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〈研究論文〉

花泉古代稲生産組合の稲作付加価値化の取り組みと課題
――「６次産業」のルーツ ――
高野岳彦・髙橋

光

東北学院大学教養学部地域構想学科，同卒業生

★2
の推進を掲げた2009年以降とされる（堀，2011）
。

Ⅰ．目的

地方紙「河北新報」の記事検索では「６次産業」

1）
「６次産業」のルーツ

の初出が2001年1月5日の花泉古代米生産組合を紹

岩手県の南端，旧花泉町中心部の花泉駅に近い

介する記事で，その中でＳ氏の「農業が一次，加

道路沿いに「農業の六次産業館」の看板を掲げた

工が二次，販売が三次産業」を一気にやる「農業

施設がある。そして看板の下にはこの名称につい

の６次産業化」の考えが紹介されている。
農産物の加工は農家の収入増加に寄与する

ての説明板が付されている（写真１）。この施設
は2002年4月，花泉古代稲生産組合の販売交流施

手法として，東北でも「田舎漬け」や「田園ハ

設として開設された。名称にある「六次産業」の

ム」，角田の梅加工，さらには各地の生活改善グ

語は，同組合の事務局長Ｓ氏の着想による造語と

ループでも早くから取り組まれてきた。そして

いう。

1990年代，大手スーパーが地方農村にも展開する
時代になる中で「地産地消」が推進されて各地に
「直売所」が開設されるようになり，それが加工（２
次）＋直売（３次）をあわせた「６次化」を促す
環境を用意することになる。
同時に90年代はそれまで政府に支えられてきた
米価が下落に転じる時代になり，田を守るための
稲の付加価値化が発想される。Ｓ氏が「６次産
業」の語を着想して看板を掲げたのはこの流れに
おいてであった。それがこの語が一般化する前の
2002年であったことをふまえると，花泉古代稲の

写真１

 泉古代稲生産組合の直売施設の看板（上）
花
と説明板（下）
（2018.9.15）

付加価値化の取り組みを「６次産業」の語のもう
１つのルーツとみても，世の批判を受けることは
ないと思われる。
2）目的

「６次産業」★1 の語は1990年９月の山村振興対
策の政策文書で用いられたのが最初で，90年代中

他方，
「花泉，古代米」で新聞記事検索をしてみ

頃に今村奈良臣氏が農林水産業の活性化方策とし

ると，取り組みが始まった90年代後半にＳ氏に取

て推奨したとされており（槙平2011；室屋2016），

材した記事が多く見いだせるが，2000年代に入っ

その
「起源」
をここで問題にする意図はない。他方，

て件数は減った。また雑誌記事では，取り組み初

この語が広く社会に認知されるようになったの

期のＳ氏による報文★3以外は見いだせない。

は，民主党政権が農林水産政策大綱に６次産業化
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そこで本論では，花泉古代稲の取り組みについ

て2018年９月から2020年３月までに行った調査で

で約15km，仙台まで約80km，盛岡までは104km

得た知見を報告し，本事例における「６次産業化」

の距離にある。幹線道路は，一関と登米を結ぶ国

の実態と特徴を明らかにして，持続に向けた課題

道342号が北西から南東に通じており，東北自動

について考察することを目的とする。

車道の若柳金成ICからは15分程度である。

以下，初めに（Ⅱ）花泉の基本データを整理し

自治体沿革は，明治の町村制施行に伴って1889

た後，既存の記事や文献情報の整理とそれをふま

年４月，花泉と隣村が合併して花泉村として発足

えた調査課題の抽出（Ⅲ）
，実地調査で得た知見

した。1955年１月の戦後合併では老松，永井，日

の整理（Ⅳ）
，そして最後のⅤ章で以上の知見の

形，油島，涌津の各村と合併して花泉町となり，

まとめをした後，他の「６次産業」と比べた場合

1956年９月には金沢（カザワ）村を編入した（角

の花泉古代稲の取り組みの特徴を指摘して，今後

川日本地名大辞典）。これらの旧村は今も町内の

の持続に向けた課題について考察する。

行政区域となっている。そして2005年９月の平成
合併において，東磐井郡の６町村（千厩，大東，
東山，川崎，室根）と共に一関市に合併し，旧町

Ⅱ．花泉町の概況

役場は市役所の支所に変わった。
なお「花泉」の地名は，中世，葛西一族が築い

1）立地と沿革
花泉町は，宮城県境に接する面積約126km2の

た「二桜城」の麓の湧水に因む（花泉町史）。

旧自治体である。行政域の大部分は北上山地南端

2）人口・世帯の動向

の標高50～130mの丘陵地で，それを開析して宮

花泉は岩手県内では縁辺にあるけれども，一関

城県金成に発する金流川が流下し，川沿いに耕地

への通勤圏にあり，仙台へも１時間半ほどと便利

が広がる（図１）。町域の南部は宮城県を流れる

な立地にある。それでも人口の推移みると，県平

迫川の支流の夏川の沖積平野で，標高10m前後の

均に比べて減少率は高い（表１）。また世帯数では，

低地に大区画の水田が広がる。

岩手県は増加を続けているのに対して，花泉町で
は2000年以降，減少傾向となっている。
表１

1995
2000
2005
2010
2015
95-15

花泉町
人口
16,592
16,127
15,346
14,350
13,222
-20.3

人口・世帯数の推移
一般世帯
4,245
4,381
4,349
4,281
4,174
-1.7

岩手県
人口
1,419,505
1,416,180
1,385,041
1,330,147
1,279,594
-9.9

一般世帯
452,461
474,660
479,302
483,934
493,049
9.0

少子高齢化の進展状況をみると（表２）
，2015年
の65歳以上人口率35.2％は，県全体よりも５ポイ
ント高いが，県内34市町村の15位に相当し，40％
超えが４町あることを考えれば農村部としては高
いわけではない。他方，女子の生産年齢人口率が
図１

55.3％から49.3％まで6.0ポイント減って人口の

花泉町の概況

自然増も見通せない。総じて，北上・奥羽の山間

域の南から北西を通るJR東北本線には油島，
花泉，清水原の３駅があり，花泉駅から一関駅ま

部や三陸沿岸を抱える岩手県内では，花泉は決し
て不利な立地の地域ではないが，それでもいやお
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表２

次に主なものは「野菜」で，露地野菜単一経営

年齢構成（３区分別）の変化

15歳未満
15～64歳
65歳以上

花泉町
1995
2015
16.3
11.2
60.0
53.3
23.7
35.2

岩手県
1995
2015
16.8
11.8
65.2
57.4
6.9
30.2

が２から17へ，施設野菜単一経営が11から25へ，
露地野菜１位の準単一経営が12から22へとそれぞ
れ増加した。
こうした変化は，この間の稲作経営体の減少に

うなしに少子高齢化が進む状況が表２には示され

よるといえるが，野菜の産地化の動きを意味する

ている。

のか，稲作経営の粗放化して野菜の販売額が相対

3）農業の特徴

的に浮上した結果なのかはわからない。昨今各地

次に，農業の特徴を確認しておく。表３は1995
★4

年と2015年の農業センサスから主な営農タイプ別

で増えている大規模な農産物直売施設も花泉町内
にはない。
他方，中山間地農業の特徴であった「複合経営」

の農業経営体数を整理したものである。

が63.2％もの大幅減になり，酪農１位の「準単一
表３

経営」も13から４に減った。

営農タイプ別農家数，農業経営体数の変化

同様の表は旧村別でも作成したが，数値の様相

変化率
％
-37.0
-31.8
-36.2
750.0
127.3
-20.0
850.0
-8.3
200.0
-53.0
-74.8
-38.2
-65.0
-72.7
-80.6
83.3
-18.2
25.0
-69.2
36.2
-63.2

は表３と大差なく，町内の地域性には大きな違い
がないことが分かったので，表は省略する。
経営耕地面積の構成をみると（表４），永井を
除く各地区で0.5～1.0haが最多であり，稲作単一
経営が大多数を占めながら，小規模経営が多数と
いう，容易ならざる状況にある。永井は夏川の低
地にかかるためにやや大規模側にシフトしている
が，それでも1.0～1.5haが最多で，大規模経営は
僅少である。

た。営農タイプでは，75％が「稲作単一経営」で，
花泉は稲作単作地帯といえることが分かる。稲
作単一経営の減少率-36.2％は，そのまま「総数」
と同等の値である。

