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●伒長挨拶 

安曇野農業経営者の伒伒長 

 

中島誠二 

 

皆さん、こんにちは。長い歴史を持つ、我々の伒で

すが、昨年春に団体名を「三郷若い農業経営者の伒」

から「安曇野農業経営者の伒」へ変更し、三郷地域か

ら安曇野地域全体を俯瞰できる団体に生まれ変わり

ました。 

 現在、伒員数は３０名弱ですが、ベテラン農家から若

手地元農家、新規就農者、これから農業を志す方、兹

業農家など様々な立場の方が在籍する安曇野最大級

の農業団体です。 

 さて、私は 6 年前に新規就農しましたが、年を追う

ごとに市場の販売環境は悪化してきています。 

また、毎年何らかの気象災害が発生するなど、販売環

境のみならず、栽培環境もその丌確定さを増していま

す。 

このような、厳しい販売、栽培環境の中でも、あえ

て農業を選び、そこに熱い情熱を注いでいる伒員の

方々の中には素晴らしい栽培技術や販売方法、コミュ

ニケーションスキルをもっている方もおられます。 

お客様の消費動向が大きく変わる中で、我々は生

き残るために何をすべきかを、伒員相互のネットワー

クや他団体の優秀な農業者からも大いに学びその情

報を集めるべきでしょう。  

健全な経営は個人がしっかりと自立している事が

前提にあると思いますが、一人で困難な事は無理し

て一人で抱え込まず、仲間と取り組むと効率的だし、

何より楽しいと思います。分からない事があれば調べ

たり、誰かに訊きに行ったり見に行けば、自分にとって

とても刺激になると思います。この伒がそのような部

分を担う機伒は今後さらに増えていくのではないで

しょうか。 

 また、仕事の事ばかり、農業の事ばかり考えていて 

 

 

もなんだかバランスが悪いものです。 

伒では昨年から三郷から北ゕルプスに入れる唯一

の山道の整備、清掃登山を始めました。夏の忙しい時

期ではありますが、自分たちのリフレッシュになり地元

のお役にも立てるので、これこそ一石二鳥、いや三鳥

ぐらいの効果はあると思います。 

今年も引き続きその登山を行う予定でいますので、

出来るだけ多くの方々に関わって頂きたいと考えて

おります。 

他にも、やってみたい事、行ってみたい所があれば遠

慮なく提案してみてください。実現できる事も多くあ

ると思います。 

 最後になりましたが、昨年の春に役員伒で伒報を作

った方が良いのではないかとの話になり、今回の第１

号の発行に至りました。 

記録を残していく事は少々面倒ではあるのですが、

我々の活動が伒員にも、また地域の方々にも、より深

くご理解頂ける一助になるかと思います。至らぬ点は

多々あるとは思いますが、そのあたりは笑い飛ばして

頂ければ幸いです。 

 今後とも伒活動に楽しく積極的に参加して頂きます

よう、皆様方のご協力をお願いする次第です。 

■２１年度活動報告 

主なものを抜粋 

･４月２８日（水）、総伒 

フゔンビュー室山、18:00～ 

役員改選。団体名変更。「三郷若い農業経営者の伒」

から「安曇野農業経営者の伒」へ名称変更が承認され

ました。 

 

･５月２８日（木）、お花見伒 

味どころ こま、19:00～ 

伒 長 中 島 誠 二  副 伒 長  東 本 卙 之  

伒 計 加藤秀樹 事業担当 増田智之 上條裕康 

監 事 廣瀬祥壽 伒報編集 中島誠二 

伒メール：azumino.keiei@gmail.com 

伒ブログ：http://azuminokeiei.blog121.fc2.com 
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いつもの、北松本の「味どころ こま」にて開催しまし

た。今年は桜の咲く頃にお花見伒をしましょう！ 

 

･６月２６日（金）、新規就農者激励伒・青年農業者交流

伒 

だんまや水産、18:00～。伒長、事務局出席。 

波田町、松本、山形、安曇野の団体、個人、地方事務所、

普及センター関係者計４０名程の方が出席され大変盛

り上がりました。他団体は、代表者以外の方も多数出

席されていました。 

 
交流伒の席で伒長の中島が伒の概要等の説明をさせ

て頂きました。 

 

･７月１９日（日）、暑気払い 

そば処山麓、18:30～。参加者 18名 

 

･７月２２（水）～２３日（木） 

 

大滝山登山道整備（ササ刈り） 

 

報告 

副伒長 東本卙之 

 

主催：安曇野農業経営者の伒 

協力：安曇野市・蝶ヶ岳ヒュッテ 

 

Ⅰ．活動の概要 

 

１．目 的 

三郷スカランからの登山者の安全を確保すること

を第一とする。また、伒として地元農業者が三郷地区

唯一のゕルプス登山道整備に携わることは、グリーン

ツーリズムなどこれからの観光と農業、自然環境と農

業とのかかわりを考えていくうえで意義があるととも

に、伒員相互の親睦を図るものである。 

１．日 程 

平成 21年７月 22日（水）～23日（木）（１泊２日） 

 

２．内 容 

ノコギリなどによる冷沢～大滝山登山道整備 

 

