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2021.2.20 経済地理学年会北東支部会

花泉古代稲生産組合による稲作の六次産業化（再論）

Ⅱ．花泉の概況

－ 「六次産業」造語地の取り組み経緯と課題 －
・位置：岩手・宮城県境

高野岳彦（東北学院大）

・人口13,222，世帯4,174
（2015国調）
・地形：10〜100m程度の
丘陵地が多い。南部は
10m以下の低地

Ⅰ．目的
・岩手県南端の花泉町に，「六次産業」の看板を
掲げた店がある。名称も「農業の六次産業館」。
・できたのは2002年で，この語は，施設を運営する
花泉古代稲生産組合事務局長の一農民S氏が
発想した造語であるという。
・周知のとおり，「六次産業」の語は，90年代中頃
に今村奈良臣氏が提起したもので，そのことを議
論する意図はない。
・しかし，花泉で「六次産業」の看板が掲げられた
2002年当時，この語は一般化しておらず，使用が
急増するのは，民主党政権が農村政策に導入し
た2009年以降。

・花泉の「六次産業」は， 一農民が稲作付加価
値化の実践から発想して看板に記したという
意味で，「もう1つのルーツ」，実践上のルーツと
いっても批判を受けることはないと考える。
・本発表では，花泉町（現一関市）で1995年か
ら取り組まれてきている「古代稲」の六次産業
化をとりあげて，その生産と加工・販売の仕組
みを明らかにし，
・その「六次産業化」の特徴を検討し，
・将来の持続性に向けた課題について考察す
ることを目的とする。

キー人物
「S氏」（75）

・交通：東北本線の3駅，
一関通勤圏，東北道ICか
ら20分，仙台から90分

花泉町の地形，
交通路，旧村

着色部はKashmir3Dによる
標高段彩，他は地理院地図

高野撮影（2010.5.23)

農業の特徴

構成
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農業センサス
（2015）

・営農タイプ別農家数 →

Ⅱ．花泉町の概況
・立地と沿革
・農業の特徴 … 農業センサス
Ⅲ．既存情報の整理
・古代稲とは
・花泉古代稲の経過 … 記事整理
・疑問点
Ⅳ．実地調査
・第1回；2019年8月6日
・第2回；2019年11月29日
Ⅴ．考察
・花泉古代稲の「六次産業」として
の特徴と評価
・持続に向けた課題と可能性

… 稲作単作 ＋ 肉牛

・経営規模
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… 1ha前後が多数
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③観賞・装飾用… ドライ稲，ワラ細工

Ⅲ．既存情報の整理
「古代稲」
とは？

・古代遺跡から出土する米
・神事に使われてきた米の系譜を引く有色稲
・それを改良して栽培しやすい品種に育種

カラー稲穂

・「雑穀」に分類。

わら細工

乾燥稲穂
染料と保存薬品を吸わせた
装飾用の商品
花泉古代稲生産組合リーフ

製品形態

①玄米

・黒米，赤米 … 着色用，機能性食品

花泉古代稲生産組合リーフ

②加工食品 … 有色米粒，米粉にして加工
新聞記事による
経過の整理
（河北新報）

花泉古代稲生産組合リーフ
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・第Ⅰ期；
草創期

・1994年，町長が，整備中の公園に「日輪田」を作るよ
うに，町農業開発センター長だった S氏に指示。

・2002年4月「農業の六次産業館
古代米おりざ」オープン

・S氏は，日輪田にふさわしい稲として農業雑誌から
「古代稲」に注目

… 第Ⅲ期；「六次産業化」完成，
知名度アップ

・日本古代稲研究会があるのを知って入会し，その伝
手で各地の栽培農家から種子を取り寄せ。
・1995春，日輪田（直径6m）に古代稲を田植え
・

秋，鮮やかに稔った穂に感動

・1996年，種子の採取に専念
店内の商品群

・1997年から，町内の農家に依頼して栽培
・同時に，商品化の気運が高まり，有志で「花泉古代稲
研究会」を組織して商品開発を試行。
・町内の商工業者に製品化を募るも，申し出なし
・1998年3月，S氏は古代稲に専念するため，役場を54歳で早期退職。
・町内の農家に呼びかけ，「花泉古代稲生産組合」を組織
… 第Ⅱ期；事業化
※県補助，公庫融資5割ずつ。

補助需給主体は「おりざの会」
＝S氏 ＋ 組合員の奥さん方。

展示，飲食スペース
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古代稲・米の商品の種類と開発の流れ

疑問点

・S氏が役場時代にアイディア出した商品を，退職後，次々製品化

0）2007年以降の報道が途絶え，
現況が不明。

４）販路
・顧客の属性：地域，業種，安定性

1）生産・集出荷体制

・販路を開拓の方法

・生産組合員農家の属性：年齢，
地区，農業経営

５）経営収支

・現在までの推移
・収支状況
２）刈り取り後の流れ
・刈り取り，調整，加工，出荷
外からの関心の広がり

３）商品化
・誰が，どのように
・新聞記事に断片的に記載されている内容と，商品リーフを照らし合わせて推定。
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６）地域とのかかわり
７）後継者

