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特集論文（『社会分析』37 号, 2010, 61～77 頁） 

農山村における特産品加工グループの活動をめぐって 

－広島県三次市の事例から－ 

塚本 直巳 

1. はじめに－問題の所在－

農山村における各自治体では、「地域の活性化」や「まちづくり」を目的として、

農作業体験、農家民宿、産直活動などにより都市と農村の交流を促進する「グリ

ーン･ツーリズム」の取り組みが展開されている。それらは、過疎化や高齢化の進

展により解体が進む農村問題の解決に有効な政策の展望が開けない厳しい現状を、

都市からの観光客（交流者）の入込拡大により打開し、地域経済の活性化や、UI

ターン者の定住による人口増加に寄与する切り札として期待され、積極的に展開

されている。

しかし、徳野（2008）が指摘するように、一部の優良事例などがクローズアッ

プされるだけで実態と効果の客観的分析にかけ、その目的が「経済事業」｢担い手

対策｣なのか、あるいは「地域活動」なのかの政策的区分がないまま、漫然と何と

なく進められてきた結果、都市からの交流者を「お客様」として扱い、過剰なサ

ービスを提供する一方、地域住民は半ばボランティア的な活動を強いられるなど

（山本・塚本, 2005）、中心的な役割を担う人々が「疲弊」し、地域の持つ課題の

解決とはかけ離れた状況も見受けられる。

そして、都市農山村交流事業が取り組まれる以前から、地域の活性化やまちづ

くりの名目のもとに多くの地域で取り組まれているのが、特産品（とりわけ、地

域で生産された農産物の加工による農産加工品）づくりである。

特産品づくりは、農産物の付加価値化による農家所得の向上だけでなく、参画

する農村女性の地位向上、社会参加の機会拡大をもたらし、ひいては直売所等に
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おける生産者と消費者の交流による地域の活性化にまで波及するという高い評価

を得ている。 

しかし、実際の取り組みに目を向けてみると、農家所得の拡大、農業後継者の

確保、地域経済への波及効果が見られるのは限られたケースである。多くのグル

ープは小規模かつ零細な規模で運営され、採算にあう生産活動は行われておらず、

特産品づくりの中心を担ってきた女性グループも高齢化や後継者問題に直面し、

活動の継承が危惧されており、その現状は、政策的な目的ともたらされた結果に

おいて、前述した都市農山村交流事業と酷似している。 

私は、自治体の農政担当として特産品振興を 4 年担当している。特産品の振興

により農家の所得が向上し、ひいては地域農業の活性化が図られることをその政

策目標に位置づけ、特産品加工に必要な施設整備、新たな加工品開発への支援や

様々なイベント会場における特産品の PR 等を行っているが、日々の特産品グル

ープのとの関わりの中で、長年取り組まれてきた特産品づくりによって、期待す

るほどの地域づくりや経済的効果に貢献がなされているか、また取り組みの主体

であるグループのメンバーも、「売り上げ」や「儲け」、「活動の継承」といった企

業的運営を目指しているのか、といった基本的姿勢についていささかの疑問を抱

くようになった。 

本稿では、小規模で零細な規模で、かつ構成員の高齢化や後継者不足により活

動の継続が困難な状況に直面しつつも、それでもなお長年取り組まれてきた特産

品づくりについて、そのグループ活動に着目し広島県三次市で活動する特産品グ

ループを対象としたアンケート調査、及びグループの聞き取り調査に基づき報告

し、地域における特産品づくりの捉え方について考察する。 

 

2. 「特産品」の概況 

「特産」「名産」「名物」と言われるものは、各地域に数限りなく存在し、その

歴史は江戸時代に各藩から幕府への上納品があったように、古くからその地域を

代表するものとして認識されてきた。現在一般的に言われる「特産品」とは、あ

る特定の国や地域でのみ生産、または収穫される物品のことで、その地域を代表

し、その土地の気候風土を生かした物品、とりわけ農産物や海産物を原料とした

加工食品や、地元産木材を活用したなどを工芸品などが想像される。  
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しかし、必ずしもその地域内で原料の生産から加工まで全ての生産までの工程