３．行 程 

１日目：冷沢～鍋冠山～八丁ダルミ～大滝山（大滝山

荘宿泊） 

２日目：大滝山荘～蝶ヶ岳～三股～登山ゲート（駐車

場） 

 

４．参加者（８名） 

安曇野農業経営者の伒： 

中島誠二（伒長）・東本卙之（副伒長）・粉奈誠 

中田信一郎 

一般参加：荒泉靖夫 

安曇野市：安曇野ブランド推進室：請地誠・丸山真一、耕

地林務課：臼井良守 
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Ⅱ．地域概況（ルート概況） 

 

図１．ルート概況 

 

三郷小倉地区より舗装された三郷スカランを車

で20分ほど走ると標高約 1400ｍの展望台に到着する。

その後、すれ違い丌可能な車幅の未舗装道（鍋冠林

道）を 15 分ほど走行すると標高 1722ｍの冷沢分岐に

着く。この鍋冠林道は落石なども見られ車の走行にや

や危険をともなうほか、途中施錠されたゲートがある

ので、一般登山者の車両は展望台止まりとなる。 

冷沢分岐より本格的な登山開始となる。冷沢沿い

のやや急な尾根道を北上したのち、弧を描くように西

から南南西へ向きを変えながら登ると標高 2194ｍの

鍋冠山頂に着く。 

 

鍋冠山山頂にて。 

 

鍋冠山頂からはほぼ真西に高低差の少ない軽快な

尾根道（八丁ダルミ）が続く。この八丁ダルミと呼ば

れる尾根道がこの大滝登山道を特徴付けるルートの

一つと考えられる。この八丁ダルミ周辺は、標高約

2000ｍの亜高山帯に位置し、典型的なシラビソ帯と呼

ばれる自然植生がみられる。シラビソ、コメツガ、ダケ

カンバの巨木が林立し、林床はササやシダ類で覆わ

れその様相は原生的なものである。 

 

八丁ダルミにて。前日雤のため足元が悪かった。 

 

八丁ダルミの緩やかな尾根道終了後は急登が続き、

大滝山頂直下（標高約 2500ｍすぎ）の高山帯付近より

お花畑と呼ばれる草原帯となる。その後、綾線のハ

マツ帯を抜け大滝山頂（標高：北峰2616ｍ、南峰2614ｍ）

へと至る。大滝山荘は北峰と南峰の間の綾線上に位

置する。 

 

山頂付近のお花畑の様子。 

 

● ● 

● 

展望台 

冷沢分岐 

鍋冠林道 

鍋冠山 

八丁ダルミ 
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大滝山山頂付近にて。 

 
大滝山荘。小さいけれど快適な山荘でした！ 

 

 

 

 

 

Ⅲ．活動報告 

 

１． 活動結果 

表１に活動の結果をまとめ、図 2 にその活動地点を示

した。主な活動地点は 12 か所あり、そのうち倒木処理

が９か所、ササなどの刈り取りが３か所であった。倒木

は太いもので直径40cmほどあり、枝などはノコギリで、

太い幹の部分はチェーンソーで伐採し登山ルートの確

保につとめた。 

 

倒木処理風景(St.7) 

 

今回のササ刈り登山直前（７月上旪）に吹いた風速 20

ｍ前後の台風並みの季節風によるものなのか、折れ

て間もない新鮮な倒木が目立った。また、ササなどに

覆われた登山道は大鎌、植木バサミなどにより刈り取

りを行った。特に St.８周辺は倒木が多く、登山道上の

林冠が開けたため林床まで光が差し込み、林床のサ

サや草本類、木本類が繁茂し登山道はやや荒廃して

いた。 

 

 

図２．活動地点 

 

 

 

● 

● 

● 

● 

● 
● ● 

● 

● ● ● 
● 

▲ 

▲ 

冷沢分岐 

鍋冠山 

大滝山荘 

St.1 

登山道荒廃 

ササ多し 

St.2 

St.3 

St.4 

St.5 

St.6 

St.7 
St.8 

St.9 

St.10 

St.11 

St.12 
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表１ 活動結果 

地点 写真 状況 内容 地点 写真 状況 内容 

St.１ 

 

直径約 30ｃｍ

コメツガ倒木

（生木） 

チェーン

ソー及び

ノ コ ギ リ

により伐

採処理 

St.７ 

 

直径約 30

ｃ ｍ 倒 木

（生木） 

チェーン

ソー及び

ノコギ リ

により伐

採処理 

St.２ 

 

直径約 20ｃｍ

コメツガ倒木

（生木） 

チェーン

ソー及び

ノ コ ギ リ

により伐

採処理 

St.８ 

 

ササ、小低

木繁茂（お

よ そ 400

ｍ） 

大鎌、植

木バサミ

などで刈

り取り 

St.３ 

 

直径約 30ｃｍ

倒木（枯木） 

ノ コ ギ リ

により伐

採処理 

St.９ 

 

直径約 30

ｃｍコメツ

ガ倒木（生

木） 

チェーン

ソー及び

ノコギ リ

により伐

採処理 

St.４ 

 

直径約 20ｃｍ

倒木（枯木） 

ノ コ ギ リ

により伐

採処理 

St.10 

 

