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5.生産現場を視点とした雑感

Ⅰ.まえかき

このたび沖縄農業研究会が早くも創立35周年の意義

深い年を迎え,誠に感深いものがある｡殊に,本研究

会の創生期 (昭和40-47年)から本土復帰までの米国

施政下の時代は沖縄農業も著しく立ち遅れ,加えて,

歴史的な本土復帰直後の県民意識の異例な低迷期の影

響を受けて,農業生産も異常な衰退期を迎えた時代で

あった｡

このような,農業を取り巻く時代の急速な変転の中

から,創生期以来,沖縄農業の発展に貢献し,且つ,

今日のような時代的発展の基礎体制が築かれたことは,

高く評価さるべきことだと思う｡

これも偏へに.歴代の会長,役員,事務当局者の並々

ならぬ情熱と,その努力の続投の賜物と感謝の念を深

めるものである｡

中でも,本研究会の特色でもある鼠 官,学と行政,

企業および地域の関係技術者を網羅した相互の研究情

報の交流,紬引札 研究意識の啓発に果たした役割は

極めて大きい｡また,当時の低迷期にあった農業への

理解と認識を高めた陰の評価も決して見逃せないもの

がある｡

今日まで蓄積された研究,技術者のエネルギー源と

島 村 盛 永

(元副会長)

英知を大事に生かし,特色ある本会の組織的研究活動

の成果と発展を更に期待するものである｡

私はこの機会に,生産現場を在職時代に延べ13ヶ年,

退職後は沖縄県,経済連のご厚意で8年余に亘たり,

各地域の生産現場で学ぶ機会を得たので,以下,取り

とめのない内容と意識しながらも現場を視点とした当

時の数々の問題意識を雑感として積らせていただくこ

とにした｡編集趣旨に逸脱したところは予めお詫びを

申し上げたい｡

Ⅱ.過去の生産現場と関わった主な経過

戦後の食糧増産の鮒の時代に,10年はど (昭和23-

32年),元の名護農業研究指導所で稲作部門の研究とそ

の普及を兼務し,県下の各地域.産地を隈無く歩き,

多くの生産者と学び合う機会が得られたC

その後,県に専門技術制度が新設されるや引き続き

稲作専門技術員として3ヶ年 (昭和33-36年)勤め,

延べ13ヶ年生産現場との関わりをもった｡以後,再び

名護支場 (昭和36-39年)を経て農試本場へ赴任した

が,本会との直接の関わりは沖縄県が歴史的に本土へ

復帰した日(昭和47年5月15日付)に,農試本場への

受任者として拝命を受けてから退職 (昭和57年)まで
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の通算８年余でした。

