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〔フロンティア農業経済研究 第15巻第1号 2010.2〕

シンポジウム報告者に対するコメント・討論

I コメンテーターからのコメン卜

第1報告・第2報告へのコメン卜（道立根釧農試・

岡田直樹）

今日の報告はこれからの地域作りを考えなくてはい

けない我々には大変有意義な報告をしていただけたと

思います。多くの疑問点等あるのですが、ここでは

絞ってコメントさせていただきたいと思います。

第l報告、第2報告のいずれにおいても、道内の町

村で起こっている地域に根ざした新たな組織化の動き

を具体的に報告されました。ここでは二つの報告に共

通して現れている動きにはどのようなものがあるの

か、それをどのように理解して、今後の研究あるいは

地域づくりの実践につなげていくには何が重要である

のかについてコメントさせていただきます。

両報告に共通することとしまして、ダイナミックな

組織化のプロセスが現れていると言うことができると

思います。ここでいうダイナミックとは二つの意味が

あると考えています。 lつが、これまでのように政策

主導の下での組織化が行われたわけではなくて、地域

に蓄積された資源、人材、あるいはその下での課題を

捉えなおした組織化ということです。小田先生の報告

では、地域づくり運動あるいは地域内投資循環という

表現をされていましたが、そういった地域をベースに

して組み立てられていく一連の流れ、あるいは、宮入

先生の報告ではボトムアップという表現をされていま

したが、そうしたものが描かれていました。公共事

業、農業政策の後退局面にそのような流れが起きてい

ることは、大胆に言えば地域産業の基盤再編の胎動的

な動きと捉えられるのではないでしょうか。 2点目と

しまして、組織化の原動力が単に私経済おける連携の

経済を追及することではないと思われることです。地

域に起こっている問題をきちんと捉えて、その解決の

前提として織り込むことによって、結果として利益が

地域にも発生するような方法で組織化が進んできたの

ではないかと言えると思います。地域的課題の解決が

農村あるいは企業自らの存立の前提となるという意識

形成が、少なくともスタートの時点ではあったのでは

ないかと考えられます。

道立農試でも、産学官連携ですとか6次産業という

言い方をしまして、行政も一緒になって取り組みを進

める場合がありますが、実際にそのようなことを考え

ていく場合に、単独の個体ではやっていけないため

に、異なる主体間の連携を作っていくことによって解

決されるのだということが分かります。例えば農業が

作る。それを加工して、流通させて販売する。そのよ

うな流れが組み立てられればうまく回るという前提に

立って、 6次産業、産学官連携を捉える場合が往々に

してあるのですが、なかなかうまくいかない場合もみ

られます。農業を基盤とする北海道において、農業に

立脚した産業構造を作り上げる試みとしてお二人の報

告は非常に示唆的であったと考えています。

では、新しい組織化の動きをお三方の報告と別の場

所で取り組んでいくためにはどうしたらいいのかとい

うことがポイントとなってくるわけですが、ここで申

しましたダイナミズムを生み出せるような枠組みはど

ういう形で捉えうるかということが問題となってきま

す。お二方の報告の中で、共通の基盤の下で組織化を

生み出すような、母体の存在というものにかなり着目

されていたと思います。小田先生の報告の中では産業

廃棄物リサイクル事業研究会という研究会活動、宮入

先生の報告の中では、農業振興プロジェクト。その前
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段からの一連の地域での取り組みが見逃せないという

報告であったと思います。こうした組織化の核あるい

はベースになっているものの本質は何かということに

着目していかないと、このようなダイナミズムがどう

いう形で生まれるという点はなかなか発見できないで

しょう。単純に考えれば、そのなかで新しい情報が記

録され、新しい価値がその中で見出され、技術を選択

する方向が選ばれ、組織化がすすんでくる、そういっ

たことを要請してくる一連のプロセスではないかとい

うことが今日の報告からうかがえました。宮入先生の

報告では住民参加型の街づくりということに注目され

ていましたが、実際にこのような研究会を動かしてい

く場合に、どういったメンバーによりどういう形でコ

ントロールしていくかということがかなり重要になっ

てくるかと思います。翻って考えれば、我々はいろん

な状況でこのような研究会に呼ばれることになりま

す。いろんなところでこのような研究会が作られてい

ますが、多くは形式的なものにとどまっていたり、う

まく機能していないという気がいたします。そういっ

た意味では、研究会自体が魅力的で組織化につながる

ためには、どういう特質を持たなければならないかと

いうことは非常に意義のあることだと思います。大変

申し訳ないのですが、今日のお二方には研究会が実際

にどういう形で動かされていったのかについて述べて

いただけると、ありがたいと思います。

さらに、もう一点。研究会における学、あるいは官

の役割とは何かということです。特に、学に関しまし

ては、従来、産学官連携の中で学の役割とは技術形成

に関する貢献という意識づけがあったと思うのです

が、宮入さんの報告の中では解決力の向上への役割が

重要だという非常に大切な指摘がありました。お二方

の報告の中でも、標茶で大野先生、津別で、小磯先生と

いうキーパーソンの存在が語られていましたが、でき

れば、より具体的にこの方々は解決能力向上に向けて

どのような役割を演じてきたか、あるいは、官はどの

ような役割を果たしてきたかについて付け加えていた

だけると大変勉強になると思います。

第3報告・第4報告へのコメント（帯広畜産大学・

金山紀久）

今回の報告では、これからの農商工連携には何が必

要かという点で示唆に富んだ報告であったと思いま

す。

今日、農商工連携として呼ばれていますけれども、

その動きとしてひとつ挙げさせていただきたいと思い

ます。 2008年に農林水産省と経済産業省が農商工連

携を促進するために、 「中小企業者と農林漁業者との

連携による事業活動の促進に関する法律」、 「企業立

地の促進等による地域における産業集積の形成及び活

性化に関する法律（企業立地促進法）」の二つが掲げ

られています。その概要として、中小企業と農林漁業

者の有機的な連携、経営資源、の有効な活用して行う事

業活動を促進するために施策を行うこととなっていま

す。農林水産省と経済産業省が協力して地域経済を活

性化していこうというのが重要な点だと思います。

農村において農業は重要な役割を果たしているのだ

けれども、そこで形成される多様な主体が一体となっ

て地域経済の活性化に向けて動くんだという視点が生

まれていることが大事だという気がしております。農

と商工との関係が必ずしも良好ではなかった部分が

あって、その中で農協がどのような役割を果たしてい

るのかということが課題になってくると思います。そ

のような認識の下で、第3報告の堀江さん、第4報告

の戸島さんの報告についてコメントさせていただきま

す。

堀江さんの報告に関しては、早い段階にもち米に目

を向けて高付加価値化を成し遂げた事例でした。戸島

さんの報告に関しては、高付加価値化やビジネスチャ

ンスをシステム化していくということを報告していた

だいたと思います。

自ら付加価値を形成してビジネスを実行していくス

トーリーを、経過を追って話していただきました。非

常に感銘を受ける点がありました。例えば、もち米生

産をふうれんで行うきっかけ、もち米を作付けするに

あたってホクレンや業界から抵抗にあう。サポートし
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てくれるところがないばかりか抵抗にあってしまう。

