
～全国農業新聞企画記事「農人伝」より～ 

農人伝 仙台市／佐々木均氏（10回シリーズ）

１ 津波被害からの地域農業再生――壊滅的被害から農業再開へ 

（平成２９年１月２７日(金)掲載） 

２００８年（平成２０）、私たちが構成員８人で設

立した農事組合法人「仙台イーストカントリー」は、

その名のとおり仙台市の東部にあります。 

仙台平野の東地区とも呼ばれますが、江戸時代から

続く穀倉地帯で、仙台市内でありながら、２０１１年

３月１１日の東日本大震災までは、２千ヘクタール規

模もの広大な田園風景が広がる地域でした。 

震災は、その風景を一変させました。津波によって

多くの方が亡くなり、沿岸部の家屋は流失。流失を免

れた家屋も地震による倒壊やがれきの流入で居住で

きなくなりました。 

当然、沿岸部の農地も壊滅状態でした。経営面積が約６８ヘクタールあった弊社も、

約７割の農地が津波に飲み込まれ、法人化を機に購入した大型トラクタ、コンバイン、

田植機、乾燥調整施設がすべて流失。残ったのは借金だけでした。 

しかも、構成員８人全員、自宅が全壊。もはや農業再開どころではなく、法人を解散

することでいったんは全員が合意しました。 

それでも最終的に、歯を食いしばってでも復興しようとの結論に達したのは、１００

人近い地権者の方たちから農地を預かる農業法人として、ここでやめてはいけないので

はないかとの思いがあったからです。 

また、多くの人々が家族や家や農地を失う中、再び夢や希望を持てる地域にしたい、

いずれ圃場整備されれば震災前より条件の整った優良農地が生まれ、新しい展望が開け

るという期待もありました。 

あれから６年。用水パイプラインのある３０アール区画の圃場整備が進み、私たちの

経営面積は震災以前より多い７２ヘクタールになりました。 

農業機械も刷新され、ハード面はほぼ復興したように見えます。最初の波を乗り越え

られたようです。 

ただし、すでに次の波が目の前に迫っています。震災後に購入した機械の費用、６次

産業化の事業費の償還など、ソフト面ではこれからが正念場です。 



改めてこれまでの私たちの歩みを振り返りながら、これからの課題をお話ししようと

思います。 

――佐々木均（64）（ささき・ひとし）―― 

１９５２年宮城県生まれ。ボイラー整備士、ＪＡ仙台市勤務などを経て１９８０年農業

専業に。２００８年「仙台イーストカントリー」設立。２０１１年東日本大震災による

壊滅的な津波被害の中、同年５月に営農再開し地域農業復興を先導。経営面積７２ヘク

タール。米・大豆生産、みそ・おにぎりなどの加工、農家レストラン経営など６次化推

進。仙台市農業委員会会長。一般社団法人宮城県農業会議副会長。 

２ 転作組合から法人化へ――震災前は順調に経営拡大 

（平成２９年２月３日(金)掲載） 

仙台市街地に近く稲単作地帯でもあったこの地域は、早くから農地流動化が進んだ地

域です。私の住む神屋敷集落も、１９７０年（昭和４５）に始まった生産調整を機に転

作組合が組織され、やがて転作組合構成員４戸への農地集積が進みました。 

わが家もその４戸のうちの１戸で、自作地は３ヘクタール程度でしたが、その後、受

託面積が増えていきました。父は仕事に忙しく、母を中心に、私も土日作業で手伝う形

でなんとか農地を管理していました。 

実は私も、最初はボイラー整備士の仕事をしていたのですが、出張が多いため、父が

「やめろ」と勝手に農協への転職を決めてしまった経緯があります（笑）。もう母ひとり

では手に負えない状況だったのでしょう。 

１９８０年、私が２８歳でＪＡを退職し農業専業

になったのも、経営面積が約７ヘクタールになり、

さらに１.８ヘクタールを受託することになって、母

と私の土日仕事だけでは手が回らなくなったからで

した。 

その後、経営面積は１３ヘクタールまで増えまし

たが、一方で、２０００年には、近隣集落の熊坂利美

さん、庄司清一さん、遠藤睦志さん（故人）と４人

で、稲わらの収集販売を始めました。 

たまたま同年３月に宮崎県で口蹄疫が発生し、国

産稲わら需要が増えたこともあり、４人で任意組織

「イーストカントリー」を設立。コンバインを購入

し本格的に事業化しました。 



実はこの４人が、今の（農）仙台イーストカントリー設立の中心メンバーになってい

ます。 

その後、２００７年の水田経営所得安定対策を機に、小規模農家も含め集落営農組織