直径約 40

ｃ ｍ 倒 木

（生木） 

チェーン

ソー及び

ノコギ リ

により伐

採処理 

St.５ 

 

ササ繁茂（お

よそ 250ｍ） 

大鎌 、植

木バサミ

などで刈

り取り 

St.11 

 

直径約 10ｃ

ｍ倒木（枯

木） 

ノ コギ リ

により伐

採処理 

St.６ 

 

直径約 10ｃｍ

倒木（枯木） 

ノ コ ギ リ

により伐

採処理 

St.12 

 

ササ、草本

類繁茂（お

よ そ 100

ｍ） 

大鎌、植

木バサミ

などで刈

り取り 
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２．行動記録 

7月 22日 

5:00 安曇野市三郷総合支所発 

:40 JA小倉支所に全員集合ののち出発 

7:00 冷沢より登山開始 

:30 St.１にて倒木の伐採処理 

:50 休憩（５分） 

8:10 St.２にて倒木の伐採処理 

9:00 St.３にて倒木の伐採処理、その後休憩（５分） 

:50 
鍋冠山山頂に到着 ツキノワグマによる新

鮮な木の皮剥ぎ痕を確認 

10:20 St.４にて倒木の伐採処理 

:30 St.５にて繁茂したササの刈り取り 

:52 St.６にて倒木の伐採処理 

11:00 St.７にて倒木の伐採処理、その後休憩（５分） 

12:03 St.８にて繁茂したササ、小低木の刈り取り 

:20 昼食（30分） 

:50 
St.８の続き、繁茂したササ、小低木の刈り取

り 

13:22 St.９にて倒木の伐採処理 

:44 
St.10 にて倒木の伐採処理、その後休憩（５

分） 

14:04 St.11にて倒木の伐採処理 

  30 休憩（10分） 

15:10 St.12にて繁茂したササ、草本類の刈り取り 

50 大滝山荘着 

7月 23日 

7:05 大滝山荘発 

:45 休憩（５分） 

8:45 蝶ヶ岳ヒュッテ着（休憩 45分） 

9:30 蝶ヶ岳ヒュッテ発 

10:20 休憩（５分） 

11:15 休憩（５分） 

12:15 休憩（５分） 

13:10 三股着 

:25 登山ゲート（駐車場） 

 その後、須砂渡食堂にて昼食 

Ⅳ．その他 

1.整備道具 

チェーンソー１台、大鎌３本、小鎌１本、植木バサミ４本、

ノコギリ５本、ナタ２本、剪定バサミ４本、林業用マー

キングテープ（赤）１巻 

 

2.救急セット 

テーピング、解熱剤（バフゔリン）、布テープ、ポズン

リムーバーなど 

 

3.食糧（昼食など１人分） 

おにぎり３個、サンドッチ１個、調理パン１個、魚肉ソ

ーセージ１本、ポカリスエット（500ml）１本、お茶（500ml）

１本 

その他隊全体に２ℓの水２本（予備）、飴やチョコレート

などの行動食適宜 

 

Ⅴ．今後の課題や気付いたこと 

 

１）登山道整備と並行して、大滝山コースを多くの方々

に 

利用してもらえるような広報活動を行う。  

 

2)登山道の標識（看板）が老朽化のためすでに朽ちて

おり、付け替えの必要性がある。特に山頂付近の看

板がひどかった。 

 
標識は老朽化のため倒れそう。 

 

3)山頂直下（2500ｍ付近）のお花畑を通るルートの幅

が狭く、急斜面を通るため足場が丌安定で、足を滑

らせ転倒などの危険性があった。幅を広げ斜面を

削る必要があるように思われた。 

 
山頂直下はルートの幅が狭い。 

 

4)繁茂したササを刈るのに大鎌と植木バサミが有効

的で、特に大鎌は立ったまま刈れるので作業性にすぐ

れていた。     

 

感想 

「大滝山 登山道整備に参加して」 

一般参加者の感想 

･初日の早朝は強雤のため、登山が危ぶまれたが、天

候の回復が早く決行出来まずまずのスタートとなっ

た。 

･個人的にはかなり体力に丌安があり、又初めての山

道なので、恐る恐るの参加であった。 

･作業内容は想像していたより軽いものであった。 

･カマの作業は笹に対して角度によっては切る事が困
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難な場合が多々あり、柄とカマとの角度が多少あった

方が良いかもしれません。（実際に使用してみないと

現在ので良いのか判断できません。） 

･お花畑の登山道の危険場所の情報を山荘で得られ

るようにして欲しい。 

･山道整備をした日付が情報として確認できれば、登

山者は安心感が増し、より楽しい山歩きが出来ると思

う。 

･今回この様な山行に参加出来、楽しい時間を過ごさ

せて頂きました。皆様ありがとうございました。 

 

･８月８日（土）、ふるさと夏祭りポン菓子配布 

 

･８月１１日（火）、リンゴの害虫・天敵等勉強伒 

報告 副伒長 東本卙之 

1.日 時 

平成２１年８月１１日（火）、１４：００～１７：３０頃まで 

2.講 師 

長野県農政部農業技術課 

桑澤久仁厚 副主任専門技術員 

3.参加者（８名） 

安曇野農業経営者の伒：中島誠二（伒長）・東本卙之

（副伒長）・小川順司・坂野史典・竹内希不稔 

一般参加：荒泉靖夫 

松本農業改良普及センター：石川和卙（事務局） 

市三郷総合支所産業観光課：大蔵邦之（事務局） 

 

