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解 題

田 家 明

講演者の梅本氏は、京都府京丹後市弥栄町で有機農業経営を営まれている。梅

本氏は、神戸大学農学部農芸化学科を卒業後、有名食品企業に勤務されたが、1

0年後脱サラして、Ｉターンで、京丹後市に来られた。国営農地開発事業で山を崩

して造成されたばかりの畑地をフィールドに、その地にそれまで存在したことの

ない有機農業経営を創始され、現在では、確固たる地歩を築かれている。

講演内容は、わかりやすく説得力があるものなので、ここに掲載されている講

演録及びお使いになった資料をお読み頂ければ梅本氏のお考えというか経営の志

が感得可能である。解題という名の下で、お話の内容を紹介することを要しない

と思われる。ここでは、日本農業研究所の講演の主催者として、また、京丹後市

の出身者としてその地域や農業の発展を切望している者として、梅本氏に講演を

お願いした理由を述べ、解題に代えたいと思う。

梅本氏が、農業経営を開始する場所として京丹後市を選択された契機の一つと

なったのは、そのころ丹後国営農地開発事業が完工し、入植者を求めていた時期

と重なったことであったと思われる。この地の農業を語るには、この事業が計画

された背景を説明することが近道である。

まず、京丹後市は、京都府の最も北にある市で、弥栄町を含め６町が合併して、

2004年に誕生した。その地域の人口の大半をシェアし、地域の経済文化で中心で

あった市又は町を核として、他の町がそれに吸収されて新たな市が生まれたので

なく、人口が６千人から15千人程度の６町が文字通り対等合併したものである。

市長公室等の企画財政部門と議会は、峰山町の役場を庁舎にして置かれ、その他

の部・教育委員会も他の旧町の役場を庁舎とし、分散配置が行われている。合併

前は、これらの地域は「奥丹３郡」（当時の京都府の地域ブロックの呼称として、

丹後地域の中でも奥丹後地域と呼ばれ、中郡、竹野郡、熊野郡から成っていた）

と呼ばれており、京都府の中では、この呼称の下で、一つのブロックとして扱わ

れていた。ちなみに、京都府の地方支分部局は、この地域を一括して所掌する組

織が設置されることが通例となっていた。

この地域を特徴付けてきたものは、日本のちりめん白生地の約７割の生産シェ
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アを誇ってきた丹後ちりめんの生産で、６町ともその基盤的産業はちりめん白生

地を織る機業の存在である。主として農家を含め家内工業形態で生産が行われ、

多くの零細な事業所による産業が形成され、産業従事者の４割以上が機業を中心

とした製造業従事者であった。戦後復興、所得水準の向上によって消費が伸びて

いた着物への需要が高度経済成長期の後半から陰りが見られるようになり、しか

も、新興国からの輸入物との競争が激しくなり、国産の着物メーカーも生産を海

外で行うようになってきた。これによって、昭和48年をピークにちりめん白生地

生産が減少し、現在ではピークの５％程度まで激減しており、地域を支える産業

としての地位は失われている。一方、ピーク時には、機業の兼業事業所の32％が

農業兼業で、農家に機業が浸透していたことの反映である。この過程で、この地

域の農業は、水稲の単作が進行し、果樹生産が行われていた砂丘地帯を除き、畑

作がほとんど見られなくなっていた。

機業の減退に対応し、地域の振興策として、京都府、地域市町村で構想され、

実施されたのは集落周辺に広範に広がる里山を対象とした国営農地開発であった。

当初計画に比べ３分の１程度に縮小されたものの、約560億円を投じ、昭和58年度

から平成14年度の期間をかけて、約700haの農地が造成された。そこでの農業経営

が軌道に乗るためには、一からの土作りのための土壌改良、それに資する作物の

導入等の基礎的な作業が必要とされたが、何よりも水田の単作経営が進行する中

で、このような造成したばかりの土地で本格的な畑作経営を行う人材の確保が課

題であった。

完了後概ね５年を経過した国営土地改良事業についての事後評価が、丹後国営

農地開発事業についても、平成20年度に、近畿農政局において、実施されている。

第３者委員会によって現地調査が行われているが、その調査対象農家の一つとし

て梅本氏が選定されている。梅本氏に関して、紹介資料によれば、「市の支援及び

公社（京都府農地管理公社）の土地利用制度により借地が容易であったため丹後

地に入植を決定した。当地域でのＩターン入植者の先駆けであり、梅本さんに続

き６名の方が入植している」旨紹介している。

梅本氏のお名前や社会的活動の状況はかねがね存知上げていたが、直接お会い

してお話させて頂いたのは、解題者が市の依頼によって、平成31年３月に京丹後

市農業経営者会議総会で講演する機会があり、その後の懇親会の場であった。解
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題者の高校の同級生の姪御さんのご主人（大場さん）が、Ｉターンで梅本氏と同

じ同市弥栄町黒部で有機農業生産を開始されており、経営の開始に当たって梅本

氏の指導を受けたということも聞いていた。総会の場では、学校給食活動の責任

者として報告されていた。

31年度に入って講演会の実施計画を日本農業研究所研究員で相談していた際、

私から梅本氏にお願いすることを提案し、了承を得て、梅本氏にお願いすること

になった。その過程で、講演をお願いする理由について、要旨次のとおり梅本氏

に送らせて頂いた。

『日本農業研究所の調査研究として、京丹後市を対象として地域農業事情に関

する研究を行っており、この一環で梅本さんのチャレンジを知ることができまし

た。行政の経験上も、産業組織論の理論上も、他人が試みていない分野に進出し、

差別化商品を市場に供給することのメリットを指摘することは容易ですが、有機

農法だけに品質が安定し、市場から信頼され、安定した販路を確保するには、そ

の上一定のボリュームが不可欠であることを考えれば、お一人でスタートされ今

日まで来られたのは驚異です。

しかも、神奈川県ご出身の方が、丹後という湿潤で冬雪が降り必ずしも天候に

恵まれず、但馬のように神戸生協と結びついた減農薬減肥料生産の伝統と支援体

制がない地で、有機農業の種を蒔かれ、着実に地歩を確かなものにされているこ

とは、地域にとって貢献だと思います。私は有機農業の技術的問題はよくわかり

ませんが、高速自動車道の延伸によって京阪神がより近くなり、有機農法によっ

て栽培された農産物に価値を見出す人が多く賦存する市場へのアクセスがより容

易になることや持続可能の開発目標（SDGs）の定着化を考えれば、奥丹後の農業

の今後の可能性を期待させるものとして考えています。是非、梅本さんの試みを

広く知って貰いたいと思っています。

日本は少子高齢化が進み、津々浦々で人不足が深刻化しています。その中で、

有機農業というのは、若い人にとって生き方とも結びついて、関心を向ける部門

と思います。梅本さんは塾生として受け入れ、就業を手伝いし、彼らに夢を与え

ようとされています。彼らが増えること、ネットワークが広がっていくことによ

って、その外部性が生まれ有機農業の生産者の経営基盤の安定にプラスになりま

す。梅本さんの取組みは慧眼があるものです。

－ 117 －



- 4 -

そして、梅本さんは、他の分野の生産者と積極的に交流され、食育活動を担わ

れておられます。これまでの経営の歩みや試みをお話しして頂ければ、貴重な情

報の提供になると思います。』

私の期待以上の内容のあるお話をして頂いたと思っている。梅本氏の活動が、

京丹後市の地域・農業に、他の地域にない個性を与えるものとして、今後ますま

す発展していくことを期待したい。
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司会（田家） 本日の、日本農業研究所第３回講演会には、講師として、京

都府の最北端にございます京丹後市の梅本農場の経営者である梅本修氏にお越

いただいています。自己紹介があろうと思いますので、多くを申し上げません

が、講演をお願いした者として私からも梅本さんについて少しお話したいと思

います。京丹後市を含む丹後では、昭和の終わりから平成の初めにかけまして

国営農地開発事業が行われ、約600haの農地が造成されました。ちょうどその

ころにＩターンとして梅本さんは入植されまして、それ以降、京丹後市におき

まして、仲間を育てながら、一から今日の有機農業経営を確立されております。

地域を代表する生産者として活躍されております。また、食育活動も中心とな

って、他の生産者とともに熱心に取り組んでおられます。地域の皆様からは、

梅本さんの経営は食・農に志を持つ若い農業者を育てるとともに、京丹後市の

農業に新たな個性（ブランド）をもたらすものとして期待されております。実

は、私は、京丹後市の出身でございまして、梅本さんの取り組みをできるだけ

多くの方に知っていただきたいと思っております。

本日の講演会は、梅本さんの講演を１時間程度お願いして、その質疑を入れ

て全体で２時間予定させていただきます。本日の解題は私が行うことにしてい

ます。恒例によりまして質疑の皮切りは解題者である私に行なわせていただき、

その後、会場の皆さんからお受けすることにしたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。（別添資料１：パワーポイント「私の農業経営～人

を育てる有機農業の実践～」、資料２：梅本農場「月刊てんとうむし」、資料

３：京丹後市農業経営者会議学校給食に関する小委員会「京丹後市長への提

言」）

Ⅰ 講 演

梅本 皆さん、こんにちは。京都府の京丹後市から参りました梅本と申しま

す。

今日、本当に暑くて、ちょっとびっくりしているのですけれども、丹後半島、

一番北側で、割と、季節的に南風が吹くとフェーン現象が起きて、東京と同じ
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ように暑くなることが多いんですね。昨日、一昨日も、実を言うと京丹後でも

35度、最低温度でも30度を超えるという、９月に入ってこんなに暑いのはおか

しいなと、こんなことは初めてじゃないかなというような気候が続いています。

太平洋側のほうが涼しいのではないかと思って期待していたんですけれども、

こっちも暑いです。

実際に、人間もくたばるということは、野菜も非常につらい状況です。本来

でしたら、私、いろいろな野菜をつくっているのですけれども、ナス、トマト

といった夏野菜というのは、あんまり暑いのは得意ではないんですよね。９月

の今ごろになるとちょっと落ち着いてきて元気が戻るのですけれども、この暑

さなので、やっぱり相変わらずちょっとつらい状況になっています。

なぜこういう状況、暑い日が続くのかというと、いろいろと、地球温暖化だ

とか、そういう影響がかなりあると思います。私も、農業という自然の恵みを

受けて生計を立てている人間としては、いわゆる地球温暖化の問題ですが、色

々考えさせられます。有機農業という、ただ単に野菜を自然の摂理の中で育て

るというだけではなくて、今、人間が直面している課題、皆さんというか、一

般の社会人にとっては、暑いだとか、過ごしにくいだとか、来年東京オリンピ

ックをどうにかしないといけないとかいう問題かもしれないですけれども、我

々農家にとっては本当に切実で、野菜ができなくなる、いいのができなくなる

という問題があるので、これはもう本当に、農業という問題に止まることなく

て、自然に対する考え方をいま一度見直さないといけないということで取り組

んでいます。

写真（資料ⅠのパワーポイントのⅠ頁）に出ているこれは、私と、あと研修

生と家族なのですけれども、彼らと一緒に今、ただ単に野菜づくりではなくて、

研修生に対しては、私よりずっと若いですからね、20代、30代ですから、これ

から、日本というより地球の将来を考えていかないといけない人間にとって、

そういうことを伝えながら今やっております。

まず自己紹介をしながら、話を進めていきたいと思います。

私は、今、京都府の京丹後市に在住して、1963年生まれの55歳です。家族は、

妻と長男、長女、次男、年齢が長女と次男は同じなのですけれども、これは双

子なんです。二卵性の双子で、あと柴犬１匹と暮らしております（２頁）。
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経営の概況（３頁）ですけれども、露地野菜を3.5ha、その内数ですが、ビ

