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第13回北海道合鴨水稲会圃場見学会報告

伊藤恭一（北海道合鴨水稲会事務局）

　7月 7日に行われた 2007年度圃場見学
会について報告いたします。集合場所は

七飯町の昆布館。昆布について勉強でき

て、さらにおみやげ物も買えるという、

待ち合わせにはもってこいの場所です。

当日は大変天気に恵まれ、というよりも

暑すぎて、皆、昆布館入口の日陰に避難

しました。事務局長の清水池から見学会

のスケジュールについて説明がありまし

た。今回の見学場所は北斗市の北海道立

道南農業試験場と七飯町の築城さんの圃

場。参加者は会員 8名と事務局 3名、合
計 11名でした。

１．道南農業試験場見学

　昆布館を後にして、我々はまず道南農

業試験場へと向かいました。車で十分足

らずの距離です。

　まずは道南農試の概要を説明しましょ

う。明治42年（1909年）、現在の場所に

前身である渡島農事試験場が建設されま

した。その後昭和39年（1964年）、道南
農業試験場に改変され、現在に至ってい

ます。

　道立農業・畜産試験場は全道に8ヶ所あ
りますが、ここでは主に道南地域に対応

した園芸、稲作の試験研究に取り組んで

います。水稲の世代促進、施設利用野菜

の品質向上、低コスト・省力化、人と環

境に優しい病害虫防除・施肥・土壌管理

技術の開発などを行っています。

　道南農試では研究部作物科の荒木科長

が応対してくれました。荒木さんは学校

の生徒達の見学の対応をするそうで、そ

のせいかとても説明がお上手な方でした。

　ここでも暑いので、荒木さんに促され

みんな木陰へ移動。正門脇にあるユリノ

キがちょうど良い木陰をつくっていまし

た。ちなみにユリノキの花言葉は“田園

の幸福”だそうです。

　さて道南農試の最近のトピックといえ

ば、「ふっくりんこ」です。道南農試の
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ある北斗市は今から300年以上昔（1685
年）に北海道で初めて米作りが行われた

