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1. 自己紹介 

千葉県南房総市出身 

国際協力学専攻所属 

趣味：吹奏楽、スポー
ツ観戦、旅行 

研究テーマ：意思決定
論(途上国及び国内に
おける森林管理、間伐
材利用) 

留学生のお子さんと 
(2010年11月撮影) 
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2. 本事業の概要 

1.様々な体験を行い、当麻町について知る 

2.外部者の視点をまちづくりに生かす 

3.当麻町との交流継続 

町内見学 

農業体験 

森林管理業務体験 

かたるべの森体験 等 
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3. 訪問日程 

3～9日 町内見学 

10,11,13,16～18
日 

農業体験(福山さん宅ほか) 

12,15日 森林管理業務体験 

19～23日 かたるべの森体験 

滞在期間：8月3日～27日 
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4-1. 町内見学 

小倉さん 

当麻町で初めてバラを
栽培 

品種の流行 

 

経営者としての視点 
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4-1. 町内見学 

郷土資料館 楢崎さん 

当麻町における開拓の
歴史 

明治時代以降の風習、
使用器具 
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4-1. 町内見学 

農協 育苗施設課   
大平さん 

栽培試験 

苗の販売 

エアレーション 

育苗における農家の負
担軽減 
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4-1. 町内見学 

農協 施設園芸課   
三浦さん 

でんすけすいか、菊、き
ゅうりの出荷及び選別 

各生産者の作業負担軽
減 
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4-1. 町内見学 

農協 米穀課           
大柳さん 

カントリーエレベーター
見学 

もみのまま低温貯蔵 

付加価値 
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4-1. 町内見学 

土地改良区             
小野寺さん 

当麻ダム/頭首工 

治水事業の重要性 
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4-1. 町内見学 

前当麻町議会議長             
森さん 

複合経営 

当麻町の農業 

戦後開拓 
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4-1. 町内見学 

高橋さん 

でんすけすいかと米を
生産 

でんすけすいかを始め
た経緯 

 

人のやっていないことを
やることの重要性(すい
か生産、商標登録等) 
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4-1. 町内見学 

樋田さん 

ピザハウス｢ココペリ｣経営 

当麻町に来るまでの経緯 

｢ココペリ｣での食、おいしさに対する考え方 
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4-1. 町内見学 

杉森さん 

農作業手伝い(落花生
定植の準備) 
戦後開拓の話 

農地を取得するまでの
経緯 
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4-1. 町内見学 

北島さん 

元竜麻の会のメンバー
の方々と、笹だんご作り
の体験 

北島さん宅で手芸 

お母さん方の地域活動
やご家族のご協力 
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4-2. 農業体験 

滞在先：福山さん宅 

宅配、生協及び有機農
協への出荷 

トマト、ナス、キュウリ、
ピーマン等を栽培 
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4-2. 農業体験 

収穫 

ナス、ピーマン、トマト、
ししとう等 

野菜の大きさ 

計量 

1週間の予定、忙しさ 

農業経営の大変さ 
技術の重要性 
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4-2. 農業体験 

宅配 

毎週水・土曜日 

旭川市近辺 

消費者との距離の近さ 
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4-2. 農業体験 

種を植える様子 



  21 

4-2. 農業体験 

収穫イベント＠福山さん宅 
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4-2. 農業体験 

料理 

生産者の野菜の味に対する認識 

料理をさせていただく・・・ 

管理作業 

日々の収穫作業との両立 

経営 

生産する野菜の品種などを自分たちで決めることの面
白さ 
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4-2. 農業体験 

平岡盛男さん宅(伊香牛3区) 
米、でんすけすいか、菊等を生産 

｢でんすけすいか｣のブランド力 

菊の生産を始めた経緯 
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4-2. 農業体験 

相馬さん宅 

果菜類等を生産 

宅配及び八百屋さんへ
の直接出荷 

相馬先生について 

当麻町に来た経緯 
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4-2. 農業体験 

岸本さん宅 

ブルーベリー、アスパラ
ガス等を生産 

当麻町に来た経緯 

地域活動 

転勤 
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4-2. 農業体験 

宮嶋さん宅 

米、でんすけすいか、菊
等を生産 

地域活動(農協青年部、
お母さん方の交流) 
子育て 

周囲の方々との関係構
築 
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4-2. 農業体験 

菊の芽取り 
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4-3. 森林管理業務体験 

森林組合の工場見学 

主に梱包材や集成材を生産 

付加価値をつける(cf.ラミナ生産) 