… 以下，2019年7月から2020年3月に
かけて行った実地調査結果をもとに
疑問点を検討していく。
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4）収穫，その後古代稲の流れ

・品種：黒米「朝紫」と赤米「夕やけもち」

数値：古代稲生産組合の総会資料（2018）

1）組合員（生産者）数と
作付け面積の推移

15

3）品種と圃場

Ⅵ．実地調査結果

・1996年「古代稲研究会」時 … 18名

・S氏が栽培計画して組合員に割り当て。

・刈り取りは，白米との混米を避ける
ために専用のコンバインが必要

・組合員はどちらかに専念 … 収穫時に
混ざらないように

・S氏が退職金で機械一式をそろえ，
組合員の圃場を回って刈り取り

・苗づくり〜圃場管理 … 各組合員
・それをS氏が「玄米」にし，色彩選別機
にかけて不良米を除外

・他に，稲穂用の稲を，S氏と
組合長K氏が栽培

… 古代稲生産組合を立ち上げ，
「黒米部会」12名＝稲作農家，S氏が勧誘
「稲加工部会」21名＝高齢女性

・この段階で，各組合員の収量が確定。

K氏の圃場の様子
（2019.8.06）

…稲穂用が「青刈り稲」として減反補助対象
になったことから，作付けが多かった。

花粉が飛んで交雑
しないよう，「袋状」
の田を利用

紫丹

… 加工部会は廃止 … 作り手の
高齢化と需要減のため。

花かおり
←宮城県境
神丹穂
★位置
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2）会員農家の現況：年齢，地区，農業経営

（a）

5）組合員別の生産状況

（2018年度）

※農家による違いは圃場条件による。

（a）

S氏

S氏
組合員だが古代稲生産は休止中

S氏

・生産農家は8名で，高齢者が多いが，50代の人も。
・居住地はS氏の住む「油島」が半数，他は町内に分散。
・経営規模は50〜100a … 零細だが，花泉では平均的規模
・2名以外は農業主。 10haの受託農家， 肉牛を兼営する農家も。
・古代稲の作付面積は，S氏の64aが最大… 小農家の経営多角化

・一般米
の4〜7割

・生産組合買取価
格はキロ430円 …
一般米の2.5倍

・価格，作付面積 … 最大顧客との
年毎の交渉によって決める。

・「経費差引額」が各農家の収入。
・「10a当り」では，岩手県南の稲作
の収益率の約 4〜5倍。

★単価の高さが，古代稲生産の持続要因に。
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8）「古代米」の販路

※参考

・主な販売先 ⇒ 右表（2018年分）
農林水産省「コメ生産費調査」（2017）による「10a当たり所得」
・顧客の多くは20年前の開始当時から。
・岩手県＝12,411円
・宮城県＝24,401円

・最大需要者 … S氏の取り組み
を聞きつけて声をかけられた。

・両県の差は経営面積規模の違い。

・近年は10トンほど。2021年から
10トン増の要請

… 東北農政局の担当官への問い合わせによると，
山間地が多いとこの数値となる。

・最も新しい取引先
・東北歴史博物館レストラン
・2013から黒米を供給

・花泉町の古代稲の圃場の多くも，丘陵を開析して
流れる小河川沿いの谷田。
・花泉古代稲の10a当所得 … 岩手県一般米の5〜6倍，
宮城県と比べても3倍
⇒ 地元平均の4〜5倍の感覚か？

小口注文，単発も多い
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・以上あわせた販売額 ⇒
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6）販売

9）加工商品と製造業者

7）販路開拓

・収穫量の半分は「玄米」で出荷

2010年の生産組合リーフ
掲載商品の2019年の状況
⇒

・S氏が町職員時代，出張や休暇を利用
して東京の米屋を巡り歩いて開拓。
・花泉町主催の販促イベント
・在京同郷団体「ふるさと花泉会」主催
のイベント＝江東区の祭り

主力商品
製造中止

・各組合員も折に触れ，知り合いを通じ
たりして，販売促進を行っている。
30kg袋

・精米（三分搗き）を求める人には対処

製造業者との関係

・残りは「米粉」（加工食品用） … S氏が所
有する製粉機で粉にし，製造業者に販売。

・製品化の提案はS氏から，
近在の製造業者へ

・調整，出荷作業 … S氏が1人で担当

・交渉の際，S氏に出す以外
の販売先の開拓は，製造者
が自力で行うことを条件

・価格 … S氏が個別交渉（430円以上）
20
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10）直売所「農業の六次産業館」での販売
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Ⅶ．考察