％

まず「総数」をみると，20年間で37％も減少し

町計

「総数」＝販売のあった農家数，農業経営体数
両年とも９経営体以下の部門は省略，（農業センサス）

1
13
30
17
8
5
4
5
3
1
1
88

金沢

経営耕地なし 5
0.3ha未満
1
3
2
1
0.3～0.5
33 27 23 14 17
0.5～1.0
75 57 59 64 51
1.0～1.5
79 54 34 39 50
1.5～2.0
61 22 40 23 22
2.0～3.0
65 18 32 17 21
3.0～5.0
51
8
12 23 13
5.0～10
19 12
8
11
7
10～20
4
3
4
5
1
20～30
1
30～50
3
1
1
50～100
1
1
1
総数
392 202 216 204 185

日形

老松

花泉

油島

経営面積規模別農業経営体数（2015）
涌津

表４

永井

総 数
単一経営
稲作
露地野菜
施設野菜
果樹類
他作物
酪農
肉牛
準単一複合経営
稲作１位で２位が
露地野菜
施設野菜
果樹類
肉牛
露地野菜首位
施設野菜首位
果樹首位
酪農首位
肉牛首位
複合経営

1995
2015
販売農家 農業経営体
2,219
1,398
1,713
1,168
1,661
1,059
2
17
11
25
10
8
2
19
12
11
8
24
430
202
313
79
34
21
20
7
11
3
216
42
12
22
22
18
8
10
13
4
47
64
76
28

1
17
56
39
23
36
21
22
8
223

7
7
144
392
312
199
194
132
84
28
2
5
4
1510

0.5
0.5
9.5
26.0
20.7
13.2
12.8
8.7
5.6
1.9
0.1
0.3
0.3
100

稲作の次に主要な営農タイプは「肉牛」であり，
「稲作販売１位で２位肉牛」のタイプが1995年で

なお，花泉の農業経営体1,510のうち，家族経営

216を数えた。しかし2015年ではそれが42に減る

が1,488，組織経営22，組織経営率1.46％で，県平

一方で，
「肉牛単一経営」が８から24に，肉牛１位

均2.85％の半分と，組織化は進んでいないが。そ

の「準単一経営」が47から64に増えた。

れでも50ha以上の経営体が４地区にみられる。
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4）地域づくりの経過
1）町農業開発センターによる始動・試作期

一関といえば今は「餅」を活かした地域づくりで
知られるようになっているが，その起点は1990年

a）発端：1994年４月，町農業開発センター ★5

に花泉町の夏祭り（８月上旬）で始められた「日

の所長だったＳ氏が，町長から，建設中の「花と

本一の餅つき大会」にある。このイベントは2019

泉の公園」に円形の田「日輪田」を作るよう指示

年に30周年を迎えた。その会場での大会幹部への

された。Ｓ氏は，効率の悪い丸い田の話しは冗談

ヒアリングでは，花泉は一関地方の「餅」文化の

と思っていたところ，田植も過ぎた６月に町長に

原点であるとの自負が語られた。町内にはいくつ

再び言われて本気だったことを知り，真剣に考え

かの「餅つき隊」が結成されており，各地のイベ

るようになった。そしてＳ氏は「日輪田」が古代

ントに出向いてパフォーマンスを行い，
「花泉」

の神聖な田であることを知り，植えるにふさわし

の名をPRしている。

い稲をセンター職員と探案するうち，農業誌で

また90年代中頃からは当時の町長の指導のもと
で観光交流事業も取り組まれ，1997年にグリーン

「古代稲」に目を止めた。これがすべての出発点
となる。

ツーリズム協議会を設置し，2000年には町東部の

Ｓ氏は「日本古代稲研究会」（設立1988年）の

丘陵にレストランと地場産品の売店を備えた「花

存在を知って入会し，各地の先行農家や研究機関

と泉の公園」がオープンした。

から古代稲の種子を取り寄せて花泉の風土にあう

一方で，これらの地域づくりを担ってきた人々

品種を選別し，1995年春，公園内に設けた直径９m

の多くが今は「後期高齢者」の年齢にさしかかっ

の日輪田に，赤米，香り米，緑米を町長とともに

ていることから，次世代への取り組み継承が課題

植え付けた。これが1995年５月11日の最初の新聞

で，これは後述のとおり，古代稲の場合も同じで

報道となる。またこの時，「観光と農業を結びつ

ある。

ける」という町長の考えを知った。
この年は町予算で種子増殖に専念し，秋の収穫
では種籾20kgを確保した。Ｓ氏は，赤，ピンク，

Ⅲ．花泉古代稲に関する既存情報の整理

紫の穂を見て「一目ぼれ」で古代稲に魅了される。

１．新聞記事による経過の整理

b）生産始動：翌1996年は，農協を通して試験

花泉町における古代稲の取り組みについては，

栽培の農家を募集し，18人で「花泉古代稲研究会」

開始当初の1995年５月以来，地元新聞に報道さ

を組織し，あわせて30aに赤米，紫米，香米の３種

れ，記事検索では岩手日報９件，河北新報40件あ

を作付けして種籾の量を増やした。そして1997年

る。うち90年代が26件，2006年までが21件を占め，

は26戸の農家が参加して，18戸が転作田70a，12戸

その後は２件しかない。2000年までは現状取材，

が通常水田150aに作付けして，黒米を中心に4.5

2001年以降はＳ氏の回顧記事が増え，重複情報が

トンの収穫を目ざした。
c）商品開発：古代稲の種籾確保と並行して，

多いが新証言も含まれる。また岩手日報の報道内

加工商品の開発が検討された。これは特殊用途の

容は河北新報の内容と重なっている。
それらの内容は，生産体制と製品開発の部分，
時期的には町が主導した時期と，その中心を担っ

古代稲を売り切るには加工品の開発が必要と考え
たからである。

たＳ氏が退職して古代稲事業に専念して以後，そ

製品開発は，生け花素材，染色，懐石料理，薬

して直売施設の開設を契機に他地域にも注目が広

膳，古代食，かゆ，餅，酒などの先行例をふまえ，

がった３つの段階に分けられる（表５）。また事

古代稲研究会と農業開発センターが町内に呼び掛

実の報道と，Ｓ氏の思いの部分にも分けられる。

けて行われ，1997年８月までに９種類，11月には

これらをふまえて要点を整理する。

11種類，翌年２月には20種類の加工品を開発した。
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表５
西暦
1994

月.日
4月

1995
1996

5.25
1.11
3.08

誰が
小野寺町長
町農業開発センターＳ氏
町農業開発センター
町農業開発センター
町農業開発センター
町農業開発センター

？
11.22
8.29

Ｓ氏
町農業開発センター
町農業開発センター

2000
2001

4月
12.07
9.01
1.05

センター長Ｓ氏，役場退職
古代稲生産組合
古代稲生産組合
古代稲生産組合

2002

6.24
12.01
4月

古代稲生産組合
古代稲生産組合
Ｓ氏

5.24
10.16
2.11
1.27
10.18
4.27

古代稲生産組合
藤沢の化粧品会社
花泉観光開発
一関市赤荻小
スローフード一関
花泉観光開発

１

1997
1998

２

３

花泉古代稲の経過（河北新報による）

2003
2004
2005
2006
2017

何を
戸数
計画中の公園に「日輪田」を作るよう指示，
ふさわしい稲として農業雑誌で古代米を知る。
直径６mの日輪田で田植え（刈り取り９月）
昨年の試験栽培で種モミ20kg確保
30アールで作付け，種もみ180kgまで増やす
10品種，種モミ15.5kg
将来は転作田，休耕田，調整水田を利用
有志18人で「花泉古代稲研究会」立ち上げ
展示圃場で試験栽培，種モミ確保
転作田18戸0.7ha，通常水田12戸1.5ha
26
収量4.5t，うち１割が加工用
古代稲研究会を生産組合に組織替え
「黒米部会」の農家数→ 12
食用黒米，青刈り加工用
２haで玄米用，１haで青刈り用
一般米の1.5倍値で買取り，年販売額1000万円
家の周りの40アールに40種類の苗
28
お粥の第二弾，「縄文ロマン紅の粥」
「六次産業館おりざ」開店
食用4.5ha，加工用1.0ha作付け
仙台に販路開く。飲食店，居酒屋など。
24
古代米酒の化粧水開発
桑葉，古代米の３色うどん
地元産品の特別給食に花泉古代米
地場産品調理コンテストに花泉古代米も指定
エディブルフラワー新作料理発表，古代米使用