ニールハウスが全部で27a、８棟やっております。

労働力というのは、私と研修生が現在４名、それからパートの女性が２名、

あと、忙しいときは、高校生あるいは大学生のアルバイトが常時集まってきま

す。またこれも後ほどにつながりますけれども、実を言いますと、研修生は現

在４名ですけれども、実際には他の多くの方の依頼をお断りしている状況です。

希望者をどうしてあげたらいいのか悩んでいるところです。要は、有機農業を

学びたいだとか、自然とともに暮らしをしたいという若者が非常に増えていま

す。彼らが続々と来る中で、彼らはただ単に、ただ働きだとか勉強のためにと

いうわけではなくて、やっぱり暮らしていかないといけないので、給料も払っ

ていかないといけない。そういう状況で、現在は４名に抑えている状況です。

有機野菜を年間150種類ぐらい、ほぼ全ての野菜を栽培しております。主な

野菜としては、そこに書かれているとおりです。2018年の売り上げとしては約

2,500万円で、過去を振り返ってみると、毎年毎年、ちょっとずつ微増ですね。

100万円ずつぐらい毎年増えている形で動いております。

主な出荷先としては、オーガニック専門の小売業60％、あとは直接消費者へ

の野菜セットが30％、地元の学校給食・その他が10％であります。出荷形態は、

おまかせ野菜セットがほとんどを占めていますが、オーガニック専門の小売店

にも野菜セットとして販売を中心に行っております。単品出荷が20％です。

次に、私のこれまでのいきさつを話したいと思います。

今現在の有機農業に対する考え方が、これまでの経歴にしっかり含まれてい

ますので、ちょっと時間をかけて説明させていただきたいと思います。ここ20

年ほどの経歴を話した後に、現在の農業のあり方、有機農業のあり方、そして

研修生を育てるということ、あと、京丹後市で今、学校給食の地産地消化とい

うことにかなり力を入れて進めております。そのことについて話をしていきた

いと思います。

まずは経歴です（４頁）。1987年３月に神戸大学農学部農芸化学科を卒業し、

同年、日清食品株式会社に入社しました。最初は、京都営業所で６年間、日清

食品の商品を販売することを行っていました。そして、1987年から６年間です

から、1993年ごろ、東京に転勤になりまして、宣伝部のほうに配属になりまし
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た。ちょうどそのころに長男が産まれたんですけれども、やっぱり子供が産ま

れたことをきっかけに食に対することに非常に興味を持つようになりました。

それまでは、やっぱり私も食べることが大好きです。皆さんも食べることは

大好きだと思うのですけれども、何の矛盾も考えずに、いわゆるカップヌード

ルだとか、チキンラーメンだとか、インスタント食品を販売していたのですけ

れども、決してそういうものが悪いという問題ではないですが。宣伝部に配属

になったときに、それまで私はどちらかというと、農学部、理系の人間で、い

わゆる経営だとかマーケティングのことはさっぱりわからなかったですね。宣

伝部に入ったときに、会社のほうから「おい、梅本、宣伝部ってこれからどう

やって打っていくか、そして非常に戦略的に重要な部署だから、わからないん

だったら、１ヵ月間の集中講座があるので行ってこい」ということで、会社の

ほうから、ちょっと忘れましたけれども、どこかの大学のほうに行きまして、

１ヵ月間集中講座を、ほとんど合宿状態で勉強してまいりました。その中で、

どうやったらいわゆる商品を皆さんの手元に、心に響くことができるかという

勉強をしてまいりました。

その中で、講師の方がおっしゃったのが今でも非常に残っているのですけれ

ども、食品は高校生をターゲットにしなさいということをおっしゃいました。

なぜ高校生をターゲットにするかというと、人間というのは、食に関する記憶

が２回あるそうです。１回目というのは、幼いころに食べたもの。いわゆるお

ふくろの味。そして、２回目というのは、初めて自分の力で買って食べたもの、

あるいは手にして食べたもの。その味を絶対忘れないそうなんですよね。いわ

ゆるおふくろの味というのは家庭で育つものですから、会社、いわゆるメーカ

ーというのはどうにもすることはできません。ただし、高校生というのは、大

体子供たちというのは、中学校までは途中、クラブの、学校の終わりに買い食

いすることもできませんし、アルバイトもできませんし、小遣いもないから、

ほとんどが親が与えた食べ物、あるいは学校給食で過ごしています。高校生に

なると、初めて自分で買い食いすることができるようになる。そのときに、自

分の小遣い、自分のお金で、自分でコンビニストアに入って初めて選んだもの

というのは、２回目の記憶として一生残ると。だから、食品というのは高校生

をターゲットにすれば、高校生の心にがっちり組み込めば、将来大人になった
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ときにずっと食べ続けるし、そしてそれがやがて親となったときに子供に普通

に食べさせると。ああ、なるほどな、すごいなということで、私は感心して、

もちろん会社に戻ってからそのことを活用して宣伝の仕事に生かしてまいった

のですけれども、子供が、長男が産まれたときに、果たしてこれでいいのかな

と、それでいいのかなと悩みを持ちまして、ちょっと会社をやめようという気

分になりました。

食といえばやっぱり農業が基本であると考えまして、当時、新規就農ガイド

センターというところに相談に行き、1997年２月に日清食品を退社しまして、

その３月、当時は竹野郡弥栄町でしたけれども、そこに就農いたしました。

当時は、弥栄町も農業・農村地域なのですが、農村地域とはいえ、いろいろ

な野菜を育てられるわけではなくて、地域ごとに特殊な野菜、特殊というか、

地域の特性の野菜ですよね、つくっておりました。当時はＪＴとの契約の葉タ

バコ、それから漬物用のダイコン、大カブラ、そして青果用の甘藷を弥栄町と

しては推進しておりましたので、私もそれと同じように栽培を始めました。

当初は1.5haから開始しまして、４年後には９haまで拡大をいたしました。

先ほど話にあったこれが、丹後国営農地という大規模に開発された畑での営農

の開始です。

一応４年後には、９haまで拡大して順調にいったのですけれども、2003年、

京都市内で学校給食に輸入野菜が多用されているという現場を見まして、これ

で本当にいいのかなという気分になりました。というのは、ほとんどの農家が

そうなのですけれども、出荷用の野菜と我が家で食べる野菜とは別にしている

ところが多いんですよね。ほとんどそうなんですよね。出荷用の野菜というの

は、やっぱり規格があります。虫食いはだめです。ですから、農薬、化学肥料

をしっかり使ってやりますけれども、できれば家で食べる分というのは無農薬

でつくりたいということで、別にしてつくっていました。

京都市内で学校給食に輸入野菜が多用されることはびっくりしまして、ああ、

子供たちにこんなものを食べさせていいんだろうかと。輸入野菜というのは当

時は中国産の野菜だったのですけれどもね。今では中国産の野菜も非常にレベ

ルが上がって、中国産の有機農業は日本にも入ってきているのですけれども、

当時はまだまだ、ギョーザ事件が起きるような頃でしたから、中国産の野菜と
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いうのは危険な野菜という認識が非常にありました。

そういうものを子供たちに食べさせている現場に私は非常に驚き、同時に、

自分の子供には安心・安全な野菜を食べさせているけれども、出荷した野菜は

ひょっとしたら子供たちも食べるのではないかと。ひょっとしたら、日清食品

に勤めているときに、ほかの子供たちにはインスタント食品を食べろ食べろと

コマーシャルしていながら、自分の子供に食べさせていいのかなという疑問を

持ったことと同じことをやっているなという、自己矛盾といいますか、そこに

陥りまして、やっぱり子供たちに、我が子に食べさせたいものはどの子にも食

べさせるべきだという思いに至りまして、有機農業に切りかえました。

その後、2007年、有機ＪＡＳを取得し、2009年、最初の研修生を受け入れま

して、2010年、京丹後市農業経営者会議で学校給食に関する委員会（資料３参

照。以下「学校給食委員会」）を立ち上げ、現在に至ったわけなのですけれど

も、当然、有機農業に切りかえるとき、うまくいくわけありません。

まず、技術的に頼る人が近くにいませんでした。そして、つくったところで

販売先もありませんでした。でも、まず、学校給食に関して有機農業に切りか

えたということがありますから、最初に考えたのは地元の学校の給食に有機野

菜を届けたいということで、話に行きました。

まずぶち当たった壁というのは、価格の問題。それと、学校給食といえども、

余り地元産を活用していなくて、ほとんどが京都市内の市場から仕入れたもの

を使われていたので、全部配達をしないといけないという大変さ、労力の問題。

それと、もう一つが、自分の技術のなさですよね。学校給食に売るといいなが

ら、実際には予定どおりできたためしがない。散々でした。

まずはつくらないといけないということで、技術的な問題をクリアするため

に、京都市内の、当時京都大学の西村和雄先生という方が、今でも現役で農業

をされているのですけれども、有機農業塾を開催していましたので、そちらの

ほうで１年間勉強することにしました。当然１年間収入がなくなるわけですか

ら、帰ってきて、勉強してやったことというのは、ちょっと次の写真を見ても

らいたいと思います（７頁）。これですね。この部分ですね。これは畑が裸に

なっている部分なのですけれども、丹後国営農地というのは、山を切り開いて、

谷を埋めてつくった畑ですから、実を言うと、土というよりは、岩盤を砕いた
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状態。土質で言えば花崗岩質になりますから、真砂土なんですよね。いわゆる

栄養分が全くない状態の土です。そこに、要は土をつくっていかないといけな

いということで、これは河川敷の草を刈ってきて、大量に草を敷き詰めている

ところなんですよね。

これもそうです。集めてきた草を、このように人海戦術でばらまいています

（９頁）。これは落ち葉なのですけれども、落ち葉を集めてきて、このように

野菜の間に敷き詰めています（10頁）。

結局、技術的につまずいたところというのは、肥力が全くない国営農地で有

機農業をやろうと思ったところに間違いがあったということに気づきまして、

土をつくらないといけない。そのために、河川敷の草を集めて刈る、そして落

ち葉を山に入って集めるの、ほぼ毎日を３年ほど繰り返していました。どちら

かというと、周りからすると、あいつは何をやっているんだという目で見られ

ます。

そんなときに、2009年に最初の研修生が登場と書いた（４頁）のですけれど

も、緑のふるさと協力隊（編集注：「緑のふるさと協力隊」については、金井

久美子「若者育ては村育てー緑のふるさと協力隊」『農業研究』別冊第６号平

成30年度日本農業研究所講演録参照）で京丹後市にやってきた20歳の青年。彼

は東北大学教育学部を休学して京丹後市にやってきたのですけれども、その彼

がうちにやってきたんですよね。毎日毎日草を集めて、落ち葉を集めて、その

姿を見て感動したそうです。彼は教育学部で何を学んできたかというと、アフ

リカだとか東南アジア地域の貧困で自給的な暮らしができない人たちをどうや

ったら救うことができるかということを大学時代に学んでいたそうです。

基本的に、食べることができないということは、農業的に自立をしないとい

けない。ただ、貧困なので、肥料だとか農薬を買うお金もない。そういった地

域の人たちにできることというのは、自然の草だとか落ち葉を集めること。も

う自然界の落ち葉や草というのは無尽蔵にあります。そして、無料です。です

から、私も３年間、実を言うとこういうことを繰り返して土づくりを行ってい

たのですけれども、お金はかかっていないんですよね。それが貧困な地域でも

同様に行うことで、要は貧困の地域の食料生産につながるのではないかという

ことで、彼がうちにやってまいりました。
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彼は、緑のふるさと協力隊を卒業した後も、うちで研修生として残り、結局

