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北海道大学大学院教育学研究院�
紀要　第１０７号　２００９年 ６ 月�

北海道大学大学院教育学研究科教育計画講座博士後期課程（社会教育研究グループ）�＊�
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食と農を軸にしたネットワークと地域づくり�

【要旨】食農教育は現代社会の食と農に関する状況を問い直す実践としてその意義が注目される。

さらに言えば「これからの生き方や社会・産業のあり方を問う学習であり，これらを問うことか

ら社会を作り出す主体を形成する一助を担う」ものであり，まさに地域づくりの主体形成に関わ

る学習なのである。しかしながら現在実施されている食農教育の多くはそのような学習とはなっ

ていない。地域づくりにつながるような食農教育とはどのようなものなのか。地場産物の豊富な

学校給食があり，町内では盛んに農業体験が実施され，さらに食と農を軸にしてネットワークを

構築し地域づくりを展開している北海道江別市の事例を分析し，その可能性と条件を考察した。

その結果，地域に根ざした幅広く豊かな関係の構築，農業資源の地域資源としての見直し，生活

や地域の振り返りの契機を含んだ実践の有無などがその条件として浮かび上がってきた。�

【キーワード】食農教育，食育，農業体験，ネットワーク，地域づくり�
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１．はじめに�

１．１．問題意識�

　食農教育は小中学校における総合的な学習の導入とともに注目を集め，現在全国各地でさ

まざまな形態をとりながら展開されている。その典型的なものとして，たとえば学校に設け

たプランターや花壇，小規模な畑で野菜を栽培して調理するもの，近隣の農家を訪れてその

田畑で田植えや収穫などの農業体験を行うもの，収穫したものでその地域に伝わる伝統的な

料理を作るものなどが挙げられる。近年指摘され続けている食の乱れや食と農の不透明な関

係性など，現代社会の食と農に関する状況を問い直す実践としてもその意義が注目される。�

　しかし，本来は社会的なものであるはずの食と農の課題を，現状の多くの食農教育はあま

りに限定的なものとして捉えてしまっている。それは多くの実践が「作って食べる」という

範囲にとどまっていることからも明らかである。また，取り扱う教材においても，関わる主

体においても限定的で，本来存在しているつながりを失っている。食も農も実際の社会や生

活の文脈の中で成り立っているが，その中から作物を作る部分と食べる部分だけを取り出し

つないでいるのである。それは限られた範囲の，生きた文脈からは切り離された食と農となる。

だが，問題の根本にあるのは食と農のつながりが失われたり見えづらくなっていることなの

であり，それを克服するためにあるはずの学習までもが関係を切断したうえに行われている
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のであれば，いつまでたっても課題は解決をみない。�

　このような限られた枠を超え，実際の社会や生活の関係の中で食や農を扱おうとすれば，

そこでは生活や生活が営まれている地域の課題を見逃すことはできなくなる。特に農という

ものが非常に身近に存在している地域においては，農や食は地域や日常の生活とは常に密接

に関わっている。筆者は，このように，本来の生きた関係の中で食と農について学習するこ

とは必然的に生活や地域を振り返ることにつながるはずであり，食農教育の実践が地域づく

りへと発展する可能性を持つものであると考える。さらに言えば，大森１は食農教育実践は「こ

れからの生き方や社会・産業のあり方を問う学習であり，これらを問うことから社会を作り

出す主体を形成する一助を担う」ものと述べるが，食農教育はまさに地域づくりの主体形成

に関わる学習なのである。�

　そのためには野村２の指摘するようにまず地域のさまざまな住民，つまり子どもや大人とい

った枠に限定されない住民が相互に食と農にかかわる学習に参加することが求められる。�

�

１．２．課題と方法�

　筆者はこれまでに北海道置戸町における給食を軸とした実践の分析を行なってきた。そこ

では「子どもに地元のおいしいものを食べさせたい」という共通した思いから学校給食にさ

まざまな住民が関わっており，地場産の野菜や地元でとれた牛乳を使ったアイスクリームな

どが提供され，食器には町の特産品となった木製食器が使われている。食材に加え器にも地

場産のものを豊富に使った，住民の協働による給食づくりは，一定の評価ができる実践である。

しかし当事者たちにはほとんどその意識はなく，加えて現段階においては地域と食がほとん

ど関連付けられていなかった。また個人的なつながりの範囲にとどまっているとも捉えられ，

個人の熱意によって大部分が支えられているということは継続性の面での危うさにつながり

かねない。�

　そこで，そのような枠を突破しより地域に根ざした食農教育の実践はいかにして可能なの

かを探ることを課題として設定する。それは地域づくりにつながる食農教育とはどんなもの

なのか，その可能性と条件を探ることである。�

　本論では北海道江別市における食育の実践に着目し，それらが地域づくり活動と結びつき

ながら展開していくようすを分析する。江別市は札幌に隣接していて研究機関も多く集まる

都市だが，一方には農地が広がっていて農業地帯としても機能している。そのため消費者と

生産者の距離が比較的近いという特性を持つ。そのような中で地場産物を豊富に使用した学

校給食が提供され，市内のあちこちで農業体験が実施されている。この江別市の実践に着目

した理由はまず，市の農業振興課を事務局として「江別市食育推進協議会」を発足させるなど，

食育を正面に掲げて積極的に食と農を結びつけた実践を市の取り組みとして行なおうとして

いることである。そこには生産者から行政関係者，地元企業までが加わっているのだが，そ

れらの主体がそれぞれに取り組んでいる実践が連携して行なわれていることがもうひとつの

理由である。�

　分析に当たっては，まず実践に関わる人々の間にどのような関係が構築されているのかを

第一の分析視点に据える。その際それらの関係がどのようなきっかけで築かれたのかにも着

目する。なぜならきっかけの部分が，対象とする個人や組織の実践を支える理念や関係の土

台となっていることが多いと考えるからである。第二に，人々がどのような思いで実践に関
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わっているのか明らかにする。これらを総合的に見ることが，ネットワークそのものの質を

解明していくことにつながると考えられるからである。�

　なお，調査は２００７年８月から２００８年９月の間に数回にわたり実施した。具体的には「江

別市食育推進協議会」メンバーを中心とした実践者，行政関係者，農協，市内小学校および

幼稚園の担当教員への直接の聞きとりを中心に行なった。その結果と調査先で得られた関係

資料を併せて分析を行なった。�

�
�

２．地域とのつながりが育む学校給食�

２．１．江別市概要�

　江別市は石狩平野の中央部に位置した人口約１２万の都市である。同市は大きく３つの地区

に分けられる。中心市街地として機能する江別地区，高度成長期に建てられた公営団地と大

学が多く集まる大麻地区，両地区に挟まれた野幌地区である。�

　札幌市に隣接し交通の便も良いことなどから就労人口約５万人のうち約半数が札幌で働く

など，ベッドタウンとして機能している。市内には４つの私立大学と道立教育研究所などの

研究機関が集まっており，研究都市しても発展してきた。�

　一方，市の北東部から北西部へと市街を貫流する石狩川が複数の支流河川と合流して肥沃

な土地が形成されている同市は，稲作を中心とした農業地帯でもある。近年はコメの転作が

すすめられ，小麦や野菜の栽培が盛んになっている。中でも小麦は２００１年に市内の作付面積

においてコメを抜いてトップに立つなど，道内有数の小麦産地としても知られるようになっ

ている（図１参照）。�

　また第二次産業においては，大手製紙会社の工場を中心にこれまで紙・パルプ産業が江別

市の工業を牽引してきたが，近年食品産業が伸びをみせ，その製品出荷額等総額は同市工業

の約３割を占めるまでになっている。歴史的には明治の中ごろから盛んになったレンガ造り

が有名であり，レンガのまちとしても知られている。�

図１　主要作物作付面積（２００５年）� 図２　地目別土地面積（２００６年）�
「２００７年江別市統計書」（江別市）より作成�
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図３　江別市学校給食における地場産野菜の割合の推移�
（江別市学校給食センター資料より作成）�

年�

２．２．地場産物を取り入れた江別市の学校給食�

２．２．１．江別市の給食の概要�

　江別市には現在１９の小学校と１０の中学校があり，毎日約１１０００食の給食を２つの給食セ

ンターで調理・配送している。�

　現在江別市の学校給食では約２０品目の地場産物が使用されている。その割合は年々増加し

ており，２０００年度には約２４％であったものが２００６年度には約５１％にまで達し，当初目標

としていた５０％を超えている（図３）。地場産の野菜を納入しているのは，ふれあいの里，

ナイスエコファーム，石狩農民組合，きらり（以上生産者団体），ＪＡ道央野幌支所の５団

体である。現在はふれあいの里が中心になっているが，天候の不具合等で予定していた量が

収穫できないときなどは農協に道内産を中心に納入してもらっている。地場産物の利用に当

たっては，毎年３月に給食センターが年間の利用計画を示し，それに応じて生産者が栽培品目・

収穫時期・数量を検討するしくみになっている。玉ねぎ，じゃがいも，にんじんなどは農薬

や化学肥料の使用を低減した契約栽培である。ズッキーニ，ヤーコンなど比較的新しく導入

した野菜については，給食センターの管理栄養士らによってメニューの研究が行われている。

なお，キャベツに関しては４年前から冬季においても地場産を使用できるようになっている

のだが，これは多くの野菜を納入している農家のＮ氏が，冬季間でもおいしい野菜を給食に

出せるようにと整備・確立した低温保管庫や雪中貯蔵技術のおかげである。農家は雪を使っ

た冷蔵庫の中にコンテナごと埋まったキャベツを，使用日にあわせてそのつど掘り起こし給

食センターまで持ってきてくれるのだという。余談ではあるが，雪の中で保存したキャベツ

は糖度が増しおいしくなると言われているのだそうだ。�

　野菜のほかにも地場産物が取り入れられている。たとえば米はほとんどが江別産で，牛乳

も年に数回市内にある牧場で生産されたものが提供される。江別では先述の通り小麦の生産

が盛んになっているが，学校給食でも１００％江別産の小麦を使ったパンやラーメン（「江別

小麦めん」，後述４．２．参照）が年に数回登場している。�
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　なお，規格等についてははじめに取り決めをしてある。価格についても，市場に出した場

合に見合うような価格を過去のデータから計算して設定しており，野菜保存のために必要な

保管場所の確保にかかるコストについても，年度初めに給食センターと農協，生産者の間で

価格協議を行い，上乗せした設定になっている。�

　地場産物の割合が高くなっている江別市の給食は，２００７年に東京で開催された「第２回学

校給食甲子園」において研究会特別賞を受賞している。このときの給食にももちろん野菜を

はじめパンの小麦粉や牛乳などの地場産物が豊富に使用されたのだが，それだけではなく，

市内の小学校の農業体験の中で栽培された大豆（後述３．３．参照）までもがメニューに使

用されていたことが高い評価につながったという。�

�

２．２．２．学校給食を支える地域のつながり�

　江別市の学校給食に地場産物が使われるようになったきっかけは，１９９８年ごろから市に「学

校給食に野菜を提供したい」という声が寄せられていたことだった。ちょうど給食センター

にも生産者の顔が見える食材とその使用のための体制づくりが求められていたこともあって，

１９９９年１１月給食センターと農協，生産者団体が構成員となって「地場農産物利用推進懇話

会」３（以下 推進懇話会）が立ち上げられた。そこで地場産物の導入とそのための理解と合意

をうることが目指されたのだが，当時の給食センター長が流通システムに生産者も参加でき

るようなシステムを作ることに尽力したおかげで，農協と生産者とのつながりや給食センタ

ーのニーズなどをお互いに理解することができ，２００１年度から計画的に地場産物を使用でき

るようになったのである。�

　その推進懇話会と後述の「江別市食育推進協議会」で築かれたつながりが現在の学校給食

を支えている。学校給食で生産者が直接納入する野菜を使用できたことは，互いの思いやニ

ーズが合致することであった。１つは，異なる立場であっても「子どもにおいしいものを食

べさせたい」という思いが一致しそれが実現したということである。２つ目は，生産者にと

っては大きく育ちすぎて市場には出荷できなくなってしまった野菜でも，給食センターにと

っては大きくて扱いやすいためかえって有難い，という点である。３つ目は，特に先述のキ

ャベツの雪中保存に関して，給食センターにとっては年間を通して安定して新鮮な野菜を給

食に使用できるというメリットに，農家にとっては冬場でも安定して現金での収入が得られ

るというメリットにつながっているという点である。以上のことはこの取り組みの大きな意

義と考えてよいだろう。�

　それ以外の部分でも，給食センターに勤務する管理栄養士Ｏ氏が「地域とのつながりがあ

るからこそ」と感じる場面は少なくない。たとえば，江別産小麦１００％のパンの提供は以前

からＯ氏が望んでいたものだが，それが実現できたのは推進懇話会などに入って他組織との

つながりができたからだと感じているという。また，以前とうもろこしを提供した際は前日

の皮むきを生産者にも手伝ってもらったこともある。�

　Ｏ氏は農家の間で給食に対する理解が深まっているとも感じている。地場産物の導入が始

まった頃は「市場に出したほうが高く売れるんじゃないか」「市場に出したほうがいい」と

いう声が依然多かった。それが近頃では採算よりも「子どもにおいしいものを」と思ってく

れていることを感じるという。それは先述の雪中貯蔵技術を確立したというエピソードから

も想像に易い。Ｏ氏は「地場産物を学校給食に導入することの教育的意義を理解し賛同して
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くれる人たちが支えてくれている」と考えている。Ｏ氏は「野菜等を作ってくれている人の