場所で、市内の文月地区に「水田発祥の

地記念碑」があります。その水田発祥の

地から最近新たに「ふっくりんこ」が誕

生しました。「ふっくりんこ」の系譜を

たどると、「ほしのゆめ」、「きらら

397」、「ゆきひかり」、「あきたこま
ち」、「コシヒカリ」などよく耳にする

名前の他に、「国宝ローズ」というのが

あります。ご存じの通り、「国宝ローズ

はカリフォルニアで育成された品種で、

「ふっくりんこ」誕生の裏に、日本の伝

統品種の“里帰り”というドラマもあっ

たそうです。

　そしてもう一つ、北海道における稲作

の歴史で忘れてはならないのが、中山久

蔵です。彼はここ渡島の旧大野村（当時

から耐寒性の品種「赤毛」を取り寄せ、

島松（現北広島市島松）で寒地稲作を成

功させた人物です。島松には彼の功績を

讃え、「寒地稲作発祥の地」碑が建って

います。「これがクラーク博士記念碑の

すぐ近くに建っていることは、とても皮

肉なことではないでしょうか？」と荒木

さん。言われてみればその通りで、クラ

ク博士は北海道での稲作には否定的な意

見を持っていたのでした。

　会員からは「“ふっくりんこ”を作付

けてみたいが、どのように入手したら良

いか」など質問がされていました。荒木

さんによれば、以前の品種の失敗から、

“ふっくりんこ”の普及については、慎

重な姿勢をとっているとのことでした。

栽培適地をじっくり見極めながら、普及

させていきたいのだそうです。

　荒木さんも研究者として合鴨水稲に関

心があるらしく、「合鴨水稲同時作は周

りを慣行農法による圃場に囲まれていな

いと、なかなかうまくゆかないのではな

いでしょうか？」と質問していました。

　引き続き試験圃場を案内していただき

ました。様々な品種が栽培されています。

酒米「吟風」もあります。この中から次

のヒットが出るのかも知れません。皆さ

ん興味津々といった様子で、「きらら

397」や「ほしのゆめ」、「ななつぼし」
の長所や短所をふまえ、次の品種に寄せ

る希望などについて活発に議論が行われ

ていました。「早生で早まらないのが欲

しい」というのが参加者と荒木さんの共

通した意見のようでした。

試験圃場

　試験圃場の隣には世代交代促進温室が

あります。この温室では上川農試、中央

農試で養成されたF1を年2作（4月～7月、

8月～11月）することによって、F3まで世

代促進しています。世代促進された品種

はそれぞれの養成場に返送され、優良系

統の選抜が行われます。それでも育種は8
年を要する息の長い仕事です。試験圃場

で栽培されているのは、F7～F9世代との

ことでした。

　休日にもかかわらずとても丁寧に説明

をしてくれた荒木さん、どうもありがと
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うございました。

世代交代促進温室

２．築城圃場見学

　道南農業試験場を後にし、我々は築城

さんの圃場へと向かいました。荒木さん

も一緒です。

　七飯町は函館平野の最北部に位置し、

三方を山に囲まれています。これらの山

が台風の風を防いでくれるのだそうです

南側は開けており、遠くに函館山を望む

ことができます。冬も比較的温暖で積雪

量は平年で70cm程度、昨シーズンは特に
少なく20～30cmほどだったようです。
　七飯町の2005年の農業粗生産額は、58
億円あまりで、ダイコン、ニンジン、長

ネギといった野菜類で約23.7億円、次い
で畜産が約14.6億円、水稲約5.6億円、り
んごを主体とする果樹が約1.4億円、そし
て近年飛躍的な伸びを示しているカーネ

ションなど花卉が約11.8億円という構成に
なっています。また七飯町では「Yes! 
Clean」にも力を入れており、七飯町野菜
生産出荷組合がダイコン・ニンジン・カ

ブ、七飯町野菜生産出荷組合がホウレン

ソウ、七飯町果樹組合がリンゴでそれぞ

れ「北のクリーン農産物表示制度」に登

録されています。

　さて、築城さんは1町8反で米の有機栽
培を行っており、うち1町で合鴨水稲同時
作を実施しています。この他2町5反の畑
地でニンジン、ダイコン他計20品目を作
付けています。毎年近くの小学校から5年
生の児童が訪れ、田植えを経験するそう

です。ちょっと畝筋が曲がっていますが、

なかなか大したものです。また、秋には

収穫祭として鴨鍋と合鴨米を食べるわけ

ですが、男の子はよく食べるけれども、

女の子は“可哀想”という感情が働くた

めか、なかなか食べないのだそうです。

こういう経験を通じて、命の尊さや食べ

物に対する感謝の気持ちを学ぶのでしょ

う。そんな経験のできる地元の子供達は

本当に幸せだと思います。

　

築城圃場見学の様子

　

　さて築城さんは、今年60羽の合鴨を放
しましたが、大変残念なことに、合鴨が

キツネに襲われほぼ全滅するという事件

が起きてしまいました。追加で入れた30
羽も一夜のうちにキツネに襲われてしまっ

たそうです。築城さんは合鴨農法を始め

て13年になるそうですが、今回のような
ことは初めて。今年はこれ以上の追加は

せず、人手に頼ることにしました。現在
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函館から3名のご婦人が雑草抜きを手伝っ
ています。キツネに襲われた経験をもつ

