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目次 【教えて先輩！】

【 特 集 】

自分をコマーシャライズする！
教えて先輩！

ウェブ「niiGET」では、「教えて先輩」コーナーで取材した方の詳しい記事や写真をアップしています。仕事の様子や地域の風景などをぜひご覧ください！

申  込

　新潟に戻ろうという強い気持ちはありませ
んでしたが、セネガルから帰国した際に、勢い
で「事業継承します」と言ってしまいました。
両親も高齢になったなと、ふと感じたのかも
しれません。その後、農業大国フランスの現
場を知りたくて渡仏。そこで出逢った農場の
女将さんに「コンプレックスは隠さず、オープ
ンにした方がよい。」と助言を受けました。そ
の言葉は、日本に帰ってからの自分と農業と
の向き合い方に大きな影響を与えたと思っ
ています。農業の実態を包み隠さず、本やブ
ログで発信するようになりました。

 枝豆の収穫など仕事の忙しい時期は地域
の人たちが無償で手伝ってくれるのですが、
ここには助け合う風土があると思います。一
度入り込んでしまえば近所の方はほんとに
優しいですね。

　あと、こちらからのブログ、新聞記事に対し
て反応があるのもうれしい。情報発信が一
方的なものでなく、双方のコミュニケーション
になっているのもいいですよね。

　自分をコマーシャライズして、自分がやる
ことに付加価値をつけていければいいです
ね。needs（ニーズ）をwants（ウォンツ）に
変えていく努力が求められていると思いま
す。情報発信はこうした理由もあって続け
ています。
　常に周りの環境は変化し続けています。

一つの方法論に執着しないで常に「適応」
していける「柔らかさ」が大事だと思ってい
ます。思考停止しないで今何が必要か考え
続ける。自分の考えるゴールを設定し戦略
をたて、あとは波乗りのように実行していく。
今のところ私にとっての農業はそんな感じ
です。ギリギリ喰ってますけど（笑）。

住んでいる地域の魅力

Uターンしたきっかけ

若い人へのメッセージ

vol.13 居心地のよい新潟で多くの人の笑顔に出会ってほしい
教えて先輩！

新潟市出身。東京農業大卒業後、アメリカ、セネガル、フランスなど数々の国へ渡る。帰国
後、実家の「曽我農園」を営む傍ら、学校での食育活動にも勤しむ。昨年「がちんこ農業生
活」を出版。新聞や農業雑誌にコラム「ファーマーズハイ」を連載中。

曽我新一さん（31歳）
曽我農園　トマト生産者

　東京で就職活動をしていたのですが、企
業に入って利益を上げるために働いている
自分がイメージできませんでした。大学で福
祉を専攻していたこともあり、そういう現場
で働きたいと思い、まずは1年間イギリスの
高齢者施設でボランティアをするプログラ
ムに参加しました。その後、帰国し、勤め先
の関係者の方から声をかけていただきまし
た。新潟で勤める考えはなかったのですが、
縁あって、今に至っているという感じです。

　地域の魅力はやはり人ですね。中山間
地の人は、自分で食べるものを作って、育て
て、食べているので、そういう豊かさ、自分で
生活を切り開いていく力強さに感心します。
そういう人たちがいる、というのが魅力です
ね。それと、人と暮らしが一体となっている
風景も好きです。

　自分が生まれ育ったところが、居心地が
いいのではないでしょうか。とくに中山間地
域には耕作されていない土地、空き家もた
くさんあるので、農業したい人、エコな生活

をしたい人、大歓迎です。
　ぜひ、この新潟で人に出会ってほしい。
いろんな人と出会うことで、自分が変わるこ
ともあると思います。たくさんの出会いがあ
ることを願っています。

住んでいる地域の魅力

Uターンしたきっかけ

若い人へのメッセージ

見附市出身。東京の大学を卒業後、１年間イギリスで暮らす。２年前に帰国し、中越大震
災や中越沖地震の復興支援に携わる。今年4月から現職。

北村育美さん（27歳）

地域
新潟市

地域
見附市

（社）中越防災安全推進機構  復興デザインセンター  
復興人材育成チーム  コーディネータ

居心地のよい新潟で多くの人の笑顔に出会ってほしい
自分をコマーシャライズする！
環境×技術×新たなチャレンジ！
持続社会を支える新潟の将来性
“防災立県にいがた”のチャレンジ



　平成10年から米粉を作っています。工場
設立時は、米粉を使ったパンの製造に賛同
してくれるメーカーは少なかった。それが今
では米粉需要は多く、生産が追いつかない
状態。来春には第二工場がオープンします。
「いずれ来る世界の食料危機に備え、日本
の水田を守っていく」という我々の考えに、よ
うやく時代が追いついてきたと感じています。