思いをこれまでよりも大きな声で子どもたちに伝えることができるようになった。『おいし

いよ』と自信を持って言える」と語る。子どもたちの食には気にかかることもあるが，子ど

もやその親が地場産物のよさなどを理解するなどということは非常に長い時間がかかるとも

思っている。それでも伝え続けることは大切で，まずはおいしく食べてもらうことだとＯ氏

は考えている。子どもにとってもＯ氏にとっても「作っている人が近くにいるのは大事」だ

と感じているようだ。�

　一方で，野菜を納入している農家の一人Ｎ氏からは，栄養士の人たちが農家との距離を縮

めようと努力する姿があることを聞くことができた。「これは○○さんが作った野菜だよ」

などと子どもたちに話すためにと，栄養士たちが実際に野菜を栽培している畑を訪れて写真

を撮ったり，Ｎ氏らと会話を交わしていくのだという。�

　そのように直接生産者とつながりを持ったことがさらに新たな動きにつながっている。例

えば２００６年からは数人の生産者が学校を訪れて子どもたちに野菜の話をする機会が設けられ

るようになった。Ｎ氏はこのときダンボールに野菜や農具，農薬などを詰めていき，栄養士

とはまた違った観点から食と農に関する話をしている。その後は子どもたちと一緒に給食を

食べることになっている。逆に子どもたちのなかにも農家を訪れるものが現れているという。

さらに，これらのことに影響を受けたＮ氏は新たに自分の圃場にプルーンやブルーベリーの

木を植え，子どもたちに摘み取り体験をさせる予定でいる。�

�

２．３．「江別市食育推進協議会」の存在�

　学校給食に地場農産物が導入される大きな原動力となったのは推進懇話会の発足であり，

そのことで生産者と学校給食との関係が築かれ，学校給食と地域とのつながりができた。そ

のつながりが地域色豊かな学校給食の提供を可能にしている。�

　しかし江別市における学校と地域のつながりは学校給食の範囲にとどまるものではなく，

加えて生産者とだけの関係に限られるものでもない。より幅広いものとして食と農に関する

実践を展開していくことをねらった「江別市食育推進協議会」（以下，食育推進協議会）が

立ち上げられているのである。�

　食育推進協議会は２００５年５月に発足し，地産地消の推進や体験学習の支援，食育ボランテ

ィアの育成を行うなど，食育関係者が連携して地域の食育活動を支援している。構成員（２００７

年８月現在）は５名の農家，江別製粉や菊水など３つの地元食品関連事業者，農協など４つ

の農業関係者，普及センター，教育委員会生涯学習課，給食センターなど９つの行政関係者，

そして酪農学園大学など計２４の個人と団体である４。事務局は市の農業振興課に置かれ，農

業体験（後述３．２．参照）について市内各学校に声をかけ農家には受け入れの依頼や調整

をするなど，主に学校と農家のパイプ役を担っている。これまで同様の仕事は普及センター

が行なってきたのだが，食育推進協議会発足を機に農業振興課のほうへその役割が徐々に移

行されている。また農業体験はもともと普及センターが企画等をして市内各農園において実

施されていたが，食育推進協議会の発足によってそれらをネットワーク化し，情報交換する

ことが可能になった。今のところ年２回協議会を開催し，構成員それぞれが行なっている事

業についての報告や意見交換がなされている。�

　食育推進協議会では「食育ボランティア」の育成も行なっている。これには関係機関や企業，
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表１　２００６年度江別市食育推進協議会実績�

（江別市農業振興課資料より作成）�

協議会�

学校対象の農業体験�

学校対象の工場見学�

２回�

２２回�

１回�

学校以外が対象の農業体験�

各種料理教室�

他自治体からの視察�

８回�

４回�

２回�

生産者，それに学生などが登録しており，２００５年１１月には講習会を開いて食育の基本的な

考え方などを学習した。特に酪農学園大学の教職課程に在籍する学生が小学生対象の農業体

験などで活躍していることなどが，あらためて評価されている。�

　２００６年度の食育推進協議会実績は表１の通りである。これ以外にも構成員の各農園では独

自に農業体験などの事業を行なっている。また，従来は小学生の児童を対象とした事業が中

心であったことを振り返り，発足の２００５年度からはより幅広い人を対象にしようと乳幼児や

大人を対象にした事業を食育推進協議会としてもより積極的に推進，実施するようになって

いる。�

　さらに江別市では食育推進協議会と同じ時期に「『まち』と『むら』の交流推進協議会」（以

下 交流推進協議会）という組織をたちあげている。交流推進協議会では直売所，貸し農園，

加工の３つの部会で成り立っているが，食育事業と非常に密接に関連した活動を行なってい

る５。なお，給食に地場産の野菜を納入しているふれあいの里は，この交流推進協議会にも所

属している。�

　江別市ではこのように，食育推進協議会を発足させたことでこれまでの活動をより充実させ，

市全体のものとして食育を展開していく体制が整えられようとしているのである。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

２．４．小　　括�

　江別市の学校給食には５０％を越える割合の地場産野菜が提供されており，コメはほとんど

が江別産，さらに年に数回は牛乳やパンなども江別産のものが提供されるなど，地域色豊か

な学校給食が作られている。そのきっかけとなったのは「学校給食に自分たちが作った野菜

を使ってほしい」という生産者の思いと「地域で生産されたものを使って給食を作りたい」

という給食センター（栄養士）の思いの一致である。そして何より両者の声をくんで推進懇

話会を立ち上げ積極的に関係をつないだことが大きい。これにより，はじめは「市場に出し

たほうがいいんじゃないか」と言っていた生産者が「子どもにおいしいものを」という思い

を抱くに至るなど，意識のうえでも明らかな変化が見られるようになった。さらに，生産者

の給食に対する理解と給食センター（栄養士）の生産者に対する理解がすすみ，より強いも

のとなったつながりが江別産小麦１００％のパンづくりと提供の実現を可能にした。まさに地

域とのつながりが学校給食をより豊かなものに育んでいるのである。�

　その関係は給食の範囲にとどまらず，２００５年に食育推進協議会が立ち上げられたことで両

者のつながりはより幅広いものになった。それは幅広い年齢や立場の多くの人が関わるよう

になったという主体の側面でも，給食に限らず後述する農業体験などにもつながりができた

という事業の側面でも，幅が広がったということである。交流推進協議会の存在もその傾向
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をより強いものにしている。�

　あらためてまとめると，江別市の学校給食を成立可能にしているのは，まずは推進懇話会

とそれに続いて立ち上げられた食育推進協議会の存在である。この組織がなければ，給食だ

けではなく，江別における食と農に関する様々な実践が現在のように多様なかたちで展開す

ることはなかったと言えるだろう。２点目は，その背景にある子どもたちに対する実践者の

思いや，仕事上の立場におけるニーズの一致である。３点目は，江別の農業が持つ特性，す

なわち水稲，その転作作物である小麦，野菜など多様な作物の栽培から酪農まで一つの地域

の中であらゆる形態の農業が営まれていることである。�

　そしてそこから生まれたものは，まずは地場産物の豊富な給食であり，２つに食や農に対

する意識の変化であり，３つに農家における経済的なメリット，４つに生産者が学校に招か

れたり，新しい作物を栽培したりという新たな展開，５つにそれらの土台となっている地域

の中の実践者同士のつながり，つまりネットワークである。�

　江別市では以上のように組織的に地域の給食をはじめとした食育を支援しており，その結

果実践者同士のネットワークを有機的に広げることが可能となり，地域全体として食育を展

開することが推進されているのである。では江別という地域において具体的にどのような実

践が展開しているのか。以下，この主に学校給食を中心にして築かれているネットワークの

さらに外側に広がるネットワークとそこで展開する実践についてみていく。�

�

�
３．地域に広がる食と農のネットワーク�

３．１．学校における農業体験の概要�

　江別ではさまざまな農業体験が実施されており，もちろん市内の小中学校を対象として実

施されるものも数が多い。２００７年度の実績を見ると，学校対象の農業体験は１５回（同じ学

校が田植えと稲刈りをした場合２回に数える），工場見学は１回，料理教室（うどん作り，

ラーメン作り）は２回行なわれている。対象となっているのは毎年６，７校で，食育推進協

議会が年度末に各学校に声をかけて希望校を募り対象校を決定している。�

　具体的な実践例として，例えば市内の文京台小学校では，「サンシャイン学習」という総

合学習の枠組みの中に農業体験を位置づけている。総合学習の時間は年５７時間であるが，そ

のうち田植えと稲刈りの農業体験に充てているのは８時間である。同小学校も，現在のかた

ちで農業体験を実施できるようになったのは農業振興課および教育委員会からの提案があり，

それに応じたことがきっかけだ。当日のスケジュールまで農業振興課が手はずを整えてくれ

るのだといい，「いたれりつくせり」だという。田植えは５月頃，稲刈りは９月頃だが，生

産者から生き物の話や農業に関する思いなどについて話をしてもらったり，事前に渡した児

童の質問に答えてもらったりする時間も設けられている。体験を通して学んだことはその後「み

のり収穫祭」という家庭科の時間に設けられた親子レクリエーションの場で発表しているが，

その日は餅つきも行なわれ，農業体験でお世話になった農家からもらったもち米で作る餅を

食べるだという。他の小学校でも聞き取りを行なっているが，作物は異なってもだいたい同

じようなかたちで展開していると捉えてよい。�

　そのような中で特徴的な実践として注目されるのが「小麦追跡学習」である。これは２００５

年から継続しているもので，“追跡”の名の通り小麦の生産段階から加工，流通，消費とい
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う過程を追いながら江別産小麦について総体的に学習するという内容になっている。これに

