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 農事組合法人世羅幸水農園は、広島県の中東部に位置する世羅町に所在する。

圃場は、瀬戸内海（芦田川水系）と日本海（江の川水系）の分水嶺となる世羅

台地の中に３カ所の団地に分かれて立地している。標高は、400～470ｍである。

内陸性の気候を示し、アメダスデータでは年平均気温12.8℃、年間降水量1,31

9mmとなっている。夏季における温度の日較差が大きく、夜間が涼しいため養

分消耗が少なく、主要品目のなしばかりでなく、ぶどうの高品質栽培にも有利

である。 

 世羅町は、経営耕地面積2,722haのうち水田面積が2,376haを占める水田地帯

である。果樹園地は121haであり、そのほとんどが世羅幸水農園および隣接の

世羅大豊農園が栽培するなしで占められている。農業産出額は105億円で、主

な内訳は畜産56.5億円、米・麦・豆など23.1億円、野菜15.2億円、果樹6.5億

円となっている（以上は、『平成26年度（第53回）農林水産祭受賞者の業績』

による。）。 

 昭和36（1961）年に農業基本法が制定され、周年農業に従事することで生活

のできる自立経営農家の育成が目標とされたことにより、協業経営による法人

化や畜産、果樹への経営拡大が打ち出される。世羅地域では、稲作中心からの

経営転換をめざし、世羅台地を開墾する世羅東部開拓パイロット事業が開始さ

れ、そのなし団地の営農主体として農事組合法人世羅幸水農園は、昭和38(196

3)年に完全協業経営として設立された。参加戸数27戸、初代組合長に梶川静一

氏を選出した。 

 昭和41(1966)年には、大阪市場へ幸水を初出荷。昭和42(1967)年秋、甚大な

凍害を被り、組合員の生活費が極度に欠乏し、犠牲者もでる。組合員数が22戸

に減少。健康管理に取り組むなど生活優先の経営に転換した。昭和44(1969)年

度朝日農業賞受賞。授賞式で小倉武一審査委員長から「未熟の経営であるが将

来の発展の可能性を採点した」との講評があった。その後も自然災害や病虫害

との闘いは途絶えることはなかったが、10周年にあたる昭和47（1972）年には

なしの販売額は１億円を突破し、組合員に年末賞与が出せるまでになった（以
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上は、梶川静一遺稿集『世羅台地の農魂』(1993年)による。）。 

  そして、平成25（2013）年に、第43回日本農業賞個別経営の部大賞を受賞し、

平成26(2014)年には、第53回農林水産祭天皇杯の栄誉に浴したのである（平成

24(2012)年には創立50周年記念誌『年輪』を刊行）。その間、完全協業経営を

持続させてきた農事組合法人は、希有な存在であろうから、いろいろな局面、

言葉で評価されてきたが当然のことであろう。それらの点については、組合の

第２世代である光元信能氏の当講演や聴講者との質疑応答で、確認いただけれ

ばと考える。ここでは、解題者が今回の講演を契機に世羅幸水農園の実践を要

約する言葉として抽出した一つの言葉について、次代へのバトンタッチに直面

しているであろう光元氏の講演での発言を敷衍しながら、解題者なりに咀嚼し

てみたい。 

 一つの言葉、それは「永続性」である。世羅幸水農園設立時には、農業で人

間らしい生活を成り立たせる、つまり自立経営農家をめざす、ということに、

多くの農業者が使命感を持っただろうことは想像に難くない。そのために、多

様な人材による有機的な協働が不可欠であり、それを実現するものとして、協

業経営体がめざされた。だが協業経営が成立する（あるいは永続する）ための

実践的ないろいろな仕組みは未整備であり、第１世代の世羅幸水農園の組合員

は、自ら手探りでそれらと格闘し、一つ一つ解決してきたと言えるのではない

だろうか。こうして、世羅幸水農園は1970年代後半には経営の安定期を迎える。 

 ところで、1980年代以降の国際化、都市化の進展の中で、農業をめぐる状況

は大きく変化している。いまや、農業で人間らしい生活を成り立たせることは、

農業者あるいは農業をめざそうとする者の選択の問題になっているのである。

そのことは、世羅幸水農園においても、現在組合員戸数が18戸と、設立時の27

戸から大きく減少し、組合員家族で農園を構成する人数が29人となり、年間常

時雇用が29人となっていることに現れている。ちなみに、梶川静一氏が1979年

に出版した『人間優先の協業経営』によれば、その当時の組合員22戸、構成男

子34人、女子27人、計81人であった。 

 光元氏は、講演の中で吉國隆氏の質問に答えて、次のように述べている。

少々長くなるが引用したい。 
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「その中で、人間優先のことばかり言っていられないという時代が今来ており

まして、もちろん、いろいろなバッティングが生まれてきております。生産を

上げて、みんなの意識を融合させるというところ、成果を上げるというところ

も一つだと思います。 

 当時は、その家族がなかなか生活できないという時代であった。だからこそ、

人間優先というところがあったかなと思うのですが、今の時代は、従業員には

もちろん有給休暇もあるし、月給もある以上は、ある程度の厳しさがないと困

る。ぬくぬくというか、のうのうというか、淡々と作業をしてもらうだけでは

困るわけで、農園の向かっていく方向を示した以上は、組合員だろうが、従業

員だろうが、目標に向かって進んでいってもらうことが必要なのかなという時

代に来ております。 

 前にも言ったか分かりませんが、行く行くは、従業員から組合員になってい

ただくことを希望しながら、存続できる形をつくっていきたいと思っています。 

 将来に向けて、組織原理というところも併せて、私も、若い人たちの組織づ

くりということを常に念頭に置いております。」 

 

 ここには、法人の永続性の課題が世羅幸水農園の究極の課題として述べられ

ていると思う。永続性については、設立当初からの課題である。しかし、当時

は参加した個々の「農家」の永続性こそが課題であり、世羅幸水農園の「永続

性」は、その手段と認識されていたと思う。しかし、今や法人の永続性こそが

課題にされているようだ。ただ法人と言っても＜農業＞法人の永続性である。

世羅台地の自然を攪乱し、農地を整備し、継続的に人々が管理をすることを

「法人」が実現することにより、自然の恵みを得ることを永続させているので

ある。 

 自然から割愛させてもらっている、その富を私の代で絶やすことは出来ない

と光元氏は述べているように思える。世羅幸水農園は、2022年に60周年を迎え

る。 
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司会（田家） 第４回講演会を開催します。多くの方に参加頂き有り難う

ございます。 

本日は、大変お忙しいところ、広島県世羅町から、農事組合法人世羅幸水

農園代表の光元さんにお越しいただいております。大変感謝いたしております。 

 当組合法人は、昭和38年に設立以来、今日まで名実ともにたゆまなく努力を

重ねられ、平成26年の第53回農林水産祭園芸部門天皇杯を受賞されております。

その受賞理由で、半世紀、３世代にわたる協業経営を実践し、生産第一主義か

ら生活優先・人間尊重組織づくりを行い、自己制御、相互理解、協調の実現を

基調とした経営を行っていると評価されております。このように、日本の代表

的かつ最大の果樹園経営体として確たる地位を築かれております。 

 この間、設立後10年もたたない時期の昭和47年には朝日農業賞も受賞されて

おります。天皇杯を受賞された同じ年に、NHKと全国農協中央会の共催による

日本農業賞大賞も受賞されております。 

 このような輝かしい受賞歴の背景には、大変な御苦労と進取の精神による

チャレンジが存在していると思います。大変興味深いお話をしていただけるも

のと期待いたしております。 

 少し本題からそれますが、暮れの風物詩となっております、都大路を走る全

国高校駅伝が毎年12月に京都で開催されます。広島県世羅と言えば、陸上競技

愛好者の頭にまず浮かぶのは、申し訳ありませんが、幸水農園ではなくて、県

立世羅高校です。緑と赤のユニホームが大変印象的です。 

 光元さんは同校出身で、陸上競技部後援会の会長をされておられるようです。

今年の県予選は11月７日に開催されるようですが、見事、男女とも予選を突破

され、12月26日の全国大会では、都大路を駆け抜けて、西京極のゴールで、

トップでテープを切られて、連続優勝されることを祈っております。 

 本日の講演会は、おおむね２時間を予定し、光元さんに１時間程度お話を頂

き、その後、参加者の皆様と質疑を行いたいと思います。 

 質疑の冒頭は、恒例によりまして、本日の解題者であります岩元研究員にし

ていただきますので、御了承をお願いします。 

 その後、本日の参加者から質問を頂きたいと思いますが、ズームで参加され

ている方で質問がある方は、チャットで申し込んでいただきたいと思います。
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 では、光元さん、よろしくお願い申し上げます。（別添参考資料１「世羅幸