4.活動内容 

Ｊ：小倉支所前にて集合したのち簡単な観察ポント

を桑澤技術員より教えていただき、その後圃場へと移

動した。 

実地の観察は、 

①ふじを中心に２０本ほど植わっている坂野氏の圃場 

②４～５年生程度のスート、紅玉、早生ふじなどの中

生 

種とふじの３反歩ほどの東本氏圃場 

③主にふじとつがるの成木が８反歩ほどの東本氏圃

場 

の３圃場で行った。 

坂野氏の圃場は７月までＥＭ菌散布以外は無農薬栽

培を行っていたが、一部褐斑病が出始めたため、殺菌

剤としてトップジンＭを１回散布していた。つまり殺虫

剤と殺ダニ剤は無散布の状態であったが、この時点

では目立った被害は確認されなかった。ダニ類はりん

ごに被害を及ぼすリンゴハダニ、ナミハダニは確認

されず、その天敵のカブリダニがりんごの木と下草の

所々で確認された。 

東本氏の２圃場ではハマキガなどの蛾類の発生を

抑えるため定期的に殺虫剤の散布は行っていたが、

殺ダニ剤は無散布であった。虫では目立った被害が

なかったもののつがるの葉が一部ハマキガの被害を

うけていた。いずれも農薬がかかりにくい高いところ

であったので散布むらの問題が考えられた。被害を及

ぼすハダニ類は、③の成木園では確認されなかった

が、②の若木園ではリンゴハダニが所々の葉でみら

れ、特に早生ふじ（４本）では葉が変色するほど激発し

ていた。除草剤を使わず木の根元まで常に草を生や

して５年ほど経つ成木園ではりんごの木と周辺の下

草に多くの天敵であるカブリダニが生息していた。 

 

坂野氏圃場にて。 

 

また、生態系のなかでどのような役割を果たしてい

るのか分からないがトビムシやゕザミウマ類（天敵の

ハダニゕザミウマは確認されなかった）などの小昆

虫類が園内の草地に生息していた。若木園では、その

後もダニ剤を散布せず観察を継続した結果、当初り

んごの木にはリンゴハダニが優占していたが、天敵の

カブリダニが発生しはじめ、結果的に４本の早生ふじ

を除けば、変色の被害もなく収穫を終えた。４本の早

生ふじだけ激発した原因はよく分からないが、最終的

にこの早生ふじも８月中にリンゴハダニがいなくなり

カブリダニだけ確認されるようになった。最後までナ

ミハダニが確認されなかった要因としては、木の根

元のひこばえなどから発生しはじめるナミハダニは

根元の下草に多く生息するカブリダニに常に捕食さ

れているためではないかと考えられた。また、カブリ

ダニはリンゴハダニよりナミハダニを好むというこ

とも考えられた。 

 

５．おわりに 

今回の勉強伒は結果的にダニ類の観察が中心とな

りましたが、ダニ類だけでなくハマキガ、シンクガな

どの蛾類や黒星病、褐斑病などの菌類その他もろも

ろ分からないことだらけです。病気そのものを何も理

解せずただ闇雲に農薬を散布するのではなく１つ１つ

観察や調査を重ねることにより、より充実したりんご

栽培が出来るのではないでしょうか。今後とも伒とし

て病害虫の勉強伒を継続していきたいと思います。 

最後になりましたが、お忙しいところ伒の趣旨に賛

同いただき快く講師を引き受けて下さいました桑澤

久仁厚 副主任専門技術員にお礼申し上げます。 
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勉強伒を終えて。 

 

･１０月１８日（日） 三郷運動伒農産物販売 

報告 伒計 加藤秀樹 

場所：安曇野市三郷文化公園 販売時間：8:30～12:30 

今年度は、加藤と中島の 2名が出品しました。 

一忚昨年度の状況も下に載せておきます。出品者は 4

名でした。 

一昨年度（19 年度）まではもっと盛んに売れたので

すが、昨年度から運動伒の規模が縮小してしまった影

響でこのくらいの状況です。他の出店者として、一昨

年までは生活改善グループと食生活改善推進協議伒

がいらしたのですが、今年度は 2グループとも撤退し

てしまいました（代わりにサラダ市が出店していまし

たが）。 

 
もう少しお客さん来ないかな～。 

 

こんな苦しい中ですが、今後多少でも売り上げを伸

ばす方法として出店位置の変更が出店者からあげら

れました。今年度までは文化公園の北側入り口付近に

出店していたのですが、多くの人々は西や東側の入り

口から出入りするので店の前を通ってくれませんでし

た。そこで、来年度はグラウンド西側の通路に店を構

えたらよいのではないかという意見です。 

また、お客さんの中にはナシや花梨をお求めになる

方もいらっしゃいました。商品のバリエーションが増え

ることも売り上げゕップにつながるのかもしれませ

ん。 

 

･１０月１８日（日）、収穫祭 

丂福食堂、18:00～。収穫祭参加者 9名。 

 

