
 

平成２８年度 網走市農業委員会道外農業行政視察実施概要 

 

１．視察日程  

   平成 28年 6月 7日（火）～平成 28年 6月 10日（金） 

    

２．視察先及び視察内容 

（１）ＪＡ西日本営農技術センター（広島県東広島市） 

  □ 「養液土工栽培（うぃず ONE）のご説明と圃場見学について他」 

（２）ＪＡ全農ひろしま・とれたて元気市（広島県広島市） 

□６次産業への取り組みについて 

□新規就農者・担い手育成活動の取組について 

□農畜産物直売所見学 

（３）㈲クリーンカルチャー （広島県安芸高田市） 

□「独自の水耕栽培により水耕ねぎ栽培の取り組みについて他」 

    （４）農業生産法人 いづも屋 （島根県出雲市） 

□「モロヘイヤの栽培と製品販売による６次産業化について他」 

 

３．視察参加者 

馬場代理、五十嵐、山本、松﨑、石川、遠藤、居内、栗田、古都 各委員 

  

４．研修結果概要 

 

ＪＡ西日本営農技術センター 

平成２８年６月７日 午後１時１０分 

説明員：ＪＡ全農ひろしま本部  

 園芸・資材部 営農支援室     鳥羽 隆史 氏 

      〃    肥料農薬推進事務所 古本 裕二 氏 

視察目的：１．ＪＡ西日本営農技術センターの取り組みについて 

     ２．うぃずＯＮＥ（養液土工栽培）について 

■ＪＡ西日本営農技術センターの概要 

ＪＡ全農ひろしまは、平成 18年度から「土づくりからの広島農業の再生プラン」を策定し、

「県民から愛される豊かな食糧基地をめざして」をスローガンに、販売力強化、担い手育成、

営農指導を重点実施施策として取り組んでいる。平成 19年度に土壌診断結果に基づいた適正な

肥料設計・指導機能強化のため、ＪＡ西日本肥料研究所を開設。さらに、平成 21年度には土壌

の物理性改善に不可欠な、たい肥「完熟たい肥（こだわり健肥）」の生産・販売を開始。それを

活用したブランド野菜についても売り出した。 

こうした取組みを基礎に、「再生プラン」をより完成させるため、平成 22年大規模工事に着工、



 

平成 24年にセンターを開設。西日本の拠点となる機能を期待し「ＪＡ西日本営農技術センター」

と名付けた。 

 今はアスパラガスに力を入れており、同センター圃

場 2.2haの内１haを占めている。また、新品種の導入、

土づくり、肥料、農薬のなどの試験研究を行っている。

もう一つは、栽培品目を作っていくのもあるが、ＪＡ

の職員の研修の場にもなっている。年間の半分くらい

は研修施設として利用されている。他にも肥料の研修

とか新規就農者の実務的な圃場での体験ですとか、農

業機械での作業の研修などにも利用されている。 

■新技術の試験及び新規作物（品種）提案 

○一番力を入れているのが、アスパラガスで県内一番需要が伸びているという事で、いろいろ

な試験を行っている。品種試験・肥料試験・農薬試験ですとか堆肥試験・資材の試験を行って

いる。 

 ハウスが１４棟ある。全体で３０アールの面積で栽培し技術集積を行っている。県内各地の

生産者が一同に集い年３回のアスパラの新技術ですとか肥料・農薬の研修会を行っている。 

○広島県を代表する「わけぎ」については、北海道ではなじみが無いと思いますが、ネギのよ

うな作物で、この品種試験を行っている。年間を通して収穫できるように番号を付けて県内主

力７品種の栽培しており、病気にかかっていないウイルスフリー苗を増殖させて試験段階です

が県内に提供している。 

■品種導入・普及試験 

県内に認知されていない新品種とか、ブランド野菜として、名をつけて市場開拓していくと

いう取り組みを行っている。 

○ミニトマト：主力とし、全農が研究を行っている。他にも赤系２品種、黄色系１品種の試験

栽培を行っている。特にアンジェレについては、熊本に次いで、広島が２番目の生産面積とな

っている。 

○ピーマン：ピー太郎とうい品種は、苦味が無く小さくて食べやすいことで今後、期待される

品種であり、広島東洋カープとコラボして、「カーピー」と名前を付けて昨年から売り出してい

る。これも全農広島とカープ軍団との契約によって作られている。 

○トウモロコシ：皮つきで５００グラムを超える品種を栽培しており、とれたて元気市で、「ド

デカコーン」として人気が出てきており、昨年、広島に進出出店されたコストコから販売商談

が来ている。 

○だいこん：核家族化により長い大きめな大根よりは小さめなものが好まれるが、半分に切る

と衛生的に良くないこともあり、短太でやわらかく、煮物やサラダに最適な品種の試験栽培を

実施している。 

○サニーレタス：夏場ミニトマトを栽培しているハウスが、冬場は利用されないこともあり、

この期間を利用した作物の栽培を目的にサニーレタスの試験栽培を行っている。元々はミニト

マトのアンジェレを推奨しているのですが、夏場のアンジェレだけではなく、冬場に開いてい

るハウスを利用して１年を通して作物が収穫できることをねらいとしている。 

■県域講習会・研修会 



 