が完結しているとは限らず、その対象の範囲も抽象的である一方で、具体的なも

のを思い浮かべると容易に想像できる「特産品」を内藤（2007）は、次の 5 つに

分類している。 

 
表 1 特産品の分類 

① 加工していない農産物 穀類 蔬菜 果実 

② 農産物加工品 菓子 漬物 

③ 水産品 鮮魚（例：「関サバ」） 

④ 水産加工品 干物乾物 佃煮 

⑤ その他 林産物 民芸品など 

（内藤, 2007 より作成） 

 
農産物の価格低迷が続く中、農産物の加工により農家所得の向上や雇用の確保

等地域経済への波及効果が期待され、各地で特産品の生産が取り組まれている。 

 例えば、餅加工の例では、もち米 30kg7,000 円（もち米 233 円/kg）程度のもの

が、加工することにより 35kg35,100 円（餅 1,000 円/kg）と試算できる。食品衛生

法上の施設許可が必要なく、加工機器も特殊なものはないため、従来から農家で

有する技術を用いて、多くのグループで生産されている。 

古くから取り組まれているこの特産品づくりが注目されたのは、1980 年、当時

の大分県知事である平松守彦氏により提唱され、各市町村がそれぞれひとつの特

産品を育て地域の活性化を図る「一村一品運動」がきっかけとなり、地域活性化

としての特産品生産が各地域で取り組まれることとなった。 

以降、各地域で設置された農産物直売施設や「道の駅」、都市に出展したアンテ

ナショップ、また都市農山村交流イベントの開催などにより、特産品の生産は地

域振興の重要な役割を期待されることとなる。 

平成 5年から始まった国の第 11次道路整備五カ年計画の中で具体的施策として

位置付けられた「道の駅」は、道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地

域の方々のための「情報発信機能」、そして「道の駅」をきっかけに町と町とが手

を結び活力ある地域づくりを共に行うための「地域の連携機能」、の 3 つの機能を
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併せ持つ休憩施設として位置づけられ、各地域において「道の駅」は地域活性化

や都市農山村交流の推進が期待され、その目的を果たすために多彩な施設整備が

行われている。 

2009 年 5 月現在、全国に 900 駅が設置されている道の駅の多くには農林水産物

直売施設が併設されており（中国地方 79 駅のうち、特産販売所設置 78 駅）、特産

品を販売するチャンネルとして機能しているだけでなく、道の駅が整備されたこ

とをきっかけに、特産品の生産活動を始めるグループも見受けられる。 

 また、各自治体の設置する「アンテナショップ」は主に都市部における特産品

の販売チャンネルとして設置され、広島県でも東京都新宿駅前に「広島夢テラス」

を開設しているほか、広島市中心部の本通り商店街に広島県市町村振興協会の委

託を受けた広島県商工会連合会が平成 11 年に「ひろしま夢ぷらざ」をオープンし、

広島県内の特産品が一堂に介し販売されている。（表 1 表 2） 

これら各地域の道の駅や農産物直売施設、都市部に出展しているアンテナショ

ップは、これまで農村におけて「当たり前」であったものを一箇所に集め、消費

者の前に提示することで、地域資源としての再評価に繋がり、その功績は大きい。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１　ひろしま夢プラザ入場者数と売上の推移
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このような世相を背景に、全国各地で農村女性による農産物を加工した食品加

工とその流通・販売を中心とした起業は活発になり（表 3）、1997 年から 2006 ま

での 10年間の企業数は 2倍に増加した。その結果、数多くの地域特産品が生まれ、

農業振興や地域活性化に大きな期待が寄せられることとなった。  

しかし、食料自給率の向上や、食への安心安全に対する消費者の関心が集まり、

地元産農産物を原料とする各地域の特産品を求めるニーズは今後も高まることが

予想される現在においても、企業的な特産品製造販売により地域に大きな経済

的効果もたらしているケースは限定的である。特産品の製造を行う経営体の多

くは個人経営で、売上金額も 300 万円未満の経営体が 6 割を占めている。（表 4）

特産品の生産現場に目を向けてみれば、小規模で零細なグループによって担われ

ているのが現状で、グループ運営の厳しい現状が浮き彫りとなっており、「地域活

性化」や「まちづくり」に果たす期待と現実は大きくかけ離れていると言うこと

ができる。 
 

 