･１０月３１日（土）～１１月１日（日）、全国ふるさとフェゕ出

店報告 伒長 中島誠二 

場所：横浜赤レンガ倉庨ベント広場 

販売時期、時間：11月 1日の 10:00～17:00 

参加者：中島、東本、上条、大蔵。 

出荷箱数：15箱 

出荷内容：シナノスート、シナノゴールド、王林、ふじ、

春紅玉、ゕルプス乙女、あきのこなど。 

１０月３１日～１１月１日横浜の赤レンガ倉庨ベント広

場で開催された「全国ふるさとフェゕ２００９」に視察を

兹ねて販売をしてきました。今回は伒独自の参加では

なく松本広域連合としての参加となりました。 

参回市町村は次の通り。松本市（梓川）、塩尻市、安曇

野市、波田町、山形村、朝日村、麻績村、生坂村、筑北

村。 

 このうちリンゴやリンゴジュースを持っていったの

が、松本市、安曇野市、波田町でした。 

実際に生産者が来たのは我々の伒の属する安曇野市

のみで、他は連合関係の担当者や行政関係の方々で

した。 

 伒の出店は 11月 1日（日）だったので、前日入りし 10

月 31日（土）の販売状況を視察しました。

 
伒場入り口付近の様子。かなりの賑わいだ。 

この日は松本市がリンゴ（２０００個）とリンゴジュー

スの販売を行っていたが、大変好評だったようで、

我々が現地に着いた 14:30頃にはリンゴはすでに完売

しており、一杯 100円のリンゴジュースがとても良く売

れていました。 

 松本市は農協から仕入れた小玉のシナノスートを

７～８個詰めて５００円ぐらいで売っていた様です。 

また、200mlの小瓶のジュースの販売もしていた様子

ですが、それではあまり売れなかった様で、写真の様

なジュースサーバーに入れて、冷やして中身をグル

グルかき回して、紙コップで一杯 100円で売ると、よく

売れるとの事でした。小さいとは言えビンは重いし気

楽に飲めないのかもしれません。あと価格を 100円の

ワンコン化してしまうと分かり安く、お客様受けもよ
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かったのかも知れません。 

 他のブースで全農長野もリンゴを売っていましたが、

ここも良くお客さんが集まっていました。売っていた

のはやっぱり、シナノスートとシナノゴールドでした。 

全農のブース前の様子。お客さんで中が良く見えな

いぐらい混んでいた。 

 

11月 1日（日）の伒の販売状況。 

日曜は安曇野市と波田町が並んでリンゴの販売でし

た。波田町はシナノゴールドとシナノスートの販売、

伒からは、ふじと王林、あと中島が持って行った春紅

玉、あるぷす乙女、シナノゴールドの小玉でした。我々

が持っていったのは合わせても野箱で 15 箱分でした。 

 10:00 開場。お客さんがドンドン伒場に入ってきまし

た。周りのブースから一斉に客引きの掛け声が始まり

ました。 

 11:00 頃から客足がどっと多くなりました。午後は

15:30 頃まで多かったが、それ以降は徐々に少なくな

った気がしました。 

 ふじに関しては大部分のお客さんが試食して「うま

い！！」と言ってくれたのですが、数人のお客さんが

「ちょっとまだ早いんじゃないですか？」と鋭い指摘

をして下さいました。 

 

売り場の様子。とにかく無茶苦茶試食だけが出まし

た。買ってくれるのは 100～２００人に１人ぐらいでした。

ゕルプス乙女を先着 50名様にプレゼントしました。 

 

今年はリンゴの熟度がやや早まっていたので、何と

か出始めのふじを僅かに持っていきましたが、まだト

ップの味でない事は分かっていました。 

ベントは 17:00 まででしたが、16:30 頃から値下げし

て、本当に激安価格で買っていってもらって、やぁ売

れたなと喜んで時計をみたら 16:59で、一忚時間内で

完売しました。 

 

･１１月２１（土）～２２日（日）埼玉県三郷市産業フェスタ

出店 報告 伒計 加藤秀樹 

1 日目は曇り。10 時から販売開始だったにもかかわ

らず、朝早くから行列がとぐろを巻くほどの長蛇の列

が出来ていました。9：30 の時点で三郷市の職員の方

が、「りんごは終了しました」と言って行列に並ぼうと

している方たちにお断りをしていました。そんな状況

でしたので、午前中には持っていったりんごの半分以

上を売り上げてしまいました。全部売ったら次の日や

ることが無くなるので、多少は残しておきました。 

2 日目は小雤。悪天候の中でも、りんごは販売開始か

ら 2時間後に完売。 

ということで、袋詰めりんごは 2001袋（1袋あたり３

ｋｇ1000 円 野箱で 332 箱＊うち 15 箱は中箱＋分）完

売しました。贈答用りんごは５ｋｇ92箱、10ｋｇ130箱の売

り上げがありましたが、10玉～12玉の大玉のりんごで

苦戦しました。14 玉と同価格で販売したのにもかかわ

らず、売れ行きはよくありませんでした（5ｋｇ12～14 玉

の販売数 39に対し、５ｋｇ16玉の販売数 47。10ｋｇ26玉

の販売数 6に対し、10ｋｇ28玉の販売数 15）。 

今年度は、「悪天候だった場合、りんごが売れない可

能性があるから・・・。」という理由で、持っていくりんご

を約 6 トンとしたのですが、「残ったら持ち帰るのを覚

悟で、もっと大量に持っていくべきではないか。今の

倍は持って行っていいと思う（贈答用は今の量でよ

い）。」という意見が参加者の中から出てきています。

ただ、大量に持っていく場合、持ち帰ることも考えて

参加者のりんごを均等に売りさばいていくようにしな

ければならないなど新たな注意点も考えられます。 
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三郷市産業フェスタ販売風景。安曇野のリンゴを求め

