきっかけ 

坂下先生とは「栗山経営研究会」で交流があり、農業を体験した学生を受け入れてお

り、その後に実習の受け入れへとつながった。しかし、この 1,2 年は大西さんの娘に子

供が生まれ里帰りをしていることや、高齢となった母親と暮らしているといった家庭の

事情から受け入れを断っている。 

＊学生の印象 

学生の印象としては、皆礼儀正しく作業も頑張っていると感じている。大西さんは「農

業の理解力をつけてほしい」との思いから、自らの考えや農業の現状、将来について学

生に対して話したそうだ。農学部の入り口の時期に、農業の問題意識を持ってもらうこ

と、農家のことを理解してほしいと考えているが、最近の学生はやんちゃな人が多く、

農業への思いはあまり感じられないと苦笑いする。しかし中には、実習後に夏場にバイ

トとして訪れた学生もいたという。また、学生の就職先からビジネスの連絡がきたこと

もあったと笑う。 

＊受け入れの感想 

受け入れに関しては「農家は地味な仕事も多いが、学生がくることによってモチベー

ションが上がることもあった」と、前向きに捉えている。 

 

３．今後の受け入れ意向 

受け入れ時期が農閑期ということもあり、どのような仕事を学生にしてもらったらよ
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いかわからないと言う。しかし、仕事は各農家に任せてもよいのではないかとも考えて

いる。 

受け入れの際に一番ネックとなるのはやはり宿泊である。大西さんも、宿泊を切り離

すと、奥さんの負担が減るのではないかと考えている。大西さんは、現在は家庭の事情

で受け入れを止めているが、宿泊が別になれば受け入れは可能である。 
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八森ファーム 

（南角田地区） 

 

１．農家基本情報 

家族構成は、経営主と妻、子供 3人、両親の 7 人である。経営主の勇人さんは、継立

小学校、継立中学校、栗山高校を経て、酪農学園大学に進学した。大学卒業後の 22 歳

で就農した。栽培作物と面積は、米 20ha、麦 27ha 大豆 3~4ha の合計 50ha で、全て所

有地である。 

 

２．学生の受入れについて 

＊受入れを始めたきっかけ 

役場の人にお願いされたため。怪我だけはしないように、楽しく過ごしてくれれば良

いと思っている。農業という仕事がどのようなものなのか、色々な世界を見てみてほし

いという気持ちで受け入れている。 

＊受け入れた学生の印象 

みんな頑張って働いてくれている。子供の遊び相手になってくれる。 

＊受入れ後の学生の交流について 

2016年度に受け入れた学生が、次の年に遊びに来てくれた。 

 

３．今後の受け入れ意向 

受け入れる農家が減少したため、1農家当たりで受け入れる学生の人数が増えており、

負担が大きくなった。今後この実習を続けるにあたって、もっと多くの農家に受入れを

お願いしたらよいのではないか。学生にとっても様々な農家を見て学生同士で共有でき

たらもっと勉強になると思う。そのためには、農家が受け入れても良いと思えるような

環境づくりが必要である。現在実施している時期はやることが多くないので、忙しい時

期だともっと受け入れてくれる農家もいるのではないか。その時は役場の人に送迎をお

願いするのも一つの方法である。 
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（有）吉 田 農 場 

（阿野呂地区） 

 

１．基本情報 

 （有）吉田農場は経営主（58 歳）、妻（55 歳）、父（79 歳）、母（82 歳）、長男（32

歳）、次男（30 歳）と構成されている。長男と次男は後継者であり、特に次男は結婚す

る予定である。 

 耕地面積は全体で 15ha であり、玉ねぎ 12ha、ハウス 0.2ha、休耕緑肥 2.8ha（水田）

となっている。後継者を確保しているため、農地規模、特に玉ねぎの作付けを 15ha ま

で拡大したいが、阿野呂地区は栗山町内でも後継者の確保率が高い地区であるため、農

地の確保がスムーズに進展して行かないと思っている。 

 （有）吉田農場は 1973 年に１戸法人として法人化の道を歩んできた。法人化は父の

時代のことで、その理由として経営主は当時玉ねぎの相場が良かったので、税金対策の

一環ではないかと覚えている。 

 現在も経営主夫婦２人、後継者２人、計４人体制で営農しているが、今後、次男の嫁

も営農する可能性が高いため、雇用労働力の導入は考えていない。 

 

２．学生の受入れについて 

＊受入れを始めたきっかけ 

 学生受け入れを始めたきっかけは栗山町農業振興公社からの依頼である。最初には受

け入れ時期が地区交流会と重複していたので断ったが、受け入れ時期調整と息子が北大

の農学部でお世話になっていることから学生受け入れを決めた。 

 

＊受入れ学生についての印象・期待 

 受け入れ学生の印象は毎年変わっているが、全てがまじめであった。さらに、ある学

生のお母さんが妻と同級生だったこともあり、その学生が非常に印象的であった。 

 学生には農業と関連する仕事するかどうかに関係なく、農業を応援してくれる「農業

応援団」になってほしい。 

 

＊受入れについての要望 

（１）宿泊について 

現在の農家実習は学生の立場から言うと、１泊２日は短いと思う。しかし、受け入れ農

家からみると、宿泊についての抵抗感があるのも否定できない。そこで、もし、宿泊に
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困っている農家があれば、バラバラではなく、学生皆が角田の公社宿泊施設などで泊ま

りながら、夜に農家さんが宿泊施設に行って学生と交流会を行うことはどうか。 

（２）新しい受け入れ農家の追加 

 現在の受け入れ農家は公社と親密な関係にある農家、または、受け入れ可能な農家の

みに声をかけているのではないか。公社の推進委員や農業委員の農家等、多様な農家が

受け入れてもらうようにした方が、より進展した農家実習になるのではないか。 

 （３）説明会の開催 

 受け入れ農家は学生に何をさせばいいのか、何を言えばいいのかがわからない。その

ため、農家実習を実施する前に、受け入れ農家を対象にした説明会を開催してほしい。 

 

３．今後の受け入れ意向 

学生受け入れについては今後も続けていく予定である。しかし、より多様な農家が参

加するように、受け入れ体制を広げてほしいと思う。 
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20年のあゆみ 

～学生農家実習の記録～ 
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学生農家実習の記録 

 

１．農家実習の概要 

 2017年で 20回目を迎えた農業経済学科２年生対象の「栗山町学生農家実習」は、非

公式なものを含めると 20 年以上が経過している。この 20年間の記録を整理し、栗山町

農家実習の軌跡をまとめた。 

 

 １）非公式時期（1997 年以前）の実習 

 非公式時期の記録は見当たらず、また当時を記憶する関係者（当時の院生など）が、

現在大学に在籍していないため記載することは見送ることにした。坂下先生の記憶では、

1990年代初頭から栗山町における調査や各種イベントに合わせ、学生有志を幕り、先

生が助手時代の頃より親しくお付き合いしている農家のご好意により実習を行ってい

た。これが非公式時期の実習スタイルである。 

 

 ２）講義の一環として実習の開始 

 その後、学科においても学生の現場実習の重要性が認知され、特別講義の中で行われ

るようになったのである。それが 1997 年の第１回目の農家実習の開始である。翌年

（1998年）は、農業研修旅行と時期や位置づけが重なることから行われなかったが、

1999年からは、農業研修旅行と並び、農業経済学科２年生の年間行事の１つとして数

えられ、現在に至るまで毎年続けられてきている。 

 

 ３）実習の流れ 

 実習は毎年、６月から７月の期間中で週末を利用したかたちで２泊３日（農家では１

泊）というスタイルで行われた（時期によって３泊４日（農家では２泊３日）の場合も

あった）。大学から高速バスに揺られ、現地到着後、町・農協または公社の受け入れ担

当者より、農家実習に臨み、「農業とは」とか「農学系学生に期待するもの」など様々

なテーマでお話しを頂くところから始まる。この時点で学生の多くは、過去に一度も農

業体験や農家との触れあったことのない学生がほとんどで、一同に「ポカーン」と聞き

入るのみであった。毎年のことではあるが印象的な姿である。 

 一通りの町や農業概況の説明を受けたあと、１泊２日面倒を見ていただく農家に伺う

ことになる。この実習は、関係機関の協力もあるが、基本的に受け入れ農家の全面的な

協力（宿泊・食事等々）により成立している。実習は１日目の午後から２日目の夕方ま

で（時期によって３日目の夕方までの場合もある）、受け入れ農家の圃場で様々な農作
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業の手伝いをする。 

 ４）農家の全面協力による実習 

 実習内容は、実習とは名ばかりで簡単な労働（納屋の荷物整理）や圃場の草取りなど

がほとんどである。中には「運よく!?」、メロンや花の収穫作業や調整作業など「仕事

らしい!?」作業にあたる学生もいた。基本的に安全で怪我のないようにと農家の皆様の

配慮から簡単なものであった。そのお蔭もあり、過去一度も怪我など事故がなかったこ

とは、感慨深いものである。簡単な作業ではあったが、学生たちは思い切り汗まみれや

泥まみれになり農業に溶け込んでいた。 

 また、実習のメインは圃場での作業ではなく、夜の語らいもその１つであった。多く

の農家の方々には、大層な振る舞いを頂き、実習に来たのか遊びにきたのか分からなく

なることもしばしばであった。しかし、作業中には語られることのない農家経営の厳し

さや楽しさ、植物と自然を相手にした職業への様々な思いなどを夜遅くまで、農家のお

父さんやお母さんは語ってくれ、学生たち色んな話に華を咲かせたことでしょう。翌日

には朝から夕方までの作業に従事し、２日間に亘る受け入れのお礼も兼ね全体の懇親会

を開き、受入れて頂いた関係機関の方々とも懇親を深めた。２泊目は町の相当古い青少

年会館を利用し、２日間の反省と坂下先生を交えた熱い議論が交わされたが、最近には、

公社の農業研修者のための宿泊施設を利用している。 

 

 ５）こぼれ話 

 以上のような日程と内容で農家実習は行われたが、年によっては当研究室が農業研修

旅行の事務局を担当するときは、普段の実習では見られないリゾートホテルの利用もあ

り、学年によって実習の思い出が 180度違う場合もあった。 

 また農村における嫁対策は各地で問題の１つになっているが、この実習が契機となっ

たかどうかは不明ではあるが、実習先の子弟と結婚した例もあり、ある種の貢献も果し

ている。 

 

２．受け入れ農家と参加学生 

 以下では過去 20回行われた実習の記録として、受け入れていただいた農家と参加学

生の名簿を記す。 

 

 １）第１回目（1997年） 

 第１回目は 6月 19日から 20日にかけて行われた。受け入れ農家 14戸、参加学生は

25 人である。引率院生は２人となっている。 



38 

 

 

 

 ２）第２回目（1999年） 

 第２回目は 6 月 24 日から 26 日にかけて行われた。受け入れ農家 16 戸、参加学生は

31 人である。引率学生は１人となっている。 

 

農家名 地区 学生名

橋場利勝 桜山 山田麻由子＊l　嶋崎綾子＊l

吉原英夫 南角田 井上裕之　福田彰

大西勝博 大井分 大川真治　堀部篤

上田雅彦 湯地 石川圭一　木村篤

小暮滝弘 御園 岩波浩大　川端紀男

岩崎英伯 御園 鈴木敏　下川哲

中島真 南学田 木原乃奈＊l 　大西美穂子＊l

片山勝 継立 烏谷佐都美＊l　清家隆子＊l

長沢敦 南角田 糸山健介　赤城英夫

酒井利彦 御園 斎藤久光　飯野仁

岩花義勝 南学田 西村和志　相淳一

大井賢治 御園 鈴木雄介　林芙俊

池田敏昭 湯地 坂本雄紀　小林国之＊2

国岡正好 継立 小山良太＊2　安封良平

注：＊lは女子学生、＊2は引率院生を示す。

第１回目の受入先農家と学生(1997年6月19日～20日）

引率院生：小山良太　小林国之

引率教官：坂下明彦助教授

農家名 地区 学生名

藤島農場 旭台 藍原正秀　保積佑紀

坂口春男 北学田 本谷樹己　三戸祐治

大櫛農場 御園 苅田鮎希　矢島直之

寺島農場 御園 國分一平　古田大志

青山農場 御園 佐藤健介　遠藤哲史

中山農場 南学田 藤原愛＊１　成田真澄＊１

国岡正好 継立 相俊介　樋口勝恒

大西勝博 大井分 塚本精蔵　斎藤悠

吉原英夫 南角田 河本陽介　関口大介

岩崎英伯 御園 保坂総夫　南雲大観

岩花義勝 南学田 石田晃一　飯田越　門谷悠超

片山勝 継立 長井悠＊１　富田良子＊１＊２

長沢惇 大井分 田岡正朋＊２　小野田慎＊２

酒井利彦 御園 北村威＊２　劉陽平＊２

八森ファーム 南角田 朝隈英昭＊２　庭田竜之進＊３

勝部農場 円山 糸山健介＊４

第２回目の受入先農家と学生（1999年6月24日～26日）

引率教官：坂下明彦助教授

引率院生：糸山健介

注：＊１は女子学生、＊２は3年生、＊３は4年生、＊４は引率学生（4年生）を示す。
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 ３）第３回目（2000年） 

 第３回目は、6月 19日から 21にかけて行われた。時期的な問題もあり、栗山町内だ

けでは協力農家が確保できなかったため、引率院生の実家がある十勝・音更町の農家に

も協力を頂いた。両町合わせて 12戸（栗山町７戸、音更町５戸）、参加学生は 21 人（栗

山町 13人、音更町 8人）である。引率院生は４人である。 

 
 

 ４）第４回目（2001年） 

 第４回目は、７月 17 日から 19 日にかけて行われた。受け入れ農家 10 戸、参加学生

26 人である。引率院生は２人である。この年は農業研修旅行もあわせて実施したこと

から宿泊施設は天然温泉があるリゾートホテルを利用し、学生から大変な好評を得た年

でもあった。また視察先として隣町である長沼町でＣＳＡという農業形態を行っている

外国人農家における経営を垣間見た。 

 

区分 農家名 地区 学生名 引率

武田農場 三日月 川本亮　名和久仁三＊２

野原ファーム 阿野呂 松崎直樹

大西勝博 大井分 熊谷健吾　箕浦裕彦

国岡正好 継立 小池直　茂木洋平

岩崎英伯 御園 澤内大輔　山崎孝浩

吉原英夫 南角田 白鳥健　北川将人＊３　須川定徳＊２

芦沢功 鳩山 稲永直人

石川農場 柏瀬礼乃＊１　竹内晴香＊１　長山聡子＊１

高橋農場 上谷美樹子＊１　兼田英恵＊１

大庭農場 田辺卓士　吉野雅彦

小原農場 川原祐樹　木村篤＊４

竹中農場 糸山健介＊４　林芙俊＊４　竹中章＊４

注：＊１は女子学生、＊２は3年生、＊３は4年生、＊４引率院生を示す。

第３回目の受入先農家と学生（2000年6月19日～21日）

栗山町

音更町

坂下明彦
助教授

朴紅
助手

糸山健介
林芙俊
木村篤
竹中章

農家名 地区 学生名

池田農場 湯地 岡田将平　杉山喜春

芦沢農場 鳩山 池津雪絵＊１　高木千香子＊１

（有）粒里 大井分 加藤護　高橋淳一　信本祐司　濱村寿史

岩花農場 南学田 松井梨絵＊１　馬渕幸＊１

中島農園 南学田 馬場健　山内庸平

岩崎農場 御園 青木勇人　坂本敦　真田高裕

吉原農場 南角田 阿保和子＊１　松浦志奈乃＊１　渡辺麗子＊１

長澤農場 南角田 鈴木洋介　高原淳

八森ファーム 南角田 石田晃　竹内紀雄　所説夫　能勢佳昭

勝部農場 円山 高崎昭吾　須川定徳＊２　工藤康彦＊３　糸山健介＊３

引率教官：坂下明彦助教授

引率院生：工藤康彦、糸山健介

注：＊１は女子学生、＊２は３年生、＊３は引率院生を示す。

第４回目の受入先農家と学生（2001年7月17日～19日）
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 ５）第５回目（2002年） 

 第５回目は７月 18 日から 20 日にかけて行われた。受け入れ農家 9 戸、参加学生は

29 人で、引率学生は１人である。この年から前年に誕生した農業生産法人（（有）粒里）

に多数の学生を受け入れが始まった。法人の実習では、１ha 級圃場に横一列に並び草

取りが印象的であった。またこの年以後、受け入れ農家の固定化が始まる。 

 
 

 ６）第６回目（2003年） 

 第６回目は、６月 27 日から 29 日にかけて行われた。受け入れ農家９戸、参加学生

25 人、引率院生３人である。この年から実習に参加経験のある院生が引率することに

なる。 

 

 

 ７）第７回目（2004年） 

 第７回目は、７月 25日から 27にかけて行われた。受け入れ農家 10戸、参加学生 21

人、引率院生６人であった。この年は学生の数も少なく寂しいことから、当研究室の大

半の院生が参加し大いに賑わいを見せた。 

農家名 地区 学生名

池田農場 湯地 片鳩一也　古賀悦朗

瀬尾農場 鳩山 杉田竜介　稲波彩子＊１　川井佳子＊１

山田農場 三日月 高山大輔　土屋憲一郎

中島農場 南学田 稲船文子＊１　北村玲子＊１

岩崎農場 御園 山村一志　浅田博彦

長澤農場 南角田 吉田ひろみ＊１　小松知未＊１　森悠子＊１

吉原農場 南角田 小竹尚博　須見綾仁　中山紗央里＊１　松岡美和子＊１

勝部農場 円山 中曽根匠　大溝友秀　見澤誠司　工藤康彦＊２

（有）粒里 大井分 尾関弘道　中尾亮　竹井亮　浅野新矢　糸矢禅　植田恵一郎　城山敬祐　豊川佑

注：＊１は女子学生、＊２は引率院生を示す。

第５回目の受入先農家と学生（2002年7月18日～20日）

引率教官：坂下明彦助教授

引率院生：工藤康彦

農家名 地区 学生名

芦沢農場 鳩山 中泉匡央　福田尚広　三戸祐治＊４

中島農場 南学田 柳井雅史　山本尚毅　山崎孝浩＊４

（有）ランサー
デイリーサービス

御園 難波利光　細野善寛

亀森農場 北学田 小山裕介　八木俊祐

岩崎農場 御園 井口奈菜＊１　西川存＊１

長澤農場 南角田 小島早永＊１　倉岡恭子＊１　鈴木基世＊１

吉原農場 南角田 小澤壮介　柴田雅孝　中村郁美＊１　中山千尋＊１

大平農場 円山 村上玄　山本貴之

（有）粒里 大井分 三浦圭太　久世継義　土田渉　中澤章＊２　市来正光＊３　工藤康彦＊４　渕野信也

注：＊１は女子学生、＊２は3年生、＊３は4年生、＊４は引率院生を示す。

第６回目の受入先農家と学生（2003年6月27日～29日）

引率教官：坂下明彦教授　朴紅助教授

引率院生：工藤康彦　三戸祐治　山崎孝浩
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 ８）第８回目（2005年） 

 第８回目は、７月 23 日から 25 日にかけて行われた。受け入れ農家 12 戸、参加学生

27 人、引率院生３人である。 

 

 

 ９）第９回目（2006年） 

 第９回目は、７月８日から 10日にかけて行われた。受け入れ農家９戸、参加学生 24

人、引率院生２人、引率研究員１人である。この年より受け入れの農業生産法人が２法

人（（有）湯地の丘 自然農園）となる。 

農家名 地区 学生名

芦沢農場 鳩山 吉澤龍一郎　山崎孝浩＊２

南坂農場 北学田 伊藤新　三宅真人　工藤康彦＊２

勝部農場 円山 石川恭之　坂口寛＊２

坂口農場 北学田 座間冨美彦　保科智章

岩崎農場 御園 堀川真紀子＊１　小田志保＊１＊２

長澤農場 南角田 河渕将人　後藤健次郎

吉原農場 南角田 田中瑛一郎　梅村大輔　寺師智美＊１　中川祐子＊１

鷲尾農場 桜山 山口豊喜　川崎清正

（有）粒里 大井分 与那城正登　坂東伸彦　厨子崇　松原勇太　糸山健介＊２　森久保夏樹

中川農場 北学田 佐々健介＊２　三戸祐治＊２

注：＊１は女子学生、＊２は引率院生を示す。

第７回目の受入先農家と学生（2004年7月25日～27日）

引率教官：坂下明彦教授、朴助教授

引率院生：工藤康彦　糸山健介　小田志保　坂口寛 三戸祐治　山崎孝浩

農家名 地区 学生名

芦沢農場 鳩山 河原愛＊１　吉川優紀＊１

南坂農場 北学田 大石豊　木村悠

勝部農場 円山 坂口寛＊２　山村一志＊２　市来正光＊２

坂口農場 北学田 近藤真人　神野洋一

岩崎農場 御園 加藤芙美＊１　西村真依＊１

吉原農場 南角田 福田洋介　本松裕史　日笠洋章

鷲尾農場 桜山 松本真弥　竹本祐二

（有）粒里 大井分 松浦佑亮　金子真也　間真実　坂本達俊　藤木尭　田宜和樹　東条雅之

中川農場 北学田 棚橋知春　西岡孝文

上田農場 湯池 北條雄輔　松井朋

大平農場 円山 岩崎淳一　内川優

井沢農場 阿野呂 原田達也　本城靖久

第８回目の受入先農家と学生（2005年7月23日～25日）

引率教官：坂下明彦教授、朴紅助教授

引率院生：工藤康彦　坂口寛　市来正光　山村一志

注：＊１は女子学生、＊２は引率院生を示す。
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10）第 10回目（2007年） 

 第 10 回目は、７月７日から９日にかけて行われた。受け入れ農家 10 戸、参加学生

27 人、引率院生１人、引率研究員１人である。この年、実習は 10周年を迎える。また

受け入れの農業生産法人が３法人（（有）きなうすファーム）となる。 

 

 

 11）第 11回目（2008年） 

第 11回目は、７月 12 日から 14日にかけて行われた。受け入れ農家 10戸、参加学生

25 人、引率院生１人、引率研究員１人である。 

 

農家名 地区 学生名

芦沢農場 鳩山 井関奈津紀＊１　金巻あゆか＊１　北川あかね＊１＊３

勝部農場 円山 大城隆久＊２　山内庸平＊３

坂口農場 北学田 西本拓矢＊１　相澤圭亮

岩崎農場 御園 佐々木知＊１　津久井沙織＊１

吉原農場 南角田 九鬼游　中村卓哉　藤田敦

（有）粒里 大井分 蛭子信平　宮崎耕太　丸尾陽樹　吉田雄介　岡本英利　酒井祐介

（有）湯地の丘 湯地 田辺陽一　堀宏輔　杢屋龍樹　新沼友惟

長澤農場 南角田 宮ノ下綾佳＊１　堀晴菜＊１

山田農場 三日月 竹重綾香＊１　山下文香＊１

第９回目の受入先農家と学生（2006年7月8日～10日）

引率院生：山内庸平　北川あかね

注：＊１は女子学生、＊２は４年生、＊３は引率院生を示す。

引率教官：坂下明彦教授、朴紅助教授

引率研究員：工藤康彦

農家名 地区 学生名

芦沢農場 鳩山 小寺美由貴＊１　小東明子＊１

勝部農場 円山 原田遠也＊２　小坂橋正裕

坂口農場 北学田 吉川貴之　麻田大介

岩崎農場 御園 住友瑠里子＊１　小山顕子＊１

吉原農場 南角田 座波祐一郎　福島和宏　鈴木雄也

（有）粒里 大井分 村中令　近藤啓介　伊藤奨太　小西充　野呂隆昌　山本裕太　金子真也

（有）湯地の丘自然農園 湯地 末永千絵＊１　中野真衣＊１　藤澤千夏＊１

長澤農場 南角田 柘植一乃＊１　南條侑子＊１

鷲尾農場 桜山 大崎泰輝　小野亮

（有）きなうすファーム 析臼 鈴木智也　田力信人　松枝洋平

注：＊１は女子学生、＊２は引率学生を示す。

第10回目の受入先農家と学生（2007年7月7日～9日）

引率教官：坂下明彦教授　朴紅助教授

引率研究員：工藤康彦

引率学生：原田遠也
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 12）第 12回目（2009年） 

第 12回目は、７月 11 日から 13日にかけて行われた。受け入れ農家 12戸、参加学生

31 人、引率院生２人である。 

 

 

13）第 13回目（2010年） 

第 13 回目は、７月９日から 12 日にかけて行われた。受け入れ農家 12 戸、参加学生

26 人、引率院生４人である。 

農家名 地区 学生名

芦沢農場 鳩山 福谷淳　相川唯

（農）勝部農場 円山 酒井悠一郎

坂口農場 北学田 佐久間崇

吉原農場 南角田 竹林司　赤堀弘和　石川龍郎

（有）粒里 大井分 大矢優希　斉藤拓　白石秀徳　谷口竜太　中野達之　青山皓

（有）湯地の丘自然農園 湯地 井下友梨花　金秀淵　福澤萌

（有）長澤農場 南角田 大岸亜矢子　金子由里花　

(有）八森ファーム 南角田 北村涼一　瀧澤健太郎

大平農場 円山 廣川俊輔　藤井寛

（有）きなうすファーム 析臼 安木一仁　長内一人　山田皓介

第11回目の受入先農家と学生（2008年7月12日～14日）

引率教官：坂下明彦教授　朴紅准教授

引率研究員：工藤康彦

引率院生：棚橋知春

農家名 地区 学生名

芦沢農場 鳩山 上田和夫　内藤敦允　

（農）勝部農場 円山 齋藤悠　高城努

（有）粒里 大井分 福地由洋　各務友規　高田圭介　丹野明士　豊島真太郎

(有）八森ファーム 南角田 平澤桃　呉垠　五十嵐瑶子

大平農場 円山 中野塁　平尾祐輔

（有）きなうすファーム 析臼 結城遼　須賀原広太　樋田翔吾

片山農場 継立 大黒衣梨　宮岡みのり

坂口ファーム 北学田 加藤遥佳　橋場結里加　村中真里江

大塚農場 大井分 石田泰浩　大地智士

青山農産 御園 高橋渉　中野展裕

中川農場 北学田 林智慧　鄭龍暻

鳩山 島農場 石丸百恵実　小林茜　須藤舞

第12回目の受入先農家と学生（2009年7月11日～13日）

引率教官：坂下明彦教授　朴紅准教授

引率院生：棚橋知春　中村祥世



44 

 

 

 

14）第 14回目（2011年） 

第 14 回目は、７月８日から 11 日にかけて行われた。受け入れ農家 14 戸、参加学生

27 人、引率院生２人である。 

 

農家名 地区 学生名

芦沢農場 鳩山 阿部和明　塚澤龍太郎

（農）勝部農場 円山 鈴木宏明

（有）粒里 大井分 朝霧貴俊　高槻森水　横浜準哉　泉頭哲朗　津田俊裕

(有）八森ファーム 南角田 松島豪　窪田康平　

大平農場 円山 佐久山拓造　瀧野大地　

（有）きなうすファーム 析臼 壇野浩規　中村光広

片山農場 継立 菅原萌　清水薫

坂口ファーム 北学田 森岡昌子　伊藤有里沙

青山農産 御園 山尾拓巳　渡辺康平

中川農場 北学田 戸田真由美　岡本幸美

（株）笹谷農産 南角田 瀧澤省吾　松本航

伊月農場 北学田 村上亮　黒野駿

第13回目の受入先農家と学生（2010年7月9日～12日）

引率教官：坂下明彦教授　朴紅准教授

引率院生：野呂隆昌　日置健史郎　中村祥世　李雪蓮

農家名 地区 学生名

坂口ファーム 北学田 李秀眞　李璱

（有）粒里 大井分 朴祉玩　亀井優矩　山内優祐　

吉原農場 南角田 坂本将一　大和拓海

（株）八森ファーム 南角田 沓澤勇貴　山下智弘

（株）笹谷ファーム 南角田 佐々木直哉　力武正吾

元木農場 南角田 浦川準輔　牧周平

伊月農場 北学田 浅井哲　中田鉱平　

吉田農場 阿野呂 森下和人　福岡幸二　

中川農場 北学田 三浦智也　久郷優　

（株）きなうすファーム 杵臼 広瀬拓　池本遼太　

芦沢農場 鳩山 田川拓哉　相原哲吾

（有）サンフィールズ 北学田 若林諒

（農）勝部農場 円山 末竹晃気　

青山農産 御園 打井一希　川島史寛

第14回目の受入先農家と学生（2011年7月8日～11日）

引率教官：坂下明彦教授　朴紅准教授

引率院生：李雪蓮・佐々木泰裕
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15）第 15回目（2012年） 

第 15回目は、７月 13 日から 16日にかけて行われた。受け入れ農家 13戸、参加学生

30 人、引率院生３人である。 

 

 

16）第 16回目（2013年） 

第 16回目は、７月 12 日から 15日にかけて行われた。受け入れ農家 10戸、参加学生

36 人、引率院生２人である。 

 

農家名 地区 学生名

芦沢農場 鳩山 落合智二　倉沢雄介　

島農場 鳩山 渋谷智淑　

坂口ファーム 北学田 ジョンヨンヒョん　チェハンビョル　ホンジヨン

中川農場 北学田 岡田智誉　藤村伊咲

（有）サンフィールズ 北学田 謙田夕輝　甘利圭哉　三上晋平

（株）きなうすファーム 杵臼 神村圭哉　西田祐太郎　渡邊祥矩

吉田農場 阿野呂 樋口勇貴　尾崎良太

（有）粒里 大井分 丸山泰平　上田大晃　福澤紀喜

元木農場 南学田 石塚康一　峰雄光人

（株）八森ファーム 南角田 吉川修平　田村宗平

吉原農場 南角田 後藤洋輝　石谷寛喜　大窪丈児　津田直輝

（株）笹谷農産 南角田 奥村春香　横山茜

（農）勝部農場 円山 下川祥市

第15回目の受入先農家と学生（2012年7月13日～16日）

引率教官：坂下明彦教授　朴紅准教授

引率院生：棚橋知春　佐々木泰裕　鄭龍暻

農家名 地区 学生名

芦沢農場 鳩山 國本英樹　興梠将太　関慎也

島農場 鳩山 土井光　家中優海　田中真理子　内倉つかさ

坂口ファーム 北学田 チェナヒョン　イヒョナ　ファンスイン

（有）サンフィールズ 北学田 向藤原海　本間佳祐　笹岡祐全　キムドンイル

（株）きなうすファーム 杵臼 神村圭哉　西田祐太郎　渡邊祥矩

（有）粒里 大井分 井上湧也　小塚典博　柴田和樹　チェジェウン　東谷廉

元木農場 南学田 小野将鳳　チェキビョン

岩崎農場 御園 長島朋美　田野村紗代　竹内琳加　山口萌

吉原農場 南角田 五十嵐啓太　橋本大佑　中島創生　木村勇輝

（農）勝部農場 円山 中津裕太　有吉里生　田中健太朗　近藤真生

第16回目の受入先農家と学生（2013年7月12日～15日）

引率教官：坂下明彦教授　朴紅准教授

引率院生：棚橋知春　渡辺康平
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17）第 17回目（2014年） 