また、本州の新潟や秋田のもち米には品質が劣ってい

ることに対して、是非品種改良が必要なんだと言う意

識。それらをうけてふうれんでもち米の生産が軌道に

乗ったのだと思います。もう一点、堀江さんの認識の

中で感銘を受けたのが、冬期間の労働をふうれんに確

保しようということです。一村一品を作ろうといった

ときに地元に原材料があるというのは、今日的にも非

常に重要な課題だと思います。何かよいものを作れば

儲かるなというのではなくて、きちんと原料が存在す

る。経済の持続性にも目を向けなければならないとい

う意識を当時既にもたれていた。原料があって、それ

で作れるものを作るという意識がその当時にあったこ

とは先見の目がある方であると感じました。工場を作

りたいと d思ったら、農協、行政がサポートする。それ

らが連携していかなければならないのに、それらが協

力することなく進められてしまうことがあるというお

話を聞かせていただきますと、実際に付加価値をつけ

ていく上ではこのような課題があったのだなと感じま

した。ですから、堀江さんの報告はこのような課題を

改善していくことが農商工連携をやっていく上では重

要であるという生きた事例であると思います。

堀江さんにさらにお話いただきたい点を2点ほど挙

げさせていただきます。 1点目は赤福についてです。

老舗であり全国的なお菓子の赤福に、秋田や新潟と比

べて後発のもち米が使われるきっかけ、どのようにし

て使われるようになったのかについてもう少しお話い

ただければと思います。 2点目は、ふうれんのように

付加価値化を通じてビジネスを行っていく際に、農協

や行政がどのような役割を果たさなければならないの

かについてお話いただければと思います。

第4報告の戸島さんについてです。今まさに産業ク

ラスター・農商工連携の動きが活発化しています。現

段階で、私の認識として、集積状態がまだまだ不十分

でありまして、今のところ産業クラスターが形成され

ている途中であろうと思います。その中で非常に重要

であるのは、産・学・官をつなぐコーディネーターの

役割だと思います。そのような役割を果たして、大き

なビジネスを開発され、成功されているという実態を

報告いただきました。

私の認識として連携が非常に重要である、その連携

から産業の集積がすすんでいくことによって効果が高

まっていくのだろうなと感じるわけですが、産業集積

といった場合に札幌は集積がしやすいであろうと思う

のですが、地方では集積には努力が必要であろうと思

います。そのような産業クラスターにおける産業の集

積についてお話をうかがわせていただければと思いま

す。また、大学や試験場がどのような役割を担うの

か。ハーブビジネスでも自動給餌システムの開発でも

大学や試験場が大きな役割を果たしたことがわかりま

したが、これから大学や試験場はどのような役割をさ

らに発揮していくのか。さらに、行政サイドがどのよ

うな役割を果たしていくのか。現状と課題についてお

伺いしたいと思います。

最後に、農商工連携、産業クラスターが形成されて

いく過程で地域ブランドが重要な課題だと思います。

地域ブランドとは一体どのようなものであるのか。非

常に抽象的なブランド論になってしまいますが、具体

的に、形成される地域ブランドとはどのような捉え方

をしたらいいのか。有名な夕張メロンなどは単品のブ

ランドなんですけれども、今後産業クラスターが集積

していったときに地域ブランドはどのように形成され

ていくのか伺いたいと思います。

都市聞の格差、都市と地域の格差が広がり、地域経

済が停滞するという状況の中で、個々の経済活動の主

体が自ら考えて自発的に行動していかなければいけな

いのだということがうかがいしれる両報告でしたが、

今後どのように展開していかなければいけないのかを

お伺いしたいと思います。

つ山A吐



II 討論

〔出村座長〕

今日のコメントについてですが、岡田さんのコメン

トのキーワードは農商工連携に対する地域の活動のプ

ロセスに関する重要性を指摘されました。金山さんの

コメントは連携の中で実際の既存の組織がしばしば抵

抗勢力になるということでした。そのような連携と、

従来の支援組織が抵抗勢力としてではなく新たな支援

機能を担うように変わっていくにはどうしたらいいの

かということです。これは産、官、学の全てに言える

ことでしょう。このコメントを中心に、報告者に回答

をいただきたいと思います。

〔小田〕

私にいただいた質問は2点ほどありました。 1つ目

は研究会の役割、 2つ目はキーパーソンとしての小磯

先生の役割についてでした。

まず、そもそも研究会がどのように立ち上がって、

どのようにそれだけの影響力を持つまでにいたったの

かについてです。そのためにはまず標茶町の成り立ち

みたいなものをお話しなければなりません。私自身も

まだ数回しか調査しておりませんので、そのへんの正

確なことは分かりません。戦後、全国的に公民館運動

が広がって、地域づくりに関する流れがあったかと思

うのですが、特に標茶の場合にはいろんなきっかけが

ありますけれども、ず、っと今日まで続いてきていると

いうことです。特に研究会の成り立ちで言いますと、

2000年の3月に標茶町第3期総合計画が策定されたの

ですが、総合計画を作るのに2年間ぐらいかけている

わけですが、その中で街づくりにかかわってきた人々

がメンバーに入って、役場との関係で標茶の将来をど

うするのかについて話し合いがされていくのですが、

そのメンバーには年齢差が出てきてしまうのですが、

標茶高校出身は、標茶高校に農業科があったときに先

輩後輩のつながりが非常に強くて、日常的に街づくり

について、先程の地域づくりの会を開くですとか、標

茶町では市街地と農村をお互いに分かり合おうという

ことでわかりあい運動と言うのを町のお金で市街地の

人が農村にいくですとか、農村の人は昭和29年に標

茶駅前が大火になって燃えてしまうのですが、 104戸

全焼してしまったときに街の人たちが困っているのを

農家の人たちが手伝いにいくということなどがあり、

そういったことが標茶ではありました。そこで、総合

計画をきっかけとして、公共事業もどんどん減ってく

る中で、第6ページの⑥に財政状況を示しましたが、

2000年は交付金の金額が高くその年は土木費用も高

いのですが、それ以降はガクッと金額が少なくなって

しまいます。そういったことが見えていましたので、

なんとか街の将来新しいことを考えなければならない

と言うことで、総合計画を作りながら、勉強会をやっ

ていたわけです。そういう中で、たまたま1999年の6

月に釧路公立大学に地域経済研究センターが設立され

ます。そこに小磯さんがセンター長としていらっ

しゃったわけですが、小磯さんは開発庁の役人で北海

道勤務で、いろいろなところで地域づくりをやって

らっしゃって役場の方と顔見知りなわけです。これま

でも予算等で相談に乗ってもらったことがあるという

ことで、小磯さんに知恵をお借りしようと言うことに

なりまして、役場の職員と街づくりの先程の10人ぐ

らいでいろいろ話をした中で、日常的に勉強会みたい

なものをしましょうかと言うことになりまして、小磯

先生から環境問題を中心としたレクチャーを受けるこ

とになります。その当時標茶で問題になっていました

のは、間伐材です。 1万haで間伐がすすんでいないこ

とが問題でした。さらに、甜｜｜路湿原が国立公園からラ

ムサールに登録されたということで酪農部門での家畜

の糞尿も問題でした。あるいは牧草のラップをどうす

るかということ。一般廃棄物や産業廃棄物の問題など

がありまして、地域で勉強会をしましようということ

で、その勉強会が産業廃棄物リサイクル事業研究会に

つながっていくことになります。その中で勉強してい

くなかで、国連大学が提唱したゼロミッションの考え

方が小磯先生から提供されまして、標茶町が抱えてい
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る問題もそれに近いものがあると。ゼ口エミッション

は単に廃棄物を、空気も含めて、全てゼ口にして害の

ないようにすると言うことですが、それをするために

は様々な資格が必要で、その中にいろんな産業が依存

しあいながら最終的にゼロにする、異業種との交流が

入っているわけです。そのような話を伺う中で、もう

」歩進めて本格的に標茶町でそのようなことをやりた

いという「しぺちゃゼロエミッション21研究会」が

立ち上げられることになります。 21研究会は小磯さ

んの紹介などで経産省の補助事業の対象となり、 270

万円が経産省からでましたので、それを利用しながら

先進地域に勉強に行ったりしまして、カムイエンジニ

アリングにたどり着くことになります。これまでの街

づくりの流れが偶然ではなくて、社会的な状況がそう

させたんだと思いますが、何か次の新しいものを考え

ようということで、たまたまそこに小磯先生が釧路に

来ていたということが結び合って今日の事業家に成功

したということであります。ただ、最初は事業化まで

うまくいって、町内の廃棄物を利用しながら新しい製

品をつくるということになりましたが、先程申し上げ

ましたように廃ラップの処理費用が国の補助でタダに

なるとか、農協もそんなことをしている場合ではない

と一歩引いた立場にありますし、役場も公共的立場か

ら1社だけに加担するようなことはできませんから積

極的にかかわることはありませんし、会社自体もコス

トを下げるということからなるべく安いものを外から

持ってくるということも考えまして、最初の目的から

はずれていくことを心配しております。役場の方と話

をする機会があったのですが、もうちょっと考え直さ

なければならないのではないでしょうかと申し上げて

おきました。

がると思っていまして、農業振興プロジェクト会議に

参加した人々が共通して農業基金の中で、個々人とし

て参加しているんだけど、個人としてではなくて地域

のために考えられるメンバーが集まっていたというこ

とで、研究会の本質とどういったメンバーがとつなが

るのですが、単にリーダーではなくて、リーダーはど

こかの組織を背負った人が参加するというのではなく

て、やはり、ある意味自分の色すなわちどこかの利益

代表ではなくて、一個々として参加して意見を言う、

立場を乗り越えて共通問題を認識できたり、そういっ

たメンバーが参加するということが実は研究会の本質

で、そういうふうな意識にもっていくことが非常に重

要だ、ったのではないかと思います。事後に行っていろ

んな話しを問いただけですので本当にどうだ、ったかと

いうことは分かりませんが、それが非常に重要なこと

であると思いまして、レジメの5ページではそのこと

に関しまして、 「参加したメンバーは、農業者や関係

機関の職員ではあったが、それぞれが立場を超えて、

一個人として会議に参加し、意見を述べるような場の

設計もされていたということである。問題意識を共有

していく過程で、このような立場の相違を乗り越えな

がら、農業振興政策策定のための合意形成を図ること

ができたことも重要であると推察される。」と書いて

あるのですが、これがまさしくこの部分になります。

私経済、自分たちのことだけじゃなくて、酪農家、

畑作を行う農家それぞれが農地の問題、遊休農地の活

用を含めて問題をどうしょうかということを考えられ

たというのは、個人のためではなくて地域のためにも

のを考えられるメンバーをどう集められるのか、もし

くはそういう人にメンバーをもっていけるかというこ

とが重要であって、どのようにコントロールできるか

ということになるんだと思います。外の場合でもこの

（宮入〕 ような取り組みがあればいいのかなと思うのですが、

最初に話された中に、原動力というものがあって私 最初の出発点のところで、私が単純に考えていること

経済ではなくて利益が地域に落ちるようなというのが なのですが、危機の捉え方と言いますか、地域の危機

あったのですが、まさにその部分が重要で、研究会の になった時に初めてこういった動きが出てきた、問題

本質ですとかどういったメンバーでということとつな があるから集まって何とかしなきゃということになる
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わけです。この危機とか問題の共有が出来なかった

ら、必要ないということかもしれませんし、別に作ら

なくてもいいわけです。本当にみんなで危機の共有を

しなければという危機の捉え方、共有の仕方も場の作

り方につながるのですが、そういう雰囲気に持ってい

くことができるのか。前段階としてそういう組織を立

ち上げようと言う雰囲気に持っていけるのかが、こう

いったプロジェクト会議の出発点であり、成功のキー

だと考えています。実際、その場においてどういうふ

うに場を設計していけばよいかということなんです

が、これは今回の事例分析とは離れまして、私個人が

考えるワークショップの組み立てなんですが、まずは

じめに参加者に目的を明かして、何のために集まっ

て、最終的に何を成果とすべきか、出口は何なのか、

ということを明確に共有して意識する。先程申しまし

たように危機の捉え方とつながってくると思うのです

が、まず自分たちが何をしなければいけないのか。そ

のうえで、場の課題を何とするのかを明確化すること

です。

第二はその場を作るプロセス。意見を言いやすい場

にしたりですとか、場の設計です。みんなが活発に意

見を言うようにするには主催者、場を設計する人はか

なり綿密な計算が必要になります。いろんな問題が出

てきたときにそれをどう可視化できるのか。だれがこ

ういう意見を言ったのか、だれがこういう意見を持っ

ているのかが見えす、、暖昧なまま議論で何が決定して

いるのか分からないと会議もすすまないわけで、その

ようなことをきっちり可視化する必要も在ると思いま

す。

3点目として、その場を運営する人がどういう人な

のかということです。ファシリテーションという言葉

で言いますが、仲介する役回り「ファシリテーターJ

がやはり必要になる。ここでいう学の役割、大野先生

の役割だと思うのですが、アドバイザーとして関わっ

て場を盛り上げて、決して意見の流れを誘導するわけ

ではないアドバイザーが必要だと思います。その人が

ファシリテーターとして意見を盛り上げたり、とりま

とめのときに簡単な助言をして主体的に考えて答えが

出せるような雰囲気にもっていく役割が必要だと思い

ます。最後に、場を作る際に重要なのが、コンセンサ

スというのが全員が同じ意見で一致するという意味で

の合意です。妥協ですとか、妥協がないと合意ができ

ないという考えを捨ててもらうことだと思います。全

てをみんなで合意してこうやりましようという考え方

は危険ですし、そういったことはすべきではない。こ

この部分は合意できたけれども、ここの部分は合意で

きないときに、合意できないことも合意のひとつであ

ると捉えることが必要で、それを専門的にはメタコン

センサスと呼ぶそうですが、そのメタコンセンサスも

コンセンサスのひとつであるという捉え方。ここの部

分に関しては合意が取れないからやめましょう、でも

こっちは進めましようというふうに動けることが重要

だなと感じます。

最後に学の役割ということですが、三つあると思い

ます。ひとつは、大野さんもやられていたであろう、

ファシリテーターとして場を作っていく、現場でフア

シリケーションしていく役割、さらに専門家としての

役割、助言をしたりとか、議論しているときに専門家

の意見を聞きたいといった場合に専門的な知識を与え

るというのは専門家にしかできませんから、適切な専

門家もいなければならないでしょう。そこには単に農

業経済学の人間がいって技術的なことは分かりません

ということでは多様な農業問題には対応できないので

はないかと思います。農業経済学は農業経済学だけで

やるのではなくて、ほかの技術系の先生達と一緒に現

場に入れるようなアプローチも含めて地域支援をする

専門家の立ち振る舞いが必要なのではないかと思いま

す。

〔堀江〕

2点、質問にお答えしたいと思います。

なぜ赤福とつながれたのかという質問ですけれど

も、当時、全国でもひとつの農協管轄の全面積でもち

米を作っている農協はおそらく名寄農協だけだ、ったと
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記憶しております。名寄ではもともと二つあった農協