２年間一緒に土づくりに励んでいくことになりました。私には学校給食に有機

野菜を使ってほしい、学校給食において有機野菜を使うことによって子供たち

がより元気に過ごしてくれるのではないかという思いがあり、彼は貧困地域の

農業をこの有機農業が救うという思いがありました。研修生第１号としての彼

と、ほとんど毎晩毎晩飲みながら、熱く議論を交わしながら土づくりをやった

のを覚えております。

写真に戻りますね（５頁）。これは最近の写真なのですけれども、これはキ

ュウリの栽培です。株本に落ち葉をまいてあるのですけれども、これがビニー

ルハウスの写真の様子です（６頁）。単作でなく、いろいろな野菜をつくるこ

とによって、多様性を豊かにして、お互いが助け合うということを目標にこの

ようなやり方をやっております。

これが先ほどの土づくりの写真ですね（７頁）。現場です。これが（８頁）、

栽培の基本。自然の仕組みを利用する、落ち葉集め、刈草集め。刈草を３年以

上積み上げて堆肥をつくり、10年以上かけてつくる、食べるのは一瞬というこ

とを書いています。東北大学生の20歳の彼と一緒に草をまいて、落ち葉を集め

て、土づくりをしていると、何て大変なことをやっているんだと、野菜はいつ

になったらできるんだと、やっぱり思うわけですよね。

でも、自然の摂理というのは、落ち葉がたくさん集められるような森ができ

るのには千年かかります。河川敷で草をたくさん集めてこられるような豊かな

河川敷ができ上がるのにも千年以上かかると言われています。その中から草だ

とか落ち葉を集めてきて畑にまく。そして、３年から10年かけて土づくりを行

う。そうしてようやく種まきができて、種をまいてから、早いものでしたらコ

マツナで１ヵ月、稲でも半年ほどかかります。長い野菜だと１年以上かかる野

菜もあります。でも、それが出荷して食べるときには一瞬でなくなるという。

結局、人間というのは、食べ物というのを食べているのですけれども、この

自然の摂理の中で考えると、途方もない時間、途方もない地球の自然の積み重

ねを食べて生きているんだなということを感じ取ることを、この草まき、落ち

葉まきの中で感じることができるようになってまいりました。これは（９頁）、

先ほどの草まきですね。これは（10頁）、落ち葉をまいている状況です。
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そういった中で現在に至るのですけれども、最初の研修生、東北大学生の20

歳の彼が２年間うちに来たのですけれども、相変わらず、草まき、落ち葉まき

をやっていました。今度は都会のほうから、ちょっと現代社会に疲れた子が迷

い込んだように来たんですよね。サラリーマンで疲れて、ノルマ、ノルマ、コ

スト削減、コスト削減ということで疲れてきた若い人が、私たちが落ち葉集め

をしている姿を見て、何とコストだとかノルマと全く関係ないところで生きて

いるんだということで感激して、そのまま２年間居つきました。その人は、別

のところへ出て、違う地域で勉強しているそうです。それが私のところに人が

集まってきたきっかけであります。

ここから、「人を育てる有機農業」ということで、有機農業を目指す若者へ

の応援、そして、学校給食を通じて子供たちの体・心を育てるという話にまい

りたいと思います。

研修生は、現在４名、33歳の男子、28歳の男子、27歳の女子、26歳の女子が

おります（12頁）。先ほど申しましたけれども、本当に非常に多くの若者たち

が有機農業をしたいということで来ていますけれども、現状４名で抑えており

ます。

１年目は基礎全般、２年目は担当をもたせる、これは好きな野菜の担当を持

たせています。完全に任せていますね。実を言うと、私の子供３人にも全部担

当を持たせております。高校生の次男はトウモロコシが大好きということで、

高校生なのですけれども、トウモロコシを今年は5,000本、全部自分で一から

やりました。

こういう形でやっているのですけれども、過去に研修生は、この10年間で25

名ほど受け入れております。短期研修、１年以下というのは50名以上いるかと

思います。地元で有機農業を開始した研修生は現在10名、そして実家へ帰って

有機農業として跡継ぎをしているのが６名おります。地域は、山形、広島、兵

庫、山口、北海道に行っております。

純粋にオーガニックを学びたい人もあれば、都会でのサラリーマン生活に疲

れたという人もいます。何を目的として生きていけばいいのかわからないとい

う若者が実を言うと非常に多くありまして、どちらかというとサラリーマン時

代に疲れて会社をやめたと。迷い込んできた。結局、先ほど言いました、コス
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トだとかノルマだとか全く関係ない暮らしをやっている有機農業に憧れてきた

というのが現状です。

実を言うと、コストだとかノルマだとかは全く関係ないと言いますが、私も

やっぱり経営主の端くれですから、当然コストだとかノルマというのは考えて

おります。一応売り上げは2,500万円を去年達成したのですけれども、今年の

売り上げ目標というのは3,000万円を目標にしております。一気にどーんと上

がっているのですけれども、ちょっとそれはからくりがあって、ハウスを増設

したりしますので。

それと、研修生を、去年まで２名に抑えていたんですね。研修生を１名雇う、

来るということは、研修生といえどももちろん給料を払わないといけません。

大体１人頭250万円ぐらいかかります。４人いると人件費だけで1,000万円要る

んですよね。となると、2,500万円の売り上げではとてもとても手元に残らな

くて、うちの子供に食べさせるものがない。学校のクラブの遠征に行かせる金

がない状況です。なので、3,000万円目標と決めて、それでやっております。

ですから、実を言うと、ノルマだとかコストだとか関係ないところに暮らして

と言いながら、アヒルのように、水の上では優雅に泳いでいるように見えます

が、足元は非常にバタバタしております。

この辺りのことを、研修生にもちゃんと知ってもらおうと思っているのです

けれども、やっぱり研修生というのは都会の生活に疲れて来た子がほとんどで

すから、なかなかそれを言い出すと、やっぱり自分が、またここでもノルマか、

またここでもコストか……というふうになります。それは極力隠すようにして、

では自分が将来、研修が終わって独立したときに、どういうふうにしたら自分

たちが食っていけるかというほうを考えさせることで、コストだとかノルマと

いう意識をつけようと思っています。

ですから、非常に、逆に言えば、従業員を雇っているほうがずばり言えるの

ですけどね。従業員であれば、『今の経営状態はこうだ。もっと効率よく仕事

が必要だ』だとか、『今月の目標まであとこれだけしないといけない』とか言

えるのですが、研修生というのは非常に難しくて、なかなかナイーブな面があ

るのがちょっと今大変なところなのですけれども。でも、ほとんどの研修生と

いうのは、これまでに10名が地元で実際に農業をやっているのを見てもわかる
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とおりなのですけれども、それなりに独立したら、やはりコストだとか、いわ

ゆる経営という面で頑張ってやってくれているような気がします。

研修生に常に伝えていることというのは（13頁）、これはもう技術的なこと

なのですけれども、野菜の声を聞きなさい、聞こえなければ、返事があるまで

しっかりしゃべりなさい、見えない根っこを想像してあげなさい、何をおいて

も観察ということです。

これは、私が落ち葉集め、草集めをひたすらやっているときに、やっぱり自

然界の中に入りますから、自然の摂理を知ろうと思って常に観察をしてまいり

ました。それが結果的に自分の有機農業の技術につながっていると思います。

まずは野菜を観察。そして自然界の観察。そして、見えない根っこを想像しな

さいと。

これは（13頁）、アスパラガスの写真なのですけれども、大体20cmの草丈が

あれば根っこは50cm伸びると言われています。大体２倍以上の根っこがあると

言われているんですよね。10ｍの木があれば、それは大地に30ｍ以上の根を伸

ばしていると。その根を想像してあげることが結果的に野菜に対する思いにつ

ながるということで、そういうことを常に伝えております。

例えばこの写真ですよね（14頁）。これは水菜とバッタなのですけれども、

一般の方には水菜を食べようとしているバッタにしか見えないかもしれませ

ん。でも、これ、よく見ると、バッタの足元には白い根っこがびっしり張って

いるんですよね。これは何かというと、実を言うと、水菜がバッタを食べてい

るんですよ。ちょっと想像できないかもしれませんけれども、このバッタは残

念ながらもう死んでいます。その死んだバッタを栄養として、本来根っことい

うのは地上に出てきません。でも、地上に出てきて、これだけバッタの栄養を

吸っているんですよね。それだけ植物の根っこ、植物というのは非常に能動的

であり、そして根っこというのは非常に力がある。こういうことを研修生に、

これを常に発見しなさいと。これを見なさいと。これを見てどう感じるかとい

うことを常に伝えております。

これですよね（15頁）。先ほどの続きです。人を笑わせたいなら、まず自分

が楽しく笑えと。人を幸せにしたいのならば、まず自分が幸せにならないと他

人を幸せにすることはできないよと。都会生活にくたびれた人たちというのは、
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自分を治さないと他人を幸せにすることはできないということを言っていまし

て、まずは癒されなさいということを中心にやっております。

そして、もう一つ伝えているのは、農業という仕事というのは食べ物をつく

っています。食べ物というのは、人々が食べて、体の血となり、肉となり、骨

となるものです。結局、その人々の健康と命をあずかる仕事であるということ

を常に伝えております。

そして、恩送りをしなさいと。これはもう、ちょっと私の理念でもあるので

すけれども、梅本にいろいろと世話になったり教えてもらったりしたことに対

して恩返しをする必要はありませんよと。同じように、お前たちのところに都

会から、あるいは農業をしたいと思ってきた若者が来たら、同じように教えて

あげなさいということを常に伝えております。

大体こういう形で研修生を今育てているのですけれども、実際に研修生が独

立して農業したときに一番困ることというのが、まず、農業というのは、トラ

クターなりビニールハウスなり農地なり、非常に資本がかかる、お金がかかる

ということ。そして、有機農業をやろうと思ったときには、私が当初ぶつかっ

た問題と同じなのですけれども、ちゃんとした販売のルートがない。市場があ

りません。そこでつまずきます。どうしてあげたらいいかというのが今後の私

の課題でもあります。彼らを技術的に、あるいは精神的に応援することで、研

修期間が終わった後、では自分たちが独立してどうやって経営をしていったら

いいか、どうやって資本を、トラクターと農地、ビニールハウスをどうやって

手に入れていったらいいかどうかということを今非常に私自身悩んでおりまし

て、ちょっと後で話をしますけれども、今後の展望ということで今考えている

ことがあります。ちょっとそれは後ほど紹介したいと思います。研修生に対し

て、今こういう形で、今若い人たちを育てているところです。

もう一つ力を入れているところが、学校給食です（16頁）。有機農業を始め

た私のきっかけというのは、学校給食にあります。ですから、地元の子供たち

の学校給食、有機野菜を食べてもらいたいということから発想しているのです

けれども、残念ながら配送コストの問題や学校給食用野菜の購入価格が非常に

安いという問題があります。

そのことよりも、有機野菜は生産が限られており学校給食に十分供給できな
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い現状にあることです。京丹後市では、毎日毎日6,000食消費されます。それ

を数少ない有機農家では賄うことはできません。地産地消ということはとって

も大切なことで、まず地産地消がクリアされているのかどうかということに私

は悩みまして、調べてみたところ、地産地消というのは、お米は100％京丹後

市産を使われているんですよね。今も当時も。その100％のお米も含めて、地

産地消率が30％というのが10年前でした。これはおかしいねということで、も

っと地元の野菜を子供たちに食べてもらおうということで農家に声がけをしま

して、７名の農家が集まって学校給食委員会というのを立ち上げました。これ

は、７名の農家と、行政関係者も一緒になった任意組織であります。

最初の年は、コシヒカリというのが当時は特Ａをずっととっていました。と

ころが京丹後市では、コシヒカリは地元産を使われているにもかかわらず、新

米が食べられないという。１年前のお米を食べているということもわかったの

で、せめて新米を食べてもらおうねと。そして、当時、サワラという魚が京都

府の京丹後市が漁獲高日本一になったということもありまして、では子供たち

にサワラを食べさせようということで、「新米コシヒカリとサワラの日」とい

うのを我々が考えて、教育委員会に提案して受けていただいて始まったのがき

っかけです。

次の年、2011年には、「まるごと京丹後食育の日」ということを提案して、

教育委員会に受けていただきまして、その日は全て京丹後産の給食です。そし

て、農家が子供たちと一緒に給食を食べるという、この姿がそうですね。交流

給食を今でも現在まで行っております。そして、１年に１回の「まるごと京丹

後食育の日」だったのですけれども、現在は、昨年からは毎月19日を「たんご

食の日」ということで、この日前後の１週間を京丹後産の野菜とお米の給食と

いうことで、現在では地産地消率が30％から60％にアップするようになってま

いりました。

これが（17頁）、交流給食の写真ですよね。これは（18頁）、平成26年のと

きなのですけれども、このような形で、「まるごと京丹後食育の日」というチ

ラシを学校側でつくっていただいて、子供たちに配ってもらっています。

この交流給食だけではなくて、子供たちに農業の現場を知ってもらうという

ことで、このように子供たちを収穫体験に招いたり、これは野菜のでき方の勉
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強ですよね。そういうことを今、毎年行っております（19頁）。これもそうで