第 17回目は、７月 11 日から 14日にかけて行われた。受け入れ農家 11戸、参加学生

30 人、引率院生１人である。 

 

 

 

18）第 18回目（2015年） 

第 18 回目は、７月３日から６日にかけて行われた。受け入れ農家 11 戸、参加学生

30 人、引率院生３人である。 

 

農家名 地区 学生名

芦沢農場 鳩山 内田寛之　金山隆盛　菊池健

島農場 鳩山 福田桃子　星野愛花里

坂口ファーム 北学田 朴乗美　李ナレ

（有）サンフィールズ 北学田 櫻田平　佐野友紀　金承賢　李施烈

（有）粒里 大井分 清水翔平　新里太郎　劉志光

吉田農場 阿野呂 中村幹　新里拓也

元木農場 南学田 山脇一城　吉田匡宏

岩崎農場 御園 小林由佳　竹田菜那

吉原農場 南角田 菅原照貴　菅京介　日田アトム　蜂屋瑞貴

（株）笹谷農産 南角田 芦澤万里音　今井琴雅

（農）勝部農場 円山 青山慶生　山本洋暉　長谷川俊　目黒温樹

第17回目の受入先農家と学生（2014年7月11日～14日）

引率教官：坂下明彦教授　朴紅准教授

引率院生：鄭龍暻

農家名 地区 学生名

自由耕場 中里 今村公亮　津田翔汰

芦沢農場 鳩山 佐賀航太　中村鴻太　保壽亮太郎　

島農場 鳩山 臼杵朋子　中村千紗

坂口ファーム 北学田 西恵里佳　尹スミ

（有）サンフィールズ 北学田 野々上優子　村山玲実

（有）粒里 大井分 佐藤伊織　ジャンヨンタク　増田太郎

岩崎農場 御園 工藤彩乃　花田真帆路　米田志穂

斎藤農場 御園 新井紘嗣　杉本昌義　山田一太

吉原農場 南角田 兼田智　西井一史　渡井裕二

（株）八森ファーム 南角田 髙野正光　中村亮太　米田勇輝

（農）勝部農場 円山 新井健太　金聖煜　龍田力　松﨑健輔

第18回目の受入先農家と学生（2015年7月3日～6日）

引率教官：坂下明彦教授　正木助教

引率院生：柏絵織　峰尾光人　渡辺康平
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19）第 19回目（2016年） 

第 19 回目は、７月８日から 11 日にかけて行われた。受け入れ農家 11 戸、参加学生

29 人、引率院生１人である。 

 

 

20）第 20回目（2017年） 

第 20 回目は、７月７日から９日にかけて行われた。受け入れ農家 10 戸、参加学生

29 人、引率院生２人である。 

 

  

農家名 地区 学生名

芦沢農場 鳩山 髙松陸　中村嘉克　安田驍

島農場 鳩山 石井桃子　竹内亜寿香

坂口ファーム 北学田 李スルギ　金ユジン

（株）きなうすファーム 杵臼 池谷圭裕　竹田賢太　森川類

吉田農場 阿野呂 葛山滉大　白戸雄翼

岩崎農場 御園 川瀬智加　西角成美

斎藤農場 御園 伊東夏美　吉羽輝咲

吉原農場 南角田 小西雄大　関根大貴　高須裕一　田谷義輝

（株）八森ファーム 南角田 今井遼太郎　柿元俊慧　芳賀巧

榎本農場 東山 北野恵次　金ソルチャン　邑津郵馬

（農）勝部農場 円山 赤城優也　木村太軌　朴ジョンギ

第19回目の受入先農家と学生（2016年7月8日～11日）

引率教官：坂下明彦教授　正木卓特任准教授

引率院生：國本英樹

農家名 地区 学生名

芦沢農場 鳩山 砂川大起　松宮潤也　森田創也　椛澤朋之

島農場 鳩山 丸山ちなみ　鈴木陽名

田中農場 湯地 中牟田直英　上野樹生　池谷航

坂口ファーム 北学田 全有彬　鄭然在

（有）吉田農場 阿野呂 諏訪航哉　佐藤悠也

岩崎農場 御園 田中緑　北村実央

斎藤農場 御園 李シュ　佐藤樹

吉原農場 南角田 中村文人　濱野亮　村山康平　高橋奏季

（株）八森ファーム 南角田 菊地航季　鈴木雄太　渡邊昴介　本江英育

（農）勝部農場 円山 大坪薫和　小林千哲　細木真　山本紘平

第20回目の受入先農家と学生（2017年7月7日～9日）

引率教官：坂下明彦教授　申錬鐵特任准教授

引率院生：今井琴雅　星野愛花里
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学生農家実習レポート 

（2008年～2016年レポートより） 
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学生農家実習レポート 

－2008年～2016年レポートより－ 

 

ここでは、2008 年の第 11 回目の実習から 2016 年の第 19 回目の実習レポートから、

各年２本ずつのレポートを掲載する。 

毎年、実習終了後の９月頃までにレポートを取りまとめ、お世話になった方々（関係

機関）と受入れて頂いた農家の方々に送付している。毎年のことではあるが、稚拙な文

章でなおかつ思いつくままに書かれたものが多く、編集に際して事務局の頭を悩ますも

のであった。結局のところ、何度かやり直しをさせても直るどころか、ますますおかし

な文章になっていた。そのため最初に提出されたままの方がまだ良いと判断され、レポ

ート集として世に送り出してきた。 

稚拙で酷いと批判されても致し方がないが、何も知らない若いときにしか書けない

「熱い」があるように思える。しかし、読み解いていく内に以外と的を得ていることも

見受けられることもしばしばある。そこで、彼ら彼女らが２年生当時に書いたものをそ

のまま載せることで、読者にも「熱い」を感じ取っていただきたい。 

 

編集事務局 

 

 

2008年レポートより 

（有）湯地の丘自然農園 

 

栗山町農村調査実習レボート 

 

福澤 萌 

 

◆はじめに 

 今回の栗山町農村調査実習で、私は湯地の丘自然農園にお世話になった。実習の主な

仕事は、すでにオープンしている直売所「直ごろ市」1号店に続き、直売所 2号店をオ

ープンさせるためのお手伝いである。畑に実際に 入って大豆の草取りなどではなかっ

たが、直売所を 1日運営させていただいたことで、直売所のこれからの可能性と課題を

感じることができた。今回のレポートでは、このことを中心に書いていこうと思う。 
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◆（有）湯地の丘自然農園について 

 直売所について書く前に、（有）湯地の丘自然農園について書こうと思う。 

 湯地の丘自然農園は、地区内 4戸の農家（測野 9戸、大浦 1戸、菅野 1 戸）が集ま

り、1 つの法人として現在経営している。経営面積は 69ha。馬鈴薯の種イモや、小麦、

大豆、そしてひまわりなどの花を作っている。農家さんたちはとても生き生きしていた。 

 また、都市と農園との融和、人と人とのつながりを大切にしているこの農園では、一

区画 50m2の農地を貸出す、自然農園も経営している。多くの人々（消費者）がトマト

や馬鈴薯、トウキビなどを植えて、自然と調和している姿が印象的であった。 

 この他にも、今回私が手伝わせていただいた直売所『値ごろ市』も周辺の農家と協力

して運営している。地域に根付いた販売である。1号店は、 ホテルパラダイスヒルズ

前に、2号店は、同ホテル入口の国道沿いにある。紫の建物で目を引く造りになってい

る。 

 

◆直売所『値ごろ市 2号店』について 

 今回私たちは、直売所の窓ふきや、掃除に始まり、野菜の配置決めや、商品の値段を

かいたポップ作り、そしてオープン当日 1 日目の店の運営まで、多くのことをさせて

もらった。とてもやりがいのある仕事であった。 

 さて、直売所を手伝わせていただいての印象だが、直売所は多くの可能性を持ってい

ることを感じた。消費者のニーズに一番に対応できることがその最大の理由である。現

在値ごろ市では約 60戸の農家とネットワークを持っており、すぐに必要な作物、商品

を調達できるネットワークができ ているそうだ。消費者が今何を求めているのか。何

を感じているのか。商品の反応など直接聞くことができ、なおかつその要望に応えるこ

とができ るのである。そして、消費者のニーズに合っているお店は、人に愛され続け

るのである。つまり地域に根付いたものとなるのである。最近、「安全な野菜を」「顔の

見える野菜を」そして「地産地消」と言われている中、直売所がこれらの要求に応え続

けてこれたことが直売所の売り上げ向上に結び付いているのであろう。 

 この他にも、人と人とのつながりができるという魅力もある。核家族化が進んでいる

現在、隣の住民の名前さえ知らない人が増えている。中には孤独を感じている人も多い

かもしれない。そんな社会の中、直売所では話が飛び交い、人と人とがつながることが

できる大切なコミュニティーがある。核家族化している現在だからこそ直売所をきっか

けに人と人とがつな がってほしいと感じる。 

 最後であるが、農業は従来、作物を出荷するところまでと考えられていた。しかし現

在、直売所や加工など作物を作る以上のことを求められつつある。このような要求に応

えるためにも、やはり分野と分野のつながりは大切である。直売所を例に取ってみても、

看板や商品の魅せ方、経営など多くのことを知らないといけない。ただ作物を作ってい



51 

 

れば良いというわ けではないのである。これからは『農業を魅せる』時代なのである。

だからこそ農家とほかの分野のつながりが必要なのではないのだろうか。 

◆最後に 

 私の実家が農家ということもあり、私は小さいころから農業というものに触れてきた

つもりである。北海道にきて、そして栗山町の農家さんや他の地域の農家さんたちと関

わるようになってから、私は農家の印象が変わった。農家さんは誇りを持って農業をし

ている。 

 湯地の丘自然農園の測野社長のお言葉でとても印象的であった言葉がある。それは

「農家はお金を払って農業をしている」という言葉である。体の基盤、その源である食

を支えている農家が、現在お金を払って食を支えているのである。農業が衰退するのは

当たり前である。しかし、それでも農業というものに誇りを持ち、農業を続けている農

家がいる。このような農家に出会ってから私は日本の農業のために活動したいと日々勉

強している。 

 今回の栗山町農村調査実習で（有）湯地の丘自然農園の皆さんに出会ったことは本当

にいい機会であった。これからもこの出会いを大切に生きていこうと感じている。 

 

 

2008年レポートより 

長津農場 

 

農村調査実習旅行レポート 

 

大岸 亜矢子 

 

 7 月 12 日（土）～14 日（日）にかけ、タ張郡の南部に位置する栗山町へ農村調査実

習旅行に行った。さまざまな機関や職業の方に話を聞き、現在農業が抱える問題や楽し

さ、やりがいなどを肌に感じることができた。農業は私たちの生活に深く密着している

「食」の根幹産業であるだけに、農業が抱える問題を早急に解決しなければ、その影響

は深刻なものになる。その一方、農業そのものを楽しみ、ネガティブな考えを持たずに

しっかりと 前向きな考えを持って、農業に取り組んでいらっしやる農家もいる。現状

をよく知り、嘆くだけでなく前向きに問題解決への道を模索しなければ、この先の農業

に未来はない。このレポートでは、農家の方に聞いた諸問題と、実際に農作業を体験さ

せていただいた長津農場さんでの出来事をまとめたいと思う。 

 

Ⅰ 国内、道内の農業に影響を与えている原因 
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１．環境問題の影響 

 現在さまざまなところで叫ばれている環境問題であるが、自然を相手 にする農業に

もその影響は深刻なものになってきている。具体的には、 

 ・風の吹く間隔が異常に広かったり狭かったりする。 

 ・雨が降らない日が何日も続くかと思えば、いきなり土砂降りになる。 

 ・5月に霜が降り、ある農家ではさくらんぼやかぼちゃが全滅した。 

 ・6月にひょうが降った。 

 ・台風の多さ 

 ・気温の上昇により夜間の温度が上がり、コメなどの作物の味が低下する。 

 ・全体的に、降雨、風の強さ、など、極端な現象が増えてきている。 

などがあった。近年の異常気象が原因で作物の収穫量が減ったり、田畑そのものが豪雨

などによって被害を受けたりすることが最近多く、盛んに報 じられている。道内の農

家も例外でなく、環境の微妙な変化を農業者も少しずつ肌で感じておられるそうだ。 

２．後継者問題 

 農家、農村の変容により、昔から農家の後継者がいないという問題はよく挙がってい

たが、農業従事者の平均年齢が上がってきている今、ますますこの問題は深刻になって

きている。具体的には、農業と他の職業との所得格差と、その地域に根ざすことで生じ

る生活水準の格差、結婚相手の確保、農業へのネガティブなイメージが原因として挙げ

られよう。現在の農協のシステムは、農家の収入は微々たるもので、後継者問題に対し

ては疎いというイメージが実際に農家のほうから持たれている。また、日本全体が少子

高齢化社会へ移行していることも、確実に農業に影響している。 

３．エネルギー価格の高騰 

 各分野で大騒ぎとなっているエネルギー価格高騰の影響が、農家にも及んでいる。農

機具の燃料代、肥料代、ビ二ールハウスのビニール代を合わせると、例年と比べてコス

トの上昇はかなり大きなものになっている。そうなると作物の商品価格を上げざるを得

ず、それを買う消費者にも経済的な影響が出る。 

以上の 3点は、互いに影響しあって現在の農業に相乗効果的に影響を及ぼしている。 

 

Ⅱ 長津農場さんでの体験 

 長津農場さんは、栗山町でも1, 2位を争うほどの大規模な田畑を所有しておられる。

数年前に急逝されたお父さんの後を20代で継いた現在4代目の長澤哲哉さんが大黒柱と

なり、一家で農業に取り組んでおられる。 

 一日目にお世話になった長澤農場さんでは、コメの乾燥機の裏にたまっ たもみなど

をスコップで掻きだし、掃除する作業をした。掃除に関してはさすがに機械任せにする

わけにもいかず、普段運動しなれない身としては 肉体的にハードだった。だが、作業
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の進行状況が目に見えて分かる作業だったので達成感も大きかった。 

 長津農場さんにあるコメの乾燥機はとても大きく二階分ほどの高さがあり、同じもの

が 4, 5台並んでいた。これは昭和 52年ごろに導入された風力乾燥施設で、熱の力を全

く加えず送風の力のみでもみ殻をゆっくりと乾燥させ、味を落とさないためのものだそ

うだ。従来は熱を加えて乾燥させる方法が主流らしいが、やはり味は落ちるという。実

際にとれたお米 を食事のときに頂いたが、噂通り本当に本当においしかった。ネット

販売もしておられるようなので、いつか検討してみようと思う。 

 長澤さんは、コメはスーパーにも並んでいるが、米屋に卸すほうが良いと考えておら

れた。スーパーに卸す場合、少しでも高く買い取ってもらえる店舗に卸す農家が多いが、

それでは付き合いの単位が 1年など、とても短いものになってしまう。一方で米屋とは

互いの信頼関係で結ばれているところが多く、長い付き合いになる。なので、うまい市

場価格の調整などもすべて米屋がやってくれることが多くなるそうだ。 

 現在の農業に対する世間のイメージと言えば、「後継者がいない」「収入が少ない」な

どといったネガティブなものが多いが、やはりそれは事実の部分もある。しかし、長津

さんはそういったネガティブな考えを持つことに反対する。「世間、世界の大きな流れ

に対して、一農家がそんなことを言っていても何も始まらない」というのが、長澤さん

の考えである。昨今、マスコミや教育現場ではひたすら農業についての問題点、ネガテ

ィブキャンペーンがずいぶん先行しているように思える。長津さんのように問題点をし

っかりと見据え、それに対する何らかの対策を具体的に練っていくのが、これからの農

業への接し方なのかもしれない。 

 また、後継者問題は農家全体の問題のように思いがちだが、長澤農場さんにとっては

全く問題ないようだ。3 人の息子さんがおられるのだが、「好きなことをやっていいん

だよ」と言われているにもかかわらず、全員が農場を継ぎたいと言っているという。理

由は、「お父さん（哲哉さん）がいつも楽しそうに農業をしているから」。確かに長澤さ

んの農業に対する真撃さや、純粋に楽しんでおられることは 1日過ごしただけの私たち

にも伝わってきた。いつも哲哉さんの仕事をしている姿を見ている息子さんたちがそう

思うのは自然なことなのだろう。会社員の父親が多い今の世の中では、 仕事をしてい

る親の姿というのはなかなか目にするものではなくなって きている。朝早く、もしか

したら子供よりも早くに家を出て行き、残業で夜遅くに疲れた顔で帰ってくると、子ど

もたちはもう寝ている――これが、現代の「父親」像になりかけている。一方長津さん

の家では、父親の哲哉 さんは日中ずっと家周辺の農場にいるのが普通であるという。

母親の和子さん、奥さんの友央さんも仕事で近くにいる。息子さんたちも哲哉さんの仕

事を積極的に手伝い、食事は必ず 6 人全員そろってとるそうだ。 

 もともと哲哉さんが農作業を始めたのも、ずっと 3代目の父親の背中を見て育ったか

らだという。大学生時代は、学校にいる以外の時間はずっと自発的に実家の農業を手伝
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っていた。独学で機械のことも学び、現在農機具はほぼ自分で修理したり、作ったりし

ておられる。 

 祖父から父へ、父から子へ受け継がれていく農場が実現されているのは、やはり現代

ではおろそかになりがちな家族での時間と空間を大切にされているからなのだろう。和

子さんや哲哉さんが 3代目の父親の話をしておられるときや、家族団業の食事に混ぜて

もらったとき、友央さんが息子さ んたちの面倒を見ておられるときなど、長澤さんの

家にいたときは常に家 族の温かさや大きな愛情を強く肌で感じた。本来の家族の姿と

いうのは、 そういうものが当たり前ではなかっただろうか。祖母、祖父、父母、兄弟

全員がそろって暮らす家族形態というのは、現在においてはほとんど実現されていない。

家族の本来の過ごし方を思い出させたことも、農村調査実 習で得られた大きなことで

あった。 

 今回の農村調査実習では、自分の中にあった農業のイメージや思い込みが大きく変わ

った。机の上や書物などで得られたイメージと、実際自分の目で目にした農業の姿はや

はり違う。農学という分野が実学的なものだということを改めて感じた。これからも機

会があればぜひ農業にかかわる体験をしてみたいと思う。また、お世話になった長澤農

場さんの方々には本当 に感謝している。農業の本来の姿を知れたこと、新鮮な作物が

とてもおい しいこと、そしてなによりも、楽しい時間を過ごさせてもらったことにお

礼を言いたい。夏休みなどにまた来てくれ、と言われたのが本当にうれしかった。本来

の農業の姿を忘れそうになったときや、またあの家族の温かみに触れてみたくなった時

にお邪魔してみたいと思う。 

 

 

2009年レポートより 

芦沢農場 

 

農村調査実習レポート 

 

上田 和夫 

 

１．受け入れ農場概要 

 2009 年 7 月 11 日～12 日の一泊二日、タ張郡栗山町鳩山の芦沢農場で農村調査実習

生と して受け入れていただいた。農作業に恒常的に携わるのは当主の芦沢功さんと奥

様、そして 85 歳になる芦沢さんのお父さんの 3人である。芦沢農場の経営面積は 43ha、

このうち休耕水田が 22～23ha、残りの 2Oha程度が畑作用農地となっている。栗山町は

種子馬鈴しょの移出量が日本一であり、芦沢農場でも種子馬鈴しょを主作目とし、種子
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麦および種子豆を輪作体系に組み込んで生産している。経営収支の詳細については不明

だが、数年に一度はご主人と奥様で仲良く海外旅行に出かけられるなど、ご夫婦仲とと

もに経営も順調そうに見受けられた。 

 

２．水田休耕と畑地面積の拡大 

 芦沢農場では平成14年に稲作生産を中止した。田植えの時期が豆の作付けと重なるため、

 作業量が一時期に集中し、労働をまかないきれなくなったことが中止の理由である。平成

14年の畑地面積はlOhaを少し上回る程度だったが、水田休耕により通年の作業量に若干の

余裕が生じたこともあり、その後は土地を買い足しながら畑地を増やし、平成21年現在の2

Ohaにいたる。原則として土地は借りないで買うことにしている。借りた農地と買って所有

した農地では土地に対する思いやりや真剣さが異なる。自分の土地であればこそ圃場 管理

や土壌改良にもより熱心に取り組み、それが直接的に高い生産性として経営に跳ね返って

くると考えておられる。このような理由から購入による面積拡大をたどっているが、拡大

ありきで土地を増やしてきたわけではない。周囲で農地売買の話が上がったときだけ農地

を増やしてきた。つまり、地域での離農や経営面積縮小による土地の放出を吸収する過程

で芦沢農場の畑地面積が増えてきたのである。土と真正面から向き合って生産性向上とと

もに農場を大きくする一方、地域の現状と調和しながら規模拡大をしてきた芦沢さんに、

土地と人に対する誠実さを垣間見た。 

 

３．家族と経営 

 奥様によると、ご主人（功さん）とお父さんは仲が良くて「朝から晩までずーっと話

し てることもある」そうだ。話は仕事のことに限らず、あらゆる話題が出てくるとの

こと。 現在の芦沢農場経営主の功さんがお父さんから経営を移譲されてから数十年に

なるが、土 地を買う、トラクターを購入するという大きな決定の際には事前に必ずお

父さんに話をするそうである。例えば、どこそこの土地を買おうと思っていると功さん

がお父さんに話せ ば、その土地だったら自分も買ってもいいと思っていたとお父さん

が功さんに返す。父子 で経営を巡って言い争うようなことはなく、同じような意見を

持っていることが多いそう である。お父さんは 85 歳ながら現役で 120 馬力のトラク

ターも運転し、芦沢農場の経営を 支えている。「オペレーター（お父さん）に相談もな

しにトラクターを買ったら、買っても 乗ってもらえなくなるだろう！」と功さんは笑

いながら話してくださった。お父さんを家 族として大切にすると同時に仕事仲間とし

て尊敬し、お互いに尊重しあうような関係が築 かれていた。このことが芦沢農場の安

定した経営の一因となっているように思われた。 

 

４．基本が大切 
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 以前、ある酪農家がこんなことを言っていた。「牛飼いは基本が大切。経営がうまく

いって ないところはやるべきことをやっていないだけだ」と。「いい農家の真似をすれ

ばいいんだよ」とは功さんの言葉。農業では特別なことをする必要はない、基本を守っ

て、きちんと した経営をしている農家のやっていること真似をすれば自分の経営も良

くなるそうである：「今日は防除する日じゃないはずなのに、（経営の良い）真似をして

いる農家が防除を始めたとしたら、そこには何か意味があるんだよ。それを読み取るこ

とが大切」と教科書どおりに経営することに対しては釘をさす。基本に忠実でありなが

らも状況に応じて臨機応変に対応すること、その作業の意味を自らに問うことが経営改

善につながる。基本といわれる作業は、大切だが手間のかかる作業が多いように思う。

しかし、その作業の重要性を理解して手を抜かない、そして自分の経営をとりまく状況

に応じて基本を応用していくセンスがある経営主は酪農であろうとも畑作であろうと

も良い成果を出すのであろう。功さんは暁舌ではないが、客観的な事実と主観的な考え

を明確に分け、自らの言葉が私に誤解を与えないように慎重にお話をされていた。短い

時間ながらも話を聞かせていただく中で、たいへん聡明な方だという印象を持った。そ

んな功さんの経営される芦沢農場は、実は“真 似される”側の農家なのであろう。 

  

５．草との戦い 

 実習 1日目は種子麦畑の野良芋抜き、2日目は種子馬鈴しょ畑の雑草取りをやらせて

いただいた。天候に恵まれた 2日目、鹿被害対策として電気牧柵の張り巡らされた馬鈴

しょ畑にしゃがみこんで草取りをする奥様がつぶやいた、「農業は草との戦いだ」。 

 畑作は、ある作物を自然の生態系から切り離して効率よく生産することを目指してい

る。畑の中に入ってくる不要な自然をいかに排除するか、そのために農家は多くの労力

を使う。このような農業を好まない人もいるかもしれないが、農業はそもそも自然を利

用しつつも野生とは一線を引くことで成立している。人間は草とのいたちごっこをしな

がらも作物の生産量を高め、人口のごく一部を占める農業従事者が全体の食料を供給で

きるようになった。除草剤の使用により多くの雑草が抑えられるようになったが、栽培

作物、残留農薬や環境への影響を考慮した農薬使用の下では除草剤だけで雑草の防除は

不可能であり、今でも草取りのために多大な労力が必要とされる。最近では除草剤のラ

ウンドアップに耐性を持った遺伝子組み換え作物もあり、雑草管理を大幅に省略化する

ことも可能であるようだが、一般的に、遺伝子組み換え作物を摂取したときの数世代に

わたる安全性が未確認であり、環境に対する影響も未知な部分が残されていること、さ

らに消費者の科学的知見に対する不安・不信感などもあり、遺伝子組み換え作物の栽培

や摂取に抵抗を持つ人も多い。そういった背景があることから、日本では食用の遺伝子

組み換え作物の商業栽培はされていない。また、種子馬鈴しょ畑にも生えていたツユク

サはグリホサート系除草剤で枯れにくい草であり、除草剤による防除そのものが困難な
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ためツユクサに効く除草剤の開発が望まれている。種子馬鈴しょは食用馬鈴しょよりも

精級な雑草管理が求められるため、芦沢 農場のような種子生産農家の雑草に対する身

体的・精神的苦労はより大きいだろう。そのような苦労を取り除くことは現役世代ばか

りでなく、今後の後継者確保や新規就農へのハードルを低くするためにも必要なことで

ある。ただし、遺伝子組み換え作物や新しい除草剤の使用は種子供給の寡占化や新たな

人体や環境への影響といった問題を引き起こす懸念もある。農家のためばかりでなく、

人類のためにも生物学的・社会学的問題をクリアできる雑草防除技術が必要であると改

めて認識した。 

 

 

2009年レポートより 

（有）八森ファーム 

 

農村調査実習レポート 

 

平澤 桃 

 

はじめに 

今回、農村調査実習では貴重な経験をすることができた。このレポートでは、その調

査内 容と、そこから検討した事項について記述したい。 

 

１．栗山町について 

北海道空知支庁管内南部にあり、北は屈足山系と東はタ張山系に続く穏やかな丘陵地

帯。南西を蛇行しながらタ張川が流れ、米・メロン・大豆・小麦・トマト・かぼちゃ・

玉ねぎ・ 養鶏などなんでもとれる。また、札幌や千歳まで一時間程度と近く、出荷も

全道，全国にしやすい環境である。一次産業である農業が盛んであり、地域によって創

られているものも様々。 

 

２．八森ファームについて 

■概要■ 

八森ファームは個人農家から H3 から法人化し、有限会社八森ファームとして経営を

始めた。面積は 50ha、内訳として小麦 20ha、大豆 17ha、米 13ha である。  

■米について■  

昭和後半から米について今後出荷を大々的に行うための準備を始め、H 5以前は農協

に米を売っていた。H5 に日本中が大冷害となり、米が足りない状況となった。その中
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で米を何とか売ってくれないかという声があり、それから個人向けに米を直接販売する

ようになった。 

味もだんだん良くなり、今では多少高くともよいものを食べたいという消費者や外食

産業に直接卸している。H5以降は営業を 3～4年行い、卸し先を創っていった。生産者

が販売まで行うのは大変である。 

また最近は温暖化と品種改良のおかげで品質がとてもよくなってきている。温暖化の

影響 でよくはなっているが、全体としてエコのために、環境に負荷のかからない機械

をお金をかけて買っている。 

■大豆について■ 

以前は大豆の収穫については手作業で行い、収穫量も少なく大変高価であった。昭和

57 年に、メーカーと相談し一年かけてコンバインを開発し、機械で収穫できるように

なった。量産できるようになり、一時期は北海道の 10 ％の生産量を持つほどであった。

次第にヤンマー・クボタなど農業機械のメーカーが教えてほしいとのことで視察に何度

も来て、多くの人が大豆を食べれた方がよいと考え、特許を取らずにノウハウを教えた。

そしてメーカーが機械を開発し、日本全体で機械が普及し大豆が全国的にも普及した。

開発前に比べ、値段は 4分 の一程度にまで廉価になった。 

 当時開発した理由として、アメリカではすでに機械での大規模農業が実施されており、

日本ではアメリカよりも水分が多く、機械で行うと大豆に斑点がつくなどの事故が多か

った。時間・時期・天候など施行錯誤して、日本の大豆の機械を開発していった。また

日本は大豆でも検査規格が厳しいため、技術力は中国などに比べれば圧倒的にすごい。 

■小麦について■ 

 日本は大幅に小麦の生産は遅れているが、徐々に面積を広げた。農協に卸しており、

おもに秋まきで越冬し、夏に収穫する麺用の小麦を創っている。春にまくものがパン用

のものである。 

■経営について■ 

基本的に家族で経営できる量を生産している。さらに、人ではなく、機械を多く取り

入れ ることで、効率化を図っている。規模を大きくする際、2Ohaを超えるまでが大変

であるが、3Oha を超えてからは黒字を出すシステムが安定する 010 年ほど前に経営は

安定した。 先代では 7ha の農地を、近所のもう農業ができなくなったところを買収し

今では 50ha の規模になっている。 

規模を大きくする際一番大変なことは、資金繰りであった。農家を始め、安定させる

には 一億円かかる。 

方針としては、後々機械などに投資したものは長く使用できるため、投資は惜しまな

いと いうこと。また、仕事だけではなく、家族仲良く暮らすためにも、余裕をもって

仕事をすること。 



59 

 