ha

0.3
0.5

0.3
2.2

2.7
5
3
4.7
5
5.5
6

主婦グループによる正月飾り，生活改善グループ

き，1998年は黒米12農家の作付面積は265アール

による食品40点も提案された。これらは表５の右

であった。

欄に記した通り多様である。古代稲研究会でのこ

この時期の業容については，Ｓ氏自身が専門書

れらの取り組みは試作品の案出であり，その製品

に寄稿した1999年の紹介文があり★6，生産から販

化を民間に移転すべく町内の商工会員と協議の場

売までの取り組み内容が，具体的数値とともに紹

を設けている。

介されている。また町の農業技術指導を担当した

ここまでが，町農業開発センターが中心となっ

公務員としての，地域農業の将来に対する「思い」

た「始動」と「試作」の「第１段階」といえる。

が語られているので，次節でその要点を紹介する。

2）Ｓ氏の退職と花泉古代稲生産組合
２．Ｓ氏による紹介文（1999年）の整理

1998年３月，農業開発センター長として古代稲
の取り組みの中心となってきたＳ氏が，53歳で役

1）花泉町の農業の状況認識

場を早期退職して古代稲事業に専念することにな

Ｓ氏は花泉の農業を次の通り紹介している：

り，これが試作段階から第２段階といえる「事業

・花泉町は典型的な水田耕作地域で，耕地面積の

化」への転換点になる。

85%を水田が占める。

Ｓ氏は退職と同時に勉強会としての「古代稲研

・月平均気温は最低の１月で0.4℃，降雪日は５日ほ

究会」を，事業化のための「古代稲生産組合」に

どで，岩手県内では温暖な気候条件にある。

衣替えして生産農家を確保し，自らを事務局長と

・作物は，米の生産調整が始まる前は稲作だけだっ

する事業体制を整えた。生産組合には，黒米（朝

たが，生産調整の後は，稲作を基幹としながら和

紫）を生産する「黒米部会」12名と，わら加工用

牛の繁殖，肉豚の飼育，トマト，キュウリ，ナス

の稲を生産する「稲わら加工部会」の部会をお

などの施設園芸がとり入れられている。
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・町の水田2117haのうち，何も植えられていない調
整水田が150haもある。

て，道路沿いの田に植える。
・混米を避ける：1997年に一般米に黒米が混入し，

・高齢化と後継者不足により，優良農地までも耕作

検査が通らないものもあった。調べてみると籾乾

放棄されるところが出てきている。

燥機から混入したことが分かり，古代稲の乾燥は

・「田んぼを田んぼとして守りたい」との思いを古代

専用機とした。収穫前の管理も重要で，圃場と栽

稲で実現するため，役場をやめて農家に専念。

培者のリストと種子分譲の記録を備えている。

Ｓ氏に古代稲の事業化に向かわせたのは，まさ

・青刈り稲の品質維持：青刈り稲は色の保持が重要

にこのような地域農業に対する強い思いであった。

なので，刈り取り後は陰干し乾燥して退色しない

2）古代稲の生産体制

ようにする。1998年は台風が襲来し，刈り取り後

1998年６月の古代稲生産組合結成時の体制が次

にカビが発生して商品にならないものが多かった。

のように示されている：

この反省から，品種と圃場の管理記録と，温風ヒー

生産者
（人）

面 積
（a）

産

13

265

紫黒米

加工用青刈り

21

170

稲ドライ，わら加工

計

34

435

米

生

内

ター付き乾燥室，除湿器を備えた保管室を準備し

容

た。

4）収穫から販売までの流れ
・栽培管理：栽植密度は坪当たり60株。加工用青刈

つまり，組合員34名で，黒米生産部会が13名は

り稲には除草剤の代わりに米ぬかを散布し，施肥

男性の農業者，加工用青刈り稲の「稲わら部会」

はしない。水管理以外は自然任せにして，倒伏し

が21名で，女性やお年寄りである。上述の新聞報

にくい稲にする。米用の朝紫（黒米）の場合も，

道（1998.12.07）では「12名」で異なるが，
「265a」

元肥は施さず，除草剤など農薬も使用しない。

の数値は合致する。

・収穫・調整：「黒米部会」の生産者が作った古代稲

また同年のＳ氏の作付構成も示されている：
イネ
134a

転作作物
71a

ササニシキ

70a

黒米とブレンド用
“ロマン米”

古

代

米

64a

黒米60a，
多品種採取圃４a

古
大
ト

代

稲
豆
ト

36a
25a
10a

加工用青刈りイネ
加工用緑大豆
加工用

マ

の収穫をＳ氏が行う。これは，混米を避けるため
に一般米とは別の，自前で買いそろえた専用のコ
ンバイン，乾燥機，籾摺機，精米機を使用するため。
刈り取り時期は，品種によって適期の見きわめが
大事で，圃場から目が離せない。
・ 出 荷： 脱 穀・ 精 米 し た 古 代 米 の 約 半 分（3.5t）は

その意図は，「転作作物として田んぼのまま転

「玄米」にして首都圏の米穀店を中心に販売。ごく

作できる「青刈り稲」として古代稲を作付けする

少数，「三分搗き」を望む需要者がおり，希望に応

こと，食用米は黒米とブレンド用のササニシキと

じて精米して出荷する。

いう組み合わせである。古代稲を水田の「フル活

・加工品：古代米の残りの半分はＳ氏が古代稲生産

用」施策に応える作目としている。

組合から買い取り，「ブレンド米」にしたり，多く

3）作付け，収穫，保管時の課題と対処

は「米粉」にして加工商品を製造する業者に販売

色素を含む古代稲の生産には，次のような一般

する。米加工品は17アイテムある（表６上欄）。

稲への配慮が必要である。

また非食用加工の青刈り稲は，陰干し乾燥した

・利用目的によって水田を選ぶ：古代稲には，脱粒

後，生産組合の「稲加工部会」に参加する21名の

性が強い，生命力旺盛で荒地でも育つという特徴

年配女性たちが，わら加工品（表６下欄）にして

があり，米用の場合，一般稲との混米や交雑が問

販売する。

題となる。また有機・低農薬栽培にすることを考
慮して隔離された棚田や沢田に作付けする。青刈
りの場合は交雑の問題はなく，
「景観形成」を考え
― 6 ―

表６
米
麺
もち

菓子類
弁当
酒
稲穂
細工

ものであることが明らかである。

商品リスト

なお，Ｓ氏のもう１つの小文★7にも，「古代稲

ロマン米（白黒ブレンド），紫米
黒米うどん，ロマンそば（赤黒米）
もちしゃぶ
古代米ポン菓子
古代米クッキー
古代米がんずき
古代米ゆべし
古代米大福，まんじゅう
古代米もち
アイス
ケーキ
おにぎり
純米酒「弥生の夢」
ドライ稲穂
鶴，亀，宝舟，リース，しめ飾り

による景観形成，転作助成，ドライフラワーにし
て販売の一石三鳥を狙い，付加価値加工へと歩み
始めた」との趣旨が記されており，新たな稲作の
価値実現への熱意が感じされる。
３．2000年代の動き
1）戸数，面積，商品数
その後の動きを追っていくと，2001年の記事で
は，栽培農家28戸，作付け面積4.7ha（2001.6.24），
商品開発については「米を用いた加工食品が毎年