すね（20、21、22頁）。子供たちの収穫体験の様子です。子供たちは非常に元

気がよくて、質問もいっぱい出てきます。

ここまでの学校給食委員会なのですけれども、このようにとんとん拍子にい

ったわけではありませんで、最初のうちは、実を言うと教育委員会に地元の子

供たちに地元の野菜を食べてほしいと話をしに行ったときには、もう教育長が

ちゃんと出てきていただいたのですけれども、『いいね』と言ってはくれるの

ですが具体的な話はなにもない。先ほど話もしました「新米コシヒカリとサワ

ラの日」、こういうのをやったらどうかと。「あっ、年に１回ぐらいだったら

やったらいいよ」と言っていただいたので、ちょっと戻りますが（17頁）、「新

米コシヒカリとサワラの日」を行いました。これは、学校現場の方々にはずい

ぶん協力していただきましたが、実際私たちで企画し実行しました

そうすると、変わったのは、子供たちが変わったんですよね。子供たちが「お

いしい」と。そして、子供たちが家へ帰って、「今日の給食に農家のおっちゃ

んが来たよ。米もおいしかったし、こんなメニューがすごかった」と親にしゃ

べるんですよね。そうすると、親は、学級懇談会で集まったときに、「この間、

子供がこんなことを言っていたんですよ。先生、ありがとうございました」っ

て言うんですよ。教育委員会は何もしなかったんですよ。農家に勝手にやった

らいいと。でも、親たちは、学校がやってくれたと。学校側が、「ありがとう

ございました」と言われたものだから、動かないといけない。

ということで、子供たちが変わり、親が変わり、そして学校現場が変わって、

ようやく教育委員会が最後に動いてくれました。教育委員会が動いてくれたお

かげで、この2018年、毎月19日を「たんご食の日」というふうに制定してもら

えるようになりました。それまでは、2011年から「まるごと京丹後食育の日」

ということで、これは我々農家と行政、そして学校現場だけ、ずっと毎年やっ

てまいりました。2018年になって、やっと教育委員会が、毎年毎年やらないと

いけないねということで動いてくれたのが現状であります。

これから、京丹後市の給食は、このように教育委員会が動いてくれたので、

これはますますよくなるだろうと考えているのですけれども、実を言うと問題

点がありまして、農家側がだんだんと疲れ始めているんですよね。10年間、な
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かなか、やってもやっても効果が見えない。その中で、７名の農家で始めたと

書いていますけれども、７名の農家のうち、今でも残っているのは３名だけで

す。あとはもうやめてしまったと。これだけ行政が動いてくれるのだったら効

果ないわと、もうやめるやめると言ったのが４名おりまして、そして新たに入

ってきたメンバーもおります。

新しく入ってきたメンバーというのは、やっぱり若い農家です。若い農家と

いうのは、ちょうど子供たちが、自分の子供がですよね、自分の子供が小学校

に入る時分です。我が子が食べる給食を、何で親である我々が、農家である我

々がつくっても出荷できないの、使ってもらえないのという意見、思いが積も

って、今では人間が随分変わっているのですけれども、学校給食委員会に対し

て非常に強い力になっています。

ただ、全体で言うと、この交流給食だとか「まるごと京丹後食育の日」、１

週間、「たんご食の日」というのは、７名の農家だけでやっているのではあり

ません。30名ほどの農家が協力し合って、地元の野菜を学校に毎朝届けていま

す。その30名の農家が、やっぱりだんだんと減ってきているんですよね。この

７名というのは、当然我々、思いを持った人間ですからやっているのですけれ

ども、ほかの20名近くの農家というのは、やっぱり自分の経営がある中で、ど

うやっていったらその中で学校給食に向き合って行くのか、ほとんどボランテ

ィアで、コストも合いません、そういった問題からだんだんと意識というか志

が薄れていっているのが、現状です。ですから、我々が最初に非常な強い思い

を持って動いてきて、なかなか動かなかった行政がようやく動いてきたところ

で農家が疲れてしまったというのが実際のところです。これも今後何とか解決

しないといけないというところなのですけれども、ちょっとスライドを前に行

きます。

24頁です。先ほど、有機農家が新しい有機農業を始めた、うちの卒業した研

修生が販売先に困っているということを言いました。学校給食現場では、現状、

なかなか農家が疲れ切ってしまってできないというところがあります。新しく

新規に始めた有機農家というのは、非常にお金の面で困っています。トラクタ

ーを買うのに、やっぱり何百万円かかりますからね。なかなか学校給食に食材

を卸すことがしんどくなってきています。ですから、これは個々の力ではどう
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しようもないので、組織化して、その中で、いわゆる組織化というのは個々の

経営の中で学校給食を出すのではなくて、内でもう法人化をして買い上げる。

その中で学校給食を出せないか、あるいは、彼らと一緒になってできないかと

いうことを、今、探っている最中です。そうすることで、地産地消だけでいっ

た学校給食が、知らず知らずのうちに給食の食材が有機の食材になっていくの

ではないかなということも目指しているんですよね。それがここ（24頁）に書

いてある「給食の地産地消から一歩進んで、オーガニック給食をすすめてゆく」

ということですね。

スライドを戻します（23頁）。子供たちに地産地消という形で学校給食委員

会を進めていたのですけれども、結果的に、数字で言えば、お米も含めた地産

地消率は30％が10年間で60％になってまいりました。数字だけの話ではなくて、

実を言うと、その中で変わってきたことがあるのですけれども、食にかかわる

仕事をしたいという子供たちが非常に増えてきています。高校を卒業して、ほ

とんどの子供たちは高校を卒業すると京都や大阪方面に出て、大学、専門学校

に進むのですけれども、今までは都会で就職してきた子供たちが丹後へ戻って

くる。そして、丹後へ戻ってきて農業したいという、非常に増えてきています。

先ほど、自己紹介のところで、大学生、高校生のアルバイトが時々来ている

んだという話をしましたけれども、その大学生、高校生のアルバイトというの

は、将来農業をしたいという思いのある子ばっかりなんですよね。さらに、跡

継ぎ・新規ともに20代の農家が非常に増えてきています。

そして、10年たちますから、当時中学校３年生、15歳だった子供たちは25歳

になっているんですよね。そろそろお父さん、お母さんになっている子供たち

です。子供が結婚して、子供が産まれたことをきっかけに丹後に帰ってきて、

食のことをもっと勉強したいという子供、子供というか、大人ですよね。今、

非常に増えてきて、この（23頁）右下の写真なのですけれども、これは10年前

に私が交流給食で子供たちに地元産の野菜の大切さをしゃべった子供が大人に

なって、赤ちゃんを産んで、あのときの話をもう一回聞かせてくださ

いということでお招きを受けて、話をしているところなんですよね。

地産地消のところで、行政がなかなか動いてくれなかったけれども、地元の

コシヒカリを食べて子供たちが変わったという話をしましたけれども、子供た
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ちが今どんどん変わっていると思うんです。研修生も含めてなのですけれども、

学校給食の地産地消化を進めるということは、ただ単に経済的な効果、そして

顔の見える生産者と消費者のつながりができるということ以上に、子供たちが

非常に変わってきて、地元への誇りだとか地域への愛情、食べ物を通じたこと

ができているのではないかということを、とても今痛感しています。

実を言うと、日清食品の宣伝部にいるときに、マーケティングの勉強で、食

べ物は２回の記憶が残るということを話しましたよね。おふくろの味と、そし

て高校生になって初めて自分でとってきたときの味。それと同じようなことが、

この学校給食委員会で地産地消を進めている上であるのではないかと。高校生

ではないのだけれども、中学校、小学校の給食を食べることで、地元というの

はこれだけおいしいものがあるんだと。やっぱり俺、私、地元へ帰って仕事を

したい、地元で暮らしをしたいという子供たちが今非常に増えているような気

がします。

お手元の資料（資料３）を、ちょっと見ていただけますか。これは学校給食

委員会を立ち上げて、市長に地産地消率をもっと上げてほしいということを要

望したときの市長に対して出した資料なのですけれども、ちょっとこれの最後

のページで、最後から２枚目のページを見ていただけますか。

これは、実際に子供たちが交流給食を通じて私たち農家に対して思いを手紙

にしてくれたことがあるんですよね。ちょっとそれを読ませてもらいます。２

行目からですね。「現在高校２年生の女子、彼女が弥栄中学３年生の卒業にあ

たって、こんな手紙を書いてくれました。要約します。『私はもうすぐ高校生

になります。それはそれでとっても楽しみなのですが、一つ残念なことがあり

ます。それは高校には給食がないことです。いままで９年間毎日ほんとうに美

味しい給食が食べられてとっても幸せだと感じています。そして、給食のこと

で新しく気づいたことがあります。それは、以前は美味しい給食は調理員さん

のおかげだと思っていたのですが、農家さんの話を聞いていっしょに給食を食

べて分かったことは、美味しい給食は地元の農家さんのおかげでもあるんだと

分かったことです。私は将来は京丹後で給食に関係する仕事に就きたいと思っ

ています。９年間ありがとうございました』」という手紙をいただきました。

彼女は今、大学生になっていまして、今でも交流があるのですけれども、栄養
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士になって学校給食のメニューづくりだとかの仕事をしたいということで、今、

栄養士を目指して大学で勉強中です。

それ以外にも、例えば次の行です。「現在大学生男子、３年前にサークル活

動で梅本農場に訪れてきました。話をしていると、「まるごと京丹後食育の日」

のことを覚えていてくれました。京都市内で主に学食で食事をまかなっている

けど、実家に帰ったときの食事がおいしくってたまらない。いままでは普通に

思っていたのだけど、こんなに美味しいのかと一人暮らしをして初めて分かっ

た。卒業したら地元へ帰って教師をしたい。と話をしてくれました」。彼は実

際に京丹後に帰ってきて、今、小学校の教師をやっております。小学校の教師

で、ちょうど右側にも子供たちが体験で来ているのですけれども、それが先生

となって、私のところに連絡が来て、子供たちをぜひ畑に案内させてほしいと

いうことで、今でも交流が続いております。

このように、本当に地元産の給食を食べるということが、ただ単に経済的な

こと、あるいは消費者と生産者の顔をつなぐだけではなくて、心に響くものが

あるのではないかと非常に思っております。本当に給食というのは、体を満た

すだけではなくて、心を育てるのではないかということを非常に痛感しておる

ので、今後もますますこれは力を入れてやっていきたいと思っております。

今後の展望なのですけれども（24頁）、より多くの人々、特に子育て世代に

向けたオーガニックを広げるために、オーガニック加工品の開発の展開を今考

えております。というのは、いろいろ私も悩みがありまして、野菜セットを80

％、ほとんど消費者に届けているのですけれども、非常に子育ての若い世代が

多いです。30代ぐらいですよね。30代、40代。その方から、毎週毎週届けるの

ですけれども、「ちょっと今週は休んでほしい」と言われるんですよね。よく

よく聞いてみると、やっぱり共働きの世代が多いので、料理する時間がない。

なので、野菜ではちょっと困ると。できれば、すぐ食べられる、子供のために

無添加、オーガニックのものを食べさせてあげたいねと。でも、どこを探して

もなかなかない。あっても高いという話をいっぱい聞きまして、じゃあうちで

つくってみるかと。そういうことをつくることによって、恐らく需要が伸びる

でしょうから、今、研修生が卒業して新規に有機農業を始めた彼らの野菜を買

い上げることができる。
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先ほども、技術的な面、心の面はサポートすることができても、なかなか経