夏は農作業を行うが、冬にやることとして、機械を整備したり、経営（税・経営体制）

に 時間を費やす。やることは膨大でそれで 2月いっぱいまではかかってしまう。 

■法人化について■ 

法人化した理由は規模を大きくし、利益が上がってきた際に税が多くかかるため。 

経営するにはやはり自分で勉強しなければならない。（税・簿記など）昔に比べ、今は

勉強 する体制ができていて素晴らしいと思う。 

■地域との連携について■ 

地域で防除の道具の貸し借りはする。また組織を結成し、その守っていくための決め

ごと や会議などもある。また若い人は「よんいちクラブ」という組織を結成し、小麦

粉でパン・ ジャー麺を創るなどのプロジェクトを行っている。また自身も北海道指導

農業者に任命されているが、最近はこの地域ではある程度実力を持った人しか残れなか

ったので、指導す るにしても新しい人くらいであり、独自のノウハウをしっかり確立

してきている。 

■農協について■ 

農協の力が大きくなり、企業が全く入ってこれない。金融業務や強制保険など。もう

少し 企業が入れるシステムにしてもよいのではないだろうか。 

■新規就農者・継承者問題に対して■ 

（八森ファームには研修生として、2年間農作業を学ぶ方がいらっしゃった。） 

親が農家を継がせようとしないのが、今の農家の継承者が少ないことの問題だと思う。 

とくに、就農させるのは就職させるのよりもお金も労力もかかるので、就職させる親が

多い。また新規就農者についても、安定するには始め圧倒的にお金が必要である。5000

万よりやはり一億円はないと安定して規模を大きくスタートはできない。そういった問

題を国が支援してほしい。農協なども支援するとは言っても、ふたを開けてみて 500 万

円程度 では何もできない。努力したら対価は出るし、若者でもやりたい人は確かにい

るが、資金 がないためにできない。 

■北海道だからできること■ 

本州に比べ大規模農業ができる。また品種開発などでは群を抜いている。よい環境で

ある。 

 

３．農業の継承者について 

今回行ってみて感じたこととして、資金がなければ独立できないということであった。

今 後、国として就農を応援するシステムを大々的に変えて創ることで、環境は大きく

変わる と思う。これから、中国・インドなどの富裕層が増えることで、日本に輸出し

ていたもの 輸入していたものがそういった国へ行き、食べ物が手に入りにくいという

状況が深刻に起 こりうる可能性がある。これからのことを考えるのであれば、日本の
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自給率を上げていく ことは必須ではないかと思われる。 

 

４．一次産業の今後～多方面との連携 

役場としても、婚活事業や新規就農者を応援する活動、農業情報システムの開発など

広く 取り組んでいる。今後必要となってくるのは、国・地方自治体・農協・企業・そ

して現場 の農家との多角的・柔軟的な連携であろう。そしてそれを阻まず、前向きな

方向に発展す るように調整するのが、国や役場などであるべきではないかと思う。ま

た、もし法人や任 意団体が調整する立場になるとしたら、国や役場などはそれがうま

くまわるように責任を 持って応援しなければならないと思う。今後、必要なのは連携

と連携するパイプ役の成長 であると思う。 

これから北海道にしても、日本全体にしても、自給率をあげることが必須である。現

場で ある農家と、そして方針や方向性を示していく国や地方などがよく連携していく

ことが必 要であり、（指針をより実現するためにも）その具体的な方法を検討し、率先

となって実現していく人たちが必要である。 

 

 

2010年レポートより 

（有）粒里 

  

農村実習レポート 

 

横浜 準哉 

 

 7月 9-13 日にかけて行われた農村実習について報告する。 

 

1 日目 

 北大を出発し栗山町の湯地の丘自然農園にてお話を聞いた。湯地の丘自然農園は新規

就 農者や体験農業を積極的に受け入れることで地域農業の再構築を目指している。特

に体験 農業の受け入れが盛んであり、札幌市の居酒屋の店長とそのお客さんが共同で

作業して料 理の材料となる野菜を作っている話は興味深かった。 

 次に栗山町役場にて栗山農業についてのお話を聞いた。 

 

栗山町の基本データ 

・人口14304人 ・農家数581戸（専業264戸、兼業1種214戸、兼業2種49戸） 

・総農家人口2233人 ・経営耕地面積5,325ha（田4,007ha 、畑1,245ha、牧草専用地7
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4ha) 

・農業租生産額（平成16年）66億7千万円 ・転作面積（平成18年）1,707ha 転作率4

4.3% 

 

 栗山の農業は北海道の北部の気候と南部の気候の両方を併せ持つという特徴から非常に

多岐にわたる作物を栽培できる点にある。栗山で主に生産している農作物は稲、麦、馬鈴 

薯、玉ねぎ、かぼちゃ、長ネギ、メロン、トマト、ほうれん草、大根、人参、スカシユリ

などがある。様々な作物を生産できる反面、栗山の特産物がないという問題があったが、

近年はさらさらレッドという健康玉ねぎや栗山のかぼちゃなど他の地域を圧倒する作物も

誕生している。 

 午後からは農場実習として（有）粒里さんの会社へ横浜、朝霧、泉頭、高槻、津田の5 

人で研修に向かった。 

 

＜有限会社 粒里の基本データ＞ 

設立 平成 13年 2月 21日 資本金 300 万円 

代表取締役社長 大西勝博 社員 7名 従業員 11 名 

取引金融機関農業協同組合 事業内容 1、農場の経営並びに管理 2、農産物の生産及

び加工、販売内訳（水稲、小麦、大豆、玉ねぎ、長ネギイチゴ、スイートコーン、おく

ら、アスパラ） 3、果樹、花きの生産及び販売 4、培養土、腐植土、発酵堆肥等の生

産、販売 5、農作業の代行、請負、委託 6、農業用設備機器の貸付 7、前各号の事

業に付帯する事業 

経営耕地面積 96,1ha（田 90,2ha、畑 5.9ha)「使用賃借 21.3ha・貸賃借 74.8ha」 

経営理念 1、共存共生 2、地産地消 3、目給目足 これらを実現するために 

（有）粒里は農地の利用集積を促進するために平成 13 年 12 月 27 日大井分地区の特定

農業 法人として承認を得、更に乾燥調製施設を核とした作業体系を確立するとともに

農作業受 諾による農作業の効率化や不慮の事故などによる農作業の受け皿として地域

営農を促進する。 

 また、景気の低迷から農外収入が期待できない場合の地域雇用の受け皿として人手不

足 の農家への従業員の派遣などを通じて大井分地域農業の中核としての役割を積極的

に担っていく。（粒里の資料より） 

 

 まず、粒里に到着してからは春麦の伐採を行った。これは秋麦の収穫時に春麦が混在

し て品質が低下するのを防ぐための作業である。誰にでも行える作業だが体力と集中

力を必 要とし非常に疲労した。 

 夜は農家のみなさんとお酒を交えながらジンギスカンパーティーを行った。様々な話
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を 聞くことができたが興味深かったのは店での価格が多少低くても保存が効く作物の

ほうが扱いやすいということと、なるべく利益を上げるために米を米粉に加工して販売

するなどの加工が大切であるということだ。体をいっぱいに使った後の生ビールときれ

いな星空は 札幌ではなかなか体験できない貴重なものであった。 

 

 2日目、3日目 

 7 月の粒里はイチゴとオクラの収穫があるので朝の 5 時半から仕事が始まる。（収穫

がない時期は始まりが少し遅い）イチゴの収穫を朝早く行う理由は早く出荷したいとい

う点もあるが、朝収穫すると外気の気温が低いためイチゴの実が固くなり収穫がスムー

ズに行えるからだそうだ。また小粒のイチゴは手間がかかるためなるべく大粒のものを

育て収穫す る。 

 2日目はあいにくの雨だったのでイチゴとスイートコーンの周りの雑草の伐採を行っ

た。 非常に根気のいる作業で腰がかなり痛くなった。除草剤を使用してもかなり大変

な作業であったので除草剤を使用しなかった場合の作業が思いやられる。農薬の重要性

を肌で実感 した瞬間だった。午後はビニールハウスでアスパラの茎を支えるための作

業をおこなった。 

 3日目は午前中に春麦の伐採を行い午後は収穫の終わったアスパラの後始末を行った。

この作業は農業機械では行えないのでどうしても人手が必要である。汗だくになりなが

ら両手いっぱいにアスパラを抱えてひたすら軽トラックに運んでいく作業である。栽培、

収穫も大変だが後始末もなかなかやっかいで農業の大変さ、やりがいを少しずつ感じる

ことが できた。軽トラックを運転させてもらったのもいい思い出でで地面が舗装され

ていない分運転が困難であった。おそらくトラクターなどの農業機械の運転はさらに技

術が必要なの だろう。 

 この日のタ方、なごり惜しくも粒里さんに別れをつげて焼き肉屋にて懇親会を行った。 

懇親会でも農家さんと様々な話をするニとができ、8月 9 月の収穫期になるといつも以

上に人手不足でいつでも手伝いに来て欲しいと熱烈な歓迎を受けた。また、農家同士で

語り合う姿から農家同士のつながりの強さを肌で感じられた。やはり栗山町の農業を盛

んにするためにも連携はかかせないのだろう。 

 夜は廃校になってしまった雨煙別小学校を改装したコカコーラ環境ハウスに宿泊し

た。 

 

4日目 

 コカコーラ環境ハウスを出発しファーブルの森へ向かうがあいにくの雨で見学が満

足に行えず、そのまま北大へ向かい解散した。 
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考察 

 今回の農村実習で最も強く感じたことは作物を 1つ作ることの困難さである。今まで

スーパーで何気なく買っていた野菜や果物は、農家のみなさんが汗水を流して作った大

変貴重なものであり、感謝して食べなければいけないものであると感じた。粒里のみな

さんは基本的に定休日がほとんどなく、雨が降った時のみ休めるのだそうだ。 

 都市の会社員と同等かそれ以上の時間を労働に費やしているのに農家の収入があま

り高くないというのは社会的におおいに問題があるだろう。実習を通して農業の大変さ

をしみじみ感じた。また多くのやりがいもありそうだと感じたが自分の一生の職業にす

るかと聞かれると、収入が安定しにくいという点で不安が残る。近年の農業の後継者問

題を解決するためにも私たちが農業を儲かる職業に変えて子供たちのあこがれの職業

に変えていくべきではないだろうか。日本はいつまでも他国からの輸入に頼っていられ

るわけではない。食糧自給率を上げることは日本が解決しなければならない重要な問題

のーつであるにもかかわらず、国民の危機感は薄い。私はこの実習を通して農作業、農

家の暮らしを直に体験したことで自分の農業への意識が変わったことがとても有意義

だった。 

 

 

2010年レポートより 

片山農場 

  

農村調査実習報告書 

 

菅原 萌 

 

１．研修日時・受け入れ先 

 日時：7月 9日（金）～12日（月） 

 受け入れ先：片山農場（タ張郡栗山町継立 178) 

       トマト（ハウス栽培）・水稲・トウキビなどを主に作っている農家さん。 

         今年から農場の経営が先代勝さんの，息子である肇さんに移った。  

 

２．実習内容 

〇トウキビの株元・トマトのハウス通路除草〇 

トウキビの苗が出ているビニールの穴から一緒になって生えている雑草を抜く作業。

最初の方はヒエとトウキビの葉を見分けるのが難しく、抜いていいものか不 安になり

ながら、葉をよく見比べながらの作業だった。体勢や要領など、いろいろさぐりながら
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やっていくうちに段々とスピードが上がっていったのが楽しかった。生えている雑草は

ヒエ、スギナなどの 5種類ほどであった。 

 

〇シール貼り〇 

トマトを詰めて出荷するためのビニール袋に、ひたすら片山農場のシールとエコフア

ーマーのシールを貼っていく作業。考えてみれば当たり前に必要な作業ではあるが、「農

家の仕事」というところから普段想像したことのない作業であった。農家として生計を

立てているからには、農作業以外にも細かい作業がいろいろあるのだと実感した。 

 

〇トマトの収穫〇 

トマトをもぎ、ほかのトマトを傷つけないようへタについている茎を短く切ってコン

テナに入れていく作業。朝 4時半ころには収穫を始める。昼はハウスの中がとても暑く

なること、他の仕事のことを考えて昼頃までには出荷から帰ってきた いことから、朝

早くに作業を開始するのだそうだ。トマトは枝に付いている時点で赤いものを採り、緑

のものなどは次の日か更にその次の日の次回の収穫の時に残しておく。片山農場のトマ

トは早ければ消費者の手元に 1 日半ほどで届くそうで、通常の、収穫後 4日～1週間た

ってから食卓に上るものよりも赤くなるまで収穫せずにおける。だから甘くて美味しい

トマトを出荷できるのだと言う。消費者に届くまでに熟れ過ぎるほど赤いものはよけて

おき、収穫しながら食べたり、朝ご飯になったりした。 

 

〇トマト・キュウリの選別・袋詰め〇  

1 つあたり 250g 以上あるような大きなもの、傷のあるもの、大きく曲がったものな

どを選別して、袋詰めをしていく作業：「顔の見える商品」ということで肇さん一家の

写真が印刷された小さな紙を入れて、テープで口を閉じる。ちなみにこの紙の裏には長

男、哲之介くんのメッセージ、「五代目（予定）」と書いてある。袋詰めをしたものは、

いくつかずつコンテナに入れていく。規格外のものも、1個玉としてや規格外品同士で

集めて袋に入れてできる限り出荷し、それでも売り物にできないものは家族で食べたり、

手伝いに来てくれた人にあげたりしていた。 

 

〇農協その他へ出荷〇 

トラックの荷台に商品を積んで、農協・三富屋（栗山で取れる野菜、それらを利用し

 たコロッケなどの販売店）・値ごろ市などに出荷しに行くのに同行させて頂いた。毎日

休みなしに出荷があるので、出荷先の人とは顔なじみなようで、伝票や商品のやり取 

りは実にスピーディであった。 
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〇畑の様子の観察〇 

片山農場は敷地が広いので、家から少し離れたところにも畑があった。そこには種か

ら植えたトウキビやカボチャが植えてあり、生育状態を見に行った。 

 

３．感想及び考察 

「俺は毎朝 1個はトマトを食べる。自分が旨いと思っていないものは出せないでしょ

う。」 「自分が美味しいって思うものを作れるようになってから、美味しいって言って

もらえる ようになるまで時間がかかるもんだ。就農してから 16年たつけど、美味しい

と言っても らえるトマトが作れるようになったのはここ 5, 6 年。次は美味しいって言

ってもらえる 米が作りたいと思ってる。」 

「今じやファンレターが来るくらいだし、片山さん家のトマトじゃなきやって言って

くれ る人もいる。2 週間かけて農場を探し当ててくれた人もいた。やっぱ、嬉しいよ

な。」 

 

 肇さんの言葉である。肇さんをはじめ、片山家の方々は皆気さくで話しやすく、いろ

い ろな話をすることができた。真面目な話からごく普通の世間話から、様々な話をし

ながら のこの恵まれた研修で、私は農家さんの心意気に触れた気がした。上記の言葉

も、仕事にかける思いは？どんなことを考えて働いているのですか？などと形式だった

質問に対する答えではない。なんてことない会話の中から、「夏休みもないしさ～」な

どと言いながらも自分の仕事を愛し、誇りを持って働いているのが会話の端々から感じ

られたのが印象的であった。 

 また、農家には多くの作業があるのだということ、その仕事をこなすためには必然的

に 人手が必要になるのだということも感じた。実際に片山農場には、一緒に住んでい

る経営 主の肇さんのご両親・奥さんと子供さん 3 人の他に、近くに住む親族や知人の

方々が無償 で手伝いに来ており、他にパートさんが一人いるとのことであった。作業

の種類も作物や 季節に応じてたくさんあり、私達が今回体験した手作業の除草やシー

ル貼りなどから田植 え・収穫などの「農家の仕事」らしいものまで様々である。そし

てそのなかにはやはり、 腕の熟練はもちろんのこと、暑い日差しの中での作業や力仕

事のような若い人の力が必要 であるだろうと思うものもあった。 

 肇さんには2人の息、子さんがいて、長男の哲之介くんが「五代目（予定）」というこ

とではあるが、ふと「日本には今後継者のいない農家がたくさんあるのだな」と思うと

体力的にきつい思いをしながら働いている年配の農業者の人たちの上に自分の今の食

生活が成り立っているのだということ、同時に、この先農業を担う人が少なくなれば、

収穫されてすぐのこんなに美味しい野菜を食べることはできなくなるのだということ

を感じた。そして、目分の仕事に愛着や誇りを持ってやっているのにも関わらず後を継
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いでくれる人がいないということはどんなに辛いことであろうか、という思いもした。 

 「農業の多角的役割」が社会的にとても注目を集めている中、今回のような研修や本

州からの修学旅行生の受け入れなどがこの後継者問題の解決のひとつの手立てとなり

うるのではないか、という意見もある。確かに、グリーンツーリズムには農業への関心

を高める （則面があるだろう。しかし、私が今回感じたことのーつに何も知らない素

人の実習生は農 家さんの作業効率を下げ、負担になるのではないかというものもあっ

た。グリーンツーリズムはどうあるべきかーこれもまた、この実習で考えさせられた課

題である。 

 今回学んだこと、刺激を受けたこと、疑問に思ったこと、すべてが今後の学生生活に

つ ながる非常に有意義な研修になった。素敵な研修にして下さった片山農場の方々へ

の感謝 をここに述べて、報告としたいと思う。 

 

 

2011年レポートより 

吉原農場 

  

農村調査実習を通して感じたこと 

 

坂本 将一 

 

7 月 8 日（金）から 11 日（月）の 4 日間にかけて、栗山町を訪ねた。栗山町は、空

知総合振興局管内南部にある農業の盛んな町で、岩見沢市、タ張市、夕張郡の長沼町、

由仁町に隣接する。また、札幌から車で 2時間弱の場所に位置し、比較的札幌の近郊の

町と言える。栗山町は、同じ町内でも地域 によって生産する品目に特徴がある。今回

の実習で 3 日間泊めていただいた吉原農場さんは、畑作が盛んな南角田に位置し、小

麦、大豆を生産していた。 

 今回実習で訪れた吉原農場さんは、家族だけで専業的に農業経営をしていた。経営規

模は極めて大きく、典型的な北海道の農家と言えるであろう。経営規模の大きさを表す

ものとして、経営面積が挙げられるが、吉原農場さんは、大豆を 12～13 町、小麦 30

町分生産しており、計約 40 町という大面積で経営していた。これは、全国、北海道の

それぞれの一経営体当たり経営耕地面積（表 1)から見ても、吉原農場さんが大規模で

あることは明らかである。このように経営耕地面積が大きくなった理由として、代々受

け継いできた土地だけでなく、吉原さんが高齢化や経済的な理由等で離農した農家の土

地を継承したためである。このことは、吉原さんの家族の中で、畑の場所を示すとき、

「〇〇さんの畑」と買い取った畑の元の所有者の名称を使っていたことからも分かる。 
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表１ 一経営体当たり経営耕地面積（平成 22年）単位：ha 

全国平均 北海道平均 都府県平均 

2.19 23.49 1.59 

資料：農業センサス 

 

また、吉原農場さんの経営規模が大きいことは、機械、施設を見ても分かる。吉原農

場さんは、多様な機械を多数所有していた。小麦、大豆を生産しているため、耕起、整

地、播種、施肥用の機械、それらの機械の牽引や、防除用のトラクター、収穫用のコン

バイン、また収穫した小麦、大豆をある程度まで乾燥させる乾燥機も多数所有していた。

また、数年前まで種芋、米も生産していたので、人が何人も乗って作業出来る、ジャガ

イモを収穫する機械等もあった。このように機械をたくさん所有する吉原農場さんだが、

経営者の吉原英夫さんによると、機械を大切に長く使うことが、農業経営で一番大切な

こと、要であるとおっしやっていた。日々吉原さんは、自ら溶接等が出来るように、多

数道具を所有し、日々修理、整備して、機械を大切に使用している。 

 倉庫に、ジャガイモ収穫用の機械があったように、以前まで、米、種芋用のジャガイ

モを生産していた吉原農場さんが、それをやめて大豆、小麦に切り替えたのも、転作奨

励金があるからだと言っていた。米、ジャガイモを生産するのと、それをやめて大豆、

小麦を生産するのでは、収入的には大きく変わらないが、種芋用のジャガイモは、ウイ

ルスに気を配って生産しなければならないので、大変手間がかかるらしく、あまり手間

のかからない大豆と小麦の生産に切り替えたと言っていた。このように、農家は国の補

助金に頼る面があり、農業とは、国の政策と切っても切り離せないものだと実感した。

農業機械を買うにも補助金が出るように、農家は国の政策によって保護されていると言

っても過言ではない。それゆえ、農家にとって、国の政策がどのような方向に進んでい

くかと言うことに気を配ることは不可欠であり、政策転換が起こった時に、すばやくそ

の政策にあったように経営を転換することは、必要不可欠であると思われる。 

 また、吉原さんは、獣害対策にも力を入れている。栗山の山沿いの畑は、電気柵が設

置されている。吉原さんの大豆畑でも、電気柵が畑を一周するように張り巡らされてい

た。しかし、そのように電気柵を設置しても、シカが柵を飛び越えて入ってくるらしい。

シカは、大豆の新芽や、成熟した種子、小麦の穂を食べ、農業被害は計り知れない。吉

原さん含めた銃を持つことを許可された人々は、自分達で猟に出て、害獣を殺し、獣害

に対処している。また、吉原さんは、最近、アライグマの害が目立つとも言っていた。 

 今回実習で初めて農家さんのところにお世話になったが、一番に思ったことは、北海

道の農業の規模の大きさである。大豆畑でお手伝いしたときも、はるか遠くまで続く大

豆畑を見て、初めてそのことを肌で感じた。どんなに数値で、北海道の農家一戸あたり
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の耕地面積が何haと言われても、あまりピンと来なかったが、今回の実習で、北海道農

業の規模の大きさを 実感することが出来た。 

 また、農業と言うものが気候というものに大変左右されるものだと実感した。実習中

も、雨が降って畑に出られなかったことがあったように、農業は天候に左右されやすい。

それ故、不作のときに補償してくれる共済が存在するという話はとても納得出来た。 

 個人的に、今回の実習を通して、農業にとって重要なことは助け合いの精神であると

感じた。助け合いの精神とは、隣近所の農家さんとの間であったり、あるいはもっと広

い関係や、近しい関係の中であるのかもしれない。どんな仕事においても言えることだ

が、お互いを助け合うことが出来れば、もっと効率良く、合理的に経営できると思った。 

 最後に、今回大変貴重な体験となった農村調査実習を企画、運営してくださった方々、

また、2泊3日まともに働きもせず、食べてばかりで、色々とご迷惑を掛けてしまった吉

原農場の皆さんに感謝の意を表したいと思う。 

 

 

2011年レポートより 

（有）サンフィールズ 

  

農村調査実習 

 

若林 諒 

 

先日、お世話になった農家さんであるサンフィールズがどのように農業経営を行って

いるか、また、その農業経営の特徴や今後の課題について述べる。 

 今回お世話になったサンフィールズの久木田さんは鹿児島から来られている方で、栗

山町に来て今は 4年目になる。栗山町にきて 3年目の時にようやく今の土地に巡り合い、

今では家も購入し、本格的に栗山町に腰を据えて農業をしている。最初は北海道に来る

際、会社の人に何故北海道に行ってまで農業する必要があるのかと反対されたが、今と

なっては皆が認めるようになった。鹿児島と北海道それぞれに農場をもつ 2 刀流の珍し

いやり方で、夏は北海道をメインで、冬は鹿児島メインで 2つの農場間を飛行機で行き

来している。鹿児島では主にネギとコメを作っていて、北海道でもネギを作ったり、い

くつかの作物を実験的に作っている。また、同じ作物でも種まきの時期をずらしたりし

て、どのような影響が出るかを調べている。 

 サンフィールズでは営農計画を立て、それにしたがって行動している。 営農計画と

は、1年間のスパンで何を、どれだけ作り、それをどこに、いくらで売り、それにより

どのくらい利潤が出るかを計画したもので、価格はコスト（土地代、肥料、人件費等）
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をもとに利潤が出るように設定している。なぜ営農計画を立てるかというと、企業とは

根本的に利潤を得るために存在しており、営農計画を立てることでコストを減らし、よ

り効率化、 合理化することができるので利潤を増やすことができるためである。この

計画をもって、ある程度先のビジョンを持ち、計画と異なる場合は対応し、修正しなが

ら農業に取り組んでいる。 

 経営の柱としては大きく 2 つあり、1 つ目は「安心・安全な農作物の確保」である。

これは営農計画に沿って行われ、安心、安全に食べられるよ うにできるだけ減化学肥

料・減農薬を心掛けている。なぜ有機農法を行わ ないかというと、手間とコストがか

なりかかり、安全なものを作るのが難しい。つまり、合理的・効率的ではないからであ

る。また、農作物を確実に確保するために圃場管理を徹底し、生産安定を図っている。 

 経営の柱 2つ目は「心と心をつなぐ販路の開拓」である。これはサンフィールズの大

きな特徴で、サンフィールズは委託販売ではなく、契約販売という方式をとっている。

これによる利点は、市場の価格に左右されることがないため収入が安定し、また売りた

い量だけ契約することができ、合理化・効率化を図ることができる。また、売る価格は

コスト計算のもとに導きだしているため、赤字の可能性がかなり下がる。しかし、不作

などにより契約分用意できない可能性があるというリスクがある。なので、確実に契約

分を確保するためにしっかり計画を立て、あらゆる事態に備える必要がある。サンフィ

ールズでは、人と人とのつながりを大事にしており、人とのつながりを広くしたり深め

たりすることによって、あらたなビジネ だスチャンスや情報共有、またそのつながり

からつながりができたりなどの様々な可能性があるという利点がある。 

 以上がサンフィールズの農業経営のおもな特徴である。これから先サンフィールズが

目指す課題としては、次のようなものがある。 

 第 1次産業自体の市場は 8兆円ほどあるといわれており、それに付加価値をつけるこ

とにより 70 数兆円の市場になりうる可能性があるといわれている。この残されている

利潤をより多く得るためには、自ら生産し、加工し、販売する必要性がある。サンフィ

ールズとしては、利潤を増やして いく結果としてこのようになればベストと考えてい

る。加工、販売することを考えた際に、いきなりこれを行うことは難しいため、良い技

術、実力を持った人と組む必要があり、このためには先ほどの人との紳が重要になって

くる。このように 1次産業から 3次産業までをまとめて行うことを「6次産業」と呼ぶ

ことにする。この言葉のおもしろい所は、1＋2＋3=6 であり 1×2×3=6 であることで、

つまり 1 次産業から 3 次産業ま でを足そうが掛けようがなんでもいいから化学反応を

起こせれば、それが 6 次産業につながるということである；政府が 6 次産業化を促進

するよう な政策をだせば、より農業市場は変わるかもしれない。 

 また、サンフィールズでは減化学肥料・減農薬の作物を学校の給食に利用してもらう

などして地域とより密着し、地産地消を行っている。小学生などの授業で生徒を受け入
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れて、「食育」の促進を行い、子供たちに食べ物を作る大変さだったり、食べ物の尊さ

を学ばせ、理解させることで食することに感謝できるようになる。さらに今、日本がど

れだけ食料問題が危機的状況にあるかを学べば、より食べ物の大事さが分かり、農業の

仕事に興味を持つようになるかもしれない。また、未来の農業者育成のために農業研修

者受け入れもおこなっている。このように、サンフィールズは日本 の未来を考えて貢

献できるように取り組んでいく必要があると考えている。 

 以上から、サンフィールズは企業として利潤最大化・安定化を目指し合理化・効率化

を図るために、営農計画や経営の柱をしっかりと持ち、委託販売という形態をとってい

る。 

 一方で人や地域と密接に結び付き緯を深め、企業の利益だけでなく子供たちや若者の

教育の手助けを行い、日本の未来のために貢献している。 

 

 

2012年レポートより 

（有）吉田農場 

  

栗山町農村調査実習レポート 

～栗山町農業と農産物直売所～ 

 

樋口 悠貴 

 

１．調査の目的・方法 

 今回の調査は農作業の手伝いや農家への聞き取り調査を行い、北海道夕張郡栗山町の

農業について理解を深める目的で行った。調査方法は次の 3つである。①農家に泊まり、

農作業を手伝う中で農家に聞き取り調査を行う。②町内の複数の農家を見学し聞き取り

を行う。③町内の様々な施設を見学する。 

 

２．食の安全・安心と農産物直売所 

 近年、「輸入農産物の安全性に対する疑問から、安全・安心で高品質な国内産・地場

農産物を求める」傾向が強いという。その中で農産物直売所が広がりつつある。農林業

センサスによると産地直売所の数は 2005年には約 14000施設だったのが 2010年には約

3000施設増加して約 17000 施設までになった。今回調査を行った栗山町にも JAそらち

南農産物直売所や、まちの駅「栗夢プラザ」といった直売所がある。 

 直売所の増加が食の安全・安心の希求を背景に持つ理由として、直売所は生産者と消

費者の距離が近いというところにある。そのため、消費者は農産物の生産地や生産者を
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知ることができるという、いわゆる「生産者の顔が見える」状態であり、安心感を持つ

ことが出来る。 

 

３．栗山町の農業の特徴 

 北海道夕張郡栗山町は空知振興局の南東部にあり、札幌から直線距離で東に 50km ほ

どに位置する農村地域である。この町の農業は北海道農業 の中でも多様な農産物のあ

る地域といえる。米、小麦、玉ねぎ、ジャガ イモ、メロン、トウモロコシ、ピーマン、

トマト、カボチャ、酪農など、地区ごとに様々な農家が存在している。野菜に関して言

えば道内で栽培される野菜類のほぼ全てが栽培できる土地条件であるといわれている。 

実際に、今回の調査においてある農業生産者グループの勉強会に参加し、町内の複数の

農家を見学したところ、それぞれの農家が様々な農産物を生産していた。十勝地方に見

られるような穀類やジャガイモを中心とした農業ばかりでもなく、根釧地方に見られる

ような酪農中心の地域でもないという点で北海道農業の中ではーつの特徴であるとい

える。 

４．栗山町農業の特徴と農産物直売所 

 これらを考慮すると、栗山町農業は農産物直売所に適していると考えられる。理由は大き

く2つある。1つは栗山町では多様な農産物が生産されるという事である。直売所では少量

多品目での販売が可能であり、栗山町のように町内に様々な種類の農産物があると少量多

品目の販売に対応しやすいと考えられる。もう1つは栗山町の地理的条件である。栗 山町

は札幌から車で1時間半ほどと大都市からのアクセスが良い。そのため農村部に立地する直

売所へ消費者が手軽にアクセスできる。 

 このように、多様な農産物が生産でき、都市からのアクセスのしやす さを考えると、農

産物直売所に向いている地域だといえる。  

 