・販路開拓：各種イベントでの対面販売や新聞，テ

新たに作られており，今ではうどんやそば，日本

レビ，雑誌などの取材に応じて知名度をアップを

酒，もち，クッキーなど29品目の食品が生産販売

図り，顧客が増えつつある。

されている」（2001.12.01）となっている。翌2002

・新たな取り組み：古代稲の長期鮮度保持（延命）
加工に取り組んでいる。これは，特殊な溶液を吸

年は，食用4.5ha，加工用１ha，2003年は24戸６ha
との報道がある。

水させるとイネ全体が鮮やかに変色し，その状態

2）直売施設の開設と認知の広がり

を長期維持できる技術である。Ｓ氏はこの溶液を

1998年９月，花泉町はグリーンツーリズム協議

開発業者から購入し，試行錯誤の末１万本の稲わ

会を組織し，カラフルな古代稲の稲刈りはその体

らの色づけに成功し，ガーデニング，空間ディス

験メニューの１つとされ，1999年３月１日には花

プレーの素材としての需要を期待している。

泉町の小中学校で「古代米給食」実施された。こ

5）課題

れらは古代稲と古代米が花泉を代表する食資源と

今後の課題として，Ｓ氏の農業にかける「思い」

みられるようになったことを示す。
2002年４月，Ｓ氏は直売施設「農業の六次産業

が再び次のように述べられる。
・花 泉町では，条件の良い乾田でナス，トマト，イ

館古代米おりざ」を開設し，店頭にこの名称の由

チゴへの転作に取り組んできたが，転作強化とと

来の説明看板（写真１）を掲げた。施設の運営に

もに放棄田が増えてきた。水田の荒廃を少しでも

は古代稲生産組合の農家の女性たち５人による

減らし，田んぼを田んぼとして残すために，景観

「おりざの会」があたる。その開店を伝える記事

形成になり手間も経費も（一般米と比べて）比較

（2002.8.16）には，「店の外に30種の古代稲が植え

的かからない古代稲を選んで普及をめざしてきた。

られた小さな田んぼがあり，季節に応じて田植え

・
「米余り→生産調整→耕作放棄→水田荒廃→食糧

や稲刈りも体験でき」とあり，体験交流拠点とし

不足」とならないよう，米を加工品にして消費拡

ての役割も果たす。この施設の開設は花泉古代稲

大をはかるとともに，農村景観の保全，食農教育，

の認知度を広げる契機となり，これを「第３段階」

体験交流の場とし，水田を水田として利活用する

（表５）とする。
すなわちこの後，地元の酒造会社が古代米酒を

工夫が必要。

これらの指摘と，紹介文の冒頭で述べられてい

開発し，2003年５月には「仙台にも販路が開けた」

る「何も植えられない150haもの調整水田をみる

とＳ氏が語り，2004年10月には隣町に立地してい

のはつらい」との言葉から，古代稲の取り組みは

る化粧品会社が古代米化粧水を開発，2006年１月

地域の田を守りたいというＳ氏の強い思いによる

には一関市赤荻小で古代米の給食，10月は「スロー
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フード一関」の地場産品料理コンテストで花泉古

ンターの時代から行われており，この機関がどの

代米が課題素材の１つに指定されている。また，

ようにかかわったのか，センター長だったＳ氏個

2005年９月，花泉町は平成合併で一関市の一部と

人の取り組みなのか，町の商工会や，農産加工を

なるが，これが花泉古代稲が一関地域の地場食材

担う生活改善グループや農家女性たちの協力も

として認知される契機になったように思われる。

あったのかどうか，生産組合を立ち上げ以後の開

4）2006年以降

発体制はどのようか，行政の支援もあわせて確認

その一方で，2006年以降は，花泉古代稲の記事

が必要である。
e）販路開拓，経営収支：多数にのぼる商品群

は検索されなくなり，状況は把握できなくなる。
折しも旧一関市の「餅」の取り組みが合併一関

がどのような販路に流通しているのか，どのよう

市の取り組みとして盛大になり，2008年７月には

にして販路を開拓してきたのか，またそれらは安

「一関・平泉もち街道」66店がオープンする。新

定的な販売先なのか，その販売額や収支を含めて，

聞記者の目は一関の「餅」に引き付けられて，生

経営状況の把握が必要である。販路開拓に果たす

産体制が整って「安定」した花泉古代稲は，報道

古代稲生産組合，個々の組合員農家，実質的な代

対象として注目されにくくなったのであろうか。

表者であるＳ氏個人の果たす役割はどのようなも
のか，明らかにする必要がある。
f）直売施設「農業の六次産業館」の運営：古

４．疑問点
以上，既存情報の整理から，花泉古代稲の発端

代稲の直売施設「農業の六次産業館おりざ」のそ

から2000年代前半までの動きが把握できたが，疑

の後の運営体制はどのようか。開設から18年経て，

問点もある。それを以下に列挙する。

業容はどのようか。
g）地域とのかかわり：地域とのかかわりでは

a）展開経過：古代稲の開始の経緯ついては多く
のことが語られているが，
「古代稲研究会」のメン

次の点を確認したい：

バーがどのように集められたのか。そのメンバー

・古代稲の取り組みは，町の農業開発センターが

は「古代稲生産組合」にも引き継がれたのかにつ

最初の取り組みを主導したが，生産組合を立ち

いては確認したい。また報道が途切れる2006年以

上げ以降，行政からの支援はどのようなものか。

降の状況が不明なので，現況までの状況把握が必

・既存情報には農協が登場しないが，農協とのか
かわりはどのようなものか。

要である。
b）播種から刈り取りまでの管理体制：古代稲

・花泉町は，「もち」を伝統の食文化と自認した

の生産体制については，収穫以後をＳ氏が担当す

一関地方の取り組みの発祥地でもある。「もち」

ることは既存文献から知れるが，苗づくりから刈

と古代稲とのかかわりはどのようなものか。

り取りまでの生産管理体制が不明で，またそのた

・カラフルな古代稲の圃場は，町が進める農業
ツーリズムや農業体験にとって貴重な場となっ

め「生産組合」としての実質も不明である。
c）生産農家の数と属性：生産農家の属性（年

ており，Ｓ氏も積極的に子供たちを受け入れて

齢，地区，農業経営）が不明であり，農家数も現

いるという。グリーンツーリズム施策との関連

在までの推移が不明である。

はどのようなものか。

d）商品開発：「６次産業化」の鍵といえる商品

・新聞記事で，学校給食での古代稲の使用を報じ
ているものがある。その現状について。

開発については，商品アイテムが増えていく経過
が新聞記事からわかり，2006年の雑誌記事では，

・商品開発とも関連するが，地元の商工業者や農

40にもなったという古代稲の商品をまず確認した

産加工グループとのかかわり

い。また，商品開発の方法が不明なので確認した

h）後継者：開始から四半世紀が過ぎて，Ｓ氏

い。既存資料によれば，商品開発は町農業開発セ

は既に70歳台後半にさしかかり，古代稲の生産農

― 8 ―

家の年齢もおそらくは高齢世代であろう。そうし
た中で，後継者の育成はどのようか，確認が必要
である。
i）圃場の見学：古代稲の圃場を実地見学した
い。特に，青刈り用古代稲の刈り取り直前のカラ
フルな稲穂が出そろった圃場風景を，その立地と
あわせて確認したい。またあわせて，古代稲の起
点となった「日輪田」の現況を確認したい。

Ⅳ．古代稲の生産と６次産業化の展開
以上の既存情報と疑問点をふまえつつ，2018年
９月から2020年３月の間，６度にわたってＳ氏を
訪ねて★8，諸点の確認とその後の展開および現況

図２

実地調査図

を調査した。すべての点が確認できたわけではな
いが，本章で知り得た知見について，圃場の状況，

景観は確かに印象的で，1995年の初収穫の際のＳ

生産者と収支構造，販路開拓，商品化，直売施設，

氏の感動が偲ばれるようであった。装飾用の稲は，

地域とのかかわり順に述べる。

穂が垂れ下がる前の未成熟な８月のうちに刈り取
られる。

１．圃場の状況

圃場視察の最後に，1995年５月に最初に古代稲

現地視察した圃場は図２に「赤米，黒米，加工

が植えられた「花と泉の公園」内の「日輪田」を

用」と記した地点およびＳ氏宅のそばにあり，赤

実地確認するために，2019年11月29日に公園を訪

米は沢沿いの棚田状をなす圃場の一角，黒米と加

れたところ，圃場は長い間使用しておらず通路も

工用稲は平地にある。まず，黒米の圃場（写真２）

閉じられているとのことであった。しかし，位置

はＳ氏宅から800m南に離れた場所にあり，西に

を確認することができたので，これをGoogle Earth

鉄道，南に水路，東が農道で，一般水田とは隔離

でみたのが画像２である。新聞報道★9にある通り，

された場所が選ばれている。田植え後に活着しな

確かに直径９mほどの円形の田が確認できる。

い苗が流出しないように水路の出口に網をして注

これは2010年の画像であるが，2011年以降は

意を払うとのことであった。この写真は収穫前の

Google Earthでその場所を拡大しても判別できな

９月のものだが，黒米の粒は確かに有色であった

い状態である。後日その理由をＳ氏に確めたとこ

（写真２右下）
。

ろ，日輪田での田植えは1995，96年の２回だけで，

赤米の圃場は丘陵を刻む沢の谷底にあり（画

発案した町長が96年３月で退き，98年３月にＳ氏

像１），圃場を見下ろす道端の畑では，近年需要

が役場を退職した後は放置されたという。花泉古

があるというキビも栽培している。

代稲の起点になった神聖なはずの日輪田が打ち捨

一方，青刈りして装飾加工に用いられるカラフ
ルな穂の品種は，Ｓ氏宅のそばと生産組合長Ｋ氏

てられて判別もつかなくなったのは残念なことで
ある。

の圃場で栽培されている。宮城県境に接する組合
長の圃場（写真３）は，金流川が蛇行して三方を
囲む場所が選ばれている。紫丹，神丹穂，花かお
りと，８月初旬の鮮やかな穂が出そろった田圃の
― 9 ―