営的な面でサポートすることができなかったですけれども、そういうことをト

ータルに考えれば、新しく有機農業を始める人たちの野菜を買ってあげて、そ

れを加工して、子供たち、子育て世代に届けてあげる。何てこれはうまくいく

んじゃないかということで、今、実を言うと、京都府の経営体育成事業という

のを活用しまして、今動いております。一応来年の５月に完成して、加工品を

販売する予定をしております。それが（24頁の）２行目に書いてある「新しく

有機農業を始める若者に技術や考え方だけでなく経営でのサポートができる」

ということですね。今、そういうことを考えております。

これは（25頁）、資料の最後に書いてある図なのですけれども、こういう形

でつながりができればいいのではないかということで考えております。

最後になりましたけれども（26頁）、本当に農業というのは「命と命をつな

ぐ仕事」だと私は思っています。命と命、一つの命というのは、食べる人の命、

そして、もう一つの命というのは、野菜であり、米であると思っています。い

ろいろな意味があると思います。ほかにも、研修生の命、そして地元の小学校、

中学生の命にもつながっていると思います。そして、後世の代になりますけれ

ども、子供たち、若者が変わっていけば、よりよい社会に変わっていくのでは

ないかというのが今の私の経営理念にあると思います。それが冒頭に話をした、

もっともっと地球規模で考えたときには、もっともっと人々が幸せで住みやす

い世の中、社会になっていってくれたらいいなということを日々願いながら、

子供たち、若者に対して勉強といいますか、毎日毎日教えたり、そして一緒に

ともに汗を流したりしている日々であります。

私の経営概況といいますか、有機農業を通じて人を育てるというテーマで話

をさせていただきました。どうもありがとうございました。（拍手）

Ⅱ 質 疑 応 答

(1) 田家 明氏の質問

田家 京丹後、私の出身地であり、私自身、いろいろな思いがあるマチなん

田家邦明
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ですが、今日お話をお聞きして、梅本さんのような志を持った人が外から来ら

れたことは、京丹後のためにも非常にプラスであったのではないかと、今さら

ながら思っております。

梅本さんにお尋ねしたいのは、有機農業というのは京丹後市の農業にとって

新しい形態だと思っております。いろいろ御苦労が多かったと思うのですが、

今後、京丹後市において有機農業の可能性はもっともっとあるとお思いでしょ

うかということをお尋ねしたいと思います。

梅本 今、私の研修卒業生が10名地元で農業をやっていると申しましたけれ

ども、それ以外にも、有機農業を京丹後市で頑張っている者が20名近くおりま

す。ほとんどが私と関係して農業を始めた──研修はしていないのですけれど

も、刺激されて有機農業に切りかえたという農家もいます。それと、やはり農

地があります。大消費地の京都、大阪があり、もう随分近くなりました。高速

道路で１時間半ぐらいで行けます。そういった中で、大消費地、京都、大阪、

やっぱり今、有機野菜、有機のお米、そして自然素材が今非常に求められてい

ますから、需要は非常に高いので、実を言うと供給が追いついていない状況な

んですよね。ですから、今後の可能性といえば、もう十分あると思うんですよ。

ただ、問題は、きっちり決まった流通組織がないのですから、どうしても宅

急便を使った個人での配送というのが中心になっていまして、佐川急便だとか

ヤマトだとか、今非常に値上げしていて、もう運賃の問題が非常に困っている

んですよね。

そこで、ちょっと先ほどもあったのですけれども、組織を立てて合同で、有

機農家同士が集まって出荷できないかということを今考えておりまして、それ

は京都府のほうも今非常に応援してくれていまして、あと農水省の有機農業の

関係のほうにも応援していただいて、「京都オーガニックアクション」という

ことで、農家と八百屋さんが集まる組織というのができているんですよね。そ

の流通も含めて、今後ますます展開が、逆に楽しみな状況です。

田家 今日は京都府関係者の人とか、農林水産省のほうからも有機農業担当

の方が来られていますので、きっと梅本さんのお話を聞いて、また頑張ってい

ただけるのではないかと思います。

なお、お話の中で、最初の研修生の方の話をされていましたが、昨年の８月
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に、緑のふるさとの協力隊を主宰されていた金井久美子氏のお話を聞きました。

本日、梅本さんからも、緑のふるさと協力隊員の話をお聞きし、金井氏がお話

されていたように、彼等の活動が派遣された地域の様々の動きに関わり、役に

立っていたのだと思いました。

(2) 西尾道德氏の質問

西尾 西尾と申します。物すごい、私から見ると無茶なことをされて、よく

ここまでたどり着かれた、すごい方だなと思いました。まず質問ですが、京丹

後市というのはコウノトリのところとは違うんですか。

梅本 コウノトリは、隣の豊岡市ですね。コウノトリは、同じように京丹後

にも飛んでまいります。

西尾 隣は、コウノトリのために有機農業が相当盛んではないですか。その

影響は全然ないんですか。

梅本 それが、何でないんでしょうね。隣の豊岡市では、本当に、西村いつ

き先生という普及員がすごい努力で、コウノトリのために無農薬のお米づくり

を広めたのですけれども、京丹後市では、「あっ、コウノトリがやってきた」

と喜んでいるだけで、なかなかそこにつながらないんですよね。不思議なこと

に。

西尾 結局、コウノトリにとって一番危険なのは農薬なので、その農薬を使

わない有機農業を地域全体として広めていかないと、コウノトリの広がりも先

が見えないわけでしょう。そうなったらば、何で隣の京丹後はそれに乗っから

ないのかなというのが不思議でしようがないんですね。

梅本 不思議ですね。僕もそう思います。

西尾 昔、農林水産省が、山の高い部分にある堆積岩をリッパーで砕いて、

石ころだらけの農地を造成した現場を見せられたことがあったんです。そうい

うようなところが京丹後の国営農地だったとすると、そこで有機農業をいきな

り始めるというのは、これはむちゃくちゃな話ですね。通常は、どうやって土

壌の地力を上げていくかというときに、ヨーロッパ方式であれば、牧草を植え

ますよね。それで、マメ科の牧草で、窒素固定で、地力を上げていく。牧草だ

けでは所得がえられないから、牛を入れて、それで有畜の耕種農業という形を
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とって、それで輪作をしていく。それを全部人力で刈り草を鋤き込んでやった

わけですから。これはもう、ちょっとショックでしたね。

こういったようなことをやっていくときに、日本の有機農業というのが、し

ばしば理念がない有機農業と言われています。これはFAOからも指摘されてい

ますが、かつて日本で、無農薬栽培とか、無化学肥料栽培だとか、有機栽培だ

とか、「有機農産物等に係る青果物等特別表示ガイドライン」をつくったわけ

ですね。それで消費者は、化学資材を使わなければ有機農業だというような考

えに流れてしまった。そして、有機農業を何のためにやるんだ，その意義は何

だということが記載されなかった。それに加えて、有機農業をやるなら、生産

者のためのもっと詳しい生産基準をつくらなければいけないのに、それをつく

っていない。例えば日本の生産基準だって、畑で輪作をやれとは書いていない。

これは、もうとんでもないことです。そういった理念のない有機農業の中で、

今お話を伺って、絶対これは伸ばしてほしいなと思う理念は、この給食という

のが一つの足がかりになっているのですけれども、地域での物質循環です。

国際的な有機農業の定義の中に「地域の物質循環を生かして」ということが

ありますが、化学肥材を使わないというだけで、輸入した油かすからつくった

油かす肥料だとか、輸入した魚の魚粉だとかを使って、自分のところの食料の

自給率がむちゃくちゃ低くて、輸入有機質資材を使って無化学肥料だと言って

いる。それは有機農業でしょうか。昔の有機農業というのは、自分でかなりの

食料を自給していて、その地域の中で、周辺の山々も含めて物質循環をしてい

た。そういった形で、学校給食を一つのコアに置いて、堆肥センターも設ける。

例えば、山形県の長井市が、家畜もいなくて糞もなく、堆肥をどうするかとい

ったときに、家庭の残飯を堆肥にして、地域の物質循環をさせていました。長

井の場合は厳密な有機ではないわけですが、有機の堆肥もつくることもやりな

がら、その地域の物質循環を入れ込むところまでやっていただけることを期待

します。

それから、もう一つは、有機農産物の品質のよさをもっと積極的にＰＲする

のがいいのではないかと思います。例えば、農薬を使っていないから、子供た

ちの体の中に農薬が入っていないというようなデータがきっちりあります。子

供のおしっこを分析して、それで有機の食材を食べている間はおしっこの中に
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農薬の残留物がほとんどない。慣行食品を食べると、法律で定められた範囲の

農薬を使っているのですが、それでも農薬が出てくる。

そういうのもありますし、それから品質面では、今盛んに言われる抗酸化物

質も重要です。これは、窒素をむちゃくちゃやったら激減してしまいます。。

有機質資材といえども、窒素を抑制的に使えば、収量は下がりますけれども抗

酸化物質が非常に増えて、いろいろな病気の抑制力が働くということもあるの

で、そういったことも宣伝しながら、人間もコウノトリも健康になれますよと、

市長をもう一回説得してほしいと思います。

梅本 ありがとうございます。ちょっと販売のほうのことをちゃんとしゃべ

っていなかったのですけれども、最初は技術的な問題があって売れなかった。

学校現場に持っていっても、コストの問題で売れなかったと。実を言うと、今、

野菜セットの販売というのは、実際ほとんど営業ってかけていないんですよね。

ほとんどが口コミで広がった、消費者の方が中心です。

最初のきっかけというのは、岐阜県のほうで、がんの患者さんたちが食事療

法をするという道場がありまして、そこの方から、その親戚の方の紹介だと思

うのですけれども、うちでこのように草だけでつくったニンジンがあるという

のを聞いて、ぜひそれを食べたいということで、毎週１人20kgだったかな、ち

ょっと覚えていませんけれども、毎週20kgのニンジンを食べるそうなんですよ。

それが、どうしてもニンジンがある季節、ない季節があるのですけれども、あ

る季節はずっと毎週毎週、200kgぐらい注文が来たんですよね。10名の方だっ

たと思うのですけれども。それが４年ぐらい続いて、ピタッと注文が来なくな

ったんですよ。ああ、ひょっとしてだめだったのかなと思ったりしたのですけ

れどもね。そして、注文が来なくなって半年後に、その方たちが突然うちにあ

らわれたんですね。「おかげさんで、がんが一個もなくなりました。もう奇跡

です」と言われて、もう本当にうれしくてうれしくてね。いやあ、もう亡くな

ったんかな、やっぱり無理だったんかなと思った人が、目の前に元気な姿で来

て、命の恩人と言われ、もうぼろぼろと涙が出た覚えがあるのですけれども。

本当にそれがきっかけで、その人たちが紹介してくれて、アトピーの人が食べ

たらアトピーが治っただとか、野菜嫌いの子供たちがうちの野菜だったら食べ

られると。それでずっと口コミで広がっていったんですよね。
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だから、無農薬、無肥料の野菜というのは、本当に抗酸化力が高くて、いわ