水農園」、参考資料２「世羅幸水農園フォトアルバム」） 

 

Ⅰ 講  演 

 

光元 ただいま御丁重な紹介を頂きました、世羅幸水農園第９代目組合長

の光元信能と申します。 

 本日は、このような貴重な発表の機会を設けていただきまして、本当にあり

がとうございます。 

 今、高校駅伝の御紹介を頂きました。世羅と言えば駅伝ということになりま

して、過去、全国でも優勝回数が一番多いところであります。世羅高校ではケ

ニアの留学生を呼び入れておりますし、幸水農園も外国人技能実習生が結構お

りまして、世羅が農業の町ということもあり、様々な国からの外国人技能実習

生も多く、この町の中にはいろいろな外国の方が住んでおられます。 

 そういうところの一端を紹介させていただきますが、農業も駅伝と同じよう

に、常にいい形で後継者にたすきをつなぎたいという思いでやっております。 

 世羅幸水農園は昭和38年の創立ですので、もう59年目になりますが、その歴

史と現状を紹介させていただいて、皆さんの参考になればという思いで発表さ

せていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

「世羅幸水農園」（参考資料１）１頁の表紙は、事務所の風景であります。

この木の下に大きな創立記念碑を建てております。歴史を感じるというか、そ

の周りに記念樹がいろいろ植えてあるのですが、創立何年といったこと、過去

いろいろあったことを刻んで、ここに建てております。 

その中には、慶事だけでなく、全国紙に報道もされましたが、従業員を搬

送しているときに、交通事故に遭い、組合員と従業員２名、計３名の方が亡く

なられたといった歴史もあります。その慰霊碑もここに建てております。 

 ２頁です。昭和38年に、27戸で設立しました。現在では農事組合法人はたく

さんありますが、当時、完全協業の農事組合法人ということで、注目度も高

かったのではないかなと思っております。 

 組合員は、今は18戸で、構成員がその家族ですが合わせて29名、それプラス
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年間常時雇用ということで、従業員が29名です。 

 経営面積は52.7haで、梨が47.8ha、ぶどうが3.6ha、その他、桃、りんご、

いちごなどを栽培しております。一つの経営体では、全国でかなり有数な面積

ではないかと思っております。 

 生産量は、気象状況によっていろいろ変動があるのですが、令和２年産の梨

は731.5tでした。目標は、現在の面積からすると、900tぐらいで、販売額は４

億円としております。昨年の場合は、３億３千万円という実績でございました。 

 ３頁です。世羅台地は、瀬戸内海へ流れる芦田川水系と、日本海へ流れる江

川水系の分水嶺となるところにありまして、圃場はその中に３つの団地があり

ます。３つの団地があるということは、その圃場の間を常に移動しなければな

らないし、収穫物を持って帰ってということの経費が結構かかるのですね。設

立からしばらくは本場だけだったのですが、行政側から、重永、権現山とそれ

ぞれに造成地を何とかしてくれないかというお話を頂いたという歴史がありま

して、今から思えば、そういうところがあったからこそ、本場の高齢化した梨

の木の保守、若返りもでき、年代を追いながら、ある程度の収穫量を維持でき

た要因の一つになったかなというところもあります。 

 標高が400から470ｍぐらいで、気温の日較差というか、朝晩は非常に涼しく

て、昼は暖かい、暑い。そういうところで、梨ばかりでなく、果物の高品質栽

培に非常に有利な条件になっているのではないかなと思います。 

 ４頁の「運営組織表」です。これは創立から培われてきた梨の協業経営を表

したものなのですが、組合員の生活を豊かにするのが目的で、梨作りはその手

段ということです。 

 目的を達成するための連帯意識が運営の中心になっております。 

 協調、相互理解、自己制御という３つの要素を基調に、協業経営を円滑に進

めていくことがモットーでございます。 

 創立間もない時代から創り上げたものとしては、非常に先見性のある、ス

ケールの大きい組織づくりではなかったかなと思います。現在もこの表に則っ

て運営しております。 

 ５頁は、経営組織表です。理事が７名おりまして、これは３年間の任期で、

投票によって選任されます。いわゆる選挙ですね。理事の中から互選で、組合
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長、専務というところが決まります。その他の理事が各部の部長となり、結構

細かい作業名ところまで分担しております。農事組合法人ですので、会議が非

常に多い。月々の理事会や定例会を欠かさずやります。総会は年１回でありま

すが、時には、重要な事項、決算や予算なども含めて、臨時総会等を開いてお

ります。 

 最近は、組合員の人数が減ってきたこともありまして、従業員を係長や副部

長に任命するようになってきております。 

 ６頁は、防蛾灯の点灯風景ですが、世羅幸水農園は設立から梨の大規模果樹

経営を目指しました。そのためには、果実に袋をかぶせない無袋栽培という技

術が不可欠でした。梨の汁を吸う夜峨に悩まされ、当初はヘリコプターによる

空中防除に頼っておりましたが、環境やコストの問題を抱えていました。 

 当時、千葉大学の野村博士が考案された黄色蛍光灯による防蛾対策試験を幸

水農園で実施してもらうことになり、その結果を基に、昭和51年、梨園全体に

防蛾灯を設置することで周辺環境への影響を最小限にしながら、夜蛾の被害を

なくすことができました。農園が成立して13年目に、ようやく無袋栽培が確立

できたという技術です。 

 今では夏の風物詩ということで、点灯される夜間にこの防蛾灯を見学に来ら

れる方もたくさんおられます。県内のいろいろなテレビ放送の中で、こういう

景色を、ああ、夏が来たのだなということで見ていただく機会が非常に多いと

いうことになっています。 

７頁からは、「自然との共生」について話したいと思います。７頁は、雪が

たくさん降った景色ですが、作物を育ててきた過程においては、これまで多く

の自然災害によって生産物を失ってきております。 

 ８頁は、平成30年４月８日に撮った写真です。良く見ると、４月８日にも関

わらず、梨の花がありながらも雪があります。物を作るに過程おいては、こう

いう厳しい自然との共生がままあります。今年も、雪までは降らなかったので

すが、非常に寒い。４月９日にマイナス６度ぐらいの気温になりまして、雄し

べが枯れてしまうような状況で、生産がままならない年になりました。これは

世羅だけではなくて、全国的に春先の天候不良があって、今年は果物が非常に

少ない年になったということであります。 
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 自然とともに生きることは、自然からの大きな影響を受け入れることでもあ

りますので、うまく付き合うことを、どの農業者もやっていくということでご

ざいます。 

 ９頁は見えづらいと思うのですが、50周年の記念誌の中で、過去、災害が

あったことの項目を並べられていますが、全く災害のなかったという年は少な

い状況が見てとれます。災害のない年は生産量が多い。決して多いから良い年

になったというわけではないのですが、生産量があるからこそ何とかなるとい

うところはあります。 

 私が一番印象に残っているのは、平成３年の台風19号で、これは大きな被害

が出ました。多目的ネットというものがありまして、鳥や虫、雹などを防ぐた

めの防災ネットなのですが、それを棚の上に張りめぐらせておりましたら、一

夜にして何haのもの、何千万円というものが吹き飛ばされてしまいました。そ

の中にはその年に架設したばかりの多目的ネットもあり、さらにネットが巻き

付いてコンクリート柱が折れたり、果樹棚がめくれたりあがったりして落胆も

大きかった記憶があります。 

 台風もそうなのですが、晩霜被害、雹の被害、冷夏、長雨、干ばつ、冷害、

裂果など、たくさんの被害の経験があります。 

 10頁からは、病気とのたたかいです。10頁は黒星病ですが、病気との闘いも

これまで多く経験させられました。胴枯れ病、輪紋病、白紋羽病、紅粒がん

しゅ病など、果実、葉っぱ、根っこまで、いろいろな病気をみんなの力で克服

してきました。その都度、普及所、技術指導所、農業技術指導員の先生方、農

協、行政などの御支援のおかげで乗り越えてこられました。 

 11頁は、葉だけでなく、実もかなり病気に冒されて、平成26年から３年間は、

全国的なケースにもなったのですが、黒星病が蔓延しました。 

 12頁は市場を通じた世羅梨ブランド化です。梨の競りをしている写真になり

ます。創立後３年目の昭和41年に大果大阪青果市場へ初出荷をして、「世羅な

し」のブランドづくりが始まりました。地元ではなく、まず、西日本最大の消

費地へ売込みをかけていったというところでございます。 

 13頁は、直売を通じた世羅梨ブランド化です。昭和60年頃の農園の直売所の

様子です。梨のブランド化によって、年間10万人以上が農園の直売所に訪れる
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ようになりした。 