ついても農業振興課が事務局となって希望校を募集しているが，対象校は現在小学校１校で

ある。内容は，年４２時間の中でまず江別の小麦に関して事前学習を行なってから，ハルユタ

カを栽培しているＫ氏の圃場を訪れ，続いて製粉会社の江別製粉と製麺会社の菊水（いずれ

も食育推進協議会の構成メンバー）で社員から説明を受けながら工場を見学する。その後「江

別小麦めん」のパッケージづくりとして，毎年市内小学生から募集している小麦の絵画を描

いて応募し，最後は江別製粉の製造部社員による指導の下ラーメン作りを体験する，という

流れになっている。ここ数年小麦追跡学習に取り組んでいるいずみ野小学校の児童の描いた

絵は実際に「江別小麦めん」のパッケージとして採用されている。「小麦追跡学習」は，自

分たちの地域が「麦のまち」であることを，地域の実践者の協力の下，その生産から消費ま

でを体験を通じて学んでいくことができるようになっており，しかもパッケージ作りに挑戦

することで実際の商品づくりに関わることまでできるようになっているのである。�

�

３．２．ＪＡ道央青年部野幌ブロック「
ひ

輝
かる

くん友の会」の取り組み�

　「輝くん６友の会」とはＪＡ道央青年部野幌ブロック７の消費者交流事業のことである。野幌

ブロックの青年部には現在１７名が加盟しており，「輝くん友の会」のほかに「江別農業まつ

り」での地元産野菜を使った焼きうどんの提供や江別市の廃プラスチック協議会の行なう回

収作業への協力，視察研修などを主な活動としている。�

　「輝くん友の会」の発足は１９９４年で，こうした活動としてはかなり早い時期から活動して

いたことが分かる。当時は米の転作が急速に進められている時期で，米の価格も下落してい

った時期だったという。そのような情勢の中で「自分たちが自信を持って作った米を，食べ

てくれる人たちに感謝し，米作りを，江別の農業を理解し，知ってもらいたい」という青年

たちの思いから活動が始まった。販売自体はそれ以前にもイベントなどの折に行なっていた

のだが，販売だけではなく作るところから見てもらおうという考えが，農業体験という方法

にたどり着いたのである。�

　現在の活動のメインとなっているのは青年部メンバーの畑での収穫体験である。じゃがい

もやとうもろこし，そして収穫体験では野幌地区の特産であるブロッコリーも収穫してもら

っている。昨年度はその他に野幌農産センター施設見学や採れたての野菜を使ったカレーラ

イスでの交流ランチ，トラクターとの綱引き対決，ポテトチップスづくりなども行なった。

主な対象としているのは親子である。昨年度は６家族２４人が参加した。他に幼稚園児や学生

などが対象となっている。酪農学園大学の教職課程学生の実習の受け入れもしている。以前

は１００人くらいの規模で，田植えから収穫まで一年を通して何度か実施していたが，今は３０

～４０人くらいで一日限りの体験になっている。２００７年までの１３年間の参加人数はのべ８２９

人に上るという。�

　この取り組みにメンバーは「農業を理解してもらいたい」という思いを抱いて臨んでいる。

農協職員は，野幌地区は他地域に比べると後継者が多いほうだろう話すが，それでも農業を

取り巻く環境は年々厳しいものになっていることを感じるという。特に農産物に対する消費

者の目は品質面・価格面ともに厳しくなっていると話す。そのような状況の中で同青年部で

は消費者交流事業をもっとも主要な活動に位置づけているのである。その意気込みの表れと

して，７，８年前までは田植え・稲刈り体験を続けていたのだが，「農業の移り変わり，消
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費者の食の変化に応じて少し内容を変えていこう」とさまざまな案を検討し，食への関心が

薄いと思われる年代の地元大学生を対象に体験を実施したこともあったのだそうだ。そのと

きの体験後のアンケートには期待した回答が少なく，取り組みの難しさを実感したと言うが，

これらを踏まえてさらに野幌の野菜をアピールしていこうと活動を続けている。また，２００７

年から対象年齢を低くした受け入れも行っているが，それは「未来の消費者に幼いうちから

農業に慣れ親しんでもらいたい」という考えからである。�

�

３．３．ＪＡ道央青年部江別ブロック「グリーンスクール」の取り組み�

　「グリーンスクール」も「輝くん友の会」と同じように，ＪＡ道央青年部江別ブロックの

活動のひとつである。同青年部の活動は渉外活動と教育情報に分けられており，「グリーン

スクール」は前者に位置づけられている。現在の名前が付いたのは２００１年だが，活動事態は

１９９９年から続けられている。当時は出前授業というかたちをとっていた。なお江別ブロック

の青年部メンバーは約４０人で，そのうち毎回１５，６人が「グリーンスクール」の活動に参

加している。�

　活動内容としては，以前は米作りを行なっていたが近年は米以外の作物を作っている。２００８

年は，大豆，人参，ゴマの栽培，とうもろこしの収穫，自分たちで育てた作物を使ってのゴ

マ豆腐作りとなっている。播種からはじまってその後草取りを２回行い，収穫，そして収穫

祭と全部で５回のプログラムである。ここで余った大豆は給食センターに寄贈しているといい，

僅かではあるが子どもたちが自分の食べる給食の材料を自分で作る試みにもなっている点で

注目すべき取り組みといえる。�

　「グリーンスクール」が「輝くん友の会」と大きく異なるのは，はじめから子どもを対象

者としていることである。それは活動の目的にもはっきり表れており，「将来を担う子供達

に農業の大切さ，豊かさ，食べる喜びと地域農業に対する理解を得ること」と掲げられている。

募集は教育委員会が行っており，ここ数年は連続して江別第三小学校の児童が対象になって

いる。協力という面では普及センターの協力も大きい。活動があるときには必ず青年部のほ

うから普及センターに連絡を取り，当日「質問コーナー」というかたちをとって児童の質問

に答えてもらうなど農業についての解説をしてもらうのだという。�

　また，メンバーの中には個別に自宅の農場で幼稚園児を対象として農業体験を展開してい

る者もおり，そういった意味でも活動が江別地域に定着しつつあることが伺える。�

�

３．４．「アグリユニオン豊幌」の取り組み�

　「アグリユニオン豊幌」（以下「アグリユニオン」）とは，江別市豊幌地域の活性化をね

らって発足した地域づくり団体である。２０００年の秋に普及センターの職員から「立ち上げて

みないか」と話を持ちかけられ，それに同意した豊幌在住の若手で「若いみんなで動いて豊

幌に活気だそうよ」ということになり結成された。食育，花壇，花稲の３つの部会８から構成

されており，現在４０歳前後のメンバー１２，３人が所属している。食育部会というものがあ

ることからわかるように「アグリユニオン」でも農業体験の受け入れを行なっており，地元

の「豊幌まつり」への出店と並んで現在は会の中心的活動のひとつとなっている。ただ，農

業体験の受け入れは「アグリユニオン」として受け入れているというよりそれぞれが自立し

てやっていると表現したほうが適切ともいえる状況である。それでも，他のメンバーの家で
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農業体験を実施する日にはお互いの家に手伝いに行くこともあるという。対象者としては小