  

 

 

 

 

 

表３　農村女性の起業活動内容

企業活動内容 割合
食品加工 75.0
販売・流通生産 43.9
農業生産 16.4
都市との交流 11.0
食品以外の加工・サービス業等 4.8
資料：農林水産省「農村女性による企業活動実態調査」（2007年11月)

（単位：％）

表２　商品数
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このように世間で注目される反面、継続的な運営に厳しい現状が続いているに

もかかわらず、なお特産品加工グループの活動が継続され、さらに新しいグルー

プまでも設立され、活発に特産品生産が行われている要因について、広島県三次

市における特産品加工グループへ行った調査に基づき、検討を行う。 

 
3. 特産品加工グループの現状～広島県三次市を事例に～ 

 
3.1 調査地域の概要 

 当報告のフィールドである広島県三次市は、広島県の北部、島根県との県境に

あり、中国地方のほぼ中央に位置する。陰陽を結ぶ出雲街道の中継点として栄え、

県都である広島市からは高速道路・鉄道で結ばれ、ほぼ 1 時間半で行き来できる。 

 人口は 58,863 人（住民基本台帳平成 21 年 5 月）で、高齢者比率は 30.3％（同

4 月）となっている。 

市内には工業団地が造成され、自動車

関連を中心とした企業が立地しており、

工業出荷額 1,310 億円（2005 年工業統計）、

商品販売額 1,190 億円（2004 年商業統計）

に比べ、農業生産額は 112 億円（2004 年

広島県農林統計年報）となっているが、

経営規模の大小を問わず多くの世帯が農

業を営んでいる（4,572/23,951 世帯）産

業構造や、市域の大部分を農地・山林が占める土地利用の観点（6,110/77,819ha）

から、農業を地域の基幹産業と位置づけ、平成 16 年 4 月の 1 市 4 町 3 村による市

表４　農村女性の企業活動数の推移
（単位：件)

個人経営
グループ

経営
合計

売上金額300万円
未満の割合（％）

1997年度 678 3,362 4,040 63.6
2000年度 1,683 5,141 6,824 64.3
2003年度 2,551 5,635 8,186 61.4
2006年度 3,559 5,845 9,404 59.3
資料：農林水産省「農村女性による企業活動実態調査」（2007年11月)
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町村合併以前より、各地域で積極的な農業振興と地域活性化政策が展開されてき

た。 

 

3.2 特産品グループアンケート調査報告 

  

 

 

 

 

 