 一方、平成に入ってから、全国的に「幸水」の供給量が増えて、市場価格が

低迷した時期もありました。農園の中では、思い切って観光・直売に経営の転

換をすべきではないかという若い青年部たちからの意見も出始めるようになり

ました。それまでは観光の方に目を向けず、とにかく市場出荷、良いものを作

ろうということでやっておりましたが、農業での体験や観光が次第に一般化さ

れるようになった時代の中で、こういう転換期がうちの農園にも訪れたわけで

す。しかし、今までお世話になってきた市場関係者の方々に申し訳ないとか、

人が入ることで土が踏み締められて、土壌環境が悪化して、栽培に影響すると

いった議論も出たという経緯があります。 

 14頁は、その後の展開で、通年販売です。農園も、このビルネ・ラーデンと

いう直売所を平成10年に建設いたしまして、観光や直売に目を向けるようにな

りました。ドイツ語で「梨の店」という意味でございますが、８月から10月の

３か月だけだった梨の販売を、年間を通じてお客さんと接する機会をつくると

いうことで方向転換した年になりました そのことによって多品目栽培の挑戦

が始まりました。 

15頁です。平成11年に加温ハウスでぶどう栽培を始めましたが、世羅町で

ワイナリーを建設するという話がありまして、ぜひ幸水農園でぶどうの生産を

してほしいという話がそれまでにありました。そういう切っ掛けもありました

し、平成12年にはいちごの栽培も始めました。直売所を運営するには、冬場に

いかにお客さんを獲得できるかということにもなりますので、皆さんに周年的

に親しんでいただける果実を農園で作り始めました。いちごは野菜の部類にな

るかもしれませんが、すもも、桃、りんご、さくらんぼなどの生産を始めてい

くことになりました。 

 16頁は、「観光農業への取り組み」です。平成13年から、1.4haで梨の収穫

オーナー制を始めました。専用のバーベキューガーデンの利用や、自らの手詰

めによる贈答品の発送などが喜ばれております。特にオーナーのお客さんは、

その年に何かあったとしても、１本丸ごと買っていただくということで、お客

さんと農園がお互いに顔が見えて信頼関係が築ける。農園唯一の、確実にリ

ピーターになっていただけるお客さんになっております。ここの収入は毎年安
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定した形になってきております。 

 17頁からは、「地域との連携」になりますが、平成12年から地元の小学校の

学習体験を進めております。学校との連携で、農業体験から得られる喜びを多

くの人に味わってもらいたいという考えで、今も継続してやっております。

様々な農業体験の場として農園を提供し、また、体験をコーディネートできる

人材を育成することで、地域とともに発展する経営を目指しております。 

 世羅町では、梨の販売で集客が高まっていく中、昭和50年後半ぐらいから観

光農園が地域でいろいろ生まれてまいりました。平成11年には、38の団体で構

成する世羅高原６次産業ネットワークを設立いたしました。６次産業という名

を全国に知らしめるというか、先駆的な役割になったと聞いておりますが、現

在では74の団体が加入しております。毎年４月に「フラワー王国世羅高原夢ま

つり」、９月には「フルーツ王国世羅高原夢まつり」を開催し、平成22年には、

世羅高校の皆さんと共同で「世羅っとした梨 ランニングウォーター」という

清涼飲料水を開発しました。梨もですが、世羅と言えば、冒頭にもありました

ように、高校駅伝でも有名なので、そういうところと合わせた商品作りをここ

でできたということで、たくさんの本数を御購入いただけたという経緯があり

ます。 

 世羅町への入込み客数が、平成元年には42万4,000人から、平成24年には169

万8,000人までに増えて、観光農業が確立できました。尾道自動車道が開通し

てからは、200万人を超えるような観光客の集客ができるようになってきまし

た。 

 19頁からは、経営目標です。世羅幸水農園開園当初は、梨園を成功させるた

め、昼夜を惜しんで作業を優先して、多くの方が病気になられました。その教

訓として、人間尊重・生活優先経営を目指すようになりました。 

 経営目標の実践を進める中で、ワークライフバランスの確立に早くから取り

組んできました。収穫が始まると、休日は取りにくくなりますが、それ以外の

時期では、農作業の都合ばかりを優先するのではなくて、なかなか休めない中

で、日曜日、祝祭日を定休日として、地域の行事にも積極的に参加するよう促

してきました。農園の後継者は、地域においても大切な跡取りということにな

りますので、よほどの繁忙期でなければ残業もなく、所定時間内で作業を終わ
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るようにしております。 

 組合員でフルタイムワーカーは、平成２年の年間平均労働時間が2,256時間

ということになっております。農業と言えば、夜が明けて日が暮れるまでとい

うことが常ではあるのですが、一日の労働時間は、最近では当たり前かもしれ

ませんが、朝８時から夕方５時までという作業時間を早くから実践して、残業

はできるだけしないように心がけて、ずっとやってきました。 

 個別の経営体では、経営者の病気、けが、事故などがそのまま経営の断絶に

つながるという例があると思うのですが、法人経営ではそれがなくて、組合員、

従業員が一体となって乗り越えていける連帯感があるのではないかと思います。 

 21頁からは、「担い手育成」です。今、組合員は、二世、三世が中心となっ

て経営に携わっております。全国的に後継者不足が危惧される中で、農園の全

従業員の平均年齢が49.1歳、日本へ来る外国人技能実習生は、非常に若い年齢

の方が来ますが、これを含めると45.2歳という年齢になります。 年齢別に見

ると、二、三十代が全体の32％、外国人を含めると42％にもなっております。 

 梨作りは生活の手段ですが、農業は気象の影響を受けやすく、収入が安定し

ないという傾向があります。ずっと時間給でやってきておりましたが、従業員

との面談の中で、天候に左右されて、作業時間がどうしても少ない月が出る、

そうなると収入が安定せず、生活設計が立てにくいということがありました。 

 従業員のそうした声を基に、雇用の安定化へつなげるために、平成28年から

従業員は月給制に移行しました。組合員は時給制なのですが、従業員は月給制

で、有給休暇をつけております。 

 給与が安定化してくると、さらに自己評価を上げる意識も高まってきました。

そうした要望や目標を共有して、研修や資格取得などに対して、農園としても

支援をしていくということで、技術や経営意識のレベルアップにもつながって

きたように思います。 

 23頁からは外国人技能実習生の受け入れです。平成20年から外国人の技能実

習制度を取り入れております。今は、ベトナム、中国、カンボジアの３か国か

ら来ていただいております。24頁は、地元の地域行事に参加しているときの風

景です。 

 若い実習生たちは一生懸命仕事もしてくれるのですが、職場に明るさと元気
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をもたらしてくれます。ほとんど若い女性ばかりなのですが、そうした力は、

農園内のコミュニケーションが図れる一因にもなってきております。 

 現在は、コロナの影響で、４名のベトナム人、３名の中国人、３名のカンボ

ジア人ということになっておりますが、コロナによる規制で、お願いや契約を

している６名の方がまだ日本に来られないという状況になっておりまして、こ

れから冬場を迎え、剪定のシーズンになるので、これが一刻も早く解消される

ように願っているところです。この実習制度を受け入れ、継続するには、住ま

いの環境を整えていかないと、まだまだ充実ができないかなというところもあ

ります。 

 26頁からは、６次産業への取り組みです。梨などを原料にして、業者に依頼

して作っていただいた加工品です。ジャムやゼリーは比較的容易にできるよう

なものだと思うのですが、そのほかに、梨のようかん、ドレッシング、たれな

ど、いろいろなものがあります。こうしたものを製造・販売してきたわけです

が、製造ロットの関係や利益幅の少なさなどで、収益につながることがなかな

かありませんでした。 

 そうした中で、加工施設を建設していただくことができました。27頁です。

平成26年に農林水産業みらい基金の公募がありまして、全国で６か所採用され

た中に、世羅高原６次産業ネットワークがありました。農家の民宿の充実、企

画情報発信の整備、ブランド開発ということを柱に取り組んで、その一環とし

て、農林水産業みらい基金を活用した加工施設ができたということでございま

す。 

 ビルネ・ラーデンの直売店の敷地に世羅高原６次産業ネットワークの施設が

建設されて、このネットワークの会員が作るスイーツの加工や「世羅なし」の

加工に特化した最新の加工機器を導入してあります。幸水農園としては、この

加工施設の半分を利用させていただいております。 

 28頁は、梨の加工に欠かせないバリオクッキングセンターという機械です。

従来の回転釜の役割で、やけどや焦げつきがないように、マイコンで制御され

ています。 

29頁は、その加工場で作った商品です。砂糖を一切使わないノンアレルゲ

ンの商品として３つの商品ができました。左から「なしのチャツネ」「なしみ
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つ」「なしのコンポート」ですが、その中のチャツネが、西日本料理マスター