○ＪＡ施肥アドバイザー・マスター資格取得講習会 

 営農指導員の育成・新規就農者の育成についても力を入れている。全農広島県本部独自でや

っている２段階の資格取得制度を制定した。 

 ※ＪＡ施肥アドバイザー資格【基礎知識】 

ＪＡの営農指導員を対象として、土壌・肥料の基本的知識、幅広い知識の育成を目的とす

る。 

 ※ＪＡ施肥マスター資格【高度知識】 

ＪＡ施肥アドバイザー資格を有し、高度知識の習得により圃場診断・農業者への指導を行

う。年間３回の試験（論文・肥料計算・圃場実地試験）に合格した者がマスター資格を有

する。 

○新規就農者支援研修 

 平成２５年度よりＪＡ北部と連携して、担い手育成のため新規就農者研修を開始し２名の研

修生を受け入れ就農へ向けての新たなステージ進アシストを行っている。現在３期生までの修

了し卒業されている。 

○栽培技術研修 

 実験農場で栽培してる作物を活用した、生産者向けの研修会を開催。 

 対象作物：アスパラガス・ほうれん草・きゅうり・白ネギ 

 年間３００人の生産が参加をしている。また、視察には、年間１，０００人の視察団が訪れ

ている。 

○水稲鉄コーティング直播栽培技術研修会 

 研修会には、広島県、各ＪＡ、全農各関係者及

び協力メーカーが集まり、鉄コーティング直播栽

培の技術情報の提供や鉄コーティング種子製造実

演、機械展示を行った。 

 鉄粉等のコーティングすることにより種子重量

が１．５倍となり、直播の際に種が浮いて流れて

しまう事が無くなり、さらに種が酸欠になること

もなく、ばら撒きも可能なので労働力の軽減を図

ることができるため普及している。種子の消毒効

果にも一役買っている。 

 【種子のコーティングについては、北海道ではなじみが無いため、質問が集中し直播技術の

短所を補う技術として関心を集めていた】 

■うぃずＯＮＥ（養液土工栽培） 

養液土工栽培という事で、「うぃずＯＮＥ」を全農

でいち早く広島に取り入れており、現在で 4年になっ

ている。4 年間この施設を使ってミニトマトなどを栽

培研究を行っている。 

 ○開発の目的 

 「うぃずＯＮＥ」は、「水稲育苗ハウスや遊休ハウ

スなど有効活用」しながら、「栽培管理が容易」で、



 

かつ「安価な栽培システム」を作ることを目的にＪＡ全農が開発した。 

 ○システムの概要 

 発砲スチロール箱の栽培槽を用いた隔離床養液栽培

で、他の養液栽培システムと比較して設置、移動が容

易で導入コストが安価なシステムである。 

土壌病害に悩まされているハウスにおいても、有効

利用されており、完全に発砲スチロールの栽培槽によ

り汚染土壌とは分断されるため直接影響を受けない。

万が一栽培槽が汚染された場合には、取り換えが容易

にできる利点があるという説明があった。 

もう一つの利点は、自然流下の水圧があればどこで

も設置でき、電気を引く必要もなく９Ｖ乾電池２本を電源として１年間作動しているため低コ

ストで設置できる。トロ箱に入れる培土は、３年間利

用でき、３年後には培土だけを入れ替えることが可能。 

https://www.zennoh.or.jp/activity/hiryo_sehi/pd

f/gijyutu_3-01.pdf 

◆圃場見学 

６ｍ×３０ｍで１.８アールに１８０箱いれて、ミ

ニトマトアンジェレを栽培。 

液肥混入機１システム当たり１０ａまで可能。    

 

ＪＡ全農ひろしま本部 

とれたて元気市 

平成２８年６月８日 午前１１時００分 

説明員：ＪＡ全農ひろしま本部  

 園芸・資材部 直販課     上木 啓史 氏 

      〃    事業改革推進課 田川    氏 

視察目的：１．６次産業化の取り組みについて 

     ２．農畜産物直売所について 

■ＪＡ全農ひろしま本部の６次産業化について 

○６次産業化認定商品 

 農水省が定める６次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画で、平成２７年度として４

１件が認定されている。この一つとして、ＪＡ全農ひろしま本部が計画した、飼料用米と広島

産レモン粉末を給餌した“ひろしまレモン卵”などの新たな販売方式の展開で認定された。県

内の飼料用米を使った卵に広島県産レモンを搾った残りの果皮を乾燥させエサに使うことで、

広島らしさをより身近に感じていただき、広島県産の農産物を消費者に関心をもっていただく

ことを目的としていると同時に、採卵鶏農家、飼料用米農家、レモン栽培農家の所得拡大に寄

与するよう取組みとなっている。昨年の６月に認定をいただき販売開始が１１月からとれたて

元気市を主な販売先として販売をした。消費者から発想がおもしろいのとお手軽な価格設定に

より好評である。 



 

■広島東洋カープとのコラボレーション 

 広島県産のピーマンの販売促進と地元球団の応援を目的に、カープ＋ピ

ーマンで「カーピー」を商品化しブランド商品となっており、店内に球団

ののぼりを立てたり注目の商品になっている。今後も、他の野菜ともコラ

ボした展開を進めていく。 

■ＪＡ「結び米」の取り組み 

 産地と消費者をお米で「結ぶ」という取り組みを行っている。 

 農業体験の交流会とかリーフレットの配布により消費者に生産者の想いを伝える他、女性５

名の親善大使がＣＭ又は直接売り場に立って消費者との交流の中で生産者の伝達活動を行って

いる。 

カープ応援米・サンフレッチェ応援米を商品化し

ている。また、お米を購入していただいた消費者に

圃場に招待し、田植えの農業体験をしてもらい、９

月には稲刈りを行うイベントを行い生産者の交流を

行っている。 

一例として、カープ応援米は「カープ女子による

農業体験」のタイトルで、「自分たちの作ったお米が

カープ選手の力に！」というキャッチフレーズで人気を集めている。今年で２回目となり、9

月 15日にマツダスタジアムに全員で訪問し、お米の贈呈式を行うというイベントを行う予定と

なっている。カープ応援米・サンフレッチェ応援米売上金の一部をチームの強化資金として寄

付を行っている。 

■新たな流通経路の開拓 

ＪＡ西日本営農技術センターにおいて、重点取引量販店を対象に展示・商談会を開催した。

技術センターの圃場では、県内主力作物から新たな品種の野菜なども量販店に視察いただいた。 

■産直市の取り組み 

 産直市の「とれたて元気市」に併設している「元気市食堂」があり、広島産の米・肉・野菜

を豊富に使って素材の味を生かしたメニューを提供している。 

最近は、家族連れも多く利用され、野菜の苦手なお子様にも元

気市の野菜は好評という事で、買い物後その足で元気市食堂にも

寄っていただいている。後ほど、元気市食堂で昼食の予定がされ

ているので、広島産の食材を味わっていただければと思います。 

（委員の感想）  

Ｑ：各地区での直販市を視察してきたが、比較的郊外に店舗を

設置し展開しているかケースが多いが、こちらの元気市は市の

中心に近い場所で営業されている。 

 《全農》：旧広島経済連の所有地であったのを地産地消の走りが１５年前くらい前でしたが、

モデル店舗として開設した。もともと、物流センターがありそこに直売所を設置しようとい

うのが始まりでした。 

Ｑ：６次産業化認定の受けるメリットについて 

《全農》：認定を受けることにより話題性が高くなり、各方面のメディアなどから取り上げら

 



 

れるという事はあった。 

Ｑ：北海道においては、ホクレンが同じ役割を行っているが、ホクレンが直接、生産者に指

導を行うという事は無いため、昨日の営農技術センターでの説明にもあったが、生産者との

関係が非常に身近であり、農家に入ってきて指導をされている事が素晴らしいと思う。 

 《全農》全農も各地区のＪＡと一緒になって現場に出ているというのが多い。 

Ｑ：元気市の巨大なマーケティングを抱えている。くるるの杜にしても２００万都市が隣接

しているのが強みである。 

■とれたて元気市の取り組みについて 

 ○施設の概要 

平成１３年１０月に全農ひろしま直営で開設。県内１３のＪＡではそれぞれ直売所を経営

しているが、全農ひろしまの直売店は、元気市１店舗となる。県内全域のＪＡから商品の入

荷ができるようになっており、全てＪＡを通じて登録いただき出荷いただくという流れとな

っている。3,300人の登録者数となっているが、実際に出荷された件数は 1,300人となって

おり、半数以下の出荷数といる。27年度の売上実績は 9億 6700万円、来客数は 48万人とな

っている。広島市人口 120万人に対し、この安佐南区は全人口の２０％の占めており２３～

２４万人の人口となっている。売上額も順調に右肩上がりとなっているが、開設当時は、倉

庫を利用していたため、シャッターで吹きさらしの状態で、徐々にドアを付け、空調を整備

し、売り場には肉屋を増設し、食堂を配置し、鮮魚コーナーを開設し売り上げを伸ばしてき

た経緯がある。 

 ○運営の目的 

一番には生産者手取りの最大化を目的としている。消費者から見る直売所のイメージは、

「安心・安全、新鮮でいいものを安く」が一番に出てくるため、「安い」というイメージを変

えていただくのに苦労をしている。全農ひろしまとしては、生産者のためには、「いいものを

高く売りたい」を目標にしており、生産者に多くの対価を返すことを目標としている。 

直売所を通じて生産者同士の交流が生まれたり、商品販売の情報交換の場にもなっている

と同時に、生産者が消費者に直接情報を伝えることがで

きる場所になっている。 

何よりも、商品を売れる喜びを身近に感じることが出

来るようで、数年前からインターネットで売り上げを見

ることが出来るようにすることにより、生産者が常に売

り上げ状況をチェックされている。生産者と消費者を結

ぶ懸け橋として運営をしている。 

 

○運営と販売促進 

商品の品揃えと、売価は生産者が決められ、極端に相場より乖離している場合には生産者

と相談させてもらう事もある。売れ残りの商品は基本的には生産者が持ち帰る。生産者に対

しては、毎週発行している「元気市ニュース」の情報誌の中で出荷を促し、時期的に不足す

る商品については、生産するように発信をし、不足商品を市場から仕入れることはしない。

生産者と伴に売り場作りの意識を共有する取り組みをしている。 

消費者に対する取り組みについては、近隣の量販店との独自性を強化するような取り組み



 

の中で、トウモロコシのもぎ取りなどの農業体験の企画を行っている。 

また、毎月１回３万部の「元気市通信」を新聞折り込みによる発信を、商圏内エリア毎に

巡回し集客活動を展開している。 

○安心・安全の取り組み 

残留農薬検査の実施も昨年から実施しており、現在のところ年４回の実施であるが、加工

品については一括表示の部分が重要であり、この表示を行政に出向き確認をしてもらい、再

度元気市で確認を行った上で出荷するシステムを取っている。 

○直売所としての役割と課題 

直売所の役割として、いかにして消費者の希望に沿った商品を提供するか、消費者の求め

る状況を提供するか、消費者の抱く不安を払拭するかが役割と考える。課題としては、生産

調整が難しい、遠方の出荷者の品質及び価格の統制が難しい、安心安全の取り組みがまだま

だ不十分が課題となっている。 

 

株式会社 クリーンカルチャー 

平成２８年６月８日 午後２時３０分 

説明員：株式会社 クリーンカルチャー 

 代表取締役   廣政 公一 氏 

    JA広島北部 営農振興部  

販売企画課長  宮木 佳樹 氏 

    視察目的：水耕栽培による水耕ネギの耕作・販売の取り組みについて 

■クリーンカルチャーの概要 

現在、私達のグループは１９名、栽培面積は１７ｈａ。昨年度の売り上げは２４年間やって

きて初めて１０億円を突破し、１０億１千４百万円。つい先週も記念祝賀会を行いまして、予

定よりも長くかかってしまったが２４年経って

一つの目標の １０億円を突破した。 

発足は平成４年で、平成３年に７名の有志で

水耕栽培研究会を立ち上げ、その７名でこの中

山間地域で生計を立てられるような農業を作ろ

うという志で立ち上げた。色々と検討をしてい

く中で、水耕栽培でネギを作って、一番コスト

のかかる選果場を共同で作ってやろうという事

を決めて始めた。 

■出荷と選果場 

 特徴として、この規格が工場でもコスト削減する為に、普通一般だったら Lとか Mとか優と

か秀という色んな規格がある中、それを細いものも太いものも一つにした。一般の主婦の方が

家で使う場合は、細いだとか太いだとか言われ

る事は一切なくて、どちらというと市場の方か

らの要望でそういう区分けがしてあったので、

思い切って一つにした。 

その代わり、それぞれの圃場で作るネギは同



 

じ様な形状にしようという事で、同じシステム、同じ種、同じ肥料を使って、撒く時期とか圃

場での管理も全て統一することにした。販売の方は年間の生産量は約 1,600トン位で、今は関

東、関西、広島、中国地方と福岡までやっています。北海道は少量ですけど石狩市でずっと何

年か送らせてもらっている所もある。 

ここの加工工場は、去年増設して、第１、第２、第３工場とあり、社員が約７０名おります。

うちはネギは、水耕栽培で１年、周年栽培してほぼ毎日ここに出荷に来て毎日生産するので、

年間で７０名の安定雇用が出来、それによって私らも面積の拡大が図れるところがある。１９

名の中でも色々面積はありますけど平均して６反位の面積となっている。 

■新規就農の取り組み 

水耕栽培研究会という研究があり、毎週金曜日に

会員がここに集まり、栽培の事、加工場の運営の事、

販売の事全てを会員で考えていこうという事で、２

４年経った現在も会議をしている。それと特徴的な

のは、グループで担い手の育成で、新規就農者の教

育を目的に、平成１４年に自社農場を立ち上げ、そ

こで研修生の受け入れをし、２年間研修をしてもら

って、色んなノウハウと初期投資が大きくて最初に

かかる借り入れももの凄く大きいというリスクも

知った上で、それを理解してうちの方に入っていただくようにしている。私も平成１５年から

研修生として約１年半実習し平成１７年からこのグループをやらせてもらっている。 

※質 疑 

Ｑ：１９名の方って全員農協なのですか？ 

◎はい、農協の組合員です。ＪＡの野菜部会の一つがクリーンカルチャーグループと言います。

クリーンカルチャーグループっていうのは野菜部会の一つです。実は青ネギグループというの

もあって、青ネギグループの方は個人で自分で選果されて出荷しています。 

Ｑ：ネギで始めたのは、元々この辺はネギの産地だったのでしょうか？ 

◎はい、ネギの産地です。中々安定しないという所もあったんですが。 

●塩類集積の問題とか、連作障害なんかで、土で作っていくのに限界があって、その時に水で

作る栽培にすると水なら悪くなったらリセットが出来たりするので、経営リスクの軽減という

ことで、水耕ネギがこの地区で広まっていきました。 

あと、ＪＡ広島北部で野菜部会の中には１０グループ程あるんですけど、共同選果している

のはアスパラガスと白ネギと青ネギがあるんですけど、アスパラガスの共同選果場というのは

県域で隣の三次（みよし）市という所に作っています。白ネギの共選場はうちで独自でこの敷

地の下にＪＡが作って運営しています。大きく違

うのはクリーンカルチャーさんの共同選果場はＪ

Ａの建屋をお貸ししているだけで、実際の運営は

クリーンカルチャーさんが個人で出資されて運営

されているという所です。 

Ｑ：農協は出資してないのですか？ 

●はい、出資してないです。なので、白ネギの生



 

産者からすればＪＡの共同選果場を利用しようがしまいが、私達には関係ないと。痛くも痒く

もないとなりやすいんですけど、クリーンカルチャーさんの場合は自分が運営している共同選

果場の運営が成り立たなくなったら大変なので、縮小と言うか寧ろ拡大していかなくてはなら

ないという、プラスの仕組みがちゃんと出来ていて良いなと思いますし、もし事故があって１

名辞められたら、その農場を一度クリーンカルチャーが預かって、新規の雇用者に渡すという

事なので、国や県での補助事業として税金をいただいて作ったものも無駄にせずに、そのまま

次の人に引き渡せるという仕組みが出来ているので、良いと思いますし、ＪＡとして支援して

いるのは補助事業。施設費が水耕ネギなので１０アールで１千５百万位かかるわけですね。そ

うすると、１haやると１億５千万。それが全然お金が無い若者が来ても、やりたくてもとても

じゃないけど自己資金では出来ないわけで、そういう場合は国庫事業なり関係事業でとってき

て半額を助成して頂いて、半額をＪＡが取得して資産にして、それを今度は１５年間で農業者

に貸し出す。そして、１５年で払いきった所でＪＡはその資産を組合員に無償で譲渡するとい

う仕組みをずっと続けて来ています。クリーンカルチャーさん自体販売部門というのが無いの

で、全農さんと一緒にＪＡが代表して全ての販売を行っているという所です。 

Ｑ：では、クリーンカルチャーさんの儲けは手数料収入からですか？ 

◎はい。ＪＡは販売手数料として３％程いただいています。 

Ｑ：新規就農者の受け入れの仕組みはどこで考えたものなのですか？ 

●それも全部クリーンカルチャーさんが主体となって行っている仕組みですね。 

Ｑ：その中で例えばＪＡにお願いする所はお願いしていく？例えば助成金のお話だとか。 

●そうですね。例えは今で言う青年就農給付金の話しですとか、そういうもの窓口をやらせて

もらったりすることもありますけど。クリーンカルチャーグループの担い手育成事業について

はクリーンカルチャーさんが独自で自分たちの仕組みでやられている。その他の白ネギやミニ

トマトの新規就農者については、ＪＡが募集をかけてＪＡの施設で研修をして送り出していく

という形ですけど。クリーンカルチャーさんは自分たちの仕組みで完結できるようになってい

ます。 

Ｑ：株の持ち分はどのような方法でしょうか？ 

◎株は面積関係なく１９名が全員同じ株をもっています。 

Ｑ：他の人が出資するという事はありますか？ 

◎ないです。必ず、うちのメンバーになれば出資してもらう。 

Ｑ：今までの話を聞いてると、全農とか県連とか凄く身近に居るので凄く羨ましいと思います。 

●行政ともかなり近い。市長と組合長はいつも話をして大筋のベクトルを決めてますし、そう

意味では僕等からすると非常に働きやすい環境にある。 

Ｑ：新規で入りたいという希望者は多いですか？ 

◎多くはないです。定員２名の研修に、１名ということもありますし。現在研修に入っている

のは、私も含めて１０名位ですかね。年齢構成からいけば二つに分かれていまして、一つは退

職された６５歳以上の方々と、もう一つは５０歳から３０歳までに分かれて言います。定年制

もないので、最高齢者は８０歳の方がおります。 

Ｑ：水耕栽培一本なのですか？ 

◎一本の方も居られますし… あ、ここにある青梗菜は生協向けに周年で自社農場の水耕施設

で作っています。これは周年です。レタスは春の生産調整で、春にどうしても価格暴落した時



 