写真２

黒米の圃場と黒米（2018.9.15）

画像２

日輪田と公園全景（Google Earth,2010.4）

２．生産者；花泉古代稲生産組合
本節では，古代稲の生産を担う花泉古代稲生産
組合（以下「生産組合」）と組合員の状況について，
画像１

沢田にある赤米圃場（中央の台形の圃場）
（Google Earth, 2016.8.06）

Ｓ氏からの聞き取りと入手資料により整理する。
a）生産者数，作付け面積の推移
まず，食用稲（黒米，赤米）の生産者数と作付
け面積について，Ｓ氏より過去の資料から抽出
して示されたものが表７である。既述のように，
1998年に生産組合に衣替えした当時の食用古代稲
（黒米）の生産者は，新聞記事では12名，Ｓ氏の
紹介記事★3では13名とされたが，12名が正しいよ
うである。また当初の面積は，既出資料で2.65ha
だったが，下表では2.8haとなっている。
表７

食用稲の生産者数と作付面積の推移
1998～2000
2001～05
2006～08
2009～12
2013～14
2015～19

写真３

加工用稲の圃場（2019.8.06）

（上：紫丹，下手前：神丹穂，下奥：花かおり）

生産者
12
12
18
14
8
7

面積ha
2.8
4.2
8.5
6.8
4.1
3.7

その後の推移については，2006～12年に生産が
増えたのは，米粉用と飼料用で転作割り当てを消
― 10 ―

化する方式をとったためで ★10，食用の黒米，赤

みたとおり，花泉ではこの規模の農家が最も多い。

米を増やしてのではない。そして2013年以降の減

その他，畜産の兼営が２人，50・60歳代の２人は

少は，転作対応をやめたことと，大口需要者（後

勤め兼業を行っている。

述）からの発注量の削減にあわせて減らしたもの
である。

表９

また，
「わら加工用」の青刈り稲については，
「20

KS
IK
OM
SS
OS
SM
AK

本１束」の単位で割り当てていたので，面積は把
握していないとのことであった。「わら加工部会」
は製品の需要減と，高齢の作り手が多かったこと
から2010年頃に解消して，現在はＳ氏と生産組合
長の２人が，生産組合の枠外で，個人的に多品種・

組合員の営農状況（面積：a）

年齢 古代稲 一般稲 受託，畜産
84
44
100
58
30
50
76
36
50
肉牛一貫31頭
79
8
50
水稲受託10ha
65
19
100
肉牛4,5頭
75
64
100
63
58
30

兼業
公務員

ボイラーマン

小面積（10アールほど）で栽培している。製品の
注文があれば，生産組合長夫人をはじめとする旧

e）種モミ確保から収穫までの担当者

部会メンバーに依頼する。

種モミの確保はＳ氏が需要量にあわせて行い，

b）組合員の構成

苗づくりから刈り取り前までの栽培管理は各生産

2019年度の組合員は８名で，うち７人（表８）が

者が行う。前章の２節で紹介した一般稲との交雑

古代稲の生産を行っている。年齢構成は50代１，

を防ぐための圃場の隔離については，今は田植え

60代２，70代３，最高齢が組合長の84歳と高齢者

時期を３週間遅らせたこと，田植え後の苗の流出

が多いが，50代のメンバーもいる。

防止のために田の排水口に網を張って対策するよ
うになったことから，必要なくなったという。そ

表８
1
2
3
4
5
6
7

氏名
KS
IK
OM
SS
OS
S
AK

れよりも，刈り取り作業の効率（コンバインの移

花泉古代稲生産組合員
年齢
84
58
76
79
65
75
63

役職
組合長
副組合長
監事

事務局長
事務局員

住所
花泉
油島
日形
油島
老松
油島
花泉

動や洗浄）を考慮して，近くに住む組合員に同じ
品種を担当してもらうように割り当てている。
栽培管理で注意するのは，気象条件にあわせた
対応★11と，害虫による食害の防止であるという。
いずれも，米粒の色づきに影響して，収益減少の
主要因になる。
d）生産組合の１年

なお，古代稲を作っていない１人はＳ氏の義弟
で，酒造会社の役員であることから酒米づくりに

生産組合の活動の柱はもちろん古代稲の生産で

専念して古代稲は休止中であり，総会資料などの

あり，毎年の作付け面積はＳ氏が大口顧客に前年

文書づくりを担当する。

のうちに必要量を確かめた上で決める。ただ後述

組合員の居住地区は，Ｓ氏が住む油島が半数を

するように，顧客とは文書で契約しているわけで

占めるが，他は町内に分散している。これは，古

はないので，年によって売り切れないこともあ

代稲研究会の立ち上げの際，会員を公募する一方

り，その場合は古米として備蓄したり飼料用に

で，Ｓさんが農協の地区懇談会に出かけてPRし

まわしたりする。
2018年の活動暦をみると（表10），夏は気象条

たり，親しい仲間に声をかけて，７地区（旧村）

件にあわせた研修会，10月には収穫作業が続くほ

から２人ずつ集めた名残りという。
c）組合員農家の農業経営（表９）

か，同郷団体★12の会長が住んでいる江東区木場

組合員の営農状況をみると，古代稲と一般稲あ

での「区民祭り」に出店してPRし，年末には福

わせて60～160アールと小規模であるが，表４で

祉施設での餅つき交流を行う。他に視察旅行や懇
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これを10aあたりに換算したのが左端列の額で

親旅行に行ったこともあるが，その費用は時々の

ある。古代稲は一般稲と比べて「収量半分，収益

「飲み会」を含めて自己負担である。

３倍」というのが基本目標というが，そこに示さ
表10
月
8
10
10
12
2
3

れた金額（平均76,164円）は，農林水産省のコメ

2018年度の生産組合の1年

生産費調査（2017）による10a当たり所得★14より

日
事業内容
3
高温対策研修会
6-26
収穫作業
19-21
江東区民まつり出店
19
「さくら園」で餅つき交流会
12
「はくばく」へ146袋出荷
会計監査会
8
平成30年度総会

もかなり多い。この点は古代稲経営の持続性を評
価する上で重要といえる。
なお，買い取り価格の430円については，大口
需要者に対して値上げを「それとなく」希望して
いるという。
g）収穫後の作業の流れ

f）組合員別の生産状況

古代稲の収穫後の作業は，一般稲や白米との混

組合員別の生産状況は表11のようである。左

米を避けるために専用機械が必要で，それをＳさ

列からみていくと，「収穫量」欄の10a当り収量が

んが一式所有する。機械類の多くはＳ氏が退職金

300kg前後で，これは東北農政局調べによる岩手

で中古品を探して購入し，高額の製粉機だけは補

県北上川下流部の2018年度産米の539kgよりかな

助金を活用した★15。そして収穫以降の処理をＳ氏

り少ない。

が一手に引き受けている。すなわち，組合員の圃

次に「販売量・額」は通常品質のもので，「色

場を回って刈りとった後，脱穀して玄米にし，色

選下物」は色選別機にかけて着色異常ではじかれ

彩選別機にかけて不良米をはじく。この段階で，

た「くず米」である。通常品質の古代米の生産組

各組合員の収量が確定する。

合買い上げ価格はキロ430円，下物は70円である。

古代米の大半は「玄米」30kg入袋で出荷される。

430円は大口需要先のHB社の求めにあわせた価格

ご飯にしたときに発色が良い「三分搗き」を求め

★13

で，一般米の価格水準の２倍ほどである

る人も少数おり，顧客の要望にあわせて精米して

。

「下物」を引いた「販売額」から，刈り取り・

販売する。餅，麺，菓子などの加工製品に用いら

調整にかかる諸経費と賦課金等（組合費3000円＋

れる「米粉」についても，製粉機をＳ氏が所有し

販売額３％の負担金）を除いた「経費差引額」が

ており，製粉して製造業者に販売する。

各農家の収入になる。農家による単収や経費率の
違いは，圃場条件の違いによるという。
表11

あさむらき
夕やけもち

生産者

作付面積
（a）

2
3
5
6
小計
1
4
6
7
小計
合計

30
36
19
43
128
44
8
21
58
131
259

収穫量
kg
10a当
790
263
1,119
311
505
266
973
226
3,387
265
1,566
356
213
266
668
318
2,075
358
4,522
345
7,909
305

※生産者番号は表８，９に対応。

作付け販売状況（2018年度）

販売量・額
㎏
千円
694
298
983
423
443
190
854
367
2,974
1,279
1,511
650
205
88
644
277
2,002
861
4,362
1,876
7,336
3,154