ゆる品質面で非常に高いというのはもう本当に実証済みであって、やっぱり医

療費というのは、国は今、ちょっと幾ら使われているのかわからないですけれ

ども、非常な金額を使っていますよね。それを、全部食材を──いわゆる生活

習慣病ですね。コンビニエンスストアだとかスーパーの惣菜を食べて、体中に

添加物だとかそういう化学物質をいっぱい取り入れている結果、病気になると

いうのが生活習慣病だと僕は認識しているのですけれども、それを、生活を改

善すれば全部治るわけですから、医療費もガクッと下がるし、なんていうこと

を思ったりするのですけれども、本当に品質というのは、がんの患者さんだと

かアトピーの子供たちが示しているので、絶対間違いないと思っています。

それと、この草なのですけれども（７頁）、これは実を言うと、道路とか河

川敷を国の事業で草刈りしますよね。それって以前は全部焼却場で燃やしてい

たらしいんですよね。そのことをちょっと知って、最初は草刈りで自分たちで

刈っていたんですよ。そうすると、その業者の人たちが「あんた、草欲しいん

か」と言われて持ってきてくれたのがきっかけで、そうすると、業者間の口コ

ミで、どんどん今、草がこのように大量に、これですよ。この草なんて、とて

もとても、幾ら研修生がいるとはいえ、こんな草を集めることはできません。

これは業者の方が今まで焼却処分していたものをこうやって持ってきたんです

よね。そうすると、何かまた業者間の間にうわさが広まって、京都府の南部に

木津川という大きな川があるのですけれども、木津川でも同じように河川敷を

草刈りする。その草を持ってきてくれるようになったんですよ。業者の方は「え

っ、何で木津川からうちまで持ってくるの」と。京都の一番南ですから、トラ

ックで３時間ぐらいかけて持ってくるんですよね。そうすると、そこの業者の

人は、地域の農家が誰も使ってくれないと。慣行栽培ばっかり、化学肥料ばっ

かりなので、草をまく余裕もないということで、そこの業者の人たちが、焼却

処分するとお金がかかるんですよね。３時間かけてトラックで運んできたほう

が──まあ、うちはただでもらえますから、そういうのがコストが安いそうな

んですよ。

そういう意味での地域循環がうまくできているのではないかなと思っていま

すし、落ち葉に関しては残念ながら自分たちで集めています。あと、京丹後市
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に久美浜地区というところがありまして、そこでは牡蠣の養殖が盛んなんです

よね。ちょっと写真にはないですけれども、その牡蠣の牡蠣殻、そういうのも

もらったりとか、あと、冬場はマツバガニ、間人ガニで有名なのですけれども、

その旅館で出た蟹の殻あるいは魚のアラなんかも、こういう草だとかに混ぜて

使ったりしていますし、逆に肥料代・農薬代がかからないので、人件的なコス

トは非常にかかりますけれども、そういう肥材的なコストは非常に安くできて

いると思っています。

(3) 小沢健二氏の質問

小澤 日本農業研究所の小澤です。梅本さん、どうもありがとうございまし

た。いろいろ感じるところがあるお話で、勉強になりました。

私が教えていただきたいのは二点です。一つは梅本さんたちの有機農業が地

域で面的な広がりを持つための経営基盤として重要なのは、販売・出荷体制を

恒常的にいかに構築するかだと思われます。先ほどのお話では、販売活動をほ

とんどなさらずに、口コミで自然に顧客さんが増え、そこに宅配を使って配送

するというのが現状と思われます。そこを、例えば生協、あるいは地元のスー

パーの中に開設されるような、こだわりのコーナーとか、いろいろなチャンネ

ルがあると考えられますが、そことの連携を作って販売出荷体制を作っていく

ことは考えられないか、ということです。口コミだけでは限界があると思いま

す。意欲的な生協とか、例えば関東では大地を守る会のような組織は、梅本さ

んたちのつくった野菜などに関心を持つのではないかとの感想を持ちます。こ

のため、梅本さんたちが新しい流通体系をつくっていく可能性をいかに追求さ

れるか、これが１点です。

もう一つは、今日強調されていた学校給食で、地産地消との考えのもとに学

校給食に貢献されていることと関係します。その際に、教育委員会は全く協力

してくれないとのお話でしたが、学校給食について事情を知りませんので、あ

まり的を射た質問にならないかと思いますが、学校給食運営委員会の運営を通

して、そこへの出荷を増やしていくことはできないかとのことです。多分、学

校給食も予算の問題がありますから、食材の単価などに制約されるため、梅本

さんたちは、全くボランティア的な形でつくった野菜を配送しているのではな
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いかと想定されます。そこを少し高い値段で引き取ってもらって、増やしてい

く余地が学校給食の場合には、運営委員会の運営と関係してないのだろうか、

とのことです。

多くの方々が最初は学校給食の食材として野菜を搬送するかたちで参加して

いたのが、くたびれていったということは、ボランティアに依存する度合いが

大きかったからと勝手に想像をしています。その学校給食をめぐる問題も教え

て下さい。

梅本 最初に、主な出荷先ですね。ここに書いてあるオーガニック専門小売

業というところなのですけれども、この60％のうち、うちの全売り上げの40％

ぐらいに当たるのですけれども、40％がAlter（オルター）という、生協みた

いな会員制のカタログ販売のお店なんですよね。そこはオーガニックにこだわ

った食品だとか日用品を扱っているところで、本社は大阪のほうにあるのです

けれども、一部東京にも展開しているところです。ちょうど大地を守る会と同

じような組織でやっています。そこにも野菜をセットで出しているのですけれ

ども、そういう形で出したり、今新しくクレヨンハウスという、それも大地を

守る会と同じような組織があるのですけれども、そこともおつき合いを始めた

りしていまして、一応うちの中で売り上げ2,500万円なのですけれども、3,000

万円を目標に、ちょっと、実を言うと営業をかけています。そういう形で。

ですから、なかなか口コミというのは絶対外れない、絶対長く続くのですけ

れども、なかなか急な増えというのは、広がりは見せられないのですけれども、

ちょっとずつそういう形で、生協に近いようなところで、生協みたいなところ

で営業をかけて、少しずつ売り上げを伸ばして、自分のところだけではなくて

本当に新規の農家の紹介にもつなげていっております。

「月刊てんとう虫畑だより」（資料２）というのをちょっとピックアップし

てお手元に配布してているのですけれども、そういうお便りを、手書きなんで

すけれども、お便りを常々野菜セットの中に入れて。今回は月刊だけなのです

けれども、実を言うと週刊というのもあります。毎週毎週、うちの野菜の宅配

のシステムが毎週月曜日に届く。あるいは、隔週で火曜日に届くと。そういう

ふうに、こっちはもう送り込みなんですよね。注文せずに、１年間通じて。そ

の中に、そういう野菜セットの中に常にお便りを入れて、野菜の状況だとか、
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あるいはこういう考え、こういう思いで有機農業をやっているんだということ

を常に伝えています。

ですから、このオルターだとかクレヨンハウスも含めてなのですけれども、

個人のお客さんから、時々、ちょっと傷んでいたよだとかというクレームはあ

るのですけれども、ほとんどないです。クレームがあるのは、お便りが入って

いなかったよという。そういうクレームがあって、次の週に先週の分を一緒に

混ぜたりしているので、そういう意味で本当に口コミの力の強さ。それと、や

っぱり大手とつながることによって、多くの有機農家への支援というのもあわ

せてやっているところです。

それと、次に給食のことなのですけれども、学校給食委員会なのですけれど

も、７名の農家のうち、４名がもうやめてしまったというのは、もう本当にお

っしゃるとおり、ボランティアに疲れたというところです。学校給食というの

は、京丹後市の場合は１食大体220円前後で決まっています。220円の中で、御

飯、おかず、魚、肉、牛乳、全部そろえないといけないので、野菜の単価って

非常に低いです。

その中で、しかも田舎の学校なので、全校生徒が60人とか、多くても200人

なんですよね。そこに配達しないといけない。場合によっては、もう今では合

併が進んだのですけれども、10年前は全校生徒が10人という学校があったんで

すよ。「ダイコン300g持ってきてくれ」と言われるんですよね。ダイコン１本

１kgありますよね。300gって、半分に切った残りの半分をどうするのと。でも、

やっぱりそれを持っていかないといけない。切らずに、丸々１本を「みんなで

食べて」と言って渡すのですけれども、請求できる金額というのは300g分の請

求です。もう、27円とかそんなんです。ダイコン１本、配達して27円。ですか

ら、どうしても、もうほぼボランティアに近いので、疲れてやめてしまったと

いう農家がだんだん増えてきています。

これが本当に課題なのですけれども、それをどうやって経営の中にうまく取

り入れるかというのが課題なのですけれども、正直それが今悩んでいて、組織

を立ち上げてやればいいのではないかだとか考えているのですけれども、どう

しても組織を立てようとなると集荷場の問題。それで、京丹後市には学校給食

のための集荷場だとか、そういうシステムをつくってほしいという要望は常に
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出しているのですが、なかなかそこまでは至っていない現状です。本当にこれ

は現状の悩みですよね。市会議員の方とずっと懇談は重ねています。

その中で、野菜というのは非常につらいのですけれども、お米はかなり改善

の余地があるんですよね。お米というのは、仮に農協に出荷した場合は、大体

玄米で今、30kgで6,000～7,000円なんですよね。学校現場で買い入れている価

格というのは１万3,000円なんですよ。ほぼほぼ倍に近いんですよね。その間

の流通というのは、本当に、皆さんプロなので御存じ──僕のほうがよくわか

らないのですけれども、農協があって、全農があって、米問屋さんがあって、

京都府学校給食会があって、初めて学校に届けられるらしいんですよ。その間、

実際ものが動いているかというと、伝票だけらしいんですよね。伝票の操作だ

けで6,500円のものが１万3,000円になると。だとしたら、直接農家が持ってい

ったら、その中間の段階で行けば、農家は今まで6,000円で農協に卸していた

ものを学校へ持っていけば１万円になるし、学校現場は京都府学校給食会から

仕入れていた１万3,500円のお米が１万円で仕入れられると。

これはうまくいくのではないかということで、いろいろと、京都府だとか、

市会議員とか教育委員会に図を模して、ちゃんと１年間にこれだけ使うんだよ

と。ざっと計算したら5,000万円ほど浮くんですよ。その5,000万円が京丹後市

から全部外へ出ているんですよね。それを中で回せば新しい雇用が生まれるし、

給食費の削減にもつながるのではないかということを話しているのですけれど

も、なかなか、もう何十年も続いてきた組織の動きというのは変えられないよ

うで、もし何かあったときにどうするんだよとか、クレームが起きたときにど

う対処するんだとか、水害で農家が持っていた米がなくなったらどうするんだ

とか、どうするんだ、どうするんだばっかりで、前に進まないのが現状です。

そんなことでよろしいでしょうか。

(4) 植村悌明氏の質問

植村 農林水産政策研究所の植村と申します。本日はありがとうございまし

た。

２点ほど教えていただきたいのですけれども、まず１点目は、研修生の方、

過去10年で25名受け入れておられるということなのですけれども、その研修生

－ 146 －



- 29 -

の方は大体どういうような形で、今４名の方、非常に若い方を受け入れられて

おられますが、過去も含め梅本さんのところで面倒を見られた25名はどういう

ふうな方が来られていたかということと、なぜ梅本さんのところに来られたの

か、ルートというんですか、そういうのを教えていただければというのが１点

目でございます。

２点目が、お話の中でありました、野菜を購入されるご家庭の方も、やっぱ

り皆さん忙しくされているので、なかなか毎週届けられた野菜を料理するのは

しんどいということで、梅本さんのところで加工品をつくられているというこ

となのですけれども、その加工品の中身というのは、このお配りいただいた資

料の23ページにありますように、例えばテリーヌであるとか、ケークサレであ

るとか、本当にすぐ食べられるものをこれからつくろうと考えてられているか、

ちょっと確認をさせていただければと思います。よろしくお願いします。

梅本 研修生は過去に25名、ほとんどが20代、30代です。中には40代も１名

いたのですけれども、その40代というのは東北の震災が起きて避難してきた家

族だったのですけれども、ほとんど全て20代、30代で、独身もいれば結婚して

家族というのも今おります。

まず、うちへ来た理由は、実を言うと、研修生は募集していないんですよ。

それも口コミというか、京丹後市に何か梅本というところがあるらしいよとい

うことで寄ってきたりとか、あと、京丹後市が都会からのＩターンの移住の、

今、ちょっとごめんなさい、名前を忘れましたが、移住支援センター的な組織

を立ち上げていまして、田舎暮らしを進めており、やっぱり田舎暮らしイコー

ル農業ということがあるので、そのセンターからこっちに来たというのもあり

ます。

あと、有機農業をしてみようというサイトが、ちょっと済みません、僕もは

っきり覚えていないのですけれども、日本有機農業研究会がつくっているサイ

トのところに登録して、そこから来たというのもいます。でも、ほとんどがそ

ういう口コミというか、突然が多いですね。本当に突然パッとあらわれて、そ

のまま居ついてしまったりだとか。その場合は、それはほとんどが独身ですね。

家族で来たというのは、移住支援のところを通じたりだとか、日本有機農業研

究会のサイトを通じてだとか、そういうのが多いと思います。
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もう一つは、加工品は、ポタージュ、ケークサレ、ドレッシングだとか、そ