で対応しようと神屋敷集落組合を設立。翌２００８年、より広範に地域営農を請け負う

組織として法人化しました。 

「５０年後も農業を続けられる組織づくり」を目指し、１００ヘクタール規模の集積

を目標に事業計画をたてました。 

設立当初３８ヘクタールだった経営面積は、その後３年間で６２ヘクタールに拡大。

加工部門も、すでに母たちの世代が始めた転作大豆でのみそづくりが「神屋敷みそクラ

ブ」として卸販売も行うほどの規模になっていました。 

水稲・大豆の生産、稲わら収集販売、みそ加工販売。経営は順調に伸び、２０１５年

度には、みそ以外の加工に乗り出すための新加工場の建設にも着手する予定でした。 

飼料米生産や米の輸出に向けた中国への営業も始めていました。震災までは、すべて

が順調だったのです。 

３ 施設も農業機械も津波で流失――法人解散か存続か悩む 

（平成２９年２月１０日(金)掲載） 

２０１１年３月１１日。あの日は、午後、中国・大連から仙台空港に戻ったばかりで

した。大連にある富裕層対象の幼稚園と商談が進んでいました。 

経験したことのない激しい揺れに襲われたのは、自宅に着いて間もなくです。やがて、

水平線に黒い雲のようなものが広がりました。それが津波だと気づいたのは、遠くでそ

の〝雲〟に家々が押し流されるのを見た瞬間でした。 

急いで家族と車で西へ逃げ難を逃れましたが、津波が引いて戻ると、風景がすっかり

変わっていました。あったはずの町並みが消え、泥まみれのがれきが散乱し、水田は海

水に覆われて広大な湖のようでした。 

前年１０月に新築したばかりの自宅

は、流失を免れましたが、１階にがれ

きが流れ込み住める状態ではありませ

んでした。法人化を機に購入したトラ

クタ、コンバイン、田植機、精米施設も

全て流されていました。 

ぼう然としました。最初に口から出

た言葉は「ここはもうダメだ、住めな

い」だったと思います。復興まで、とん
写真：震災前年、新居棟上げ後、直会での餅播きを
見守る妻・千賀子さん（手前） 



でもなく時間がかかる。あきらめて内陸に移住し、一からやり直すしかないと思ったの

です。ところが家族は全員反対。「行くならあなただけ行けば」と（笑）。 

友人宅に避難し、震災翌日の夜から、無事だった自宅の２階に一人で泊まり込み、１

階のがれき撤去と掃除を始めました。 

懐中電灯ひとつでがれきをよじ登って家に入り、２階に上がると、暗闇の中、広大な

湖面と化した無人の町を月明かりだけが照らしていてね。現実とは思えない世界にいる

気がしました。 

会社の仲間たちも幸い全員が無事でしたが、全員、自宅は全壊か流失。まずは自宅と

暮らしを再建しなければならず、会社の再建どころではありません。 

あのとき、誰もが「解散しかない」と考えていました。私も、奇跡的に残ったハウス

が数棟あったので、会社を解散して借金を清算し、施設園芸で家族なんとか食べていけ

れば……との思いが頭をよぎっていました。 

しかし、いずれ復旧作業が進み農地が圃場整備されて戻って来たとき、いったい誰が

担い手になれるのか。地権者から農地を預かる法人として、存続の責任があるのではな

いか。そう考えたとき、解散に傾いていた気持ちにためらいが生まれました 

４ ３人での営農再開を決断――半月遅れで田植え決行 

（平成２９年２月１７日(金)掲載） 

法人を存続するべきだと腹をくくった理由は、法人としての責任感だけではありませ

んでした。 

私は共同避難所ではなく友人の家で、津波の被害を免れたわずかな保有米を持ち寄り

仲間で避難生活を送りましたが、次第に米が底を尽き、食料がなくなっていく怖さを経

験したのも大きかったと思います。 

会社で預かる農地の地権者も、

そのうち保有米がなくなる。少し

でもこの秋に米を届けなければ

という切迫感が、営農再開に動き

出す現実的な動機でした。 

津波で亡くなった方たちの存

在もあります。この地域は、仙台

市の農業地帯としてやっていこ

うと決めた経緯があります。志半

ばで逝った先輩や仲間の思いは

生き残った者が引き継がなけれ
写真：２０１１年７月、熊坂氏と圃場で



ばという思いが次第に強くなりました。 

津波は、海岸線から約３㎞の仙台東部道路の高架にぶつかって止まったため、道路の

海岸側はほぼ全滅でしたが、内陸側の被害は軽減されました。我が社の管理する水田も、

約１６ヘクタールだけ被害を免れました。 