ズブランド認定コンテストでブランドに認定されたといったこともあります。 

 こうした商品をきっかけに、少しずつ開発を進めていきながら、農園の魅力

アップに貢献していきたいと思っております。 

 30頁は平成20年からの売上げの推移ですが、「幸水農園さんは歴史があるの

で、経営的には一人前、独り立ちされているので、指導も何もありません」と

いうことをよく言われるのですが、自然を相手にしていると、なかなか思うよ

うな収益が出てまいりません。 

 これまで、先ほど説明した被害がいろいろ出ておりますが、ちょっと見えづ

らいかもしれませんが、平成26年、27年、28年、この３か年間は、黒星病で大

きな痛手を被ったところでございます。縦２列目のところに梨収量の項目があ

りますが、平成26年が634トン、27年が514トン、28年が687トンという数字で

す。多い年は1,200トンを生産していたのですが、この３年間は、以降長い間、

重荷となって尾を引いてしまうということにつながっております。 

 そのほか、先ほど紹介しました梨の収穫オーナーはリピーターで、常に農園

を理解していただいている方ですので、売上は安定した数字になっております

が、梨狩り、ぶどう狩り、いちご狩りは、ここ数年は、コロナの影響で全く機

能していないということがこの数字に表れております。 

 31頁は、「生産性向上への新たな挑戦」です。植付けから50年を経過した梨

の木も、次の50年に向けて改植が必要な時期になってきております。「幸水」

という品種にこだわらず、有望な品種の導入と改植計画を進めていっておりま

す。 

 開園当初に開墾した傾斜のきつい、不利な条件の圃場約６haを再整備してい

ただきました。次の世代のために近代的な果樹栽培を目指し、早生・晩生の品

種の導入による収穫・販売期間の延長とジョイント仕立ての栽培を進めており

ます。 

 32頁は、平成28年から始まった農地耕作条件改善事業での造成が完了したと

きの写真です。ここは創立以来梨畑だったのですが、非常に傾斜の強いところ

でした。３年間で３haの植栽計画を立てて、令和２年に植付けを完了しており

ます。 
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 33頁です。平成27年にジョイント仕立てを４反４畝の面積で試験的に始めて

おります。左のこれまでの仕立て方と比較すると、右の写真のように、作業を

直線的に進めることができて、大規模経営を進める当農園でこそ導入効果が大

きいと思っております。全国で生産年齢人口が激減する中で、労働力の確保、

労働生産性の向上が、これからの農園として、企業として生き残るために必要

な条件となります。 

 今後とも新たな技術に積極的に取り組み、果樹産業の発展に寄与したいと考

えております。木と木をつなぐジョイント仕立ては、成園化までに４、５年と

非常に早く、作業を省力化できることが大きな魅力と言われております。 

 34頁からが世羅幸水農園で取り入れたⅤ字トレリス樹形です。低樹高のほう

が、前面に向かっての作業姿勢で、かなりの省力につながっています。将来、

機械化がしやすく、収穫ロボットの活用など、可能性を秘めた仕立て方として

期待され、これからの栽培で、この土地に合った技術で、高品質の梨作りを研

究していっております。 

36頁は、「大規模果樹生産法人による収穫作業自動化によるスマート農業生

産体系の一気通貫化とスマート農機のロバスト化」というタイトルで、２年間

で取り組んでいる事業のチラシです。国の農研機構さんを中心に、このスマー

ト農業の事業ということで、梨の省力樹形と自動収穫ロボットなどの導入に

よって、労働時間を10％削減、圃場法面の除草作業時間を50％以上削減という

ことを目標に掲げております。こうした夢のある、希望を導き出せる事業とし

て期待しております。 

 37頁は、この省力技術を開発された神奈川県農業技術センター企画経営部専

門研究員の柴田健一郎先生です。当園地へ来て、引き続き御指導をしていただ

いております。 

38頁は、創立以来栽培を続けております梨の「幸水」の木です。50年を経

過すると、樹勢や果実の品質低下を招くこともあるわけですが、できるだけ技

術でカバーできることがあれば、品種や品質の維持ができます。指導機関の紹

介で、平成26年から樹勢強化剪定に取り組んでおります。まだ剪定時間は短縮

化できておりませんが、樹勢強化と作業の簡略化に結びついていると感じてお

ります。改植事業と併せて、生産性の維持・向上に努力しております。 
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 39頁は、これからの農園経営です。経営全体で見ると、これまで進めてきた

家族的協業経営を大切にしながら、新たな経営発展の仕組みとして、平成27年

に取得したJGAP青果2010を生かしながら、生産工程管理、トレーサビリティシ

ステム、PDCAサイクルの確立、企業的かつ効率的な経営手法により労働生産性

の向上を図り、安全・安心な商品提供を行っていきます。より一層の経営の安

定化と人間尊重・生活優先経営の両立につながっていけるものと考えておりま

す。 

 40頁です。組合員、構成員、その家族です。従業員が一緒に親睦事業をした

ときの写真ですが、ここにいる三世、四世が農園をつないでくれることを期待

しております。 

 41頁からはスタッフです。通常は日々60人余り仕事をしています。農繁期の

５月、６月の摘果の作業、８月の収穫の作業時には、さらに臨時雇用者が60名

から70名加わり、１日で最大120～130名といった作業員のときもあります。お

互いの意見を尊重して、助け合って、目標に向かって仕事をしています。これ

が農園のスタッフです。 

 自然の中で、なかなか思うようにならないときもあるのですが、いい形で次

世代につなげるようにということをモットーに、英知を結集して、今もいろい

ろな意見を酌み取りながら、この協業経営を進めていきたいと思っております。 

 次に、今回のタイトルの「実り豊かな農園づくり」の記録を写真（参考資料

２「世羅幸水農園フォトアルバム」）で紹介したいと思います。 

 ３枚目は開発当初の写真です。全く施設もなくて、道もよく整備されていな

い時代からこの広い面積を開発しております。私たち２代目、次の３代目は、

このような時代から頑張っていけたのだろうかという思いに駆られることがあ

ります。 

 ４枚目は、当時は非常に高価だったろうと思うようなトラクターに乗ってお

りますが、後ろにある山を、自力で伐採から開墾していったという当時の写真

を時々見て、気持ちを奮い起こすことがあります。 

 ５枚目です。耕耘機も、ここに刃がありますが、乗用ではなくて、歩行用の

小型の耕耘機で、これで広い面積、どこまでやったのかなと、ちょっと想像を

してしまうような写真です。 
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 ６枚目は、選果場の中の景ですが、梨が木の箱の中に積んであります。木の

箱だけでも結構重いのではないかと思うような情景です。選果機械も、当時と

しては画期的なものだったのだろう思います。選果場は農協の持ち物ですが、

農協の御理解を頂いた中で、世羅幸水農園専用選果場ということで、品質の統

一というか、幸水農園で作ったものを、幸水農園できちんと選果して、毎年、

高品質なものを提供させていただくことが、選果場を単独で利用することでで

きたことかなと思っております。 

 ７枚目です。今ではこういう広い園地になっておりますが、防蛾灯なども、

今ではLEDのような形になってきております。この奥が、ジョイント仕立てで

再造成して植えていったところです。１haの面積があります。 

 ８枚目がジョイント仕立てで、試験的に４反４畝でやったところです。通路

を隔てた左側がいちごのハウスやぶどうのハウスで、ここでぶどう狩りをする

簡易ハウスも写っています。右奥がビルネ・ラーデンという直売所があるとこ

ろです。 

 10枚目の写真の中には防蛾灯が写っています。防霜ファンが通路を隔てた両

隣の園地に見えます。小さくて見えづらいですが、霜の被害を防ぐための防霜

ファンです。風を起こして霜を降りにくくするという施設です。これは、お茶

どころでは当たり前かもしれませんが、果樹経営の中で、それだけたくさんの

ファンを設置しているところは珍しいのではないかなと思います。 

 11枚目からは観光事業のいちご狩りです。農園の１年はいちごから始まりま

す。１月から５月までの間、いちご狩りをさせていただいております。高設栽

培で、今年も９月に植付けをしましたが、「紅ほっぺ」「さちのか」「やよいひ

め」「あきひめ」という４つの品種を取り入れています。一果一果を大切にす

ると、みんな非常に大きい粒になります。大粒のいちごで、完熟を味わってい

ただくため、ミルクの持込みを禁止にして、完全予約制ということで取り組ん

でおります。14枚目のように、お子さんも非常に取りやすい位置で栽培してい

ます。 

15枚目ですが、春、梨の花が咲いてきますが、農園一帯が花の景色で、一

面、非常にきれいな時期であります。16・17枚目ですが、花の芽をできるだけ

この時期に摘んでおかないと、摘果の作業が大変になってきます。 
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 18枚目は、1,000リットルタンクのスピードスプレヤーで農薬散布をしてい