５．今後の課題 

 しかしながら、農産物直売所が拡大すると単純に言うこともできない。というのは、

最近は町内のスーパーマーケツトに出荷する農家も増えているからである。これは聞き

取りによって得られた。この状況が続けば、直売所に出荷する農家が増えず、拡大する

とは言えないし、今後、直売所出荷の減少も起こるかもしれない。 

 このような状況のなかで栗山町農業における農産物直売所の位置づけを改めて考え

ていく必要がある。 

 

６．おわりに 

 今回の調査では北海道農業の中における栗山町の農業について一部ではあるが理解

を深めることが出来た。これも今回大変お世話になった吉田農場のご家族をはじめとし
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て、栗山町内の農家の方々や栗山町役場の方々など、多くの方々の御協力なしにはなし

得なかったことであり、感謝申し上げたい。 

 

 

2012年レポートより 

元木農場 

  

栗山町農村調査実習レポート 

 

石塚 康一 

 

1. 受け入れ先農家 

 くりやま GENKI 農場 元木斎さん 

 

2. 受け入れ先農家の基本情報 

耕種別面積 

耕種 水稲 秋播小麦 春播小麦 大豆 飼料作物 緑肥 調整水田 

面積

（a) 
2047 179 498 378 299 15 3 

以下に主な耕種について伺ったことをまとめていく。 

①水稲 

 水稲約20aの内訳としては1700aが移植、300aが直播の品種である。移植の品種は「な

なつぼし」・「きらら397」・「ゆめぴりか」である。また、直播の品種は「大地の星」で、

この直播品種は主に冷凍食品などといった加工食品用の米である。 

②小麦 

 小麦は主に「咲いて」と「きたほなみ」の2品種。超強力小麦として大きく取り上げ

られている「ゆめちから」も近いうちに栽培を開始する予定がある。 

③大豆 

 大豆の主な品種は「すずまる」という品種である。種を播く間隔を従来と変えるとい

う元木さん独自の栽培方法で栽培しており、小粒の納豆用の大豆として出荷される。 

④飼料作物 

 飼料作物はそのほとんどを委託しており、主に牛や豚などの飼料用の牧草を育ててい

る。 

⑤緑肥 

 緑肥についてあまり知らなかったのだが、緑肥とは栽培している植物を収穫しないま
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ま育て、その後、その植物と一緒にして耕すことで肥料となるものである。つまり、栽

培を目的とせずその土地の品質を向上させるという目的で育てられている。 

 

〇家族構成など 

 家族構成は元木さんのご両親、そして元木斎さんと奥さんの敦子さん、そしてその息

子さんの聖道さんの現在5 人で農場の経営をなさっている。そして平野さんというもと

もと、元木さんの農場で働いていた方も、お手伝いに来てくれているということだ。ま

た、播種などの繁忙期には播種に約5人、田植えに約25人ほどの臨時雇用があるという

ことである。続いて、実習中に伺ったことをまとめていくこととする。 

 

3. 実習中の聞き取りのまとめ 

①農業機械 

 この実習期間中、初めてといってもいいくらい多くの農業機械を見た。その数の多さ

と1つ1つの金額には驚きを隠すことができなかった。 

 元木さんの場合、農業機械の多くは個人で購入し保有しているものであるということ

だ。中には、共同で購入し共同で使用しているものもあるということだがそのような場

合はその農業機械を使う耕地の大きさなどで比率を計算するなどして払うべき金額を

決めているそうだ。 

 ところで、レーザーレベラーという耕地の高低を調節する機械はレーザーでその高低

を識男リし、そのレーザーによって得られた情報をもとに低い土地には土を落とし、高

い土地からは土を引っ張ってくるという非 常に画期的なものであった。3日目には他の

農家さんのところを見学に 連れて行ってもらったのだが、そこでは農薬を散布するの

に小型のヘリコプターのようなラジコンを用いて散布するということで以上のような

農業機械の技術力の高さには非常に驚かされた。 

 

②経営 

 今回の研修では個人で経営をしている農家さんのところに行った生徒もいれば、法人

として農業を営んでいる農家さんのところへ行った生徒もいた。私がいった元木さんの

農場は家族での個人経営である。 

 私が感じたのは法人経営と個人経営のそのどちらも利点そして不利点があるという

ことである。法人経営はやはり大規模な農業と大量の農業機械による効率的な農業が実

行可能といえるだろう。また、調べたところによると農協などからの補助金や補助事業

なども法人のほうが活用しやすいとのことである。しかし、法人は会社経営ということ

で個人のコミュニケーションであったり、また、利益の配分であったりと経営の体系と

して難しいものだろうと感じた。個人経営は、そのような言わば個人間のしがらみがな
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く上述のような法人レベルでの効率化の追求ということはできないかもしれないが、会

社経営といったものではない分、より土地に根差した経営がしていけるのではないかと

思った。 

 

4. 最後に 

 「この土地を守っていきたいという気持ちはある。他の土地の人が来る前に近隣の土

地はできることなら守っていきたい」元木さんの言葉であるが非常に印象的であった。

栗山という土地に愛を感じている人でなければ出ない言葉だろう。今回お世話になった

人は皆、親切で本当に優しい方ばかりで、また、農業そして栗山に対する愛情をひしひ

しと感じた。 

 このような貴重な体験ができたことはひとえに元木さんとそのご家族のおかげであ

り、これからの人生できっと役に立てていかねばならないと思いました。今回のことを

胸に今後とも勉学に励んでいきたいと思います。 

 本当にありがとうございました。 

 

 

2013年レポートより 

芦沢農場 

  

芦澤さん宅での実習から学んだこと 

 

國本 英樹 

１.はじめに 

今回、7月12日（金）～14日（日）にかけての農村調査実習において、芦澤さんのお

宅にお世話になって、現場の農業を体験させてもらった。そこで経験したことやお話を

伺ったことについて述べていく。 

 

２.概要・聞き取り調査 

今回お世話になった芦澤さんは専業農家で、普段農作業を行っているのは芦澤さんご

夫婦2人である。芦澤さんの父も草刈や農業機械の操作を行うことがあるそうである。

副業は特に行っていない。収穫期は学生の体験も兼ねて収穫作業の受け入れを行ってい

るが、普段は家族のみで農作業を行っている。 

農場は全部で50haほどあり、いくつかの場所に分かれている。自宅近くの農場もある

が、ほとんどは車移動が欠かせない場所にある。ビニールハウスはなく、現在は全て畑

作地となっている。農業はご主人の両親が始めたそうで、ご主人が継いだときは20～3
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0haほどだったそうである。それを少しずつ拡大していって、現在の50haまでに広げて

いったのである。 

作物は種芋・種麦・豆類である。以前はビート・水稲・玉ねぎなどを栽培していた時

期もあったが、肥料などの費用が余計にかかるといった理由から現在の3種類に至った

とのことである。一つの作物に固執するのではなく、様々な作物を試してきたようであ

る。栽培した作物は鹿児島など全国に出荷している。ちなみに、3種類の作物は、連作

障害を防ぐために同じ土地では芋→麦→大豆という順にして耕作しているそうである。 

農作業用機械を5台以上所有しており、借用の倉庫で保管してもらっている。機械は

牽引でなく実装なので、芦澤さんの所有している斜面の農地でも使用することができる。

初日に作業を行った土地は斜面にある1haほどの馬鈴薯の畑作地であった。馬鈴薯を収

穫するには、機械を使えば5人ほどで1日かければできるところを、人力のみでやると2

0人弱の人手があってようやく収穫できるそうである。それほど、機械の効率の良さが

よいということが分かる。 

農業をやっていて困っていることを聞いてみた。今年度は気候に悩まされたそうで、

最近はずっと晴れで暑いのもそうだが、特に4月頃は気温が上がらず、種植えができな

かったそうである。近年気温が上がっていることにも対応しないといけないのだが、そ

の年その年の気候に合わせて収量をあげることは大変という話であった。 

これからの芦澤さんの農業について聞いてみたが、芦澤さんには跡継ぎがいないので

御夫婦で満足したら農業を辞めると言っていた。あまり本人たちは気にしていないよう

に見えたが、ここでは日本の農業が抱える後継者不足が垣間見えた。 

 

３.実際に行った作業 

今回は時期が7月であったので、種植えや収穫は特になく草刈が主な作業だった。雑

草のヒエはイネ科の植物で、イネ科に効く農薬を使っていた。私たちはヒエ以外のツユ

クサ・のらイモを中心に抜いていった。のらイモは、輪作を行っている関係で以前植え

た種芋がこの時期になって成長してきたものらしい。また、作業を行った圃場は山を開

拓したもので、農業を続けているうちに土の下にあった石がたくさん出てきているとの

ことだった。実際圃場の中を歩くと大きな石が落ちており、それらを取り除く作業も行

った。ちなみに、開拓は行政が行ってくれたらしいが、一部を農家が負担しており、さ

らに石が出てくるといった土壌条件もあり、農業を始めるにあたっての苦労も感じた。 

私たちは朝7時半から作業を始め、途中休憩をはさみながら5時頃まで行ったが、普段

は朝7時半から休憩をあまりとらずに6時頃までずっと農作業をするそうである。また、

もっと遅くまで行う農家もあると聞いた。 

最終日に余った時間で農作業用機械の手入れを行った。自宅の車庫に農作業用機械が

保管されており、それらをワックスできれいにする作業である。圃場で使うものなので、
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車体側面も結構汚れていたが、機械を大切に扱っているということは感じ取ることがで

きた。 

 

４.最後に 

実習では、普段机上で行っている授業とは異なり、実際の農業がどのようになってい

るのか、現場を見ることができとても貴重な経験ができた。しかし、今回は3日間とい

う短期で、時期も草刈くらいしかない時期でおそらく垣間見ることができた部分は農業

全体の本当にごく一部であろう。 

また、受け入れをしてくれた農家は、農家全体の中でも成功した例であり、日本の農

業の現状を反映する例の一つでしかないと思われる。今回の経験を大切にしつつ、今後

も日本の農業全体に目を向けた勉強をしていきたい。 

以上を以て、農村調査実習のレポートとする。 

 

 

2013年レポートより 

(有)サンフィールズ 

  

農村調査実習レポート 

～有機農法と後継者問題～ 

 

向藤 原海 

 

１.農村調査実習概要 

2013年7月12日から15日にかけて農村調査実習を行い、そのうちの2泊3日で農家のお

宅にて農作業実習と聞き取り調査を行った。私たちの班がお世話になった農家は有限会

社サンフィールズと下向ファームである。直接の引受先はサンフィールズだったのだが、

サンフィールズは鹿児島から進出してまだ日が浅いという理由で北海道にて長く農業

をやっている下向ファームの農業を勉強する機会を与えてくださった。サンフィールズ

では機械を用いた緑肥用のヒマワリの種まき、インゲン、スイートコーンの播種、下向

ファームではメロンのビニールハウスの片づけの手伝い、大豆の雑草抜きを行った。農

家での調査の後はハサンベツ里山地区およびファーブルの森へバスで移動し、見学を行

った。今回のレポートでは、サンフィールズや下向ファームがどのような農業を行って

いたか、また農家の方に実際に話を聞いて学んだことをまとめ、自身の意見を述べる。 

 

２.それぞれの農場とその特徴 
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サンフィールズの北海道での栽培面積は5haであり、緑肥用のヒマワリ、スイートコ

ーン、インゲン、カボチャを栽培していた。スイートコーンとインゲンは北海道で収穫

する時期より前に鹿児島での収穫時期が終了するため鹿児島へ輸送しても採算が取れ、

またカボチャは低温輸送をする必要がないため東京などに低コストで輸送できるのだ

という。また、庭でパセリを栽培していて、そちらは奈良へと輸送される。鹿児島を本

拠地として、本拠地にないものを補うための農業を行っている。 

下向ファームの栽培面積は約15haであり、特徴的な作物はメロン、パプリカ、トマト

である。その他米、麦、大豆などを栽培しており、メロンなどの作物は有機農法で栽培

している。下向さんのメロンは口コミで注文が来て、それだけでほぼすべて売り切れて

しまう。下向さん宅では15haもの面積をほぼ2人で管理し、その上で有機農法など技術

の限りを尽くした栽培を行っていた。 

 

３.下向ファームと有機農法 

下向ファームの面積は先ほど述べたように約15haであり、他に農地は存在しない。米

などの大規模農業で満足に利益を出すには下向さん曰く50ha程は必要で、だからこそ下

向さんはメロンやパプリカなど単価の高い作物に有機農法などの付加価値を付けて栽

培しているのだという。自分が味見させていただいたパプリカは、実が青い状態のもの

ですら肉が厚くしっかりとした味がついていた。メロンは自然な甘さを持っていて、ま

たトマトは市販のものにあるしつこい後味が下向さんの作ったものには存在しなかっ

た。こうした味は下向さんの長年培ってきた技術によるものだと思った。 

下向さん曰く、農業で大事なのは土づくりである。下向さんが農業を始めたばかりの

頃は有機農法ではなく慣行農法で数年農業を続けていたが、そこから有機農法をするた

め７年間の移行栽培の期間を経て土の中から農薬を抜き、有機農法を始めたのだという。

有機農法は虫や雑草などの管理をしっかりとする必要があるため、経営人数が少ないこ

ともあり下向さんは冬の時期以外は作物を常に見続けている。下向さんの話から分かる

ことは有機農法には多量の労力が必要であり、行うのならば相当な覚悟が必要になると

いうことだった。 

 

４.後継者問題 

下向さん御本人は後5年ほど農業を続けられればとおっしゃっていた。このことは5

年後には下向さんの技術が失われてしまうかもしれないことを意味する。下向ファーム

に限らず農家の高齢化、担い手不足は深刻である。栗山町の農家数も1985年からの25

年間で約半数まで減少している(資料：2010年農林業センサス)。また農業従事者数の半

数以上が60代以上である。これから育つ若い世代に期待しようにも、栗山町の老年人口

(65歳以上)は町の人口の33.4％を占めるのに対して年少人口(0~14歳)は町の人口の10.
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7%しか存在しない。農業に限った話ではなく栗山町における次代の担い手は少ないので

ある。この国自体少子高齢化が叫ばれているのだから、移民でも受け入れて人口を増や

さない限りは農業のように仕事量の多い職種は労働力の不足に悩まされるだろう。 

このことについて、私は対策が二種類あると考える。一つは技術の進歩により農作業

を簡単にし、労働時間自体を減らし、それを宣伝して新規就農者を呼び込むことである。

技術は既にずいぶんと発達しているが、農業は大変な仕事であるというイメージはまだ

まだ払拭できていないように思われる。もう一つは「くりやま応援隊」のように都市部

に多い若い労働力を一時的に農村部で使うことである。 

また、都市部の企業が労働力を農村に派遣しやすくなるような制度は作れないだろう

か。法人が農業に参入しても思うように収益を上げられない理由に企業側の農業技術の

欠如が挙げられている。企業が余っている人材を下向ファームのような技術を持つ農家

に派遣し、企業内に農業のノウハウを蓄え失われつつある技術を継承し、農村を支える

ような制度を作ることはできないだろうか。企業が技術を得る代わりに農家が安いもし

くはタダの労働力を使えれば、農業の大変さを少しは軽減できるように思う。加えてこ

の方法なら国策の農業の大規模化につなげていくことも可能だ。 

 

５.まとめ 

今回お邪魔した農家の農業は、鹿児島から来た北海道の気候を生かしたサンフィール

ズの農業、積み上げられた技術が生きる下向ファームの農業と、大変特徴的な2種類の

農業であった。どちらの農家でも、所有する農地の規模や質に適した農業を行っていた。

下向さんの所で行われている有機農法には大変な労力と技術が必要で、その技術が後継

者不在で失われてしまうのは大変惜しい。少ない専業の従事者で農業を存続させるため

に、企業から人材を派遣してその人材に農業のノウハウを学ばせてその代わりに農作業

を手伝わせることができないだろうかと、自分なりに無い知恵を絞った。 

 

６.感想 

今回の農村調査実習では教科書で勉強するだけでは体感できない実際の農作業の大

変さを実体験するとともに、農村に住み、農作業に従事している人たちがどのようなこ

とを考えているのかを直に聞くことができた。今の私は未熟で、もっとしっかりと訓練

を受け、学問をするなど様々な経験をしないと社会に出ても使い物にならないのではと

思うことがある。経験や知識は今の私にはないが、時間だけはたくさんある。大学に在

学していると思われる残り2年半、自分の足で色々なところに行って、様々な現場を経

験し、そこで学んだことを将来発信していけるようになりたいと思った。 

まとめに書いた事を学べたことと、サンフィールズの久木田さんらお世話になった

方々に会えたこと、下向さんの栽培したメロンなどの作物を食べることができたこと、
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この3つが農村調査実習に参加してよかったと思う理由である。 

 

 

2014年レポートより 

吉原農場 

  

農村調査実習レポート 

～実習の経験から見る農業政策の有意性～ 

 

日田 アトム 

 

この度農村調査実習でお世話になった農家さんでは、約70haもの農地を所有し、ほぼ

全ての作業を機械で行っていた。それぞれがそれぞれの役割をこなす高度で高価な農業

機械が並んでいる様は、圧巻であった。 

この広大な農地は、相続したものに加えて近隣で廃業した農家の土地を買うことで拡

大してきたと伺った。 

 

図 1：大規模な農地 

栗山町全体を見ても、近年農家数は減少し続けており、1985年には946あった総農家

数は2010年には504まで落ち込んでいる。また、農家の平均経営面積は6.4haから12.0h

aまで増加している。 

日本全体でもこの傾向は見られる。そんな中で農産物の関税撤廃も進められようとし

ている現在、政府の方針として農業の効率化が進められている。農業人口は減少するが、

食糧安全保障の面から見ても農地は農地として活用し続けなければならない。また、農

地には多面的な機能もあり、それも保全する必要がある。このような現状からは、少数

の農業者によって広い農地を効率的に経営するという方針が採られて然るべきとも考

えられる。 

この「農業の効率化」については、現政府（厳密には現与党）の政策にも登場する。

平成25年4月に自民党より出された「農業・農村所得倍増10カ年戦略」には、『コンピュ
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ーター技術やロボットなどの最先端技術を活用した大規模化・省力化に対応した農畜産

物の生産体系の開発を推進する』とあり、これは高性能な大型農業機械による農業生産

を指すのだろう。また『新品種や栽培技術の導入』といった文言も見られ、米国との交

渉で遺伝子組み換え作物に関する規制緩和が進められていることも合わせて考えると、

これには遺伝子組み換え作物や新たな農薬の導入も視野に入っていると考えられる。 

このような大型機械や遺伝子組み換え作物、農薬の導入について、今回の実習では次の

ようなお話を伺った。 

 

・大規模化すると機械なしではやっていけない。 

・機械も必要になる大規模農業は、資金が無いと不可能。 

・少数の農業者で広い農地を経営するためには、遺伝子組み換え作物や農薬の使用は

必要になってくる。 

 

また、話を伺っただけでなく、実習を通して実際に機械を見せていただいたり、作業

を手伝わせていただいたりしたことで、広大な農地では機械や農薬の力が不可欠である

こと、機械には多額の投資が必要であること、農薬によって作業の大幅な軽減が図れる

ことを感じた。 

 

図 2：大型農業機械 

具体的には、学生が1枚の畑で除草をする間に、機械を使えば何枚もの畑で肥料を散

布することができた。実際、「一番大切なのは、如何に機械を長持ちさせるか」だとい

うお話も伺った。 

しかも、僕たちが行った除草は、除草剤を散布して残った草を除いただけであり、除

草剤を使わなければ畑が雑草に覆われてしまって作物は育たないとのことだった。1枚

の畑は除草しながら1往復するだけで数時間かかるのである。除草剤の必要性は明らか

であった。また、遺伝子組み換え技術と除草剤を組み合わせれば、目的の作物以外全て

を枯らすこともできると伺った。そうなれば、大型機械も使うことを考えるとごく数人

で何十haもの畑を経営できるだろう。 
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農業生産の当事者である農家でのお話や経験を経て、最近進められている政策にはあ

る程度の有意性があると感じた。 

輸入品との競争のためだけではなく、農業人口の減少に対応するためにも農業の効率

化・大規模化は必要である。また、大規模化のためには農業機械や遺伝子組み換え作物

といった技術も必要となる。近年進められている政策のいくつかを裏付ける経験を、今

回の実習ですることになった。 

 

謝辞 

この度の実習では、吉原さんご夫婦にお世話になりました。到着して早々メロンを半

玉ご馳走になり、家が何軒も建ちそうなほど高価な農業機械について教えていただいた

上、あまりに広い農地で作業をさせていただき、美味しい地元の食材を使った食事もた

くさんいただきました。到着直後だけでなく、結局3日間で計3玉分は食べたであろうメ

ロンは忘れもしません。 

ご主人には煙草をふかしながら「おいアトム！」と、奥様には畑や食卓で「アトム君」

と、かわいがっていただきました。この実習が実り多く、また楽しいものとなりました

のは、ひとえに吉原さんご夫婦のおかげです。 

この度は本当にありがとうございました。 

 

参考文献 

・「農業・農村所得倍増目標10カ年計画」 自民党 平成25年4月25日 

・2014年北海道大学農業経済学科農村調査実習しおり 

 

 

2014年レポートより 

（株）笹谷農産 

  

農村調査実習レポート 

 

芦澤 万里音 

7/11~7/13の3日間、笹谷農場さんにお世話になった。実習を通して学んだこと、感じ

たことをまとめた。 

 

実習の作業内容 

1日目：ジャガイモ畑の草はぎ 

2日目：玉ねぎ畑の草むしり 
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3日目：玉ねぎ畑の草むしり、倉庫の掃除 

 

１、受け入れ先農家について 

今回お世話になった農家は笹谷さん、奥さん、お母さんの三人暮らし。農場は夫婦で

管理している。収穫時の忙しいときのみ派遣の労働者を雇っている。 

栽培している作物は、小麦、大豆、大根、ジャガイモ、玉ねぎの5種類。小麦と大豆

はJAへ出し、大根、ジャガイモ、玉ねぎは契約している会社へと出荷する。大根は某コ

ンビニエンスストアのおでんにも使われている。小麦、大豆は定番の作物で、栗山町で

も多く育てられている。小麦はほかの作物に比べ１haあたりの労働時間が短く、栽培面

積を広げやすい、刈り取りが簡単という特徴があり、大豆は収穫時期が遅く、作業の分

散ができるため大規模農家で栽培されることが多いという特徴がある。笹谷さんは、定

番だけでなく、他と違うものを育てることで利益を得ているとおっしゃっていた。やは

り手間がかかるものほど高い値段が付くそうである。 

農業では、面積を増やして収率をあげる方法と、ハウスなどを使って収率をあげる方

法があり、前者は主に北海道、後者は本州で行われている。ハウスを使った栽培は、北

海道の場合暖房費がかかってしまうためである。北海道では大規模な農業をおこなって

いるため、機械化が進んでおりほとんどの作業を機械で行う。作物、行程に合わせた様々

な機械を見ることができた。農作業は、種まき、管理、収穫がメイン。その他に草取り

と防除を行う。作業は朝7時頃から暗くなるまで行う。定期的な休日はなく、雨の日に

休みとすることがある。2月後半ごろからその年の計画を立てはじめ、作業は選別など

を含め、12月の初めころまで行う。 

農場について、笹谷さんが継ぐ以前は５haであったが、自分の代で約8倍の３８haに

したそうである。初めは稲作をしていたが、もうからないと思い、転作補助金をもらい

転作。最初の2年間は実入りも悪く、もうけが出ず赤字であったが、4年目ごろから利益

を出していた。一日、一人当たりが得られる利益を考えて経営を行っているとおっしゃ

っていた。近々また新たに１３ha買って、農地を拡大する予定であるそうだ。農業で成

功するためには「攻撃することをやめてはいけない、守りに入ったら終わり」と教えて

いただいた。 

 

２、栗山町と農業 

栗山町全体の人口が減っており、経済成長の進行、生産調整、農産物輸入自由化によ

る価格低迷、後継者不足、高齢化により農家数も減少している。数が減少している一方

で、一戸当たりの経営面積は拡大し、大規模化が進んでいる。栗山町全体での経営耕地

面積は5530haで、うち1500haほどが畑であり、残りの4000haが水田となっている。水田

転作率は年々増加している。 
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農業政策としては、栗山町農業振興計画（栗山農業ルネッサンス）を策定し、活力と

潤いのある農業、農村を目指して取り組んでいる。戦略プランとして、「くりやまブラ

ンド」の推進、地域を担う「多様な人材」の育成、土地有効利用と土づくりで「農地を

守る」、10年後の営農形態が挙げられていた。また、その他の政策で、新規就農者のた

めに、相談窓口の設置や研修などのサポートも行っている。 

 

年齢別農業就業人口の推移（栗山町ホームページよりhttp://kuri-agri.org/?page_id

=3616） 

 

 

３、感じたこと、考えたこと 

短い間であったが農家の一日を体験できたのはとても貴重な経験だった。現場に行き、

実際に作業してみないと、どういったことが行われているかは分からないと感じた。確

かに、作業の一つ一つは簡単で慣れてしまえば誰でもできるようになるかもしれないが、

それを毎日、大規模に行い、自ら経営をしていくのは簡単なことではないと感じた。ま

た、農村での暮らしは、普段私たちが行っているような生活とは切り離されたものと思

っていたが、車を走らせれば市内まで10分ほどで着くし、札幌までも1時間ほどという

立地であり、仕事場が畑であるというただそれだけの違いだと思った。農業も普通の仕

事と変わらないと感じた。今回の実習で触れた農家の実際は、今まで農家という職業に

対して持っていたイメージとは大分違うものであった。 

今回の実習で、農家の経営方法、町が抱える後継者問題、政策と効果などについて、

新たに疑問が生まれた。3日間ではまだまだ分からないことが多いため、また機会を作

ってお話を聞いてみたい。また、笹谷農場さんは数ある農家のほんの一例で、成功した

農家のひとつである。笹谷さん自身も農家の収入はピンキリで、やり方次第で変わると

おっしゃっていた。これが農家の形のすべてと思わず、様々な形についてこれから知っ

ていきたい。 

 

参考資料：栗山町農業振興公社 http://kuri-agri.org/ 
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2015年レポートより 

（株）八森ファーム 

  

農村調査実習レポート 

 

高野 正光 

 

1.はじめに 

 7月3日から7月8日まで北海道栗山町にある（株）八森ファームにて体験した実習につ

いて報告する。 

 

2.どのような農業経営・農村生活をしているか 

 今回お世話になった農家は（株）八森ファームであった。八森さんの農場の耕地面積

は50haで内訳は米20ha、麦24ha、大豆6haである。農林水産省の統計によると平成26年

の北海道の1戸当たりの耕地面積が23.35haであることから北海道の中でもかなりの大

規模経営である。また、米は北海道でよく栽培されているゆめぴりかであり、小麦は秋

小麦、大豆は白大豆を栽培していた。麦と大豆については輪作のため栽培する作物が変

わることがあるようだ。八森さんの家族は八森さん（家主）とその妻、子供3人、また

祖父母で経営をしていた。農作業をするのは主に八森さんと祖父母だが、50haもの農地

のため田植えなどの忙しい時期にはパートで2、3人雇うらしい。 

 農業には必要なものは人と機械が必要だと八森さんは言っていたがこのような人件

費や機械には本当にお金がかかるらしく様々な工夫をしていた。農場を株式会社にした

のも税金が節約できるからであり、そのための経理も奥さんが行っているそうだ。また

農作業に使う機械の修理も八森さんが自分で行っていた。機械の修理を行う業者に頼む

と一回で10万から20万円かかるが、自分でその修理を行えば部品代の5万円ほどで済む

らしい。八森さんは大規模経営をしているため所有している農業機械の数が多く、よほ

ど余裕がない限り自分で修理せざるを得ないようである。 

 

3.実習内容 

 最初にした作業はコンバインの汚れを拭くのとワックスをかけることだった。八森さ

んは小麦の収穫の時には必ず1回はコンバインを綺麗な状態にするそうだ。これは機械

が汚いからといって不具合が起きるわけではないが、もし機械の調子が悪い時に汚れが

なければどこに問題があるのか気づきやすいのと機械を大切に使いたいことから機械

の手入れをしているそうだ。八森さんの所有するコンバインはかなり大きく私が想像す

る以上に時間がかかったためワックスがけと合わせて１日分の時間をかけた。八森家は
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10数台の農作業機会を個人所有しており中には2,000万円ほどするものもあった。その

ためこの作業は比較的時間に余裕がある冬にすることが多いそうだ。 

 また麦畑で雑草として生えてくる麦、すなわち野良麦と言われるものを抜いた。先に

も述べたとおり八森さんは24haもの麦畑を保有されている。そのためこの作業を手作業

で行うにはかなりの時間と労力が必要である。今年八森さんが出荷したい小麦に別の品

種が5％以上混じってしまうと価値が下がってしまうため大事な作業である。 

 もう１つの作業は除草剤を散布する際に除草剤が入っている機械を後ろから押すこ

とだった。八森さんは小麦と同様に水田の面積も広いため多量の除草剤を使う。そのた

め除草剤が入った機械を後ろから押すのはかなり力がいると思った。今回除草剤を散布

したのはあぜ道である。これをすることによって田んぼに雑草や虫があまり入らなくな

り、育ちが良くなるらしい。この日は天気が良くかなり疲れた。 

 

4.抱える問題 

 栗山町でも新規就農者は結構いるそうだが、新規就農者に取り巻く現状はかなり厳し

い。農業だけで生活していくとなるとある程度の作物を生産しなくてはならないが、新

規の人達はお金がないため生産をするために必要な機械を購入できない。機械の貸借を

行えばと思われるが農家間でもめる原因になってしまうそうだ。また新規就農者には土

地がないため初めから大規模経営を行うのは難しい。これらの事情から新規の就農者に

は一から農業を始めるのは難しいのが現状である。また前々から農業をしている者も、

子供が大学や会社に勤めるために都市部に行ってしまうことから後継者がいないこと

が農家数の減少に繋がっている。 

 

5.まとめ 

 今回実習を通して思ったことがちゃんとした食べ物を食べることはすごく難しいこ

となのだと思った。それは品質と仕事としての農業のことを考えてのことである。よく

ある家庭菜園と違い農家の人達は農業を仕事にしている以上は利益を出さなければな

らないが、そのために耕地面積を増やすと人の目が中々行き届きにくくなってしまう。

ただし、農業があまりにも儲かる職業だとどうしても品質が落ちてしまうし、次第に儲

からなくなってしまうだろう。それを思うと農家の人たちはすごいと思うし、これらの

問題を少しでも解決したいと思う。 

 