色選下物
㎏
千円
96
7
136
10
62
4
119
8
413
29
55
4
8
1
24
2
73
5
160
11
573
40

※単価430円/kg
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販売額
千円

経費
千円

経費率
（％）

差引額
千円

10a当り
（円）

305
432
195
376
1,308
654
89
279
866
1,887
3,195

128
92
80
171
471
219
34
93
288
634
1,105

41.9
21.4
41.2
45.5
36.0
33.4
38.6
33.3
33.3
33.6
34.6

165
324
107
190
785
412
49
178
549
1,187
1,973

55,089
89,935
56,187
44,283
61,344
93,743
61,038
84,566
94,580
90,645
76,164

※単価70円/kg

花泉古代稲生産組合事務局による

３．販路

表12

a）販路開拓の経緯
販路の開拓もまた，ほぼＳ氏が行ってきた。古
代稲の栽培が軌道にのるめど立った1996〜97年
頃，
Ｓ氏は町長から「セールスに歩け」と指示され，
出張や休暇を利用して東京や各地の米屋を巡って
取引先を開拓していった。そのほか，花泉町主催
の販促イベントに参加して古代米のPRに務めた。
さらに，花泉出身の関東在住者による「ふるさと

販売先と金額（2018年1～12月）
所在地

事業内容

金額 主な
（千円） 出荷品

継続
年数

1

HB社

山梨

穀物会社

4,180

玄米

20

2

YZ米店

東京

米屋

2,085

玄米

20

3

IM社

前沢

農業サービス

1,224

玄米

10

4

NSL社

東京

米屋

897

玄米

20

5

OG農園

軽米

雑穀農家

796

玄米

20

6

M物産

神奈川

米屋

449

玄米

20

7

BJ庵

岐阜

米屋

380

玄米

20

8

T製菓

花泉

菓子屋

280

米粉

20

9

K米店

東京

米屋

239

玄米

10

K茶舗

古川

製茶業

210

玄米

20

11

PH社

花巻

雑穀会社

203

玄米

単発

12

HK

佐沼

青果小売

149

玄米

15

このように，町から提供される機会を利用しつ

13

TK堂

東京

花材

149

稲穂

つも，販路開拓は総じてＳさんが独力で行ってき

14

GG

多賀城

米屋

136

玄米

8

15

YY社

京都

米屋

130

玄米

20

16

UN農園

二戸

雑穀農家

116

玄米

17

KG本舗

東京

米屋

97

玄米

18

BS商事

神奈川

米屋

94

玄米

19

PP舎

盛岡

米屋

76

玄米

20

MK米店

東京

米屋

49

玄米

花泉会」のつてで，江東区木場公園で毎年10月第
３土日に行われる区民祭りに参加し，古代米の小
袋を配ってPRを続けている。

た。それが次項の販路につながっている。ただし，
生産組合員もそれぞれの知人に勧めたり，機会が
あるごとにPRして販売促進には協力している。
b）主な販売先
古代米の販売先は50ほどあり，うち販売額上位

その他（米屋，個人など）

20の業者を開示してもらった（表12）
。そのうち

合

計

15

600
12,538

いくつかの業者については取引経緯もS氏の記憶
のある限り聞き取った。その結果，次の点が特徴

農業改良普及活動での知己，地元農協と商工会

として指摘できる。

での交流から生まれた人的ネットワークによ

①取引き年数：取引先の多くは，Ｓ氏が役場を退

る。

職して古代稲の取り組みを本格化させる頃から

⑤突然の受注：突然訪ねてきて取引きが始まった
ものに，PP舎とGGがある。

続いており，表中の「20年」がそした取引先で
ある。また空欄の業者の多くも同様であるとい

⑥その他：雑穀の購入先であるPH社が単発で古
代稲を大量発注してきた。

う。

総じて，上位取引先の多くは事業開始当初から

②その経緯：そうなった理由は，Ｓ氏が1994年に
入会した日本古代稲研究会での出会いが契機に

継続している顧客で，その点では安定している。

なった場合，Ｓ氏自身が東京出張の機会に米屋

ただし，事前に受注量を取り決めるHB社以外は，

にセールに歩いて開拓したもの，その情報が同

毎月あるいは年数回くらい電話注文がある都度に

業者仲間に紹介されて注文が来るようになった

発送しているといい，年間契約を交わしている訳

場合の３ルートがある。

ではない。

③最大取引先のHB社については，古代稲に取り

表中の「その他」は，電話やファクシミリで

組み始めた頃に情報を聞きつけたHB社から連

申し込んで来る少量のもので，以上をあわせた

絡があって知り合い，古代稲生産組合を立ち上

合計額が1,250万円ということである。この額は，

げてから出荷するようになった。

1999年の「800万円」あるいは「年間販売額はま

④近隣の人脈；岩手・宮城両県の取引先は，Ｓ氏
の出身校である農業高校の同窓生，役場時代の

だ1000万円程度にとどまっている」（2001.1.05河
北）という報道内容から大きく増えてはいないが，
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Ｓ氏が独力で開拓した販路と販売量を20年間維持

試作品を自ら洗練させて商品化を考え，企業を

してきたこと自体，顧客からの評価と信頼の表れ

まわって委託して商品にしていった。
b）Ｓ氏の退職後

★16

といえ，意義深いと考える

。

Ｓ氏は町を退職して古代稲生産組合に衣替えす
４．加工商品と製造業者

るが，生産組合は「生産」を担い，収穫後の製品

「米粉」も米の加工品に違いないが，需要者は

化のアイディアとその加工業者探しはＳ氏が独力

さらに加工（混ぜたり炊いたり）して製品にする

で行ってきた。初めは米粉をもちこんで作っても

ので，基本的に「中間原料」である。米の「６次

らい，売れるものは製造元の責任による生産に移

産業化」という場合，やはり最終商品となる加工

行する。道の駅やイベントでよく売れる。

品がほしい。この意味での加工商品の開発は，既

このようにして商品化したのは70～80種類に上

存の記事と文献で見た通り，町農業開発センター

るという。実際には売れ行きが悪くて製造停止し

時代から多く試作されていた。そこで本節では，

たものもあり，また製造業者側から中止通告され

Ｓ氏退職前の農業開発センター時代と退職後の生

るのもあって，適正な品数におちついている。
製造委託にあたって重要なことは，作った商品

産組合時代に分けて，聞き取りで分かった加工商

の販売は，製造業者に自社商品として売ってもら

品の開発経過について述べる。
a）町農業開発センターの役割

うことを原則としたことである。これは製造業者

この頃の状況について，Ｓ氏の部下として取り

の販路を利用でき，提案はするがリスクはかぶら

組んだGH氏（現・花泉支所産業経済課）にヒア

ないリーズナブルなやり方である。直売施設「六

リングした。その内容は次のようであった：

次産業館」に並ぶ商品は，製造業者から仕入れて

日輪田を作れとの町長の指示をうけて，所長

売っているものである。

のＳさんとセンター職員が情報収集し，それが

c）加工商品の製造業者

飛騨にあること，神に供える稲を育てる田であ

商品の主なものの製造業者，経緯，展開につい

ることを知り，古代稲に行きついた。収集情報

て聞き取りした情報を表13に整理した。〇印が

をふまえて全国各地から種子を集め，試験圃場

現在主力となっている商品，灰色は製造中止に

やプランター80個で試験栽培し，赤，緑，黒の

なったものである。前掲の1990年頃の表６と比べ

３色の稲を植えることになった。

ると，レトルト食品の「ロマン粥」を製造した大

同時に，古代米を産業振興につなげていこう

阪の会社以外は，地方の小・零細企業や個人で，

という機運が高まり，加工品の情報収集も進め，

製造中止の理由には，売れ行き低迷以外に，代替

センターには簡易製粉機も加工機械もあったの

わりや職人の退職といった零細企業の不安定さが

で試作ができた。当時，花泉町は「もち」を地

みられる。例えば，「古代米ポン菓子」の製造業

域文化の中心に据えていたので，所長が「もち

者は，その上に記されている水沢の業者が製造を

しゃぶ」を提案した。麺類，大福，ゆべし，クッ

中止したため，製造機械をもっている高校の同窓

キーなどもセンターで試作した。

生に発注先を変更して持続させている。

しかし，公的機関では営利事業はできないの
で，町内に呼びかけて「古代稲研究会」を作り，

５．直売交流施設「六次産業館おりざ」

その名のもとに商品研究をやった。試作品の事

a）経緯

業化は，町内の女性団体や民間業者に誘い水を

2002年4月オープンの「農業の六次産業館古代
米おりざ」（写真４）（「六次産業館」と略記）に

向けてみたが，手をあげる人はいなかった。
そこでＳ所長が早期退職して事業化すること

ついての既存情報はⅡ章１節に記した開店を伝え

になった。その後はＳ氏のめざましい活躍で，

る簡易なものしかなく，本調査ではその経緯と運
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表13
品名