るところです。運転席の中にはエアコンがありますので、以前と比べれば非常

に過ごしやすいというか、作業環境は非常にいいかと思います。１台が800万

円ぐらいする機械です。 

 19枚目は、授粉をしてくれる蜜蜂です。大型経営だからこそ蜜蜂受粉でない

と、人工受粉ではなかなか人手が足りません。これも当初から導入されたやり

方です。 

 20枚目は接ぎ木をしている様子です。土台の品種と接いでいる品種は違いま

す。春の時期にはこういう作業も展開しております。 

 21枚目からは梨の摘果です。こういう実がたくさんつきますが、はさみでど

んどん摘んでいきます。22枚目は、摘果の前と摘果の後ということで、今年は

あまり実がついていない状況だったということです。最初からこういう状況

だったということで、これよりももっと少ない場面があったかもしれません。

通常は、こういうものの中からいいものを残すことになるのですが、今年のよ

うな年は最初から残すものが限られている。品質を選ぶこともなかなかできず、

収量自体も少ないという年になってしまいました。 

 24枚目は大型機械の紹介です。これはブロードキャスターで肥料をまいてい

ます。大型機械の免許を農園で取得してもらい、若い人を中心に作業を展開し

ています。25枚目のフォークリフトももちろん免許が要ります。 

 26枚目は、桃の袋かけをしている写真です。27枚目はさくらんぼです。さく

らんぼも一果一果を大切にしますが、粒が多くて、なかなか難しいです。28枚

目はすももです。「ハニーローザ」という非常に甘い品種です。 

 29枚目に桃の「加納岩」と「みさか白鳳」が出ておりますが、パックに詰め

た形や、かご盛りなどをビルネ・ラーデン等で販売を行っております。 

 30枚目は、ぶどうの「ピオーネ」のハウス内での生産方法です。これは根域

制限で、限られた土の中で、水の管理も自動、ハウスの中の気温も自動という

ことです。これは広島県で開発された技術と聞いております。 

 31・32枚目は防蛾灯の光景です。比べて分かるように防蛾灯の明かりも、形

が変わってきています。 

 33枚目からは、収穫風景になります。梨の木がたくさんありまして、今、１
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万6,000本ぐらいの梨の木があります。こうした大きい木から小さい木までい

ろいろあるのですが、うちの農園で、これから収穫ロボットが収穫作業をどの

程度手伝ってくれるかということで、大いに期待しております。 

 37枚目からは、梨を運搬して選果場に持って行き、次に光センサーで梨を一

果ずつ測って、糖度とか、芯腐れ、水浸果（みつ症）という病気のものを分け

ていきます。39枚目が選果風景ですが、光センサーを通過したものを、流れて

くるスピードの中で、仕分けしていくというところです。40枚目で、市場出荷

をする10キロの箱を１日1,000ケースぐらい運んでいきます。 

 41枚目は市場出荷風景ですが、今は、広島、大阪、神戸、福山が中心になり

ます。遠いと運送費がかかってしまいますので、地元を中心に出荷・販売をし

ていただいております。42枚目のように、毎年、こういう出荷セレモニーをし

て、世羅の梨として市場出荷しております。44枚目は競りの風景です。 

 45枚目は一昔前の直売所の風景ですが、こういう時代があって今があるとい

うところになります。 

 46枚目は、三越というデパートの前で販売をさせていただいている風景です。

生産するだけではなくて、販売をすることによって、最後まで責任を持った管

理と、幸水農園のコマーシャルが十分できるような人材育成といったところも

やっておりまして、これまで市場の研修会等にもいろいろ行かせてもらい、人

間づくりということも併せて進めております。 

 47枚目はビルネ・ラーデンという直売店の看板でございます。48枚目からは、

今の直売店の風景です。最近撮った写真で、マスクをしております。コロナ対

応で、人が密になる状態を作りにくくして感染対策をしています。51・52枚目

は、コロナ以前の風景ですが、こうしたかご盛りなどで梨の対面販売をする時

期がまた戻ってくるように願いたいものだなと思います。52枚目は、コンテナ

で、１箱幾らということでも販売しておりまして、直売店ならではの販売方法

で展開しております。 

53・54枚目はネット販売用の箱詰めで、ネットを通じた中で贈答品なども

作って販売を展開しております。 

 55枚目からは、観光事業の様子です。55・56枚目は梨狩りをしたところの写

真です。57から59枚目までは、ぶどう狩りの風景です。たくさんの人に農園に
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親しんでいただいています。 

 60枚目は、醸造用のぶどうで、「ベリーＡ」という品種になります。幸水農

園オリジナルのワインを、50周年の記念のときに作っていただきました。61枚

目の写真のものです。写真向かって左側の赤ワインが「ベリーＡ」から、右側

の白ワインが「ハニービーナス」から醸造したものです。62枚目は、いろいろ

な加工品の写真です。 

 63枚目は氷蔵庫と言いまして、制御盤が見えますが、ここで庫内の温度を一

定に保ちます。マイナス２度からプラス２度ぐらいの範囲で、この庫内の温度

を調整して、８月、９月に収穫した梨を冬場に販売できるといったことを可能

にしております。64枚目が庫内の様子です。 

 65枚目はりんごがたわわに実ったところの風景です。66枚目のように、王林

やふじなどを梨とセットにしてギフト用に販売しています。 

 67枚目は堆肥場の写真ですが、近隣の畜産農家からたくさんの牛ふんを持っ

てきていただいて、ここで堆肥の切替えをしながら、地元のアスパラを栽培さ

れている農家の方々にも販売したり、もちろん、うちの農園の畑に供給したり

ということで、非常に良質な堆肥であるという御意見を頂いております。 

68枚目は、マニアスプレッダーで散布をしております。69枚目は、前に草

刈機を装備したトラクターで、うちに整備士がおりまして、整備室にいろいろ

な機材があります（70枚目）。ここに酸素ボンベがありますが、溶接とかいろ

いろなことをここでできるということで、大型機械（71枚目）を非常に長持ち

させてくれております。梨作りだけではなくて、施設・機械の整備を常に担当

してやってくれる人がいるからこそ、健全に維持できています。 

 72枚目ですが、農園内で、ガソリンと軽油の供給が常にできるように、業

務・施設の管理をしております。 

 73枚目は50年の木なのですが、草がいっぱい生えております。個人の農家の

ように、一畑一畑を几帳面に整備することはなかなかできないところもあるの

ですが、広い面積で、省力化を常に目指しながら、この若い木（74枚目）と併

せながら、生産を上げていくということでございます。 

 75・76枚目は冬場の風景がだんだん近づいてくるということで、梨の木の落

葉もいい景色になってきております。 
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 この景色が進むと、77枚目は剪定作業の様子ですが、次の年のことを予想し

ながら、この作業を進めていくということで、今までは熟練の人がこの剪定作

業をしていました。しかし、これは人海戦術でしかないので、外国人の技能実

習生もこの剪定作業ができるように、簡略化し、品質も落とさないような剪定

技術を目指しております。 

 女性の方も作業を担当するのはもちろんなのですが、79・80枚目は花芽の誘

引をしている風景です。紙で作った誘引用のロープも、うちの農園と事業者等

が連携して、新しく作った商品を使っております。 

 81・82枚目は、広島県果樹振興協会梨部会が合同で剪定講習会をしていると

ころです。この方は元栃木県農業試験場果樹研究室長の青木武久先生ですが、

古い木の樹勢回復を併せた剪定技術を導入していただいています。みんなでこ

のような機会で講習を聞いて、農園で生かしていくということをしております。 

 83枚目から85枚目は冬場の剪定の風景です。雪がたくさん降る中の作業です

ので、なかなか大変です。 

 86枚目は、年１回、広島県労働衛生協会の定期健康診断の受検の様子です。

作業にあまりに傾注しすぎて、体を壊してもいけませんので、しっかりと健康

管理をしています。 

 87枚目は、親睦会です。農園内でやっております。88枚目は、若い人たち、

子供を中心とした人たちに農園に親しんでもらえるような行事として、遊園地

に連れていったところですが、３代目の後継者と４代目となるような後継者が

一緒に一日を過ごすということで、こういう機会を少しずつ増やしていって、

将来的には農園に来ていただけることを期待しているということです。 

 