 
（１）構成人数と生産品目 

 
（１）構成人数と生産品目 

10 人未満で構成されるグループが全体の 77.3%となっている。当地域において

も全国的な傾向と同様に、特産品の生産が少人数によるグループ経営によって行

われている。 

また、生産品目は、各農家で生産された農産物を原料とし、それぞれの家庭で

生産のノウハウを有する餅・味噌・漬物・惣菜に取り組むグループが多い一方、

ジャム、ピーナッツ、アイスクリームなど、とりわけその地域で限定的にしか生

産されない農畜産物を活用し、製造に特殊な技術や施設を伴う特徴的な特産品も

見受けられた。 

（２）販売先 

生産された特産品の販売先については、合併前より各地域には道の駅などの観

光交流施設が整備してあり、全ての団体が地域内にある施設に販売している。ま

た、JA 三次が広島市内に設置しているアンテナショップ「きん菜館」や、前述し

たひろしま夢プラザへの出荷も行われている。 

 一方で、市内の一般スーパーなどに特産品を販売しているグループは少ない。

量販品と違い、特産品は量販品に比べ値段が高いため、日常的な食品ではなく、

主におみやげ品等として活用されているのではないか。 

【調査概要】 

ア 調査対象 三次市で生産活動を行う特産品加工グループ 

４４団体 

 イ 調査期間 平成１８年７月～８月 

 ウ 調査方法 送付・回収共に郵送による。 

 エ 回答数  ３１団体（回収率 ７０．５％） 

   ※内、「活動休止中」と回答が４団体あり、アンケート集計には含め

ていない。 
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 毎日訪れる観光客以上に、365 日そこで暮らす住民の購買金額は、おみやげ品

をはるかに上回るはずである。「地産地消」の観点からも、毎日の食卓にのぼる食

品として特産品の活用頻度が増せば、現在よりもはるかに売上への貢献が期待で

きる。「交流者」のもたらす効果が限定的であることと、特産品の地域内消費が課

題として明らかになった。 

（３）生産活動・販売状況 

「週 1 日程度」「必要なときだけ」と回答したグループが 55%であり、週 3 日

以上生産活動を行っているグループは 45%に留まっている。販売先の拡大も現状

で満足しているグループが多く（62%）、販路の拡大志向あまり強くはない。生産

量についても 57%が今の状況を適当としており活動実態については現状維持で満

足されているが、金額的な売上については「満足」と答えたのは 36％に留まって

いる。 

新商品の開発と、特産品の PR による新たな販路につながるイベント出展の意

向については、「新商品を開発したい」が 84%、「イベントに出展したい」が 80%

と、いずれの項目にも意欲的な姿勢が現れている。しかし、市町村合併以降、行

政の直接的な支援が手薄になり、「人的・金銭的に許せば」という条件のクリアが

難しい現状がある。特に、イベントへの出展は生産者が自ら消費者に特産品の PR

を行い、販路の拡大や消費者の反応を耳にすることができるだけでなく、生産者

と消費者との交流の中で、「ふれあい」を構築できる特産品振興の際の重要な取り

組みといえる。しかしながら、グループの高齢化が進む中で、遠方への出展は体

力的にも難しくなり、また年代的に運転免許を持たない人も多く、今後は新規商

品の開発やイベント出展が困難な状況も生じると思われる。 

（４）活動の将来性 

活動の継続性に不安を感じているグループは 64%を超え、後継者問題に直面し

ているグループも 58%となっている。グループ構成員の高齢化は明らかであり、

生産の拡大や活動の継承を図ろうとするなら、開かれたグループ運営と採算に合

うグループ経営を行い、新たに活動に参画する後継者を迎え入れることが求めら

れる。 

（５）特産品に取り組むことへの意義や効果 

特産品の生産活動により「生きがい」を感じているグループは 92%で、また地
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域の活性化に貢献すると考えているグループも 88%となっている。 

 特産品製造による収入は、期待されるほど経済効果をもたらすには至っていな

い。しかしながら、それでもなお活動を継続してきた理由には、生きがいの拡大

や地域活性化への貢献など、可視化できない効果のほうが、特産品に取り組む意

義としてははるかに大きいのではないか。 

 
3.3 事例報告 

 以上のアンケート集計を踏まえ、三次市内で新たに生産活動を開始した特産品

加工グループ「日南
ひ な

加工グループ」の事例をインタビュー調査に基づき報告し、

その活動実態をより詳細に明らかにする。 

 
【地域の概要】 

三次市君田町（旧双三郡君田村）は、三次市の北部に位置し、庄原市と接する

人口約 2,000 人の地域である。地域内に温泉宿泊施設を有する道の駅「ふぉれす

と君田」が平成 9 年 10 月にオープンし、年間 20 万人が訪れる県内屈指の人気観

光施設となっている。 

君田町ではこの施設を拠点に「ひまわり畑」「神之瀬峡県立自然公園」等を活用

した都市農山村交流イベントを積極的に開催している。また、施設内には農産物

直売市「おはよう市」が併設され、君田町の会員農家 230 名が農産物や加工品を

出荷している。 

2009 年 6 月まで道の駅支配人を勤めた古川（2005）によれば、「売上額は年間

約 6,000 万円で、平均すると農家収入は 30 万円で多額とは言えないが、出荷者の

多くは、収入を得ることの喜び以上に、暮らしの楽しみ、生きがい、喜んでくれ

る消費者を想い、生き生き人生の場として生産、出荷販売に取り組んでいる。」と

道の駅と農産物直売市の存立意義を評価している。 

 