 

2015年レポートより 

（株）自由耕場 
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農村実習調査レポート 

 

津田 翔汰 

 

1、本実習の概要 

 私はこの実習において、株式会社自由耕場の堀田さんのもとで遮光ネットの取り付け

トマト、ピーマンの誘因作業、トマトの収穫、そしてリンドウ畑における雑草とりをさ

せて頂き、堀田さんから新規就農、農業のIT化を中心に様々な話をして頂いた。 

 堀田さんはビニールハウス10基（面積：0.5ha）でピーマン、トマトを栽培している

他、小麦（面積：1.2ha）やリンドウ（23a）を栽培しており、中でも収穫量や出荷額か

ら見てピーマンとリンドウの栽培に重点を置いている。ピーマンは4tの収穫、200万円

の出荷額、リンドウは10万本の収穫、200万円の出荷額を目標としている。収穫された

ものは栗山町内の直売所やJAを通じて札幌市内のコープや東光ストアをはじめとする

大手スーパーで販売される。 

 またビニールハウスでの栽培を本格的に行うことによって各品目の栽培のサイクル

時期をずらして少しでも負担軽減を図っている。ちなみに堀田さんや家族の方々が農業

に携わっており、他にも仕事量が多い時期（収穫期など）にはパートを雇っている。 

 

2、農業のIT化 

 堀田さんが元々SEとして大手企業に勤めていらっしゃったということもあって最近

話題になっている農業のIT化について聞いてみた。堀田さんは就農してからまだ4年し

か経っていないということもあって、できるだけ多くのデータを蓄積してそれらを生か

したいと考えている。既にビニールハウス内にセンサーシステムを設置しており、自分

がどこにいてもビニールハウス内の温度を確認できる。 

 これに関して面白いエピソードを聞いた。ある9月の朝、非常に涼しかったのでハウ

スを開放したかったものの開けずに他の農家に手伝いに行った、すると昼から晴れてき

てハウス内の気温が急上昇していることが分かったので急いで戻ったらアブラムシの

死骸が大量にあったという。有機栽培をしていて害虫に頭を悩ませているからこそ、当

時何が要因で害虫が死んだのか、そしてそれを今後どのようにして生かしてくのか考え

たとおっしゃっていた。またセンサーシステムをはじめとして自ら開発した技術を商品

として売り込むことも考えている。 

 実習の最初の講演でも聞いたように「今この時点で起こっている事象に対して10、2

0年後どうなっているのか見据える必要がある」ということを考えると20年前に情報化

社会という概念が農業に取り込まれると言われていたことが現実になっていると実感

した。 
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3、人員確保の難しさ 

 就農してまだ間もない堀田さんにとって今一番悩みの種になっているのが「人員の確

保」である。本実習の概要で先述しているように堀田さんは株式会社を立ち上げ、社員

やパートに対して社会保険を適用可能にしているが今のところは実質堀田さんしかい

ない状況である。背景としては以前から就農されている方が既に決まったアルバイトの

方（出面さん）を確保しているということがあり、新規就農するハードルの高さの要因

の1つになっている。 

 この人員不足が影響する形でリンドウの収穫の際にリンドウの成長・開花スピードに

収穫の仕事量が追い付かず、一部の商品になるはずだったリンドウが完全に開花し切っ

てしまい出荷できないという事態が昨年起こったという話を聞いて、パートを2、3人雇

うのに余計にかかる人件費と本来商品になるはずだったリンドウの損益とどちらの負

担が大きいのかと聞いてみたが、断然後者だとおっしゃっていた。これはあくまでも自

分の考察であるが、実際にパート2人雇って時給800円、9時間労働という条件で他の作

業と合わせて1カ月ちょっと仕事してもらった場合、人件費は約50万である。それに対

してリンドウは1本40円で販売するので単純計算で12500本以上収穫できずに廃棄した

ら負担が大きくなる。これが全体の目標収穫本数10万本の約1割に当たることを考慮す

るといかにパートの有無が大きく影響するのかということが分かる。 

 実際に就農1年目では社員を2名雇ったものの結局あてにならず続かなかったという。

また就農以来学生を雇ったことがなく、学生を仲介してくれる団体がないと不安であり、

途中で突然辞められたりすることを懸念しているとおっしゃっていた。 

 毎回雇う時に今まで知らなかった人が来るとその人の農作業に対する気持ちや経験

などが分からないので、その人や自分を含めた全体での1日単位での仕事量が計算でき

ないのが厳しく、出面さんのように安定してプロ意識のある人に来てもらいたいと堀田

さんは考えている。 

 

4、農家実習を通じて 

 私の父親の実家は主に米を栽培している農家であり、自分が幼い頃から手伝いをして

いたということもあって農業を毎年継続することの大変さは知っていたが、今回の実習

を通じて新たに新規就農の厳しさというのを様々な側面から感じることができた。農業

に限らないことであるが何より初期費用が莫大であることが最大のハードルになって

いると感じた。実際に堀田さんは一部の設備を譲り受けていることもあって就農できて

いると思うが、何もかもゼロからの投資となれば補助金制度を考慮しても厳しいと自分

は考えている。 

 今回の実習では堀田さん、坂下教授、正木先生、渡辺さん、一緒に実習を行った峰尾

さんをはじめとする様々な方々のおかげで貴重な体験をさせてもらったし、更に地方の
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過疎化をはじめとして農業分野で現在直面している問題について自分ができることは

何なのか自分の将来と絡めて考えようと思った。 

 

 

2016年レポートより 

斉藤農場 

  

農村調査実習レポート 

 

伊東 夏美 

 

1.実習の目的 

実習先の農家・農業生産法人がどのような農業経営・農村生活をしているか調査した。 

 

2.経営調査の結果 

今回、アスパラガスの栽培と、肉牛の繁殖を行っている斉藤さんの農場で実習を行っ

た。 

○アスパラガス 

斉藤ファームではアスパラガスを6ｍ

×100ｍのビニールハウス12棟で栽培し

ており、作付面積は7200㎡であった。そ

のうちの3棟ではパープル、9棟でグリー

ンのアスパラガスを栽培していた。転作

している作物はなかった。 

アスパラガスの収穫量は最盛期で1日1

00㎏、実習中の収穫量は1日約10㎏であっ

た。収穫したアスパラガスは、農協や業者に出荷していた。アスパラガスの栽培の１日

作業の流れは、4時半～6時半に収穫し、出荷に合わせて7時半からアスパラガスの選別

を行う。アスパラガスの選別では、選別機で重さによってS、M、L、2Lの大きさに分け

た後、アスパラガスの曲がり具合など品質によって、A級、C級に選別した。4～5時で作

業を終了させていた。 

年間の作業の流れは、3月末からビニールハウスの準備を始め、早くて4月ごろから収

穫が始まり、最盛期は5月のゴールデンウィーク頃であった。9月の中旬まで収穫をし、

11月にハウスの片付けを行っていた。ビニールハウスをかぶせる時期をずらすことによ

って、アスパラガスの収穫時期を管理していた。 
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所有している農作業機械はトラクターなどであったが、手作業が多いようである。(写

真はアスパラガスのビニールハウスの写真である。) 

 

○肉牛の繁殖 

牧草地の面積は50haで、そのうちの1

0～20haは借地であり、離農した農家の

田んぼを借りて牧草を育てていた。推

移は拡大であった。親牛の数は41頭で、

1頭当たり10～1４頭ほど出産し、12ヵ

月の周期で種付けを行っていた。出産

は春が多くなっており、8～10ヵ月ほど

で出荷していた。主に鹿児島県や神戸

に出荷されていた。 

牛舎でも4時半ごろから作業し始め、18時頃に終えるようであった。朝昼夕のえさや

りと、牧草の管理などをしていた。日中は放牧しているが、夕方に牛舎に移していた。

(写真は牛舎の様子である。) 

 

3.その他概要 

圃場は自宅内にあった。調査させていただいた斉藤さんは7人家族で、そのうち農業

従事者は4人であった。お子さんが3人いたが、仕事のお手伝いをしているようであった。

時期によってパートを雇っていた。以前はメロンの栽培も行っていたそうだが、現在は

アスパラガスのみを栽培していった。家庭菜園で、とうきび、イチゴ、さつまいも、カ

ボチャ、なすびなど多くの野菜を育てていた。 

斉藤ファームでは自分たちの農場で取れた牧草を利用していたり、牛の餌となる穀物

もなるべく地域で取れたものを利用していた。日本は家畜の肥料となる穀物や、トラク

ターを動かすのに必要な石油など、農業をしていくうえで必要なものの多くを輸入に頼

っている。国際情勢が大きく変化し、世界的な食糧難が懸念される中で、日本もいつ輸

入できなくなってしまうかわからない。斉藤さんは、そのような現状を考慮して全部は

無理でもなるべく地域のものを使って農業をしていきたい、とおっしゃっていたことが

とても印象的だった。 

また、缶コーヒーサイズのアスパラガスを作ることが目標だとおっしゃっていた。 

 

4.感想 

私の両親、祖父母も農家ではなく、家の周りにもあまり畑や田んぼなどがなかったの

で、今回泊りがけで農家さんのお仕事を体験することができ、とても貴重な経験となっ



90 

 

た。自分たちが普段食べている野菜がどのような過程で食べるまでに至るかを見ること

ができ、改めて食事ができることへ感謝しなければいけないと思った。また、農作物に

必要な栄養素など化学的な内容や、食料問題など、普段学んでいることを、現場で感じ

ることができてよかった。今回学んだことを、これからの学習に生かしていきたいと思

った。 

 

 

2016年レポートより 

（株）きなうすファーム 

  

農村調査実習レポート 

 

森川 類 

 

1.耕作放棄地の問題 

 農家というものは基本的に家族単位で成り立っているものである。ゆえに子供が農家

にならないと後継者がどうとか、という問題に悩まされることになるのである。後継者

不足が深刻になると耕作放棄地が増加して農地の多面的機能の喪失や食料自給率の低

下など深刻な問題に発展する。 

 この問題に対しての解決策などとしてよく講義などで耳にするのが新規就農者を募

集してその土地を活用してもらうという試みだ。そのようにすることで農業従事者の平

均年齢もさげることができるという問題の改善にもつながるというわけだ。 

 しかしこの政策には問題があると今回の実習でお世話になった農家の方は言う。現在

の北海道の農家の平均耕地面積はおよそ25haであって全国のおよそ12倍である。ある一

軒の農家が離農した際に新規就農者がその離農した農家の土地を全て引き継ぎ有効に

活用できるかというと難しい話である。このことから新規就農者を活用して北海道にお

ける耕作放棄地の減少を期待するのはできない。この政策は土地面積の小さい、都府県

で成り立つような政策だ。 

 お世話になったきなうすファームをはじめ栗山の多くの農家はまだまだ農地を拡大

することができるという。きなうすファームは現在60haの耕地面積であるが将来的には

100haぐらいまで拡大することを目指しているようだ。ゆえにしばらくの間は栗山にお

いては耕作放棄地の心配はないという。 

 ただ、農業従事者の平均年齢の増加に歯止めをかけられない状態に現在ある。各農家

には耕地面積のキャパが存在するわけであって無限に耕地拡大をすることはできない。

このまま農業従事者の減少が続くならいずれ耕作放棄地の問題がさらに深刻になるで
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あろう。そのためにもやはり若い農業従事者を今のうちから入れておく必要があるのか

もしれない。今から農業を始める若者たちが、近い将来耕作放棄地の問題が深刻になり

つつあるときに、その土地を引き継いでいってくれるまで成長することで現在の農地の

サイクルを維持することができる。 

 そのためにも新規就農者の支援をもっと充実させる必要がある。確実に農業を続けて

いけそうな人には将来の農業に対する投資だと考えて手厚い支援を行うべきだと考え

る。 

 

2.組織化した農家 

 農協の強みは販売先を選ぶ必要がなく、安定して農作物を買ってくれるところである。

実際個人経営の農家は農作物の生産に忙しくて営業を行う暇がないらしい。そのため農

協に卸してしまうのが楽であり、安定するのである。 

 きなうすファームは3戸の農家が共同で経営している。3戸で経営することで営業の方

に人手を割くことができるような余裕ができる。そうすることで企業との契約を個人経

営よりも取りやすくなるのである。結果、きなうすファームで作られている米は農協に

卸した場合12000円／60kgなのに対して、自社でブランド化し、販売すると20000円／6

0kgであり、1.7倍という価格差が生じる。 

 別の例で考えると、先日三井住友銀行系の新会社が農地を借り（将来は買取りを検討）、

米の生産を始めたというニュースを耳にした。このような感じで組織が大きければ大き

いほど、資金面でも、人手の面でも余裕ができて新しく事業を起こしやすくなるのであ

る。 

 一方で組織が大きくなるに連れて分業が進むことになる。分業とは作業の効率化にお

いて重要なものであるが、農業においてはある程度オールラウンドに仕事をこなせると

良いみたいだ。例えば農業は天候などに収穫量が大きく左右される。そのようなことが

あるので、ただ数字だけではどの作物がよく売れていてどの作物は生産をストップされ

るなど判断ができないらしい。そのため、経営側は農業についてある程度網羅している

必要がある。 

 組織化することで農家の収益は確実に増加させることができる。一方でこれからその

組織を引っ張っていく人材には、若いうちから色々な経験をさせ、様々な視点から物事

を考えることのできる、オールラウンドな人材に育てていかなければならないと感じた。 

 

3.参考文献 

朝日新聞社 2016年6月15日付 「三井住友銀行が農業参入 秋田に米生産の新会社設

立」 
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学生農家実習レポート 

（2017年） 
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学生農家実習レポート 

－2017年－ 

 

ここでは、2017年の第 10 回目の実習レポートを掲載する。 

本誌の「学生農家実習レポート－2008 年～2016年レポートより－」でも触れている

が、稚拙な文章でなおかつ思いつくままに書かれたものが多く、今年も編集に際して事

務局の頭を悩ました。結局のところ、例年通り？、最初に提出されたままの方がまだ良

いと判断した。 

今年も懲りもせず、稚拙で酷い文章と批判されても、何も知らない若いときにしか書

けない「熱い」を感じて頂きたい。 

 

編集事務局 

 

 

芦沢農場 

栗山農村調査実習を終えて 

 

砂川 大起 

 

1.はじめに 

2017 年 7 月 7 日(金)~9(日)に夕張郡栗山町で実習を行った。私は鳩山地区の芦沢農

場にお邪魔して、芦沢農場の経営や農作業を調査させていただきました。以下 3日間の

体験をもとにレポートにしてまとめる。 

 

2.農場について 

今回実習させていただいた芦沢農場は計 60ha もの面積の農地を持っており、一か所

にまとまっているのではなくいくつかに分かれており、その間は車での移動となってい

る。それぞれ自宅周辺に位置し車で 5分以内の距離にある。主な作物は小麦と大豆、と

うきびである。それぞれ小麦（春小麦、秋小麦）が４０ｈａ、大豆が１０ｈａ、とうき

びが１０ｈａである。農業を営んでいるのは芦沢さん夫婦とおじいさんの３人である。

１日の作業時間はだいたい７時から１７，８時あたりまでであるが、気温が高く作業に

支障が出るため中止にするなど天候によって日ごとに変わってくるらしい。雪の降る冬

の間は農作業はせず、農業以外の仕事もなく自由な時間である。 
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3.作業について 

今回の実習では小麦畑と小豆畑での雑草取り、ＪＡ主催の農具を売る市場への参加を

おこなった。まず小麦は春小麦（はるきらり）と秋小麦（ゆめちから）の 2 種類を育て

ており、春小麦は春に蒔いて８月ごろ収穫し秋小麦は秋に蒔いて７月ごろ収穫する。こ

の時期は 1年を通して比較的に暇な時期であるらしい。今回行かせてもらった３日間は

天気が良く気温がかなり高く、農作業の時間が普段よりもかなり短くなり、やはり農業

とは自然と密着に関係してくるのだなと初めて身をもって体験した。小麦の雑草取りで

は異品種（えん麦）や穂先にひげのないもの、異常に背が伸びたものを抜いていく作業

をした。次に小豆畑での雑草取りではつゆ草という雑草を抜いていった。除草剤を巻い

ているが、つゆ草だけにはあまり効果がなく、最終的にはやはり人間の手で地道に抜い

ていく他ないそうである。小豆畑はよく野ウサギにかじられ被害を受けているとおっし

ゃっていた。最後にＪＡによる農具を売っている市場では芦沢さんのタイヤや機械の

様々な部品などを中古で安く買い取れ、ほかの農家の方々と欲しいものが被った場合に

は公平にじゃんけんで決める。値段は新品を買う場合のだいたい８割くらいの値段では

あり、そういう部分での節約が欠かせないらしい。また農業を営んでいくうえで収入は

毎月一定ではなく、ある月にまとまってお金が入ってくるため、1年を通して考えなが

ら生活していく必要があり、農家の経営の側面を見た気がする。 

 

4．実習を通して 

芦沢農場では以前時期によっては人を追加で雇うこともしていたらしいが、今はして

いないようである。しかし３人という少人数でもしっかりと経営できているところを見

ると効率の良い農作業をしていると思われる。実際に以前は稲や種子用馬鈴薯の栽培も

していたが、手間のかからない小麦を代わりに栽培するようになった。今回の実習では

実際に農家にお邪魔し同じ生活をしてみることで、授業では経験できない農作業であっ

たり経営の部分を知ることができ個人的にはすごくためになる実習となった。 

農場のみなさん、本当にありがとうございました。そしてお世話になりました。 

 

 

芦沢農場 

栗山農村調査実習報告書 

 

松宮 潤也 

 

1.はじめに 

7月 7日から 8日の間、芦沢農場さんで農村調査実習を行った。 
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2.芦沢農場の経営状況 

芦沢農場の所有している農地の規模は合計約 60ha であり、栽培作物は春小麦（はる

きらら）、秋小麦（ゆめちから）、大豆、トウモロコシ（加工用）であった。それぞれの

作付面積は、春小麦と秋小麦併せて 40ha、大豆 10ha、トウモロコシ 10ha、すべて商用

であり自家消費用は全く栽培していないようである。 

芦沢農場では夫婦二人が主に働かれており、夫婦の 93 歳のお父さんが時々手伝い、

アルバイトなどの雇用は行っていない。 

芦沢農場では上記の作物が栽培されているが、小麦は種用と商品用があり、種用は

JA が回収して次年度の小麦栽培に向けて各農家に分配される。農薬などの化学薬品は

なるべく使わないように気を使っているそうであるが、ほかの農家の収量に直接かかわ

る種用の小麦にはやはり多くの農薬等を使ってしまっているのが現状だそうだ。 

また、労働期間は春から秋にかけてであり、冬は別の仕事に就くこともなくゆっくり

過ごされるそうだ。農家の収入は収穫した作物に大きく依存するため、栽培作物におい

て小麦が大半を占める芦沢農場では一年の収入が得られる時期がとても偏るため、お金

の使い方をより考えて一年を過ごす必要があり、現金出費となるアルバイトなどの雇用

者への給与は払いにくく、あまり雇う気になれないそうだ。 

アルバイトなどを雇用していないが、実際人手が足りているわけでもない。ほとんど

夫婦二人で 60ha もの規模の農地を管理しているため、手が回らなくなることもあるそ

うだ。それでも今は二人とも元気でおられるため何とかなっているそうだが、数十年後

はやはり後継者が必要になってくると思う。将来的には土地の売却も考えているそうだ

が、とてもいい土壌のある畑であるので是非誰か後継者となる人が現れ、農地を引き継

いでほしい。 

いま、芦沢さんは新たな土地の購入も考えているそうだ。これ以上新たに土地を買っ

ても手が回らなくなるだけでは、と思ったが、農地は課税の対象外になったり、課税さ

れても手続きをとれば返還してもらえるため、税金の控除を理由に資産を増やしていく

ことを考えているそうだ。 

 

３．実習内容 

芦沢農場では、初日は種用春小麦の畑で燕麦の異品種を取り除く作業と、種用秋小麦

の畑で小麦の異品種や野生化したジャガイモを取り除く作業を行った。二日目は朝から

種用秋小麦の畑で前日の作業の続きを行い、昼間は JA 主催の中古農機・自動車展示即

売会に行って見学した。夕方気温が下がってきたので家近くの大豆畑で除草剤では取り

除ききれなかった雑草抜きを行った。 

どの作業も単純ではあったが素人の私たちでは見落としも多く、さらに非常に気温の

高い状況での作業であったので体力的にも厳しかった。 
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芦沢農場  

栗山町農村調査実習レポート 

 

森田 創也 

 

１.はじめに 

農村調査実習ということで、栗山町の農家である芦沢農場さんにお世話になりました。 

実際の農作業を体験した他、いろいろなお話を伺ったり、農作業機械の売り買いをする

行事などを見学したりして雰囲気を感じることができました。 

 

２.実習でわかったこと 

今回見学した芦沢農場さんは比較的大規模な農家だったらしく、家屋の雰囲気などか

らも経営はかなり安定しているのかなという印象を受けました。 

耕作面積がかなり大きいのも意欲的に土地を購入しては規模の拡大をしてきた結果

らしく、少人数の家族経営では手が回らないのではという疑問を感じさせないほどでし

た。 

実際には作物が米から小麦メインに変遷してきた過去があるらしく、育てる作物を工

夫するなどして家族経営でも大規模な農場を効率的に管理できるようにしているよう

でした。 

全体として、農家は気候に左右される不安定な商売というイメージとは違い、経済的

にもかなり安定しているのではないかという印象でした。 

ただその印象とは裏腹に後継者が育っていないのは事実らしく、後継ぎがいても農業

を継がずに町を出たりしてしまうようで、そこには何らかの理由があるのだと思いまし

た。 

新規就農者として農業を始めることが選択肢として十分魅力的にすら思えた今回の

実習でしたが、実際にそういう層が育っていないのは、単純に農業を志す人口が少ない

か、はじめようとしても何らかの障害にぶつかってしまう隠れた原因があるのだと考え

ます。 

 

３.まとめ 

これまで自分が抱いてきた農業へのイメージは「作業が大変」「経営が安定しない」

「競争力がなく国の保護が必須」のようなマイナスのものが先行していましたが、今回

の調査実習を経験して、農家はむしろ、経済的にもかなり安定した魅力的な職業なので

はないかという印象を抱くようになりました。（もっとも、これはあくまで芦沢農場さ

んの技術力や知識、培われたノウハウに依るところが大きいのではとも感じました。） 
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同時に、一部の農家さんが効率化や収益拡大等の目的で大規模経営を推し進めている

という事態そのものが、一面では新規参入者に厳しい原因にもなっているのではという

のも同時に思いました。結論として、農業というのは実はずっと魅力的な産業であり、

もっと新規参入者がいて然るべき分野であるから、その実現のためには既存の農家さん

の権利を守りつつも、何らかの新しい方法を模索していくことが必要なのではないかと

感じました。 

 

 

芦沢農場 

農村調査実習レポート 

 

椛澤 朋之 

 

本レポートは、2017 年７月７日から７月９日にかけて行われた農村調査実習につい

てまとめたものである。私は、栗山町にある芦沢農場にお世話になり、現在の農業・農

村について調査した。 

 

1．芦沢農場の概要 

芦沢農場では、小麦 40ha、大豆 10ha、トウモロコシ 10ha を栽培していた。この耕地

面積は、受け入れ式の際に説明していただいた栗山町の耕地面積平均 14ha と比べて非

常に広く、芦沢さんも、土地利用型の農業を行っているとおっしゃっていた。また、広

大な農地の中にはかつて水田だった部分もあり、そのような排水性の悪い土地には暗渠

工事を行っていると話されていた。 

次に、労働形態について記述する。芦沢さんのご家庭では、特に労働時間を決めてい

るわけではなく、その日の天気や体調に合わせて作業をしているとのことだった。基本

的に芦沢さんご夫妻が農業を行う家族経営だからこそ成立する労働形態であると考え

られる。 

 

2．土地利用型農業について 

土地利用型農業を行うため、芦沢農業では大型の農業機械やラウンドアップ等の農薬

を積極的に利用していた。しかし、大型の農業機械は非常に高価である上、山奥などの

狭い道路では農地に運び入れることが大変であるなど、苦労する点も多いと芦沢さんに

教えていただいた。 

また、農薬に関しては、特に種子栽培の際に多く使用しているということが分かった。

これは、近年の無農薬・減農薬栽培の傾向と一見逆行しているかのように思えるかもし
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れないが、種子感染の病害を防ぐためには必要不可欠であるそうだ。土地由来の病原菌

と異なり、種子感染の病原菌は販売先すべての農家に影響が及ぶ。そのため、一回分余

計に農薬を使用したり、種子栽培でのみ許可されている農薬を使用したりといった工夫

を行うことによって品質を保っているということが分かった。 

 

3．農業機械について 

今回の実習では、2日目に中古農機具の展示会が行われた。この展示会はトラクター

などの大型タイヤや中古農機などの即売、企業による商品販売などがあり、多くの農家

の方々が訪れていた。農機に対して購入希望者が多い場合はくじ引き等の抽選によって

選ばれる仕組みになっており、必ずしも目的の農機を購入できるわけではないというこ

とに驚いた。 

日本は島国である関係上、EU 等とは異なり陸続きでトラクター等の農業機械を輸送

することができない。必然的に船による運送費がかかるために農機の価格が高くなる、

と芦沢さんはおっしゃっていた。そのため外国から個人で輸入する農家さんもいるが、

ディーラーを通さない農機は店舗で修理してもらえないために自力で整備を行う必要

があるとも話されていた。 

 

4．実習を通しての感想 

今回の実習では、実際に農作業を体験しながら座学とはまた違う農業の実情を知るこ

とができた。特に、農薬によってほとんど雑草が生えていない農地や、種子栽培のため

に異常品種を摘み取っていく作業などは今後の農業の価値観に大きく影響を与えるだ

ろう。 

また、今回の実習では、農家として多くの話を芦沢さんから聞くことができた。その

中で私が最も印象に残ったのは新規就農者についての話だ。芦沢さんは、本気で農業に

取り組む新規就農者には応援したいが、何も持たずに農業をやりに来る人間はうまくい

かないとおっしゃっていた。土地を借りて農業をする場合は、いつその土地を失うか分

からないため、最低でも自分の土地は用意する必要があるそうだ。このような農家の意

識を行政が汲んでいくことは難しいかもしれないが、農業の担い手を増やしていきたい

のであれば避けては通れないだろう。 

 

 

島農場 

栗山町農村調査実習レポート 

 

丸山 ちなみ 
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１島農場概要 

島さんの農場では、秋小麦(7ha)、春小麦(3ha)、食用馬鈴薯(2ha)、大豆(3.5ha)、牧

草(3ha)、夏野菜(ハウス)を育てている。普段の農作業は島さんと妹さんとご両親の四

人で行っており、繁忙期のみパートを雇っている。農作業のない冬期は、町内の勉強会

や、春からの計画立て、書類書きなどの事務作業が中心となる。 

 

２栗山町農業の課題 

栗山町農業の一番の課題は、子供が少なく農業の継続ができないことだと島さんはお

っしゃっていた。10 年後には、現在 300 軒の農家は 150 軒になるというデータもある

らしい。新規就農などで若い人がいても結婚していないことが多く、これから先のこと

を考えると不安は大きい。農家の婚活も行われているようだが、効果は薄いと島さんは

感じている。 

また、栗山町では新規就農者研修が行われているが、研修を終えてから実際に栗山町

で就農する人は少ないという。新規就農者は園芸から入ることが多く、手間のわりにあ

まり儲からずに、失敗してしまうことが多い。島さんは、栗山町の広い土地を活かして、

転作奨励もある麦・大豆を取り入れることがポイントだとおっしゃっていた。そして、

新規就農者が成功して農業をしていくのに不可欠なのは、研修生と研修先農家とのつな

がりであるという。今回、実習に同行した農業経営者の荒木さんと、研修生の池田さん

のお話を伺う機会があった。荒木さんの農地で農業を始める池田さんと、そばで見守り

何かあったら手伝うという荒木さんの関係に、つながりの重要性を感じることができた。

研修後に栗山町で農業を始めてもらうために、強いつながりをつくることが大切だと思

った。 

 

３新たな試み 

栗山町では、人手不足を補うために新たな試みが行われている。島さんから伺った例

を以下に挙げる。 

① 法人化 

厳しい状態の農家で集まって法人化し、直売所なども経営。 

② ヘリ計画 

何件かの農家でチームを組み、ヘリの購入や免許取得などを分担し、農薬散布などに

ヘリコプターを用いる。 

③ ドローン 

実習に同行した西村さんは、ドローンの免許を取得し、今後農薬散布などに用いる。 

 

４実習を通して 
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島さんには、江別市と岩見沢市で行われた農業機械の展示会に連れて行っていただいた。

同行した西村さんに、農業機械は需要が少ないために非常に高価になってしまうことや、

１年に１，２回使用するだけだから割りにあわないことなどのお話を伺った。せっかく

農業をしたいと思う人がいても、資金不足で農業を行えないという人がいるというのは、

もったいない話である。 

展示会や、同行した農業経営者の方々、研修生の池田さんのお話を伺い、栗山町だけ

でなく、日本農業の課題の多さを感じた。新規就農者のサポートや農業機械の低価格化

はそのほんの一部である。しかし、天候の変化や人手不足などで厳しい状況下でも農業

が活発なのは、栗山町地域のつながりが根底にあるからだと、島さんと周りの方々の関

係性を間近で見て、強く感じた。 

貴重な経験をさせていただいた島さんや、同行してお話をしていただいた荒木さん、

西村さん、池田さんに感謝いたします。ありがとうございました。 

 

 

島農場 

栗山町農村調査実習レポート 

 

鈴木 陽名 

 

1.はじめに 

このレポートは、2017 年 7 月 7日～9日にかけて行われた栗山町農村調査実習をもと

にまとめたものである。 

 

2.受け入れ先農家概要 

今回の実習では、島農場さんにお世話になった。島農場では、７００aが秋小麦のゆ

めちから、３００a が春小麦のはるきらり、２００a が食用ばれいしょの男爵、きたあ

かり、３５０a が大豆のゆきしずか、残りの３００a で牧草を栽培している。また、ト

マトやキュウリ、インゲン豆、ピーマン、キャベツ、レタスなどの野菜のハウス栽培も

おこなっている。 

普段の農作業は家族経営のかたちをとっており、島さんとその妹さん、お母様で行い、

農繁期にはパートを雇うなどしている。2月や 3月は農作業が忙しくない分、肥料や農

薬の研修などの勉強会に参加することもある。また、冬は書類を書く書き仕事が多いそ

うで、割と多忙だ。 

 