参加者から、対処法についていろいろア

ドバイスがありました。折坂さんもその

ひとりで、キツネに襲われた直後、夜通

しトラクターのライトとラジオを付け放

しにしたところ、キツネが来なくなった

そうです。大事なのは何か変化を付ける

ことだそうです。

　合鴨は人なつっこいと言われますが、

残された4羽の合鴨達は、キツネのことが
トラウマになっているせいか、人が近づ

くとスススーっと圃場の向こう側へ逃げ

ていってしまいました。

　日も傾き掛け、そろそろ喉が渇いてき

ました。見学を終えた一行は懇親会の会

場へと向かいました。

逃げる合鴨たち

３．懇親会

　覚えている方も多いと思いますが、こ

こ北海道立森少年自然の家（ネイパル森

は10年前（ 1998年）の第4回圃場見学会
の懇親会会場だったところです。その際

の粗相によって、合鴨水稲会は出入禁止

（？）になってしまったそうですが、10
年を経て、そろそろほとぼりも冷めたで

あろうと、世話役の築城さんがここを懇

親会の会場に選んだのでした。しかしな

がら、少年自然の家での酒と煙草はいさ

さか背徳の味がします。今回はカーペッ

トを焦がさないように気をつけましょう。

　それはさておき、懇親会の開始時刻が

せまっていたので、到着するや慌ただし

く温泉に入りました。カラスの行水で会

場へ。築城さんのご子息も参加です。仕

出しの弁当をつまみにビールをゴクゴク

と。合鴨の販路のことなどを話題に盛り

上がりました。懇親会は場所を宿泊棟に

変えてさらにヒートアップ。当日我々の

他には一組のご夫婦がいるのみで、ほぼ

貸し切りの状態でした。合鴨農法をやる

意義、農業経営のこと、後継者のこと様々

な話が出ました。気がつくと庄子君が寝

ています。そして日付が変わるまで宴は

続きました。

おわりに

　今回初めて合鴨水稲会の圃場見学会に

参加させていただきました。合鴨水稲同

時作については以前ニュースか新聞で知っ

たのですが、実際に現場を見るのはこれ

が初めてでした。会員の皆さんとお話す

る中でも印象に残ったのは、皆さん優れ

たビジネス感覚をお持ちであること、そ

して勉強家であることです。先進的な農

家とはこのようなものであるか、と大変

感動いたしました。それにしてもみなさ

んお強いですね（酒が）。それでいて、

翌朝シャキっと起きるあたりはさすがで

す。私も是非そうありたいものです。

　今回世話人を引く受けてくださった築

城さん、道南農業試験場の荒木科長に改

めて感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。

                             以上
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合鴨水稲同時作に関するアンケートの集計結果について

庄子太郎（北海道合鴨水稲会事務局）

１．調査の概要
 本会の会員のうち、農業を営んでいる

30会員を対象に質問票を配布した。
そのうち 12名から回答があった
（回収率 40％）。

２．合鴨水稲同時作の実施状況
 2006年度に合鴨水稲同時作を実施した
会員の地域分布を示した。石狩、上川、
空知、渡島の各支庁に 1名、桧山支庁に
3名となっている。桧山の 3名はいずれ
も同じ町に住んでいる。

 1991年から 2006年までの合鴨水稲同時作の実施状況を示したのが表 3である。1990
年代後半に実施者の数が増えており、2000年代に入ってからは横ばいか減少傾向にあ
る。
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会員数 42 名

配布数 30 通

回収数 12 通

回収率 40  ％

表1　調査の概要

20 07年1月1日現在

20 07年7月4日現在

石狩 1
上川 1
空知 1
渡島 1
桧山 3
合計 7

表2　合鴨水稲同時作実施者の
地域分布（ 2006年度）

合鴨水稲同時作実施面積

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

a ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.0 4.0 4.0 1.2 1.3 15 10 .7 12 .1 
b 0.2 0.2 0.2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 14 12 .2 16 .4 
c 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11 2.4 41 .7 
d 0.5 0.9 0.9 0.9 1.8 1.8 2.6 1.8 1.8 1.8 1.8 11 20 .1 8.8 
e 0.3 0.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 9 7.7 17 .4 
f 0.6 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 9 8.3 14 .4 
g 1.0 1.0 1.0 1.0 4 6.0
h 0.5 0.5 0.6 0.8 1.0 1.0 6 4.1 23 .8 
i 0.1 0.3 0.3 0.1 4