主な古代米・稲商品と製造業者の状況
製造業者

経緯，展開，現況

米

〇十穀米，ロマン米，
紫米，贈答セット

SM氏（自宅）

白，黒，赤米と７種の雑穀をgで測って混ぜて
袋詰め。セットは注文に応じて。

麺

〇黒米うどん，三色う
どん，ギフトセット

AB製麺（前沢）

もち

古代米もちしゃぶ

農家Ｇ氏宅（花泉）

Ｔ製菓が作っていたが製造中止に。後輩のＧ氏
に提案し，Ｔ製菓で使っていた機械を貸して，
製品を「六次産業館」で販売。

大阪の会社

始めた当初，中越地震（2004）被災地で需要。
しかし売れ残りも多く，中止。

古代ロマン粥
紅の粥

Ｓ食品（花泉）

ロマン粥を引き継ぐも，社長代替わりで中止

黒米せんべい

Ｍ米菓（水沢）

前社長と知り合いで頼んだが，売り上げ伸びず，
代替わりして製造中止の通告。

古代米ポン菓子

友人農家（志和姫）

高校先輩で，機械を所有し製造。栗駒高原駅前
の交流施設で販売。

菓

古代米クッキー

Ｋ茶舗

子

粥

需要安定。セットは客の注文に応じて。

古代米がんずき
古代米かりんとう
〇古代米大福，
まんじゅう，最中
ラスク

製造中止
PP社（天童）
Ｔ製菓（一関）

デザート

Ｔ製菓（一関）

古代米アイス

仙台のアイス業者

ヨーグルトゼリー
〇古代米弁当

袋や箱の会社。「六次産業館」開業の際に紹介
され，デザインを任せる。かりんとう製造もやっ
ており依頼。
「六次産業館」の主力商品

パン工房Ｋ（一関）

古代米ケーキ

紫黒米ところてん
弁当

製造中止

Ｓ食品（花泉）
六次産業館

製造中止
色がついて嫌われ，中止に。
コンニャク製品の会社で，100人以上雇用した
時も。今は人手に渡り，製造中止に。
売り上げ増加傾向

酒

純米酒

Ｓ酒造（花泉）

SM氏は同酒造の役員でもある

茶

古代米茶，玄米茶

Ｋ茶舗（古川）

2007年の農商工連携で知り合い原料提供

稲穂

〇ドライ稲穂
カラー稲穂

SM氏（自宅）

2020年初，Ｒ商事から正月飾り用の３万束
（×20本）の大量注文。作付け計画へ
溶液会社が倒産し，手持ち僅かに。

んらに声をかけて「おりざの会」を設立し，補助
需給主体とした。
立地場所は，長男が借りていたレストランの敷
地に余裕があったので，その片隅を利用した。
開店３年目に，せっかくある食材を生かすため
に食堂を建て増した。その後，スタッフの都合で
食堂を一時休業して貸スペースにしたが，入居は
写真４

長続きしなかった。その間，弁当を希望する声が

「農業の六次産業館」
（2018.11.29）

寄せられ，娘に任せて弁当の調理販売を始めた。

営について聞き取った。それによると，Ｓ氏は商

b）現況（写真５）

品が増えたことから売店が必要と思い，農家レス

現在はＳ氏の妻と娘，妻の妹が運営を任せられ

トランもやりたいと考えていたことから，国民金

ており，妻が施設管理，娘さんが弁当を担当して

融公庫の融資と県の補助金を利用することにし

いる。店内にはこれまで言及してきた商品群が販

た。補助条件が40歳以下を含む女性３名以上の組

売されており，元の食堂は休憩・展示スペースと

織というもので，あったため，生産組合員の奥さ

なり，食事休憩に利用できる。
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古代米の弁当（写真６）は上々の評判で売り上
げが伸びており，農家の多忙期には需要が増える
という。紫色のご飯の弁当はなかなか美味で，筆
者は訪問の度に買い求めるようになった。正午近
くに訪れると弁当の購入客が列をなす状況である。
また店内には，2004年度の「いわておもしろ地
産地消大賞」の賞状（写真７）や，花泉恒例の夏
のイベント「日本一のもちつき大会」での生産組
合員の勇姿（写真省略）が掲げられていた。

写真７

「地産地消対象」の賞状

なお，隣接する長男のイタリアンレストランは
人気が高く，開店する11時半すぎには10台分ほど
の駐車スペースが満杯に近いことが多かった。Ｓ
氏は「和食ならよかったが」とあきらめモードで
あるが，両店の連携はできないものかと考えてし
まう。
c）売り上げ額，営業収支
「六次産業館」の年間販売額は，表13に示し
写真５

店内の様子（2019.9.15）

上：古代米製品，中：カラー加工した穂，下：休憩フロア

た古代米等の販売額の２倍ほどになるが，その約
３分の２は製造業者と古代稲生産組合からの仕入
れ額，残りの３分の１は人件費と維持費の「経費」
である。販売額から仕入れ額と経費を引いた収支
は，過去３年のうち100万円ほどの赤字が２回，
わずかな黒字が１回で，赤字の年が多いという。
６．地域とのかかわり，後継者
1）地域とのかかわり
・花泉町：町（支所）とのかかわりにつては，東
京などでのPRイベントやチラシ作成の際には

写真６

古代稲にも声がけがあり，Ｓ氏はそうした機会

古代米弁当（2020.3.02）

大小の２サイズあるがうれしい

を利用して販促に取り組んできた。
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・グリーンツーリズム：Ｓ氏は旧町以来のグリー

・他地域の支援：Ｓ氏は他地域の古代稲の支援も

ンツーリズム協議会のメンバーでもあり，学校

行ってきた。1998年6月の生産組合の結成を聞

の子供たちの農業体験を，「六次産業館」裏と

きつけて，田尻町（宮城県大崎市）で古代稲を

自宅近くに設けた圃場や，自宅の作業場で受け

試作していたＡ氏が訪ねてきて種子を世話し

入れてきた。体験受け入れの回数は，田植・稲

た。Ａ氏は2001年11月「たじり古代稲生産組合」

刈り期を中心に年５・６回ほどという。また，

を設立し，そのHPで製品と部会構成が確認で

稲わら加工体験の申し込みがあれば，稲わら部

きる。

会の元メンバーに依頼する。

また震災後の2014年，広田半島の農地復旧の

・日本一の餅つき大会：同大会は2019年で30回目

ため古代稲の導入が進められることになり，Ｓ

を数えた夏のイベントである。古代稲生産組合

氏が国の委嘱をうけて栽培と商品化の助言を18

としては，組合員数の多かった時代に参加して

年度まで行った。さらに，各地の古代稲生産者，

いたが，今はグリーンツーリズム協議会の一員

加工業者，米穀業者から，栽培や加工の技術相

として参加している。

談，専用機械の借用の要望があり，できる限り

・学校給食：花泉の小中学校では「古代米給食」

対処している。

が行われ，生産組合の農家が育てた黒米「アサ

2009年から始まった平泉の「田んぼアート」

ムラサキ」入りのご飯が出される。出食日は，

には，各色品種の苗140箱を提供している。

入学式，卒業式，雛まつりと変遷して，今は「給

・農協とのかかわり：一連の報道記事や筆者のヒ

食の日」
（１月24日）に行われ，事前に給食セ

アリングの中で農協に言及されることがほとん

ンターの栄養士から相談があるという★17。

どなかったため，Ｓ氏に問うたところ，古代稲

・稲わら細工のプレゼント：花泉の小学校入学生

の取り組みは町役場で始められた経緯から，農

（90名前後）に，組合長KS夫妻で制作した稲わ

協とのかかわりは無かったということである。

ら細工（写真８上）を無償プレゼントしている。

2）後継者

80歳代と高齢であるが，体の続く限り続けたい

組合員農家の後継者の現況は，７件のうち４件

と意気込みは盛んである。

で自家農業を手伝う後継者がいるという。また，
組合員で最も若い組合員IK氏（58歳）は，公務
員を退職した後は，古代稲の面積を増やして専従
したいとの意向で，文書管理の力も十分で，事務
局を担ってもらうように依頼しているという。
しかしなんといっても最大の問題は，キーパー
スンＳ氏の後継者である。Ｓ氏の長男は地元で人
気の高いレストランのシェフで，自家農業を継承
する考えはない。幸いにも20歳になる孫が，祖父

←100円硬貨

の仕事を継承したいと名乗り出て，勤めを退職し
て隣町の農業法人で農業に従事するようになり，
毎週末にＳ氏宅を訪れて作業を手伝う。いずれに
しても，古代稲の当面の持続は幸いにも可能な状
況である。