とにかくやれるだけやろうと、例年より半月遅い５月下旬、その１６ヘクタールに田

植えをしました。会社設立以前からの仲間・熊坂利美さんと私、娘婿の洋幸の３人での

再スタートでした。 

種苗も機械もありません。内陸の集落の育苗センターから種苗を分けてもらい、知人

から田植機を借りました。約１０ヘクタールはラジコンヘリでの直播を委託しました。 

平行して、農業機械の再整備に奔走しました。国の東日本大震災農業生産対策交付金

は補助率５０％。自己資金比率が高くても、田植機・コンバイン・トラクタはすぐにで

も必要です。泣く泣く申請をお願いしました。 

その後、県・市の補助も出ることが決まり、自己資金比率は１７.５％まで下がりまし

たが、国の補助金は秋まで出ず、先に支払いを済ませなければなりません。 

借金しかないのに、何千万円も支払えるわけがありません。これでは復興できないと

仙台市に相談すると、国の補助金が交付されるまで、一時的に立替えてくれることにな

りました。 

とにかく夢中で突っ走りました。地域に無力感が漂う中、私自身、ここで立ち止まっ

たらそのまま沈んで浮かび上がれない気がしていました。余計なことを考える余裕がな

かったからこそ突っ走れた気もします。 

５ 除塩・復旧工事始まる――２年目は３３haが作付け可能に 

（平成２９年２月２４日(金)掲載） 

仙台市は県内でも復旧工事が最も早かったと思います。震災のあった２０１１（平成

２３）年度中には、地域を埋め尽くしていた山のようなガレキが除去され、翌２０１２

年度には国による除塩工事が始まり作付け可能地が出てきました。 

それまで営農をあきらめていたひとたちの中にも、復旧工事の終わった水田で作付け

を始めるひとが登場しました。１年目は法人に限られていた設備投資への補助事業が認

定農業者や任意組織にも広げられ、自己資金率ゼロでも助成が受けられる被災地支援リ

ース事業ができたことも大きかったと思います。無力感が漂っていた地域にわずかなが

ら光がともりました。 

弊社の作付面積も、２年目に３３ヘクタールまで広がりました。ただし、見た目はき

れいになっても、津波で２ｍ近く土がえぐられた箇所に山砂を埋めただけの圃場もある

し、水を入れたら基盤が崩れているのがわかったり、土中に石やガレキが残っていたり、



機械がぬかるみにはまったり……。えらく苦労しましたね。 

それでも、作れるようになっ

ただけでもありがたかったです

よ。弊社は震災後まもなく事業

再開したので、震災当年、復旧前

の圃場の草刈りなどの作業を請

け負い、どれだけひどい状態か

間近に見ていましたから。 

表土がすっかりなくなった所

もあるし、圃場１筆ごとに状況

がちがう。どうしたってすぐに

は戻らない。今後も、圃場状態に

よって施肥量を変えたり、いろ

いろ考えてやっていかなければ。長い年月がかかる作業になるでしょうね。 

そういえば、震災当年に事業再開した頃は、マスコミが何社もやって来て「ＴＰＰを

どう思いますか」と何回も聞かれました。現状をどう打開するかに精いっぱいでそれど

ころじゃなかった。 

オーストラリアからも放送局が取材に来て、「こんな状況で営農再開なんてクレイジ

ーだ。稲作が好きならオーストラリアに１０００ヘクタール用意するから来ないか」と

言われたこともありました。「それはちがう。日本人は勤勉だから見てろ」と言い返しま

した。 

２０１２年、仙台市が復興事業として「食と農のフロンティア特区」を設けることに

なり減税特例措置が受けられることもあって申請。市内第１号の特区認定でした。 

今後もこの場所で営農を継続するのだという覚悟をあらためて固めました。 

６ 農家レストランを開店――震災以前からの計画を前倒し 

（平成２９年３月１０日(金)掲載） 

２０１３（平成２５）年５月、仙台市若林区の国道４号線沿いに、農家レストラン「お

にぎり茶屋ちかちゃん」を開店しました。〝ちかちゃん〟は、妻・千賀子の名からとっ

ています。２００８年の法人化当初から、おにぎり販売はスーパーなどで始めていまし

た。 

以前も紹介したように、１９７０年代、減反を機に、母世代の地域の女性たちが冬の

農閑期に転作大豆でみそ製造を開始。次第に注文が増え、任意組織ながら「神屋敷仕込

味噌クラブ」として地元ＪＡに製品を卸すほどの事業になっていました。 

写真：2011 年晩秋，届いたコンバインを前に(右端が佐々木氏) 