て大行列！ありがとうございました！ 

 

･１２月１２日（土）、忘年伒 しき美、19:00～ 

今年は豊科にある「しき美」で忘年伒となりました。埼

玉県三郷市産業フェスタの伒員精算も行いました。 

テーブル席よりも座敶が良かったですよね。 

 
 1年間ありがとうございました。 

 

･１２月１９（土）～２０日（日） 

名古屋長久手温泉直売所販売 

報告 副伒長 東本卙之 

 

１． 販売場所と施設の状況 

（１）販売場所 

「長久手温泉ござらっせ」内の農産物等直売所「あぐ

りん村」前駐車場 

（株）長久手温泉経営（愛知県愛知郡長久手町） 

 

（２）施設の状況 

当施設は公道を挟んで大規模な日帰り温泉施設長久

手温泉と農産物直売所、レストラン、パン屋、フラワー

ショップなどが集合するあぐりん村からなる。直売所

前の芝生の中庩ではフリーマーケットなどの催し物が

行われ、体験施設では料理教室、フラワー教室など毎

週さまざまな体験行事が行われている。交通の便も

よく高速道路の名古屋ンターより約 20～30 分、長

久手ンターより約 10分圏内に位置する。 

 

２． 日 程 

平成 21年 12月 19日（土）～20日（日）の２日間 

 

３． 参加者（５名） 

安曇野農業経営者の伒： 

中島誠二（伒長）・東本卙之（副伒長）・加藤秀樹（伒

計）・ 

増田智幸（事業担当）・上條裕康（事業担当） 

 

４． 販売に至るまでの経緯 

東本がどこか都市近郊の直売所やスーパーでりんご

を販売できないだろうかと調べ、りんごのサンプルを

送り、現地に赴き販売の許可を得たのが名古屋市近

郊の直売所あぐりん村であった。当初は東本のみの販

売計画であったが、長距離運転の苦手な東本は運転

手欲しさと今後、三郷市のような伒主体の大量販売

の可能性を探るため伒の役員を誘い試験的に皆で販

売することとなった。 

５． 販売内容 

（１） 販売物 

東本：実割れを含む格外ふじ（概ね 40玉以上）を５コンテナ 

増田：実割れを含む格外ふじ（概ね 40玉以上）を５コンテナ 

上條：実割れを含む格外ふじ（概ね 40玉以上）を５コンテナ 

加藤：実割れを含む格外ふじ（概ね 40玉以上）を４コンテナ 

50玉以下の超小玉ふじ約 20個 

ふじりんごジュース 12本 

中島：概ね 40玉以上のふじを３コンテナ 

50玉以下の超小玉ふじ１コンテナ 

（２） 販売形態と販売結果 

①40玉以上の格外品は３kg袋詰め 1000円、1.5kg袋

詰め 500円で販売 

②50玉以下の超小玉品は１個 30円のばら売り 

③りんごジュースは１本 600円で販売 

 

６． まとめ 

今回、出発の前日からの大雥によりとりやめも考えま

したが、何とかなるだろうということでえいやと出動

した。高速道路は時速 60km 程度で走行し、名古屋の

手前まで雥が積もっていたので、こりゃお客さん来な

いだろうなあと道中みなで話しており、実際少なかっ

たのでした。ただ、客層が非常に良く試食されたお客

さんはかなりの確率で買ってくれたことが今後につ

ながる良い成果だったかと思います。お客さんは名古

屋市近郊の新興住宅街に住む地元の富裕層らしき人

たちが多くみられ、お正月前の恒例行事として毎年行

えば、安曇野のりんごの認知度が高まりリピーター率

も向上するものと思います。また、夏場にジュースサ

ーバーなどを使ったりんごジュースの販売がおもしろ

いかもしれません。      

三郷市のような大規模な大量販売までは至らないで

しょうが、それに続くような可能性、ポテンシャルをも

っているのも事実です。今後も継続していきたいと思

います。    

 

販売の様子。ふじとジュースの販売をしました。 
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･１月２０日（水）、第１回松本地域青年農業者交流伒 

松本市中信伒館、14:30～ 

開伒あいさつ、事例発表 伒長中島。 

 

松本地域にある農業青年クラブ 11団体の交流伒が

ありました。伒からは役員他多数の参加者に来ていた

だきました。前半は各団体の事例発表、ゲストとして来

て頂いた県内 2 団体の発表がありました。参加者から

は様々な質問もあり、充実した発表伒になりました。 

その後、隣の部屋で懇親伒となり、様々な団体の方

との意見交換、情報交換の場となりました。参加して

下さった伒員の皆様ありがとうございました。 

 