表3　合鴨水稲同時作の実施状況
単位：ha、年、％

農家
記号

実施
年数

06年度
水稲作付
面積

06年度
合鴨作付
比率

回答数 構成比

除草労働の軽減 5 55 .6
特色のある商品作り 5 55 .6
農薬使用量削減 4 44 .4
人に誘われた 1 11.1
その他 3 33 .3

n=9

表4　合鴨水稲同時作に取り組むきっかけ
（複数回答）



３．合鴨の流通経路
 会員が合鴨ヒナをどこから導入しているのか、あるいは導入しようと計画しているか
を示したのが表 5である。導入元は大阪府の高橋人工孵化場と熊本県の原田孵化場の
２ヶ所のみである。戸数では高橋人工孵化場のほうが多いが、羽数では原田孵化場の
ほうが多くなっている。

 ヒナを購入してから水田から引き上げるま
での鴨の羽数の推移を示したのが表 6であ
る。ばらつきはあるものの、ヒナ購入から
水田に放すまでに１割、水田から引き上げ
るまでにさらに 3割ほど減少する。

 水田から引き上げた鴨をどのように処理し
ているのか示したのが表 7である。全体の
うち 5割が販売され、3割が無償で譲渡さ
れ、のこりの 2割が自家消費やその他となっ
ている。
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導入元

業者名 所在地 戸数 羽数 戸数 羽数
高橋人口孵化場 （大阪府） 4 509 5 470
原田孵化場 （熊本県） 2 649 2 690
無回答 1 - - -

合計 7 1,158 7 1,160

表5　合鴨ヒナの導入元

2006年度実績 2007年度予定

b 50 0 43 0 250 58 .1
d 18 9 18 4 177 96 .2
a 14 9 14 5 130 89 .7
h 80 78 60 76 .9
c 12 0 70 50 71 .4
e 12 0 12 0 50 41 .7
合計 1,158 1,027 717 -
平均 19 3 17 1 120  72.3 

表6　羽数の推移

農家
記号

購入
時

放飼
開始時

引上
げ時

放飼後
残存率

単位：羽、％

処理方法
譲渡先 販売先

自家消費 無償譲渡 販売 その他

b 25 0 (100 ) 250 (10 0) - 北海道ケミカル

d 17 7 (100 ) 3 (2) 3 (2) 42 (24 ) 12 7 (72) - 中小企業家同友会、個人

a 13 0 (100 ) 10 (8) 120 (92) 消費者と食べる -
h 60 (100 ) 40 (67) 20 (33) 八雲町知人 -
c 50 (100 ) 5 (10) 45 (90 ) 函館三育小学校 札幌ホテル、個人（函館）

e 50 (100 ) 50 (100 ) 新拓興業 -
合計 71 7 (100 ) 53 (7) 198 (28) 337 (47 ) 12 7 (18)
注：（）内は引上げ羽数に対する比率である。

表7　水田から引き上げた鴨の処理方法

農家
記号

引上げ
羽数

回答数 構成比

米の販売先
農協 0 0
農協以外の業者 4 57.1
消費者へ直接販売 6 85.7

表示方法

特に表示なし 0 0
「有機栽培米」 6 85.7
「合鴨米」 2 28.6
その他 1 14.3

n=7

表8　合鴨水稲同時作で生産した米の販売方法
（複数回答）



４．北海道合鴨水稲会への期待
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回答数 構成比

入会した理由

農家間交流 12 100.0 
合鴨水稲同時作の技術習得 9 75 .0 
合鴨水稲同時作に興味があった 5 41 .7 
その他 2 16 .7 

会に期待すること

農家間交流 12 100.0 
経営情報・技術の共有 8 66 .7 
合鴨水稲同時作の技術習得 7 58 .3 
販売ルートの確立 5 41 .7 
消費者との交流 5 41 .7 
その他 2 16 .7 

n=12

表9　合鴨水稲会への入会理由と期待すること（複数回答）

いままででよいと思う

いまのままでいいと思う。楽しみにしています

表10　水かき通信についてのコメント

もうすこし個々の農家の情報（話題）が載せてあれば楽しいかも。忙しいだろ
うけど現場におもむいて直に感じたことなど書いてくれたらいいのかなあ。

定期的に発刊していただき楽しみにしています。内容も回を増すたびに充実し
ているように思います。全国のアイガモ水稲会の情報や会員の近況なども寄稿
してもらうとより親しみがあるかと思います。