がひとつになって、日本一の面積になったんですけれ

ども、名寄は面積そのものが少なかったということも

あって、農協から組合員に対してこれからはもち米で

やっていこうということ強いメッセージが伝わったん

だと思います。当時の組合長は、組合員を誘導したわ

けですから、普通の水田農家は自分のところで食べる

米は肥料を小さくするとか有機の肥料を入れるとか、

農協に入れる分は適当になるとか言われましたが、決

してそういうことはありませんが、やはり自分のとこ

ろで食べる米は一番いい土地の米を食べるというのは

事実だと思います。それを全部もち米にしてしまうわ

けですから、今度はお米を買って食べなくてはならな

い。米を作づている農家が米屋さんから米を買って食

べるというのは、長年米を作ってきた百姓としては、

家族中から反対されるわけです。それでも、全面積を

もち米にしてしまったけれども、もち米が高く売れる

かといえばそんなことはなくて、当時の組合員として

はうるち米の混じっていないということでどこかが必

ず目をつけてくれるだろうということで、営業が全国

を売り歩きました。

その際に赤福の近くを通りかかったときに、ここは

うまいもちを作っているし、お土産で食べてもおいし

い。このもち米はどこから調達しているのだろうとい

うことで、飛び、込みで赤福に入っていって、自分の農

協はこういうことをしているということを宣伝して、

帰ってきて、ある一定量だけ送ってみろということで

送りました。そこからはちょっとした物語なんですけ

れども、お米を積んだトラックが横付けされる。赤福

の社長は2階の窓から下を眺めていた。普通私みたい

なものはタバコを吸ったりですとか、ぶらぶらそこら

へんを歩くとかするわけですが、うちの組合長は直立

不動といいますか、誠心誠意、なんとしてももち米を

卸したい一心で、じっと門の前に立っていたというこ

とです。それに赤福の社長は感銘を受けたということ

で、組合長の下で作ったもち米であれば間違いないで

あろうということから赤福と契約が成立したという経

緯があるようです。

全てホクレンを通じて赤福にいっていますから、生

産者として高い価格を払ってもらっているということ

はなくて、北海道のもち米は名寄産であろうが、旭川

産であろうが、ホクレンからは同じ価格が出ています

から、生産者がどうこうということはないのですが、

その代わり、何がプラスになっているかといいます

と、自分たちのもち米はだいぶ北で作られていますか

らたいしたことないだろうと生産者自信が思い込んで

いたわけですが、うちの会社で作ったもちを大きな

メーカーで言いますと、モスバーガーに11月から2月

までの期間限定で全国全店舗で出しています。あるい

はセブンイレブンのもちいり巾着というおでんのねた

の東京のもちは全てうちの会社のもちです。自分たち

のもち米を袋につめて農協に出せばあとは農協がやっ

てくれるわけですから、今年はちょっと悪かったねぐ

らいの気持ちで出してしまえばなんてことはないとい

うことなんですが、そうやって地元に加工場があっ

て、そういうところで使われている、あるいは全国的

に有名なお土産で使われているということが生産者に

とっても力になっているんだと私は考えています。で

すから、他産地には負けられない、いいものを作らな

けらばならないんだという思いにつながっているんだ

と思います。赤福についてはこういうことです。

農協と行政との関わり方の中で、我々は株式会社を

作っているわけですから、対農協ということではあり

ませんけども、そこで使う肥料にしても、他の生産資

材に関しても、農協とかかわりがあることは確かで

す。自分たちで作ったものは全部自分たちで加工して

いるんだろうから、農協とは関係ないのだろうと考え

られがちですが、我々はもともと全俵農協に出荷じよ

うという方針でスタートしました。水は上川地方に流

れてくるので、水を上の人も下の人も平等に使ってそ

の地区がうまくいきます。上の人間が水をどんどん流

して下には水がいかないですとか、その一連の水路の

中で唯我独尊で自分だけいしミ思いをしようとすると必

ず誰かに迷惑をかけてしまうということを水田農家は
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意識しています。だから、自分たちだけいい思いをす

ることもあるだろうからこの事業を始めていこうとし

ているわけですが、米を作って農協にだす時代は終わ

るぞということでこの事業を始めようといういったん

もあるわけです。おそらくそういった時代が来るであ

ろうと思ったからこそ、なおさら、農協に出す分は出

せ、その代わり資金面等で困ったときには支えてもら

おうという姿勢でいました。出す分は出し、もらうえ

るものはもらうという姿勢でやっていますから、存し

ていた部分もあるのかもしれませんけども、これまで

そういう風にやってまいりました。当初農協と行政は

反対していましたが、それはこんな悪い米しかできな

い地帯でなにかやってもいいことはないだろうと考え

ていたためで、反対はしないけれどもやってみるんな

ら、違うところではどうなりうるというアドバイス的

なもののためでした。私は現時点でふうれんと農協、

行政との対立はないと考えていますし、うまくいって

いるほうなのではないかと考えています。

（戸島〕

私は3点ほど回答したいと思います。

まずl点目は、ビジネス開始時における官学の役割

についてですが、いくつかの事例を踏まえてご紹介し

たいと思います。まず学に期待する役割についてです

が、私のこれまでの経験値の中でお答えしたいと思い

ます。大学の方々と共同研究をビジネスクラスでやっ

ていく上で、どうしても大学の方に期待したいのが、

コストを意識して取り組んでいただきたいということ

です。コスト度外視で研究してしまいがちなんです

が、産業技術という視点で考えたときに、商品化の時

にはコストは避けて通れない部分です。したがって、

共同研究なり技術的アドバイスをしていただくうえで

も、そういったコストの部分を意識していただきたい

と思います。もうひとつは、研究のための研究になっ

てしまわないようにしてほしいということです。例え

ば、農業機械を開発しようという際に、農家の方々は

農薬を減らそうと考えていらっしゃるなかで、適正な

農薬散布を散布する場合、 GPS内臓の農業機械を開発

したことがありました。最終的に農家の方々に評価を

してもらうと、こんなに複雑な構造だと使いにくいと

の指摘がありました。発想自体は決して悪いものでは

なかったのですが、ユーザーである農家の方々にとっ

て使い勝手のよくない商品ですと、マーケットはその

商品を評価してくれません。したがって、商品開発を

していくにあたって、ユーザーの求めるのはどこにあ

るのかも意識していかなくてはなりません。

さらに、例えば、食品加工研究センターとか支援研

究機関の方にもお願いしたいのは、以前の例をあげま

すと、食品加工研究センターの方々といろいろ作って

いくときに、北海道の代表的な食材であるサケを使っ

て新しい加工食品を作っていこうという試みがかつて

ありました。そのときはサケの加工技術に関しては徹

底的に研究されていました。しかし、いざ商品化の段

階になった時に、加工ですから副材料としていろいろ

なものを使います。けれども副材料には全くこだ、わっ

ていないのです。結果時に科学調味料等を加えること

によって、従来のサケとなんら変わらないようなフレ

イパーになってしまう。したがって、サケがサケでな

くて、商品全体を見ていくときには、副材料とかにも

注視しながら加工していかなければいけないのかなと

いうところが気づいたところです。

2点目ですが、クラスターの集積の方向性や問題点

ということなんですが、確かに金山先生のご指摘のよ

うに、産業クラスターはひとつの産業集積ではあるの

ですが、技術的には町村地域で生産、流通、販売とい

う形で全て地域で完結させることは難しいと思いま

す。したがって、そのような場合には今後は広域連携

も視野に入れて、地方と地方、地方と都市が連携して

いきながら、それぞれの地域が役割分担をしながら

やっていくとシナジー効果を高められると思います。

具体的に今進めているのは、旭川の北にあります下

川町では今から5年くらい前に、もともと手延べうど

んを作っているうどん屋さんが5軒ありまして、その

5軒の方々と道産うどんを作ろうということで商品化
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を進めてきました。その過程の中で、従来までは外国

