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北海道合鴨水稲会・新顧問あいさつ

飯澤理一郎（北海道大学大学院農学研究院・教授）

　収穫の秋を迎えていますが、今年の出

来映えはいかがだったでしょうか。生産

調整や「過剰」基調に伴う価格下落など

に苦しめられていますが、ずっしり実っ

た稲穂、「豊作」の秋には、作る者とし

て大きな喜びを感じられるのではないで

しょうか。

　さて、小生、長らく顧問を務められて

きた三島徳三先生に代わり、この春から、

北海道合鴨水稲会の顧問を仰せつかりま

した。お聞きしますと、北海道合鴨水稲

会もこれまで 10余年の歴史を刻まれてき

たとか。皆さんの長年のご奮闘に頭の下

がる思いで一杯です。10余年前と言えば、

「クリーン農業」云々と言われ始めてい

ましたが、合鴨農法や有機農業などは未

だに認知度が低く、取り組む農家も散見

される程度だったのではないでしょうか。

散見される程度だけならまだしも、もし

かしたら「困った農業」とか「変人の農

業」などと揶揄もされていたのではない

でしょうか。

　私も、農産物・食料の安全性・安心性

や環境問題などに思いを馳せながら、

1990年に「北海道有機農業研究協議会」

の立ち上げに加わりましたが、残念なが

ら、当時、有機農業に対する世間の評判

は芳しくなく、「困った農業」「変人の

農業」などと揶揄されていたのを思い出

します。

　しかし、時代は、私たちのとった方向

が間違いでなかったことを着実に証明し

つつあります。化学農薬や肥料による土

壌や地下水の汚染、生態系の破壊、そし

て食料汚染など、数え上げれば、その証

拠に困ることはありません。また、「効

率性」のみを追求した結果生み出された

「生産者」と「消費者」との距離の無限

大的な拡大と「相互不信」感の醸成など
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も、その一つに数え上げても良いかもし

れません。

　農地も環境も「私たち一代」で使い切っ

てしまうわけにはいきません。次の世代

に、より良い状態で確実に受け渡す責務

を、私たちは負っていると思います。ま

た、徹底した「商品」化の中で失われか

けている人々の絆も取り戻していく必要

もあります。合鴨農法や有機農業はそう

した世紀の付託に充分に答えうる「希望

の農法・農業」であると、私は確信して

います。

　紙幅の関係で舌足らずになりましたが、

北海道合鴨水稲会の益々の発展を祈念し、

また、微力ながらお手伝い出来ることに

喜びを抱きながら、あいさつといたしま

す。

※事務局より

　これまで長らく当会顧問を務められて

きた三島徳三先生の退官に伴い、飯澤理

一郎先生に新たに顧問就任を要請し快諾

されました。

第12回北海道合鴨水稲会圃場見学会報告
庄子太郎（事務局）

今回の圃場見学会は、折坂農場では合鴨

水稲同時作の実践圃場、神内ファームで

は野菜工場と熱帯果樹の温室等、（株）

アイマトンでは合鴨ヒナの育雛施設と食

鳥処理場の見学と、それぞれにまったく

違った内容で、非常に中身の濃いものと

なりました。その内容を報告いたします。

折坂農場

今回の集合場所は道の駅つるぬま。集合

時間に集まってきたのは（株）アイマト

ンの岩井社長と事務局の大学院生が 3人
だけ。土曜日の 12時半という時間もあり、

家族連れなどでごったがえしているが圃 

今年も合鴨は元気いっぱい（折坂農場）

場見学会の参加者らしき姿は見えない。

なんだか不安な気持ちになる。強い日差

しにくらくらしながら待っていると、や

や遅れて北海道大学名誉教授にして名寄

市立大学教授、北海道合鴨水稲会の名誉

顧問でもあらせられる三島徳三先生が到

着。折坂氏も軽トラに乗って迎えにやっ

てくる。どうやら他の参加者は折坂農場

に直接あつまっているもよう。車を連ね

て折坂農場へ向かう。

最初の見学先は浦臼町の折坂農場である。

参加者は北竜町の川本氏、東川町の佐竹

氏、（株）アイマトンの岩井社長、そし

て三島先生、北大と酪農学園大の大学院

生が 3名、神内ファームの夢現塾（むげ

んじゅく）からも 5名ほど参加があった。

夢現塾のことについて先に説明しておこ

う。夢現塾とは、のちに説明する神内

ファーム 21による新規就農者の独立支援

を目的とした機構である。研修期間は 3
年間で、その後には神内ファームから農

地や施設の無償貸与を受けながら独立し

た経営を行うこととなっている。研修期

間中は生活費として一定額が支給される

ほか、敷地内にある住宅に住まうことが

できる。今年の 1月に第 1期生の 15世帯
が研修を開始し、独立へむけて農業技術
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の習得に励んでいる。塾生のプロフィー