【グループの概要】  

日南加工グループは、平成 19 年 10 月設立された三次市内では比較的新しい加

工グループである。設立の発端は、中山間地域直接支払制度による交付金の有効

活用策について集落内で検討を進める際、「女性陣は何か取り組みたいことはない
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か」との問いかけに対し、「これまで各戸で漬けている漬物を、これからは加工所

を整備してみんなで漬物を作って出荷したいよね」の一声に賛同し、グループを

結成することとなった。代表(71)は「男性の賛同と協力がなかったら、設立する

ことはできなかった」と振り返る。  

 グループの設立にあたっては、三次市から補助金の採択を受け、集落内にあっ

た農機具庫の一部を農産物加工施設に改装し、漬物と餅加工に取り組むとともに、

地域の身近な休憩所としても活用されている。 

（１）構成人数と生産品目 

グループの構成人数は 7 名だが、中心的に加工に取り組むのは 4 名となってい

る。最高齢は 81 歳、最年少は 58 歳で、平均年齢は 71 歳となる。 

 生産品目は、年間を通じて各農家で生産された野菜（白菜 大根 広島菜）を

主原料とした漬物（古漬）と、冬場には餅の加工を行っている。  

将来的にはあん餅の加工も視野に入れるが、施設許可が必要なため、現在のと

ころは新たな品目の加工予定はない。 

（２）販売先 

 商品のほとんどを道の駅に出荷し、時折、広島市内の JA アンテナショップへ

も出荷されている。最近では、集落内での認知度も上がり、わずかではあるが近

所の商店への卸売も始められている。 

（３）生産活動・販売状況 

現在の活動は、漬物用野菜の収穫と漬け込み作業、及び商品の発注があったと

きのみとなり、定期的な生産活動は行われていない。  

生産や売上の状況について、「皆さんそれぞれ家事や農業があるので、生産日数

も販売先、販売量も今が適当。もちろん、多少は販売先も拡大したいし、売上も

儲かればそれに越したことはないけど、あまり忙しくなりすぎると、ほかの事が

おろそかになって、結果的にむしろ続かなくなると思う。」と現状を評価する。 

 グループを設立して 2 年目となるが、総売上は 100 万円には到底届かない。売

上を考慮し、作業に伴う時給は 300 円／時間と設定した。グループ員にとって加

工事業は（金銭的な）副業にも到達しない程度だが、それでも「修学旅行に行く

孫にお小遣いを渡してあげたら、孫に「漬物で儲かったん？」と言われ、嬉しか

った。」と話されるほど、わずかな現金収入でも励みになっている。 
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 新規商品の開発については、「あと一歩何かができれば」と思慮されているが、