また，農試を退いた後も引き続き，沖縄県，経済連

で８年余（昭和57年～平成３年)，当時の立ち遅れた県

下の稲作生産，品質の改善とその生産組織体制づくり

の新たな任務を受け，多くの生産者との対話と共に地

域の関係機関の協力をえて，県下で初めての試みであっ

た生産集落を拠点とした，「稲作集団実証圃」の総合的

取り組みにも当たり，貴重な経験を積むことができた。

従来は，研究成果の情報公開の場として，名護支場，

単独の「農業ミニ展示会」が行われていたが，昭和３９

年６月に初めての総合企画による「北部農業総合展示

会」が盛大に開催された。

当時，サトウキビ，パインアップルの基幹作は，山

地の開発利用によって山地畑，台地へ拡大しかけた頃

であったが，部厚い展示会抄録資料と展示内容も当時

としてはパネル方式なども取り入れ，総合的に体系づ

けた魅力ある方法で実施したが，生産者の関心はもと

よりその意識啓発とともに当時の北部農業の活性化に

果した成果は，計りしれないほどの大きな反響を呼ん

だｃ

これは，まさに当時の関係省庁，職員の総意と関係

団体機関の地域ぐるみの協力による結集の賜物として

高く評価された。

取り組みの陰の思い出となったことは，初めての試

みの総合展示会の拡大な発想をどのように，関係省庁

長の協力同意をえて実現させるか，また，実施のため

の巨額の予算工面をどうするかが，最大の課題であっ

たｃ

幸いに，当時の北部省庁長（北部農業改良普及所長，

金城忠徳氏，琉球種畜羽地支場長喜納豊明氏，名護耕

地事務所長，兼島兼吉氏，北部営林署長，福山安喜氏，

琉球農試名護支場長，島村盛永氏）の５名が数回に互

たり退庁後の時間を利用して，泡盛を酌み交わしなが

らそれぞれの英知を結集し，情熱的な対話の反復の中

から実を結ばせることができた。

その時，若さに燃える総意の情熱と共に，沖縄泡盛

の「エネルギー源」の偉大さを相互も噛みしめ合うこ

とができた。

なお，実施予算も皆無の状態でしたが，北部市町村

長会，北部農協長会をはじめとし，北部製糖会社，琉

球輸出パインアップル缶詰組合北部支部，及び，琉球

パイン生産組合北部支部などの多額の協力で1,500弗の

巨額の資金が生まれた。

中でも，北部，市町村長会と，北部，農協長会の開

催会場に直接出席し，農業総合展示会の開催趣旨及び

Ⅲ思い出の「組織的取り組み」の事例

１．「稲作集団実証圃」の現地実証(専門技術員時代）

当時，水稲の早生，品種の普及による1期作の早期栽

培が奨励しかけた頃でしたが，その拠点となる現場で，

新しい技術の確認波及のために「水稲早期栽培技術実

証圃」を巾広く実施したことがある。その実施に当たっ

ては，集落及び現地の立地と，作物の技術積み上げ診

断を重視し，基幹技術と補完的関連技術体系を具体的

に体系づけて実施した。

その結果，何れも予期以上（３割以上）の実績を収

め，普及員の現地研修の場と共に，地域集落への視覚

波及の拠点の場として広く活用し評価されたｃ

「技術実証圃」を通して痛感されたことは，現場に

は観念的な技術の機械的組み立てだけではその成果は

期待されない場合が多く，あくまでも基本技術を身に

つけて生産現場に生きた経験技術の活用もふまえ，如

何に総合的に現場に適用する技術を診断，評価し，且

つ，適確に組み立てるかが成功への鍵であることを学

んだ。

また，研究技術成果も生産立地や作物の作柄様相に

よってはその適用も限られることも知った。現場の技

術的取り組みに当たる指導者は，特に，総合的な基礎

的診断技術（立地，気象，環境，土壌と肥料，品種と

栽培，病害虫，栄養生理，経営等）を充分に身につけ

常に現場と共に経験を積み重ね以外にはないと思った。

2．北部農業総合展示会の開催

（昭和39年，名護支場長時代）
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企画と予算の協力方を要請した時のことであるが，北