ルはさまざまで、脱サラして入った人や、

道内の他の町村で研修を受けていたとい

う人もいる。乗っている車のナンバープ

レートが練馬だったり長野だったりとい

うのを見て全国から集まってきたという

感じを受ける。

神内ファームのみなさんは合鴨水稲同時

作の圃場を見るのははじめてのようで、

興味深そうに見入っている。一方、生産

者である川本さんと佐竹さんはしゃがみ

こんでヒエの具合を確かめたり、鴨を水

田に放した時期など細かい点について折

坂さんに質問してああだこうだ勝手にしゃ

べっている。一通り説明を受け、次の見

学先へと向かう。何しろ今年は内容が盛

りだくさんなので、キビキビすすめる必

要があるのである。

折坂代表の話に聞き入る参加者。

折坂農場のようす。

　神内ファーム

神内ファーム外観。圧倒的スケールだ。

次なる見学先の神内ファームは折坂農場

と敷地を接しており、折坂農場の前の道

を山のほうに登っていくと神内ファーム

に入っていく。折坂さんとは同じ町内会

に属するお隣さんなのである。

（有）神内ファーム 21は、消費者金融

大手のプロミスの創業者である神内良一

氏が 1997年にたちあげた農業生産法人で

ある。従業員は 18名で資本金 100億円。

広大な敷地は 600haでそのうち農地は

300ha。そば、ジャガイモ、小麦などを生

産している。このほかに巨大な野菜工場

と熱帯果樹の温室、研修生の住宅などを

備えている。今回の見学の目玉はその野

菜工場と温室である。

案内してくれたのは神内ファームの総務

部長で、お休みのところをわざわざ応対

してくださった。生産物の販売を担当し

ており、こてこての関西弁が「あきんど」

という印象を与える。きっと阪神ファン

なんだろうなと推察された。

最初に見学させてもらったのは植物生産

工場であった。そこは──当たり前なこ

とを言うようだが──工場だった。紛れ

もなく工場であった。コンクリートの床

を蛍光灯が照らし、むき出しの天井を管

や線が走る。壁には操作盤や計器類が並

んでいる。ただ、ひとくちに植物工場と

いってもその中にはいろいろな施設があ
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ファーム内の様子。まさに工場だ。

蛍光灯の明かりで栽培する。

り、その「工場度」はそれぞれでずいぶ

んと違う。自然光を取り入れた比較的に

一般の温室と近いところから、完全に人

工の光だけの実験室のようなところまで

ある。

比較的に「工場度」の低い温室には自然

光が入っているが、温度や湿度は壁の操

作パネルによって完全にコントロールさ

れている。発泡スチロールの板に穴を開

けたようなものにサラダ菜やなんやらの

菜っ葉類がお行儀よく整列して植わって

おり、栄養分の溶けた水を供給されてス

クスクと育っている。

「工場度」の高いところはほとんど実験

室である。例の発泡スチロールの板が戸

棚に並べられており、戸棚の各段は蛍光

灯で照らされている。見学している我々

の顔が青白く照らされてなんとも不思議

な感じ。SF映画を見ているような。

説明する農業企業化研究所の中野さん。

北の大地にバナナが。

植物工場の次は熱帯温室を案内してもらっ

た。むっとする暑さのなか、温室ではバ

ナナやマンゴー、ドラゴンフルーツといっ

た熱帯植物が栽培されている。ドラゴン

フルーツとは、赤くてトゲトゲしている

へんてこりんな果物である。南メキシコ

が原産だが日本でも沖縄などで栽培され

ている。こんな植物が、北海道で、しか

も商業的に栽培されているとは。まだ熟

す前の小さな青い房をつけたバナナの草

を見上げながら、そういえば北大の植物
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園の温室にもこんなのがあったなあと思