産の小麦を使っていたんですが、どうせならというこ

とで、小麦も道産にこだわろうということで、地元の

農家に小麦の農家を加えたりとかいう形で徐々に輪を

広げていきました。また、下川は林業の町でもあるの

で、 トドマツやカラマツから出てくる間伐から抽出し

たアロマオイルなんかを商品化しました。ところが実

際にそれをどこで売るかといった場合に、今度は地域

間連携という切り口で、クラスターを進めている研究

会が道には30あります。その中のひとつの小樽のク

ラスター研究会が観光をドメインとして取り組んでい

て、ここの舞台は朝里川温泉です。朝里川温泉に来る

観光客向けに、宿泊客に対して女性客を対象として例

えば癒しのサービスなどを提供する過程で、下川のア

ロマオイルだとかを使っていこうですとか、地域間ど

うしの取り組みも進めているところです。したがっ

て、このような地方と地方、地方と都市、あるいは北

海道とほかの都市、以前にあった取り組みですと北海

道と北陸の地域間連携が必要だと思います。

さらに、 3つ目の地域ブランドの形成についてです

が、農商工連携との関わりの中でどう進めたらいいの

かということなんですけれども、確かにブランド形成

といったときに一般的には顧客は商品の価値というも

のを買う。ですから、商品の中にいかに価値を含めて

いくかということが求められているんだと思います。

ところが、我々もその難しい価値をすぐには取り込め

ません。したがって、まず地域ブランドといったとき

には、地元で作ったものが地元の皆様に愛されるもの

から作っていきましようと呼びかけています。やっぱ

り地元から商品を発信していこう、地元で愛される商

品であれば、口コミで広まってほかの人からも評価を

得て、口コミでブランドが形成される。やはり地域で

長く愛される商品、こういったものを我々がどうやっ

て作っていくか。そのためにも、 トマトジュースが作

られるときにも、こだわりと言ってもこだわりは何な

のか。品種の違いはどうなのか。あるいは糖度はどう

なのか。といったようないろんな切り口があります。

新たに我々がこれからやっていこうと思っているのは

商品の飲み方、食べ方、どういうシチュエーション

で、どういう食べものと掛け合わせたらおいしいのか

といった、一種の食文化を通じたものを提案していく

ことも大事かなと考えます。こういった、地域ブラン

ドといっても一朝一夜で決してできるものではないと

思いますので、 5年、 10年、長ければ20年、 30年か

かって地位を築いていますので、地域ブランドは長い

スパンで地域の方々を支援していこうと考えていま

す。

（出村座長〕

ありがとうございました。 4名の報告者にコメン

テーターからの質問に答えていただき、さらに追加的

な回答もございました。

岡田さんと金山さんのコメントに共通していること

ですが、農商工連携、産学官、そういう既存の組織の

役割がどうであるのか、さらにそれら組織のことです

が、見直しというよりも新しい役割が求められている

と言いましょうか、そのような要請が起こっていると

思います。

小田先生や宮入先生は学の立場にいらっしゃるわけ

ですが、先程の繰り返しになるかもしれませんが、も

う一度学の役割をお話いただきたいと思います。さら

に、道は20数ヶ所ある試験場の法人化がスケジュー

ルに上がっています。多くの試験場には、もっと社会

に貢献する、そのような役割が強く求められているよ

うに感じます。その一方で、中小の企業にとっては大

学や試験場は敷居が高くてなかなか入りにくい。ま

た、農業試験場と普及所が現場に技術を普及する組織

としてはありますけれども、農業者の要望に答えてい

るかというと必ずしもうまくいっているとは思えませ

ん。

そこで、大学の先生に学の役割と岡田さんに試験場

としての学の役割を伺いたいと思います。
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（小田〕

難しいご指摘をいただきました。学の役割はとれま

でそれぞれの問題があったんだと思います。自治体で

もそうだとおもうのですが、総合計画や何かの課題に

対する計画を作るといった場合に、大体の場合大学や

研究所などに委託をして、そしてできたものをそのま

ま受け入れるということでは、主体的とはいえなく

て、やっぱり客体的と言いましょうか、それでよしと

いうことで終わっていたのが多かったと思います。そ

れがいろんな地域で適用されるということで受け入れ

ることがあったんだろうと思います。お叱りを受ける

かもしれないのですが、我々以上の年代の先生に多い

んですが、地域の細々した、あまり学問に関係ないよ

うなことについてはやることではないということで、

現場と研究とは違うという考えを持っていたと思いま

す。今回標茶の小磯先生も最初はそのような考えを

もってらっしゃったんですが、センター長として赴任

してきたときには、現場とのかかわりはもちろんあり

ましたが、中心は政策理論で、総合的な地域づくり論

といいましょうか、そのようなものを想定していらっ

しゃいました。

しかし、先程申し上げたような形で標茶町から相談

を受けて、現場に入っていかなければだめだと切り替

えたと仰っていました。それで、最終的には会社を立

ち上げるアドバイザーのような役割を果たして、資金

面にも関わるという風に変わっていかれたわけです。

ですから、これからの学のあり方として、基礎的な研

究もやはり大事ですけれども、現場のことを知らない

で理論家はできない。今の若い人たちはある程度認識

しているようで、逆に現場に入りすぎて困ることもあ

るんですけれども、先行研究を見ずして現場を見て論

文一本上がりということで、しかしそこには継続性と

いう面で問題があるわけですし、それが、いろんなと

ころで適用できる理論なのかということも問題になり

ますので、その両方の兼ね合いが難しいところなんで

すが、現場と理論が結びついていかないといけないと

考えています。

〔宮入〕

現場にいりびたっていて、耳が痛いお話をいただい

たなと感じています。

僕も小田先生と同じように、実践過程にどのように

関与していくのかということで、私の今日の報告もそ

のような内容だ、ったのですが、実践過程にどう関与し

ていくかということで、まずひとつは地域社会の複雑

な課題に対して専門分野以外のことも求められる場と

いうものが必ず出てきますし、産学のつながりという

より、細分化された学の間で連携を取っていかなけれ

ばならないと考えています。私は今農家さんがたが周

りにたくさんいらっしゃる秋田県立大学に勤務してい

るのですが、いろんな問題が大学に持ち込まれてきて

いてそれは非常に重要なことだと考えています。今は

北海道大学を卒業された園芸の先生と産学連携事業を

やっているのですが、町のお金と大学のお金を使いま

して、何もないところから苗を供給して栽培の指導を

しながらひとつ新しい品目の産地化を行いました。私

は作る前から産地マーケティング、売れる仕組みづく

りに取り組みました。大学が非常に敷居が高いという

のは感じておりまして、大学と地域の係わり合いにつ

いて調べていきますと、 1970年代からオランダでは

サイエンスショップという試みで、地域から受けた課

題に対してそれを題材に修士論文に取り組むとかの取

り組みがあまして、非常に定着しているとのことなん

ですけれども、日本でもやっていったらいいのではな

いかと考えています。知的財産の扱いですとか、企業

との結びきに力を入れて外との連携を考えているので

すが、その一方でもっと地域に足の着いたといいま

しょうか、気軽に持ち込めるような仕組みがあっても

よいのではないかなと思います。

〔岡田〕

農試の役割としては、はっきりしていることは地域

連関への貢献を直接的、間接的に担うと感じていま

す。ただし、試験場の独法化があと2年後には行われ

る予定ですが、現在行われている新しい取り組みとし
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て、行政と普及センターと試験場で地域農業技術支援

会議という組織を組んでいまして、そこの地域におけ

るニーズの拾い出し、重要度の評価、それに対する対

策をどうやっていくか、フィールドとしてどうする

か、施策としてどうするかを地域ごとに行う取り組み

を実施しています。そうした枠組みの中で、産学官連

携事業も行われています。試験場は全国各地の地域に

存在しているわけですけれども、今座長が仰ったよう

に、必ずしも地域と気軽に関わっているかといわれれ

ば、そうではない状況です。これが浸透していくため

にはまだ時間がかかるだろうと考えています。もうひ

とつが、評価の問題があると思います。どうしても試

験場と言えども、業績の評価になってくると、研究と

しての評価が重視されることになって、地域への貢献

度合いをどのように評価するのかを明確にしていく必

要があると感じています。

共同研究、コーディネーターの輩出。産学官連携の中

で畜産大学がやっているのは、まとめますと、人材育

成、技術開発、コーディネーターの輩出の3つです。

農業との関係になりますと、地域共同研究センターが

産学官連携を担っていますが、農と商工の連携に関し

ては、座長が仰ったとおり農が力を持っていますか

ら、中小企業にとって大学の敷居が高い部分があると

思うのですが、中小企業の人が十勝が持つもつ農とい

う資源を活用したということだと思います。ひとつの

例としては、歴史的な過程から十勝には小麦の製粉所

があるんですが、仕方がないんですけれどもこれまで

は十勝でできた小麦が90%以上本州に行ってしまっ

ていた。ホクレンが今までそれを担ってきたんですけ

れども、付加価値をつけようとしたときにどうしたら

いいのかといったときに、農商工が連携していかなけ

ればいけないんですけれども、その仕組みづくりを考

えているところです。

〔出村座長〕

ありがとうござ、いました。金山先生にお聞きしたい 〔出村座長〕

のですが、十勝は産学官の活動が最も活発だと思うの コメントに対する回答はこれで終わりにしまして、

ですが、十勝は農が強いから学官は必要ないという風 休憩を挟んでですね、この会場にいる全員に質問、意

に見えないこともないのですが、十勝における学の役 見に参加してもらおうと考えています。

割について教えていただけますでしょうか。

〔金山〕

十勝が産学官連携のすすんでいる地域であるかは私

自身も十分に評価はできませんが、学の役割で最近

我々が立ち上げたのは人材育成です。人材育成という

のは学生を教育するというだけではなくて、企業につ

いてです。先程、戸島さんの報告の中で、農商工連携

の課題の中で、担い手の技術力向上ですとか、ビジネ

スプランがほしい、とかそういう地域で産学官、農商

工連携をとっていく上で、地域における連携の担い手

はどうしても中小企業が中心となります。現実問題と

して、その連携を組む人材の育成が不十分であるとい

うことで、昨年から人材を二つのタイプに分けて人材

育成をしようという取り組みをしています。さらに、

m 総合討論

（出村座長〕

今日は産学官連携を学の立場から見てまいりました

が、今日のシンポジウムの主は農業についてですの

で、中心的な活動をなさっている堀江さんに、ご自分

のビジネスを展開する過程で、支援組織のどのような

支援が必要なのか、今までのご経験からお話いただき

たいと思います。

〔堀江〕

我々の会社で最も弱いのは商品会開発能力です。新

しい商品を出す段階が来るぞ、今兎れているものが
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ずっと売れ続けるということは絶対ない。だから、早