法人化を機に「味噌クラブ」を弊社の加工部門とし、おにぎりや米粉麺などの製造販

売も始めていたのです。当初の経営計画では、２０１２年に直売所兼レストラン、２０

１５年に本格的な加工施設を建設する予定でした。 

といっても、当時考えていたの

は、レストランというより直売所

内の簡単なインショップコーナ

ーのイメージでした。結果的に２

階建ての立派なレストランを作

ることになるとは想定していま

せんでした。 

震災復興の追い風で予算が付

くから６次産業化・地産地消法を

活用しないかと打診され、申請し

たのがその理由です。 

最終的には６次産業化法に乗るには予算額が少ないとのことで、「農産加工施設」と

「地域食材供給施設」を組み合わせた補助事業になりましたが、それでも事業費は約７

５００万円。自己資金は１５００万円以上でした。 

妻は最初「これ以上の借金は怖い」とためらいました。それでも、私が震災以前から

やりたかった事業でもあり、なによりも「味噌クラブ」の仲間の女性たちが「働く場所

ができるならやりたい」と喜んでくれたことで決心が付いたようです。 

やはり施設建設費と運営費の負担は重いというのが現実です。加工施設とレストラン

でスタッフ１１人、販売するおにぎりセットや米粉カレーは５００円単価。収益はたか

が知れています。 

それでも、店で食事をしたお客さまから「おいしかったから弁当を頼みたい」「お餅を

作ってほしい」など新規の注文が入るようになりました。その意味ではアンテナショッ

プとしての機能を十分に果たしていると考えています。 

なにより女性たちが生き生きと働いてくれているのを見ると、やって良かったと思い

ますね。 

７ 震災３年で経営面積７０ヘクタール規模に――ソフト面はこれからが正念場 

（平成２９年３月１７日(金)掲載） 

農地復興に伴って、弊社の経営面積は、２０１３年に６０ヘクタール、２０１４年に

６８ヘクタールと順調に増えていきました。ただし、以前管理していた農地のうち約１

０ヘクタールは復興住宅用地などに転用され、その代わり東部道路の海岸側で離農した

写真：惣菜・豚汁も付く人気の「おにぎりプレート」 



方たちからの受託が増えて、それを相殺した数字です。農地の場所はだいぶ変化してい

ます。 

「これから大事なのは被災地だから」と農業委員会会長にも推されました。迷いまし

たが、実際、やる人がいない。これも運命かと引き受けました。仙台市で初めての無選

挙でした。 

この間、設立以前から苦労を共にしてきた遠藤睦志さんが急死しました。震災後の過

労と心労も原因だったろうと思います。 

基盤整備で農道が整備され大区

画になり、排水改良で麦・大豆の作

付けも可能になるなど、見た目には

順調に復興が進んでいます。ただ

し、ソフト面ではこれからが正念場

です。 

最大の課題は、新たな借入金の返

済と６次産業化導入による負担を

どう乗り越えるかだと思っていま

す。 

加工・レストランのスタッフ１１人を週２０時間以内でローテーションを組むのは厳

しく、人件費と福利厚生費が増え、会社からの持ち出しが増える。そこが６次産業化の

難しさですね。 

そのため、長男だけでなく妻と長女夫婦にも役員になってもらいました。早朝２時か

ら働いている妻たちに時給を支払う余裕が今の会社にはないからです。 

ここ２～３年が軌道に乗るか乗れないかの分かれ道。歯を食いしばって我慢してくれ

と伝えています。施設が立派になり売り上げが上がっていても、労務費がかさんで収益

が上がらない構図から脱却するには、やはり時間がかかります。 

法人化以前から家族経営協定を結んでいましたが、あの頃は良かったな（笑）。農事組

合法人になっても、借金がなく、ひとつの傘の下でみんなが潤えばいいという形態だっ

たので、みんなで面積を配分して管理を任せ、従事分量配当で、積立金以外は会社に利