学生以外の受け入れもしているが，市内の小学生を対象とするときには食育推進協議会が窓

口となって希望校を募っている。�

　現在食育部会長を務めているＹ氏は稲作農家で，Ｙ農園を経営している。「アグリユニオン」

の中でも一番はじめに２００３年から農業体験の受け入れをしている人物である。農業体験の受

け入れを始めたきっかけは，２００１年に普及センターと石狩支庁からの要望で，江別第三小学

校の５年生を対象に農業についての話をするとともにＹ氏らが栽培している野菜約５０品目を

持っていき見せたことだった。そこで実際に子どもたちに農作物を見せたり触らせたりする

ことの意義を感じたＹ氏は，その後の普及センターや市からの要請に応じて受け入れを続け

ていくことになったのである。�

　現在は小中学校の生徒の受け入れのほかに，一般市民を対象とした農業体験，Ｙ氏のお米

を購入してくれる人を対象にした農業体験も受け入れている。内容は，田植え・稲刈り・脱

穀などの稲作における農作業体験を中心に，ポン菓子作り，そのとき栽培している野菜のも

ぎ取り体験などである。�

　Ｙ氏にとっては自分の農園に人が来ることが楽しみの一つになっており，ありがたいとす

ら感じている。特に子どもたちの姿を見るのがとても楽しく，体験後に送られてくる手紙や

夏休みなどにふと観察に来てくれることが励みになっている。農業体験をする子どもたちに

は「『たのしかった』『おいしかった』『おもしろかった』と思ってくれたらそれで満足」で，

「それがなかったら意味がない」と語る。「ここ来る子たちはおそらく一生田植えをするこ

とはない。だからここに来てもらったら『楽しかった』と思ってもらいたい」という。また「江

別の他の地域の人から「豊幌は元気だね」と言われれば嬉しい」と語り，豊幌の住民として

も意義を感じていることが伺える。�

　その一方，こうした取り組みは「相当自己満足がないとやっていけない」と話す。参加者

の足を洗ったり，食器や箸を用意したりと準備は大変で，苗の植えなおしや落穂ひろいも相

当大変なようである。また一般の人が来るときには参加費をもらうようにしているが，お土

産にお米をあげたり何かを食べさせることもあり，加えて手伝いのパートも雇うことになる

と収入にはならず，かえって赤字だという。Ｙ氏はこのような取り組みを地域の取り組みと

して市内の農家に広げ「江別米のイメージアップにもつなげていきたい」と考えているが，

一方で「ここまで犠牲にしてもやるか？」「そのためには収入のひとつにならなかったら無理」

だろうと感じている。他地域で取り組まれている同様の実践例を見てさらにそう感じるよう

だが，この点に関しては普及センターの職員とも話すことがあるそうだ。他の「アグリユニ

オン」メンバーも「最終的には経営につなげたい」と語っている。Ｙ氏は「この（農業体験の）

輪を広げるためには」「（このような農業体験の受け入れが）ちゃんと収入源のひとつ，農

家の所得になるように考えなくちゃいけないのかもしれない」と考えている。�

�

３．５．小　　括�

　江別市においては現在各地区で多くの住民によって農業体験が展開されている。生産者は

もちろん，製粉業者や製麺業者までもが関わっていることは「麦のまち」として非常に意義

深いことである。また扱う対象も米，野菜，麦と様々であり，「麦のまち」とはいえ様々な

作物が栽培されている江別の農業事情を反映したものになっていると考えることができる。
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しかも，一方ではそれぞれの活動として独自に展開しながら，一方で地域の小学生を受け入

れる江別市としての取り組みとして展開されており，後者の場合は特に，ここでも食育推進

協議会としての農業振興課が事務局として大きな役割を果たしている。�

　農業を取り巻く状況が厳しくなっているとされる中で，仕事はより多忙になっており，農

業体験を受け入れることは決して容易なことではない。しかし実践に関わる住民たちは農業

体験の受け入れに意義を見出して取り組んでいることが明らかになった。まず，「アグリユ

ニオン」のＹ氏をはじめほとんどが楽しくやりがいがあると語り，多くの場合積極的な思い

で取り組んでいることが分かる。それだけではなく，Ｙ氏とＪＡ青年部はむしろ自らの仕事

に必要なものとしてそれを捉え実践している。それは，ますます厳しい目を持つ消費者に自

分たちの農業を理解してもらいたいからであり，そのために農業体験を通して農業や生産者

に直接触れてもらうことが必要だと考えているからである。時代のニーズや消費者の食の変

化に応じて取り組みの内容を積極的に変化させていこうとする姿勢は，時代や消費者の変化

を自分たちの農業に積極的に取り入れていこうとする気持ちの表れといえるだろう。さらに，

農業の厳しい現実の中で自分たちの作るもの，そして地域のイメージアップにつなげていき

たいとＹ氏や青年部メンバーは語っている。農業体験の受け入れは農家個人にとっても地域

にとっても，よりよいものへ発展するきっかけをもたらす貴重な場になっていると評価して

いるのである。�

　さらに，農業体験は体験者だけが学習する場ではないことも分かる。ＪＡ道央青年部野幌

ブロックのメンバーの中には，「輝くん友の会」の取り組みの中で「農業には家族に絆を強め，

人間として大切な心を育てる力があることを確信」したと言う人もいる。農業について消費

者にアピールし理解してもらう活動を通じて，青年部メンバーは，消費者のニーズを直接感

じ取り，同時に自分たちの農業をあらためて見つめなおし意義を再認識し，農業が持つ教育

的意義についても学んでいるのである。�

　一方課題もある。Ｙ氏は「江別米のイメージアップ」のためにも「子どもたちの受け入れ

を市内の農家に広げ」たいと考えている。しかしそのためには，このような取組みが農家に

とっての収入源のひとつとして位置づけられていく必要があると語る。自分の仕事や地域の

ためになると感じていてもやはり現実は厳しい。これは他地域の実践でも見られることだが，

こうした取り組みは一部の生産者の情熱によって支えられている面が強く，実際は非常に脆

い性質を持っている。江別市の場合は食育推進協議会などの協力があり，Ｙ氏も「普及セン

ター，土地改良区，農業振興課の三本柱がなかったらここまでできなかった」と話している

ように，周囲の支援が力強い支えになっていることが分かる。今後はそれだけではなく金銭

面でも生産者を少しでも支え，いずれはそれが収入源のひとつとなるような体制を作ってい

くことも考慮されるべきなのかもしれない。そのことがこのような取り組みを発展させる契

機となる可能性も出てくるだろう。�

�

�
４．「麦の里えべつ」のまちづくり�

　以上，これまで地域の中の幅広いつながりの中で発展し続けている学校給食と農業体験の

取り組みを見てきた。これだけであれば同様の実践は他地域でも展開されている。しかし江

別市においてはこれだけにとどまらず，食と農を軸としながらより幅広いネットワークが築
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かれ活動が展開している。そのキーとなる組織として「江別麦の会」の存在があげられる。