め早めにいい商品を作る努力をしないとダメになっ

ちゃうぞということが分かりつつも、そこに関する優

秀な社員を雇うほどの余裕はないですし、どうしても

仲良しグループから脱しきれないというのは、百姓の

会社はどうしてそうなんだろうといつも考えていま

す。ですから、そういった部分でご支援いただけると

ありがたいなと考えています。

〔出村座長〕

戸島さんに伺いたいのですが、堀江さんのご意見に

関して、クラスターが役立つと言いましょうか、可能

性がありますでしょうか。

〔戸島〕

ヒントになるか分からないのですが、私のほうから

何点かコメントさせていただきます。

地域の方から素材はあるのだけれども何を作ってい

いのか分からないという声をよく聞きます。私たちは

地域の方に何を作りたいですかと丁寧に丁寧に聞いて

いって、最初に出てきた答えがジュースでもジャムで

もいいんです。ではどういうジュースを作るのか、ど

ういうジャムを作るのかを一緒に考えながら、そし

て、ジュースやジャムを作るとすれば、世の中にはた

くさんの競合商品がありますよね。だとすれば、皆さ

んどういうジャムを作りたい？実際に我々と一緒に市

場を見てみましようと。ほかの道内各地、ほかの府県

でもいろんな農家の方が商品化した事例がたくさんあ

ります。そこでいい意味でライバルをみてきて、彼ら

がどんな作り方をしていて、どんな工夫をしているの

か、ということで僕らが一緒に現場に行くことだと思

います。そして、現場に行ったら答えのヒントとなる

ものがいくつか出てきます。それを持ち帰って、もう

一度最初の構想、に戻ったときに、別のものを作りたい

ということでも構わないんです。地域の方々があくま

でも主役なので、主役の方々が暖めていたビジネスプ

ランをどうやって大きくしていくかというのがサボー

ターとしての役割だと認識していますので、地域の方

も決して完成品のような100点満点のビジネスプラン

を我々の下に持ってくる必要は必ずしもなくて、穴ぽ

こだらけでも結構なんです。その穴ぽこだらけの部分

を埋めていくのが例えば大学の先生の知恵であった

り、それから、我々のような支援機関の役割だという

風に認識していますので、遠慮なくですね、大学の先

生や我々のような支援機関のところにいかれたらいい

のかなと思います。

（出村座長〕

それでは、今日この会場に学の関係者がおりますけ

れども、皆様からご質問、ご意見ありますでしょう

か。

〔中原（酪農学園大学）〕

小田先生の今日のご報告興味深く聞かせていただき

ました。それで、今日の副題の農商工連携の非常に典

型的な展開が標茶であったのではないかと聞かせてい

ただきました。具体的に結実したものがゼロエミッ

ション、それを事業化していくところで、やはり今の

日本の環境問題の一番難しいところは、ゼロエミッ

ションにしていく上での資源の利用のマーケットが必

ずしもできていない、そこに標茶の地域循環があっ

て、そこに要素が加わってこないと事業としてしっか

りしてこないことはなんとなく判るような気がしま

す。今回の内容とは若干ずれがあるかもしれません

が、標茶のゼロエミッションという形で一定の事業化

ということで一定の達成があった次の段階は何か出て

きているのか？それから現場の方々で、次の課題が何

かできているのかどうかお聞きしたいと思ったんです

けれども。

〔小田〕

次なる課題ですけれども、たくさんありまして、私

が10年前に調査に入ったときには文字通りの地域の

産業廃棄物などを利用しながら、企業化に結び付けて
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ていただきます。

簡単な質問で、小田先生になんで、すけれども、カム

イエンジニアリングは株式会社で、第3セクターにな

ぜしなかったのかをお伺いしたい。

2点目は宮入先生になんですけれども、私も学の役

割だと思うのですが、仲介ですとかアドバイザーは非

常に重要だと，思っていますし、実際にそのような立場

に立たされることはあったわけで非常に苦労したわけ

です。コンセンサスを得るということは重要でありま

して、今日のお話の中で合意できないこともそれは合

意できればといいますか、全員で確認できれば非常に

重要だ、それも合意のひとつだということは非常にあ

りがたく聞かせていただきました。それに関してなん

ですが、ちょっとどう考えたらいいのかなというのが

あります。

私自身は中央農業試験場に長くいたんですけれど

も、そのときに地域農業計画を専門にしておりますの

で、普及員などに連れられて村づくりの難しいところ

に出かけまして、どうするかということをやらされた

わけですけれども、そのときによくとった手段という

のは、みんなの目的はバラバラなわけで、いろんな合

意ができなくてバラバラになってしまうのですが、そ

こで私は大体、こうじの目標を挙げていくという手段

をとったわけですが、例えば、中央ですとほぼ定住社

会ですので、定住という前提で子孫に何を残すべきか

から考えようとか挙げていきますと、かなり合意が得

やすくなります。みんなの意識を共通させると言いま

すか、それが文化が定着しているところでは明確であ

りまして、非常に合意を得やすかったと思っていま

す。

しかしながら、北海道でそれがどうなのかというの

が聞きたいところでありまして、私の経験としては、

農協の座談会に出席したことがあるんですけれども、

そのときにも個人個人がバラバラなんですが、みんな

（樋口（帯広畜産大学）〕 で合意してもらわなければ困るというのが農協から要

今日は貴重なお話聞かせていただきありがとうござ 求が来るわけです。そういったときに調整をしなけれ

いくということで、それが標茶高校の水の浄化につな

がっていくということで、なんとすばらしい地域づく

りかとJ思ったんですけれども、現実はやはりそう甘く

はありませんで、また今年調査に行きましたら、なん

だか相撲取りが勝手に動き出しているような感じで、

地域全体のゼロエミッションの考え方はどうなったの

かなと危慎しているのですが、先程申し上げたように

当初の考え方に戻っていけば、必ず産業廃棄物などを

いつまでもただで処理できるわけでもありません。そ

れから、せっかくの資源を釧路市に持っていって燃や

してしまうというもったいないことをしているんです

けれども、やはり廃棄物としてではなくて資源として

地域の中で製品化していけば、これでまた生産につな

がっていきますので、それによって中でお金が動いて

いくということですので。

なかなか思うとおりにいかないこともあって、最初

にエコタウン、ゼロエミッションと調ったわけですけ

れども、我々に課題があるわけですけれども、当時は

できていたわけですから、もし元に戻って、燃料価格

も高騰しておりますので、間伐材の利用をもって、燃

料を作っていくですとか、中原先生の専門であります

けど、牛の廃棄物からのメタンガスを利用する方向に

もっていくことなどが課題として残っているんだと思

います。これまで、市街地と農村部ですとかいろんな

関わりで地域連携がとれていた、そして企業化とつな

がっていったわけですから、もう一度初心に戻って地

域づくりということで本当の意味でのゼロエミッショ

ンを作っていかなければならないとd思っています。

やはりひとつのことをやるには、まだ始めてから何

年も経っていませんので、 10年くらいたってから判

断をしなければいけないですけれども、それに至るま

でに少し時間のかかる地域であると感じています。問

題点はこのようになっています。

いました。質問とコメントとして3点ばかり挙げさせ ばならないのですが、その調整は農協がみんなの所得
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が全部大きくなればいいんだ、あとはみんなで調整し