益を残さず分配してきました。 

今後は、借入金を返済し６次産業の運転資金を確保するためにも、会社に利益を残す

仕組みに変えなければならなりません。そのために今年度から、個人だけでなく会社と

しての経営面積も配分し、その収益を運転資金に回すための規模拡大を図っています。 

写真：２０１２年夏、圃場で



８ 需要をにらみ適正規模をつかむ――主食用米需要低迷の中 

（平成２９年３月２４日(金)掲載） 

２００８（平成２０）年に法人を設立した当初は、経営規模を１００ヘクタール規模

に拡大する目標でした。ただし、主食用米の消費減退は目に見えていたので、２００７

年には専用品種で飼料用米の栽培を始めていたし、当然、輸出も考えていました。 

震災当日は、中国の大連から戻った日とお話しましたが、それまで中国に何回も足を

運んでいました。最終的に決まった販売先が富裕層対象の幼稚園で「価格は気にしない。

オール・メイド・イン・ジャパンの米を」と言われていました。 

玄米では中国国内で混米さ

れる恐れがあり、炊飯も日本

の水のほうが安心なので、日

本の米を日本の水で炊いたレ

トルト商品がほしいという意

味です。 

その矢先の原発事故。放射

能問題で商談は立ち消えにな

りました。事故がなければ輸

出は実現したと思います。と

はいえ年間５０トン程度。規

模は大きくありません。利益

は薄くても水田で稲作ができ

れば水利を含め農地環境を保全しやすく、既存施設も使えることが、もともと海外販路

を目指した理由のひとつでした。 

その後も、シンガポールや台湾など、話はいろいろありましたが、価格と経費を考え

ると地元で販路を確保したほうがリスクは低いと現在は判断しています。 

農業法人が単独で輸出してもたかが知れているし、基本的に利益は薄い。農商工連携

で日本産米としてのロットを国内でまとめ、農商工それぞれに利益が回る輸出の仕組み

構築を政府には求めたいですね。 

現在は、㈱金のいぶきと契約栽培する玄米食用品種をはじめ、作期分散とニーズに応

じた主食用米５～６品種、もち米２品種、飼料用米、大豆と作り分け直播栽培も導入し

ています。 

米価が安定するまでは、やみくもな規模拡大は経営を圧迫しかねません。１００ヘク

タール目標は据え置き、適正価格で購入してくださる実需者の需要量を見て主食用米の

生産規模を調整しながら、大豆やもち米など自社で加工販売できる作目に重点を置くつ

写真：２０１３年５月、 
訪問した安倍首相らと（首相左隣が佐々木氏）



もりです。 

特に餅は大口顧客の需要が増えており、今後、もち米の作付面積を増やせるかと期待

しています。 

今年から会社の運転資金用の直播栽培作付け予定の１０ヘクタールは飼料用米です。

助成金の今後に不透明さがあり、長期的な施策の見通しが欲しいところです。 

９ 畜産の危機は稲作の危機――市街化進行でも戦略練り直し 

（平成２９年３月３１日(金)掲載） 

飼料用米に関しては、現行の補助制度の継続性だけでなく、もう一つ大きな危機感が

あります。ＴＰＰ、日米ＦＴＡなど農産物自由化の流れと高齢化の中で、酪農・畜産業

自体が縮小し始めていることです。 

自分の経営だけ考えれば戦略は別に考えられますが、日本全体を考えれば、年間８万

トンずつ主食用米が減少する中、飼料用米での需給調整で米価を維持する現政策は理解

できます。 

米価が下がったとき、生き残れるのは適正価格で顧客に全量売り切れる規模の経営体

で、経営が苦しくなるのは農政が推進してきたわれわれのような大規模経営体だろうと

思います。 

畜産・酪農が成り立たなくなれば、飼料用米そのものの存在も危うい。稲作のベース

に酪農・畜産がある。そのことを農政には真剣に考えてほしいですね。 

弊社の飼料用米の栽培比率は高くありませんが、敷料や飼料としての稲わら供給は法