い出していた。

（株）アイマトン

次に訪れた（株）アイマトンの合鴨ヒナ

飼育場は赤平市の山の中にあった。舗装

もされていない木に囲まれた狭い道をう

ねうねと登っていくと、飼料タンクが見

えてきた。山の中のちょっとひらけたと

ころに 10畳ほどの広さのプレハブ小屋が

6つほど並んでいる。

（株）アイマトンは、1983年の創業で、

食肉の卸売・小売業として道央圏を中心

に営業している。本社は滝川市にあるが

ヒナの飼育場と食鳥処理場は赤平市にお

いている。2002年から合鴨肉の販売を手

がけており、一昨年からは合鴨水稲の合

鴨の肉の商品化に取り組んでいる。なお、

取締役社長の岩井政海氏は本会の会員で

ある。

金網を張られた窓からのぞくと、ひとつ

の小屋に 300羽ほどの雛が飼われている。

ここで 20日あまり育ててから滝川市の農

場に移してさらに 40日ほど肥育、全部で

60日前後で食肉処理場に搬入する。

合鴨のほかに今年からキジの肥育もはじ

めたそうで、プレハブのひとつにはキジ

が飼われていた。岩見沢市ではキジ料理

を名物にしようと取り組んでいるそうだ

が、岩見沢から雛をしいれて肥育してい

るんだそうである。注文に応じて肉にし、

冷凍ではないフレッシュで出荷できるの

が強みである。ちなみに、キジは肉用だ

が卵も産む。このキジの卵が岩井社長の

健康の秘訣なんだそうである。一つ見せ

てもらったが、色は茶色で大きさは鶏卵

と同じくらいだが、なんだかずっしり重

く感じた。解体・処理場は育雛場からす

こし山を降りたところにあった。2階建て

のこじんまりとした建物である。ここで

月・水・木に 100羽ずつ処理していると

のこと。衛生上の問題があるので、入る

ことができたのは入り口のところまで。

ヒナの飼育場の様子。

本会会員でもある岩井アイマトン社長。

何しろ食品を扱うところなので、不用意

に多くの人間を作業場に入れるわけには

いかないのである。

鳥の血抜きをする台を見せてもらった。

ステンレスでできたじょうごが 9つばか

りついており、そこに鴨を頭からつっこ

んでおいて首のところの動脈を切り、下

においてある桶で血を受けるのだとか。

このとき、首をスパッと落としてしまう

と切り口の血管が収縮してしまって抜け

が悪くなる。生きたまま「心臓を動かし

ながら」血を出させるのだと。なるほど。

大変ためになる。

そのようにして血を抜かれた鴨は、次に

60℃のお湯のなかで 1分間程度もむよう

にして羽を抜けやすくする。お湯で毛穴

を緩めるのが目的なのであるが、鴨は水
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鳥で羽がお湯をはじくため、むしるのが