てうまくやればいいのではないかというととなんです

が、先程の岡田さんのお話の中では利益の話がありま

したけれども、組織化の原動力として経済的なメリッ

トだけではないとのお話がありましたけれども、北海

道では経済的なメリットなのかなというところが気に

なりました。同じ宮入さんの発言の中でも、個人のた

めではなくて地域のためを考えられる人というのがあ

りましたけれども、結局自分に返ってくるからやって

いるのではないかと考えるわけでして、北海道の場合

はどう考えたらいいのかというのが課題としてあるの

ではないかと思います。

3点目は、堀江さんのお話の中で、水田農家の特性

の話がありました。自分たちだけがいい思いをできな

いとのことだ、ったんですが、水田地帯ではそういうこ

とだろうと思うのですが、それでは、十勝地帯と水田

地帯、酪農地帯と水田地帯等のコンセンサスを得る

際、組織化を行う際、きっかけになるものは何が違う

のか考えさせられたということで何かヒントがあれば

伺いたいと思います。

（宮入〕

コメントありがとうござ、います。樋口先生は具体的

にいろいろ地域で既に取り組まれているということ

伺って、大変勉強になりました。こうじの目標にする

というのは他の方からも伺いますし、そのうち抽象的

になって結局何も動けないということも伺うのです

が、そのうち、よくやられる手段として振り返り作業

といいますか、個々の何をするのかというところに返

すということもあるとこれまでに伺いました。

実際、結局地域のためにということなんですが、そ

れが経済的メリットということは間違いなく、北海道

だけという問題でもなくて、定住する中で、やっぱり

農業振興で産業として農業の振興につながります。自

分ひとりだけでは経済的にもよくならなくって、共有

感とか言うものがどこかで出てくると思うのですが、

直接的に法人化につながっていなくて、その後の法人

化という動きの中で、法人化することによって、しか

も複数人で法人化することによって、一人ではできな

いことができるようになる、例えば一人では余った農

地を引き受けられないけど、複数人で法人化すれば受

け皿になれるのではないかと自分たちで考えるように

なったなどの話も出てきています。まさにそれは、経

営改善、負債問題、土地問題などが有機的に結びつい

たときに、地域の問題としてそれを経済的な問題とし

てではなく捉えることが大事なのではないかと思いま

す。

〔堀江）

かっこいい意味で地域がと言ったわけではないので

すが、私は実は北海道の農業法人会議に入っているの

ですが、水団地帯で農業法人を作っている人は少ない

なと感じております。十勝なと、の畑作農家はやっぱり

自主自立と言いますか、個人で有限会社にしたり、株

式会社にしたり、あるいは農業法人にしたり、そのよ

うな農家によく話を聞きます。ある水田農家の人たち

が有機栽培、合鴨農法で米を作って全部産直をやっ

て、一切農協には出さないという方針でですね、自分

で値段を決めて、 2万円以上でずっと米を売っている

わけですから、個人の経営としてはかなり豊かそうに

見えます。そういう農家もあります。彼らと話すの

は、地域の中で変わり者とか飛び上がっているとか言

われないと冗談半分で聞くんですが、どこの地域に住

んでいる農家、農業法人に入っている人の話を聞いた

り、あるいは、北海道農業者サロンという会議にも

入っているんですけれども、そこには酪農家の方が多

いんですけれども、自分でソフトクリームを売った

り、牛乳を売ったりしているんですけれども、やはり

周りの農家よりは楽そうといいますか、楽そうに見え

るんですね。そこでも、地域でどう思われてるのと聞

きますと、やっぱり、変わり者と言われたり、目立ち

すぎと言われたりですね、悪いことではないんですけ

れどもやはり心苦しいといいますか、商人にもそのよ

うなことがあるかもしれませんけれども、農業の場合

円、
U

F
h
U
 



はその地域に入ってしまうと、努力してなっているに

もかかわらずお前だけいい思いをしてと評価されてし

まうということが多いと感じています。

うちの会社は地域の中に点在している7つの農家で

やっているものですから、堀江が会社を立ち上げて他

の人たちは社員というわけではなくて、バラバラの場

所の人間と一緒に株を持って始めたものですから、そ

の地域その地域で孤立すると可哀想だなと感じながら

始めました。しかし、これがかえって、 20年間続け

てこれた要因になっているのかなと、特に一時期、水

田農家でも育苗の共同作業をするようになりまして、

機械化する直前の共同で手植えをしなければいけない

とき、そのときは共同育苗がはやりました。共同育苗

が始まって、うまくいっているんですけれども、 5軒

6軒でやっても、私が他の用事で2日空けてもその間

作業をしているのは、私の妻と共同作業の人たちとい

うことで、お前は金さえ出せばいいのか、やっぱり実

働がないということで、必ず限界があって、それでそ

ういう共同体が次々つぶれていったという現状があっ

たものですから、そういうものを見たりして、それの

二の舞にならない会社にしようということで、共同作

業で進めたもち工場の田植えはお酒なしと決めてやっ

たんですけれども、今になってみると、それがよかっ

たのかなと感じております。

〔出村座長〕

水田地帯と他の地帯の違いについて、岡田さんは何

かご意見ありますか？

〔岡田〕

すいません、違うことを考えていたものですから・・・

樋口先生の先程の2番目の質問といいますか、組織

化する際に、自分に返ってくる直接的な経済的メリッ

トが重要なんじゃないかというご指摘があったんです

けれども、ここで挙げられた津別であるとか標茶は場

所の特性として、限界地に近いということがひとつ

と、離農が激しくて自分だけがよくても地域が存続し

ないだろうから、地域が存続しないことで自分の生活

を存続できないことになるぐらい追い込まれているよ

うな場所で、そのようなことが起こったのではないか

と思います。それはどちらかというと、平場と限界地

での行動の特質かなと考えます。そうしますと、標茶

は中山聞がそんなに多い地域ではないと思うのです

が、立地的に先程ありましたように、下流が釧路湿

原、もう一方が厚岸まで、つながっていて、環境対策が

非常に重要になってきた中で、家畜糞尿などが他の市

町村の上水路の流域になっているという状況があっ

て、非常に厳しい監視下に置かれているという実像が

あるのだろうと思います。非常に強く圧力がかかった

中で、地域の保全をまず第一に考える視点がこのよう

に出てきたのではないかと思います。

（小田〕

ご質問ありがとうございます。なぜ 3セクにしな

かったのかということですけれども、私自身そのよう

なことを質問したことがなかったものですから、はっ

としたんですけれども、株式会社カムイとして調査を

していたもので、まさしく盲点でした。

したがって確かなことは言えませんけれども、おそ

らく、これまでの町のあり方といいますか、標茶町第

3期総合開発計画を作ったときに、集落を重視しなが

ら作ったかと思うのですが、そのときにワンエリア・

ワンプライド運動というものがありまして、実はこれ

は集落で何か事業の骨格みたいなものでもなんでもい

いんですけれども、そういうものを定義した場合には

ですね、 400万円を限度にして何か事業なり、活動し

た場合にはですね、 100万円の補助を出しますので、

是非やってくださいと町が推奨していました。 400万

円の事業とすると、 300万円は持ち出しになるんです

ね、 300万円は自分で何とかせいと。それだ、ったら、

100万円は出してやるぞということで、役場は自立的

な運動、自主的な運動を支援するということです。そ

ういう背景があって、産業廃棄物リサイクル事業研究

会の前段として、町づくりについて、公共事業が停滞
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しているので、なんとかそれに変わる産業を作れない

だろうかということで、 3ページにあるリサイクル事

業研究会の立ち上げのところで、最初に書きました

「建設廃材の中間処理プラントの経営者j この人が中

心になって異業種交流で役場の方や、町内の経営者、

商工会の仲間、そういう人たちを中心として、ですか

ら、最初から会社ということを念頭において進めてい

たのではないかと類推しています。類推で、確認した

わけではありませんが・1 そういうことで第 3セク

ターではなく会社でやるということを念頭において釧

路公立大学に行ったのではないかと考えます。

〔畠山（明治飼料）〕

宮入さんと堀江さんに伺いたいのですが、宮入さん

には大学時代から場を盛り上げていただいて、結びつ

きと言いますか人間関係を大事にされる方だなと考え

ていました。今回の津別の事例についてなんですが、

ここに書かれているYmさんは明治乳業にとっては非

常に重要な方だと思うのですが、津別は私の親会社に

とっても大事な地域でして、 l点質問なんですが、農

業振興プロジェクトのメンバーは大体地元の農業委員

会の方、普及所の方、公的機関の方だと思うのです

が、例えば農産物を考えても、ビート工場などがある

わけですが、そういう民間の資本の企業の方とかそう

いう経営の方が農業振興プロジェクトに入ることが可

能なのか。乳業界は寡占状態なのでどこどこのメー

カーがどこどこの大学と提携しただとか、他のメー

カーには非常にデリケートな問題でありまして、そう

いうことを考えると安直に民間の機関がこのような農

業振興に加わることはあまりよくないのではと考える

わけです。そこで、民間企業がメンバーに加わってい

るのか教えてください。

堀江さんに伺いたいのですが、私は今何千キロ道内

を車で、回っているんですよ。それで、道の駅というの

は心の癒しの場でしてですね、実際私2日前に名寄の

道の駅によりまして、そこでお餅とシュークリームを

食べて心癒されたんですけれども、実際道の駅を考え

たときに、今道の駅がたくさんある中で道の駅の今後

を考えたときに、先程戸島さんが仰ったように競争意

識が出てくると思うんですよね。これから、実際に競

争意識が生まれてくるのか。それとも、それぞれの道

の駅が競争とか関係なく公平的な立場で情報交換しな

がらやっていくのか、それとも競争が起こっていくの

か、堀江さんの見解やこれからの戦略教えていただけ

ますでしょうか。

〔宮入〕

地域づくりにおいて、非常に強いステークホール

ダーがどのように関与していくのかということが非常

に大きい問題のひとつだと思います。地域がある方向

に向かっているときに、そういった企業との結びつき

抜きにしては考えられないのですが、意思決定の参加

者としてそのようなかかわりの事例については、今ま

で耳にしたことはありません。ただし、遺伝子組み換

えの問題であれば、最終的に国がコンセンサス形成を

行ったときに、情報提供者として、ひとつの利害関係

者である推進派が情報を提供するという関与の仕方

で、意思決定に影響を与える形で情報を提供するとい

う関わり方になるのではないかなと感じております。

ひとつの事例なんですが、これで回答とさせていただ

きます。

〔堀江）

まず、私が作った道の駅ではありませんので、私が

と言うのも心引けるのですが、現状を申し上げます

と、上川北部で道の駅の協議会を作っておりまして、

岡崎から音威子府までの施設庁と開発局からいらっ

しゃったり、あるいは行政のかたが入って、沿線の道

の駅の協議会を作って、そこで月に 2回ずつお互いに

情報交換なり、連携を取った事業をやろうということ

で、やっております。それで、各道の駅から商品を一

品ずつ持ち寄って、箱に入れて売り出しております。

しかし、これは企画する側としては、お互いもちつも

たれつしながら一緒にがんばっていこうやということ
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で商品作りもやっているのですが、お立ち寄りいただ

いて、何か買っていただこうというときに、そういっ

た商品が売れるかといえば、微々たるものなんです

ね。消費者側といいますか、お客様にしてみれば、施

設が勝手にやっているのであって、各道の駅の商品を

詰めてもらっても魅力ある商品になっていないよとい

うことなんだと思います。

今北海道に100以上の道の駅があるわけですけれど

も、本州の道の駅にも車で走っているときに立ち寄ら

せていただいたときに、あるいは有名な道の駅の売り

上げを聞きましでも、北海道の道の駅の売り上げとは

ー桁売り上げが違うわけです。何十億という数字です

から、道の駅と軽々しく言えるものではもはやなく

て、企業としてしっかりと成り立っているなと感じて

います。うちの場合は一法人が施設管理者になってい

ますけれども、案外観光協会とか行政が施設管理者に

なっている場合があります。せっかく指定管理者制度

ができて、行政が強く関わっている団体が指定管理者

になっているというのはいかがなものかなと感じてい

ます。やはり、一法人がここでへこんじゃうと会社が

潰れちまうぞというくらい力を入れていく道の駅が、

行政が強く関わっていますからそれがすぐに潰れると

いうことはないでしょうけれども、それがかえって立

ち寄る人にとってみると、建物はできたけれどもつま

らない道の駅だ、ったなという、本州や遠いところから

来られた方からすると、がっかりさせるような道の駅

になってしまう可能性は北海道でもまだまだあると思

います。ですから、そういう道の駅にしてはだめだと

いうことで頑張っているつもりですが、 4月20日に

オープンしたばかりですので、インターネットの書き

込みに一喜一憂している状況です。今のところ予想以

上に売り上げも順調だと思っていますので、今後とも

よろしくお願いします。

〔志賀（北大）〕

今日の皆さんの報告をうかがいまして、地域の問題

を踏まえながら活動していくというのは、大きなメ

リットがあるというのは分かつたんですけれども、副

題にあります農商工連携というようなより広がりを

持った形で地域の問題を考えることが広がっていくの

かどうか、客観的な条件があるのかどうかお伺いした

いと思います。例えば、戸島さんの報告ですと、お仕

事自体がそういうものを一緒にしようというスタンス

でいらっしゃると思うんですけれども、宮入さんの報

告でいきますと、農業振興のプロジェクトで、メン

バーのほうに目を向けますと、農業関係者が多くい

らっしゃいます。その中にもいろんな意見を持った

方々がいらっしゃると思うんですけれども、商ですと

か地域経済を構成する異業種と結びつく可能性はある

のかどうか。例えば畑作でいきますと、住民の方を中

心に一生懸命頑張ってらっしゃるんですけれども、農

業者のほうは廃棄物を出すだけのようなことも、誤解

かもしれませんが、あるように思うのですが、客観的

に動く条件があるのかどうか。

もしくは、今日の報告の中では触れられなかった、

地域経済への貢献と言いましょうか、今の道の駅の例

もそうだと思うのですが、加工ですと商工会との関係

なども出てくると思いますので、そういうことに取り

組むことによって地域経済の他の経済主体との連携が

どうなってきたのか、そのあたりをお聞かせ願えれば

と思います。

〔戸島〕

今のご指摘にありました、農商工連携という言葉自

体はここ最近できた言葉なんですよね。実は私たちは

意識して農商工連携を行っていたわけではなくて、産

業クラスターを道内で普及、啓蒙していく過程の中

で、実際には農業関係者だけの集まりというのはあり

ませんでした。クラスターを進めていくには、クラス

ターレポートの24ページを見ていただきたいのです

が、中核都市と呼ばれる旭川や函館では支援機関が見

っかりやすく、比較的産業クラスターを進めていくい

わゆる農商工連携が比較的整っている地域なんです。

一方、 24ページにありますように、北海道では人口
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規模の小さい町村でクラスター実践の例が多くて、こ