ういうすぐ食べられるものがほとんどですね。ただ、やっぱり子育ての世代の

お母さんというのは、すぐ食べられるのにちょっと罪悪感があるらしいんです

よね。ちょっと手を加えたいと。なので、ポタージュなんかも、ベース、家庭

で生クリームだとか豆乳だとかを混ぜて温めて食べてくださいだとか、テリー

ヌなんかもベースであって、これにちょっと野菜を添えて食べてくださいだと

か、ちょっと手を加えて食べられるように工夫して、ちょっと罪悪感のないよ

うにしています。

(5) 八木宏典氏の質問

八木 日本農業研究所の八木と申します。本日は大変有益なお話をありがと

うございました。

梅本さんは日清にもおられたというものですから、有機農産物の加工販売に

ついて教えていただきたい点があります。私の知り合いに北関東の農業者がお

りまして、やはり有機農産物を作っていまして、去年レストランを新たに始め

ました。しかし、結局うまくいかなくて失敗してしまいました。

その理由を考えてみますと、去年は非常に高温で、うまく野菜の生産が予定

どおりいかなかったのではないかということと、レストランは毎日それぞれの

メニューの素材が必要ですから、毎日毎日定量の野菜が必要となる。しかし、

生産のほうがそれにうまく対応できなかったのではないかというのが一つで

す。

それから、もう一つは、レストランのほうは、最初は有機農産物の食品だと

いうことでお客さんがたくさん来てくださったそうですが、やはり価格面だと

思いますが、だんだんと客足が遠のいてきたというようなことで、そういう点

で利益が上がらなくなってきたということではないかと思います。

とくに価格面の問題では、お客さんのほうは、美味しくて、安全で、しかも

安ければいいということなのでしょうけれども、生産のほうでは価格や量のと

ころでうまく調整していかなければならない。生産サイドと加工販売サイドを

価格や量という面で調整するというのは、先ほど学校給食のところでも同じよ

うなお話がありましたけれども、大変難しいような感じもするのですが。その
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あたりを何かうまく調整する方法はないものなのでしょうか。今日のお話です

と、流通の組織化を図るということがありました。京都オーガニックアクショ

ンのように、生産サイドと需要サイドの１対１ではなくて、グループ対グルー

プでやればそういうミスマッチが調整できるということであると思いますが、

さらに何かヒントみたいなものがありましたら、教えていただければ幸いです。

梅本 コストに関しては非常に悩みの多いところで、うちの理念といいます

か、どうしてもやはり学校給食の現場というのがもう本当にベースになります。

子供たちに食べてもらうということがベースなので、お金持ちだけの野菜にし

たくないと。どうしても有機野菜というのは付加価値ということで、どちらか

というとちょっとお金に余裕のある方の野菜になりがちです。なので、やっぱ

り子育ての世代というのはどうしても共働きだとか、いろいろと金銭的に、で

もそこに食べさせたいということがあるので、非常に悩ましいところなのです

けれども、先ほどの流通をうまくやったりだとか、あと、品質のところで、品

質というのは、栄養価という問題というよりは、虫食いだとか大きさだとか、

そういうところの品質になるのですけれども、お便りを通じて消費者の方にこ

ういうことが起きたんですよと。あるいは、今回これだけしか採れません、あ

るいは、大きく育てましたということを常に書くようにしています。

ですから、例えば同じコマツナでも、「今週届いたコマツナは150gだったけ

れども、１ヵ月前は300gあったね」とか、今年は非常に夏場が厳しくて、キュ

ウリが、去年は300gで１パックだったのが、今年はキュウリが「ごめんなさい、

１本しか届けられません」だとか、常にお便りで書いています。それを消費者

の方が理解した上で、同じ価格で届けるようにしています。

逆に、たくさんとれた年というのは、コマツナが300g、キュウリが500g入っ

ていたりとかね。そのかわり、これだけたくさん届いたのだけれども、お便り

の中に、こういう食べ方をすれば、工夫をすれば、もっとおいしく、もっとい

ろいろなメニューができますよということを常に情報として載せています。で

すから、うちの場合、お客さん──収入はほとんど変わらないです。そういう

意味で。お客さん側にちょっとそれを負担していただいている形ですよね。不

作の年というのは。そのかわり、たくさん採れた年はたくさん食べていただく

だとか。
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例えば今日の出荷は、今日の顧客が50人いれば、今日とれたやつを50等分し

て出荷するという形になります。ちょっと変わった形なのですけれども、それ

もお便りを通じて、必ずわかっていただけるようにしているというのが一つの

工夫かなと思います。

今後、レストランだとかも──「農家レストラン」とも書いてあるのですけ

れども、比重としては非常に小さいです。怖いのをわかっています。レストラ

ンってやっぱりお客待ちなのでね。ですから、うちのほうもちょっとこれだけ

は絶対に力を入れないでおこうね。ただ、やっぱり、ある意味観光地ですから、

観光に来たお客さんに有機農業の野菜を食べるようなものをやめるというのは

大きな痛手になるかなと思って、ちょっとやろうかなというぐらいのつもりで

考えています。

あと、流通のコストのことなのですけれども、先ほど子供たちに食べさせる

ためにということで、ちょっと無理しているところもあります。まあ、あんま

り経営のことまで書いていないのですけれども、利益率は実を言うとそんなに

高くないです。前の2,500万円の売り上げのうち、1,000万円ほどが人件費です。

そしてさらに400万円ぐらいが配送料です。それからあと包装代、シールだと

か箱だとか、そういうのが年間に大体200万円ぐらいかかっています。となる

と、手元に残るのというのは300万円いくかいかないかです。研修生１人頭で

大体250万円払っているのに、経営主であるうち、５人なので、300万円しか手

に入らないということなのですけれども、それは工夫次第で、そんなに贅沢も

しなければ何とかいけるし、それよりもやっぱり研修生が育つことのほうが自

分にとっては夢であるし、地域の子供たちが「おっちゃん、俺、農業やりたい

んだ」だとか「給食おいしいんだ」ということが、やっぱりそれが誇りかなと。

かなり無理しています、それは。それがほかの農家にも同じ共通の思いをでき

る農家と、今７名残って続いている状況です。それが共有でない農家はやっぱ

りやめてしまってというのが現状ですね。それだけは、ちょっとどうしようも

ないかもしれないですね。

(6) 菊地敦子氏の質問

菊地 菊地と申します。公務人材開発協会というところに属しておりまして、
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こちらの団体との関係がちょっとあるものですから今日来させていただいたの

と、あと、私の親が弥栄町出身でございまして、その興味もあって伺いました。

学校給食でおいしい有機野菜をちゃんと食べてもらう、あるいはお米を食べ

てもらうことは、昔から天領だったんだと父はいつも自慢しておりましたので、

本当においしいお米ができるのだろうと思うんですが、そういうおいしい味を

ちゃんと子供に伝えるというのは、物すごく意義があることだと思います。日

本人の味覚は繊細だといいますけれども、そういうものを食べさせてもらって

いないとそれも育たないだろうという気もいたしますし、それがまた体にいい

ということをちゃんと理解していくという、まさしく食育そのものみたいな実

践をされているというので、大変感銘を受けました。

そうはいっても、やっぱり年収2,500万円で、研修生をあずかって回してお

られてという、経営上のご苦労に、日本でこれだけおいしいものができるのに、

ちょっと高いとそれが回っていかないということに私自身も大変歯がゆい思い

をしています。先日訪問した北海道の道の駅で、道の駅に農家さんが、小さな

スペースですけれども、それぞれの看板を掲げて自慢の野菜をちゃんと朝運ん

できて売っているという、それが非常に話題を呼んで、いいものがちゃんと出

ているというので、周りのいろいろな都市からも人が買いに来る道の駅になっ

ているという、そういうところがあったのですけれども、そういう何か、周り

から観光客の方が行って直に買えるような何か工夫というのはお考えになって

おられるのでしょうか。

梅本 ここに「直売所」と書いてあるのですけれども、まさしくそれをちょ

っと、観光客の方、それから地元の方にも野菜セットで配達とかをやっている

んですよね。でも、できれば地元の人も選びたい。こちらから、例えば「今週

は、ナスとキュウリとモロヘイヤとタマネギとジャガイモだよ」と渡すよりは、

いろいろな野菜の中で、「私、本当はナスが嫌いなんだよね」というお客さん

もおられます。だから、そういう意味で、やっぱり直売所というのは必要で、

いろいろな農家が持ち寄って、オーガニック、うちの場合は有機ということに

こだわって並べて、そこで買えるというのは今後の展開の中で考えております。

－ 151 －



- 34 -

(7) 岩堀修一氏の質問

岩堀 岩堀と申します。有機栽培の場合、病害虫駆除がすごく大変だろうと

思うのですが、根菜とか葉菜とか果菜でいろいろ違うかもしれないのですが、

その辺を教えていただきたいのですが。

梅本 基本的に肥料を入れないので、無肥料でいっています。やることは、

先ほど言った草を入れる土づくりをするということですから、人間で言えば、

メタボじゃない健康な野菜を育てているので、基本的には病気にならないです。

虫はやっぱり時々います。虫の場合は、技術的に黄色灯、黄色いランプが夜

ついていると蛾が交尾しなくて卵を産まないだとか、あるいは、物理的にネッ

トでかぶせるだとか、それ以外にも嫌なにおいのするお酢と焼酎にニンニクと

トウガラシを混ぜて、それを振りまいて虫を来ないようにさせたりだとか、あ

とフェロモントラップを使ったりだとか、その辺は結構技術的に、いろいろな

ことが今開発されているので、使っています。特に黄色灯はむちゃくちゃ効果

的で、あれはもう多用しています。

病気については、結局、１ヵ所に、例えばダイコンだったらダイコンばっか

りつくると病気がワーッと広がったりするのですけれども、ちょっと写真（６

頁）にもあったのですけれども、この列はキャベツ、この列はレタスだとか、

あるいはそれを混ぜたりすることによって、病気が出たとしても広がりがない

ように工夫をしております。病気でやられたというのは、ほとんど実はないん

ですよ。どちらかというと、虫が、例えばネットをしていたけれども、獣が入

ってネットをはがしてしまったと。その間に蛾の幼虫が卵を産みつけて、知ら

ぬ間にワーッとなくなっているとか、そういうときはあるのですけれども、そ

ういう獣にネットをとられたりだとか、風でネットが飛ばされたりだとか、そ

ういうことにならないようにきっちりしていれば、基本的に何とか回避できて

いる状況ですね。

本当に今、技術的にすごい上がっていて、有機農業のいろいろな情報がいろ

いろなところから入ってきたりするので、それを試してみたりだとか、あるい

は失敗例も非常に出ているので、その辺は割と、農家同士のネットワークとい

うのは有機農家では非常に強くあると思います。結構、慣行栽培の農家の人と

いうのは、社外秘だとかで、俺のところの工夫は絶対教えないというところが
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多いのですけれども、やっぱり有機農家というのはまだまだ技術的に発展途上