同組織は江別の麦を核にしてまちづくりを推進しようとするものだが，学校給食や農業体験

と関わっており，その重要な担い手ともなっているのである。ここに江別の取り組みの独自

性がある。本章では「江別麦の会」のとりくみと「江別小麦めん」ができるまでの過程を分

析し，江別における食と農を軸とした実践がより重層的な関係の上に成り立っていることを

確認する。�

�

４．１．産学官連携の核としての「江別麦の会」�

　江別市は近年小麦の生産量を伸ばし続けており，作付面積および農業産出額ともに年々増

加している。これを受けて江別では「麦の里」としての地域づくりが進められてきた。�

　その中核を担っているのが「江別麦の会」（以下「麦の会」）である。「麦の会」は１９９８

年，全国に向けて江別の小麦をＰＲすることを目的に開催された「全国焼き菓子コンペ」を

きっかけに発足した。実行委員として集まった市や農協，普及センター，道立食品加工研究

センター，酪農学園大学，製粉業者など小麦に関わる８つの団体と生産者の人々が，それま

で同じ小麦に携わっていながら特につながりがなかったことを振り返り，一同に会したこの

機会を何かに活かそうとしたのが始まりである。当時はようやく小麦の生産が安定し始め，

市内農家への普及がすすみつつある時期であった。現在のメンバーは新たに１つ団体が加わ

って９つの団体と生産者となっている。主な活動は道産小麦の商品開発研究，他地域におけ

るハルユタカ９の安定生産・供給への協力を目指した栽培技術の研究および普及，小麦を介し

ての交流事業である。すでに数種の商品の開発を手がけ，「春まき小麦の初冬まき栽培学習会」

を各地で開催するなど，着実に実績をあげている。�

　また，「麦の会」メンバーである江別製粉と菊水は小学校の体験学習の受け入れにも積極

的に取り組んでいる。「小麦追跡学習」として，小麦が小麦粉になりさらに加工されて麺に

なるまでを，生産者と連携しながら圃場や工場の見学をしてもらったり，江別の小麦を使っ

て自分たちで手打ち麺を作る体験をしてもらったりするのである。こうした取り組みは社員

にとっても貴重な学習の場になっていると江別製粉のＡ社長は話す。「見学などによって各

製造段階が外に見えるようにしたり，生産者や消費者など違う立場の人と触れ合える」こと

によって「自分の仕事の前後のことがわかるようになり，会社や社会の全体のしくみの中に

自分の仕事を位置づけ，そういうことを頭に入れながら仕事をする」ようになるといい，小

学生の体験学習が同時に社員たち大人の学習にもなっていることが分かる。�

�

４．２．地域の連携で高めた地域の小麦の価値�

４．２．１．栽培技術の研究と普及�

　江別市で小麦の生産が広まる最初のきっかけとなったのはコメの転作奨励である。その転

作作物のひとつとして小麦が栽培され始めたのであるが，特にハルユタカは春に蒔いて収穫

時期を迎える８月上旬に降雨が続くことが多いため赤カビが発生しやすく，収穫量が不安定

で品質も現在のそれと比べるとあまりよくなかった。当時は小麦はあくまで「コメの転作作

物にすぎない」という認識が強かったという。とはいえ転作のおよそ半分が小麦を占めていた。�

加えて，江別の農家は十勝などに比べると小規模であり，小麦を栽培する農家の間では「こ

のまま同じ品種を作っていても生き残れない」という危機感が募っていた。�
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　その一方ハルユタカは国内産の小麦としては珍しくパンなどに適した品種として注目を集め，

需要は供給量の６倍ほどもあったという。そのようなことからハルユタカはいつしか「幻の

小麦」と呼ばれるようになっていた。栽培が難しく収量も不安定な小麦だったが，１９９２年か

ら市内の農家Ｋ氏を中心とする農家や普及センター，小麦を扱う地元企業なども加わって，

それまでの春まきに替わる「初冬まき」という栽培方法が研究されはじめた。その結果ハル

ユタカは病気にかかりにくくなったうえ背丈も粒の大きさもそれまでを上回るようになった。

それを機に小麦の初冬まき栽培が広まりはじめ，２００１年には江別市内の作付面積において小

麦がコメを抜いてトップとなり，その２年後には市内のすべてのハルユタカを初冬まきに切

り替えた。収穫量も安定し，中には初冬まきを始める前に比べて収入が３～４倍になった農

家も出てきたという。今では初冬まきは「麦の会」による学習会の開催など普及活動によって，

道内各地の小麦生産地にも広まっている。�

�

４．２．２．新しい製粉システムの確立�

　同じ頃，地元で唯一の製粉会社である江別製粉では「地元の麦をいかにして使うか」とい

うことが考えられていた。それまで小麦といえば輸入物がほとんどだっただけに純国産の小

麦粉には抵抗があり国産の小麦は輸入物に混ぜて使われ，加えてせっかく地元にいいものが

あるのに安さで輸入物に負けてしまうという事実に，社長のＡ氏は疑問を感じていたという。

また安心・安全を求める世の中の動きや，「麦の会」のメンバーをはじめとするさまざまな

立場の人と対話を重ねるうちにそれぞれ求めているものが違っていることが分かり，「純国

産の小麦粉を作ってみよう」という思いに至った。そこから，純国産の小麦粉を作るための

新たな研究が始まった。通常小麦を小麦粉にする場合は最低でも２０～２５ｔの小麦が必要に

なるが，少量でも品種や産地を限定した理想の小麦を求めるパンや菓子などの製造業者の注

文が増えてきたこともあり，銘柄や農場指定の小麦を小ロット１０で製粉できるシステムを目指

した。そして２００４年，原料の小麦が１ｔからでも製粉が可能な「Ｆ－ｓｈｉｐ」というオーダーメ

イド小麦粉生産システムを完成させたのである。これによって江別産の小麦だけから作られ

る小麦粉の生産も可能になり，「江別の小麦粉」として売り出すことが出来るようになった。�

　Ａ社長は「“大量に・効率的に・均質のものを”というのが長く続いていたが，国産小麦

を見直し，人と人がつながっていくことに価値を見出すようになった」と語っている。また

生産者と接する中で，それまで自分の小麦を食べるということがなかった生産者の意識も変

わってきているように感じる，という。「単に換金（のための作物）ということではなくて，

食べるということの原点を農家も忘れていた。それを思い返し始めているのではないか」と

Ａ社長は分析する。�

�

４．２．３．「江別小麦めん」の開発�

　以上のような過程を経て江別が小麦の道内有数の産地となり，これまでは困難だった江別

の小麦だけを用いた小麦粉の製造も可能になると，さらに付加価値をつけようと，生産から

加工まで江別でおこなうという商品の開発が始まった。江別には製麺会社もあり，ラーメン

は「みんなが好きな国民食だ」（江別製粉Ａ社長）ということから開発するのはラーメンと

いうことに決まり，「麦の会」メンバーや農協，普及センター関係者らで「江別ブランドラ

ーメン研究部会」を発足させて２００３年１２月に研究がはじめられる。その後１０回以上の試食
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会を開くなど試行錯誤を重ね，翌２００４年４月，ついに江別産小麦１００％の「江別小麦めん」