      ←カラマツの乾燥技術発達 

町営住宅への町内産木材の活用 

現場見学(伐倒) 
プロセッサ、ハーベスタ等の導入 

作業員の高齢化 
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4-3. 森林管理業務 

集材の様子 
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4-3. 森林管理業務体験 

町林務係の業務 

クマ出没地の確認 

施業後の現場見学 

間伐の標準地測量 

銘木市(広葉樹等の市
場)の見学 
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4-3. 森林管理業務体験 

調査の様子 
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4-4. 知的障害者授産施設が所有する 
    癒しの森｢かたるべの森｣体験 

 各作業グループに分かれての活動 

木工、織物、パン作成など 

火曜日の創作活動(絵画、陶芸など) 
FAT(Forest Activity Team)での活動 

1.自然体験(スキー、ツリークライミングなど) 
2.木材関連用品の生産(薪、木工製品など) 

今回の体験内容 

薪づくり 

施設見学 

カヌー など 
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4-4. かたるべの森体験 

作業の様子：薪割り 
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4-4. かたるべの森体験 

作業の様子：薪をしまう小屋作り 
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4-4. かたるべの森体験 

メンバーの製作風景＠かたるべ美術館 
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4-4. かたるべの森体験 

カヌー体験＠永山新川 

メンバーの活動 
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4-5. その他イベント等 

上川農業試験場｢農と
食の祭典｣での即売会 

でんすけすいか、メロ
ン、ミニトマト等を販売 

北海道の水稲等に関す
る展示 
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4-5. その他イベント等 

幡龍まつり見学 

千人踊りの練習、本番 

龍見学 

盆踊り参加 
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4-5. その他イベント等 

トマトジュース調理 
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5. 感想 

農業者の生活 

朝早く夜遅い 

長時間労働 

帰宅・ 
自由時間 

睡眠 

起床・支度 

学校 
(勉強・おしゃべり) 

アルバイト 

普段の1日の生活スケジュール 
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5. 感想 

若年層や新規就農者の多さ 

地域での結びつき 

周りは知り合いばかり 

人があたたかい 

地域イベントなどへの積極的な参加 

当麻町(北海道農村部)の現状と自分の認識のギャ
ップ 

農業経営のやりがい 

食べ物がおいしい(野菜、ジンギスカンなど) 
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5. 感想 

経営者としての側面 

新しい農作物の生産への挑戦 

商品のブランド化(農協) 
新たな販路の開拓(ex.宅配、店舗への直接出荷) 
多様な生産形態 

様々な主体のかかわりの重要性 



  43 

5. 感想：販路開拓 
消費者と生産者の距離 

直売所のメリットとデメリット 

自由な価格設定、タイムサ
ービス：道の駅やちよ(千葉
県) 
野菜だけでない、食料品や
物産品の販売所(ex.道の駅
に併設等)：かしわで(千葉
県) 
市街地での出張販売：ゆめ
市(静岡県) 
道の駅の機能拡大(ex.子供
が遊ぶスペースの充実) 
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5. 感想：販路開拓 

新たな流通経路の開拓 

旭川近辺の地元企業の社員食堂への出荷、直売会開
催及び他産業との連携、給食への利用 

 ⇒地域・産業振興にもつながる 

大学での直売会開催(東大) 
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5. 感想：販路開拓 

加工食品の製作 

ハネ品の多さ⇒有効活用し、収益増加 

レストランの設置 

イートイン(ジュース、ソフトクリーム等) 
お菓子などお土産品(ワイン、ドレッシング、漬物など) 
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5. 感想：今後 

冬にまた来ます！ 

スキー、木を見る など 

東京での活動があれば参加したいです 

友人たちと何か活動ができれば！ 