Ⅱ 質 疑 応 答 

 

(１) 岩元明久氏の質問 

岩元 世羅幸水農園の歩みと現在の状況を本当に分かりやすくお話しいた

だきまして、どうもありがとうございました。 

 光元さんは、実は、2013年３月に廃校になりました農業者大学校の11期生と

いうことです。その関係で、私は以前から知合いだったのですが、世羅幸水農
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園のお話を、このようにまとめて伺うのは初めてだと思います。 

 農事組合法人の世羅幸水農園は、私は農水省に、昭和50年に入省しておりま

すが、昭和50年代、完全協業経営のモデル的存在として大変有名でございまし

た。併せて、世羅幸水農園の名前とともに、今日、光元さんは触れられており

ませんが、初代の組合長の梶川静一さんが非常に有名だったということが私の

記憶でございます。 

 日本農業研究所に図書室がございまして、そこを調べましたら、昭和54年

（1979年）に家の光協会から出版されている本なのですが、梶川さんのお書き

になった『人間優先の協業経営－世羅幸水農園の実践－』という本がございま

した。昭和54年は、この本の中にもあるのですが、世羅幸水農園は色々な苦難

があったのですが、安定期に入った時期ということで、梶川さん自身は13年間、

初代の組合長をお務めになって、勇退された直後にお書きになっている本でご

ざいます。 

 その中の59頁ですが、ちょっと引用させていただきますと、次のようなフ

レーズがございます。 

 「指導者のなかにも、『協業経営は、個別の生活が可能になった段階では、

個別に分配したほうがよい。防除、選果場のようなものは共同利用しなくては

ならないが、栽培そのものは自由競争にしたほうが好ましい』という論を展開

する人もいたのだ。」と。 

 そのようなことだったのですが、要するに、農事組合法人は、農地開発等の

補助金の受皿ということで、補助金をもらってしまえば、あとは個々の農家が

別々に経営すればいいという本音が先行していた時代だろうと思っています。

その中で世羅幸水農園は、本当に本気で協業経営に取り組んだ事例ということ

で、私なども非常に記憶があるわけでございます。 

 それでイントロで、光元さんに質問したいことがあるのですが、この本は４

部構成になっていて、第１部が「創設より生産中心時代」、第２部が「生活優

先の経営へ転換」、第３部が「安定期の協業経営」となっています。 

 協業経営で、しかも初期には、収入のない果樹ということで、大変な思いを

された時期があるわけですが、そのような時期に、主婦の方が過労死をされる

ことが続いたということが大きな契機だと、この本にも書いてあるのですけれ
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ども、先ほどのようなことを言う指導者がいる中で、生産中心の協業から生活

を位置づける方向に大きくかじを切られた。それが２部になるのですが、そこ

が完全協業経営を実現させる根っこのところであると私自身は考えているので

す。 

 世羅幸水農園が設立されたのは昭和38年ということで、光元さんは、私が計

算すると、４歳ぐらいだったのではないかと思っておりますが、それから59年

ということで、まさに農園とともに成長されてきたのが光元さんではないかと

考えております。 

 そういうことで、私が最初に質問したいのは、世羅幸水農園がこのように発

展してきた状況をずっと見てこられて、これは世羅幸水農園だからこそできた、

一回きりのことだと目に映ってきたのか、それとも、現在、農業関係でも、家

族経営から株式会社や法人経営が主流になってきておりますが、そのようなこ

とで、家族経営を超えた企業的農業経営体の先駆的なモデルみたいなことで世

羅幸水農園があったと映っておられるのか、もしも先駆的なモデルと感じてお

られるのであれば、一体どういうところがそうであったのかといったことにつ

いてお話しいただければなと思ったわけでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

光元 ありがとうございます。今、いろいろお話しいただいた中で、私が

４歳ぐらいのときから農園が始まっているということで、私としては世羅幸水

農園しか知らないというところはあります。私たちの年代では、農事組合法人

は完全協業経営が当たり前ということでしかないわけですが、私の父が初代で

ございますので、初代の農園造りで非常に苦労された時代があったのだろうと

思うわけです。 

 そういう時代に、私たちは後継者として、いろいろな気遣いを頂きながら、

進学をするにしても、奨励金を出していただきながら学校に通ったこともある

し、いろいろな免許を与えられたこともあるし、完全平等という中で、２代目

で、就職間もない人間であったにもかかわらず、初代で、今までいろいろ頑

張ってこられた方と同じ時間給という待遇を頂きながら成長させていただきま

した。今では、こういう企業はあり得ないだろうと思うわけですが、私たちに

とっては、これしかないという経営方針であると思います。 
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 そもそも初代の人たちは全財産をなげうって、その経営に取り組んできたわ

けでございますが、そうした中でできてきた絆というか、人間関係があってこ

その存続であったのかなと思います。私が小さい頃は、父親・母親と食事を共

にすることが少なかったわけですが、農園で一緒に働く人は、家族よりも職場

での付合いの時間が非常に長いという中で、農園の組合員同士の絆ができてき

たのが、２代目、３代目への財産になっていて、それが気持ちの中で存続され

ているというところはあると思います。 

 農事組合法人も形が次第に変わりながら、株式会社を目指すところもあるだ

ろうとは思うのですが、そうした中で、その絆をどう生かしていくかというこ

とで、今後、農園の方針をいろいろ研究していく必要があるのかなと思ってお

ります。 

岩元 ありがとうございます。今のお答えと関連してしまうというか、同

じことなのかもしれませんが、先ほど梶川さんの本の第４部を省略しましたが、

第４部は「永続する協業経営をめざして」ということで、梶川さんがお書きに

なった昭和54年のときに、今後の世羅幸水農園のことを思ってお書きになって

いるのです。 

 その中で、いろいろなことをお書きになっているのですが、「人間開発」と

いう言葉と、「協業集団との連帯」ということで、他の農事組合法人等の協業

経営と連携していくのだというようなことが相当強調して書かれているという

ことがあるのですね。 

 農園では昭和46年（1971年）に経営者育成規程を設けられている。要するに、

組合の人材は組合で育てるのだということで、そういう考えの下に、教育費を

組合が支給するという規程が昭和46年にできているということなのですね。 

 この本の中には附属年表がありまして、昭和53年（1978年）の４月の項には

「光元信能（19歳）農林省農業者大学入学」という記載がちゃんとあるのです。

それぐらい、後継者を育てていくことが農園の中に位置づけられていた。 

 そういった中で、21世紀に入ってきて、本当に農業をめぐる情勢がすごく変

わってきています。世羅幸水農園自身がその変化に応じながら、一生懸命努力

されてきたということなのですが、2014年には天皇杯を授与されるところまで

来ております。 
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 そういう中で、今日の発表で、光元さんが最後に強調されたのは、園地の基

盤整備と新技術の基盤をしっかり強化するといったことで、それで分かりまし

たというのでもいいのですが、梶川さんが「永続する協業経営をめざして」と

お書きになったことの延長線上として、そういうことに取り組まれているのか、

それとも、時代が違ったので、全く新たな発想でやっているのだということな

のか、そこら辺のお考えを聞かせていただいて、私は終わりにしたいなと思い

ます。 

光元 農園の宿直部屋で、こたつを挟んでミカンを食べながら、梶川さん

から「ここの後継者になるんだぞ」ということで話を頂いたときのことを思い

出すわけですが、そのとき、私の同級生や先輩など、数名が一緒に梶川さんと

話をしました。それは中学校の時代だったと思うのですが、そういうときから

次の代を考えながらやられているのは、当時は、正直、煩わしさもありました。

子供に対してそういうことをされて、何になるのかなという感じを抱いていた

のですが、大きくなって、実は学校関係者の人もそういう目で私たちを見てい

たのかなと思ったりもしました。今の時代、農園の後継者だったり、地域の宝

だったり、将来を見据えた考え方を、同じ組合長として私ができるかなと思う

と、非常に先見性のある初代の組合長だったのかなというところが尊敬すると

ころでございます。 

 当時の、入植して非常に熱のある栽培意欲、それから、これをやり遂げるの

だと。やり遂げざるを得ませんよね。時給60円、１日480円の給料から１か月

の出資金が１万３千円幾らということで、１か月の給料より出資金のほうが高

かった時代の中で、しかも最初の３年間、収穫量がほとんどないという中で生

活をしてきて、そこは今の時代の農事組合法人とはちょっと違うのではないか

なと。初代の人たちは当時、決死の覚悟があったわけで、初代の人たちは、も

ちろん、後世の２代目にそういう経験はさせたくないはずですね。 

 その中で、２代目、３代目がその良い財産をどうつないでいくかということ

が私たちの使命になっているわけで、そうなると、人間優先というところは確

かに根底にはあるわけですが、今、組合員の人間優先だけではいかない時代に

なっております。従業員をはじめ、農園の全ての人の生活を維持していかなく

てはいけない時代になっております。 
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 そうすると、私が目標に掲げた生産性の向上ということで、過去の売上げの