のような土地で産業クラスターをどう進めるかについ

て10年前には大変悩みました。そのときは普及活動

として1年間いろんな土地に行きまして、地域でクラ

スターとはこういうものなんだよという話をする過程

の中で、地域の中で、例えば農村地域であったとして

も農業の方だけではなくて、そこには地元の商工会の

方、あるいは建設業の方、いろんな業種の方がこの研

究会に参加していただきました。集まったメンバーの

中で、産業クラスターと言つでもなかなか難しいの

で、いわゆる町おこしですね、そういう切り口で自分

たちでどうやって町を活性化していこうというグラン

ドデザインの描き方を一緒に我々取り組みました。そ

の過程の中で、全体の地域を活性化していく中で、研

究会の中でいくつかの部会を作っていったんですね。

それぞれ皆さん、業態で得意分野もあれば不得意分野

もあります。その中で、研究会の中に部会を作ってそ

れぞれの部会に参加していただいて、その中で具体的

なビジネスプランやビジネスモデルを構築していく。

一例を挙げますと、滝上町というところがあるんで

すけれども、そとはご存知のとおり春先になりますと

芝桜で有名なところなんですけれども、なかなか観光

客が来ても芝桜だけ見ていって他の地域に流れてしま

う。なんとか滝上にお金を落としていってもらおうと

いうことで、もうひとつ核となるような産業もしくは

商品を開発したいと。そのときに、実は酪農家の方と

建設業の方が部会で具体的に七面鳥の育成を決めた。

きっかけは安易な理由だ、ったんですけれども、具体的

には建設業の方を中心に、離農された方の牛舎を解築

して鶏舎を作ったり、酪農家の方は牛を飼っていたこ

とから餌などの知見がありますので、それを活用する

ですとか、それから有限会社を作ってビジネスを始め

ました。ですから、必ずしも今言ったように農家だけ

ではなくて、クラスターの取り組みは地域で主体的に

どんなアプローチでも構わない、小さなアプローチか

ら始めていますから、今言ったいろんな業種の方が加

わったなかで、新しいビジネスを創出していこうとい

うのが基本的な考え方で、農商工連携という言葉にこ

だわらずにいろんな切り口でサポートしていきたいな

と考えています。

〔小田〕

ご指摘のとおり、我々のシンポジウムの共通テーマ

で、農業・農村を支える活動ということで、最初に座

長からご紹介ありましたけれども、これまではどちら

かというと農村を支えるという言い方が多かったんで

すけれども、今度は地域経済を農業が支える、現実的

にはそうだ、と J思っています。大都市、あるいは中規模

都市は別にしまして、地域の主要な産業は農業であり

ますから、地域経済を支えているわけで、農業の衰退

が地域経済の衰退につながるのは承知のとおりで、過

疎地域を含めて全体的にそのような状況にあります。

したがって、違う切り口で、農業を中心として商工連

携という事例がないか、あるいはそういう話にならな

いかと、洞爺湖サミット、環境問題などでエコビジネ

スという言葉も生まれていますから、そういう話をシ

ンポジウムでできないかという話でした。北海道では

なかなかそういう事例は見出せません。したがって、

将来の宿題になると思うのですが、少なくとも、今ま

でのように、農協を中心にして、農産物を輸出すると

いうことですけれども、なんとか地元で資源化して、

利益をあげていって、お金を地域の中で回していく

と、 1割でも2割でもそういう形にしないと、おそら

く地域の将来はますますなくなっていくんだろうと思

います。そういった意味から、今回はこういうテーマ

で考えてみようということになったわけですが、農商

工連携の効果がすぐに出てくるということはないと思

います。

また、農商工連携といった場合には、産業の分野が

中心になります。したがって、それ以外の学や官、金

融であるとか、もっと言えば地域の文化、そういうも

のが入ってこない、そういうイメージでいるのです

が、結果的に農業や地域産業を支援するということが

なければ、商業も工業も成り立っていきません。標茶
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の事例で言いますと、確かに産業廃棄物、廃ラップ、

だけを対象にして農業を考えているわけですけれど

も、廃ラップを製品化していくという形で工業のほう

で利益が生まれる。もちろん従業員は地域の構成員で

すから、商業にもお金が回ると。利益を地域内で投資

をして、標茶の場合には学校などに寄付をする。それ

によって地域が環境を守るという取り組みをすること

で、将来的に農業の後継者、酪農家が環境にやさしい

酪農をしたいということで、生徒たちが真剣に、実際

に額に汗して、将来こういう酪農をしよういうのを環

境問題と結びつけて検討してる。みんな目が輝いてい

るんですね。すぐに農商工連携の結論はでませんけ

ど、 10年たったときに、おそらくひとつのモデル

ケースになっていくのではないかと考えています。今

のところ、産業廃棄物は廃ラップだけですけれども、

そういうことがうまくいけば、酪農の教科書に載るよ

うな実験結果になるでしょうし、さらにコストダウン

して、メタンガスの処理を各市町村に備え付けたり、

あるいは市町村が連携していくつかの市町村で取り組

んだり、外に売り出すだけではなくて中で処理をし

て、地域の経済主体の発展につなげるということは、

難しいでしょうけれども、考えるべきときだと思いま

す。

〔宮入〕

私の報告は異業種との連携という点では一番薄い報

告で、非常に申し訳なかったのですが、ただ、私の事

例報告の最大の特徴は、いろんな価値観をもった人た

ちがいろんな意見を持ち合って合意形成をしていく仕

組みづくりといいますか、プロセスというところでい

きますと、地域づくりにそのような手法を持ち込まれ

て、やっていく仕組みとして考えていただければ、新

しい形での共同での意思決定の手段になるのではない

かと考えています。そういう意味でも、それが取り入

れられたかは別なんですけれども、江別では地元の江

別製粉とJAが小麦を核にやっていくという方法を選

択するという事例も出てきていますし、参加型で自分

たちでどういう地域農業を作って、それに付加価値を

つけるときにどういう風に協力するとか、進め方とし

て私の事例を捉えていただければと思います。

（堀江〕

商工会の関係なんですけれども、今回の農商工連携

の中で、簡単に話させていただきます。商工会の会長

さんはわが社の監査役になっていただいています。そ

うすると、当然商工会のほうにも還元させていただい

ています。もちを売り始めたときに我々は素人でした

から、町にある餅屋さんが、今でもあるんですけれど

も、そこの親父さんを講師に招いてですね、お話して

いただきました。ふうれんは餅で、餅で、とよく言わ

れますけれども、ふうれんといえば餅というイメージ

がつき始めたことで、餅をメインにしているといいま

すか、お菓子屋さんですけれども、聞くと、我々が

やっているおかげで彼らも餅が売れるようになった

と。それで、うちとその店は国道沿いですし、両方に

寄って食べ比べするお客さんも出てきたとのことで

す。それでお赤飯も売れるようになったし、以前に比

べて売れるようになったとのことです。それから、ど

この商店街もシャッター街といわれておりますけれど

も、我々はまずそこを借りてシャッターを開けまし

た。そのときに非常に多くのお客さんが来てくれてで

すね、基礎を築かせていただいたんですけれども、隣

近所の商店の皆さんもですね、結局閉めたんですけれ

ども、よくやったと仰ってくださいました。今のとこ

ろに移るということで閉める際には、非常に惜しまれ

て、せっかく賑わいを取り戻してくれたのにと残念が

られました。

農商工の工の部分なんですが、工場に建設会社のプ

口の方に入っていただいて、ずーっと工場の流れを見

ていますと、自分のやりたいように使っているという

現場がありまして、どうしても人件費の問題などを考

えると少しでも効率のいい路線を作りたいんですよ。

自分たちでは気づかないことを、我々の知り合いがた

またま工場を見ていただいて、第3者から見て、
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ボーっと立ってる人なんかもいてですね、そういうこ

とがやはりたまたまあるんですね。それをスムーズに

やって、いかに人件費を抑えるかということで、年に

2、3度そういう方に来ていただいているという現状

です。

〔仙北谷（帯広畜産大学）〕

小田先生に伺いたいのですが、これまですごく時間

をかけて積み上げてきたものが、中山間の事業で農協

と管理組合にぱっと分かれてしまったのは、非常に

もったいない気がするのですが、それは苦渋の決断

だ、ったのか、研究会の中に農家の方々も入っていたと

思うのですが、それらの方々に示した結果であるの

か、などそこらへんは厳しい判断だ、ったのかなと思う

のですが、そのような話を聞かせていただ、ければと，思

います。

それに関しまして、戸島先生に伺いたいのは、別れ

てしまったことはノーステックの立場から言えばそれ

は経済合理性からしょうがないねということになるの

か、それとも、もうちょっとこうやればそれでいけた

のではないかなということになるのか、教えていただ

きたいと思います。

それから、宮入先生には、異なったコンセンサスを

トップダウンのコンセンサスはどうしてやるのかなと

いうことです。トップダウンというのはトップからダ

ウンしていくだけでもコンセンサスが得られるのでは

ないかなと思うのですが、異なったコンセンサスとい

うのは、例えば自分たちのことをよりよく知っている

からコンセンサスが得られるのか、それとも、その後

の強制力が働きやすいから異なったコンセンサスがよ

いのかというあたりを教えてください。

堀江先生には、ふうれんは赤福ですとかモスパー

ガーですとかメジャーなところとお付き合いがあるそ

うなんですが、ふうれんの頑張りが出てこないことが

ちょっと残念な気がしまして、自分たちが目指すだけ

ということがあるのかもしれませんけれども、ある程

度リスクをマネジメントしないとまずいと思うんです

よね。そのときに、たくさんものを出すことでリスク

をマネジメントされているのか、将来的には自分たち

の名前を冠したものをどんどん増やしていってリスク

をマネジメントしようと考えていらっしゃるのか、そ

こらへんをお聞かせ願いたいと思います。

さらにですね、戸島先生にクラスターに関する考え

方をお聞かせ願いたいのですけれども、粒が集まれば

クラスターになるのか、ちゃんとした芽が出て初めて

なるべくしてクラスターになるのか、やっぱりこうい

う企業なり個人なりがいて初めてちゃんとしたクラス

ターになるのか、クラスターへの関わり方、特に芽を

どうやってクラスターへと育ててるのかに触れて教え

ていただきたいと思います。

〔出村座長〕

4名の方々に対して質問が出ました。まず小田先生

よろしくお願いします。

〔小田〕

もともとゼロエッミッション研究会には、メンバー

として農協が入っていませんでした。それで、先程申

し上げた経営者ですとか、農家が5、6戸いて、付き

合いがある方で環境問題に熱心な方、この酪農家の方

はたい肥なども匂いを出さないような特別の液体をか

けまして、そのような形でたい肥を作るですとか、そ

ういう環境問題に熱心な農家が入っていたんですけれ

ども、したがって、役場の農業課なども入って将来的

に会社ができあがって、廃ラップがたくさんあります

ので、農協も含めてということで想定していたと思う

のですが、廃ラップの処理費は輸送費を含めてトン当

たり3万円なんですね。ですから、今の処理費用から

考えますと、倍くらいの負担をしていたものですか

ら、したがって、農協のほうもその負担を重たいと感

じていたので、農家がそういう形でやり始めたので、

経過を見ながらということだ、ったのですが、それが先

程申し上げたような形で補助金がつくということ、環

境問題に熱心な農家が多いのですが、そういう農家に
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は結構廃ラップに泥がついたりして、洗浄したりして