大変なのだそうだ。もっと高温のお湯に

長時間つければ楽に羽が抜けることは抜

けるが、皮がゆだってしまって皮ごとむ

けてしまう。鴨は皮のところの脂がうま

いので、皮がむけてしまっては売り物に

ならないのである。抜け残った羽はどう

するかというと、溶かしたロウをかけ、

固まったところでロウごとひっぺがすの

である。これをロウびきという。なんだ

かすごく痛そうだが、鴨はもう死んでい

るので遠慮はいらない。

（株）アイマトンでは 2年前から合鴨水

稲の鴨を受け入れて商品化している。昨

年受け入れた合鴨水稲の鴨は 300羽。各

方面にサンプルを配ったが、今年売れた

のは２羽だけ。残った鴨は昨年と同様に

焼き鳥にしてお祭りで販売することになっ

ている。ちょうど見学会の日が赤平市の

お祭りの日であった。お祭りの会場へみ

んなで行ってみることにした。

お祭りの会場は、処理場からもほど近い、

赤平駅近くの小学校であった。入り口に

は「あかびら 火まつり」とある。赤平市

を象徴する石炭の火をイメージしてつけ

た名前なのだろうが、おもわず「火まつ

り＝火あそび＋あとのまつり」と分解し

てしまう。夜には赤ふんの男たちが町を

走り回るという非常に都会的で洗練され

たプログラムが用意されているそうだ。

お祭り会場の特設ステージでは、どこか

のよさこいチームが「いよやっさ！」と

か「赤平最高！」とかなんとか叫びなが

ら踊っている。意外にも、といったら失

礼かもしれないが、なかなか盛況である。

　そうしたなかに、（株）アイマトンの

出店もあった。「田んぼ」をひっくり返

して「ぼん田の鴨」というのが商品名で

ある。ぼん田の鴨の焼き鳥は 1本 120円。

本当は 200円くらいでないと採算が取れ

ないそうなので、赤字覚悟の値段設定で

ある。昨年もお祭りで販売して 3日間で

2,000本を売った実績があるとか。実際に

食べてみると、田んぼで健康的に育った

鴨なので肉の味がしっかりしておいしい。

ビールを飲みたくなった。

よく晴れて暑いなかをあちらこちらと動

き回ったあとであり、そろそろいっぱい

やりたいなあとみんなが思ったところで

見学会は終了。いさんで懇親会会場へ向

かったのでした。

おわりに

懇親会の会場は砂川市の一ノ沢会館。テ

ントを張っての焼肉でした。懇親会から

の参加者も多く、夜の部も大いに盛り上

がったのでありますが、紙幅の都合もご

ざいますので詳細につきましては省略さ

せていただきます。僕は今年も途中で沈

没してしまいました。

とにかく、天気にも恵まれ、本年度の圃

場見学会も大成功のうちに終わったので

した。圃場や施設を見学させていただい

た折坂農場、農業企業化研究所、神内

ファーム、（株）アイマトンの皆様には

厚くお礼申し上げます。また、担当の道

央ブロックのご尽力にも深く感謝いたし

まして報告を終わらせていただきます。

報告は事務局の庄子でした。
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名寄徒然草（１）

三島徳三（当会名誉顧問・名寄市立大学教授）

　北大から名寄市立大学に職を移して早

半年が過ぎた。毎週火曜日、ＪＲか車で

名寄まで移動し、賃貸マンションで２泊

して帰る。その間、講義と演習をそれぞ

れ１コマずつ担当している。新設の４年

生大学なので、学生は１年生のみ、18～
19歳の少年相手（それも８割が女性）の

心が浮き立つ授業だ。講義は経済学で、

長年農業経済学を専門としてきた私にとっ

ては初めての授業である。受講生は栄養・

看護・社会福祉の３学科の学生で、管理

栄養士、看護師、保健士、社会福祉士な

どの資格を取得しようとする人たちだ。

そのためか、授業態度は非常に真面目で、

前の席からは一言も聞き漏らすまいとノー

トをとる学生の筆記用具の音が響く。授

業では難解な経済学の用語をできるだけ

避け、政治や経済の具体的な動きに触れ

ながら、経済社会を見る観点を培うこと

に力を入れている。

　私はこれまで 38年間大学で教員の職に

あり、学生に教えることを本業としてき

た。いま振り返って考えると、自分が修

得した学問を学生に伝授するという意識

が先に立ち、学生が望んでいることに答

えていたかどうか不安が残る。北大であっ

ても学者になる学生はごく少数で、大半

は現場で頭と身体を使いながら働く者達

である。彼らにとって必要なのは、就職

した現場でぶつかる様々な問題に対して、

的確に対処できる能力である。その能力

の中に大学で学んだことが少しでも生き

ているならば、教育としては大成功だ。

そう考えながら、いまの大学では授業を

している。

　名寄の街は寂しい。駅前周辺の商店の

多くがシャッターを閉じている。当然、

人通りは少なく、たまに歩いている人は

老人が大半だ。いまから 20年くらい前ま

で、名寄は国鉄の宗谷本線、名寄本線、

深名線が入り込み、乗降客と国鉄職員、

および農村の人たちなどで街は活況を呈

していた。それが国鉄の分割民営化にと

もなうローカル線切り捨て、近代化農政

による小農切り捨て、それに郊外型ショッ

ピングセンターの誕生によって、中心部

商店街は衰退していった。市場原理・競

争原理・自由化・民営化推進の構造改革

路線の犠牲者がここにいる。

　単身赴任なので、食事をつくるのが面

倒くさい時には、“名寄の外食産業振興

のため”と称してのれんをくぐる。「つ

ぼ八」などの全国チェーン店は確かに混

んでいる。だが私は、演歌に出てくるよ

うな場末の飲み屋が好きだ。そうした店

は、予想通り閑古鳥が鳴いている。暇そ

うな主人を相手にしながら、街の衰退の

歴史を聞く。これこそ生きた学問で、翌

日の講義でその話しをする。

　いつの日か名寄を中心都市とする道北

地域を再生させてやろう。こういう野心

をもってこの地域に適した産業を考える。

次回はそのプランの一端を紹介する。
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「北海道有機農業フェア」開催！　（９月１６ １７日）〜

　9月 16、17日、道庁赤れんが前広場にて、北海道有機農協主催による「北海道有機農業

フェア〜有機野菜市〜」が開催されました。有機農業に対する消費者の理解を深めるため、

農家や店舗による有機農産物や加工品の販売や試食がおこなわれました。天気に恵まれた

こともあり、ゲームなどのステージ企画も含めて大盛況でした。

　今回のフェアには，当会から築城さんや「せたなオーガニッククラブ」が出店したほか、

当会事務局から 3名が運営委員として参加しました。

【編集後記】

　雪印乳業・酪農総合研究所の非常勤研究員になってはや４ヶ月。いつの間にか、北海道

大学への帰属意識と雪印乳業株式会社への帰属意識が拮抗しているあたりに、資本の怖さ

を感じる今日この頃です。（清水池）
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全国への有機農産物宅配を実施。 好評だった輪投げゲーム。有機農産物

をゲットだ！