段階にあるので、お互いにいろいろな技術交換だとか助け合い、教え合いっこ

したりとかというのは今あるので、非常に助かっています。

(8) 大杉 立氏の質問

大杉 今日はどうもありがとうございます。大杉と申します。今、東京農業

大学のほうにおります。お聞きしていて、有機農業をうまく経営するには販路

の問題がありますけれども、その他にはやはりコストをどうにかしなくてはい

けないということがあるのかなと思います。先ほど富裕層相手ではないという

話もありました。一方で、学校給食という場で有機を広めていくというお考え

はすばらしいと思うのですけれども、それはかなり無理をされているというお

話で、セット販売でそれを補っておられるということだと思います。

つくり方も、草を入れ込んで土づくりをしっかりしておられるというお話し

でしたが、肥料はやらないということで収量はそう上がらないと思います。雑

草を取る手間もかかります。有機農産物のコストというのはこれから下げられ

る余地があるのか、技術をどうするかということも含めて、どういうふうにお

考えでしょうか。

梅本 結局、うちの場合、肥料を使わずにやっていますから、地力だけで野

菜を育てるということなので、先ほど草をまいたり落ち葉を集めたりというの

を毎年毎年繰り返していますから、実を言うと、当初が、一番最初がもうゼロ

ベースに近い、本当に真砂土の畑だったので、それからしたらずっと右肩上が

りで生産力は上がっているんですよね。

それと、もう一つが、うちの場合は規格というのはないんです。Ｌだとか２

ＬだとかＵとか規格はないので、一応全部出荷しています。漏れなく。よっぽ

ど虫食いでだめだとか、折れてしまったものははじいたりしているのですけれ

ども。ですから、トータルで言えば、総生産力はそんなに高くないかもしれな

いけれども、出荷できる野菜というのは、実を言うと慣行栽培で一番出荷して

いる人に比べるといいかなと思います。京丹後で国営農地という広いところで、

結構ダイコンとか育てている人が多いのですけれども、やっぱり出荷規格、大

きくなり過ぎて、もう３Ｌ、４Ｌになると値段がつかないからということで、
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もう放置されたダイコンがいっぱいあるんですよね。そういうものも全部うち

の場合は出荷していますので。同じ値段で安くせずに。だから、その辺でのコ

スト的なカバーはうまくできているのかなと思ったりしています。

先ほどちょっと、2,500万円という売り上げの話、その前が2,400万円、その

前が2,300万円なのですけれども、一度、京都府の方が来られて、有機農業の

経営調査というか、そういう指標をつくろうということで、うちで１年間ずっ

といろいろなことを調査に来られたことがあって、うちの野菜を同じ品質とし

て市場出荷した場合の値段、それとうちが今独自にやっている値段、それとイ

ンターネットで調べて一番高い値段──ありますよね、いろいろなところが出

している、ナチュラル何とかだとか、そういうところの。値段が一番高いとこ

ろに出荷した場合と、いろいろ計算してくれたことがありまして、それでいく

と、実を言うと、市場出荷した場合は1,800万円だったかな。当時はうちの売

上が2,200万円だった。それに対して1,800万円でした。一番高いところに標準

を合わせたら、4,000万円を超えたんですよ。だから、それだけ世の中という

のは、同じ野菜でも売り先によって全然値段が違うというのを、ちょっとその

とき驚いたのですけれども。だから、仮にうちは子育て世代を売り先として選

んでいるけれども、売り方や売り先にそんなにこだわりはなくて、いわゆるお

金持ちのためにターゲットにして野菜を売れば、相当経営的には安定できるな

と。何か、変なプライドがあって、なかなかそれができないだけなのかなと思

ったりしているのですけれども。市場出荷した場合だめというのは、いわゆる

３ＬとかＳとかＭはお金にならないから、結果的に値段が下がったというとこ

ろだと思います。

大杉 そういう意味では、ある程度の規模が必要かと思うのですが。

梅本 そうですね。

大杉 一番儲かる形を目指さないとしても、どれくらい農家としての規模が

必要でしょうか。

梅本 そうですね。いつも研修生に言っているのは、「今日一日の仕事が1,

000人の人を幸せにしたぞ」と。そういう話を彼らにしたりするのですけれど

も。だから、規模感というよりは、やっぱり自分の満足度をそれぞれに選ばせ

て、その満足度を達成するためには、お金も含めてですけれども、どれだけの
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規模が必要なんだよというふうにちょっとやり方をやっているのですけれど

も。となると、大体みんなが１haの農地、そしてハウスが２棟と、みんな大体

答えが出てきますね。それが多分、家族経営ができる有機農業の限界なのかな

と思ったりします。大体それをすると、売り上げで1,200万円ぐらい上げるこ

とができるかなと思ったり。

ただ、それはあくまでも少量多品目の話であって、例えばニンジンだけをつ

くるという形になると、また全然違ってくると思うんですよね。そのときだと、

うちが今3.5haあるのですけれども、多分ニンジンばっかりだったら１人で3.5

haできるかなと思っていますし、だとしたら、現状ではもっともっと面積を広

げていかないといけないだとか、ちょっとその辺の想定は考えています。

──了──
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三崎 政直京丹後市長殿 
農業経営者会議 学校給食に関する小委員会 

 
 
 
 

 
 
 

設立と私たちの思い。 
 
自然豊かな京丹後市で私たちは農業を営んでいます。美味しいお米や野菜・果物が生産でき

るこの環境は私たち農家の誇りでもあり、それは先人から受け継いできた大切なものでも

あります。その農産物はほとんどが京都や大阪などへ流通され、残念ながら地元で消費され

るのはそれほど多くはありませんでした。京丹後の将来を担う子供たちにもっと地元の農

産物を食べてもらいたい、との思いでこの委員会を立ち上げたのが今から７年前の平成２

２年３月のことです。当初の調べでは京丹後市内毎日約６０００食の給食の地元産率はお

米を含めて３割でした。国内の自給率が３９％であることを考えると相当低いと考えまし

た。そこでまずおこなった活動が特Ａコシヒカリの産地であることをもっと知ると同時に

感じてほしいと、『京丹後新米とサワラの日』の設定と実施でした。 
これが今日まで続く『まるごと京丹後食育の日』の始まりです。 
その後、回数を増やしての実施、教職員やＰＴＡへのアンケート、先進地視察（愛媛県今治

市・高知県南国市）、議員懇談会、給食調理現場視察、栄養教諭との懇談などを経て京丹後

市の給食の地産地消をすすめてきました。毎月１９日の食育週刊の取り組み（特別栽培米の

供給・地元野菜の供給）や地元産率のアップなどは活動の成果だと思ってます。 
地産地消をすすめること、それは顔のみえる農家と子供たちのつながりができる。その結

果、子供たちの給食の残食が減る、や、農家がより愛情をこめてより安全安心な農産物つく
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りに励むことにつながる。さらに農家は新たな流通の創出ということで経営の助けになる。

と一般には言われています。 
私たちが目指すものは、この一般論にとどまっていません。この学校給食の地産地消をすす

めることによって、子供たちがこんなに美味しい給食が食べられる、こんなに美味しい食材

が京丹後にはある、ということを知ること。食べ物に関する記憶というものはいつまでたっ

ても消えることはないと言われています。そしてそれが地元への誇りや郷土愛につながる

ということ。ほとんどの子供たちは高校を卒業すると都会へと出て行ってしまう現状があ

ります。しかし、地元への誇りや郷土愛を持った若者はいずれ京丹後へ帰って仕事がしたい、

という気持ちが芽生えているはずです。中には農業を目指したいという若者もでてくると

思います。 私たちが目指すものは地産地消を通じて子供たちにこの地元への誇りと郷土

愛を育てるというとです。 
 

 
 
 
今後の取り組みと目標 

 
〇今年もまるごと京丹後食育の日を１１月１５日に実施します。 
 
〇そして完全地産地消をすすめるにあたって、教育委員会と農政課と組んでモデル校を選

定中です。１月の一か月間、受発注配送業務を丹後王国愛菜館に委託して、モデル校で完

全京丹後産を実施する予定です。 
 
〇来年度は京丹後ならではの野菜を選定して給食メニューに取り入れてもらいます。 

例えば久美浜では黒豆やフルーツが特産、弥栄では聖護院大根や金時ニンジンが特産、丹

後では堀川ごぼうやブロッコリーが特産、など、地域ごとの特産を知ってもらえるような

給食メニュー食材を提案してゆきます。 
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最後に給食の美味しさが子供たちにどんな影響を与えるか、実例をお知らせしたいと思い

ます。 
 
〇現在大学１年生の女子２名が弥栄中学２年生のときに、職場体験授業にて梅本農場に来

ました。そのときになぜ、職場体験に農業を選んだ理由をきいてみると、 
『毎日食べている学校給食はとっても美味しくて、それがいつも楽しみに授業を受けて

います。私が大人になっら、やっぱりおいしい給食を子供たちに食べてもらいたくって、

栄養士になりたいと思っています。その食材である地元の野菜はどうやって作られてい

るのか、農家の人の思いや苦労を実際に知りたくてここを選びました。』 
彼女ら２名は今は栄養士になるために大学にて勉強中です。 

 
〇現在高校３年生の男子、梅本農場にてアルバイトをしています。彼は将来、農業をやりた

いとある大学農学部にむけて受験勉強をしています。そのきっかけは、まるごと京丹後食

育の日に農家の話をきいて農業に興味を持ったことだとはなしをしてくれました。 
 
〇現在高校２年生の女子、彼女が弥栄中学３年生の卒業にあたって、こんな手紙を書いてく

れました。要約『私はもうすぐ高校生になります。それはそれでとっても楽しみなのです

が、一つ残念なことがあります。それは高校には給食がないことです。いままで９年間毎

日ほんとうに美味しい給食が食べられてとっても幸せだと感じています。 
そして、給食のことで新しく気づいたことがあります。それは、以前は美味しい給食は調

理員さんのおかげだと思っていたのですが、農家さんの話を聞いていっしょに給食を食

べて分かったことは、おいしい給食は地元の農家さんのおかげでもあるんだと分かった

ことです。私は将来は京丹後で給食に関係する仕事に就きたいと思っています。９年間あ

りがとうございました。』 
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〇現在大学生男子、３年前にサークル活動で梅本農場に訪れてきました。話をしているとま

るごと京丹後食育の日のことを覚えてくれていました。京都市内で主に学食で食事をま

かなっているけど、家に帰ったときの食事がおいしくってたまらない。いままでは普通に

思っていたのだけど、こんなに美味しいのかと一人暮らしをして初めて分かった。卒業し

たら地元へ帰って教師をしたい。と話しをしてくれました。 
 
〇まるごと京丹後食育が始まる前のことですが、ある交流給食に私が招かれて子供たちに

農業の話をしたあといっしょに給食を食べました。そして食べ終わった後、６年生の男子

が近寄ってきて、『僕も農業できるかなあ、やってみたい。』と声をかけてきました。『お

っちゃんもがんばって農業やっているから美味しい野菜をみんなに食べてもらえるんだ、

誰でもできるぞ』と返事をしたと覚えています。その後、その彼は高校を卒業して兼業だ

けどお米つくりを行っています。 
 
 
京丹後市内の子供たちの数からしたらほんのわずかな事例かもしれませんが、私の知る限

りでは給食のおいしさと子供たちの将来の夢には大いに関連性があると思います。 
 
私たちがすすめている学校給食の地産地消を通じて願うこと、『地元への誇りと郷土愛』は

この例をみて分かる通りしっかりと浸透しています。 
 
京丹後の若年人口の流出は今後どうなっていくのかそれは私たちにはわかりません。でも

農家としてできることは、農業の魅力を子供たちに伝えることだと思います。それを最大限

発揮できるのは学校給食現場だと考えています。 
おいしい給食、そしてその背景にあるのは豊かな自然に囲まれた農業。『地元にはこんなに

美味しい野菜や米、魚や果物があるんだ』、という誇りと郷土愛はやがて高校を卒業してほ

とんどが都会にでてしまう若者にとって大きな心のよりどころであり続けるはずです。 
それが地元へ帰ってくるきっかけとなったり、将来の夢につながってゆくと強く感じてい

ます。  
まるで、鮭が生まれ育った川にさかのぼってゆくかのように。 
 

2017 年 8 月 28 日 
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