コストがかかって面倒だなという話はしていたようで

して、そこで渡りに船ということではありませんけれ

ども、すーっとそういう話がなくなりましたし、カム

イの会社のほうでもすーっと変えてしまった。ですか

ら企業コスト、企業経営といいますか、そういうもの

の限界と、それから標茶農協が大きくてですね、 1町

1っと合併して巨大な組織になったものですから、そ

んな細かいことまでこだわって面倒見てられないとい

う意識もありまして、補助金ゼロでやってられるかと

いう話もありまして。それくらいです。

〔宮入〕

ボトムアップのほうが必ずいい結論なり、いい合意

形成ができるとは思っていないのですが、ただ、ボト

ムアップの一番重要なところは、自分たちで納得でき

るものを作り出すことができるということです。それ

に対して責任を負うのは自分たちですし、実行する際

にも主体的に行動することができると思います。これ

が僕なりの捉え方ですが、課題解決型を専門に研究さ

れたり、導入を図られたりしている方々のお話を聞く

と、最終的にボトムアップのほうが出てくるものもそ

れがちゃんとうまく実行できるので、やはりボトム

アップのほうがいいものができるであろうと、そうい

う理念が、考え方があると思います。それはひとつは

客観的に何かを決めて、客観的なものだけでこれがい

いというものを出すのではなくて、やはり客観と主観

を、認知の問題で客観的に評価する問題をどういう風

に整合性をもって結論といいますか、新しい方策を作

るのかというところが基本なんだと思うのですが、そ

れをそこで単なる客観的な評価でこうやればうまくい

くよということではなくて、その地域ごとで培われて

いる知識ですとか、積み上げられてきた経験なども含

めて、どういう風に少数の意見であっても取り入れて

作るのかというところにボトムアップ型の意思決定の

ところでは重要な点があると思いますので、そういう

意味でトップダウンでもいいのではないかだけではな

くて、ボトムアップだからこその特殊なものが、理想

的に機能するのだとすれば、あるのではないかなと考

えています。

〔堀江〕

確かにおっしゃるとおりだと我々もd思っています。

一番最初に始めたころ、自分たちの力だけでは限界が

ある、パートの方に手伝ってもらおうとか従業員を雇

おうとかというときに、一番忙しいのは冬だけなもの

ですから、では夏にはもういらないよという現場では

ですね、かといって自分の店やら近くのデパートでも

夏はほとんど売れないという状況があったものですか

ら、そういうところにはなかなかパートにもきてくれ

ないということで、やはり続けて仕事ができるような

会社にしたいというのが念頭にあったものですから、

1年中使ってくれるようなところで、商品の一部とし

てですね、使ってくれでもいいという思いからです

ね、そういう名前にしかならない、というのが消費者

にとってみたらですね、というのが現状です。ただ

し、今産地偽装ですとかいろいろな食品に関して厳し

くなっていく時代ですから、それと、国民が北海道産

の米に対して勘違いをしていて、やっぱり米は新潟で

しょとか秋田でしょとかいうのが一般的な国民の考え

であって、まだまだ北海道の米に対する評価はないん

だ、と d思っています。ですからなおさら、北海道の特に

北のほうでとれて加工しているようなものを安全性に

してはあるかもしれないけど、味としては北海道と書

くことによってプラスとなるのかマイナスとなるの

か、まだ大手の業者さんとしてみたら、あるのではな

いかと感じています。私は必ずそういう名前を出した

ほうがより売れるという時代が来ると d思っていますの

で、応援よろしくお願いします。

〔戸島〕

私のほうから2点ほど述べさせていただきます。ま

ず、 1点目はカムイエンジニアリングの事例をどう評

価するかということですが、実は我々が支援した環境
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ビジネスの例がいくつかあります。ただ、カムイエン

ジニアリングが立ち上げられた2002年頃は、リサイ

クルですとか環境ビジネスにたいするブームのさきが

けだ、った時期でもあります。私どもはですね、カムイ

エンジニアリングさんの詳細は分からないのですが、

失敗した事例の検証をしていったときに、いくつかの

ポイントが浮かび、上がってきます。ひとつはこの環境

ビジネスはコミュニティービジネスの中で商売をして

いくのかということです。

それからもうひとつは例えばリサイクルで資源を回

収します。その回収方法ですとか回収コストですね、

これをどうするか。盛んによく言われているのは、バ

イオマスの燃料などもそうなんですけれども、家畜の

糞尿ですとかで利益を創出するということなんですけ

れども、それについても糞尿の回収方法、回収コスト

が問題となっています。また、商売の基本が作ったも

のを売るということだとすれば、ターゲットはどこ

で、販路はどうするということもよく調べていただき

たいと考えています。それからもうひとつは詳細は分

からないのですけれども、やはりこういうリサイクル

の関係については、回収のコストが費用の大きな問題

になりますので、いろいろな補助金などがついてしま

うと、お金がかかるんだ、ったら無料のほうでやってく

ださいという風に当然なりますから、マーケットとし

ては当然流れてしまうものですから、やはりその辺の

動きというものを僕らはもう少し見ていきたいと考え

ています。

逆にもし、こういった補助金、補助制度、ビジネス

を取り巻く法的な規制など、もう少し見てみないとよ

く分からないのですが、環境ビジネスの一番のネック

はビジネスモデルとして採算性がどうとれるのかとい

うところが、我々の過去の経験値でも、環境ビジネス

が中小の企業、ベンチャ一企業がやっていくにしては

リスクがネックになってきて、我々がいつも苦労する

ということは共通の課題だと思います。それからもう

ひとつは、クラスターの関係だったのですけれども、

実は特に我々としてもスタートして10年しか経って

いませんので、これだという特効薬はありません。し

たがって、まだスタートして10年ぽっかりで、まだ

第1レースだと考えています。第1レースというの

は、先程申し上げたように個々の企業、個々の地域が

新しいビジネスを創出していくところで、北海道はど

うしても広域にわたっていますので、地域的にも産業

集積の度合いが小さいという中で、やはりこの辺のと

ころの底作りをしっかりやっていこうということで、

この10年間やってまいりました。

第2レースとしてこれからやっていこうというの

は、もうひとつはいくつかのプロジェクトで成功体験

を積み重ねてきている中で、次のステージに登ろうと

している地域、企業があることです。こういったとこ

ろについてはですね、例えば、多くの中小企業の方々

が悩んでらっしゃることは、出口、すなわち販路に苦

労しているということです。そこで、我々としては

ニーズからではなくて出口からアプローチしてみよう

ということで、例えばですけれども、仮に大手スー

パーのイオンと連携して彼らのほうとして北海道から

どういう農産物、商品がほしいかという要求水準を出

していただ、いて、その要求水準に応えるための技術的

な問題含めて解決していって、出口をつないであげる

ことで地域の方々のビジネスのメリットという部分が

あるのかなというのが一点。

それからもうひとつはこれからやろうと d思っている

のですけれども、今まで水産関係のことで言います

と、内臓ですとか捨てられていた部分、有用資源の活

用という観点からですね、道内のいくつかのメーカー

さんが魚醤なんかを作っているところがあります。た

だこれはですね、先程申し上げましたように、北海道

は魚醤の文化が薄いというところで、消費者にとって

の認知度が薄くて、魚醤なんてどうやって使うのとい

う声をよく聞きます。これは魚醤メーカーが共通して

抱えている問題です。ですから、いわゆる魚醤クラス

ターという魚醤メーカーと連携してですね、北海道産

の魚醤をどうやって売るか、あるいは道内の消費者に

どうやって使ってもらえるかがかなり重要になりま
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す。これらが我々が第2レースとして取り組んでいか

なくてはいかないといけないことだと思います。した

がって、個々の企業の点作りというのをやっていまし

て、本当は本州のように核となる企業があって、そこ

に企業城下町のようにいろいろな中小企業が個人メー

カーが、東京の大田区ですとかのように集積していれ

ばひとつの理想型かもしれません。しかしながら北海

道はどうしても広域にわたって、技術的基盤を持って

いる伝統的な工芸品も技術も薄いというところで、

やっぱりそういったところをこれから 10年、 20年か

けていって、育てていかなければならないのかなと考

えています。

（出村座長〕

ありがとうございました。時間があまるようでした

ら、フロアの皆様から質問してもらおうかと考えてい

たのですけれども、時間が足りなくなってしまいまし

た。それで、どうしてもこれだけは質問したい方がい

るとしたら受け付けます。もしなければ、この後の懇

親会で是非ディスカッションしてください。

最後に座長総括ということになっていますけれど

も、このメインテーマを含めて、先程小田さんがまと

めてくれましたので、私はこのまとめでよろしいかと

思います。ただ、コメンテーターの二人の話を聞いて

いて、まとめる上でいいキーワードだと思ったのは、

従来の伝統的な支援組織に加えて様々な支援組織が

あって、集まってですね農業・農村を支える、あるい

は農業・農村が地域経済を支える、そういう動きが出

てきている。そのときにやっぱりプロセスが非常に重

要だということです。農業・農村を支える多様な組織

があるように、農業・農村が地域を支えているんだと

いう意識なり覚悟が必要と感じています。

それでは、時間が来ましたので、報告していただい

た4名のレポーターと2名のコメンテーターに拍手を

送って終わりにしたいと思います。
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