1）花泉古代稲の「六次産業」の特徴

・売上額：古代米の販売額とほぼ同額。
・論点整理；宮地ほか（2014）

・ただし，加工品は製造業者からの「仕入
れ」なので，たいして利益にならず，

宮地・高柳・中川（2014）：農村の六次産業化
－期待と論点．地理，59-3，pp.16〜23

・直売所の収支は，人件費，維持費を差
し引くと「トントン」。

・連携を担う主体の性格 … 女性，
NPO，他
・主体間の連携がどう構築されたか
… 斎藤（2012）の水平性，継続性

・「古代米弁当」が人気
・開店当初，古代米の食堂もやっていたが，
調理担当（S氏の母）が体調悪化で休止。

・事業の継続性を高めるためのイノ
ベーション，そのための公的支援

・2014年頃，農繁期に弁当がほしいと
の声が寄せられたため，S氏の娘さん
が「古代米」弁当を担当。

・地域振興の手段としての有効性
・食料自給率の向上への寄与

… これが人気商品に。
・毎日昼には常に来客があり，農繁期
には多くの注文がある。

・斎藤（2012）の論点提示
斎藤修（2012）：6次産業の論理と視覚．同著『地域
再生とフードシステム』農林統計協会、pp.11〜26

・農村外の主体との連携，競争，支援を通した
競争力の維持
・直売所を核にした地域の経済・社会的拠点
化，女性の役割
・農業者と食品関連企業の連携の深化によ
る食産業クラスター化
・水平（農村・農業内？）と垂直（域外・他産
業？）の多角化の効果的展開
・産地・生産者側，消費・小売側の経営戦略
・自治体や地域コーデネーターの役割

・いずれも，著名な成功例が念頭 …本例には適合しない点が多い
2020.3.19訪問時の昼食弁当
黒米で色づいたご飯，おかずは各種あり

⇒ 北海道の小規模事例を念頭において整理した工藤・今野（2014）が参考に … 次表

工藤康彦･今野聖士（2014）6次産業化における小規模
取り組みの実態と政策の課題．農経論叢（北大），69

11）地域とのかかわり
・グリーンツーリズム
・花泉町のグリーンツーリズム協議会
のメンバーであり，農業体験を実習田
を活用して行っている。
・学校給食
・花泉町の小中学校で,入学式と卒業式
の日に「古代米給食」が行われている。
・他地域への技術指導
・他の古代稲生産への指導（田尻町），
・陸前高田市の被災水田への作付指導，
・平泉「田んぼアート」への苗供給
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2）持続可能性

花泉古代稲を念頭におい
た「6次産業」の論点整理

★後継者

・主体 … 個人，グループ，
公共組織（農協，三セク等）

・次期リーダー：58歳のIK氏が，退職後に
古代稲に専念の意向。事務能力も十分。
・S家でも，孫（20歳）が就農の研修中
⇒ 「作る」方の維持に可能性あり

・契機 …
・農家の経営多角化
・農村内発型アグリビジ
ネス
・女性起業
・直売交流施設の開設
・グリーンツーリズム
・農商工連携

・需要面での心配は少ない。
・生産体制も継承できそう。
・加工技術と価格交渉力が
継承できれば，持続可能。

・問題は「売り先」の維持。
・S氏が独力で開拓してきた取引先との
関係を，維持ができるか。
・特に，価格交渉の面で，S氏が築いた
信頼を継承できるか。

・主導権 … 農民，商工業
者，自治体三セク

★需要 … 古代米の需要は底堅く，
生産量は不足気味 ⇒ 「作れば売
れる」状況

・事業規模 … 農家，地域
・販路 … 村内〜広域
・さらに整理すると ⇒

★収益 … 通常米の4〜5倍
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★花泉古代稲の場合

・気になるのは
3）地域特産としてのイメージが弱い
… 町職員として水田維持を憂えた「個人」の力が大
…男性農民，当初は中壮年世代。そのまま高齢化
女性の参画は限定的
… 古代稲の付加価値化， 農業維持

… 古代稲製品のPR，交流拠点づくり
… 農業者S氏
… 小農の稲作収入
を補完する程度
… 古代米は関東が主，
加工品はおそらく局地的

⇒ 熱意ある小農の
内発的動機による
稲作付加価値化と
しての六次産業化

1）規模拡大は困難
・後継者の規模拡大には限界
・新規加入者の見通しもない
・農業法人への委託も考えたが，
公定委託料でも高い

2）「地域」とのかかわりの弱さ
・古代稲生産組合の農家（8戸）以外
への連関の広がりが限定的。
・野菜,果樹にみられる農産加工を通
した地域内連関も弱い。
・女性のかかわりが非常に少ない …
弁当の可能性？
・農協が無関心

・旧花泉町のシンボルが「餅」であり，
合併一関のシンボルも「餅」に。。
⇒ 「餅」＋「古代稲」の「コメ文化」とし
て枠組み拡大を
・また，古代稲は「雑穀」の一つでもあ
り，岩手県のシンボル「雑穀」と協調
してもよいかも。