を誕生させた。同２４日には市民１８０人が参加しての試食会が開かれ好評をはくした「江別小

麦めん」は，さっそく市民会館内の食堂をはじめ市内の飲食店４店がメニューに採用した。

その年は１５万食が市内で消費され，全国にも約１００万食が出荷された。�

　この取り組みを，「麦の会」前会長は「今までの農家は生産するだけ。粒だけでなく，粉

や製品で小麦を売る発想は大きな意識改革だった」と振り返る。また「江別ブランドラーメ

ン部会」の会長を務めたＳ氏は「これまではそれぞれで独自に動いていた…（中略）…しかし，

今回のめん作りで多くの団体が協力し，交流が生まれました」と語っている。�

　その後「江別小麦めん」は着実に売り上げを伸ばし，２００６年５月から２００７年５月の売り

上げは３００万食に迫るほどだという。市内で「江別小麦めん」を提供する店の数は３５店にま

で増え，学校給食でもラーメンサラダとして登場するようになった。２００７年３月にはハルユ

タカを従来より多い６５％配合した江別限定版の新製品も開発された。パッケージには市内で

行なわれた小学生小麦絵画コンクールの受賞作品が採用されている１１。なお，調査したいずみ

野小学校では年間指導計画の中で，このための絵画を描く時間を一連の小麦追跡学習の後半

に設定し，「産消協働の輪に参加」する時間と位置づけている。�

�

４．３．小　　括�

　江別が現在のように良質な小麦の主要な産地となった背景には，コメの転作作物のひとつ

でしかなく収量も低い小麦を，粘り強い研究によって新たな栽培技術を確立することで安定

した収穫をもたらす作物に変えた生産者や普及員たちの努力があった。それは「このまま（小

規模農家が多い江別の生産者が十勝などの他地域の生産者と）同じ品種を作っていても生き

残れない」という，危機感と現状を変えていかねばならないとする強い思いからであった。�

　さらに，小麦の産地としてだけではなく「麦の里」として知られるようになったのは，小

麦の価値を高めＰＲしていこうとする「麦の会」を中心とした人々の活発な活動があったか

らである。「麦の会」メンバーも，生産者にとって転作作物のひとつでしかなかったように，

はじめから江別の小麦に今ほどの価値を見出していたわけではない。たとえば江別製粉のＡ

社長もかつては国産麦を輸入小麦に混ぜて売り出していたし，「小麦をまるで工業製品のよ

うに捉えていた」のである。しかし「こんなにいいもの」があるのに輸入品に押されている

現状への疑問と，少しずつ高まる江別の小麦への需要，江別の小麦への自信などが，「麦の会」

のきっかけとなった「全国焼き菓子コンペ」の開催や，よりいいかたちで江別の小麦を届け

ようとする新たな加工技術の開発へと至らしめたのである。これらを促したのは，まさにさ

まざまな立場の人で築かれたつながりである。Ｆ－ｓｈｉｐの開発も「生産者，加工業者，消費者，

研究者などといったさまざまな立場の人たちと対話を重ねるうちに，それぞれ求めているも

のが違っていることが分かってきたから，そしてきっとこういうことをすれば喜んでくれる

人がいると分かったから」であり，「江別小麦めん」の開発も業種を超えた人々のアイディ

アや技術を結集させた結果なのである。従来の枠を超えた幅広いつながりが，栽培技術の研究・

確立，新しい加工システムの開発，新商品の共同開発を実現させたのだ。�

　こうして地域のさまざまな立場の人の手によって生産，加工，流通の全体で小麦の価値を

高めたことは，単に農業資源としてではなく地域資源として小麦の価値を高めることにつな

がったと言える。�
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　一方，「麦の会」の活動等が前述の学校給食や農業体験をより豊かにしていることも明ら

かになった。学校給食においては，「江別小麦めん」や江別産小麦１００％のパンの提供が可

能になった。また，体験学習に製粉会社や製麺会社が加わることで，地域内で「生産－加工

－流通－消費」を意識的につなげた中での学習が可能になり，従来の「作って食べる」とい

う段階からは大きく進歩した学習となる。そこからは農産物の生産現場を見たり農作業を体

験しただけでは分からない多くのことが見えてくるのであり，実際の地域社会により根ざし

た食と農を学ぶことができる。また子どもだけではなく大人もまた同様に学びの主体となっ

ていることも重要である。�

　こうして「麦の会」の活動のような地域づくりを志向した活動と食農教育がつながりを築

くことは，同時に食農教育が江別の地域づくりの一端を担うことにもつながっている。例えば，

「江別小麦めん」のパッケージには小学生の絵画が採用されているが，いずみ野小学校では

パッケージのための絵画を描く時間を「産消協働の輪に参加」する時間と位置づけている。

このように「生産－加工－流通－消費」の流れに実際に子どもたちが加わっていることは，

非常に興味深い取り組みのひとつといえる。�

�

�
５．おわりに�

　江別市の食と農を軸としたネットワークとその実践は，学校給食での地場産物の導入から

生産者とのつながりによる体験学習の実施，それらとつながる加工や流通の領域にまで踏み

込んだ学習への発展と，地域における有機的な関係の中で広がりを持って展開されているこ

とがわかった。それは地域の人々が，生産者と消費者，行政と企業，おとなと子どもといっ

た既存の枠を超え幅広くつながり関係を構築していることで可能になっていることも明らか

になった。その結果，江別では食と農に関する実践が，有機的に形成されたネットワークに

よって地域づくりの重要な一端を担っていることが確認できた。�

　本章ではまとめとして，江別における食と農を軸としたネットワークと地域づくり実践の

意義は何かをあらためて整理し，なぜ江別でこのような実践の展開が可能だったのかを考察

する。そこから食と農を軸とした地域づくりの可能性を導き出すことを試み，今後の手がか

りとしたい。�

　まず，これまでの分析を踏まえて江別の実践固有の意義をあらためて６点にまとめてみる

と次のようになる。�

　まずは地域として食と農の取り組みを推し進めていることである。具体的には，食育推進

協議会や交流推進協議会等の組織の立ち上げと，役場の農業振興課が事務局として大きな役

割を果たしているという事実によって確認することができる。これによってより組織的に実

践を支援することが可能になっていた。�

　第２は，地域の生産－加工－流通－消費の流れを地域内で繋いだことである。グローバリ

ズムが進展する現代において，生産から消費までの流れが地域の中で一本に繋がることは容

易ではない。しかし，江別では麦を中心にして意識的に互いの関係を結びあい活動する中で，

麦の価値や地域の価値を高めていった。「江別小麦めん」の売り上げが年々増加していると

いうことから，実際の地域経済へも影響を与えていると捉えられるが，このような地域内循

環が地域づくりにおいて重要であることは岡田１２の指摘するとおりである。�
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　第３は上記に関連して，地域に根ざした豊かな関係が構築されたという点である。これま

で例えば農業体験においては学校のみ，生産者のみ，子どものみ，大人のみといった限定的

な枠の中で展開されがちであったのに対して，江別市では学校，生産者，行政，企業といっ

たあらゆる立場の人々が意識的に関係を築いて実践を展開していた。そして一度つながった

関係が実践を展開していく中でさらに深まり，より豊かな実践が生み出される様子も明らか

になった。�

　第４は，食農教育の実践が，生活や地域の振り返りの契機を含んだ実践となっていること

である。現代の農業を取り巻く環境はますます厳しいものとなっており，特に近年消費者か

ら農業に対して向けられる目は生産者をより厳しい状況に追い込んでいる。そのような中で，

たとえば農業体験の受け入れを行っているＪＡ青年部のメンバーは，消費者と交流の機会を

持つことで自分たちの農業を理解してもらい自分たちの作っている野菜のＰＲにつなげてい

こうとし，同時にその取り組みを時代の変化に応じて変化させている。つまり常に消費者と

時代の変化に向き合いながら自分たちの実践や農業そのものを問い返し，よりよいものへと

発展させようと取り組んでいる。また，現在ばかりではなく農業の未来を考え，対象年齢に

工夫をしていた。こうした取組みが食農教育の枠にとどまらず，地域農業や地域そのものの

発展につながりうることは他の実践からも明らかである。�

　第５に，そのような中で農業資源が地域資源として見直されていったことである。そして

地域全体でその価値を高めていこうとしたことである。農業体験の受け入れを行なっている

Ｙ氏は「子どもたちの受け入れを市内の農家に広げ，江別米のイメージアップにもつなげて

いきたい」と語り，農業体験を通して農業や地域の作物の価値を高めようとしていた。この

取り組みは自身が所属する地域づくり団体の取り組みでもあり，その場合江別米は単なる農

業資源ではなく地域資源として位置づくことになる。また，小麦はすでに貴重な地域資源と

なっている。農業資源としての範囲にとどまっていたなら，生産者以外も多く生活する江別

において本当の意味で地域全体としての取組みにはならない。そして地域資源として見直す

ことが活動の幅をも広げ，資源そのものの価値をも高めることになるのである。学校給食や

農業体験はその重要な一端を担っている。�

　以上の点を受けて，給食や農業体験といった食農教育の取組みと，「麦の会」や「アグリ

ユニオン」などの地域づくり実践とが有機的に重なり合いながら発展していることが第６の

意義である。給食や農業体験では，地域づくりの実践との関わりによってより広く地域の食

や農業を捉え，またより多様な主体が関わることが可能になった。「小麦追跡学習」はその

好例であり，まさに地域に根ざした食農教育と評価できる。さらに「江別小麦めん」のパッ

ケージ作りを通して実際の商品作りに関わる取り組みは，実質的にも地域づくりの一端を担

う実践と捉えられるだろう。逆に地域づくり実践においては，それまでの実践の中に教育的

意義を見出すことにつながった。実際に多くの実践者のなかに「未来の地域を支える子ども

たちを育てていく」という視点が位置づけられていることは聞き取りからも明らかである。

そのことが実践者に新たな活力や動機付けを与えている。食農教育と地域づくりの両者が重

なり合って展開しているからこそ現在の江別の実践があると言える。�

　以上を踏まえ，なぜ江別でこのような実践，すなわち食と農の教育実践と地域づくりが有

機的につながり発展的に展開していくことが可能だったのかを考える必要がある。そのこと

は食と農を軸とした地域づくりの可能性と条件を探ることだからである。それは以下の４点
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にまとめられるだろう。�

　１つは，江別のその立地条件にあるだろう。すなわち札幌という大消費地に隣接している

ということである。そのことによって，そうでない地域に比べて生産者の消費者に対する意

識が高くなるはずだからである。食と農の乖離が要因のひとつになっていると考えられる今

日の食と農に関する課題を解決するためには，そのことを意識し両者の距離を縮めることが

欠かせないが，江別では比較的それが意識しやすく，またそれに対する実践にも取り組みや

すい環境にあったといえる。交流推進協議会の存在や早い段階から農業体験が展開されてい

たことなどにそれは端的に表れている。しかし必ずしも立地が大消費地に近くなくても，食

と農の距離を縮めるために互いに対する意識を敏感な状態に保つことは可能なはずである。�

　２つは，米から麦への転作が進められており，その中で今後の地域農業のあり方に関して

転換が求められていたことである。同時によりおいしく安全なものを求める志向や地産地消

しの考えなどから「幻の小麦」とまで言われていたハルユタカという希少品種に期待が高ま

っていたという背景が重なったことである。つまり自らの仕事や生活をあらためて振り返り

ながら同時に時代や世間の求めに対して敏感に対応した結果が「麦の会」の発足やその後の

さまざまな活動として表れていると捉えることができる。時代や世間の求めにただ従うので

はなく，自分たちのこれまでの仕事や生活のあり方についてまず振り返り見直すことが必要

なのである。�

　３つは，地域内に麦に関わる生産から消費までの担い手がすべて揃っていたことである。

このことが地域の中でのより有機的な関係の構築と，一貫した食と農の取り組みを展開する

ことを可能にしたことは言うまでもない。関連して「麦の会」などに見られるような産官学

の連携ができたことも非常に大きい。「江別小麦めん」の開発や「小麦追跡学習」が可能に

なったのはこの条件が整っていたからこそである。このようにひとつの地域の中に生産から

消費に関わるすべての担い手が集まっていることは珍しいと考えられるかもしれないが，し

かし地域に目を向けてみれば例えば農村部には地域の加工場などがあり，また自治体内には

なくともより広域なネットワークによって地域の枠を広げ，足りない部分を積極的に補いな

がら同様の実践を展開しようとしている自治体もある１３。�

　４つは，普及センターや農業振興課など行政の存在だろう。これは今回事例として取り上

げた実践のほとんどにおいて言えることだが，彼らの存在なくしてここまでのネットワーク

が築かれ活動が展開されることはなかったはずだ。ネットワークの陰の繋ぎ役であり，潤滑

油として機能していたことはこれまでの事例を見れば一目瞭然である。地域づくり実践にお

いて彼らのような存在の有無が実践の質や展開のようすを左右することはよく指摘されるこ

とではあるが，江別市における今回の事例についても同様の指摘ができるだろう。�

　それ以外にも，今回取り上げた事例に登場していた学校給食野菜納入農家のＮ氏や「アグ

リユニオン」のＹ氏，「麦の会」メンバーなどが持つ個人的な要素というものも大きく影響

していると考えられるが，たとえそうだとしても上記の４つの要素が一つでもかけていれば

これほどまでの実践が展開しただろうか。�

　本論は食農教育のような食と農に関わる教育的な実践が地域づくりとしての意義を持つのか，

その可能性や条件を模索すべく江別における食と農を軸としたネットワークとその実践を分

析してきた。今回そこから導き出された「なぜ，江別市においてこのような実践が可能だっ

たのか」という要素を，今後地域づくりに発展しうる食農教育の可能性を検討する際の手が
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大森亨「行動主体形成の教育と小学校食農教育実践」；朝岡幸彦ら編『食農で教育再生－保育園・学校か
ら社会教育まで－』農文協，２００７�
野村卓「持続可能な地域づくりにおける食農教育の射程」；『環境教育』日本環境教育学会，第１４巻第
２号，２００４�
地場産物の計画的な提供が実現したことをもって事実上その役目を終えたことから，現在は活動していな
い�
生産者を除くメンバーは以下の通りである。㈱菊水，江別製粉㈱，居酒屋とりしょう，ＪＡ道央，江別土
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生活改善推進協議会，酪農学園大学�
加盟するのは直売所部会の１７の直売所と，農産品の加工に取り組む加工部会の１３の個人・団体，貸し農
園部会の８つの農園である。直売所部会では３年目の取り組みとして夏季２ヶ月間のスタンプラリーを実
施している。２年目の２００７年には１４の直売所が参加し，延べ２０８７人の来場があった。加工部会では加
工品フェアを年に数回開催しているが，客からの呼び声は高く，市内に限らず道外のアンテナショップな
どいろいろなところから声がかかるようになっている。その声を受けて２００７年度は市内での加工品販売
の機会を大幅に増やした。�
「ホタルの輝」という，旧ＪＡのっぽろの有機低農薬による特別栽培米のマスコットキャラクターの名前�
ＪＡ道央は２００１年に江別，野幌，北広島，恵庭，千歳の５つの農協が合併して発足したが，青年部は現
在も旧単位農協ごとに活動している。�
花壇部会は豊幌駅前などに花を植える「花いっぱい運動」のために苗を育て植える部会。花稲部会は花稲
を育ててドライ加工をし販売する部会。かつては蕎麦部会もあった。�
小麦の品種のひとつ。タンパク質の一種であるグルテンが多く，国産小麦粉には珍しくパンに適している
とされる。�
製造時の最小製造単位�
２００８年には「第４７回２００８年ジャパンパッケージコンペティション」において上位の経済産業省商務情
報政策局長賞を受賞するなど高い評価を受けている。�
岡田知弘『地域づくりの経済学入門』自治体研究社，２００５�
この点に関しては，高原一隆『ネットワークの地域経済学』法律文化社，２００８に詳しい�
�
�
�参考文献�

朝岡幸彦『新しい環境教育の実践』高文堂出版社，２００５�
末原達郎『人間にとって農業とは何か』世界思想社，２００４�
竹下登志成『続学校給食が子どもと地域を育てる』自治体研究社，２００５�
中島紀一『安全な食・豊かな食への展望を探る－食と農のよい関係をつくりたい』芽ばえ社，２００３�
中島信，神田健策 編『地域農業もうひとつの未来』自治体研究社，２００４�
日本社会教育学会『ローカルな知の可能性』２００８�
農政調査委員会『日本の農業明日へのあゆみ　１２３農村の学校給食』１９７９�
山田定市『農と食の経済と協同－地域づくりと主体形成』日本経済評論社，１９９９�

かりとしていくことにする。しかし依然残された課題は多い。例えば食農教育の主要な対象

者である子どもの学びをどう分析するのか，それらが地域づくりとどう関わってくるのかを

考える必要がある。また，農業体験などの取組みがほとんど実践者の熱意に支えられていて

経営面ではむしろ負担になっている場合もあるという事実は江別でも当てはまり，この課題

をどう乗り越えるのかが本当の意味で自立した地域づくりを考える際の鍵となる。�




