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Ⅰ．目的と構成 

1111））））問題意識問題意識問題意識問題意識    

 私の出身地である福島市はリンゴやナシ、モ

モ、ブドウなど多くの果樹が栽培されているこ

とで有名だ。小学、中学生時代には松川扇状地

におけるナシ栽培について学び、住んでいる地

域の基幹産業であることを認識した。しかし

2011 年に起きた東日本大震災に伴う原発事故

により、福島の農業は甚大な風評被害を被った。

特に果樹における被害は大きく、安値での取引

や大幅に売上が落ち込み、離農する農家も目立

った。いわれない取引停止や市場価格の低下は，

既に高齢化の進行下にあった果樹生産者の急減

をもたらした。福島のおいしい果樹が受け入れ

られなくなった現実を悲しく、残念に思った。

しかし果樹農家は除染作業やモニタリング検査

の実施、首都圏や県外での PR 活動、新たな商

品を開発する 6 次化産業など風評被害に屈せず

に生き残りをかけ様々な工夫や取り組みを行っ

ていることを知った。この間，官民をあげた果

樹生産の支援の動きがあり，風評もだいぶ沈静

化したように思われるが，一方で伐採されて更

地になった果樹園も多く目にする。このような

状況から，私は福島の果樹生産はどのような現

状にあるのか関心をもった。さらに興味深いの

が GAP 認証制度で福島の農作物を PR しよう

とする動きが見られる。震災から 8 年が経った

今、福島の果樹生産は回復したのか、どのよう

な取り組みを行いどんな課題があるのか気にな

ったため、今回調べようと思った。 

    2222））））研究の目的研究の目的研究の目的研究の目的    

 福島の果樹生産者は、東日本大震災時に起き

た原発事故による風評被害で出荷量や出荷額の

低下等の多くの問題が起きた。また、現在は高

齢化に伴う離農や後継者問題も起きている。そ

こで、本研究は震災から 8 年経った現在の果樹

生産者の動向や出荷動向を新聞記事から、震災

から 8 年経った福島の果樹生産の現状を整理し

担い手の「少数精鋭化」という点から GAP 認

証取得農家へのヒアリングを通し福島果樹産地

を維持していくための課題を明らかにしていく。 

    3333））））構成構成構成構成    

以下の構成は，はじめに（Ⅱ章）、福島におけ

る果樹生産の概況を既存研究紹介、対象地概況、

農業センサス分析などを通し整理する。次いで

Ⅲ章では震災後の果樹支援の動きを紹介する。

新聞記事や雑誌記事を元に市民や自治体、農家

自身が行っている新たな果樹生産やその取り組

みについて紹介する。それらの既知情報をふま

えて、Ⅴ章で GAP 認証取得農家へのヒアリン

グを行いその結果をまとめる。最後にⅥ章では

これまで述べてきたこと全体のまとめを通じ、

今後の福島の果樹生産の産地維持の課題につい

て考察する。 

 

Ⅱ．福島における果樹生産の概況 

１．既存文献の整理 

        1111））））福島盆地の概況福島盆地の概況福島盆地の概況福島盆地の概況    

 福島盆地は、福島市から伊達市にまたがる長

径約 30km，短径 5～10km の阿武隈川に沿って

広がる盆地である。このうち伊達郡の部分を「伊

達盆地」，福島市の部分（図１）を「福島盆地」

とする捉え方もある。いずれも東には丘陵状の

阿武隈山地、西には奥羽山脈の吾妻連峰が位置

して，奥羽山脈からは荒川、松川、摺上川など

の中小河川が流下して中小の扇状地を形成し，

盆地東端を流れる阿武隈川に注いでいる。 

    2222））））福島の果樹栽培の歴史福島の果樹栽培の歴史福島の果樹栽培の歴史福島の果樹栽培の歴史；後藤；後藤；後藤；後藤（（（（2004200420042004））））かかかからららら    

 福島の果樹栽培の歴史については、後藤

（2004）が諸資料を整理している。それによる

と、福島盆地では伊達郡を中心に江戸時代後期

から養蚕業が発展していた。明治期において果

樹は一部の上層農家で栽培されていた。果樹は

商品性が強く、収入の機会も年に 1 回と限られ 



3 
 

 

図１ 福島盆地の概況 

ていたため多くの農家は養蚕業を選択した。し

かし江戸時代から商品経済が進んでいた福島盆

地においては奥州街道が通っていることから多

くの商人が出入りしていた。彼らは嗜好品であ

る果樹の受容者でもあったので商品作物として

の果樹が受け入れられたことも果樹栽培が早く

から行われていたことに関連する。 

 大正期には養蚕業から果樹栽培に転換する農

家が多くなった。それは 1914 年に福島県原蚕

種製造所が設立され、蚕の品種改良に公的機関

も参入するようになり蚕品種の統一を図り均一

な繭の生産が可能になった。この時期には一代

雑種の普及も行われ零細な養蚕農家には技術的

対応が難しい問題も生じてきた。さらに第 1 次

世界大戦後の不況が訪れ価格変動が大きい養蚕

から果樹への転換を図る農家も現れ始めたこと

も果樹農家への転換が加速した原因の 1 つだ。 

 昭和戦前期には養蚕業に製糸会社が進出し、

養蚕業は零細な個人経営から大規模な企業形態

へと転換した。結果として、1926 年には福島盆

地では養蚕農家 394 戸あったが、1939 年には

197 個に減少した。 

  

1947 年に青果物の物価統制令が撤廃され、果実

の価格が高騰したことから戦地から引き揚げて

きた農家は経済的に有利な果樹を次々と栽培し

ていった。また化学繊維の開発により生糸の価

格が低迷したこともあり養蚕は衰退していく。

戦後の福島盆地の果樹農家数の急増はこの様な

養蚕から果樹に転換した農家によって支えられ、

昭和 20～30 年代は果樹農家数が飛躍的に増加

する時期であった。 

 戦中･戦後の食糧難には国から伐採令が出さ

れたにもかかわらず果樹栽培は存続していった。

それは戦前に果樹の栽培技術が確立し販路を開

拓した、果樹農家が果樹を守り、戦後も若者が

継承していったからである。 

 昭和 40～50 年代は果樹農家の経営規模が拡

大した。機械化や産地や水田に果樹園化により

産地を拡大していった。この頃の果実市場は飽

和状態にあり、作れば売れる時代から品質やお

いしさを求める時代へと変化していった。その

ため、現在の各果樹の主力品種である「ふじ」

や「幸水」「あかつき」などの品種更新が活発に

行われた。さらに現在も続いているミスピーチ

による宣伝活動が始まったのもこの時期である。 

 昭和 60 年代に入ると産地は安定期･縮小期に

入る。昭和 40～50 年代にはサラリーマン並み

の所得確保を目指し規模拡大を進めてきた。し

かしその格差は縮まらず農家の後継者たちは農

業以外の職業に就くことが多くなった。よって

農家の兼業化や後継者不足の問題が出始め、産

地は縮小していく。また流通面でも大きな変化

があった。それはモータリゼーションや通信技

術の進展により農協のような組織や市場を介さ

ずに農家個人による販売や宣伝を可能にしてい

った。近年は、国内の果実市場価格の低下や後

継者不足など多くの困難な問題があるが、農家

や産地は工夫や取り組みを行いその問題を解決

しようと模索している。 
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3333））））福島果樹福島果樹福島果樹福島果樹に関する研究に関する研究に関する研究に関する研究    

 福島盆地の果樹生産についての研究は、戦後、

桑畑から果樹園に変わっていく時期に多かった。

例えば、安田・青野（1971），西山（1980,1981）

では、福島盆地の果樹生産地形成の過程、地域

ごとの生産の特長などが分かる。福島の果樹産

地を対象とした研究は 70～80 年代に多く、90

～2000 年にかけての研究は数少ない。これは果

樹産地の特徴でもある、樹木で変化しにくいと

いったことから産地も安定、変化しにくいとい

ったことがあげられる。果樹の樹木の寿命は 10

～20 年単位でその間は産地も変化しにくいた

め研究も少なかったのであろう。 

 1990～2000 年以降の研究は，果樹産地の維

持に向けての対策、取り組み、課題などをテー

マにしたものが多い。仁平（1997），手塚・岡本

（1997），前掲の後藤（2004）からは、産地形

成と共に、近年の課題である高齢化、後継者不

足対策や出荷法や生産者組合の変化、品種、労

働力の更新など様々な面で産地の要素が変化し

てきていることが見て取れる。 

 2011 年以降は，大地震が原因で起きた原発事

故問題を機に福島の農業は大きく変わってしま

った。山田ほか（2012），半杭（2012），小松（2012）

からは、福島県産の市場価格の低下、贈答用の

直接販売激減、風評被害対策のための検査態勢

や離農する農家の増加が見て取れる。 

 そして近年では，風評被害払拭、農業再生に

向けた新たな取り組みをテーマにした研究が多

くみられる。阿部・岡崎（2012），円谷（2016）

からは、加工品や観光を通じて果樹産地を盛り

上げようとする動きが、技術と普及編集部（2018）

からは GAP 認証取得を利用し経営拡大につな

げようとする農家の存在などが分かる。 

4444））））2013201320132013 年の卒業研究から年の卒業研究から年の卒業研究から年の卒業研究から    

    2011 年の震災直後には多くの問題や混乱が

福島の農業ではみられたがどのような特徴があ

ったのか。震災直後の 2013 年に調査された卒

業研究（渡辺 2013）では、以下の 4 点が問題点

としてあげられていた。 

 一つ目は、市場価格の下落である。福島産の

モモは 2011 年は風評被害の影響を受けて、震

災前よりも半額以下にまで値が落ちた。しかし、

2012 年は震災前ほどまではいかないが、徐々に

回復に向かった。 

 二つ目は、個人贈答用の顧客数が減少したこ

とである。連絡をとっても相手からの返事がな

い。そのような中でも、それぞれの農家が自分

にできる対策をしてきた。しかし、なかなかそ

の効果は得られないようである。これも原発事

故の風評被害の影響で震災前までは毎年、購入

していた固定客が購入をしなかったということ

だ。贈答用販売は毎年購入する固定客の存在は

安定した収入源にもつながっていたと考えられ

ることからその固定客を失ったことは農家にと

っては非常に大きい痛手となった。 

 三つ目は、農家が精神的ダメージを大きく受

けていることである。風評被害の影響で、丹精

込めて作ってきた果物が全く売れなくなってし

まったことや安全であるのにありもない噂で売

れなくなってしまうことなど農家たちは自分が

今までの努力を否定されたような気分になった

だろう。これが引き金となりやめてしまった農

家も多くいた。 

 四つ目は、担い手不足と廃園したい農家の増

加である。風評被害により、他の土地に移った

者、他の職業に就いた者など、農業をあきらめ

てしまう若者が増加した。二世代で農業をして

いた農家が一世代になってしまったパターンが

多い。 

 この様に，震災直後は農家に直接関わる問題

が多かったと見て取れる。また課題点として渡

辺は風評被害が未だ払拭されていないこと、農

家のやる気を再び取り戻すことを課題としてあ

げている。果たして震災 8 年後の現在は解決し

ているのだろうかみていきたい。 
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 ２．震災前後の農業構造の変化 

1111））））農家数・農業経営体数の変化農家数・農業経営体数の変化農家数・農業経営体数の変化農家数・農業経営体数の変化    

 農業センサス（2010,15 年）により、震災前

後の農業の変化について分析する。表１は，福

島市と伊達 3 市町村の農家数と、土地持ち非農

家数の変化を示したものだ。農家数を見てみる

と福島市は 1,265 軒、3 市町村は 292 軒とどち

らも減少している。その内訳ごとに見ていくと

福島市で販売農家数が 1,066 軒で 2 割減、自給

農家は 199 軒と 1 割程度減少している。3 市町

村でも販売農家が 261 軒と約 2 割減少した。 

 

表１ 農家数，土地持ち非農家数の変化

この販売農家が自給的農家よりも減少率が高か

ったのは，風評被害で販売農家に影響が大きく

出たためと予想する。一方の自給的農家は元々

個人で消費することが目的だ。そのため風評被

害は関係ないため減少率は低いと考える。 

一方、土地持ち非農家数の変化を見ていくと

福島市で 532 軒増加、3 市町村では 149 軒増加

している。この理由は震災の風評被害によって

農業を辞めてしまったが土地はそのままもって

いるといったことが原因であると考える。 

 次に表２は，組織形態別農業経営体数の変化

を示している。まず福島市の法人化している農

家数を見ていくと 40 軒増加した。法人化して

いないいわゆる家族経営体の農家は約 1,100 軒

減少している。次に伊達 3 市町村を見ていくと

法人化している農家数は 11 軒増加、法人化 

していない農家数は約 1,130 軒の減少である。 

 また，福島市、伊達市 3 市町村共に法人化し

ている農家が増えた。詳しくみると福島市では

株式会社の割合が多く 18 軒の増加、伊達 3 市

町村では農協、その他団体が増えているが、 

 

表２ 組織形態別農業経営体数の変化 



6 
 

福島市では農協は減少している。また伊達 3 市

町村では地方公共団体・財産区が減少している。

法人化していない農家数は福島市、伊達 3 市町

村共に減少している。 

 上記から考えられることは震災を機にやめる

農家と経営を拡大する農家の 2 極化が起きたと

いうことである。また農協ではなく個人農家が

法人化する等個人農家を筆頭とした団体が増え、

1 部の意欲のある農家が経営を拡大するなどの

傾向があると考える。 

    2222））））販売農家の農業経営類型の変化販売農家の農業経営類型の変化販売農家の農業経営類型の変化販売農家の農業経営類型の変化    

 表３は、福島市と伊達 3 市町村の経営類型別

農業経営体数の変化を示したものである。まず

単一経営農家数を見ていくと福島市は 568軒の 

減少、伊達 3 市町村は 216 軒の減少である。 

果樹単一農家数の変化をみると 193軒（福島市）、

107 軒（伊達・桑折・国見）と種目別の中では

減少数が 2 番目に多い。 

 次に準単一複合経営農家数を見ていく。福島

市は 227 軒、伊達 3 市町村は 445 軒の減少であ

る。福島市では単一経営農家数の減少が大きか

ったが伊達 3 市町村では準単一複合系農家数の

減少が大きい。特に稲作を主としている複合農

家の果樹類の減少数は 30 軒（福島市）、95 軒

（3 市町）と高くなっている。果樹を主として

いる複合農家の減少数は 114 軒（福島市）、228

軒（3 市町）とこちらも高い。

表３ 経営組織別経営体数 
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3333））））果樹の種類別農家の分布果樹の種類別農家の分布果樹の種類別農家の分布果樹の種類別農家の分布 

 図２・３は，販売目的で果樹を栽培した経営

体の旧村別分布図である。2010 年と 2015 年の

経営体数はどの地域も減少傾向にある。これは

やはり風評被害の影響と農家の高齢化が原因と

考える。一方、栽培種目では、どの地域も大き

な変化は見られない。これは 1 回植えたら改植

までの時間が長いという果樹の特性による。 

  

図２ 種目別果樹栽培農家数（2010） 

図３ 種目別果樹栽培農家数（2015） 
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    4444））））果樹生産量と出荷量の変化果樹生産量と出荷量の変化果樹生産量と出荷量の変化果樹生産量と出荷量の変化    

 ここでは農林水産省の作況調査（果樹生産出

荷統計）を元に、福島県産果樹の収穫量と出荷

量の変化をみていく。図４は福島県における果

樹収穫量と出荷量の推移を，表４は生産量に対

する出荷率を示したものである。 

 

図４ 福島県における果樹出荷量の推移 

「作況調査（果樹）」により作成。 

各年の出荷終了時にその年の総量を調査 

 

表４ 福島県における果樹出荷率（％） 

 

 

まず、リンゴの収穫量と出荷量の変化をみて

いく。どの果樹も震災前の 2008，2009、2010

年の収穫量と出荷量は差ほど大きな変化は見ら

れないが，震災があった 2011 年には特にりん

ごが収穫量、出荷量共に大きく減少している。

2011 年以降は差ほど大きな変化は見られない。 

 モモは、震災があった 2011 年は収穫量、出

荷量共に増えている。次に桃の収穫量と出荷量

の変化をみていく。2014 年と 2015 年度の差が

大きい。10ａ当たり収量は 1,260kg で、前年産

に比べ 130kg（9％）下回った。これは、「開花

期の天候不順の影響により着果数が減少したこ

と、生育期の高温・多雨の影響により裂果及び

落果があったこと等による」（「平成 27 年度作

況調査結果の概要」より）ものと考える。また

2017 年度と 2018 年度の差も大きくなってい

る。2018 年度は前の年より減少している。「県

内で約 636億円の被害が出た農林水産業への対

策としては、収穫して保管中だったコメが水没

した農家の営農再開を支援する制度など、さま

ざまな対策が盛り込まれた。浸水でリンゴなど

の木の植え替えを余儀なくされ、長期の収入減

が見込まれる果樹農家への支援を手厚くしたこ

とも特徴だ」（福島民友 2019）とあるように，

台風 19 号の浸水被害によるものだと考える。 

 次に、日本ナシをみると、収穫量と出荷量と

もに 2008 年～2018 年を通じ減少傾向にある。

また一番収穫量と出荷量の差が小さい。また

2012 年の減少が著しいことがわかる。 

    5555））））東京卸売市場における県産果樹の単価東京卸売市場における県産果樹の単価東京卸売市場における県産果樹の単価東京卸売市場における県産果樹の単価    

 図５は、東京卸売市場における福島県産、青

森県産、長野県産のリンゴ（ふじ）の単価変化

である。福島県産ふじは他県産と比べ単価が安

いのが特長である。また 12 月の出荷量が多い

のでその分 12 月の単価が安くなる。単価の変

化をみると震災があった翌年の 2012 年の単価

の落ち込みが激しい。2013～2015 年までは

徐々に増加していっているが 2016年には 10月 

の単価が 300 円台、11 月の単価が 200 円台に

なるなど大きく増加している。 

 

図５ ふじの単価変化（円/kg） 

(東京都卸売市場資料より作成） 
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図６ モモ単価変化(円/kg） 

(東京都卸売市場資料より作成） 

 

 図６は、同じく福島県産、山梨県産のモモの

単価の変化（円/kg）である。変化が 1 番大きい

のは震災年の 8 月で前年 400 円台だったものが

100 円台に落ち込んだ。その他の月を見ても前

年より 100 円近く落ち込みを見せている。2011

年 8 月産のモモは 195 円/kg となっており、

2010 年 8 月の価格の半額以下まで下がってし

まった。 

 これは「今まで個人贈答用として育ててきた

モモが風評被害により売れなくなったために、

価格が下がったという要因が挙げられる」（渡辺

2013）とあるように、風評被害の影響が大きい。

また「個人の力では売ることができない農家は、

個人贈答用のモモを農協に持って行き、市場で

売ろうとする農家が増えた。その結果、モモが

大量に市場に溢れかえり、価格が急激に下がっ

てしまったという背景がある」（渡辺 2013）と

いう一因もある。2012 年の単価は上昇した。こ

れは個人贈答が平年の 7～8 割まで回復した（福

島民報 2012.8.24）という理由が挙げられる。 

なぜなら「昨年農協に流した分を再び個人贈答

として取り扱ったため、市場にあまりモモが流

れない状態になったからである。つまり、市場

に流れる分と個人贈答用に流れるモモの量のバ

ランスがとれていたため、価格も適正に戻って

きた」（渡辺 2013）のような原因がある。2013

年には震災前の単価に戻りつつあり 2016 年に

は 7 月の単価が 400 円台になった。「農作物被

害 3 億 5235 万円／福島・高温少雨で福島県は

今夏の高温少雨による農作物被害額が 3 億

5235 万円に上るとする調査結果をまとめた。県

北部のモモ被害が大きく、全被害額の 6 割を占

めた。」（河北新報 2018 年 11 月 15 日）とある。 

 図７は，同じく福島、茨城，千葉県産のナシ

（幸水）の単価（円/kg）である。上の表とグラ

フは東京卸売市場における福島県産、茨城県産、

千葉県産の幸水単価比較（円/kg）である。やは

り震災があった 2011 年の落ち込みが激しい。

300 円台だったものが 8，9 月どちらの月も 100

円台に下がってしまった。しかしその翌年には

震災前の単価に戻りその後も安定して 200円台

をキープしている。 

 

図７ 幸水単価比較(円/kg） 

(東京都卸売市場資料より作成） 

    

6666））））小括小括小括小括    

 以上をまとめると，現在の福島果樹産地の現

状として言えることは，販売農家数の減少とそ

れに伴う出荷量の減少である。さらに種目別に

注目しても果樹農家の減少率は 2 番目に大きい。

震災前後の単価変化に注目すると福島県産果樹

は他県産と比べ単価が安い。また若干のばらつ

きはあるが震災前の水準に戻っていることから

風評被害の影響は薄れつつあるではないか。そ

れに伴い浮上してくるのが産地維持という課題

である。一方で法人化した農家は増加している。 

 これは意欲のある農家が一定数存在するとい

うことをしめしている。高齢化や後継者不足が

原因でやめる農家が多いなかどのように福島の
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果樹産地を維持していけば良いのか。また意欲

のある農家が産地維持の 1 つの指針となるのか。

次の章では，新聞記事を元に果樹産地の新たな

取り組みを紹介する。 

 

Ⅲ．震災後の果樹支援の動き 

 １．果樹支援の動き 

 はじめに本節では，震災後の果樹支援の動き

について新聞記事をもとに 1,自治体 2,農協 3,市

民 3 つの観点からみていく。 

1111））））自治体による支援の取り組み自治体による支援の取り組み自治体による支援の取り組み自治体による支援の取り組み    

 震災直後の 2011 年から 2013 年度までは放

射性物質検査や除染作業、風評被害払拭のため

の PR 活動の記事が目立つ。その例をいくつか

示す： 

・「今年は、風評を逆手に取り、販路拡大に向け

て戦略的に PR 活動を強化する」（福島民報

2012） 

・今年から発足したベラルーシ交流市民派遣団

が、チェルノブイリ原発事故で被災したベラ

ルーシを訪れるという取り組みもあった。震

災後の生産から消費までの取り組みを学ぶ

ためである。「厳しい検査を重ね、長い時間を

かけて消費者と生産者で信頼が築かれてい

たようである。」（福島民報 2013） 

 また，2014 年からは 2013 年から深刻化した

農家の高齢化や後継者問題対策や外部の企業と

の提携やアジアを中心とした輸出の再開や強化

などの記事が目立った。 

2015 年から現在までは相変わらず PR に関す

るものは多いが 6 次化や海外輸出に関するもの

まで様々である。福島の果樹を県内、県外そし

て海外に PR し、多くの人に知ってもらおうと

いう姿勢がうかがえる。 

→「福島産果物でワイン／郡山市と三菱商事財

団／6 次産業化のモデル構築」（河北新報

2015 年 2 月 21 日） 

→「福島の果実／6 次化で年中出荷を／若手農

家対象に学習塾」（河北新報 2016 年 12 月 23

日）  

→東日本大震災 5 年 福島産食品 海外へ再び

／21 ヵ国で輸入規制撤廃／東南アジアに照

準 

（河北新報 2017 年 2 月 19 日） 

→福島産 海外へ販路／県、ヤマト・ANA と協

定（河北新報 2017 年 3 月 24 日）  

→献上モモの町 食べて知って／桑折町がモ

ニターツアー／宮城在住者・勤務者対象に参

加者募集（河北新報 2017 年 7 月 22 日） 

→「輸出量急伸 過去最大に／17 年度・福島産

農産物」（河北新報 2018 年 4 月 24 日） 

→「福島産農産物／買いたたき防止 国が通知」

（河北新報 2018 年 4 月 29 日） 

→「TOKIO と再発信／「ふくしまプライド」新

CM」（河北新報 2018 年 7 月 13 日） 

→「GAP 取得 99 件に到達／福島県内」（河北新

報 2018 年 11 月 6 日） 

→「福島産食材の魅力発信／郡山でフードフェ

ア」（河北新報 2018 年 11 月 14 日） 

→「輸入規制緩和へ香港訪問／来月／福島知事 

安全性訴え」（河北新報 2018 年 12 月 5 日） 

→「おいしい福島 満載／県が冊子／農水産物

PR」（河北新報 2018 年 12 月 18 日） 

    

2222））））農協による支援の取り組み農協による支援の取り組み農協による支援の取り組み農協による支援の取り組み    

 震災直後の 2011 年から 2012 年にかけては

放射性物質検査のモニタリング検査を JA 独自

に行ったり、直売所にモニタリング検査をでき

る機械を導入するなど放射性物質に対する対策

が主である。2013 年には農家の高齢化、後継者

不足対策として国で策定した「人・農地プラン

（地域農業マスタープラン）」の推進に乗り出し

た。例えば樹園地の貸借や繁忙期の雇用紹介を

JA 新ふくしまなどを通して行う。2014 年から

は新しい技術の導入や加工して付加価値をつけ
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るなどの新たな取り組みが目立つ。また JA が

開発したオリジナルの加工品などこちらでも

「六次産業化」の動きが見える。 

→「福島第 0 原発事故／農産物の風評克服へタ

ッグ／農協と生協、土壌の放射性物質測定／

福島」（河北新報 2014 年 3 月 11 日） 

→「霜害の恐れ 農家にメール／ふくしま未来

農協／新システム活用開始」（河北新報 2017

年 5 月 3 日） 

→「あんぽ柿 産地復活／加工場を整備 6 次

商品化も／出荷量 原発事故前の 8 割に」（河

北新報 2017 年 1 月 12 日） 

→「福島産果物 甘い変身」（福島民報 2017 年

5 月 9 日）ふくしま未来農協とパン製造の銀

嶺食品（福島市）は、地元農家が収穫したリ

ンゴやモモを用いたジャムを開発し、「未来

彩（みらいろ）」ブランドとして販売を始めた。 

→「ふくしま未来農協、6 次化商品開発」（福島

民報 2017 年 9 月 2 日） 

    3333））））市民による支援の取り組み市民による支援の取り組み市民による支援の取り組み市民による支援の取り組み    

 震災直後の 2011 年から 2013 年度は主に風

評対策として、個人で除染を行ったり、安全を

PR する活動が多い。 

→「独自に作った「品質保証」のシールをつけ

て出荷し、消費者の信頼獲得に懸命に努め

る。」（福島民報 2011） 

 2014 年からは多くの個人農家や企業経営者

が独自に福島産果樹の製品を開発、また商品に

使用したり、農家や市民同士が集まり、新たな

取り組みに挑戦している姿が目立つ。市民が主

体となり福島の果樹をさまざまな形で知っても

らおうという動きが見れる。 

→「走るカフェ 東北線に／「フルーティア」

郡山－福島間で運行開始／景色楽しみ 味

に舌鼓」（河北新報 2016 年 1 月 21 日） 

→「この人このまち・ふくしま ふくしま女性

起業研究会会長 渡辺美紀子（59）／農産物

の可能性広げる」（河北新報 2016 年 5 月 17

日） 

→「福島産モモ新たな魅力 PR／ペーストにジ

ュースに／果樹農家ら開発 市内で試食会」 

（河北新報 2016 年 7 月 7 日） 

→「畑カフェで地元農業知って／伊達地方の若

手グループ 定期市開催へ／「交流大事に」」

（河北新報 2016 年 8 月 16） 

→「房ごと干しぶどう 包装も「いいね！」／

福島の果樹園 グッドデザイン賞」 

（河北新報 2016 年 11 月 10 日） 

→「女性農業者グループ／持参野菜で調理実習 

／二本松"」（河北新報 2016 年 12 月 17 日） 

→「この人このまち・ふくしま福島路ビール社

長 吉田重男さん（69）」（河北新報 2017 年

6 月 6 日） 

→「モモ 1 個から気軽にお中元／伊達の農家 

／ギフト用包装開発"」（河北新報 2017 年 7 月

5 日） 

→「福桃ちゃん感謝の笑顔／桑折／モモ型こけ

し」（河北新報 2017 年 9 月 23 日） 

→「福島の大人味コンポート開発" 」 

（河北新報 2017 年 11 月 17 日） 

→「トモノミクス 被災地と企業 」 

（河北新報 2017 年 12 月 5 日） 

→「温泉旅館に果物たっぷりスイーツ／チーム

飯坂で奮起」 

（河北新報 2017 年 12 月 31 日） 

→「モモ色和紙 人気／剪定された枝を活用／

福島の紙店考案／「産地の魅力伝える」（河北

新報 2018 年 6 月 13 日） 

    

 ２．ＧＡＰ制度と福島県の取り組み 

    1111））））GAPGAPGAPGAP 制度制度制度制度    

 GAP（Good Agricultural Practice：農業生産

工程管理）とは、農業において、食品安全、環

境保全、労働安全等の持続可能性を確保するた

めの生産工程管理の取組のことである。（農林水

産省ホームページより引用）。「GAP をする」と
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いうことは食品安全だけでなく、環境保全、労

働安全、人権保護、農場経営管理に関する取組

を行うことで、持続可能な農業生産につながり、

取組状況を記録簿や掲示物によって確認･表示

しながら、農業活動を改善することで、より良

い農業経営を実現する取組である。主に農薬や

農業機具などの整理整頓や生産履歴の記帳が基

本であり、その後，農林水産省ガイドライン準

拠 GAP を参考に、自分の農場で改善点を探し

改善していくということを行う。例えば、食品

安全の面では異物混入の防止、農薬の適正使用

と保管のために包装資材のそばに灯油など汚染

の原因となるものを置かない等の対策、また環

境保全の面では適切な施肥、土壌浸食の防止、 

廃棄物の適正処理・利用、水の使用量把握と節

水対策などを考え実施し、実施した内容を記録、

点検し、継続的に改善していくというサイクル

を繰り返すことによって望ましい農場管理の状

態を実現しながら食の安全を確保していく。 

    2222））））GAPGAPGAPGAP 認証認証認証認証の取得の取得の取得の取得    

 GAP には認証制度があり、必要に応じ認証を

取得することができる。これが「GAP 認証をと

る」ということだ。例えば「国内外の取引に応

じたい」、「自分が作った農作物をオリンピック、

パラリンピックに出したい」、「自分の農場を客

観的に評価したい」などの要望がある際には取

得した方が有利であり、また義務化されている。 

 取得するには現在まで取り組んできた GAP

を第三者の認証団体に判断してもらう必要があ

る。現在 3 つの GAP 認証の種類が存在する。

「JGAP」、「ASIAGAP」、「GLOBALG.A.P.」で

ある。「JGAP」は日本国内において最も主要な

GAP とされ、JGAP の対象は青果物・穀物・茶

である。これらの農産物には、認証を取得すれ

ば JGAP の認証マークを付けることができる。 

「ASIAGAP」は日本 GAP 協会が GFSI（世

界食品安全イニシアチブ） 承認の国際規格とし

て展開することを目指す。アジア共通の GAP 

のプラットフォームとして位置づけ、2017 年 7

月に「ASIAGAP」という名称に改名を発表し、

翌月から運用開始されている。対象は穀物と青

果、茶の生産と管理である。このうち「JGAP」

「ASIAGAP 」の運営主体は日本であり、取得

にかかるお金は 10 万円程度＋旅費である。審

査項目数は 120 個程度である。 

 もう 1 つの「GLOBALG.A.P.」の運営主体は

ドイツにあり、第三者認証制度をとっている。

また欧州を中心に世界 120 カ国以上で実践さ

れている。グローバル GAP の規格は、農作物

全般や畜産に加え、水産養殖にも適用される。

25～55 万円程度＋旅費かかり審査項目数は

200 個以上ある。 

 日本には JGAP 以外にも、都道府県版 GAP

や生協・イオン・農協などの各団体が設定する

GAP などが存在する。審査基準、項目数が異な

るが基本的には生産物の信頼性向上や企業価値

向上に貢献する。また、第三者認証を取得する

際、認証取得の過程で生産工程が明確になるた

め、コストやノウハウなどの文書化、可視化が

進み、生産性の向上やリスク管理力向上などが

期待できる。その他にも、農薬や肥料による環

境負荷低減や、食品安全性の向上、労働者の労

働安全の確保や人権尊重などにつながるといっ

た意味合いをもつ。 

    3333））））福島県の福島県の福島県の福島県の GAPGAPGAPGAP 推進の推進の推進の推進の取り組み取り組み取り組み取り組み    

 福島県ではこの GAP 制度を利用し、風評被

害払拭と安全・安心な農業を目指す指標として、

GAP 日本一を目指す「ふくしま。GAP チャレ

ンジ宣言」を掲げている。その詳細は福島県の

「ふくしま県 GAP（FGAP）認証制度」ページ

に公表されており，以下その要点を整理する。 

 この取り組みは 2018 年 5 月に県と JA 福島

中央会が宣言した。JA、県、 農業団体で研修会

を多数開催し、GAP の広報活動や GAP 指導員

の育成、認証取得にかかる費用の補助、また団

体認証のよる個人の負担軽減などに取り組んで
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いる。また認証制度の選択肢を広げるために

「FGAP」という認証制度を県が独自に設定し

た。FGAP（ふくしま県 GAP）は、放射性物質

対策も含めた農水省ガイドラインに準拠した

GAP により県が認証する新たな制度である。ま

た他の認証 GAP では明確な基準がない放射性

物質対策を詳細に規定している。 

 FGAP と他の認証 GAP で求められる点検項

目は同じではないが、取り組むべき基本項目（食

品安全、環境保全、労働安全、工程全般の基本

的な部分）は同じであるため，FGAP 認証取得

後、他の GAP 認証取得にスムーズにステップ

アップしていくことも可能である。 

 FGAP の認証取得するには、まず具体的な管

理方法についての研修講座、指導員による圃場

の点検、従業員マニュアル等の実践準備を行う。

その後、GAP の実践に移り、日々の農作業の実

施と記録、点検、改善、点検項目の作成など取

り組みサイクルを繰り返す。その後、県に審査

申請をし、県の認証委員会（福島県農林水産部）

で審査される。FGAP の審査は，手数料は無料、

認証まで約 3 か月、県内農業に詳しい審査員が

行うなどがある。 

 

 認証には「福島県農産物安全確保のための

GAP 推進マニュアル」及び「福島県安心きのこ

栽培マニュアル」が基準となり、申請者が実践

した認証基準に基づく GAP の実践（2 ヶ月以

上）を点検・評価シートにより審査し、「認証水

準」（必須項目が 100％、推奨項目が 95％を満 

たした状態）以上で認証となる。認証の有効期

限は 2 年間で、1 年半ごとに維持審査、更新審

査がある。 

 現在力を入れていることは，団体認証，地域

やグループでの認証でロットを確保することで

ある。全ての JA で団体認証にチャレンジ中で

あり、地場産品づくりや担い手育成の視点から、

地域やグループでもチャレンジ開始（市町村も

積極的）している。 

 また FGAP 認証農家が出荷した農産物に QR

コードを貼り付け、生産者情報などを GAP の

見える化にも取り組んでいる。 

 一般財団法人日本 GAP 協会が行う「GAP 普

及大賞 2018」では，福島県と福島県農業協同組

合中央会が特別賞に選ばれた。 

 以上 4 つの GAP を整理したのが表５である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBALG.A.P. ASIAGAP JGAP FGAP

変遷

1997年に欧州小売業組合が

策定した「EUREP GAP（ユー

レップ ギャップ）」が始まり

日本GAP協会が2017年に

「GFSI（世界食品安全イニ

シアチブ）承認の国際規格

として展開すること」を目標

に始まった

JGAPは日本初のGAPとし

て立ち上げられ国際基準に

準拠する第三者認証制度

を盛り込み、国際社会に通

用する日本初の認証制度と

して、2007年11月から始ま

る

農林水産省ガイドラインに

準拠したGAPにより都道

府県が認証する公的認証

GAP。他のGAPには明確

に基準がない放射性物質

対策を記載。2018年7月

に創設。

運営主体

ドイツに本部を置く非営利団

体FoodPLUS

日本GAP協会 日本GAP協会 福島県農林水産部

検査項目 約210～220 約150 約150 約120

審査機関

3社(日本人審査員がいる会

社）

4社 4社

ふくしまの恵み 安全対策

協議会

審査費用 22万～55万円程度+旅費 10万程度+旅費 10万程度+旅費 無料

更新期間 1年(毎年再認証審査) 2年(間に維持審査あり) 2年(間に維持審査あり) 2年(間に維持審査あり)

 ふくしま県GAP（FGAP）認証制度 - 福島県ホームページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021d/290711fgap.html

 GAPをめぐる最近の状況とJGAP/ASIAGAP認証制度の概要http://jgap.jp/LB_06/GAPJapan2018_01_jgf.pdf.pdf

表５ GAP 比較表 
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Ⅳ．ＧＡＰ農家の種類と事例 

    1111））））取得農家の種類と分布取得農家の種類と分布取得農家の種類と分布取得農家の種類と分布 

 表６は，「ふくしま。GAP チャレンジ」HP か

ら作成した福島県の GAP 認証取得農家をまと

めた表である。このホームページに掲載されて

いる農家は全部で 84 軒。

 

そのうち果樹の GAP 取得農家は 22 軒、県北地

区では，福島市 10 軒、桑折町 2 軒、伊達市 1 軒

である。また認証取得別にみていくと FGAP1

軒、JGAP9 軒、ASIAGAP3 軒、GLOBALGAP3

軒であった。（重複含む） 

  

表６福島県の GAP 認証取得農家 

農場名／代表者 組織 市町村 FGAP JGAP ASIA GLOBAL 取得年月

感謝農園平井（株） 会社 桑折町

モモ,アスパラガ

ス,春菊,トマト

2016.9，

2017.10

はねだ桃園　 桑折町 もも もも もも もも

2016.9,
2018.8,9

（有） 伊達農園 会社 伊達市 もも 2019.10

JAふくしま未来なしGAP部会 JA 福島市 日本ナシ 2018.4

JAふくしま未来ももGAP部会 JA 福島市 モモ 2018.5

JAふくしま未来果樹GAP部会 JA 福島市

サクランボ,ブド

ウ,スモモ,リンゴ

2018.5

（株）ABE Fruit 会社 福島市

もも,りんご,ネクタ

リン

2018.3

紺野果樹園／紺野孝一 福島市

サクランボ,モモ,

リンゴ,西洋なし

2019.1

紺野果樹園／紺野淳 福島市

オウトウ,モモ,り

んご,日本なし

2019.8

鈴木農園　 福島市

モモ,ブドウ,リン

ゴ

2017.12

渡辺果樹園／渡邉晴光 福島市

モモ,りんご,ブド

ウ

2019.3

（有）木村商店　 会社 福島市 モモ 2018.7

（有）まるせい果樹園 会社 福島市

モモ,リンゴ,西洋

ナシ,サクランボ,

ブドウ,カキ

モモ,リンゴ,西洋

ナシ,サクランボ,

ブドウ,カキ

2017.2,12

（有）マルハラ果樹園 会社 二本松市

りんご,ブドウ,サ

クランボ

2019.5

上の山 彩果園 郡山市 日本なし 2019.2

渡辺果樹園 須賀川市

モモ,日本ナシ,

西洋ナシ

2018.3

ふくしまGAP生産者協議会 須賀川市 野菜* 2018.8

須藤農園　 東白川郡 イチゴ 2018.10

オーチャード斉藤（株） 会社

会津若松

市

モモ,カキ,ブドウ,

プルーン,リンゴ

2017.1

アジプロファーム 南会津町 さるなし 2018.9

星果樹園　 南会津郡 ブドウ 2018.11

JA福島さくら いわきいちご部会

高設栽培研究会

JA いわき いちご 2018.9

　　* トマト,ミニトマト,キュウリ,ネギ,大根,タマネギ,ブロッコリー,アスパラガス,小松菜,水菜,ベビーリーフ,ブドウ,ブルーベリー,ミニキュウリ,なす

出典： 「ふくしま。GAPチャレンジ」HP　（https://gap-fukushima.jp/）により作成
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    2222））））取得農家の事例取得農家の事例取得農家の事例取得農家の事例：感謝農園平井株式会社：感謝農園平井株式会社：感謝農園平井株式会社：感謝農園平井株式会社    

 取得農家の例ということでここでは技術と普

及編集部(2018）雑誌記事を紹介する。 

経営概況と経過経営概況と経過経営概況と経過経営概況と経過    

 感謝農園平井株式会社は果樹栽培を中心に野

菜、切り花と加工品づくりも行っている。従業

員数は 30 名（パート 10 名）であり、耕作放棄

地も借り年々増やし 100 数十筆の土地をもつ。 

 平井氏は 50 才から農業をはじめ果樹を中心

に経営しており、平成 22 年に法人化を果たし

たが、これからというときに東日本大震災が起

こった。主力のあんぽ柿が出荷停止と分かりな

がらも技術伝承、機械や建物維持のため 3 年間

作っては廃棄するという辛い時期もあったとい

う。 

スマート農業事業とスマート農業事業とスマート農業事業とスマート農業事業と GAPGAPGAPGAP 取得取得取得取得    

平成 26 年に ICT を活用したスマート農業導入

実証・高度化事業に携わり ICT によるデータの

蓄 積 や 分 析 を 行 う シ ス テ ム を 利 用 し

GLOBALG.A.P.認証を取得して輸出につなげ

るというものだ。28 年にモモの GLOBALG.A.P.

認証を国内ではじめて取得、その後はトマト、

アスパラガス、春菊の認証を取得した。認証取

得のために日々の農作業を見直し多くの改善を

積み重ねた。「農園の訪問者に関しても全ての記

録をとること」、「圃場の図の作成、近隣農家と

の話し合い」、「帳票の整備」、「作業場の整理整

頓」「従業員の意識改革」、「農薬や肥料の整理と

徹底管理」「農機具の安全管理」などである。

GAP 取得を通し、意識や作業効率の向上につな

がったという。例えば農薬や肥料の扱い方一つ

で環境問題や農場で働くものだけでなく、住民

の健康にも関わることを意識するようになった。

農薬や肥料を整理することで安全生成が高まる

だけでなく作業効率の向上も実感した。従業員

にも GAP を意識してもらうために張り紙や勉

強会（保健所に衛生指導、消防署による AED 使

用の研修）、健康診断などを実施し、仕事の上で

責任者制を取り、各人がどんな仕事にも対応で

きるようにしている。従業員の内 3 人が JGAP

指導員の資格を取った。また GLOBALG.A.P を

取得したことによりインターネット販売を手が

ける会社からモモの引き合いがあり、3000 箱（3

㎏/箱）と予想外の売れゆきとなった。 

輸出と今後輸出と今後輸出と今後輸出と今後    

 また平井氏のモモは昨年 9 月にはじめてイン

ドネシアに試験輸送され、現地のイオンとの取

引を行い、今後も継続していくそうだ。 

 農業が衰退していく今、GAP が町を救う手立

てにできないか、GAP 取得が差別化につながり

町の振興につながればいいと考え、基幹産業が

しっかりしないとまちは良くならない、若い人

が取り組める、職業にできる農業をめざしたい

と語った。 

 

Ⅴ．ＧＡＰ農家の実地調査計画 

1111））））既存情報から分かったこと既存情報から分かったこと既存情報から分かったこと既存情報から分かったこと    

    以上の事前調査から分かったことは GAP 認

証取得は大きく分けて 3 つあり、それぞれ設

定された目的は違うが、適正な農作業を行い食

品安全や労働安全を守りよりよい農業経営を目

指すということが基本となっていることが分か

った。また県をあげて GAP 認証取得を推奨し

県産農作物の安全・安心を PR しているが、

GAP 認証取得の難しさ（取得するための準

備、資金）故に取得農家が限られているという

事実も分かった。さらに風評被害の影響は落ち

着きつつあり、震災から 8 年たった現在では

地元企業や団体、個人で六次産業化の取り組み

で福島果樹を盛り上げようとする動きがあるこ

とが分かった。 

2222））））疑問点疑問点疑問点疑問点    

 これを踏まえて気になった点がいくつかあ

る。一点目は GAP 認証取得についてだ。なぜ

GAP 認証を取得しようと思ったのか、また取
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得に向けてどのようなことをしたのか、取得し

ての効果である。二点目は震災から 8 年たっ

た現在の経営状況についてだ。震災前と比べて

売上や顧客は回復状況、現在の経営状況（経営

規模、栽培品種、販路、圃場の状況）また六次

産業化の取り組みをしているかという点であ

る。 

3333））））質問事項質問事項質問事項質問事項    

 以上をふまえて以下の質問事項を設定した。 

---------------------------------------------------------- 

1111．農業経営の現況について，震災前（．農業経営の現況について，震災前（．農業経営の現況について，震災前（．農業経営の現況について，震災前（2010201020102010

年年年年））））の状況の状況の状況の状況との比較との比較との比較との比較    

1）経営（作付け）面積 … モモ，リンゴ，カ

キ，その他果樹，露地野菜，施設野菜，水稲 

2）自己所有地と借地の面積 

3）借地は中間管理機構（農業振興公社）を通

して借りているのですか。 

4）農作業の受託もありますか。 

5）従事者は，他に雇い入れはありますか。 

6）従事者の作業・係分担はどのようですか。 

7）圃場の分散状況はいかがでしょうか。 

8）圃場の条件（低地，段丘上，傾斜，土壌な

ど）と作付け種目は，どんなふうに対応して

いますか。 

 

2222．果樹．果樹．果樹．果樹栽培栽培栽培栽培についてについてについてについて    

1）年間の作業暦 

2）モモは早生から晩生まで何種類栽培してお

られますか。 

3）モモの出荷先の構成はどのようですか。JA，

直売所，贈答用，その他 

4）モモの個人贈答客数は，どれくらいまで回復

していますか。 

5）モモの樹形は，作業をしやすくするために工

夫されているのですか。 

6）減農薬については，どんな工夫をされていま

すか。 

7）土つくりについては，どんな工夫をされてい

ますか。 

 

8）農家同士の研究会やグループに参加してお

られますか。 

9）消費者との交流機会はありますか。 

 

3333．その他の農業，農産加工について．その他の農業，農産加工について．その他の農業，農産加工について．その他の農業，農産加工について    

1）野菜類の年間作付けスケジュール 

2）主な野菜の種類別の作付け面積構成 

3）主な野菜とその出荷先の構成 … JA，伊達

果実，直売所，贈答用 

4）農産加工は行っていますか。 

5）稲作は自ら行っていますか，あるいは委託さ

れていますか。 

 

４４４４．．．．GAPGAPGAPGAP 認証の取得について認証の取得について認証の取得について認証の取得について    

1）GAP を取得されていますが，取得すること

になった目的と経緯についてご教示ください。 

2）取得のために行ったことはどんなことです

か。 

3）取得にかかった費用はどれほどですか。 

4）取得でどんな効果があったとお考えですか。 

5）取得の目的はどの程度達成されていますか。 

6）Asia GAP，Global GAP 取得も考えておら

れますか。 
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Ⅶ．GAP 農家の実地調査 

 ここでは GAP 認証取得農家へのヒアリング

について記す。今回ヒアリングを行った農家は

３つである。一早く GAP 認証を取得した ABE 

Fruit㈱、大規模経営の感謝農園平井㈱、家族経

営の鈴木農園以上の 3 農家を対象とした。 

 

 １．株式会社 ABE Fruit 

    1111））））経営概況と経過経営概況と経過経営概況と経過経営概況と経過    

阿部秀徳さんは荒井地区に住む専業農家であ

る。両親と長男の家族労働とパート 2 人、研修

生 1 人、季節労働者 1、2 人雇用している。園

地面積はリンゴ、モモ、ネクタリンを合わせて

約 4.7ha。また地元の加工食品業者と共にドラ

イフルーツ製造も行っている。 

 阿部さんは 2010 年に父親の後を継ぎ果樹農

家になった。それ以前は別の仕事をしており、

父親が高齢になったことから後を継ぐことに決

めた。約 4.7 ヘクタールの内は自宅周辺の荒井

地区と市街地から少し離れた吉倉地区にある。

荒井地区では主にリンゴとネクタリンを栽培し

ており、吉倉地区ではモモを栽培している。昨

年からサクランボの栽培も始めた。自宅周辺の

荒井地区は吉倉地区より方向が高いことを生か

し主にモモを時期をずらした出荷を行っている。 

・・・・果樹について果樹について果樹について果樹について    モモはあかつき、川中島白桃、

あぶくま、さくら白桃、きららのきわみ、黄貴

妃の 6 品種、リンゴはシナノスイート、あきば

え、こうとく、サンふじの 4 種を栽培している。 

土作りの工夫は有機質、米沢の完熟堆肥を使

用し地質や葉の色(働く良い葉を作る）を見て化

学肥料を与える。化学肥料は土が硬くなるそう

だ。また樹形整形の工夫は樹の高さは低く、面

積に比べ一般的に比べ本数を少なくし、全体に

光が当たるように、10m10m の樹幹を保ち、枝

が横に伸びるようにしている。働く葉･枝を作る。

糖度や味の濃さに関わってくるそうだ。減農薬･

減殺虫剤の工夫は通常よりも 70％減、15 日に

1 回位散布している。 

出荷先出荷先出荷先出荷先    市場･JA 出荷はネクタリン 80 パーセ

ント、リンゴ･モモ 2～3％程度であとはほとん

ど宅配、ネット販売だそうだ。ネットで通販し

ている人の卸売業なども行っている。これらの

販路は震災後の展示会などで販路開拓した。ま

た 1 部は直売所にだしているが近所の直売所で

はなく郡山の（全農）愛情館にだしている。（JA

みらいふくしま）あづまのここらは全体的にレ

ベルが低いからだそうだ。また輸出に関しては

モモを少量程度行った。郡山の青果店を通し、

輸出会社へ送ったそうだ。残りは加工向けで

10％程度，2.3 番品で行かないようなものを利

用している。 

またこうとくのオーナー制度（HP に掲載）

を行ったり旅館にパンフレットを置いてもらっ

ている。関東圏の顧客が多いそうだ。 

さらに阿部さんは福島成田会(青森のリンゴ

の先生を中心とした）という農業グループに所

属している。この会は 16 人で構成されできば

えが決まる剪定作業を一緒に行うそうだ。1 日

～円と支払う。 

    2222））））震災後の変化と６次化の取り組み震災後の変化と６次化の取り組み震災後の変化と６次化の取り組み震災後の変化と６次化の取り組み    

就農が 2010 年だったことから震災の影響は

受けておらず、震災後は倍に農地を拡大してい

る。さらに震災前の 2010 年には県北農林事務

所の「6 次化ミーティング」に参加し、栽培し

ているネクタリンを使ったドライフルーツの商

品を地元の加工食品会社と共同で企画した。以

前から栽培していたこのネクタリンは酸味が強

く生食にはむかないため、ジャムに加工するた

めに知り合いや、JA などに少量だけ出荷して

いた。よって傷物を含め多くを大量廃棄してい

た。これを利用することができないと考えて出

来たものががドライフルーツであった。加工先

を探し、知り合いから教えてもらった観光食品

加工の卸売り販売を手がけている地元企業を訪
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ね提案した。提案先も国産ドライフルーツの製

造･販売を行うための新工場を完成させ、地元

産の食材を探していたところであり、ニーズが

マッチし急速に話がまとまった。その後早急に

福島県農商工ファンドに応募した。ファンドへ

の応募後、4 月に採択され、商品化にこぎ着け

た。何度も試行錯誤を重ね、製品化することが

でき、東京で開催された被災地応援フェアで販

売することになった。原発事故の影響もあり、

購入してもらえるか不安だったが当日に持って

行った 160 個完売することができた。現在で

も自宅近くにあるドライフルーツの直売所や通

信販売を通じ年間 1000 個以上を売り上げてい

る。またそれ以外にも自宅近くの加工館で、ジ

ュースやジャムを製造し販売している。ジュー

スは取引先が何件かあるそうだ。（写真 1） 

 

写真 1 ABE Fruit の加工品（2018.11.25） 

    

3333））））法人化と法人化と法人化と法人化と ASIAGAPASIAGAPASIAGAPASIAGAP 取得取得取得取得    

阿部さんは 2017 年 1 月に法人化した。その

理由は人材確保のためであった。時々連絡は来

るが、余り農業に適している人材が集まらない

のが現状だそうだ。さらに ASIAGAP 認証の取

得もおこない（写真２）、日々の作業内容をより

厳しく行うようになった。取得には書類や作業

内容の確認するためのチェックリストが多く大

変だったそうだ。GAP 認証を取得していると信

頼度の向上やあまり決まった規律が定められて

いない農業をルール化できるといった理由で認

証取得を決めた。また 2020 年には東京オリン

ピックが開催され、福島市のあづま球場もソフ

トボールの予選会場となる。その際に使用され

る食材は GAP 認証がないと使用できないため

食材候補に挙がるためにも必要だそうだ。しか

しまだまだ GAP の認知度は少なく、有利にな

ったとは感じていないが、今後大手企業が GAP

に注目し始めればそれに続いて多くの企業も付

随すると思うため期待している。(写真２） 

 

写真２ ASIAGAP 認証取得証（2018.11.25） 

 

 ２.感謝農園平井株式会社 

    1111））））農業経営の現況農業経営の現況農業経営の現況農業経営の現況    

桑折町にある感謝農園平井株式会社は，約

20ha の敷地に果樹栽培を中心に野菜、切り花と

加工品づくりも行っている大規模経営農家だ。

平井さんは高齢化により農業ができなくなった

農地や作業しづらい農地（段丘上、傾斜地）を

譲り受け、その分散した圃場は桑折町に限らず

福島市にも存在数は 100 以上、面積は約 17a に

わたる。 

表７は主な作物の作付面積を示したものだ。

その広大な作地にモモ、リンゴ、カキの果樹、

トマトやアスパラ、春菊などの 10 種類を超え

る野菜類、お盆用の小菊などの花卉等数多くの

作物を栽培している。 
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表７ 感謝農園平井（株）の作付面積 

 

 

数多くの品種や作物を栽培していることや，

圃場が離れていることから人材が足りないこと

が課題だ。現在正社員 30 名、パート 5 名、季

節雇用 5 名が従事している。しかし 10 年くら

い働いている 2 名に頼っているのが現状だ。今

後は作業ごとにリーダーを決め作業していくこ

とが目標だそうだ。 

・・・・圃場の分散状況と圃場の分散状況と圃場の分散状況と圃場の分散状況と栽培の工夫栽培の工夫栽培の工夫栽培の工夫    

この譲り受けた分散した畑地の個性を判断し

敵地作物を植え付けているのが現状だ。周囲が

水田で水が入ってくる畑地は問題だ。また山の

傾斜地にある畑地も多く存在するが、水はけや

日照が特に問題ないところは致し方ないとおっ

しゃっていた。しかし獣害がひどいそうだ。圃

場が分散している件に関しては自然災害が多く

発生する時代においてリスクを最小限にできる

といった点では良いと考えている。 

 この様な分散した圃場をうまく活用しながら

多くの果樹や野菜類を育てているが特にモモは

約 18 種類の品種を育てている。 

感謝農園では減農薬・減殺虫剤の工夫により

ほぼ有機農業に近い。果樹の樹形は低樹木にし、

効率や安全性に配慮し、木の向くままに育てる

こと、木の葉や根に日光が当たることを大事に

している。土には有機物（海中産物、堆肥、藁、

草）を積極的に取り入れ化成肥料は使わないよ

うにしている。 

・・・・出荷先と震災前後の変化出荷先と震災前後の変化出荷先と震災前後の変化出荷先と震災前後の変化    

この様な土地で育った作物は JA、伊達果実、直

売所、贈答用等様々な出荷先に出荷される。最

近は直売所の割合が増えているそうだ。原発事

故の風評被害の影響は現在ほとんどないそうだ。

桃の個人贈答用客数も回復しており、直売所に

は開店前から行列ができているそうだ。ネット

販売をみても遠方からの注文が多くなっている

そうだ。しかしあんぽ柿は感謝農園では震災前

の出荷量、値段も半分にしかならないのが現状

だ。風評被害の影響で他産地に需要を奪われて

しまったことが原因だ。そして今でも少量では

あるが放射能の検査ではじかれるものが出てい

るのが現状だ。 

    2222））））平井家の農業経営の経過について平井家の農業経営の経過について平井家の農業経営の経過について平井家の農業経営の経過について    

代表の平井さんは福島卸売市場に勤務してい

たが 14 年前、父親が亡くなったことを契機に

後を継いだ。この前職での経験は品物の目利き

ができることや多くの人と知り合いになれたこ

とが良かったと話す。さらに町議会員や農業委

員の経験を通し、農業による桑折町の活性化、

就労機会の拡大を目的に2010年に法人化した。 

このときの従業員数は家族の他、2 名をチャレ

ンジ雇用事業で採用。最初は約 1ha の荒れ地を

開墾した。自分の土地は約 1.5ha くらいであっ

た。 

    3333））））ICTICTICTICT 農業農業農業農業にににについてついてついてついて    

さらに平井さんは自身が議員をしていた頃の

同僚議員の知り合いの方に東北大学の教授を紹

介されたのがきっかけでパナソニック、デンソ

ウの他、事務局の菱進という会社、農家 10 名で

「桑折町スマート農業実証協議会」を立ち上げ

た。これは ICT によるデータの蓄積や分析を行

うシステムを利用して GLOBALG.A.P 認証を

取得し輸出につなげるというものだ。畑地 10a

にカメラや装置が設置されデータが東北大に収

集され分析されその情報がいつでも見れるよう

品種 面積（a)

モモ 644.07a

リンゴ 99.5a

柿 700a

梅 50a

アスパラ 16.032a 施設栽培

トマト 19.226a 施設栽培

春菊 17.282a 施設栽培

蔬菜 150a

花卉 30a
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になっている。農作業管理をタブレットに入力

していたため勘でやっていたことが数値化でき

るようになり、初心者でもどの時期に何をする

かが分かるようになったことや過去 1 年分の天

候を確認することもでき反省材料にも役立って

いる。しかしその実験期間が 3 年で終了してし

まった。ICT 機器の導入は普通の農家経営では

成り立たないくらいコストや人員配置や専門家

が必要となるそうだ。 

    4444））））GAPGAPGAPGAP 認証取得について認証取得について認証取得について認証取得について    

 さらに上記のスマート農業の目的であった

GLOBALG.A.P も取得し、輸出やネット販売も

行っている。感謝農園は 2017 年に桃の

GLOBALG.A.P を国内ではじめて取得し、その

後も桃の認証の継続、2018 年にはトマト、アス

パラガス、春菊の認証を取得した。この

GLOBALG.A.P は他の GAP と比べリスクなど

の項目が多数に及び関連書類をそろえたり収集

するのがとても大変だ。この GLOBALG.A.P の

取得のおかげで桃のAmazonやネット販売業者

を介したネット販売が数十箱から 3000 箱に増

えた。現在は 6000 箱程度になり今年は桃が足

りなくて別の農家にも協力を依頼したそうだ。 

また 2017 年にはインドネシアにはじめて桃を

輸出した。昨年も要望があったが干ばつで収穫

量が半分程度まで落ち込んだため輸出はできな

かったそうだ。今年は他県の桃が不作で福島県

産の需要が高く、値段も 1.5 倍での取引になっ

たため今年も輸出はしていない。また輸出にか

かる輸送費は自己負担なためのその負担も大き

い。またバイヤーは GAP 取得でないと話に乗

ってこなく取得した現在では対等の立場で話が

できるように自信がついたことが取得して良か

っ た と は な す 。 さ ら に 感 謝 農 園 に は

GLOBALG.A.P 指導員の資格を取得した平井

さんを含め 3 名いる。しかしその有効期間の 3

年が切れたため、現在は 1 名が新たに取得した。

取得にも更新料も 20～30 万円程度かかる。現

在は補助があるがそれがなくなったら新たに取

得はしない考えだ。 

5555））））    今後について今後について今後について今後について    

 昨年、平井さんの次男が入社した。さらに輸

出に関しては常温でも保存がきく製品をという

要望に応え桃の加工品を開発し準備していると

ころだがデザイン費などがかさみ難航している

そうだ。（写真３） 

 

    

    

    

    

    

    

    

写真３ 開発した桃の加工品（2019.09.27） 

    

 ３．鈴木農園 

    1111））））農業経営の現況，震災前（農業経営の現況，震災前（農業経営の現況，震災前（農業経営の現況，震災前（2010201020102010 年年年年））））とととと

の比較の比較の比較の比較    

飯坂町湯野にある鈴木農園代表の鈴木満さん

は製造業に勤めていたが 2016 年に実家の果樹

栽培を継いだ。経営（作付け）面積は，モモ 1.7ha、

リンゴ 0.4ha、ブドウ 0.6ha である。そのうち

自己所有地は 1.7ha、借地は 1.0ha で，借地は

震災前と後からのものもあり，中間管理機構や

農業委員会を通し借りている。従業員は鈴木さ

ん、妻、父親、母親の４人の家族経営だ。繁忙

期にはパートを雇うこともあるという。圃場は

遠くても自宅から 2km 離れているところにあ

り合わせて 14 カ所くらいに分布している。 

    2222））））果樹果樹果樹果樹とその出荷先とその出荷先とその出荷先とその出荷先    

鈴木農園では主にモモ，ブドウ，リンゴを栽

培している。品種はモモはあかつき、まどか、

川中島白桃など合わせて 7 種類、ブドウは高尾、

シャインマスカット，リンゴは主にふじを栽培

している。これらの果樹の出荷先はネット販売、
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個人贈答用である。モモ以外の果樹は個人宅配

と駅前のマルシェで販売するのみだそうだ。一

方モモは量が多いため JA を通じて出荷する。

特に個人宅配は毎年約 1100 箱程度、モモの案

内状は 400 通程度出しているという。震災の影

響で顧客数は 3 分の 2 まで減少したが今は倍の

顧客数に増加しているとのことだ。また鈴木さ

んは駅前のマルシェなどに出店し 20，30 件の

新規顧客を獲得につなげている。またその顧客

が口コミで拡散し顧客が増えるといった相乗効

果を生み出している。福島の人はスーパーなど

で売っているものではなく自分がおいしいと思

った果樹を他の人にも食べさせたい、送りたい

といった気質があるという。 

 

写真４ 鈴木さんの畑（2019.11.08 撮影） 

 

・・・・栽培上の工夫栽培上の工夫栽培上の工夫栽培上の工夫と農業グループと農業グループと農業グループと農業グループ    

栽培上工夫していることは果樹の樹形は作業

効率よりも品質を重要視している。そのためあ

る程度は低樹高にしているが品質を優先し葉に

日が当たるように工夫しているという。農薬は

ある害虫や病気を防ぐためにある程度散布して

いる。土作りに関しては発酵鶏糞と緑肥を重視

し、また堆肥が利くタイミングをみて温度や雨

量を見て堆肥を入れている。 

また鈴木さんは「クールアグリ」という県の

組織や東湯野の地域農家で結成された「東湯野

ふるさと保全組合 KAKAーSHI 組」といった組

合にも所属している。この組合は地域活性化を

目的に結成され、贈答用の箱を作成したり新規

就農受け入れ活動など今後始めるそうだ。 

加工販売はモモのジャムを JA の直売所やマ

ルシェで売っているのみだそうだ。 

    3333））））GAPGAPGAPGAP 認証の取得について認証の取得について認証の取得について認証の取得について    

鈴木さんは 2017 年 12 月にモモ、リンゴ、ブ

ドウの JGAP を取得されている。取得の理由と

しては差別化要素として取得を決めたそうだ。

以前から新規就農者を受け入れたいと考えてい

たこともあり消費者はもちろんだが新規就農者

に一目置いてもらえる、選んでもらえるといっ

た理由大きい。また JGAP を選んだ理由は取得

費用だ。JGAP は 1 回の審査費用は 10 万円く

らい安ければ 5，6 万円で取得ができる。

ASIAGAP は 2，30 万円、GLOBALGAP は 50

万円程度かかる。現在は県の補助金が出るため

費用が押さえられるがそれがなくなった際、維

持していく経済効果があるかということを考え

て JGAP にとどまっているそうだ。取得に関し

て行ったことは整理整頓や資料づくりだ。この

資料は毎日の農作業の記録をとるためのフォー

マットと農作業のリスク分析に関するものと 2

種類ありこのフォーマットはネット上に掲載さ

れているものをそのまま使用しても良いが毎日

の記録をとるため自分が使いやすいように改変

することが苦労したことだ。またリスク分析に

関しては収穫の際鳥の糞が落ちてきた際どうす

るか、箱詰めの際作業場に虫が入ってきたらど

うするかなど作業ごとにリスクを抽出していく。

それを資料にまとめておきいつでも確認できる

ようにしておく、いわばマニュアル化しておく

ことが大事だとおっしゃていた。その他にも圃

場にトイレを設置した。これは県の補助金 200

万円をフル活用して設置した。 

GAP を取得した効果は信頼性が高まったり

輸出がしやすくなったなどで昨年はサンプル程

度に数箱程度輸出した。今後 JGAP 以外の取得

も考えているかという点については現在の補助

金がなくなってしまえばコスト的に難しいため
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費用対効果だとおっしゃっていた。 

今後、鈴木さんは新規就農者を受け入れたい

とおしゃっていた。そのためには受け入れても

住む場所の確保であったり様々な課題が残され

ているが新たな農業者を育んでいくためにも挑

戦していきたいとおっしゃっていた。 

    

 ４．団体（JA） 

福島県は県独自の FGAP というものを作成

し、安全・安心な農産物の生産につなげ差別化

や風評払拭を図ろうとしている。この GAP 認

証制度を農協という団体でとり、個農家の取得

負担を少しでも減らそうとしている JA ふくし

ま未来の数又さん、佐藤さんに話を伺った。 

    1111））））GAPGAPGAPGAP 認証とは認証とは認証とは認証とは    

そもそも GAP 取得するという考えは日本と

海外では少し違ってくる。GAP が作られたヨー

ロッパをはじめとする海外では化成肥料や農薬

の多量散布による土壌汚染が問題となった。こ

こで GAP が定義され農業生産における工程に

ついて見直すきっかけとなった。よって海外で

は国土を守る、環境保全の意味合いが大きい。

一方日本は平成に入り、農産物の安全・安心の

問題（産地偽装問題・BSE）が大きく取り上げ

られた。これがきっかけとなり農産物をはじめ

とする食品の安全・安心を消費者が重要視する

ようになる。日本で作られた JGAP は環境保全

の意味合いが含まれてはいるが農産物の安全・

安心に基軸がある。また GAP には労働管理や

労働安全の意味合いも含まれている。例えば農

場を図面化し作業場、危険である箇所をチェッ

クし記録し、雇用労働者や後継者に伝達する等

の工程を行うことにより労働事故防止に努める

などである。簡潔に言うと GAP 取得は農業生

産に関わる生産から、出荷に関わる全ての工程

を記録し第 3 者に分かるようにマニュアル化す

るという工程である。その工程の基本となるの

は GAP 取得のためのマニュアルである。この

マニュアルには項番があり、ISO に基づき産地

に合うように考えられ産地（農協）によって作

られる。 

    2222））））JAJAJAJA が進める団体認証制が進める団体認証制が進める団体認証制が進める団体認証制度度度度    

GAP 認証取得にはお金と時間がかかる。そこ

で農協を通じた団体認証というものを進めてい

る。農協という組織で農家に GAP 認証に取り

組んでもらい、出荷先は農協に出荷してもらう。 

この様な農協を通じた団体認証の取り組みは農

家の負担（金銭面など）を少なくするといった

利点がある。農協の組合人は 4000 人（出荷者 1

万 2 千人）ほどいるが一連の生産工程管理に縛

りがあるため認証取得者は 151人という現状に

とどまっている。 

    3333））））GAPGAPGAPGAP の課題の課題の課題の課題    

また GAP 認証農産物は管理上他の農産物と

別にしなければならない。例えば米は倉庫に積

んでおくときや農産物検査などである。精米は

加工業のため HACCP をとっていないといけな

い。GAP の米は HACCP をとっている精米業

者に農協が精米を委託し GAP 米として流通さ

せる。この様に GAP を取得した農産物には

GAP 認証マークがつけられて流通過程に出さ

れる。しかしまだまだ流通過程においての専門

者の知識が少なく、一般消費者に GAP は認識

されていない。目に見えた効果は未だ見られな

いが、現在、国（農林水産省）や大量販店（イ

オン・ダイエー）が検討チームに入り農産物の

流通のあり方について議論がされており、日本

の農産物の流通過程において農作物の優先順位

が定められるかもしれない。その過程でしっか

りと生産管理された GAP 品は優先して流通さ

せる可能性がある。また現在、日本の農産物の

流通過程で GAP 認証品はお茶である。お茶は

加工品なため、HACCP や ISO に基づかないと

いけないため、原料であるお茶の葉は GAP 認

証をとらないといけないからである。 
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 GAP 認証の過程での現場の課題はいろいろ

あるがマニュアルに沿った整理整頓である。農

家は何 10 年という歴史があることがほとんど

であり、多くのものがある納屋の片付けや廃棄

が大変であるそうだ。 

    4444））））今後に向けて今後に向けて今後に向けて今後に向けて    

今後も継続し県と JA グループと連携した販

売を実施し引き続き GAP 農産物の認知度アッ

プを図ることを目的として市場出荷を実施し、

直売所においても GAP ブースでの区別販売を

実施する。さらに相手先のみえる販売とネット

販売を充実させた対応の検討している。2020 年

開催の東京オリンピック・パラリンピックにお

ける食材供給に向けた JA グループでの連携を

しているが、まだまだ食材が集まらないのが現

状だそうだ。 

 