3.栗山町農業の現状について 
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お世話になった二日間の間に、農作業機械の展示に連れて行ってもらう道すがら、

様々な農場を見せていただいた。実際に栗山町の農村風景を見て、その作物の多様さに

圧倒された。小麦、水稲、ばれいしょ、大豆、デントコーン、牧草、玉ねぎなど、同じ

地域でこれほど多様な作物が育てられているのは初めて見た。このように多くの様々な

作物が育てられてはいるが、近年は小麦や大豆がないと収入源にならないらしい。大豆

や麦に転作をした場合、補助金が出る制度もある。農作業機械の展示会に同行していた

だいた島さんのご友人の荒木さんは、今年から水稲栽培をやめて全て麦に転作したそう

だ。荒木さんはご高齢なこともあり、今年で農業をやめる。農業従事者の高齢化が近年

問題となっているが、栗山町も例外ではない。農業を離れると、残された農地は近隣の

農家に貸し出されることが多いようだ。荒木さんが農業をやめるもう一つの理由は人手

不足ということらしい。小麦は水稲よりも手間がかからないそうだ。 

荒木さんは農業をやめた後、池田さんという新規就農を目指し研修中の方に農地を売

る。栗山町では農業を離れる方もいるがこのように新規就農者も多い。島さんの話によ

ると、栗山町は新規就農までの支援は行うが、就農後のフォローはあまりないらしい。

そのため、研修後に成功するのは大変なのが現実だという。荒木さんは来年から池田さ

んの農場の近くに住み、支えるという話だった。 

 

4.終わりに 

島さんのところにお邪魔してまず感じたのは、地域の繋がりが強いこと、また、外か

ら来た人も温かく迎え入れてくれることだ。荒木さんは島さんの近くの方で、西村さん

は同級生だそうで、一緒に一つの車で農作業機械の展示に行くときから仲の良さがうか

がえた。私たちも初対面だというのにとてもよくしていただき、夜には島さん姉妹の経

営するスナックでカラオケを楽しんだり、農協の職員さんと交流したりできる機会まで

頂いた。また、栗山産のメロンや白い玉ねぎ、ルバーブなど珍しい食材も頂き、とても

美味しかった。 

栗山町には魅力がたくさんある。今度は収穫期にお邪魔して、農作業も体験してみた

い。 

  

 

田中農場 

農村調査実習レポート～湯地 田中さんの農場にて～ 

 

中牟田 直英 

 

１．田中さんの農場 
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田中さんは家族で農場を経営している。田畑の総面積は 15ha で内訳は下図に示す。

また、農場は自宅の周りと車で五分くらい離れた所と二カ所に分かれていた。主に育て

ている作物(品種、面積)は、稲(きたくりん、876a)、秋小麦(ゆめちから、242a)、春小

麦(はるきらら、188a)、長ネギ(76a)、かぼちゃ(鈴かぼちゃ、42a(うち種子用 15a)),

大豆(枝豆の種子用、30a)、なす(15a)、おかわかめ(4a)で、この他にもメロンやスイカ

(金の卵)、家庭菜園としてトマトやズッキーニを栽培しており、多くの種類の作物を育

てていることが分かった。特に、鈴かぼちゃについては京都の知り合いから種子をもら

っており、京都のレストランへ出荷しているということで、京都の知り合いとつながり

を維持することによって販路が広がっているということだった。ただ、収穫期は二ヶ月

ととても長く、毎日しなければならないという点で大変ということで、この時期のみ外

部から人を雇っている。しかし、基本的に学生にとっては夏休みの間なので人を集める

のが難しいうえ、人材派遣会社からは高齢者が派遣されることがほとんどだということ

で少し頭を抱えているようだ。 

今回私たちは、田中さんの農場でつるが伸びていく方向をそろえるためにペーパーピ

ンという自然にかえるものを用いて、つるを固定する作業を行った。その際、成長の妨

げになるので巻き鬚を取りながら、根元の方ではすでに小さい実が成っていたが、先端

の方にも栄養が回るように採って良いということだった。さらに、早朝になすの収穫も

させてもらった。なすを収穫する際、栄養が回らないように大きい葉を切ったりする中

で、どれが伸ばせていく葉でどれが切って良い葉なのかの判断が特に難しかった。その

後なすを選果して、袋詰めして出荷するところまで手伝いつつ見させていただいたので

流通についても知ることができた。田中さんは、農協を介さず、直接直売所などに出荷

することで、値段を下げることに成功している。 

 

２．田中さんにとっての農業 

田中(俊明)さんが農業を始めた頃は 3haで現在の農場とは違う場所で行っていた。昭

和 48年に現在の場所に移り、6ha新たに購入した。そして昭和 59年には少し離れた所

1.8ha購入し、その後もだんだん増えていき、平成 27年に現在の農場の広さになった。

今年も買わないかといった提案があったようだが、断ったということだった。田中さん

としては、管理や機械の面から家族経営なら農場の広さは 20ha 程度が限度なのではな

いかという見解を持っていた。経営の面で特に大変だったことは、米価が下がったこと

で、転作することによって問題を解決したそうだ。田中さんとしては土地がないなら、

メロンなど高収益のものを育てるという方針で、今後の目標は現状維持だ(面積を増や

したところで収入が安定するとは限らないから)と語っていた。 

また、農業のメリットは、夏こそ忙しいものの、その分冬は時間を多く取れるころや

人とのつながりが増えることだ。俊明さんの息子の誠司さんは、農業以外にも 4H クラ
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ブ(将来の日本の農業を支える 20～30代前半の若い農業者が中心となって組織され、農

業経営をしていくうえでの身近な課題の解決方法を検討し、より良い技術を検討するた

めのプロジェクト活動を中心に、消費者や他クラブとの交流、地域ボランティア活動を

行っている)の北海道支部の会長を務めており、この他にも冬期は公道の除雪の作業や

他の農家の機械整備なども行っている。この実習の期間にも、4H クラブのコミュニテ

ィを紹介していただき、その他にも農業機械の展示会、由仁町の人たちによる焼肉パー

ティにも連れていっていただき、非序に貴重な時間を過ごすことができた。 

 

３．ハサンベツ里山づくりについて 

栗山町の市街地から約２キロ離れたところにハサンベツ地区と呼ばれる場所があり、

1999 年から町民が一体となって、離農跡地など放置された地に人手を加えて維持管理

する里山地として再生・創出を試みる取り組みが行われている。原則として、町からは

土地を借り、法的問題の整理や町民間の調整などの役割を担い、計画や実行は町民が行

うといったことを規約にしている。しかし、始まってから 17 年も経過すると、高齢化

やモチベーションの低下によって、活動に参加する人は減少しているとのことである。

現在は、NPO 法人が派遣する学生が参加することもあるそうだ。 

今回私たちが行った作業は河床の浸食を防ぐための作業で、木の枝や礫、泥などを川

に埋めることで、いくつかの段差を作り、水の流れを抑えることにつながる。それらは

道幅が広い場所なら車で運ぶことができるが、山間部では道幅が狭い部分も多く存在す

るので、そこでは人力で運ばなければならない。重いものを運ぶためには若手の力は必

要であり、今後こういった活動を活性化させるためにも若い人材は必要不可欠であると

いえる。 

 

参考文献 

・農林水産省「4H クラブ(農業青年クラブ)について」(最終閲覧日 2017年 7月 12日) 

http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/4hclub.html 

・「栗山町―多様な農村活動の創造」第Ⅴ章、協同組合のレーゾンデートルシリーズ No.2 

2017年、筑波書房出版予定 

 

 

田中農場 

農村調査実習を終えて 

 

上野 樹生 
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私は湯地の田中さんのお世話になった。田中さんは現在作付け面積約 15ha で、昨年

から 4ha増えたという。栽培作物は水稲と長ネギをベースとして、それ以外にも小麦（秋

まきと春まき）、鈴カボチャ、ナス、大豆、種子用カボチャ、メロン、スイカ、丘ワカ

メ、薬草など非常に多くの作物を栽培されている。鈴カボチャは聞きなれない野菜だが、

実は京野菜で、京都のレストランに出荷されているそうだ。レストランに出荷すること

で、そこからさらに紹介などで販路が広がる可能性があると思われての選択だったそう

だ。このように作物の販路も幅広く、農協を通しているのは小麦だけだそうだ。トマト、

ズッキーニ、ナスは栗山町内の直売所に売っていて、ナスはその他にも札幌市内の飲食

店に直接おろしているそうだ。米は農協を通したりはせず、個人として直接販売してお

り、その方が販売価格が圧倒的に高いという。やはり農協に出荷して終りではなく、農

家自身が考えてどのような販路をとっていくかが重要だと思った。 

初日、私たちが行った作業は鈴カボチャの茎のピン止めである。カボチャは茎が地面

を張って伸びていくのでピンでまっすぐ固定することで、弦が絡んだり茎が交錯したり

することを防ぎ、収穫などの作業をしやすくする。この時使うピンにも工夫があって、

ペーパーピンという畑に放置しても土にかえるものを使う。こうすることで金属製のピ

ンを使ったときに発生する手で抜いていくという手間を省くことが出来るのだ。作業中

にお聞きしたことだが、鈴カボチャのような京野菜はブランドを維持するため、傷など

はもちろん、生育環境も重要なため、京都からわざわざ視察が訪れるそうだ。 

その日の夜は栗山町の４H クラブのピザの試食会に参加させていただいた。４H クラ

ブは２０～３０代前半の若い農業者が中心になって組織される農業青年クラブのこと

である。全国の４H クラブがあり、各都道府県、各市町村の４H クラブがあるという。

今回お世話になった田中さんは北海道の４Hクラブの代表をされている。現在北海道の

４H クラブは全国の４H クラブを脱退しており、もう一度体制をしっかりしてから入り

なおすつもりだという。このような若い農業者が地域を盛り上げようとするのは、とて

も素晴らしいことだと思ったし、とても楽しそうだった。 

２日目はナスの収穫から袋詰め、出荷の流れをすべてやらせていただけた。ナスの収

穫はとてもデリケートで、がくにとげがついているため、とげで実に傷がつかないよう

にする必要がある。さらに果実以外に栄養がいかないように葉をとり、さらにどの芽を

伸ばすかが非常に難しかった。ナスはビニールハウスに植えられており、朝早くとはい

えビニールハウスの中は非常に暑かった。ナスは露地栽培というイメージがあったため

ビニールハウスに作ってあるのは意外だった。しかしビニールハウスで作る方がナスの

色つやなどが大きく違ってくるそうだ。 

私は、作物は機械化出来て大型化出来るほうが良いと思っていたが、手間をかけるこ

とで付加価値をつけるなどいろいろな方法があるのだと実感した。田中さんのところで

は園芸栽培だけで作業が回らないので一部空いた農地で小麦などの手間のかからない
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作物を作っておられたが、そのようにどのような作物を作るのかを決めるのも、労働力

と土地、販売経路や価格など色々なことを総合的に判断しなければならない非常に難し

いことなのだと思った。土地に関しては現在約 15ha の農地があるが、家族経営で行け

るのが最大 20ha くらいまでなので現状維持で行きたいとも言われていた。このように

農家は一人ひとりが経営者なのだということを実感することが出来た。 

私が田中さんのお話を伺って最も印象に残った言葉は、農家は何でも屋さんだという

ことである。時には工具を使って修理などもしなくてはならないし、できた方がお金が

かからずに済む。それは大変なことだけれどとても楽しいことだと感じた。 

今回の農村調査自習では普段の講義の中では絶対に感じることのできない、現場ならで

はのことを経験し、感じることが出来た。 

 

 

田中農場 

栗山町農村調査実習レポート 

 

池谷 航 

 

今回私は湯地の田中さんに受け入れていただいた。 

 

1.経営状況 

‣総農地および作付面積 15ha弱 

‣作物の種類 水稲、なす、かぼちゃ、メロン、長ねぎ、小麦、薬草、種子用大豆、

ズッキーニ、丘わかめ 

‣販売先 小麦のみ JAでその他作物は直販や個別契約 

詳細 農地は始めたころから拡大している。小麦以外の作物を JA に出していない理

由として個別契約のほうが得られる手取り収入が大きいことにある。あくまで例である

が、米を直販した場合 3 割ほど JA に出す場合よりも価格が高い。鈴かぼちゃは京野菜

の一つであり京都のいくつかの料理店と契約している。労働形態は利明さん夫婦、息子

の誠司さん、誠司さんの祖母の 4人で作業をしている。鈴かぼちゃの収穫をするような

繁忙期には一日だいたい 5人ほどアルバイトを雇っている。 

 

2.日本の農業 

受け入れていただいた誠司さんはまだ 20 代と若く今後の北海道農業を担っていく立

場にあり、誠司さん自身も非常に精力的に活動されている。私は誠司さんから聞き、初

めて４H クラブというものを知った。農林水産省の HP によると、将来の日本の農業を



106 

 

支える 20～30 代前半の若い農業者が中心となって組織され、農業経営をしていくうえ

での身近な課題の解決方法を検討したり、より良い技術を検討するためのプロジェクト

活動を中心に、消費者や他クラブとの交流、地域ボランティア活動を行っているのが、

4H クラブ（農業青年クラブ）である。誠司さんは北海道４Hの会長を現在務めており担

い手不足や農家間の関係の希薄化などの問題に取り組んでいる。私が最も関心があった

のは、小中学生を対象にうどんやピザを作る教室を開くなどの活動を通しての食育であ

る。私自身、食育は農業の問題だけでなく様々な社会問題を解決するものだと考えてお

り非常に参考になった。４Hについての話を聞いているうちに誠司さんの栗山町の農業、

北海道の農業、さらには日本の農業をより良いものにするには何をすべきか、という熱

い思いを知ることができた。北海道には約 100の地域のクラブがある。しかしそのうち

北海道４Hに加盟しているのは 5分の１の 20クラブほどであるという。北海道４Hに加

盟しても会議などが面倒なだけで何のメリットがあるのか、という思いを抱いているク

ラブもあるだろう。会議などはあるが加盟することでほかのクラブの取り組みを知るこ

とができたり、新しいつながりを作ったり、農業を盛り上げたりすることができたりす

る。農家間の関係の希薄化が叫ばれる現在、各地域の４Hの活動が活発になれば日本の

農業に良い影響があることは間違いない。誠司さんの家は 10 年ほど前から、我々のよ

うな学生を受け入れているという。受け入れることで農業を知ってもらい将来学生が農

業にどんな形でも貢献してくれれば、と考えているそうだ。 

 

3.結び 

まず、受け入れていただいた栗山町の農家の方、私は田中誠司さんとご家族に深く感

謝しております。夏野菜カレーをはじめこの上ないほどのおいしい料理をいただき心も

体も幸せになりました。誠司さんのお子さんには遊んでいただき元気をもらうことがで

きました。また、栗山町農業振興公社をはじめ関係者の皆様、坂下先生、申先生、引率

の今井さんと星野さんにも深くお礼申し上げます。今回の実習で学んだことはフィール

ドワークの重要性です。現場に出れば思いもしなかったことを知ることができ、体験で

きます。今後今回できたつながりを大切に貪欲に勉強していきたいです。 

 

参考文献 http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/4hclub.html 

     （農林水産省 ４Hクラブについて 2017/07/10 閲覧） 

  

 

坂口ファーム 

坂口農家実習レポート 
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鄭 然在(ジョンヨンジェ) 

 

#実習の農家 

毎年韓国から来た交換学生たちが行く農場を今年は出て、ユビンが一緒に行ってきた。

'坂口ファーム'というところは家族農業の形で運営されていた。農地は 2000 ㎡、ビニ

ールハウスは 600 平方メートルという。このビニールハウスの中でトマト、イチゴ、大

根、バジルなど多様な作物を育てていた。 

#実習日誌 

7 日:大会初の日には坂口ファームのビニールハウスでトマト、幹の下部の枝を整理

した。の下で育つトマトに風や日ざしがよく行くためにと仰った。トマト枝を落とした

後には翌日、販売する農産物を包装した。重さを合わせて含んで価格表を付けた。販売

する商品であるため、農産物が傷まないように気をつけて扱った。 

8 日:この日は農産物を販売しに朝早くから出た。札幌までトラックで多様な農産物

を移した。坂口ファームから出てくる農産物だけでなく、近くの農家でも農産物を持っ

てきてくださって一緒に持って来た。それぞれの農産物を半分に分けて整理して陳列し

ておいた。私たちはその中でも'アイスプラント'という農産物を務めてその前に立って

いた。販売を開始する時間に先立っていらっしゃった方たちにあいさつをして販売を開

始した。これ以上の購買者が来ないときまで販売をし、それぞれの農家から持ってきた

農産物がいくら残っているか確認した。残りの農産物はもう一度整理してトラックに乗

せて帰ってきた。  

午後には再びトマト、ビニールハウスで枝の整理をした。切り取った枝も集めて持っ

ていって捨てなければならなかったために車で運んだ。 

9 日:最終日は水の氾濫を防ぐため、石をシャベルを利用してトラックに積んだ。何

度をそんなに運ぶ途中、他のところに移動したが、食事の準備を手伝って食堂に行った。

50 人分程度のカレーとサラダを作ることをお手伝いしてその地域を歩き回りながら説

明を聞いた。 

 

#ローカルフード 

8日に行ってきた地域の農産物直取引の販売が非常に印象的だった。ローカルフード

という長距離運送を経ていない地域の農産物を言うが、よく半径 50km 以内で生産され

た農産物を意味するという。栗山農家から持ってきた農産物の包装、販売を一緒にしな

がら感じた点は、売り手と買い手の信頼だったようだ。 購入した方らの大半はその前

からずっと購買をしてこられたようだった。売り手と買い手がお互いを信頼してや直売

をするという部分が非常に印象的だった。 また、ローカルフード運動は生産者と消費

者の間の移動距離を短縮させて食品の鮮度を極大化させようという趣旨から出発した
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という。新鮮な農産物を購買できる購入者はもちろん、流通過程を簡素化できる販売者

全員が利益を得られるメリットがある。農家たちが一緒に多様な農産物を提供するとい

う点もとても良いアイデアのようだ。購買者たちが多様な農産物を接することができる

からだ。 春川(チュンチョン)のソミョンできたぼくにとって私たちの地域も十分にロ

ーカルフード販売を開始する環境になることができるという気がし、同時に残念になっ

た。 

 

#最後に 

直接農家に滞在し、多様な体験をして見ることができず、、多くのことを学ぶことが

できた。初めてやってみる実習であるため、私にとって意味も大きかった。 坂口ファ

ームの祖父、祖母、サラと家族の方々に感謝する。いい経験になったみたいだ。 

 

 

坂口ファーム 

坂口農家実習レポート 

 

全有彬(ジョンユビン) 

 

1. はじめに 

2017 年 7 月 7 日から 7 月 9 日、農村実習のために北海道栗山秒地域で現場実習を行

った。栗山地域は、様々な樹林が繁殖する地域であり、北海道で最も蝶書式の種類が多

い地域である。3日間の栗山秒地域の農家体験実習の報告書を作成する。 

 

2. 坂口農家について 

今回の農家実習で私栗山地域の坂口農家で実習を行った。坂口農家の農地は 2000aで

あり、ビニールハウスは 600坪である。トマト、レタス、白菜、アイスプラント、ブロ

ッコリー、レタスなど、さまざまな農作物を栽培しており、農業従事者は、農家のおじ

いちゃん、おばあちゃん、子供夫婦、孫に家族農業経営形態を帯びている。 

私は農家に到着して、簡単に農家への導入と農家の家族を紹介して作業を開始した。. 

▶ トマト. 

私は坂口農家でトマトのビニールハウスで作業をした。トマト剪定作業だった。トマ

トの下葉をカットすることで太陽の光をよく受けられず、風がよく通じない部分を下部

分の必要のない葉をカットながら日光を通すし、風を通すし、日光の栄養素が他の葉に

行くことを防ぎ、風が通じるようにしてトマトが病気かからずよく育つように助けてく

れるの作業であった。  
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トマトは日焼けをよく受けて、風通しの良い場所で育てる作物であるため、トマト育

てる作業中に剪定は、最も重要な作業である。 

トマトのいくつかの説明を聞きながら作業し、3時間程度の剪定をした。ビニールハ

ウスのすべてのトマトの剪定を終えた後、農家で栽培する農産物を売るために重量で分

類して包装する作業をした。アイスプラントとアスパラガス、キュウリ、タマネギなど、

様々な農家の農産物を包装した。作業をしながら、明日、私たちが販売する農作物につ

いて説明を聞いた。 

私たちは、売ること農作物はアイスプラントであった。私は坂口農家に来て初めてア

イスプラントを見た。アイスプラントは、低温性植物として、人体に有用な成分と各種

ミネラルが豊富で抗酸化効果、コレステロール低下、糖尿病の予防などに効果があり、

肌の健康とダイエットにも効果があると知られている野菜で、日本ではすでに古くから

栽培されて食用と化粧品などに加工•活用している説明を聞いた。作業が終わった後、

夕食をした。食事は農家で栽培されている農産物で作った料理を食べた。 

二日目札幌にある農産物直売所では、最初の日に分類して包装した多様な農産物を販

売した。直売所には、坂口農家の農作物だけでなく、さまざまな周辺農家で栽培された

農産物が販売された。周辺農家で栽培された農作物を坂口農家で、最終的に分類して直

売所で販売されるシステムであった。朝早く直売所に到着した商品陳列をした後、簡単

な自己紹介の後の販売を開始しました。販売をしながら消費者にアイスプラントについ

て説明し、農産物を販売した。生産だ販売が農産物を販売をして消費者に農産物につい

て説明し、調理方法について説明して消費者が安心して農産物を食べることができると

聞いた。2時間程度の販売継続され、多くの農産物が売れた。販売が終了した後に残っ

た農産物を整理して、販売品目をまとめた。農家ごとに販売品目も違って販売量も異な

るため、販売品目をまとめて記録して、それ合わせてお金を分配した。農家に戻った後、

昨日の剪定した残りの染めをまとめた後、社口農家に最後の挨拶をした後、学校の宿泊

施設に戻ってきた。  

 

3. ハサンベツ野山活動体験 

実習最終日には、河床ベッツ野山に行った。野山に到着し活動について説明を聞いた

後、チームを分けて体験をしに行った。私は石を運ぶ体験をした。環境保全のために農

業をしながら集めたドルドンオリをトラックに移し農家に被害が行かない場所に移す

作業であった。1時間程度の作業をした後、他の活動体験のために移動した。私はラン

チの準備ヘルパーがされて近くの食事の準備の場所に移動した。そこで住民おばさんた

ちとカレー、サラダ、玉子焼きなど様々な料理を準備した。私たちの学科実習生だけで

なく、他の学科実習生の昼食まで準備した後、昼食をし周辺農家と農業について説明を

聞いた そして オオムラサキを見に行った。プンゲ木を食べて生きる蝶に韓国と中国、
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日本、台湾に分布する極東アジア系蝶である。蝶を見て、私は後バスに戻り北海道大学

に戻ってきた。 

 

4. 実習を行ってきた後 

今回の実習 3日間、多くの経験をすることができた。普段にみることができなかった

農家日販売を経験して直接栽培した農産物で食べ物を作ってみ農家の祖母、祖父に直接

さまざまな農業方法と栽培の理由、農産物の効能を聞くことができた。韓国の交換学生

として、日本現地のノンサボプと農産物を接することができて、とても有益な時間だっ

た。また、実際に農家と農業を見ることができ、体験してみることができて非常に寄与

した。そして、環境保護活動をしながら、実際の農家の自然環境と昆虫、植物を見るこ

とができた。初めて経験するものも多く、新たに知った知識も多くなった。韓国の交換

学生として、日本の農家の多様な経験を試みることができる意味深い時間だった。 

 

 

（有）吉田農場 

農村調査実習レポート 

 

諏訪 航哉 

  

1.はじめに 

今回、私は夕張郡栗山町に本社を置く吉田農場にて農村調査実習をさせていただいた。

このレポートは、その際に伺ったお話や農業実習の体験から、自分が学んだことについ

てまとめたものである。 

 

2.吉田農場について 

 吉田農場における主要生産物はたまねぎであり、他にはスイートコーン・すいかなど

を栽培している（以下に作物別の農地面積を示した）。 

  吉田農場は本社を置いている栗山町に 5町ほどの農地を有し、岩見沢市にも 10町ほ

どの農地を有している。 

主要生産物のたまねぎについてであるが、現在吉田農場では、さらさらレッド（赤た

まねぎ）・オホーツク 222（黄たまねぎ）・雪景色（白タマネギ）などを含めた約 10 種

類のたまねぎを栽培している。おもな出荷先は、青森県のスーパーとモスバーガーであ

る。 

また、吉田農場は家族 6人で経営を行っており、外部雇用者はいない。その上、農協

に収穫した農作物を預けて管理してもらうという形式ではなく、出荷作業も含めて全て、
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6 人で行うという形式をとっている。そのため、春から夏にかけての植え付けや収穫以

外に、出荷準備も作業として含まれることとなり、作業量は異なるものの、一年を通し

てなにかしら仕事があるという経営状態である。 

 

3.実習内容 

 今回の実習は、大変暑さが厳しく、初日は午後から実習の予定であったが、予定を変

更し、日が傾くまで屋内で実際の農業の現状や吉田農場についてのお話を聞いた。日が

傾いた後、栗山町にあるたまねぎ畑とビニールハウス・農業機械等を見学させていただ

き、初日の実習を終えた。二日目は朝 9時頃に岩見沢市のたまねぎ畑に赴き、農業機械

の見学とタマネギ畑における雑草抜きを行った。この雑草抜きでは、除草剤をまいた上

でも生えてくるようなツユクサなどの雑草を抜くことを目的とした。 

4.これからの取り組み 

 吉田農場では、新たな取り組みとして、新種のたまねぎの栽培やたまねぎ以外のすい

かの栽培にも力をいれていた。また、今後さらさらレッドをさらに全国に認知させ広め

ていきたいとのことであった。 

 また、たまねぎの栽培では、水を人為的にあたえるということを基本的にはしないた

め、収量が天候によって大きく作用されてしまう。ゆえに、何十年たまねぎを栽培して

いても同じ結果になるということがないとのことであった。その難しい状況の中で研鑽

を続けていき、よりの品質を高め、高価に売れるようにし、かつ作業量も減らせるよう

にするというのが今後の目標である。 

 

5.おわりに 

今回の実習では、大変よくしていただき、貴重な体験をさせていただいたり、興味深

いお話をたくさん伺ったりすることができた。この短いレポートには伺ったお話を書き

尽くすことは到底出来なかったが、そのことはメモとして残してあるので今後の人生に

役立てていこうと思う。 

今回、実習を受け入れてくださった吉田農場の方には感謝の気持ちしかありません。

本当にありがとうございました。  

 

 

（有）吉田農場 

農村調査実習レポート 

 

佐藤 悠也 
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１．はじめに 

私は夕張郡栗山町にある吉田農場さんで実習をさせていただいた。短い時間ではあっ

たが、作業を体験させていただけたり、貴重なお話を聞かせていただけたりと、大変有

意義な実習となった。本レポートではその実習についてまとめる。 

 

２．吉田農場について 

吉田農場は現在家族６人での完全家族経営の農場である。昔は機械化がまだ今ほど進

展していなかったため、働き手を雇っていたそうだ。また、圃場は栗山町と岩見沢市の

２か所にあり、そこを行き来して農業を行っている。一日の作業時間は収穫機などの忙

しい時期は10時間ほどで、冬の時期は玉ねぎの選別等で6時間ほどだそうだ。吉田農場

では玉ねぎやスイートコーン、スイカを栽培している。中でも玉ねぎは主要産物で、約

１１haもの農地面積で栽培している。スイートコーンやスイカはハウスで栽培している。 

特に玉ねぎは9種類ほどの品種を栽培していて、中でも「スマイルボール」という生

で食べても全く辛くないという品種の玉ねぎをこれから新しく栗山の特産品にしてい

きたいとのことだった。また、現在消費者から最も評判がいいのは「札幌黄」という品

種だが、原種のため病弱であることが難点である。 

吉田農場さんは特別栽培という方法で栽培を行っている。これはその地域の慣行レベ

ルに対して、節減対象農薬の使用回数を半分以下にし、また化学肥料の窒素成分量を半

分以下にして栽培する方法である。これによって、環境への負担が減り、また農地の生

産力を発揮させることができる。今回、吉田農場さんでは玉ネギ畑に生えたつゆ草や野

菊などの雑草取りをさせていただいた。これらの雑草を除草剤で取り除くこともできる

そうだが、それだと特別栽培にならないため、雑草は人の手で取り除いているそうだ。 

また、大変なことは一年中仕事があることや、毎年栽培するにあたって気候、温度等の

条件が異なるため作物栽培について毎年反省点があることだそうだ。吉田農場では、夏

に収穫した玉ねぎを通年提供できるように、真空状態にして倉庫に保管して冬などにも

選別作業を行い出荷しているそうだ。そのため、吉田農場では、冬になっても仕事があ

り、結果的に一年中仕事がある。農家によっては収穫した農作物を農協に預けて冬は除

雪などのバイトをして生計を立てているところもあるそうだ。 

 

３．まとめ 

今回吉田農場さんにお邪魔させていただいて一番に感じたのは、私は農業について知

っているつもりでよく理解していなかったということである。現場から離れたところで

話を聞くだけでは分からなかったであろうことが多々あった。例えば夏は暑い時間に作

業をするのを避けるため、朝暗いうちから作業をするという基本的な生活サイクルや、

硝酸体窒素の含有量が違うピーマンを食べ比べさせていただいて、味の違いを理解する
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などである。ほかにも多くあるが、私は農業に関してまだまだ学ぶことがあることを痛

感した。 

この実習をはじめとして、自身の農業に関する見識を広げ、これから役立てていきた

いと感じた。 

 

４．謝辞 

今回吉田農場さんには丁寧にお話しをしてくださりました。心より感謝申し上げます。 

 

５．参考文献 

 北海道農政部食品政策課「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」 

 最終閲覧日 2017 年 7月 16日 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/clean/tokusaitop.htm 

  

 

岩崎農場 

栗山町農村調査実習レポート 

 

田中 緑 

 

１.はじめに 

今回の実習の中で７月７日から８日の１泊２日を御園地区にある岩﨑農場さんでお

世話になり、調査させていただいた。行った実習内容やお聞きしたこと、感じたことを

中心にレポートをまとめた。 

 