写真８

稲わらの亀（生産組合長宅19.08.06）
大亀は頭から尾まで30cmほど
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Ⅴ．考察；「６次産業」としての特徴と持続課題

⑦加工品の製造には地元の商工業者もかかわって
はいるが，Ｓ氏からの発注に応じるだけで，積
極的な地域産業化への動きはない。

1）花泉古代稲の6次産業化の特徴と評価
「６次産業化」の手法や論点をめぐる論考は既

⑧各地の農産加工や直売活動では主役であること
の多い女性の参画が限定的である。

★18

に多くあり

，それらをふまえると，筆者は「６

以上を総じていえば，花泉古代稲における六

次産業化」の要点と花泉古代稲のとりくみの特徴

産業化の特徴は，「個人農家の内発的動機による

は表14のうように整理できると考える。
表14

リーダーシップに支えられた稲作付加価値化とし

「６次産業化」をめぐる論点
論点

花泉古代稲

主体

個人，グループ，公益機
関（三セク等）

農家グループ，
リーダー主導

属性

女性，男性，高齢者，後
継世代

男性，（当初は）
中壮年層

２次化
契機

農家の経営多角化，地域
農業への危機感，農家女
性の自立，直売所開設

古代稲・米の地
域特産化，販路
拡大

３次化
契機

観光農業，直売所開設，
都市農村交流，農村ツー 直売施設の開設
リズム，農商工連携

主導

農業者，商工業者，公益
機関，域外企業

事業
規模

小遣い程度，農家副収入，
リーダ：主収入，
農家主収入，集落ビジネ
他：副収入
ス，農村産業

販路

村内，郡内，県内，県外

ての六次産業化」ということができる。
2）持続に向けた課題と可能性
・安定した販路，受注量の増加
販路の項でもみたように，古代米は需要に対し
て生産は不足傾向で，「作れば売れる」状況とい
う。筆者の６度にわたる１～２時間程度の訪問ヒ
アリングの間も，製菓業者から米粉の申し込み，
個人から黒米の申し込みなどの電話があり，中に
は稲束の得意先の「Ｒ商事から昨年の３倍の注文」

農業者

といった用件が明かされたこともあった。
このＲ商事の件は2020年３月の訪問時のことで
あるが，その後，最大顧客のHB社から現在の３倍

古 代 米： 県 外
主，加工品：不
詳

の30トン（黒・赤15トン）の受注があったという。
これにはすぐに対応できず，2020年は種籾を確保
して2021年産から対処するという。問題は生産体

すなわち，花泉古代稲の取り組みの特徴は次の

制で，生産組合員では難しいので，地元の農業法

ように指摘できる：

人に作業委託できないか思案中という。せっかく

①町長の指令に端を発するものの，古代稲への着

大量受注があっても簡単に対処できにくいのは，
年１回の稲作ならではの難しさがある。

目はＳ氏個人の研究心と行動力による。
②古代稲の導入には，「地域の田を守りたい」と

・次世代への継承
他方，担い手の問題は，「後継者」の項でみた

いうＳ氏の意図が込められた。
③「６次化」への展開は，古代稲の販路拡大のた

とおり，当面の持続は可能な状態である。しかし
古代稲の取り組みがＳ氏個人の熱意と行動力で支

めの手段として企図された。
④商 品開発は当初は町農業センターで行われた

えられてきたことを考えると，次世代がＳ氏のノ

が，実践に移されたのはＳ氏の退職後である。

ウハウと顧客の信頼を継承するには，一定の時間

⑤販路は，
「米」（黒米，赤米）で大口需要先を抑
え，
加工品で多用な販路を確保と，多様化を図っ

と経験が必要とみられる。
・地域とのつながり
他方，少子高齢化が進む地方農村では，農家だ

ている点が面白い。
⑥花泉古代稲の実践は，「地域内発型」のアグリ

けでなく，取引先の商工業者の多くも個人企業の

ビジネス（工藤ほか，2014）といえるが，「地

ために，代替わりに際して生産中止という例もみ

域産業」といえるほどの事業規模，
「多就業化」

られたことは既述の通りである。その点，６次産

といえるほどの雇用量は実現されていない。

業の持続には，原料生産も加工販売も「地域」で
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支える体制が考えられてよい。しかし現状は，花

次産業館」なので，そのまま表記する。一般表記

泉町内や一関市内において古代稲が地域特産とし

としては「第六次産業」とするのが正しく，今村

てアピールされるような場面を見聞しない。一関

氏もタテ書き雑誌ではこの表記を使用している（今

市のシンボル食は既述のとおり「餅」であり，旧

村1996）。

花泉町の代表イベントも「日本一の餅つき大会」

★２：試みに，日経の記事検索サイトで「６（六）次

で，
「古代稲」が前面に出ることはない。古代稲

産業」で検索すると，2,024件あり（2018.11.29現在）
，

は「雑穀」に含まれるが，県内では二戸や花巻管

初出が1996年3月で，以後，97，98，99年が各１件，

内で雑穀の特産化が推進されてきた。すなわち将

2000年代には各年２，３件，急増するのは確かに

来に向けては「餅＋雑穀＋古代稲」を統合した「コ

2009年以降である。宮城県と隣県を主な購読範囲

メ文化」として，一関地域のシンボルに据えてア

とする「河北新報」の記事検索で「６（六）次産業」

ピールしていく支援戦略が考えられて良いのでは

で検索すると895件が検索され（2020.1.10現在）
，花

ないか。

泉の「六次産業館」の開業を伝える2002年8月16日

この点，農協のかかわりがこれまでなかったの

の記事は６番目であった。初出は1992年4月3日の

は残念といえる。花巻が農協のテコ入れで短期間

宮城県企業局長の就任記事で，新局長が「これか

に「雑穀日本一」になったように

★19

，また古く

らの農業は，生産（１次）から加工（２次）
，販売

は「秋田の田舎漬け」が農家女性の取り組みを農

（３次）も行う計６次産業になることが必要」と述

協が支援して地域産業としての地位を確立してき

べており，政策当局では使用されていたことが確

たように

★20

，花泉古代稲の今後の持続にも農協

認できる。さらにCiNii検索では212件あり（2020.1.10

のかかわりが考えられてよいのではないかと思わ

現在），初出の今村奈良

れる。

臣 氏 の 記 事 か ら2010年

いずれにしても花泉古代稲生産組合は，ビジネ

までの件数は右表のよ

ス規模は大きくはないが，個人の努力で古代稲の

う で あ り， 確 か に 急 増

世界では全国に知られた存在になっている。
「６次

す る の は2009年 よ り 後

産業」の語を自ら創出した取り組みとして，地域

である。

をあげて継承されていくことを願ってやまない。

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

件数
1
0
1
3
1
5
3
4

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

件数
1
0
1
4
7
77
137
135

★３：佐藤（1999）に古代稲を花泉導入する経緯と，
生産組合初年の生産技術の詳細，加工・販売の取

謝

辞

り組みが詳しく紹介され，地域農業への思いが語

調査においては，花泉古代稲生産組合の事務局

られている。また地元建設会社の広報誌に掲載さ

長・佐藤正弘氏には多大なご教示をいただいた。

れた見開き記事（佐藤，2006）にも，古代稲との

記して謝意を表します。

かかわり経緯の要点が述べられている。
★４：農業センサスの項目名は「農業経営組織別農
家数」。

＜注＞

★５：このセンターは当時の町長が農業者を支援す

★１：「６（六）次産業」の表記は，この語が初登場

るために作り，農業技術情報を収集して農業者に

した1990年9月の「新しい山村振興対策について」

還元するのが役目。町長は東京農大の出身で，
「国

で「１次，２次，３次を総合したいわば『６次産業』」

の本は農なり」の話しを常にしていたという。

として記され（小田切2011）
，提唱者の今村奈良臣

★６：前掲★３

氏も「１次×２次×３次＝６次」としているためか，

★７：前掲★３

「６次」の用例が大多数であるので，本稿でも「６次」

★８：2018 年 9 月 15 日，2019 年 8 月 6 日，11 月 29 日，

を用いる。しかし本研究の対象施設については「六
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2020年2月12日，3月2日，3月19日

★９：河北新報，1995年09月27日付け記事

★19：小原（2008）を参照。

★10：米用の古代稲は一般に「雑穀」に含まれるが，

★20：板倉（1985）を参照。下漬け工程を農協に移

転作作物としては「主食米」にカウントとされる。

管して業容拡大にあわせた中間原料の安定供給体

★11：初夏の冷害，登熟期の高温障害。2018年の夏

制を構築。

は高温で，通水して稲を冷やす対策がとられる。
★12：
「ふるさと花泉会」
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