 ５．比較整理 

    1111））））3333 農家の概況農家の概況農家の概況農家の概況    

表８は今回ヒアリングを行った 3 農家の経

営状況についてまとめたものである。 

まず今回ヒアリングした 3 農家とも以前は別

の職に就いており家業である農業を継いだ比較

的最近就農した農家であるということだ。 

また鈴木農園を除いた 2 つの農家は法人化し

ている。3 農家の経営規模を比較すると感謝農

園平井株式会社が約 20ha と一番面積が広く果

樹や野菜、切り花、あんぽ柿などを栽培してい

る。株式会社 ABE Fruit では約 4.7ha の耕地に

りんご、桃、サクランボ、ネクタリンといった

果樹を栽培している。鈴木農園では約 2.7ha、

桃、ぶどう、りんごを栽培している。 

圃場についてだが株式会社 ABE Fruit と鈴

木農園では中間管理機構や農業委員会から土地

を借りている。鈴木農園の圃場は自宅周辺、株

式会社 ABE Fruit では福島市の中心地から少

し離れた地域にも土地がある。一方、感謝農園

平井株式会社では高齢化などの理由から農地を

手放す農家から土地を譲り受けている。人助け

の観点から様々な農家から農地を譲り受けてい

るため圃場の数は 100 数十カ所にも及ぶ。 

次に，労働力構成であるが感謝農園平井株式

会社は約 30 名そのうちパートが 10 名といった

構成である。株式会社 ABE Fruit はパートや季

節雇用、長男を含めて 7 名。鈴木農園は家族労

働でたまに季節雇用を雇うという。 

出荷先を見ていく。感謝農園平井株式会社 JA

や近くにある伊達果実や直売所、また贈答用、

ネット販売といった構成で割合はどれも同じく

らいだそうだ。株式会社 ABE Fruit では JA を

通すものはネクタリンだけでありその他はネッ

ト販売が主であるという。直売所は郡山にある

ところまでわざわざ持って行くという。鈴木農

園ではモモは数が多いため JA を通して出荷す

るがそれ以外は贈答用やネット販売また駅前マ

ルシェで販売するのみだそうだ。 

栽培の工夫はどの農家も減農薬・減殺虫剤や

化成肥料はなるべく使わず有機質の堆肥を使う

などがあげられた。またどの農家も低樹高で葉

や根に光が当たるような工夫をしていた。 

加工に関しては感謝農園平井株式会社ではあ

んぽ柿をはじめ梅干しや味噌など多くの加工品

を作り直売所で販売している。株式会社 ABE 

Fruit では近くの加工館を借りてジャムやジュ

ースを作り販売している。またネクタリンをは

じめとした果物のドライフルーツを考え地元の

加工食品会社と共同で販売している。鈴木農園

ではジャムを JA の直売所やマルシェで販売し

ている。 
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    2222））））GAPGAPGAPGAP 取得取得取得取得 

感謝農園平井株式会社は 2016 年と 2017 年

に GLOBALG.A.P.を株式会社 ABE Fruit では

2018 年に ASIAGAP を鈴木農園では 2017 年

に JGAP の認証を取得している。取得の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，GAP 認証取得を通し地域活性化につなげる、

農作業をルール化するため、輸出のため等様々

な理由が挙がったが共通の根底にある理由は差

別化要素として取得を決めたということだ。 

表８ ヒアリング農家まとめ表 
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この差別化要素の対象が消費者であったり、地

域、新規就農者に対してであったりと農家によ

って異なる。そして取得のために実施した行動

については作業場の整理整頓や農作業の記録取

りや資料づくりなどと同じであった。 

GAP 認証を取得し得られたメリットに関し

ては 3 者 3 用であった。感謝農園平井株式会

社では目的であった輸出を行うために輸出会社

のバイヤーと自信を持って交渉が行えることが

良かったと話す。さらに従業員の意識向上とい

う点では従業員のなかで GAP 指導員の資格取

得につなげた。一方鈴木農園では信頼性向上や

輸出がしやすくなるなどをあげている。株式会

社 ABE Fruit では今は取得したことによって

メリットを感じることはないという。GAP 認

証取得の認知度が世間一般に広まっていないの

が現実である。将来性に関しては農業で地域活

性化をしていきたい、新規就農者の受け入れな

どそれぞれの目標があるようであった。一方で

GAP 認証取得の将来性に関してはコスト面の

負担が大きく認証継続は考えるといった意見も

多かった。 

 

Ⅵ．まとめと考察 

    1111））））まとめまとめまとめまとめ    

本研究では震災から 8 年経った現在の福島果

樹の新たな動きをとりあげ、担い手の「少数精

鋭化」という点に焦点をあて，特に新しい取組

みである「GAP」認証の取得農家に焦点を当て

て，先端的とみられる果樹農業の特徴と課題に

ついて明らかにすることを目的としたが今回の

調査で分かったことは 3 つある。 

1 つ目は、震災から 8 年たった現在の福島に

果樹栽培の現況に関してであるが新しい技術の

導入や加工して付加価値をつけるなどの新たな

取り組みが目立った。これは原発事故が起きた

福島県特有の動きではないが特に福島県ではこ

の様な果樹に付加価値をつけて PR するといっ

た動きが多く見られる。大手ドリンクメーカー

とのコラボレーション企画や地元企業とのスイ

ーツの材料となるなど果樹で地域興しをしてい

こうという姿が見られる。さらに一般市民農家

が果樹を利用した加工品づくりなどの六次化の

動きも多く見られる。企業や一般市民などが主

体となり多方面から果樹を活用していこうとい

う動きが多く見られた。 

2 つ目は担い手の少数精鋭化ということだ。

震災を機に離農が相次いだことや農家の高齢化

や後継者不足の課題から農家不足が問題となっ

ている。この様な現状の中でも自分の経営理念

や将来像を抱き経営を拡大している農家も存在

する。この様な農家は新たな技術や制度を取り

入れ自分の目指す農業の形を目指すために日々

努力を怠らない。この様なやる気あふれる農家

と高齢農家の 2 極化がみられる。 

3 つ目は GAP 認証取得に関してである。福島

県は原発事故の風評払拭、安全安心な農作物を

PR するために「ふくしま GAP チャレンジ」と

いった取り組みを 2018 年から始めている。こ

の取り組みに随して県内では 84 軒の農家が

GAP 認証を取得、県北地区の果樹農家は 13 軒

ほどが取得している。GAP 認証は手続きや管理

が難しくまた費用もかかるため誰でも簡単にと

れるものではない。取得した農家は差別化や自

分の農作業を見直すためと答えた。取得しての

効果は未だはっきりとしたのはあまりないとも

答えている。また GAP は年に 1 回維持審査が

あり費用もかかる。現在は県の補助金制度があ

るがそれがなくなったとき GAP は果たして取

得する意味があるのだろうか。現在、GAP は意

欲あふれる農家が差別化要素としてとるもので

あることが分かった。今後、大手スーパーや流

通過程などで GAP 認証取得の農作物が優先的

に流通されるようになり少しでも GAP 認証取

得の認知度が高まることを期待する。 
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    2222））））考察考察考察考察    

 本研究のテーマ福島果樹生産の少数精鋭化と

産地維持の課題 GAP 認証取得農家をメインに

調査してきた。農家の高齢化や後継者不足が課

題となる中 GAP 認証取得などの制度を通し販

路の拡大や輸出、地域活性化をしようとする意

欲のある農家が存在する。この様な意欲のある

農家は自分の理想とする農業を追い求め自らが

主体的となり経営を拡大している。今後はこの

ような意欲のある農家が福島の果樹産地を牽引

し、また維持していく存在になると考える。 

 少数精鋭の農業の時代において GAP は 1 つ

の指針になるのであろうか。今回ヒアリングを

した農家は GAP 認証を取得したことによる目

に見えた効果は未だ見えない。GAP 認証を取得

したからといって外部から取引が増えるといっ

たことはない。いえば GAP 認証制度をセール

スポイントとして売り出していく他農家との差

別化要素として利用していかねばならない。し

かし実際は輸出を目的に取得したものの輸送費

や出荷量が足りない等の問題から数箱にとどま

っていることが現状である農家や GAP 認証の

認知度が消費者にまで広まっていないことなど

から目に見えた効果は未だないといった農家も

存在する。また県の GAP 取得者のホームペー

ジに掲載されている県北地区で取得者は 13 人

である。これは多いとは言えない。現在は県の

補助金制度があるがそれがなくなった際 GAP

認証を新たに取ろうと考える農家は現在よりも

少なくなるのではないかと考える。実際に取得

した農家からも手間や時間、お金がかかる、更

新費用もかかる為、継続するかどうかは費用対

効果と言う意見もあった。 

GAP は少数の意欲のある農家が出荷先、販路

の拡大や自分の農作業を見直すなどといったこ

とを目的に取得しているのが現状であるが 

今後は GAP を差別化要素として売り込んでい

く農家や GAP 認証が世間にも一般的になるの

であろうかみまもっていきたい。 

    

    3333））））残された課題残された課題残された課題残された課題    

今後の課題としては GAP 認証取得の認知度

拡大と取得農家への援助を拡大していくことで

あると考える。まだまだ GAP 認証を知らない

消費者や大手スーパーのバイヤーなどにも

GAP 認証取得の情報を拡大してくべきだ。大手

スーパーなどが GAP 認証商品に注目すること

によって一般消費者が GAP について知るきっ

かけになる。 

また GAP を取得することは簡単ではなく時

間と手間と費用がかかる。現在も支援はあるが

現在よりも手厚いサポートを受けいれるような

体制を整えると少しは GAP 取得のハードルが

下がるのではないだろうか。更に金銭面の援助

も手厚くすることが求められる。GAP は毎年更

新審査が有り費用もかかるため長期的な支援と

金銭面のサポートが重要であると考える。 

福島県では風評被害という他産地にはない問

題を抱える。しかしそれを脱却するために果樹

を多角的な面から県、JA、農家、市民が安心･安

全であることを PR している。また高齢化や後

継者不足で離農が相次ぐ中、自分の目指す農業

を求め GAP 認証制度などの新たな取り組みで

経営を拡大する農家も存在する。今後、福島の

果樹産地を維持していくためにはこの様な先駆

的農家が農業しやすい環境作りが求められると

考える。さらに新規就農者が就農しやすい環境

作り、支援も必要だ。風評被害を受けた福島県

だからこそ今後も県、JA、農家、市民が一丸と

なって先駆的な果樹産地となることに期待した

い。 
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