２．ルバーブ畑について 

１日目にはルバーブ畑の除草を行った。ルバーブ畑に生えている雑草は量が多く、高

さも私の腰の位置程まであり驚いた。また機械で肥料をまく時に最後になる端の列は、

どうしても肥料の量が多くなってしまうため、そして行き渡る水の量が多くなるため、

雑草の量が他の列より格段に多かった。雑草の中でも“つる”がルバーブにしっかり巻

き付いており、ほどきながら根っこから除草した。今期のルバーブ収穫は終わっている

とのことで、これらの除草作業は次に育つルバーブの環境を良くするためのものである。

除草をすると翌日にはルバーブの状態が良くなっていた。私は今回の実習でルバーブと

いう植物を初めて知ったので、岩﨑農場で育てているルバーブについて、新聞記事を引

用する。 

『１mほどに成長した野菜の一種ルバーブは茎の部分を細かく砕き、ジャムや菓子の
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材料として利用する。普通のルバーブの茎は緑色だが、20年前に米オレゴン州で農業研

修を受けた岩﨑農場の岩﨑英伯代表が茎の赤い品種を生産者から特別に譲り受け、栽培

を始めた。』 

奥さんの話によると、ルバーブは手作業で葉を取り除き、箱詰めして出荷する。赤い

ルバーブは加工の際、着色の必要がないため菓子職人に人気があり、全国からの注文が

あるそうだ。また、買い手の用途や好みによって出荷するルバーブを変えている。例え

ば、ルバーブの赤色を活用しない人は外側の皮を剥いで使うので、多少色が薄くてもな

るべく太いルバーブを出荷するとのことだ。 

 

３．そば畑について 

２日目には初めに、そば畑での種まきを行った。岩﨑農場の敷地面積の中で多くを占

めるのがそば畑であり、今回は機械でまくことができない端のほうに列を作り、肥料と

種をまいた。真っすぐな列を人力で作っていくための印付け用の棒や、種をまく時に腰

を曲げず立ったまま行うための道具など、岩﨑さんが手作りしている道具が多数あった。 

 

４．トマト畑について 

次にトマト畑を見せてもらった。岩﨑農場では土ではなくセラミックの石を使ってト

マトを栽培しており、どの苗にもまんべんなく水と肥料が行き渡るような器具を使用し

ていた。こういった水に関する農業器具は大半がイスラエル産だという。また、しゃが

んで作業をしなくていいように台の上にプランターを置き、高さを調節していた。肥料

をつくる過程を見せてもらい、肥料の３要素以外にも１つも欠けることができない元素

がたくさんあり、その配分は完全に決まっているわけではなく、トマトのおいしさのた

めに甘味・酸味をそれぞれどう重視するかによって違うことを知った。 

 

５．ハスカップ畑について 

腰にカンを括り付けて、効率よくハスカップの収穫を行った。ハスカップは非常に繊

細でつぶれやすいので収穫後すぐに選別をし、その後瞬間冷凍させ出荷する。実のつき

がいい木にはテープが付けられており、その木から挿し木をするそうだ。 

 

６．さいごに 

岩﨑農場では農協を通さずに直接消費者と連絡を取り合って出荷しているので、消費

者は同じ種類の中でも好みや用途に合ったものを手に入れることができる。それぞれの

消費者がどんなものを好むかを覚える能力は、以前メロンを出荷していた経験で培われ

たそうだ。今回の実習で、農家の方は生産者であり同時に経営者であることを実感した。 
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７．引用 

2012年 6月 13日北海道新聞 発行所：北海道新聞社 

 

 

岩崎農場 

栗山農村調査実習レポート 

 

北村 実央 

 

（１）ルバーブ  

私たちはまずルバーブの周りの雑草を刈るお手伝いをした。岩﨑さんのお宅のルバー

ブは茎の部分が赤色で、まわりの緑色をした雑草と見分けがつきやすかった。ルバーブ

にひどく絡まっているツル性の雑草を刈るのが大変だった。しかし、雑草を刈った翌日

に再びルバーブを見ると刈る前よりも目に見えて生き生きとしていて、雑草刈りの効果

が感じられた。今年の収穫は一通り終わり、来年に養分を蓄えるための雑草刈りだとい

うことだったが、今年は例年に比べてルバーブ自体が元気で、もう一度収穫できそうだ

とおっしゃっていた。茎が赤いルバーブは 25 年前にアメリカのオレゴン州で農業研修

を受けた岩﨑さんが生産者から特別に譲り受けたものらしく、新聞にも取り上げられて

いた。主にお菓子の材料として使われるルバーブだが、赤いものは加工の際に着色の必

要がないため菓子職人に人気があるらしい。私たちは岩﨑さんのお宅でルバーブのジャ

ムをいただいたが、確かに色はとてもきれいで、味も程よい酸味があって非常に美味し

かった。菓子職人ごとにルバーブの好みがあるらしく、発色の仕方などによって送る相

手を分けて箱詰めをしているという話が印象的だった。例えば、ルバーブの赤色を活用

しないような菓子店は、ルバーブの皮をむいて使うため、多少色が薄くてもなるべく太

いルバーブを送るようにしているらしい。何十もの買い手の好みを覚えるノウハウは、

以前にメロンの受注を行っていた時に培われたそうだ。 

 

（２）ハスカップ 

ルバーブの次に、ハスカップの選別と収穫のお手伝いをした。私はハスカップという

果物を北海道に来て初めて知った。生のハスカップを見たのは今回が初めてだった。選

別では採ってきたハスカップをお盆にあけ、ハスカップに混ざっている葉っぱなどのご

みを取り除いた。ハスカップの実はとても繊細で、少し強く触っただけでもつぶれて中

身が出てきた。このような繊細さのため、生で送るとすぐに悪くなるので、選別直後に

冷凍するとのことだった。 
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収穫では腰に入れ物をつけてハスカップを採っていった。選別の時に面倒にならない

よう、ハスカップだけを入れるように注意した。手に何個か採って入れ物に入れる際に

葉っぱなどのごみを取り除く方法として、息を吹くとごみだけが飛んでいってうまくハ

スカップだけを入れられると教わった。ハスカップの木の何本かだけピンクのテープが

ついていたため何故なのか気になって尋ねたところ、挿し木として利用するため、実り

のいい木にしるしをつけているとのことだった。とれたてのハスカップをいただいたが、

酸味と甘みがちょうどよくて、とても美味しかった。後でハスカップのジャムもいただ

いたが、これもまた美味しかった。色もきれいな青色だった。 

 

（３）ソバ 

次の日はソバの種植えをした。ソバは麺になった姿しか見たことがなかったので種を

見るのは新鮮だった。私たちは機械の入れない畑の 1番端の列の種植えをした。腰に種

がたくさん入った袋を巻いて 10粒ずつ程を約 15センチ間隔で蒔いていった。常にかが

んだ状態で行うと腰が痛くなるから、ということで岩﨑さんがろうとのような形をした

道具を貸してくださった。背中を起こした状態でも、ろうとの口に種を入れることでピ

ンポイントで種を蒔くことができた。腰に巻く袋や、ろうと型の道具などは、農作業を

効率よく行うための工夫だと思った。 

 

（４）トマト 

次にトマトのビニールハウスを見学した。岩﨑さんのお宅ではトマトの水耕栽培を行

っていた。溶液の混合では三大栄養素である窒素、リン、カリウムを始めとして、銅や

カルシウムなどいろいろな金属を入れていた。結晶化して溶けなくなることもあるので、

混合の順番も重要だということが分かった。農業には化学の知識もかなり必要だと思っ

た。岩﨑さんのお宅ではトマトジュースを作って販売していた。また、ふるさと納税の

返礼品にもなっていた。そのトマトジュースも飲ませてもらった。瓶を逆さにしてもな

かなか出てこないほどトロトロしていて口の中に広がるトマトの濃厚さに驚いた。９０

０ｍｌ瓶のジュースには約１００個のトマトが使われているとのことだった。使われて

いるトマトは岩﨑さんが開発した自社ブランドの「トマト姫」らしく、とても甘くて美

味しかった。 

 

（５）まとめ 

岩﨑さんの農場で、主に４つの農作物についてのお話を聞き、農業体験をさせていた

だいた。それぞれの工程でたくさん注意することがあり、農業には体力はもちろん、長

い間にわたって培われた技術を要するものだと感じた。また、より見た目や味の良いも

のを作るためには作物の育つ仕組みをよく理解したうえで化学の知識をもって改良を
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重ねていかなければならないのだと分かった。今回の実習で学んだたくさんのことをこ

れからの勉強に役立てていきたい。 

 

 

斉藤農場 

農村調査実習レポート 

 

李 シュ 

 

訪問農家： 

斉藤ファーム （明治 38年（1905 年）入植の歴史ある農場） 

 

農場概要： 

経営状態：現在の経営者は斉藤義崇さんで 5代目、夫婦ともに旭川で普及指導員の仕

事をしていたが、8年前に実家を手伝うために栗山に戻って、そのあと経営を任された。

基本は斉藤さん夫婦と先代夫婦で運営しているが、今年より株式会社化して、社員一人

を迎え、繁忙期には近隣の人をアルバイトとして雇っている。ゆくゆくは、飲食や宿泊

施設も併設された複合型ファームを目指しているという。 

 

出荷品種：メロンとアスパラをメインに作付していたが、数年前にメロンをやめてい

た。現在アスパラを 6m×100mのビニールハウス 12棟栽培している（うちグリーン 9棟、

パープル 3 棟）。今年からは落花生 50m×６列もはじめて、塩ゆでして出荷する予定。

また、肉用牛（黒毛和種）の子牛の出荷も行っている。 

 

詳細： 

アスパラ：5月頭から旬で一番忙しい時期で、アルバイトを雇って毎日2回収穫して、

自家の選果場でサイズ別に選別してから出荷。暑くなると、パープルの色が薄くなって

くるので、パープルはこの最初の収穫期のみ出荷している。この時期が終わったらアス

パラを一定間隔で4，5本残して、1か月ほどのばしっぱなしにする。六月後半からまた

収穫できるようになるが、最初に比べて収量が減るので、月水金と週三日のみの出荷。

気候が暑くなってくると虫が出やすくなるので、この時期は殺虫剤をまいている（最初

の収穫期は無農薬）。来年は、伸ばしっぱなしにしたアスパラの根の周辺からアスパラ

は出てくるという。アスパラは10年ほどの周期で植え替えが必要だが、斉藤ファームの

アスパラは13年目でまだ頑張ってくれている。 

グリーンとパープルの違いとして、パープルのほうが柔らかく甘いのが特徴で、生食
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にも向いている（パープルは加熱するとグリーンになるので生のほうが色の主張があ

る）。 

牛舎：母牛へ受精卵を種付けすると、10か月ほどで子牛が生まれて、子牛が 10か月

になったら安平町の市場へと出荷される。子牛の値段を決めるのは血統（親 or 兄弟が

良質であったかどうかが分かる）、外観（しっぽが曲がっているかなど）。肉用牛には血

統を証明するための戸籍があって、上三代までわかるだという。母牛は基本一年一産で、

産んだらまたすぐ次の妊娠期間が始まる。一頭の母牛は 10 頭ほどを出産し、産めなく

なったら肉用として出荷される。産めなくなった母牛の後継者として生まれてきたメス

牛から血統のいいものを毎年何頭か残して親牛として育てる。大体 1歳半になったら種

付けを行う。寒い時期を避けたいのとアスパラの繁忙期とかぶらせないように、この時

期のお産が多い。 

出産やけが（子牛が踏まれるとか）などを把握するために、牛舎に監視カメラをつけ

ている。 

以前水稲を作付けしていた土地と近隣の家から借りている土地で牧草を作っていて、

放牧を行っている（飼料自給率アップの補助金を利用している）。7 月上旬には冬の間

のために一番草の牧草ロールを作る。牧草ロールは一つ約 360 キロで、一頭の牛の 45

日分の食料になるという（一日 8キロ）。 

 

感想：一泊二日という短い間でしたが、農作業の大変さはもちろん、農家さんの仕事に

対する想いをも実際に知れてとても勉強になった。 

 

 

斉藤農場 

農村調査実習レポート 

 

佐藤 樹 

 

1.実習地の概要 

栗山町御園に位置する(株)斉藤ファームは、アスパラガスの栽培と肥育前の肉牛の飼

育を行っている。その他家庭菜園で落花生やイチゴ、ズッキーニの栽培や、牛用の牧草

地を所有しているが、商品として販売するのはアスパラと肉牛の 2種類だけだった。齊

藤さんのご家族は代表取締役の義崇さん、お父様、お母様、奥さん、お子さん 3人の計

7 人である。お子さん以外は農業に従事しており、加えて 1人の正社員と数名のパート

を雇っている。アスパラ、肉用牛と共に圃場は自宅と隣接していたが、一部牧草地は自

宅から離れた場所にあった。 
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2.アスパラガスの栽培について 

主にお母様と奥様、数名のパートさんで作業されていた。6ｍ×100ｍのハウスが全１

２棟あり、その内９棟では一般的なグリーン、残り３棟ではパープルのアスパラガスを

栽培している。ハウス内ではアスパラガスが列になって作付されており、収穫しやすい

ような形態になっていた。収穫は春ごろから９月中旬まで毎日早朝と正午に２回、手作

業で行っている。収穫するのは一定の長さを超えたアスパラガスのみで、太さに規定は

ない。収穫されたアスパラガスは太さによって選別機で選別され、春から最盛期までは

平日毎日出荷し、最盛期のＧＷ頃を過ぎると月水金曜日に減らして出荷しているという。

パープルのアスパラガスは気温が上がると色落ちしてしまうため、収穫及び出荷は春ご

ろだけで、それ以降は収穫しない。ハウス内の温度は春ごろには 20～21 度に保ち、夏

は風通しを良くしてなるべく温度を上げないように管理していた。気温が高いほどアス

パラガスの伸びが早いが、それでも春のほうが冬の間に蓄えた豊富な栄養分のおかげで

伸びが大きいという。 

 

3.肉牛の飼育 

齋藤さん、お父様、正社員の方で営んでいた。斉藤ファームでは肉牛を肥育前の子牛

の段階まで飼育し、約 10 ヶ月で市場に出荷している。母牛は全部で約 40頭おり、出産

してはすぐに種付けをして妊娠、というふうに母牛が休む暇はない。出産は夏に集中す

るように種付けしているため、夏の間は気が置けないという。母牛、子牛共に自宅近く

の牛舎で飼育するが、夏の間は放牧もしている。牧草地は全部で 50ha 強、その中には

借地も含まれている。牧草は冬のためにロール状に巻いて保存するが、ロールはひとつ

360kgにもなり巻きにかなりの労力を必要とするので、大きく最新の機械を所有する斎

藤さんに巻きを委託する農家もあるという。 

 

4.最後に 

齋藤さん一家は農業に熱い思いをもつ 3 世代が共に暮らす、にぎやかな家庭だった。

そもそも肉牛の飼育を始めたのは、大病を乗り越えたお父様に「好きな事をしていいよ」

と言ったお母様の言葉がきっかけだという。10 年前宮崎から買った牛が、今では北海

道栗山町で多くの子を産み、子牛は全国の和牛となって消費者に届けられている。また、

齋藤さん御夫婦はもともと普及員として働いていたが、ふたりで脱サラして義崇さんの

実家を継いだ。とてもドラマティックだ。これからは農業に加えて、体験事業や栗山の

野菜を使った料理を提供する小さな喫茶を開きたいなどと大きな夢を語る齋藤さんの

目は、栗山の農業、日本の農業の未来を見据えていた。2日間という短い時間だったが

今後の学びに繋がる貴重な体験になった。 

斎藤ファームの皆様、大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 
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吉原農場 

農村調査実習レポート 

 

中村 文人 

 

1.はじめに 

本レポートは 7／7(金)～7／9(日)の 3 日間で実施された農村調査実習の際に吉原農

場で伺った話を元にまとめたレポートである。 

 

2.吉原農場の経営 

吉原農場は農地面積を約 50ha持ち、栗山町の平均農地面積 14haを大きく超えている。

その農地の内訳は小麦と大豆が 1：1 の割合であるが農業基板事業の問題で休耕してい

る場所もあった。農業従事人数は吉原さん夫婦の 2人だけでアルバイトなどは雇わない

という。2人での作業は大変ではないかと聞いたところ、収穫時以外はつらく感じるこ

とはないし大型の機械で作業するため不便は感じないということだった。奥さんの話で

は機械で収穫できない場所に生えている作物は刈らないとおっしゃっていた。また倉庫

には大型機械が 4，5 台並んでいて、どれも何千万とかけて海外のメーカーに特注し半

年かけて作らせたものであった。オーダー先もイタリアやドイツなど様々なところに依

頼している。日本のメーカーでは北海道ほどの大きい面積の農業をするにはまだ海外の

機械に太刀打ちできないというのが現状らしい。この大型機械はすべてコンピューター

を接続しプログラムされたとおりに肥料などを播いたりするという。栗山町の役所では

機械に GPSが搭載されている農家は珍しいと伺ったが吉原農場では GPSのある機械が数

台あった。しかし吉原さんの手で動かしたほうが GPSに頼るより上手いため使っていな

い。 

 

3.害獣対策 

吉原さんは狩猟と罠猟のライセンスを持っているためシカ、アライグマ、キツネなど

の害獣の狩猟もしている。自分の農地だけでなくヘルプの連絡があればほかの農家さん

の場所まで仕留めに行っている。シカは年間 40頭～50 頭を駆除しているらしく、この

害獣駆除は栗山町と北海道からお金が出てシカの場合は 1頭で合わせて 1万円くらいだ

という。また南角田一帯の農家ではシカやアライグマの被害が大きかったため農家で協

力し農地と山を隔てるために柵を設置した。柵設置の費用は町から補助金が出たが不足

分は農家間で出し合っている。 

 

4.農家同士のつながり 
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柵の設置や害獣駆除の件でもわかるが他にも、近くの土門農場ではメロンを主流にし

ているため小麦の栽培に関しては吉原さんが教えていたり、東洋一の小麦農家である勝

部農場との情報供給、ほかの農家さんに頼まれて大豆を植えてあげていたりと今回の実

習で農家同士のつながりというのを 1番強く感じた。 

 

5.感想 

今回の実習を通じて今まで授業で学んでいたことを理解することができた。やはり授

業だけを聞いているだけでなく実際に現地に行って自分の目で見てみないといけない

なと強く感じた。農家への訪問は初めてだったがとてもいい経験をさせてもらった。お

邪魔をしただけであったが快く迎えてくださった吉原さんやメロンの素晴らしさを教

えてくださった土門さん、世界レベルの機械を見せていただいた勝部さんには心から感

謝したい。 

 

 

吉原農場 

農村調査実習レポート 吉原農場にて 

 

濱野 亮 

 

1.農村調査実習の概要 

 ３日間にわたり栗山町にて農村調査実習を行った。１、２日目は数人のグループに分

かれて別々の農家に宿泊し、農家の生活を実体験した。３日目は栗山町ハサンベツにて

里山の保善活動に参加した。今回私は吉原農場にお邪魔して調査、体験した。 

 

2,吉原農場の調査結果 

 吉原農場の経営形態は以下の通りである。 

①作物の種類：小麦、大豆 

②農地面積：50ha 

③家族の人数：２人 

④農業従事者：２人（家族経営） 

⑤所有する農業機械：５台（他に軽トラやフォークリフトなども所有） 

⑥農業以外の仕事：狩猟（シカ、クマ、キツネなどの害獣が対象） 

 吉原農場では 50haもの広大な圃場で大豆、小麦を作る農場である。作付割合は約半々

で、作業のほとんどは大規模農業用機械を用いてわずか２人で作業を行っている。繁忙

期などでもアルバイトなどは雇っていないそうである。 
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圃場は自宅のすぐ側にあるものから車で数分かかっていく場所まで非常に広大であ

った。全体を把握することはこの２日間では不可能であった。 

 農業用機械はどれも大型のもので、シカゴなど海外からオーダーメイドで発注したも

のを使用している。どれも１台数千万の機械であり、小規模農業が主である日本では販

売しているメーカーが存在しないそうだ。オーダーメイドなので発注してから届くまで

に半年ほどかかる。 

 私が吉原農場で行った作業は、１日目は大豆畑の草取りであり、２日目は農業用機械

の洗浄及び納屋の掃除であった。吉原さんは作業の大部分を大規模機械で行うため、自

分の足で畑に立つことはほとんどないそうである。畑に生える雑草の駆除も普段は除草

剤を撒くことで対処している。今回は大豆畑の隅で除草剤が充分に撒けなかった部分を

手作業で草取りを行った。まだ作付けして日が浅い大豆の苗は背丈が低く、一見すると

雑草との区別が難しい。茎の色によって判別することができた。圃場のうちのほんの１

部分の草取りをするだけでも時間がかかり炎天下の中で非常に疲れた。これをすべて手

作業で行うのはかなり非効率で事実上不可能であると思われる。機械の洗浄では、吉原

さんがまず高圧洗浄機で汚れを洗い流しその後私たちが雑巾で水気を拭き取っていく

という形で行われた。機械が非常に大型のため機械上部の方はフォークリフトに乗って

上に上げてもらわないと洗うことができなかった。 

 吉原さんは狩猟の免許も持っており、圃場に現れる害獣の駆除も行っている。駆除対象の

動物はシカやクマ、キツネなどの哺乳類からカラスなどの鳥類まで非常に多岐にわたる。

駆除すれば道や町からお金が支給されることになっており、シカを例に挙げると１頭駆除

するごとに道と町から合計で12,000円が支給されるそうだ。また、去年までに圃場周辺の

林との境界部分に害獣が入らないようにするための策を周辺農家との協力で張り巡らした

ところ、害獣被害がかなり抑えられたそうである。 

 

3.農業の大規模化 

 日本では農業人口が減少しており、一人当たりの農地面積が増加の一途をたどってい

る。そのため農業の大規模化が進んでいる。大規模に農業を展開するためには大型の農

業機械の導入が不可欠であると考えられる。吉原農場では複数台の農業用機械を使用し

ていた。大型の機械を用いれば人件費を削減でき、作業時間の短縮にもつながる。メリ

ットとしてはとても大きいが、問題点もいくつか存在する。吉原農場での調査で気づい

た問題点を上げていく。 

 まず、第一に大型の農業機械は購入費用がかかるという点である。吉原農場の機械は

どれも１台数千万するものばかりだった。ある程度の資本がないと、この初期費用を補

うのは難しいだろう。 
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 第二に、日本の農業機械販売メーカーには大規模農業に適した大型の農業機械を作っ

ているメーカーがほとんどない点である。吉原農場の機械は外国の企業のオーダー品が

多くあり、国産の機械はほとんどなかった。国内での大型機械の需要がほとんどないか

らである。 

 

 

吉原農場 

農村調査実習 

 

村山 康平 

 

1.はじめに 

今回私は吉原農場に行った。そこで見聞きしたことをこのレポートにまとめた。 

 

2.作業内容 

1日目：畑の雑草取り 

2日目：車庫の掃除・農作業用機械の洗浄 

 

3.調査内容 

(1)農場経営 

 農地面積：約 50ha 

  作物：大豆・小麦 

 家族の人数：2人 

 農業従事者数：2 人 

 圃場の場所：車で 5分程度  

 

(2)害獣対策 

鹿・アライグマ・ハト・熊といった野生動物が農地に侵入し作物に被害を与えるとい

う。10 年程前に他の農家と協力して農地と山の間に柵を作り、害獣の侵入を防ぐ取り

組みをしたところ被害は大幅に減ったそうだ。また、吉原さんは狩猟ライセンスを持っ

ている。自分の農地だけでなく他の農地も守っており、害獣を駆除すると町と道からお

金がもらえるらしい。 

 

(3)農作業用機械 

防除機・肥料散布機・トラクター・コンバインがあった。これらは大型ですべて外国
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製だった。3千万円もするという機械もあった。海外メーカーから届いた機械のなかに

は欠陥品もあったそうだ。 

 

(4)他の農場の見学 

吉原さんに他の農場へ連れて行ってもらった。土門農園と勝部農場である。土門農園

は化学肥料を一切使わず、有機肥料のみでつくった土で様々な種類の作物を栽培してい

る。特にメロンの栽培に重きを置いている。勝部農場は日本最大規模の小麦農場である。

農作業用機械も巨大だった。 

 

4.感想 

今回の実習では北海道農業の特徴である大規模な農場を見学することができた。外国

製の大型農作業用機械を用いることは労働力を最小限に抑えることができ、非常に効率

的だ。また、他の農家との関係性についても知ることができた。吉原農場と今回見学さ

せていただいた農場との関係はとても良好だと感じた。お互いに何の作物を作っている

のかを把握したり、農作業の情報交換をしたりすることは大事だ。さらに、農村が提供

する素晴らしい景観も見ることができた。特に印象に残っているのは車窓から見た黄金

色の小麦畑である。 

吉原さんは農業以外のことについての話もしてくれました。とても貴重な体験でした。

本当にありがとうございました。 

 

 

吉原農場 

農村調査実習 

 

高橋 奏季 

1．はじめに 

この度、栗山町にて吉原農場の調査実習を行った。実際にその農業形態を目の当たり

にし、調査したことを以下に記す。 

 

2．吉原農場について 

吉原農場の総規模は約 50 ㏊である。その半分で小麦を、残り半分で大豆を栽培して

いるのが現状である。吉原農場は夫婦 2人のみで経営していて労働力もこの２人の分の

みとなる。追加の労働力(アルバイトや従業員)は収穫期などの繁忙期であっても雇って

いない。さらに言えば、実質農作業をしていらっしゃるのは吉原英夫 1 人だけである。

では、どのようにして栗山町でも最大級の農場を 1人で耕すことができるのか。その答
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えは、巨大な農業機械導入にある。吉原さんは大型の農業機械をおよそ 5台所持してお

り、用途ごとにそれらを使い分けて農作業を行っている。このような機械は日本ではま

ず手に入らず、吉原さん自身も海外にオーダーをして取り寄せている。このような農業

機械が届くには相当な時間がかかり、長いとオーダーから 1 年ほどかかるとのことだ。

日本において、このような農業形態は珍しい。農業機械と農薬を存分に使い大規模に農

場を展開しているからである。これはアメリカの農業形態に近い。(現地の規模はさら

に広大ではある。)このような農業形態になってしまったことには理由がある。昨今、

農業人口が減少してしまっている。原因としては農業の担い手不足や少子高齢化が挙げ

られる。そのため離農する人々が増加しているのだ。離農してしまうと、これまでその

人が耕していた土地が放棄されてしまう。つまり、耕作放棄地となってしまう。離農す

る人はそのような土地が出ないように、近辺の農家に自分の土地も耕作してもらうよう

に頼む。このようなことが頻繁に起こり、農家 1人あたりの耕地面積がどんどん拡大し

ていっているのだ。吉原農場の圃場を見て回った際も、これは今期から他の農家さんか

ら託されたという土地をいくつか紹介された。 

 

3．農家間のつながり 

今回の吉原農場訪問において、吉原農場のみではなく、他の農家さんを訪問すること

ができた。その際、大変に感じ取ったことは近辺の農家さん同士のつながりが深いこと

である。現在都市部では、過密化が進むも個別化が深刻となり他人同士のつながりとい

う物が希薄になっている。しかし、農村部での農家さん同士では、車を使わなければな

らないほど遠い距離に住んでいても、そのつながりは深く、時期によってはほぼ毎日会

っているとのことだった。その交流の方法は様々である。まず一番に関わりやすい方法

が栽培方法の伝授である。前述の通り耕地面積が多くなると、一種類の作物だけ栽培す

るということはほとんどなくなる。複数種の作物を栽培しようとする。その際近くの農

家さんで自分と異なる作物を栽培している場合、その作物の栽培方法を教えてもらいな

がら育てるのだ。このようにすることで余計な失敗をせずに作物を育てられる。見返り

としてできた作物を教授してもらった農家さんにあげることで良好な関係を保つこと

もできる。  

また、もう一つ農家間のつながりの例を挙げるならば、害獣駆除のことも挙げられる。

栗山町の農家さんはよく害獣(主にシカやキツネ)の被害に苦しんでいた。多くの作物が

食い荒らされるからだ。そこで、農家さんが一丸となって森林と圃場の境界に柵を設け

た。この作業は大変であり、町も協力し、ようやく完成させたという。この柵建設のお

かげで、害獣の被害は大幅に軽減し、農家さん全体が安心できることとなった。 

 

4．感想 



126 

 

今回初めて農業の実態に触れ、学ぶことが多かった。机上の理論だけでは実感できな

い体験を得たからだ。このような実体験に基づく知識は大事にしたいと考える。最後に

この実習に協力してくださった吉原夫妻に多大な感謝を表したい。  

 

 

（株）八森ファーム 

農村調査実習レポート 

 

菊地 航季 

 

1．はじめに 

 平成 29年 7月 7日から 10日にかけて行われた農村調査実習において私は栗山町南角

田にある八森ファームで実習をさせていただいた。実習では主に小麦の収穫準備という

ことでコンバインの清掃、小麦圃場のポール撤去などの作業を行った。作業前には八森

さんから農場経営に関して様々なことを話していただいた。ここでのお話をもとに本レ

ポートを作成した。 

 

2．（株）八森ファームの現況 

 八森ファームでは小麦、水稲、大豆の 3作目を作付けしている。農場全体の面積はお

よそ 50ha と栗山町の農家一戸あたり農地面積の平均が 12.9ha（H27 年）であることを

踏まえると規模が大きい農家である。作目ごとの農地面積は小麦が 27ha,水稲が 18ha,

大豆が 5ha であるという。 

農業従事者は家族のなかで 4 人おり、4人だけで年間の農作業の殆どを行う。少ない

労働力でこれだけの面積を管理するため作業の負担の少ない小麦の作付けが多い。収穫

の時期も米、小麦、大豆では重ならないようになっている。 

労働力を補うための機械類を多く保有している。小麦を収穫するための大型コンバイ

ンやトラクターなどは海外の製品であった。これは海外のメーカーのほうが大型機械の

信頼性が高いためであるという。これらの大型機械は購入にかかる費用が高く、買い換

えまでの年数を長くすることがコストを抑えることになるため、補修用の部品を国内の

ものより比較的長い間手に入れることができる海外製の機械の方が優れているという。

また、米、小麦の乾燥に使う風力、火力乾燥機があり、火力では一基あたり約 14ｍ³も

の容量がある。風力乾燥機は米の乾燥に使うことで風味を豊かにするため顧客からも人

気であるという。 

農閑期の作業は主に税金の管理や次年度の経営計画を練ることである。ここで入念な

準備をすることが翌年度の収入を増やすのに不可欠であるという。 
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3．栗山町における農家の生き残り戦略 