は、ネギを生産調整する。その時に自社農場の２．６ヘクタールと、１９名のメンバーも減反

をして、１割から１割五分位の面積でレタスを作って、現在取り組んで５年目になりますが３

月、４月の調整で４０万株くらい作っています。 

水耕栽培でレタスを作るのは全国的に珍しいんですが、品種とか作り方もあるとは思います

が、気候が合っているのかなと思います。きちんと研究したデーターもあります。ラッピング

をするんですけど、それはＪＡさんの選果場でやってもらっています。 

Ｑ：産地間競争で特別考えている事はありますか？ 

◎うちの場合は年間を通じて量を持っているので、イオンのトップバリューだったり、生協の

ＰＢだったりそういう所で継続的にやらせてもら

っています。そこは強みですね。 

Ｑ：水耕栽培って皮むきあるのですか？ 

◎皮むきはあります。後ほど工場も見学していただ

きたいとお思いますが、皮むき機が１０台と自動計

量結束機という、定められた重さになったら落ちて

それがコンベアに乗って、ゴムで結束してそれが包

装機におちて包装されて出てくるという様な自動

の機械が５台あります。その計量機があり、少量の

対応もできます。設定は、基本は１００グラムです

が、７０グラムとかに。最近は多いのがあまり売れなかったり時期によっては少ない方が良か

ったりもするので。 

■水耕栽培圃場見学（クリーンカルチャグループ益田圃場） 

説明者：生産者：益田 真治 氏 

Ｑ：毎日の出荷量はどのくらいですか？ 

◎１日５，０００束が限度でしょうか。５００キ

ログラム。週５日～６日働きます。キロ単価が、

６２０円位。露地栽培から比べると、経費もかか

っているので利幅は薄いが、薄利多売で経営が成

り立っている。 

Ｑ：露地から比べると、虫とか病気とかは少ない

のですか？ 

◎病気は圧倒的に少ないが、虫は入りますが露地

ほどではないです。無農薬で作れるのが強みです。 

Ｑ：種子はどのように調達してますか？ 

◎酒田から買っている。Ｆ１にまさる種はない。価格差が３倍あっても、品質の安定とか、揃

いとかはいいので、経営の率からしてもＦ１を買ってます。 



 

 

株式会社 いづも屋 

平成２８年６月９日 午前９時２０分 

説明員：株式会社 いづも屋 

 代表取締役   吉岡 佳紀 氏 

    農園担当    山内    氏 

 

視察目的：モロヘイヤと６次産業化について 

■吉岡社長のプロフィール 

 ○1965年出雲市大社町で出生 

 ○東京の大学卒業後、東京ディズニーランド（ｵﾘｴﾝﾀﾙﾗﾝﾄﾞ）に就職。6年後退職。 

 ○島根県庁就職。（農業担当、県立病院移転担当、産業振興担当） 

 ○2006年島根県庁退職し、㈱いづも屋の 3代目新社長として就任 

■モロヘイヤ圃場見学 

この一帯の圃場を私と３人の男性で作業を行ってお

り、今年はモロヘイヤの作付が約３６反、エゴマが８．

６反の作付予定となっている。今、作業的には、大体半

分位終わったところである。 

当社は、主にモロヘイヤを栽培しておりまして、最初

は５反位からスタートして、今は大体平均して３５反か

ら４０反位モロヘイヤを作付けています。作付けたモロ

ヘイヤは手でも収穫できるが、当社は機械で収穫してい

る。年に４回刈り取りができ、８月のお盆の前とお盆明

けと、９月の前半と後半に刈り取りを行っている。 

今年は年間でモロヘイヤを生葉で６０トン位収穫の予定である。６０トンを生葉で獲って、

それをサプリメントにして販売しているものですから、生葉を乾燥させると１０分の１の６ト

ンになり、葉だけを獲ろうとしてもどうしても茎とかも入ってしまうので、その内の葉の部分

で４．５トンから５トン位がパウダーの原料になる。また、一部は、最近は青汁関係で原料と

して買いたいとう業者がありまして、原料として卸している。 

モロヘイヤは、暖かい所の植物で夏は露地栽培している場合は、少しでも寒かったりすると

最後の結実が悪くなり、発芽率が悪く弱々しい種しか出来なくなるが、最近なんとなく解って

きて、現場で集めた種を後から分別するのは小さい種なので大変なので、一番大きい幹が出て

いて、なお且つ鞘も一番大きいやつだけを現場で選ん

であとは収穫しない方法で行っている。 

○有機栽培 

有機栽培による農薬は使っていない。当社は、幸い

にして近隣の方々に理解をいただき、仲良くやってい

るので、隣接農家が消毒剤を撒いている時も風向きを

見て、“あなたの所は有機栽培をしているから、かか

るといけないんだよね”と協力いただいている。 



 