具体的な方策についての案は今のところない。 

 また、イベント出展については、「お客さんとのいろいろな話ができるのがおも

しろい。自分たちの商品が受け入れられるか心配ではあるが、よそのグループの

商品を見ることも勉強になる。機会があれば行ってみたい。」と、その効果を実感

され、積極的に取り組む意向を持っている。 

（４）活動の将来性 

 グループ運営や将来性については、グループの運営が発足したばかりというこ

ともあり、「不安は多少ある。何がというよりもまずは活動が続けていけるように

することで一生懸命。」また、気を使っていることは「食品表示や農薬の問題など

には、特に気を使っている。よその商品に髪の毛が入っていたとの情報が入って

くると、わが事のように心配でならない。」と、昨今の食品をめぐる厳しい状況を

実感されている。 

 一方で、後継者については、「嫁に勤めをやめたら手伝ってねと常日頃から話し

ている。たぶん、その気になってくれていると思う」と期待する。「自分たちが野

菜を作れなくなっても、町内にはあちこちで野菜を作っているので、仕入れてで

も続けていきたい」と、集落内に留まらない活動も視野に入れている。 

（５）特産品に取り組むことへの意義や効果 

 加工グループで活動するようになって一番変わったことは、「月 1 回集金常会で

会うだけだった皆さんと、今は度々会えるようになった。加工作業がなくてもこ

こへ来て、いろんな話で 1 日過ごすことができるのが嬉しい。」と、コミュニケー

ション頻度が拡大したことを一番の成果として喜ばれている。加工所へは作業が

なくても、メンバーが集まるサロン的な施設としても活用されている。 

また、これまで各戸で行っていた漬物の加工・出荷を組織化することによる変

化は、「集落の中で活動が認知されるようになった。集落で行っている「ひまわり

祭」も、これまでは若い人たちが中心になって行われていて、今までは隅っこの

ほうで見ていた。今年はグループとしてテントを出して漬物を売った。たくさん

売れたし、堂々とイベントに加わったような気がした」と、イベントへの出展を

通じて地域活動への参画を実感された様子が窺える。 
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3.4 アンケートのまとめとして 

 各グループの活動状況の基礎データを収集するアンケート、及びグループへの

ヒアリング調査により、本市におけるグループ活動をめぐる状況について、次の

点が明らかになった。 

まず 1 点目は、地域の特産品が少人数の高齢者により構成され、その経営規模

も零細なグループにより担われていることである。活動の状況、生産の拡大、新

たな商品開発や販売促進活動など、生産活動の全般において、それぞれの自己都

合に合わせる程度を基本として、「無理をしてまで」の生産活動は行われてはいな

い。この点において、明らかに一般の食品加工業とは性格が異なる。 

 また、「食」をめぐる厳しい目が向けられている現在、グループの運営は食品衛

生や食品表示などにおける法令遵守など、新たな課題への対策と同時に後継者の

確保も迫られ、難しい状況を迎えていることである。 

2 点目は、辻（2006）が、特産品の加工を「所得や雇用の場という経済面の活

動が中心に思えるかもしれないが、実は人づくりに比重がおかれていた」と指摘

するように、本市においても特産品加工事業により、グループを通じたコミュニ

ケーションの推進、イベントへの参加、都市部への販売促進活動により、メンバ

ーに出会いや生きがいを提供し、地域づくりへの参画意識がもたらされているこ

とである。 

「売上」や「利益」といった経済的効果で判定すれば、特産品の活動が成立す

る要因は見当たらない。しかし、そのような零細な活動であっても長年にわたり

脈々と継続されている理由は、グループ間のコミュニケーションといった精神的

な効用と、グループ活動を通じた地域への参画意識であろう。特産品づくりは「も

のづくり」を通じた「ひとづくり」「コミュニティづくり」という人間関係資源の

確保という非常に大きな成果をもたらし、地域社会での暮らしの安定化に資する

存在である。 

3 点目は、世間で注目され期待されているほどの経済的波及効果はもたらされ

ていないという点である。紹介事例がそうであったように、山本（2007）は、農

産品加工グループのような農村の女性による起業は赤字が出ない、とする。その

理由を「全員が経営者であるため、経営状況を見て給料を設定できるためである。

事業が軌道に乗るまでは給料をもらわないで頑張ってきた女性企業グループは多
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い。（中略）経営上、人件費負担を自由に調整できるというほど、楽なことはない。」

と、その経営の強みを挙げているが、目的や経営責任が不明確なまま、収益の拡

大や継続的な経営が図られぬままグループの運営が行われていると言い換えるこ

ともできよう。 

 