 TPPを筆頭とした EPAや FTAの交渉が行われている中、日本の聖域である米や麦まで

もが保護から解かれ、自由貿易に晒されようとしている現状がある。また、国内総人口

が減少に転じ、市場が縮小していくなか、農業によって生計を立て続けていくにはそれ

ぞれの農家に明確なビジョンが必要であると考える。今回訪れた栗山町も例外ではない。 

八森ファームには拡大による生産効率の向上というわかりやすい戦略があり、これは高

齢化に伴う離農者の増加もあってか拡大自体が以前よりもスムーズにいくところがあ

るのだろう。栗山町全体で見ても総農家戸数が 793（H２年）→381（H27 年）と大幅に

減少しているが農地面積は 5964ha（H2 年）→4924ha（H27 年）と二割程度の減少にと

どまる。30ha 以上の農家は５（H２年）→27（H27 年）と大きく増えている。拡大化を

目指す農家は拡大を続けることができる環境にあるといえる。しかし、拡大ばかりが生

き残るために必要というわけではない。高価格高品質な商品（栗山においてはメロン、

種芋など）を狭い面積に集約して栽培する方法もあるだろう。いずれにしても明確なビ

ジョンがあるため今後も成長を続けていけると考える。 

 

４．実習を終えて 

 今回の実習では普段の講義では学ぶことのできない貴重な知見を得られたと思う。栗

山という町に行くことは多かったが、農業が不可欠な町であることがよくわかった。最

後に、酷暑の中受け入れていただいた栗山町の皆さん、特に八森ファームの方々には感

謝したい。 

 

５．参考 

 栗山農業振興公社 HP http://kuri-agri.org/?page_id=3616 

 

 

（株）八森ファーム 

栗山町農村調査実習 

鈴木 雄太 

 

1.はじめに 

このレポートは 2017.7/8～7/9 に行われた㈱八森ファームへの聞き取り調査および

体験実習をまとめたものである。 

 

2.㈱八森ファームの概要 

経営形態；家族経営（農業従事者４名） 
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生産作物；小麦（ゆめちから） 

 水稲（おぼろづき、ななつぼし） 

 大豆（ゆきしずか） 

作付面積；約 50ha（内訳；小麦 27ha、水稲 18ha、大豆 5ha） 

農業形態；大規模農業。複数の巨大なトラクター、コンバインを活用し、広大な農地

を効率的に管理している。効率的な農地活用が可能な小麦、水稲、大豆が生産され

ている。 

販売方法；個人販売（水稲）、農協（小麦、大豆） 

 

3.㈱八森ファームにおける聞き取り調査 

㈱八森ファームでは小麦、水稲、大豆が生産されている。これは、大規模で効率的な

農業が可能であるという理由以外に、単位面積当たりの収入が計算可能であるからだと

いう。自然相手の農業において、収入の展望が建てられるということは重要である。 

㈱八森ファームでは、米の個人販売が行われている。これは、企業との大型契約ではど

うしても単価を下げざるを得ないということや、契約破綻による大規模な損失を避ける

ためだという。一方、大手小売業者との差別化として、米の配達サービスを行っている。

私自身も毎回痛感するが、5kg や 10kg の米をスーパーマーケットから持ち帰ることは

非常に大変である。また、生産者の顔がわかるということも消費者に安心を与えている

のだろう。㈱八森ファームでは、このようなサービスによる差別化によって顧客を確保

しているのである。 

現在の日本農業において、次世代の担い手不足、現農業従事者の高齢化が大きな問題

となっている。これは栗山町においても同様であり、㈱八森ファームの農地も年々拡大

しているそうである。こういった今後の農業形態の変化に対して、㈱八森ファームでは

トラクター等の機械への投資によって対応するという。実際に私たちが実習をさせてい

ただいている最中にも、㈱八森ファームに新しくトラクターが一台搬入されていた。 

 

4.㈱八森ファームにおける体験実習 

今回の体験実習では、主に農場や設備、機械の清掃をやらせていただいた。この体験

を通して感じたことは、農家の仕事は農場のみで完結するものではないということであ

る。実際に私たちが行った作業はコンバインとトラクターのワックスがけという簡単な

ものであったが、コンバイン一台にワックスをかけるのに4人で4時間近くかかってしま

った。仮に一人で作業したならば1日がかりの大仕事になっていただろう。また、八森

さんに伺ったところ、機械の整備や修理は八森さん自身で行うという。実際に、新規に

搬入されたトラクターの整備を八森さん自身が念入りに行っていた。他にも、冬季の農

作業休止期間には、税金の管理や、今後の経営戦略などを行うという。このように、農
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家という職業には、農業とは一見無関係に思えるような仕事も数多くあるのだとわかっ

た。 

 

5.感想 

今回の実習を通して、改めて農業という仕事の厳しさを痛感した。また、新規就農の

難しさも感じた。そして、何よりも強く感じたのは、農業はお金がないとできないとい

うことである。日本の農業が抱える問題を間近で感じることができたことは本当に良い

経験になったと思う。 

最後になってしまいましたが、私たちを実習のために快く受け入れてくださった㈱八

森ファーム、八森さんご家族には感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうござ

いました。 

 

 

（株）八森ファーム 

農村調査実習レポート 

 

渡邊 昂介 

 

今回の農村調査実習では、栗山町南角田にある八森ファームにお邪魔させていただい

た。のべ作付面積 50ha(水稲 18ha、小麦 27ha、大豆 5ha)という栗山町の農家の平均の

三倍もの農地を家族４人で経営されている。 

各作物の品種は、水稲：おぼろづき･ななつぼし、小麦：ゆめちから、大豆：ゆきし

ずか(小粒大豆)を選んでいる。この３つの作物、品種を選んだ理由は主に、①家族規模

で管理できる。②価格の変動が小さく、売り上げの計算がしやすい。③大規模で作るこ

とができ、面積･数で勝負できる。いう３つの点だとおっしゃっていた。販売方法とし

て特徴的なのは米の直販だ。苫小牧･千歳のような人口が多く近隣に農家の少ないとこ

ろを中心に販売･配達を行っている。利用者にはお年寄りが多いという。直販の形を取

る理由は、レストランなどの業者は競争が激しく値もたたかれてしまうため、それなら

ほかの安いとところでいい業者ではなく自分のところをえらんでくれる人に、というこ

とだそうだ。とはいっても値段も配達含めてスーパーより少し高いくらいということな

ので口コミで顧客は増えている。 

八森ファームでの大規模経営の中心として欠かせないのはやはり機械である。トラク

ター、コンバインをはじめとして約 10 台の農機があったほとんどが外国製でその理由

としては数十年経っても部品がのっこっていてしゅうりが可能な点がある。特に感動し

たのは小麦収穫にのみ用いるコンバインだ。27ha もの小麦畑はそのコンバインを用い
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ても 1週間近く要するらしいトラクターが数台ある理由は主に 2つだという。トラクタ

ーは用途によってつける部品を付け替える必要があり、その取り付けには時間と労力を

要する。それを繁忙期に何度も行うのは時間と労力の無駄遣いになってしまう。そのた

めあらかじめ複数のトラクターにそれぞれの部品をつけておき、用途に合わせてトラク

ターごと乗り換えて作業をするそうだ。もうひとつは万が一故障した際にトラクターが

ないことによる作業の滞りをなくすためである。八森ファームのお米の特徴である風力

乾燥機など据え置きの設備が整備されていた。と￥たくさんある機械をみさせていただ

いて一貫して感じたことはもう何年も使い続けているとは思えないほど綺麗だという

ことだ。これに関して「機械を綺麗にしておけば調子が悪くなったときにどこが原因か

分かる。それだけでもお金と時間の節約になる」とおっしゃっていた。また、長時間自

分が過ごす空間になるため綺麗で快適な状態でないと、ともいわれていた。 

今まで北海道の冬の農家は出来ることがないのではないか、と思っていたが八森さん

のお話を聞き考えが変わった。冬にも税金関係の処理機械の整備、米の配達、春に向け

た準備などのようにやることはたくさんある。作物を作れないときだからこそ、機械の

メンテナンスをする。冬にやらないでいざ使おうというときに壊れてしまうと代車とい

う訳にもいかず、作業に支障を来してしまう。業者に修理してもらうしかなくなりお金

もかかるメンテナンスも修理も自分でやればタダで出来る。また、春からどのような作

物を作って、どのようにして売るのか、いくらで売れるのかという計算や戦略形成も綿

密に行うのだという。このように年間トータル、もっといえば今後数年先までの収入を

考えて、そのときそのときにやるべきことをぬかりなくやっていくことが大切であると

感じた。 

これからの農業についての話してくださった。若い人がいない→大規模はお金がかか

る→来てもお金がないからなかなか上手くいかない→お金がかからないハウスしか出

来ないという流れになってしまっているという。やはり大規模農業は設備投資からお金

がかかり、なかなか新規から始めるには大変になる。また農家は朝から晩まで働き、休

みもない。きついというイメージが先行する中で見合った対価が支払われ、大きな魅力

がある面も見せていかなければとおっしゃっていた。 

二日間共にさせていただいて特に感じたことが「ほかとは違う自分だけのなにか」を

持っているということだ。今回の経験を活かし、自分だけのものを見つけられるよう先

を見据えた学習をしていきたい。 

 

 

（株）八森ファーム 

農村調査実習レポート 
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本江 英育 

 

１．はじめに 

 私達は今回、栗山町にある八森ファームにて実習を行った。2 日間という短い時間で

ありながらも、八森さんご家族は私達を温かく迎え入れてくださり、貴重な体験とお話

を伺うことができた。この実習で得られたことをレポートにまとめる。 

 

２．農業経営について 

 八森ファームの総作付面積は 50ha ほどあり、栗山町の農家一戸あたりの平均作付面

積が約 14ha であることから大規模経営の域に入る。内訳は水稲:18ha 小麦:27ha 大

豆:5haである。八森ファームは家族経営（4人）であるため、ほとんど機械によって農

作業を行い、大規模経営を成り立たせている。また、できるだけ手間がかからず、価格

の変動の少ない作物を選ぶことによって、売上の予測がしやすく安定しやすいと話って

いた。 

八森ファームの機械にも特徴があった。機械の多くが海外製であったのだ。それは、

海外の大規模な農地で長時間作業できるだけの耐久性と性能を持つことを求められて

いるのが海外製であるからそうだ。さらにトラクターなどにＧＰＳなどを搭載させて作

業した場所を把握するなどをして効率化を図っている。またトラクターやコンバインが

何台も保有していた。その理由は、もし一台のトラクターが故障してもすぐに、他のト

ラクターを使えるようにして、作業ができなくなるというリスクを避けようとしている

からである。自動車とはちがい、農業用機械は故障時の代替車というのはないがために

機械を複数保有することに投資するのだそうだ。 

 

３．差別化を図るための工夫 

 八森ファームが他の農家と差別化するためにやっていることが、お米の直販である。

農協を通さず、個人契約で配達まで行うことで、大量に業者に売るときよりも値崩れが

しづらくなり、収入の安定がしやすいのだそうだ。またお米の乾燥にもこだわりを持っ

ていて風力乾燥機を持っている。お米の乾燥は自然の風を浴びさせてやるのが一番おい

しくなるのだそうが、それでは効率が悪いので、風力乾燥機を用いているのである。そ

れによりお米の甘さなどが引き立つのである。このようなお米の味に対するこだわりと、

生産者を顔が見える直販をすることによって、販売顧客は口コミで増えていっていると

いう。 

 

４．これからの展望 

 農家の進む道は、拡大か集約かのどっちかだという。拡大というのは規模拡大を進め
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ていき、作付面積の増加による作物の収量の増加を見込むこと。集約は、少ない土地で

もビニールハウスの中で、トマトやナスといった高単価作物を目一杯作っていくことで

ある。拡大は作業量が増え、集約は技術と手間暇がかかるというので、両立をすること

はどちらも中途半端になるため難しいそうだ。八森ファームは前者の規模拡大をこれか

らもやっていくつもりで、規模に見合った労働力を確保するために人を雇うことも考え

ている。 

 冬季では、機械の整備やお米の配達、経営戦略などを行っている。特に経営戦略をし

っかりすることが大事だと言っていた。考えられた計画がなければ、ものづくりは絶対

にうまくいかないし、思い付きでやってしまっては儲かる職業にはならないと。時間の

ある冬季に事務作業、計画を立てることが夏季への準備として大事であると語ってくだ

さった。 

 

５．さいごに 

 今回、実習では農業に関することをたくさん教えてくださったが、私が特に印象的で

あったことが、何事も真剣にやるという仕事に対する八森さんの姿勢であった。真剣に

頑張って働いたひとにはしっかりと対価がやってくる、いいことが帰ってくると。その

ようなことを感じることができただけでも、とても価値ある実習であったと思った。 

  

 

（農）勝部農場 

農村調査実習レポート 

 

大坪 薫和 

 

 今回の実習で私は栗山町円山にある勝部農場にお邪魔させていただいた。そこで学ん

だことを本レポートにまとめる。 

 

１．勝部農場について 

 勝部農場は現社長の勝部征矢さんの父徳太郎さんが 2.4 ヘクタールの土地を開墾し

たことから始まる。その 2.4ヘクタールの土地が今では 172 ヘクタール（自作地）まで

に広がっている。そこではパン用小麦の「ゆめちから」のみを栽培しており、1年で 1100

トンもの小麦を生産する。驚くべきことはこれほど広大な土地を征矢さんが今年より農

作業より退いたため、息子の佳文さん、孫の祐紀さん、雇用社員の加地さん 3人で管理

しているということだ。さすがに収穫期など忙しいときはアルバイトを雇うようだが、

それでも限りなく人手をかけていない。そのうえでも農業が成り立つ秘訣はたくさんの
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大型機械の活用であった。今回私たちは加地さんに一通りの機械を見せてもらったが、

それらはほんとに大きくこんなものが日本にもあるのかと思うほどばかりであった。 

 

２．利益を生むために 

 先に述べた大型機械の数々は数千万円以上するものばかりで、昨年購入したものは 1

億円以上するものだという。これほどのものを買えるということは、もちろん儲けてい

るわけで、今回勝部さんの話を聞くことでその要因が少しわかったような気がする。勝

部さんは、1人当たりの労働の付加価値を上げることが大事だとおっしゃっていた。機

械を用いて 1人で 70人分の仕事ができれば 69人分で土地が買えたりできる。また、勝

部農場では「不動産(農地)投資以外は借金するな」という教訓の下、前年の余剰金で今

年の経営をしているそうだ。また、これは息子の佳文さんがおっしゃっていたのだが、

「他の農家さんとかもうちも同じような生活水準で生活しているが、土地の広さは違う。

逆に向こうは数千万円かけて新しく家を建てたり、この前なんかは若い兄さんがいい車

に乗って話聞きにきていたりした。そういったものに金をかけないで、新しい土地やら

機械を買えばうちの利益はもっとでかくなる。」と話していた。そこに勝部家の血筋や

努力を感じた。 

 

３．実習を終えて 

今回私たちは勝部農場で乾燥機がある倉庫内の掃除を行った。正直言うとあの暑い中

で延々と広い倉庫内を掃除するのは大変だったし、想像していた仕事内容ではなかった

のだが、これも農業のほんの一部分でしかないとも感じ、いい経験ができたのではない

かと思う。また、勝部さんとお話をさせていただいて、農家も天候や作物のことばかり

でなく、農協やホクレン、貿易についてなど、いろんなことを考えなければやっていけ

ないのだなということを強く感じた。 

今回の実習を経て、農協とのかかわりなどについて農家の方の率直な思いをきけて、

これまで表面的にしか見てなかった農家のことを、より深く知れてよかったと思う。こ

うして実際に農家の方にお話を聞くのは意味があると思ったので、今後はこうした研修

があれば自ら参加していきたいと思った。 

 

４．参考文献 

 「勝部農場の概要」（勝部さんから頂いた資料） 

 

 

（農）勝部農場 

農村調査実習レポート 
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小林 千哲 

 

1.実習目的 

今後農業経済学について学ぶにあたって、研究の主な対象である農家、その連合体と

しての農業生産法人で実習を行いその現場を学ぶこと。 

 

２.実習内容 

 7/7：農業生産者による講演、農業振興公社による講演、農家での実習 

7/8：農家での実習及び聞き取り調査 

7/9：ファーブルの森・ハサンベツ里山での里山保全活動への参加 

 

３.実習先農家の概要 

 農家名：勝部農場様 所在：北海道夕張郡栗山町字円山 

 生産作物：小麦(品種名：ゆめちから) 耕作面積：172ha(自作地) 

従業員数：3人(収穫の際に臨時のアルバイト 10～20名) 

 農場の特徴：勝部農場の経営に一貫しているのは高能率化・合理化である。高能率化・

合理化の例としては日本最大の農地面積を誇る小麦畑、日本有数の超大型農業機械の導

入、JA を利用せず企業へ直接収穫した小麦を出荷する独自の出荷ルート、農薬の個人

輸入等が挙げられる。 

これらはいずれも農家が成功するためには 1人当たりの作業効率を上げ、労働の付加

価値を上げることが必要不可欠であるという経営理念に基づいた経営である。 

 

4．実習内容 

今回の自習では主に勝部農場が所有する大型の小麦乾燥機周りの清掃を行わせてい

ただいた。大型の小麦乾燥機12台を一回半稼働させることで勝部農場で収穫される110

0ｔの小麦を乾燥しきることができるということだった。この自前の小麦の乾燥器は前

述のコスト削減の一環であるとともに品質の保障にも一役買っているということだっ

た。小麦は一般的には農協で一括して乾燥を行う。このため乾燥のコストがかかり、更

にはきちんと手をかけて育てている小麦と、適当に育てた小麦の区別がつかなくなって

しまう。このため、自家製の乾燥器で選別・乾燥を行えば、低コスト化と高品質保証を

一手に行うことができる、という道理だ。このほかに勝部農場が所有する大量の大型農

業機械も実際に見せて頂くことができた。 

また二日目には勝部さんのお話を伺いつつ、小麦の大農場へ連れて行って頂いた。日

本最大規模の小麦畑を見ることができたのは大変貴重な経験であったと思う。 
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5．総括 

今回伺った話で最も印象的だったのは｢保護という概念には搾取の側面もある｣とい

うものだ。伝統的に日本の農業は他の産業と異なり、（農業組合等によって）競争原理

が排除されて、ある種社会主義的側面を持った保護された産業として成立してきた。も

ちろんそれには良い側面もあるし完全に悪であるとは思わないが、グローバル化が進行

し、海外の安い農産物が国内市場に参入してくる近い将来において、国内の農家が生き

残るためには、“自ら生存戦略を考え実践する”という主体性を持った農業経営が必要

とされると強く感じた。また勝部さんのお話を伺って、「情報収集」「人とのつながり」

「投資に対する先見の明」といった要素もこれからの農業経営には必要とされるのでは

ないかと感じた。 

最後になるが実習の機会を提供して下さった勝部農場様にこの場を借りてお礼申し

上げたい。 

 

 

（農）勝部農場 

栗山農村調査実習レポート 

 

細木 真 

 

 この度、私は栗山町の農事組合法人勝部農場で実習を行った。そこで学んだことをレ

ポートにまとめる。 

  

１．勝部農場の概要 

 勝部農場は現在総農地面積１８０ha 超で「ゆめちから」という冬小麦を栽培してい

る。年間の収量は１２００トンで、畑には総長 30km の暗渠配水管がある。また、通常

の作業員は３人だが、多忙期にはアルバイト等を雇っている。種まきや収穫時期以外の

比較的時間のある時は、機械の手入れや掃除などを行っている。 

 

２．どうして大規模経営が可能なのか 

 私が訪問した際は畑一面がとても美しい黄金色であり、雑草一本も見当たらなかった。

一方で栗山町の勝部農場よりもずっと小さな畑を見ると、同じゆめちからを育てている

ところであっても、畑や周りの道に雑草が生えているところもあれば、病気にかかって

いるところもあった。 

勝部農場は１８０ha超という広大な土地で、なおかつ作業員３人にもかかわらず、ど

うしてこの広大な土地で高品質な農業が可能であるのか。 
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この大規模経営を可能にしているのが多種多様な大型機械と徹底した畑の管理であ

る。勝部農場にある機械は海外から輸入したもので、大型の乾燥機械やトラクター、中

には世界最大級のコンバインもあった。それに加え、最新の GPS 機能を搭載した農業機

械もあり、徹夜での作業も可能にしている。また、機械だけでなく人による作業も怠り

がなかった。除草剤や殺菌剤をしっかりとまく、周りの道から生えた雑草も手作業で手

入れをするなど畑に対する努力は惜しまない様子だった。 

このように機械と怠らない人の手によって美しい小麦畑が生まれるということが分

かった。 

 

３．経営理念 

 実習中、勝部社長が農業を行う上で大事なことであるとして「人的資本の付加価値を

最大にする」ということをおっしゃっておられた。これは最終的に、「一人当たりの労

働の付加価値を上げる」ということが目的である。付加価値を最大にするためには、時

間当たりの能率を格段に上げることが必要である。その有効な例として、暗渠配水管の

能率的な配置や、畑の大きさに見合った機械の導入などがあげられる。 

 このように付加価値を挙げるという具体的な目標をもって、それに向かって努力する

ことで初めてあの大規模で高品質な小麦栽培を行うことができるのだなと感じた。 

 

４．最後に 

 勝部社長がおっしゃっておられたことの中で印象に残った言葉がある。それは「自分

の目の中に灯台と顕微鏡を持て」という言葉である。入植当時、勝部農場は２．４ha

という小さな畑であったが、何年先も見通す灯台のような目と、現状を細かに分析する

ことができるような顕微鏡の目によって今や１８０ha 超という大きさにまでなったこ

とに由来する。このことは、成功する人は将来を見通す力と現状を細かに把握でする力

を持ち、なおかつたゆまない努力をした人であるということを私に再認識させるもので

あった。 

 今回の実習では普段の授業では教えてもらえないようなことまで多くのことを学ぶ

ことができた。特に、人の生き方として大切なことも教えていただいたので、とても有

意義な実習となった。 

 

参考文献 

農林水産省(2016) 「日本最大規模の小麦農家を訪ねて」 『aff』 ２月号,pp12-13 

 

 

（農）勝部農場 
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農村調査実習レポート 

 

山本 紘平 

 

1 初めに 

本稿では、勝部農場での聞き取り調査を報告することを目的とする。そのためにまず、

勝部農場の概要として、農場の歴史、農地面積、経営者、従業員数を示す。 

次に、調査報告として、筆者が勝部征矢氏に対し投げかけた質問と、質問に対する、勝

部氏の回答を紹介する。 

 

2 勝部農場（農事組合法人勝部農場）の概要 

2-1歴史 

勝部徳太郎氏が昭和 9年に新規入植した、約 2.4ha の開墾地を起源とする。終戦直後

の食糧難の時代にイチゴやダリアなどの花を栽培していたが、2007 年 11月以降、北海

道農業研究センターが開発した、パン用小麦「ゆめちから」の全面積栽培へと切り替え

ている。 

2-2経営者 

 勝部征矢氏（2017 年現在 79歳） 

昭和 33年岩農由仁分校卒・昭和 34年北海道庁立農業講習所修了後、就農 

2-3従業員 

・勝部征矢 氏（代表） 

・勝部佳文 氏（長男・専務） 

・勝部祐紀 氏（孫） 

・加地祐樹 氏（雇用社員） 

 

3 調査報告 

「栗山町が積極的に進めている新規就農者支援への取り組み」、「農場経営での留意点」、

「将来への先行投資」の 3点について勝部征矢氏から聞き取り調査を行った。 

以下、それぞれの問に対しての、勝部氏の回答を示す。 

3-1 新規就農者支援に対しての質問と勝部氏の回答 

現在、栗山町では、面談会や、農業研修生を対象とした講習会を開催して、町を挙げ

ての就農支援に取り組んでいる。勝部農場には、毎年多くの、講習会の依頼や研修生の

受け入れ依頼がある。そこで、勝部氏に、栗山町、ひいては日本の新規就農者支援制度

に対してのスタンスを伺った。勝部氏によると、新規就農者支援制度は、「不要な制度」

とのことである。勝部氏は、商店街では、農業と同じく全国的に跡継ぎ不足であり、廃
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業者も多いにも関わらず、何も支援されていないことを指摘した上で、農業だけが税金

や公的支援で保護されるのはおかしいとのことである。言い換えるならば、勝部氏は、

「農業も、他産業では普通に求められる経営感覚を持つ「普通の産業」にならないとい

けない。「普通の産業」になれば、自然とやる気のある人は集まってくる。」と主張され

ていた。では、農業が、「普通の産業」となるために必要なことは何か。勝部氏は、投

下労働の効率化、つまり、労働生産性を上げることが最も必要であり、広い農地や高価

な農機具は二の次である。農業が「普通の産業」になれば、自然と、ほかの産業で活躍

している人が入ってくると主張された。だから、勝部氏は、経営感覚を持たない人に土

地や高価な農機具を与える様な、現在の新規就農者支援制度に反対されている1。  

3-2「農場経営での留意点」 

では、農業を「普通の産業」にするために、農場経営の際に、勝部氏が心がけている

ことは何だろうか。「農場で使っている超大型農機2の採算性」と、「ブランドの強化」

の 2 点について、お話を伺った。筆者が、「農機具はどれも超高級品の上、一年のうち

使うのは長くても 1月ほどだそうだ。だが、勝部氏は、最高級の大型機械を次々と導入

している。元が取れる見込みはあるのか？何年ほどで元を取る計画なのか？」と伺うと、

勝部氏は、「倹約と、ケチは違う」というお話をされ、「所有している農機具は全て、2

～30 年、修理しながら使っていて、これだけの長期間使えば元が取れるに決まってい

る。30年持つように作られている、高級品を使用していることが、「倹約」であり、結

果的にコスト削減につながる」とお話しされた。また、勝部農場では、自家製の乾燥機

を所有している。理由を伺うと、JA を通さずに小麦の乾燥を行うためとのことであっ

た。「（ゆめちからの製粉を一手に引き受けている）江別製粉と、勝部農場のブランドに

                                                                 
1勝部農場の専務（勝部佳文氏）は、「うちの農場に働きに来たがる奴にはろくなのがいない」と

お話しされた。佳文氏によると、いろいろな職を転々として、「農業でもやるか」と思ってくる

人が多いそうだ。恐らく、勝部氏は、「一定期間だけ働くといっても出稼ぎとは一線を画してい

る。「むしろワーキングホリデーに近い感覚。北海道の生活を体験できる楽しさがある」（斉藤社

長）。同社は独自に寮を確保。大半が個室で家具などを完備しているほか、食事付きの物件も用

意している。「タコ部屋」のイメージは皆無で、女性も気軽に働ける。このため単に収入を得る

だけでなく、「北海道での生活を体験してみたい」「働きながら涼しい夏を過ごしたい」といった

目的で現地に赴く人も少なくない。その顔ぶれは、時間に比較的余裕のあるフリーターや、ツー

リングを兼ねて働きたい人などさまざまだ。（http://www.sankeibiz.jp/business/news/150413

/bsl1504130500004-n1.htm）のような農業に対する、ある種の「偏見」に反発されているのであ

ろう。 

2 アジアで一台、世界でも数台の機械も導入されていた。なお、肥料は三菱商事を通して輸入し

ている。 

http://www.sankeibiz.jp/business/news/150413/bsl1504130500004-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/business/news/150413/bsl1504130500004-n1.htm
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つながるからでは？」3と勝部氏に伺うと、消費者に対し、消費者が求める高品質の小

麦を安定して供給するのが目的であり、ブランドはあくまでも副産物であるとの回答を

得た。つまり、作れるだけ作るし、生産を抑えて希少性を出すつもりもないとお考えな

のであろう。 

3-3「将来への先行投資」 

最後に、勝部氏に、将来への投資として何か今、進めている事業はあるかを伺った。

勝部氏によると、現在、白老町、様似町に肉牛用の牛産地を購入して、食文化の変化（肉

牛の消費量が急増）に備えているとのことだ。これは、「普通の産業」でいうところの、

「先行投資」と、「リスク管理」なのであろう。 

  

  

                                                                 
3 この質問の前に、勝部氏は、「ゆめちから」は高級パン屋に受けが良かったと話されていたの

で、「ゆめちから」も、生産数を調整し、「勝部農場の」ゆめちからとして、「高級感」、「希少感」

を出していくのかを伺った。 
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編 集 後 記 

 

 坂下先生と栗山町農業関係機関との親密なつながりによって始まった栗山町での学生農

家実習は、その後、北海道大学農業経済学科の「農村調査実習」という２年生を対象とし

た授業となっています。 

 

 この農家実習は2017年で20周年を迎えました。長い期間、大きな事故なしで続けられて

いることは、栗山町の受け入れ農家および栗山町農業振興公社やＪＡそらち南などの農業

関係機関の協力・支援なしには出来なかったことと考えています。改めて栗山町の受け入

れ農家と農業関係機関の皆さまに心よりお礼申し上げます。 

  

 ご存知のように、昨今の農業・農村では農家のリタイア増加、高齢化の進展による担い

手不足、農産物の市場開放などの多様な問題が混在しながら、徐々に衰退していく傾向を

見せています。この状況を打開するために様々な取組みが行われており、その一つが農業・

農村の美しさや魅力を若者などにアピールすることです。栗山町学生農家実習はこの取組

みに含まれると思います。 

 北海道大学農業経済学科に移行したばかりの２年生は、農業・農村の農の字もわからな

い学生が多いわけですが、農家に泊り込みながら農業現場で実習することで、農業・農村

の魅力および農家の日常を直接体験することが出来ます。この経験を通じて、学生は農業

現場をより理解することができ、今後日本農業の応援団として成長できるきっかけになる

と確信しています。 

 

 栗山町での学生農家実習が20年間継続される中では、多くの紆余曲折があったと考えて

おります。それにもかかわらず、20年という長い期間持続されたのは、坂下先生をはじめ

北海道大学農業経済学科の熱意と栗山町の皆さまのご理解、ご協力が合わさった大きな成

果であり、今後とも継続していくことをお祈りいたします。この気持ちを込めて、皆さま

に感謝申し上げます。 

 「ありがとうございました。」 

 

2018年3月 

 事務局  申 錬鐵・高慧琛、今井 琴雅・星野愛花里 

（協同組合のレーゾンデートル研究室、協同組合学研究室） 
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