今回以上の内容充実を期待します。会員からのお便り的なものがあっても楽し
いと思います。

表11　会の活動に対するコメント

夏の現地見学会と総会におおける交流はとても楽しい。あの雰囲
気、気風を大切にしていきたいものである。ただアイガモ農法の
可能性・発展性については疑問に思うところもあり、何とか皆の
知恵と創意工夫を集めてチャレンジしていけたらよいと思う。

合鴨と自然との調和、生物を守りつつやれるか、変形水田や小型
水田での除草（人力の軽減）利点、地域とカモ田のつながり（子
供たち、消費者）

役員・事務局の皆様には本当にお世話になりっぱなしで申し訳な
く思っています。アイガモ水稲同時作を中心に、有機農業のほか
の技術や人とも交流を広げることができればと思います。

まだまだ活動は不足だと思うが、なかなか参加できないので何も
いえない

マンネリ化しているところもあるので、消費者や事務局の方から
も若い学生たちがどんどん参加できるようになれば元気になると
思います。

米作りの技術力が必要なこれからは時代の変化に先取りできるよ
うな技術を持ったアイガモ水稲会であればと思います。経済的に
負担のないアイガモ農法にするために考えていけたら



＜編集後記＞

 今号では、先日実施した合鴨水稲同時作に関するアンケート結果を掲載しました。アン
ケートにご協力いただき、まことにありがとうございました。回収率は 40％とあまり高
くはありませんでしたが、有益な回答を得ることができたと思っています。なお提出期限
は過ぎましたが今後も継続して情報を集めることは重要ですので、まだアンケートを提出
していない方はご記入のうえ事務局まで提出をお願いします。
 さて、今回のアンケート結果を見て思うことを少し述べたいと思います。事務局として
最も気になるのが、会の活動や「水かき通信」の内容に関する評価です。水かき通信の内
容に個々の会員農家の動向がわかる記事を載せてほしいという要望はもっともであり、次
回以降の記事内容に反映させていきたいと思います。会誌は会員が会員であることを感じ
る最も日常的なツールであり、とても重要な役割を果たしています。「あの人はいまこん
なことを思い、こんなことをしているんだ」とお互いにわかるような記事を作っていきた
いです。そのために会員の方々へ記事の執筆をお願いすることがあると思います。事務局
から依頼があった時には快くお引き受けくださるようお願いします。肩に力を入れず、自
分がいま感じていること、いま取り組んでいることを率直に書いていただきたいと思いま
す。
 先日、NHK番組「プロフェッショナル」で合鴨農法の先駆者である古野隆雄さんが取り
上げられました。私もその番組を見ましたが、何よりも印象に残ったのは古野さんが今な
お自らの理想に向けて日々努力を重ねられている姿です。北海道合鴨水稲会は今後どうい
う方向に向かって歩んでいくのか、私もその一員としてみなさんと考えてゆきたいと思い
ます。（清水池）
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（連絡先）北海道合鴨水稲会 事務局
〒 060-8589 札幌市北９条西９丁目

北海道大学大学院農学院
共生農業資源経済学講座 食料農業市場学分野内

清水池義治・庄子太郎・伊藤恭一・山内一久
Tel：０１１－７１６－２１１１（内線３８８０）

Fax：０１１－７０６－２４６３
携帯：０９０－４１０１－８８１１（清水池）

e-mail： smzike@agecon.agr.hokudai.ac.jp

＜年会費の納入について＞

 北海道合鴨水稲会はみなさんの会費により運営されています。滞りな
く活動をおこなうために会費納入をよろしくお願いします。

年会費（１年） 3,000円
納入先：北海道合鴨水稲会

郵便口座番号 ０２７００－３－３８２４１