数字を紹介させていただきましたが、何年も経営しているにもかかわらず、思

うような１年を過ごした年はそんなにないわけです。全く被害のない年であれ

ば、生産量をある程度上げているというところもありますが、その技術が継続

して、積み重ねの中で確実に生きるというところは、同じ年を繰り返さない農

業においては、なかなか難しいところだと思います。 

 そうした中で、人もやり方も変わってくる中で、昔の財産をどう生かすかと

いうことであれば、まず、今の生産量を維持する。今の技術力はどうなのかと。

人数が減った組合員をどうまとめていって、それを従業員にどう伝えるかとい

うことで、一人一人の役割が増えてきている時代ではないかなと思います。 

 創立当初、たくさんの人数、多くの家族の中で、組合員中心の経営になって

いたわけですが、いろいろな要因があって、だんだん組合員の人数が減らざる

を得ない状況の中で、外国人の実習生も従業員として雇わざるを得ないような

環境の中で、どう農園を維持していくかということが今の組合員に求められて

いるところで展開しております。 

 

(2) 坪田和夫氏の質問 

坪田 日本農業研究所の研究員の坪田と申します。 

 大変すばらしいお話を聞かせていただきまして、私もすごくびっくりしまし

た。完全協業というものをここまでずっと長く続けて、しかも新しい技術を接

ぎながらやっているのはすごいなと思いました。 

 光元さんは謙遜して言っておられて、創業者の方々の意思とつながりを大事

にしながら、ずっと守ってやってきたとおっしゃっておられるのですが、お話

を伺うと、実は、そう言いながら、非常に起業家精神に富んだ活動をやってき

ておられるなという印象を受けました。例えばビルネ・ラーデンを始められる

とか、新しい技術や機械を取り入れられるとか、いろいろな作物を組み合わせ

るとか、それを観光農園として活用していくということで、これは我々が言う

アントレプレナーシップというか、起業家精神を十分に生かして経営をやって

おられる。そういう意味では、古い伝統や絆と同時に、常に新しいチャレンジ

をされているなと思いました。 
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 いろいろな起業家的な努力の中で、外国人労働力を活用しておられるという

ことですが、私は最近、外国人農業労働力の勉強をさせていただいておりまし

て、いろいろな問題を抱えているということで、普通に見ると、外国人の方々

と一緒に農業をやるのはなかなか大変なことで、失踪などの問題もあちこちで

聞きます。 

 その中で、世羅幸水農園さんは10人近くも外国の方をずっと入れておられて、

なおかつ10年近くも続いているということは、これまた相当努力をされている

のだろうなと思いました。 

 外国人と仲よくやって続けていけるのは、どのようにしてやっておられるの

かということについて、ひとつお伺いをしたいと思います。 

 それから、それと関連しまして、新型コロナの影響で、外国人労働者が新し

く入ってくることがなかなか難しくなりました。その中で、政府として特定技

能制度ができたのですが、そういった新しい制度で外国人を受け入れていこう

とされるのか、今後、世羅幸水農園の中で、外国人労働者をどのように位置づ

けていかれようとされているのか。 

 この２点についてだけお教えいただければありがたいと思います。 

光元 平成20年から外国人の実習生を受け入れることを始めました。当初

は中国だけだったのですが、中国の方が集まりにくくなってくるのと同時に、

いろいろな交渉事が増えてきた。要するに、自分たちの待遇をよくしてほしい

ということの折衝がだんだん増えてきたり、仲間割れをするようなことも増え

てきたということがありました。 

 農園の中に宿泊施設がありまして、もともとは従業員のための宿泊施設だっ

たのですが、４部屋ありまして、１部屋に３人ずつ暮らせるという環境で、最

大で12名の方の宿泊が可能で、当初、中国だけの場合は、１年に３人でしたの

で、最大９人の中国の方がおりました。 

 そういういろいろな問題が出てき始めた中で、ベトナムの方はどうかという

ことがありまして、ベトナムもいいなというところもあったのですが、中国の

方の先輩・後輩の関係とか、いろいろなもめごとが増えてくる中で、母国語の

中国語だけで話されると、こっちが分かりにくいということもあって、ベトナ

ムの人を入れたら、日本語で話をしてくれる機会が増えてきました。ベトナム
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の人も、そういう制度が始まって、日本に来られる方が少ない時代だったので、

熱があるというか、優秀な方が増えてきたということで、中国の方もいい影響

を受けるようになったという時代があります。 

 そういう時代を経ながら、作業的には、春は摘果の作業、冬は誘引の作業が

中心になったのですが、常に日本の人と一緒に作業をするということで、うち

の農園では、実習生だけで作業をすることはしなかったのですね。作業を教え

るとか、日本語を覚えてほしいとか、日本の生活に少しでも慣れてほしいとか、

彼女たちが学びの精神を忘れないでほしいという思いもありましたし、彼女た

ちが日本へ来て、小さい畑にいろいろな野菜を植えて生活している情景を見る

と、自分たちの家庭で取れたものを持っていって、料理の足しにしてもらうと

いったことも、つながりの中でだんだん増えてきたのが、彼女たちが過ごしや

すい環境づくりにもなったのかなというところもあります。 

 そうした中で、最近はベトナムも増えてきたということで、だんだん相手の

国が替わってくるところはあるのですが、人数的には10名以上を常に想定しな

がらやっていくことが、今の農園の中では不可欠というか、労働力が不足する

中で、どうしてもお手伝いいただきたいという状況につながってきております。 

 ベトナムの実習１号、２号、３号を通じて、今、特定技能の方が１名おりま

して、今後も、そういうものを含めて継続していきたいなと思っております。 

 

(3) 吉國 隆氏の質問 

吉國 私も広島の出身でありますし、駅伝では、いつも世羅高校を男女と

も応援させていただいております。 

 農林省在職当時から、まさに世羅幸水農園は完全協業の一つのモデルとして、

私の記憶では、子弟の勉強のための奨学金も組合から供されて、先ほどのお話

にもありましたが、次世代を農園の中から生み出していくという考え方で運用

されていたと思います。 

 光元さんのお話の中に、こういった完全協業の組織原理と、近代的な利益追

求のための経営原則をどう調和させていくかということが一つの課題であると

いう趣旨のお話もあったと思いますが、その両者がとかくバッティングするこ

とはないのであろうか。もしバッティングすることがあったとしたら、それは
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どういうことであったか、また、それをどのように乗り越えられたか、解決さ

れたかといったことも大変重要な鍵になると思いますので、そういったことに

ついて、もし何かお話を頂けることがあれば頂きたい。それが一つ。 

 それから、光元さんは完全協業の組合の２代目とお聞きしましたが、今は立

派な教養、技術、知識も身につけられた方が組織原理と経営原理の間のつなぎ

役としてうまく機能していただいていると思いますけれども、先ほど理事の構

成等についてもお話がありましたが、組合の意思決定の過程において、組織原

理と経営原理との調和ということを、将来に向かってどう確保してゆくかにつ

いて、どのようにお考えかということをお聞かせいただければありがたいと思

います。 

光元 私は二十何歳から六十何歳まで大方40年、農園の中におりますから、

それこそ昔、３世代の方が農園の中で、いろいろ作業を分担しながらやられて

いた時代を懐かしく思うわけですが、私が入ったときは、おじいさん・おばあ

さんたちも、もちろん仕事は若い人にかなわないのですけれども、いろいろな

経験を若い人に伝えられるという、いい面があったのですね。中堅の人は、も

ちろんその両方を若い人に譲っていく。若い人は感謝の気持ちを持ちながらつ

いていくということが理想の形であったのかなと思います。組合員の数がだん

だん少なくなってくると、そういったバランスが取りづらくなってきたという

実態があります。 

 先ほどのバランスでいくと、卒業された方は愛園会という組織に入るのです

ね。農園をいつまでも愛する。第一線からすると退いた形にはなるのですが、

定年後も農園の作業を手伝いながら、いろいろ助言をする。組合には、いろい

ろな責任を持つ組合員以外に、青年部という組織がありまして、これから組合

員になるための後継者ですね。女性部という組織もあります。女性部は組合員

の奥さんです。そういう人が中心になっておられた。それぞれの役割がうまく

機能していたということがありました。それが、全体の調和というか、バラン

スが取れたということであったかなと思います。 

 今、愛園会という機能と青年部という機能は発揮されておりません。女性部

の数も非常に少なくなっております。 

 そういう中で、どう切り盛りしていくかというところで、組合員でできない
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ことは、従業員にいろいろ関わっていただくことが増えてきております。そう