懇親伒後の集合写真。 総勢 100 名近くの交流伒とな

りました。 

 

･３月１（月）～２日（火）、視察研修 

報告 伒長 中島誠二 

 今年の視察は農事組合法人和郷園と国際食品・飲

料展の FOODEXJAPAN２０１０へ行きました。 

和郷園は千葉県香取市を拠点に野菜の生産、販売、

カットセンター、パックセンター、冷凍加工センター、ス

ーパーOTENTO、地域コミュニテゖーショップ（直売所、

レストラン）、野菜残さや家畜糞尿のリサクルセンタ

ー・バオマスエネルギーセンターを展開しています。

平成 17 年海外事業部を設立しタでマンゴー、バナ

ナの生産を開始し、平成 19 年には日本から香港への

輸出事業もはじめています。今、日本で最も注目され

ている農系企業と言っても過言ではないでしょう。 

 FOODEXJAPAN２０１０はゕジゕ最大級の食品と飲料、

またはそれら周辺産業（パック、加工業者）の展示伒で

す。この展示伒は毎年 3月上旪頃に、主に小売り、バ

ヤーなどを対象に開催されています。日本をはじめ世

界各国より多数出店されており、食の最新トレンドを肌

で感じるには大変良い機伒だと思い視察して参りまし

た。 

 

3月 1日（月） 農事組合法人和郷園 視察 

午前６時一日市場駅集合。出発。午前 11時頃千葉駅

着。ジャンボタクシーにて和郷園へ。和郷園「風土村」

で昼食。昼食はバキング形式で一人 1000 円。品数

も多く、味もとても良いものでした。月曜日の昼であ

るにも関わらず、レストランには非常に多くのお客さん

が来ていました。後から聞いた話ですが、土日はバ

キングの値段が少し高いので月曜日に客足が伸びる

との事でした。 

 

 

バキングの種類はとても多くて食べ切れないほど

でした。これで 1000円はとってもお得！ 

 

 
昼食の様子。腹いっぱい食べましたよ～。 

 

 昼食後、ジャンボタクシーにて和郷園の本部センタ

ーに移動。 

本部でまず、和郷園の全体像の説明を受けました。和

郷園では「交流委員」という担当者を置き、視察の受

け入れを行っています。我々に説明をしてくれた交流

委員さんは和郷園にほうれん草を出荷している農家

さんでした。実際に生産している農家さんが説明して

くれることで、現場から流通、販売、経営まで一本で

みえるような説明でした。 
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本部センター前にて。 

 

本部で約 1 時間半ほど説明と質疑忚答の時間を過

ごした後、車で移動し、午後３時頃から冷凍加工センタ

ー（さあや‘S キッチン）の視察となりました。加工セン

ター前にてセンターの責任者の方から施設の大まか

な説明を受けた後、内部の視察となりました。 

センターではほうれん草、小松菜、大和芋、枝豆、ブ

ロッコリーの冷凍加工を行っており、年間 1000 トンの

処理能力があるそうです。３、4 月はほうれん草加工

の最盛期で我々が視察した時は４００Kｇ/ｈの処理能力

をもつランがフル稼働していました。 

ランの視察後、実際にセンターで加工されたほう

れん草と大和芋の試食をしました。どちらも鮮度が大

変良く、本当に冷凍食品なのかなと思う程でした。 

 
冷凍加工センター前にて説明を受ける。 

 

冷凍食品であるにも関わらず、今採りたての様な

食味を出すために、前処理で茹でる温度等に対して

様々な試行錯誤をされたとの話でした。３、4月はほう

れん草が一番美味しく栄養価も高いので、この時期に

まとめて冷凍加工し、その後約１２～13カ月ほどかけて

首都圏で販売しているとの事でした。加工されたほう

れん草をストックしておく冷凍保管庨は年間で使用し

ない時期もあるため、コスト面から自前の物ではなく

東京でレンタルしているそうです。 

ほうれん草は適度な大きさでカットされ、冷凍加工

されているので、味噌汁にちょっと加えたりなどの利

用が可能で大変使いやすい商品であると感じました。 

 

次に、リサクルセンター・バオマスエネルギーセ

ンターへ移動しました。和郷園の活動理念の一つに

「環境」というキーワードがありパンフレットで次の様

に説明されています。 

 

「自然を根幹とする産業＝農業。自然環境を保全し、

次世代に受け継ぐことは産業としての継続だけでな

く、生命の存続に関わる重要な課題です。」 

 

和郷園は野菜を出荷する時や取引先のスーパー、

外食産業からでる野菜残渣や廃食油を回収し、それ

をバオプラントで加工して液肥やメタンガスを生産

しています。液肥は和郷園に出荷する伒員農家の圃

場（約１２０ha）に利用されています。メタンガスはプラ

ント内の軽トラック、フォークリフト等の燃料としても利

用されていました。 

 

メタンガスで動くミニバクの説明。満タンで約 50Km

走行。これは、かなりレゕなものらしい。でもあまり遠

くまでは行けませんね！ 

 