部農業の振興のためにこのような関係省庁の総意によ

る情熱があれば，予算は幾らでも工面するから大いに

やってほしいとの意外なご理解と励ましの感動的一幕

もあったことは，忘れ難き思い出となっている。

このように，当時の異例な総合展示の企画実施を通

して痛感されたことは，地域ぐるみの結集の偉大さと

同時に，時代に即した発想的英知と総意の情熱の偉大

さを改めて知ることができたことであった。

なお，時代はよりきびしさを増やす農村の混住社会

の中で，地域農業の総合的活性化をはかるためのより

拡大化した地域ぐるみの英知を燃やした総合組織的有

効な取り組み戦略の重要さが感じられる。

際しては生産者，個々の経営規模，技術水準，意識上

の較差もあることから次のような取り組みに意を配っ

た。

即ち，技術の組み立てに当たっては基本技術をもと

に中核生産者の生きた生産技術と低コスト技術も参考

にし，現地とその作柄の総合的積み上げ診断技術を重

視し，集落生産者と反復の対話の中で，共に考え相互

の理解とかつ自主的合意のもとに，計画，実践し，中

間の診断技術の交流を深めながら，結果の検討，反省，

評価を大事にした取り組み戦略で進めた。

集団指導は現場と相談して生産者と共に考える基本

意識の大事さを深めることができた。

Ⅳ、地域農業活性化上痛感した参考課題

昭和57年，試験研究機関を退き８年余り地域を巡る

中で感じた２～３の課題をあげてみることにした。時

代は著しく移り変わってはいるが，見直すべき共通意

識があれば幸いである。

１．地域農業の実態を把握する諸資料の整備

当時，地域現場を回る中で地域農業の立地と経営

的特色，又は，その共通性のある特色の実態を客観

的に把握できる資料を求めたことがある。ところが，

適当な関係資料が得られなかったので，試みに手数

をかけて1980年の農業センサス資料，県下の地域別，

市町村別，集落を単位に次のような群落別，マップ

を整理してみたことがある。その結果，県下の地域

別の都市近郊型，高位集落，耕地規模，又は，兼業

農家率と農業生産力等の関係群落が区別され，地域

農業の達観的把握と取り組みに参考になったことが

ある。以下に，その２～３の例題のみを挙げてみる。

１）地域と市町村別，戸当たり耕地規模と，戸当た

り農業生産額の分布群落。

２）同じく，戸当たり耕地規模と，１０ａ当たり農業

粗生産額の分布群落。

３）地域と市町村別，戸当たり耕地規模と畜産，粗

生産額の分布群落。

４）さとうきび作の戸当たり耕地規模と10ａ当たり

３．集落を拠点とした「稲作集団実証圃」の実践

（昭和63年～平成元年，沖縄県経済連技術顧問時代）

当時，沖縄県経済連では昭和63年度から県産米の品

質確認法が改正され，これまでの個別対象の検査制か

らバラ検査法に移行した時でした。

その頃ケ稲作の生産集落現場では品質と収量のばら

つきが目立ち問題となっていたので，その是非と生産

水準の改善向上を目指し，県下の各地域，代表，集落

産地の中から，「大規模生産集団」（西表，１８ha，４戸)，

｢零細的生産集団」（伊平屋，３ha，２１戸)，「低位生産

集団」（石垣，4.5ha，８戸）の３ケ所を選び，「稲作集

団実証圃」として設置し，当時の経済連事業担当責任

者の山人端課長の下で関係地域普及機関（特に，伊芸

光明普及員）と担当農協の協力を得て実施された。

その結果，全集団の品質，収量の改善は予期以上の

成果を収めたほか，取り組みを通じて集団生産者相互

の技術交流，取り組み意識の啓発，生産技術の自主的

向上に果たした成果も高く評価された。

また，「集団実証圃」の中に新生産資材等の「ミニ確

認圃」等も併置し，生産者と相互に評価された成果は

全集落産地に急速に波及されるなど，二重の活動事例

成果が得られた。中でも低位生産階層の生産向上が目

立ったことである。また，集落を拠点の取り組みに
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原料生産量の分布群落。