4. 結語 特産品振興のあり方とは－特産品振興担当者として－ 

この 10 年、農村女性の起業がブームになり、自ら栽培した農産物を加工し、漬

物やみそ、豆腐、もちなどを生産し、地域の農産物直売施設で販売までを一貫し

て行うケース（いわゆる、第 1 次産業 [生産]＋第 2 次産業 [加工]＋第 3 次産業 [販

売]＝第 6 次産業）が数多く見受けられ、農村地域活性化の一環として、グループ

に対する企業化に向けた様々な支援が行われてきた。 

しかし、特産品加工グループと携わっていく中で、企業的な経営を目指し、経

営を発展しくことよりもむしろ、日々の活動を通じたコミュニケーションや地域

づくりへの参画が取り組みに大きく影響していることを感じ、また今回の調査を

通じてより鮮明になった。この両者間のギャップは特産品振興をめぐる行政施策

の変遷と関係しているのではないか。 

農産物加工に取り組む主体の 7 割近くはグループ経営であるが、その母体は生

活改善グループであるケースが多い（大友, 2008）ことからも、そもそも特産品

の生産は生活改善運動に取り組んだ生活改善グループの活動が影響していると言

うことができる。 

この「生活改善運動」とは、戦後、農林漁家の女性の生活を改善向上させるこ

とにより、農村女性の地位向上、農村社会の民主化・近代化に寄与することを目

的とし、「毎日の生活を組み立てている生活技術をよりよく変えることであって、

生活の内側の条件の改善をさすもの」であり、その内容は、「家庭生活に役立つも

のにしましょう」とある（藤枝, 1984: 1-3）。具体的には、都道府県が設置する農

業改良普及所に所属する生活改良普及員の指導により、「正しい栄養知識や自給に

よる食生活改善、健康的な衣類の管理や働きやすい作業衣の改善とその共同縫製、

衛生的で効率的なかまどや台所改善、家計簿記帳による計画的な経済管理、子供

の伝染病予防や救急措置、家事や農業労働の軽減」などが課題として提起され（山

口県農村女性・むらおこし推進室, 2006: 3-9）、共同炊事、共同保育、健康管理、
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高齢者活動など生活に関連するあらゆる分野の見直しと改善の取り組みが行われ

（資料 2）、その実践主体として地域に「生活改善グループ」が組織された。農産

物の加工も生活改善の手法のひとつではあるが、ここで着目したいのは、あくま

でもその目的は、健康的な食生活の実践や、家計のやりくり、さらには財布を握

ることができなかった女性たちが、わずかでも自由にできる金銭の確保であり、

加工事業の起業や地域活性化の視点はまったく想定されてはいなかったことであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（資料２ 昭和 57 年頃に広島県甲山農業改良普及所作成） 

 
しかし、国が「共同農業普及事業の運営に関する指針」の改正を重ねる中で、

生活改善普及事業を主務とする「生活改良普及員」とする職務遂行上区分されて

いた職名も、平成 3 年に「改良普及員」に一本化されたように、本来車の両輪で

あるべき農業生産技術の改良を目的とする農業改良普及事業に生活改善事業が組

み込まれ、生活改善の目的も「生活」「人」に視点置いたものから「モノ」「金」
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にシフトし、農産物加工の位置づけも「農村女性の起業」へと変貌を遂げて行か