すると、今、農園のかじ取りをどのようにしていくかということが求められて

おります。 

 その中で、人間優先のことばかり言っていられないという時代が今来ており

まして、もちろん、いろいろなバッティングが生まれてきております。生産を

上げて、みんなの意識を融合させるというところ、成果を上げるというところ

も一つだと思います。 

 当時は、その家族がなかなか生活できないという時代であった。だからこそ、

人間優先というところがあったかなと思うのですが、今の時代は、従業員には

もちろん有給休暇もあるし、月給もある以上は、ある程度の厳しさがないと困

る。ぬくぬくというか、のうのうというか、淡々と作業をしてもらうだけでは

困るわけで、農園の向かっていく方向を示した以上は、組合員だろうが、従業

員だろうが、目標に向かって進んでいってもらうことが必要なのかなという時

代に来ております。 

 前にも言ったか分かりませんが、行く行くは、従業員から組合員になってい

ただくことを希望しながら、存続できる形をつくっていきたいと思っています。 

 将来に向けて、組織原理というところも併せて、私も、若い人たちの組織づ

くりということを常に念頭に置いております。 

 組合長である私の年齢は63歳ですが、次代を担ってくれる専務は今、40歳手

前でございます。今年、選挙によって39歳の専務が選ばれました。そういう組

織の中で、今、私は、専務以下、ほかの若手にいろいろなことを伝えるべく年

代に来ているかなということを痛切に感じております。 

 

(4) 荻野 宏氏の質問 

荻野 日本GAP協会の荻野です。本日は、本当にすばらしい話を頂きまして

感謝しております。 

 最初に印象的なところから申し上げますと、資料の最初のところの３要素の

ところに「自己制御」という言葉が入っておりまして、私は最近、こういう言

葉を目にすることはなかなかなくて、協業経営をやっていく中で、こういうこ

とも非常に重視されていたのかなと思いますし、また、今の世の中でも、こう
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いう言葉は非常に重要なのかと思い、印象に残る言葉でした。 

 GAPに取り組んでいただいて、JGAPの認証を取っていただいていることを感

謝しております。 

 GAPは、食品安全を中心に、労働安全、環境保全、人権の尊重という要素を

持っているわけですが、防蛾灯のあのすばらしい写真を見させていただきまし

て、果樹経営は労働安全上のリスクがかなりあるのかなとも思いまして、GAP

との親和性という部分が高いのかなとも伺わせていただきましたけれども、取

り組んだ経緯や、今、それをどういう形で農場の運営に生かしていただいてい

るのかといったことを、恐縮ですが、お聞かせいただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

光元 ありがとうございます。GAPに取り組んで何年になりますかね。平成

27年だったか、６、７年になるかなと思うのです。2010年の分だったからもう

ちょっとありますかね。GAPに取り組むまでは、いろいろな倉庫がごちゃご

ちゃだったのですね。取り組んでみて初めて、GAPの大切さが分かったのです

けれども、今、防蛾灯のことを例に挙げていただきましたが、その時代は、そ

ういう思いはまだ持っていなかったと思います。ただ、広い面積での梨作りの

確立ということで、防蛾灯はその一端だったのだろうと思うし、当時、うちの

農園だけではなかなか解決できないところについて、指導機関や国・県を挙げ

て、世羅幸水農園を育てようという温かい気持ちを頂いた中での、そういう技

術指導であったのだろうと思っています。うちの農園だけでは届かない部分が

本当にたくさんあったということで、現在いる組合員・従業員にもよく話をさ

せてもらうのですけれども、それがなければGAPの取組にはつながらなかった

と思います。 

 GAPをやるまでは、畑ごとの収量や品種ごとの収量など、数字に対する思い

というか、記録に残すことは非常に少なかったのですが、取り組み始めてやっ

と、ああ、お客さんに対して安全・安心な要素を与えるものはこういうものな

のだなというのが分かり始めたというのが実態かなと思っています。 

 それぞれの農家で自信があるのはいいのですが、私たちも父親からいろいろ

な技術指導を受けることはほとんどないわけで、そういう時代の人は、要は、

姿を見て学べと、一々教えられるかみたいなところがあったわけで、そういう

－ 170 －



時代は、記録することは少なかった。労務管理や金銭的なことの記録はあるの

ですが、一番欲しい技術的な内容、マニュアルなどはほとんどないわけです。

そういったものをGAPの中で学ばせていただいたかなと認識しております。こ

れからその取り組み方をいろいろ進めていきながら、栽培や経営の中に生かし

ていきたいと思っております。 

 

(5) 矢坂雅充氏の質問 

矢坂 いろいろ刺激的なヒントを頂きありがとうございました。さきほど

の吉國様からの質問へのお答えのなかで、社員の方もいずれ組合員になること

を想定して、組合全体としてのコミュニティーのあり方や作業分担も考えてい

かなければならないとなければいけないと話されていました。 

多くの法人経営などでは外国人実習生と同様にまたはそれ以上に、従業員

の確保や育成に苦労されていると思います。例えば、従業員持ち株制度を導入

して経営への関心を高めたり、自主的に策定した業務目標にもとづいて人事評

価を行うといった手法で、従業員のモチベーションを維持・向上させようとし

ています。従業員の中から組織を担っていく人材を育てることは法人経営が直

面している重要な課題だと思います。 

世羅幸水農園では、従業員と組合員のコミュニケーションをうまく積み重

ねながら、組合員から「あの従業員には組合員になってほしいね」と言われる

ような従業員を育てるということを目指していると理解しました。一方で、従

業員のなかには、いずれ従業員をやめて自分で梨園をやりたいという人もいる

かもしれません。 

世羅幸水園は従業員の将来ビジョンをどのように把握し、従業員が思い描

いているキャリアアップへの期待に対してどういうサポートをしているので

しょうか。従業員を組合員として協業経営に参画してもらうことを含めて、従

業員を経営の中でどのように位置づけていこうとされているのかをお聞かせい

ただけますでしょうか。 

光元 今言われたことが、まさにうちの農園の将来をどう引っ張っていく

かということの一つの要因になっているわけですが、従業員に組合員たる姿勢

を叱咤されることがあるわけですね。今、組合員は、あまりぬくぬくとしてい
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られないということを感じております。 

 従業員の中には、いろいろな組織を経験しながら、うちの農園に入ってきて

いる人もいるし、地元の農業技術大学校、また、地元の農業関係の高校を卒業

されて来られる方もいるわけで、そうした人たちの現代的な考え方を、農園の

組合員がどう受け止めるかという場面が増えてきております。 

 今の段階では、いろんな場面について、決定権があるのは組合員ですが、今

後は農園をどう動かすかということを従業員と一緒に考える時代が来つつある

と思います。これが完全協業経営の農事組合法人の将来につながるかというこ

とは、また一つの問題になるかなというところになると思います。 

 今までのほとんどの会議の中では、組合員が動かすのだという意識だけでは

なくて、この場面はこの従業員に任せようという人材が少しずつ増えてきてい

るという実態は、この組織の中においては非常にありがたいことだろうと思う

わけで、そういう部分を今後生かしながら、組合員は平等なのですが、その平

等という意識は従業員には通用しないわけで、そこのところをどういう方向に

持っていくかというのを組合員で考えていく必要がこれから出てくるのかなと

いうところになります。御提案を頂いたような気もしますし、まさにその岐路

にこれから立たされる場面が来るだろうなというところを思い描いております。

ありがとうございます。 

――了―― 

－ 172 －



                    

参
考
資
料
１
 

－ 173 －



                    

－ 174 －



                    

－ 175 －



                    

－ 176 －



                    

－ 177 －



                    

－ 178 －



                    

－ 179 －



                    

－ 180 －



                    

－ 181 －



                    

－ 182 －



                    

－ 183 －



                    

参
考
資
料
２
 

－ 184 －



                    

－ 185 －



                    

－ 186 －



                    

－ 187 －



                    

－ 188 －



                    

－ 189 －



                    

－ 190 －



                    

－ 191 －



                    

－ 192 －



                    

－ 193 －



                    

－ 194 －



                    

－ 195 －



                    

－ 196 －



                    

－ 197 －



                    

－ 198 －



                    

－ 199 －



                    

－ 200 －



                    

－ 201 －



                    

－ 202 －



                    

－ 203 －



                    

－ 204 －



                  

－ 205 －


	空白ページ