５）同じく，さとうきびの兼業農家率と原料総生産

量との分布群落等である。

今後，地域農業の多様化の中で行政の重点施策の

展開，主要事業の展開，技術波及戦略及び大型プロ

ジェクトの展開等のための地域の実態資料，及び，

関係調査研究が必要のように思われる。

ように思えてならない。それは，現場に起こって

いる解決の諸要素が余りにも多様化しつつあるか

らである。

よって，この際課題によっては既成の研究成果

と共に現場の積みあげ要素も重視し，行政を核と

した産，官，学による関係専門技術者チームの再

編のもとに，地域機関と生産集落の中核生産者と

の総合実証意識で，立地に即した幾つかの総合組

織下の実証戦略を試みることが急務な課題と思わ

れる。

但し，その戦略的成功への道のりはきびしさは

あるが，専門技術チームの中からの中核的誘導戦

略者のもとに，如何に衆知を結集した具体的な計

画づくりと併せて組織下で一貫した総合活動戦略

を最大に活かせるかが，その鍵になることは申す

までもないことである。

２．現場の諸生産技術情報の積極的公開

生産現場に生きた農業の技術的，経営的，生産組

織的諸情報は研究成果の高度化情報の交流と共に極

めて大事であるが，余りにも取り残されてきたよう

な感がする。特に，本県の場合，マスコミ依存型

の情報にとどまり重点施策の一貫した伝達や現場か

らの積み上げ情報の弱さが指摘されていた。今後

の地域農業の活性化の波及に必要な例題を列記する

と次のとおりである。

（１）農業関係重点施策情報の伝達強化

（２）現場に生きた生産技術情報

（３）優良事例農家紹介と調査研究

（４）研究成果を現場に活かした優良事例

（５）集団産地，取り組みの優良事例

（６）地域の経営システムを活かした先進事例

（７）自然農法等，現場に定着している特殊農法等

の経営事例

（８）現場に定着している有用生産資材情報

（９）その他，現地農業に関する調査研究情報

4．地域，市町村段階の「農業振興総合組織再編の

促進」

地域農業の振興と，活性化のためには，その地

域の関係機関のトップクラスから，行政及び，技

術者を網羅した一貫した意識のもとに，効率的に

活動ができる組織が必須である。

ところが，残念ながら本県の場合当初からその

ような問題意識も低く，立ち遅れていたのが実情

であったｏこのような状況下で昭和57年（当時，

経済連）から１試案も策定して意識啓発も目指し

「地域農業振興協議会」(市町村長，農協長，行政

及び技術者）の組織的活動づくりを提起してきた

が，当時は，地域における意識も低いうえ，特に，

組織の要となる参謀的企画推進機能を果たす事務

当局の関係もあって必要性は認識しながらも，仲々

進展しない状況下であった。

地域の組織づくりの成否の鍵は誰かが総合的な

理念をもったセンスのもとに具体的，且つ，精力

的に誘導し得る有能な人材に関わる難しさもある

からである。

3．集落を拠点とした大型プロジェクトの総合実証

戦略の試み

本県は，当時から地域での組織的取り組み戦略

の事例は皆無の状態（但し，久米島ミバエ実験は

除く）で，他県に比し著しく立ち遅れてきたのが

実情である。

最近，農業情勢の急速な変化に伴い早期に解決

されるべき難題も現場に山積みされつつあるよう

であるが，従来型の解決手段だけでは限界がある



創立35周年に寄せて 7１

当時はよく県の主要施策が地域現場への惨透性

と絡みその効率の悪さがよく指摘された頃でもあっ

たが，これは，まさに総合的組織力による取り組

み体制の脆弱さに基因したものと解していた。

このような径違もあったが，今後は新たな農村

社会の多様化の中で，地域農業の活性化のための

より広域な充実した組織体系づくりの再編，検討

が急務と思われてならない。

このようなことから，今後の技術開発の成果に一層

期待すると同時に，地域の生産現場からの生きた技術

と諸先進事例や，積みあげ諸調査研究情報等の交流を

ふまえた見直しが必要のように思う。

このことは地域農業の新たな活性化に一層寄与され

ると思うからである。なお，ちなみに復帰直後の久米

島で実証された「ミバエ根絶実験事業」を成功させた

異例な実績を振り返ってみると次の二つの要素が導い

たものと解している。そのことは当時，私も研究機

関の責任者として幾度か「ミバエ実験事業」の検討会

をはじめ，ミバエ研究者同志の情熱的，且つ，高度な

技術検討内容の場にも接したことがあるからである。

その一つには研究陣の秀でた素晴らしい独創性，洞

察力，情熱的英知とその取り組み気概にあったと思う｡

現場に移す研究蓄積もなくゼロからの出発であった

が，当時の「ミバエ指定試験」の伊藤嘉昭主任研究員

(現在，沖縄大学教授）を参謀とした研究チームが終始

一貫，研究者の生命ともいわれる独創性，洞察力を最

大限に活かし，常に情熱的英知の結集の反復評価によっ

て実に最大公約数値に値する具体的，且つ適確に適用

されうる総合的な実験想定技術体系をつくりあげたこ

とであり，更には現地実証を通し反復の検討，評価も

繰り返し，次々と改善に必要な補足的技術体系を積み

上げた総合成果であったと思う。

二つ目には取り組みに際しての総合的，実践活動戦

略だと思う。即ち，行政，研究，普及，及びその他の

巾廣い関係機関とともに，実証地の島ぐるみの総合協

力も得て，相互の積極的，連けいと意識づくりを大事

にし，終始一貫，気概に満ちた具体的な周知体系と総

合的組織をフルに活かした活動戦略の成果と評価して

いる。

このような，前例のない偉大な現地実証成果の取り

組み戦略内容の大事さの認識を新たにしながら，今後

の地域に山積する諸課題の早期解決のための「参考的

モデルケース」として，極めて可能性に満ちた見直す

べき有効な実証戦略事例ではないかと痛感される｡

これは，私がこれまで研究成果の大事さも踏まえ，生

5．地域への周知戦略のあり方

地域へ実践する大課題の伝達に際し，さの周知

の有り方の重要さを痛感したこと}こがある。それ

は，地域の一貫した意識づくりはその実践成果に

も大きく反映されるからである。以下，地域の視

点から感じた例題を列記すると，

１）地域を拠点にした農業シンポの開催

２）地域の総合組織を通した周知会の開催

３）地域への組織的体系化した周知の大事さ

例えば，行政の基幹事業を推進する場合，重点

施策の課題によっては主管行政のトップクラスを

はじめ主管担当課，営農担当課，試験研究機関，

及び，支援実践団体等の機能分担を明らかした一

貫した体系内容の周知戦略の大事さを感じたこと

がある。

Ｖ、むすび

沖縄農業は申すまでもなく，今後とも亜熱帯の温暖

性を活かした高収益性の高度な技術集約型，専門化技

術の開発利用の強化と同時に周年の土地生産力の総合

向上のための規模を拡大した低コスト，土地利用型，

総合営農技術体系の開発利用が重視されている。

一方，地域産地では新たな時代に対応する創造性も

高まり，経営システムを含む地域ぐるみの総合組織化

や，規模拡大化の集団生産組織等による取り組み戦略

の進展とともに，生産者自らの創意工夫をこらした現

場に生きた有用な革新技術が続々と生まれる時代が到

来するものと考える。
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産現場を通しての浅はかな経験ではあったが,現場で

の ｢ミニ技術的実証｣と地域の組織的取り組みの重要

さに加えて,取り組みの基本理念やその意識戦略の共

通性が感じとられる｡

幸いに沖縄農業研究会は.県下唯一の特色ある研究

組織でもあることから,今後,行政分野の支援協力も

深めながら,身近なものから生産現場の視点もふまえ

ての意識啓発とともに,検討の一助ともなれば幸いで

ある｡

(平成10年2月5日)