ざるを得なかった。 

例えば、「新しい広島型農業改良普及事業にむけて」（広島県農業改良普及セン

ター, 2006: 3-4）によれば、食物・食品加工・農産物活用における普及の観点は、

昭和 22 年時点では「栄養の確保」であったものが、「計画的な食事づくり」「バラ

ンスのとれた食生活」を経て、昭和 49 年には「自家生産物の有効利用」であった

ものが、平成 4 年には「女性起業」が打ち出され、現時点では「農業生産法人経

営の一旦としての農産物加工活動」へと変遷を遂げている。とりわけ、昭和 57

年より始まる「広島ふるさと一品運動」という政策の中で、特産品加工事業が、

地域での活動を継続していた生活改善グループに委ねられることとなった。 

以降、農産物加工の目標を生活改善から農業の活性化へ転換し、生活改善グル

ープは自らの意思と関係なく女性起業グループとして、取り組みがコミュニティ

ビジネスとして位置づけられ、生産性の向上や販路拡大を図るための施設整備・

人材育成・マーケティング支援が行われるだけでなく、地域で活動を継続してい

たグループの取り組みを「地域づくり」の担い手として評価し、政策的な期待を

寄せることとなった。 

しかし、特産品の生産活動が生活改善運動の系譜上にあるものとすれば、『その

（生活改善運動）の本質が「生活の中の課題を明らかにし、それを 1 つ 1 つ改善

していく取り組み」である以上、古くから活動する特産品加工グループはその前

進が生活改善グループであるがゆえに、生産や利益の拡大を目的とした食品加工

業者とは本質的に異なり、（特産品づくりで忙しくなった）生活の改善を進めるた

めに生活改善を行う矛盾に陥りかねない。故に、特産品もそれが次世代に引き継

がれるものではなく、グループの活動と同様完結し、終焉を迎える性格のもので

はないか』と、広島県北で長年にわたり生活改善運動に携わってきた普及員は指

摘する。もちろん、日南加工グループがそうであるように、全てのグループが生

活改善グループを前進とするものではないが、特産品加工に取り組むグループの

共通性は存在するように思える。 

つまり、そもそも加工グループ自体、起業化により「売上」「利益」を上げると

いった経済的な効果や地域活性化への貢献を第一義的な目的として活動している

ではなく、むしろ当初の生活改善運動が目指したグループ内での交流・ふれあい
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による「生きがい」などがその原動力となっている。グループを企業的に運営す

るノウハウもなければ、意思もない。もちろん、販売による収入を歓迎しないは

ずはないが、ここを理解せず、生産者に対する行政も含めた「世の中」の勝手な

期待が生じている。 

地域ではいよいよ後継者問題等に直面し、活動を停止するグループも見受けら

れるようになった。長年気づいてきた「伝統の味」の継承は難しい状況にある。 

しかし、表 4 にもあるとおり、地域には今もって新たな加工グループが発足し

ており、特産品の加工を志す地域の熱意は決して下降傾向にはない。ある特産品

が生み出され、販路の拡大により一定の消費者に認知されつつも、グループの活

動の終焉とともに姿を消す。そして、また新たな加工グループが設立され、新し

い味が生み出されるという一連のサイクルも受け入れていくべきではないか。 

今回の調査を通じて、そもそもグループ経営による特産品加工の取り組みが「企

業的経営」であるのか、またありえるのか、改めて問い直すこととなった。特産

品振興だけでなく、様々な地域活性化政策はその成果指標があいまいなまま長年

にわたって推進されてきた。しかし今後、地方財政が逼迫する中で国と同様、政

策毎に費用対効果を測定し、これまで設定されていた経済的効果・定住人口増加

といった可視化できる成果が現れていない場合には、支援の対象から除外される

ことも危惧される。特産品の振興においても、従来の指標により効果を測定する

なら、その活動が継続されている理由は見当たらない。 

しかし、現在でもかつての生活改善が目指したように、特産品の生産が女性の

生きがいやコミュニケーションなどの「人的資源」に果たす役割は変わっておら

ず、さらに、高齢化の進む農山村においては高齢者の疎外化・孤独化の防止まで

も含めた福祉的役割までも果たしている。となれば、本稿も含め、これまではグ

ループの経営に着目した議論ばかりが行われてきたが、今後はグループに参加す

る 1 人 1 人の生活構造や精神衛生に特産品づくりがどう作用しているかという視

点も必要になる。 

 特産品の振興によって、地域全体を浮揚させる経済的波及効果を目指すのか、

それとも、わずかな収入を伴いながらでも、福祉的機能も含めた人的資源の確立

を図ろうとするのか、これまでの成果と課題を整理のうえ、「農産物の付加価値化

による儲かる農業」だけではない、各グループの活動や所属するグループ員の属
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