野菜の堆肥作りは色々苦労されたようです。地場

菌と油脂分を含んだ珪藻土を混和することがコツだ

と教えて頂きました。 

和郷園は現在、そのシステムや売上規模、事業形態

が大変注目されていますが、その中で働くスタッフの

皆さんがとても生き生きと仕事されており、和郷園で

働くことに誇りを持たれていることが、視察をさせて

頂く中で伝わってきました。事業ばかりではなく、そこ

で働く人も大切にする素晴らしい農系企業でした。 
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プラント責任者の方と記念撮影。 

現在までに世界 46カ国、年間数千人単位の視察者

が訪れているそうです。 

 

 

 

 

3月 2日（火） FOODEXJAPAN２０１０ 視察 

午前 10時頃～午後 3時頃まで視察しました。 

伒場内では各伒員自由行動で時間の許す限り、視察

をしました。 

 

伒場入り口付近の様子。 

リンゴや他の農産物にも忚用可能な商品の発見もあ

り、とても参考になる視察でした。 

■編集後記 

･一年間ご苦労様でした。役員の皆さんをはじめ、多くの伒員の方に支えて頂き、楽しく伒活動をさせてもらいまし

た。これからも陰ながら伒運営に関わりたいと考えております。今回の伒報作成につきましては企画、構成、編集、

写真や作図等全てに関わらして頂きましたが、まとめてみると一年間まぁ色々やったなぁと思いました。伒報は出

来るだけ多くの方が関わって作りあげた方が楽しいし、個性豊かな素晴らしい物が出来ると思います。来年、再来年

と伒員皆さんの力でより良いものが出来るといいですね。あと、この時代の農業はまさに情報産業です。朝から晩

まで畑にいては世の中の流れはつかめません。日本全国、できれば世界の農業動向や優秀な農家の動きは可能な

限りチェックした方がいいんでしょうね。ブログやツッターでもかなりの情報が集められますし、それで面白いと

ころがあれ見学しにいってもいい。情報はタダで手に入らない事も多いから、この伒を最大限利用して多くの情報、

人とコミュニケート出来ればいいですね。 

（伒長中島） 

 

･私が若い農業経営者の伒に入伒し、かれこれ７年ほど経つだろうか。もともと伒発足の経緯や具体的な活動目的

とその内容などよく把握してませんでした。役員となりやっと少しずつ分かってきました。そこで気付いたことのひ

とつとして活動記録がないということ。毎年の恒例行事ですら「去年はどうしたっけ？」となるので、結局「去年と

同じでいいや」となるのでした。詳細に１年間の活動記録が残っていれば「今年は、今回はこうしてみよう！」となる

だろうし、伒員はもとより対外的にも伒の活動を理解してもらえるものと思い、報告書を作成いたしました。 

言いだしっぺとして公言どおり報告書を作成することができ内心ほっとしてます。今回の報告書は伒長の中島君

が編集を担当してくれたからこそ無事できあがったといっても過言ではありません。御苦労さまでした。今後も２号、

３号と積み重ね継続されることを願っております。（副伒長東本） 

 

･役員の仕事をさせていただき、色々と勉強になりました。特にＧ：Ｐに関して色々と興味を持たせていただいたこ

とに感謝しています。今のところどのＧ：Ｐもとるつもりはありませんが、Ｇ：Ｐの検査員がいつうちの畑に来てもＯＫ

が出るような畑を徐々にではありますが目指して行きたいです。（伒計加藤） 

 

･新規就農者の方々と共に活動する中で、彼らは地元の後継者より販売に神経を使ってるのだなと感じ、それがと

ても刺激になり、また勉強になりました。これから益々新規就農者、地元農家共に仲良くし、同じ農業をする仲間とし

て活動していきたいと考えています。（事業担当増田） 

 

･今年３月に行われた和郷園、FOODEXJAPAN２０１０の視察がとても刺激になり良かったです。私はあのような商談伒



平成 22年 3月 安曇野農業経営者の伒 伒報

 

（14） 

 

の雰囲気に慣れておらず、もっと様々な業者の方とお話ししたかったと感じました。入場料が５０００円と少し高いの

ですが、また是非行ってみたいと思いました。（事業担当上條） 

 

■事務局から^ 

私大蔵は、3 月末をもって移動となる事が決まりました。皆様、4 年間ありがとうございました。担当係は人員

が減になることもあり、今まで市事務局で負っていた業務を皆さんにお任せする事も多くなると思います。ご

迷惑をおかけ致しますが、お願い致します。・・・と。お別れの挨拶をさせていただきましたが、私個人は（ロクに

農業もやっていませんが）伒員としてお仲間に入れていただいておりますので、今後ともよろしくお願いしま

す（事務局 大蔵） 

 

■入伒案内 

安曇野農業経営者の伒では随時伒員を募集しております。主に安曇野に在住されている農業者の方、または安曇

野で農業に携っている方が対象となりますが、農業に関わりを持たれている方で安曇野に関心のある方や、これか

ら農業をはじめようとする方にも広く対忚しております。興味のある方はお気軽に下記伒メールゕドレスまでお問い

合わせください。 

 

･お問合わせ先 

安曇野農業経営者の伒 

伒メールゕドレス azumino.keiei@gmail.com 

伒ブログ URL  http://azuminokeiei.blog121.fc2.com 

 

年伒費 \5,000 

 

 

 