■モロヘイヤ生産工程と発送について 

 圃場で収穫した生葉をお茶屋さんに出し、乾燥処理し、製品の販売状況によって、乾燥した

葉っぱの状態でお茶屋さんが滅菌・粉砕する別の工

場に配送してもらっている。最後に粉末の状態で当

社に帰ってくる流れとなっている。それがこのモロ

ヘイヤ粉末です。これを打錠して錠剤サプリメント

にして製品化したものをこちらストックしている。 

ストックしたものを袋詰めにするが、袋詰めの機

械もありますが、やっぱり人間が一番早いというこ

とで、手作業で行っている。 

 日々の注文、お電話を受けたものを発送するもの

と定期購入といい、最近、健康食品は普通になって

いるが、定期的にお電話頂かなくても毎月発送するというもので、毎月１０日と２０日と３０

日。月末に、まとまって発送している。今日、今ここに準備していますのは、１０日発送分の

定期購入コースです。 

■６次産業の取り組みについて 

○企業創設の経緯 

弊社の創業者は、この地域の有名な家具屋であ

り、その本業の他にも地域の活性化とかにも凄く

力を入れておられて、ある時に、地中海を視察旅

行の時にモロヘイヤに出会ってこれは良い野菜

だということで、その当時からも既に増えていた

地域の休耕田、耕作放棄地で栽培して地域の特産

品にしようじゃないかというとで、地域の方々と

一緒に「地域おこし活動」として先ずモロヘイヤ

栽培をネタに地域おこしをしたかった、そういう

スタートの様である。 

○新社長誕生 

私はこの会社の創業者でもなければ、創業者の血筋でもなければ、なんでもないと言う者で、

東京の大学卒業後、東京ディズニーランド（ｵﾘｴﾝﾀﾙﾗﾝﾄﾞ）に就職し 6年後退職、島根県庁に就

職した普通の公務員でした。14 年間公務員をやった後半は産業振興の仕事をしており、「社業

を発展から地域の雇用増進を図る」ことを目的とし、私が担当したのは企業創業を応援すると

いう仕事をしていた。今はこうしてモロヘイヤを栽培するという傍目から見ると、健康食品を

販売する通信販売の会社という事になるが、私は農業だと言い張っている。最終製品はご覧頂

いたように、主にモロヘイヤのサプリメント、そういう今迄の経歴を歩んできた。 

経緯を申し上げますと、公務員の時に仕事で起業家を応援していた。起業家の中に後継者の

方もおり、後継者の方が自分なりの事業展開を考えたいという事で、起業家スクール、行政で

行うセミナーに来られる事があって、先代の息子（２代目社長）さんに私は彼に凄く惚れ込み、

なんとか応援したいと思っていた。今でこそ６次産業という言葉が出ているが、私が彼に出会

った１３年前にその言葉はもちろんなく、今でもこういう形態で自社栽培をして全て自社の物



 

として通信販売もしてアフターフォローもしている業態は珍しいのではないかと思う。で、公

務員の考え方であるが、“この会社は伸びてもらいたいな”と。要するにこの地域で農業をやっ

て、きちんと売りさえすれば、田舎の言い方ですけど外貨を獲得、東京からお金もらうのも外

貨ですよね、外貨を獲得して地域の雇用を産んでいく、こんな仕事は本当に伸びて行って欲し

いなと思い応援していた。 

実は、その前の経緯があり、創業家の家具屋さんが平成１２年に倒産しまして、創業者は何

とかもう一旗挙げようと、この事業を残してもう一旗挙げようと思われたと思います。残念な

がら、その２年後、平成１４年に病気でお亡くなりになり、先代の長男は、亡くなった父親か

ら、お前は長男だから会社を継げという事で帰って来たんですけども、私が彼と出会った時は

会社の状況は非常に厳しい状況であった。いわゆる債務超過に陥っており、そんな中で、この

事業は是非伸びていって欲しい事業だと公務員なりに勝手に思っていたもので、色んな提案を

しましたが、なかなか実現することなく“廃業することにしました”ということでお話をもら

いまして、その時に非常に単純なんですけど、私も公務員なりに彼に色々提案をしておりまし

て、じゃちょっと俺にやらせろと言う事でもう本当に単純な動機で受け継いだところである。 

○事業再開の展開 

この会社だから再開できる財産が少なくても二つあった。一つは通信販売を長くやっていた

ので、顧客名簿７万人分あった。７万人の顧客名簿があれば殆どのお客様去って行かれたお客

様ですけど、通信販売って言うのは去っていかれたお客様にもう一回問いかけが出来る訳で、

なぜなら個人情を報持っており、電話も出来ますし、ダイレクトメールも送れますし、それを

やればなんとかなるんじゃないかと、一つ心づもりとしてはありました。もう一つは農業のノ

ウハウっていうのが、もう既に自社栽培を始めてましたので、やれるんじゃないかなという風

に思っていた。島根でやる農業に価値があると、島根でやる価値のある仕事は農業だと思い込

んでいた。 

○通信販売について 

通信販売については、通信販売のビジネス構想は、どうしても宣伝広告に頼るところがある。

この規模の会社なので、全国版とかに全国ドカーンとやりません。本当に北海道新聞札幌のみ

とか、北海道にもお客様がおり、そんなかんじでやるんですけども、例えば１００万円分の宣

伝広告費を投入したらの売り上げか５０万円位あったら、良かったという世界でして、勿論、

物には原価がかかりますので、恐らく１００万円の投資から、一回目は７０万～８０万位の赤

字だと思います。それを２回目、３回目４回目大体うちの場合は４回目、４回半位のリピート

でいわゆるペイラインにのってきます。皆さんがリピートしてくださるわけじゃなくてそれは

少しずつ減っていきますので、２回目リピートが３回目リピートが４回目リピートがどれ位多

いのかっていうのが私たちの生命線です。 

顧客情報は、女子社員の方が全然詳しくて、私が長期外勤する時期があり会社に不在の時が

続きましたが、初めて売り上げは上がったという事があり、彼女たちがリピートを増やしてく

れたという事に気が付きました。彼女らも多分やりたいことって一杯あるんですよね。顧客サ

ービスしていく為には、やはり人間の人間力じゃないかなと。 

特に中小企業の当社は、１９人しかいないので、１９人全員が一人一人得意な所があって、

その得意な所が何か生かせるっていうことをしていかないと、望む所には到達していなかない

のではないかと、だから全社一丸で、とにかく一人も欠ける事無く全員で、自分で自分の得意



 