人化以前から事業の柱のひとつで、１００ヘクタール分の稲わらを集荷・完売していま

した。ただし、震災後、放射能問題で宮城産の稲わらが出荷停止になり、他産地に需要

が流れたのを機に、自主努力はしているものの震災以前レベルまでは回復していません。 

近隣の畜産業者との耕畜連携を進め

るため保管・輸送までサービスする方式

に変えようと、現在、稲わらを保管する

多目的ハウスを建設しています。この保

管庫は、育苗ハウスと同時に、育苗後の

野菜生産にも利用する予定です。 

他にも課題はあります。一昨年１２月、

震災で工事が遅れていた地下鉄東西線

が全線開通し、仙台駅に向けた始発駅が

弊社から約２㌔の場所に誕生したので

す。仙台駅まで１５分。今後は市街化区

写真：２０１５年末に誕生した荒井駅周辺では 
都市整備が進む 



域がさらに拡大するだろうと思います。 

震災という本当にしんどい山を乗り越えるため全エネルギーを注ぎ、やっとの思いで

乗り越えたと思ったら、安堵（あんど）感どころか次の新たな山がすぐ目の前に迫って

いた。そんな心境です。 

この山を登ったら、たぶん次の山がある。きっと、その繰り返しなんでしょうね。そ

れでも、この法人を続存続し、基盤整備された沿岸部の広大な農地を次世代にバトンタ

ッチできるよう、山を越えていくしかありません。 

現に弊社では、次世代の若者たちが育っています。その希望があるから頑張れる。そ

う思っています。 

10 若手育成に力を注ぐ――50年後も続く農業法人を目指す 

（平成２９年４月７日(金)掲載） 

震災から６年。課題が目に付くの

は、無我夢中で突っ走った時期が過

ぎ、足を止めて振り返る余裕ができ

たおかげでもあります。 

今思えば、復興支援事業が整わな

いうち真っ先に営農再開に動き出し

たため、１年待てば背負わずに済ん

だ借入金もあります。「あのとき急い

で動かなくても……」と、いつか思い

返すかもしれないですね（笑）。 

それでも、私たちの営農再開後、震災直後は無力感に覆われていた沿岸部で集落営農

組織が次々と立ち上がったことを考えると、地域復興の旗振り役としては役に立てたの

ではないかとの思いもあります。 

今、最も力を注いでいるのは後継者の育成です。もともと、法人設立時の経営理念の

ひとつが「５０年後の未来も農業を続ける」ことでした。創立メンバーはみな５０代～

６０代。次の世代を育てなければとの思いが震災以前からありました。 

震災後２年目、熊坂さんの義理の息子と私の義理の息子が経営に加わりました。この

状況を体験した上で事業を引き継いでほしいという私たちの気持ちにふたりが応えてく

れました。 

もうひとり、大卒の若者を新規採用しました。１年間研修した後、「このままここで働

きたい」と言ってくれた新卒の男性です。水田農業部門は、この３人を中心に経営して

いってくれると期待しています。 

写真：事務所で、妻・千賀子さんと



今後、本腰を入れようと思っている野菜部門でも、独身の若い女性正社員を新規雇用

しました。「野菜づくりをしたい」と弊社の門をたたいてくれた女性です。 

会社の中での自分の仕事の意味を理解して、自分で考えて作業できる人材に育ってほ

しいと思い、圃場での機械作業から加工直売の現場、イベントでの調理販売など、まず

は会社の事業をまるごと体験してもらっています。 

農業には大変さもあるけれど面白さもある。収入を確保するため夜遅くまで頑張らな

ければならない時期もあるけれど、逆に自分で工夫して作り出せる時間もある。その面

白さを若いひとにも伝えたいのです。 

「自分でやる」のと「やらされる」では、面白さが全然違います。自分の考えで農業

に取り組める意欲的な若者たちに会社を引き継げる日を心の支えに、今後も走り続けま

す。 

（全１０回シリーズ完結／平成２９年４月７日） 