な自分らしさを生かしてやっていく仕事をして生きていくということを目指していきたいなと

思っている。 

○経営理念と社名変更 

最初は理念経営方針計画があって、それを皆で支えるようなイメージでいた。または理念が

真ん中にあって方針とか計画とかを皆でサポートして達成していくというイメージでいたが、

最近は、違うんだなと思う。理念とかが好きな人も、色んなネタが一杯ある中で、その中で全

員が自分の得意な所を見つける為には、一杯ネタがあれば、私これが得意なんだという気づき

もあるのではないかなと、だからもし得意な所を発見出来ないスタッフがいるとすれば、私が

ネタを提供出来ていないのかなという風に思うようになってきた。 

９月１日に私どもの会社は社名変更を行う。「株式会社いづも屋」から「健幸ファーム株式会

社いづも農縁」という社名に変更する。これは何でかというと、先程申し上げた“創業の志”

っていうのが私たちの中に残ってなくて、いづも屋という会社が一体何屋なのか？というのを

皆で考えてみた。そしたら色んな理由付の様々な案を沢山出してくれた。「健幸」というのうは

宛て字で、「農縁」というのも宛て字です。宛て字が二つ入っているのはどうかな？と思ったん

ですが、健康っていうのも通信販売の会社として健康食品なんだけどもいわゆるヘルスだけじ

ゃなくてウェルネス幸せとか豊さという意味も含めたお客様の人生に寄り添いたいですよね。

だからこの字を宛てました。また、いづも農縁の農縁というハードウェアであるファームから

お届けするだけじゃなくて農業を通じたご縁、ご縁というのは出雲大社の縁結びの神のお膝元

で縁を大事にしてる私達だからできるお客様との絆っていうのもありますよね、とかそういう

のを一杯もらいまして、本当に自分たちが何をしたいのかっていうのを考えるっていうのは凄

く良い経験になりました。 

 

■質 疑 

Ｑ：今の年商は大体どれくらいですか？ 

◎一億一千万です。引き継いだ時は八千万でした。先程申し上げた様に、お金は使えば使うほ

ど売り上げは上げられるかもしれないけど、自転車操業の中に入ってしまってお金借りられな

いので、八千万円ラインで５年間維持して財務体質を改善してマイナスをとりあえずプラスに

してそこまでの見通しは立っていたんですけども、実際５年間で債務超過は解消したんですけ

ど、そこからは実は私ノーアイディアだった所をスタッフが勝手に動いて助けてくれたという、

こういうのを出雲人は“縁だなあ”って言うんですけど、そういう巡り合わせで今こうして偉

そうに喋らせてもらっているっていうだけなんですけど 

Ｑ：通販ですから、先程見させてもらった振込を出して、貸し倒れっていうのは何％位なんで

しょうか？ 

◎一億１千万クラスで貸し倒れは４０万くらいです。これはちょっと増えてきました。 

Ｑ：送ったけれど振り込んでくれないとか？ 

◎はい、そうですね。若干ですね媒体によっても傾向がありまして、今は新聞が多くなってま

す。 

Ｑ：会社の立ち上げは、モロヘイヤを作ろうっていうのが先だったのか、それともそれをサプ

リメントにしようっていうのが先だったのか？ 

◎地域活動をする中で最初自主栽培はしてせんで、地域の中で農協さんにお願いして色んな方



 

に作ってもらうと、弊社は加工と販売をするだけの会社として立ち上がりました。ただ、販売

と加工をすると言っても、当時平成４年にはモロヘイヤの知名度がゼロだった頃なので、もう

保存の為に仕方なく乾燥した、乾燥して調べてみたら栄養価が高い、だからサプリメントにし

た。サプリメントこの辺りの地域に置いておいても売れない、だから通信販売にしたというほ

ぼ消去法の様な展開でした。モロヘイヤブームって言うのが平成６年か７年位にありまして、

そこでなんとか事業になったようなんですけど。加工と販売のみの会社として立ち上がりまし

て、２代目が有機栽培にしたいということで、それを推進しまして、その時に良い悪いは別と

してＪＡさんの向こうに色んな農家さんがいらっしゃって、有機栽培を全員やってくださいと

いのうのは無理だったんですね。だからこれも仕方なく自社栽培をしたっていう、これも消去

法で今の形になっています。 

Ｑ：この畑っていうのは買い取りでやってるの？借りてるの？ 

◎はい、それはですね、ご覧になってわかるようにもともとは田んぼです。減反政策のお陰で

転作奨励金が弊社に入ります。で、入った転作奨励金を皆さんにお配りして、地代でございま

すということでそういう形でお借りして賃貸契約させてもらってます。弊社でもっているのは

この建物の土地だけです。 

 