　今秋、小麦の値段が下がり、米粉を使っ
てパンなどをつくっていたメーカーも小麦に

戻るのでは？ と懸念されましたが、そのように
は動かなかった。米粉の安定した供給と
フードマイレージ、食に対する安全・安心か
ら、企業側は、単にコストだけに左右されなく
なったのです。スイスは永世中立国で、輸入
された形のよい安い野菜より、自国で作った
不揃いで値段の高い野菜から売れていきま
す。それだけ国民１人ひとりの食料に関する

危機意識は高い。日本にもこうした考え方が
根付き始めたようです。

　今年３月に国会の委員会で答弁に立つと
いう経験をしました。法案成立に自分が関
わったと思うと感慨深いものがあります。ほ
かにも全国各地から講演依頼を受けます。
米粉ビジネスが広がることは、競合相手が
増えることになるかもしれませんが、日本全
国に広がってほしい。自社で米粉の生産を
拡大していくだけでなく、この考え方を各地
域へ普及させていくことも私のミッションかも
しれませんね。

トップレベルの技術を活かした
新しい食文化を創造
日本の食料自給率41％は先進主要国の中で最低レベルといわれています。
約９割を輸入に頼る小麦の代替として、米粉の新たな利用が注目されています。

「米が余るから作らない」のではなく、
「米を使った新たな可能性を広げていく」発想

他の機関の研究結果を待つのではなく、
自分たちでまずは始めることに意味がある

確かなものが選ばれる時代に

米粉のさらなる普及を目指して

日本初の試み

　新潟の荒廃した山を間近に見るにつけ、
森林整備の必要性を強く感じるようになりま
した。独自調査を進め、木質ペレットを燃料と
するペレットストーブにたどり着き、２年前より
燃費向上を追求したオリジナルのペレットス
トーブを開発し製造販売しています。
　誰もが環境問題を気にしながらも、手を付
けていないビジネスが多くあります。地方にあ
る里山は石油の山があるのと同じ。大きなビ
ジネスチャンスです。地元で食料や燃料を調
達できたらこんなに安全で安心なものはない
ですよね。

 
　とくに技術があったわけではありませんが、
試行錯誤を重ね、燃費のよいストーブを開発
しました。このストーブは燃料に灯油を一切

使わず、ストーブが１台売れると森林に木を２
本植えることになっており、その木でまた燃
料となる木質ペレットが作られる。地域の工
場で製造しているので、ストーブが売れれば
売れるほど、地域と環境に貢献する仕組み
になっています。

 
　毎週、講演会や展示会で全国を飛び回っ
ています。そこで話すのは森林の重要性。里
山が整備されるときれいな水の恩恵を受け

食べ物もおいしくなるし、機械製造工場だっ
ていい製品が作られます。これからはこの森
林の資源を東京などの都市に商品として売
る時代。とくに、燃料価格の高騰、リーマン
ショック以降、外国に頼らず、自分たちの国や
地域で食料、燃料、製品を作りたいという考
え方が急速に浸透していますね。これからは
環境を含めた情報を地方が発信する時代
が来ると思っています。

環境対応型の
ペレットストーブづくり

米粉業界の最先端をいく新潟
製粉。全国や外国からの工場
視察は年間100本を超える。自
身もスイスでの1年間の農業経
験で、食料に対する考え方が大
きく変わったという。

新潟製粉株式会社  工場長

藤井　義文 さん  

環境負荷軽減に役立つ木質ペレットを効率よく燃焼させるストーブ。木質ペレットは、
再生可能な資源で、間伐材を利用することにより、森の再生を手助けします。

環境ビジネスは東京でなく地方にある

環境循環型のストーブ 森林の重要性

環境ビジネスのきっかけ

　ゼロからの取組で、採算は度外視でやって
います。当面の目的は、販売して利益を得るこ
とではなく、この燃料を日本中に広げていくた
めには、何が問題で、どう進めていけばいい
のかを見いだすことです。誰かに頼るのでな
く、自分たちの体力の中で、自分たちの責任で
やっている。というのも「田畑と地域、環境を守
り、子孫にきれいな水や環境と共生する社会
を残す」ことが我々の企業理念だから。田ん
ぼは耕作放棄地にすると、3年で元に戻らなく
なります。このきれいな環境を後世に残す重
要な役割を我 は々担っているのです。

　このバイオエタノールは、日本という狭い国

土の中で繰り返して生産できる、地産地消の
エネルギーです。輸送コストは抑えられ、原料
となるイネが生育中に二酸化炭素を吸収す
る点で、石油とは大きく異なります。
　日本で最初に石油が発見されたのも新潟。
このバイオエタノールが日本で最初に製造さ
れたのも新潟。新潟は食料自給率が高いだ
けでなく、こうしたエネルギーと縁のある地域。
こういった縁を大切にしていきたい。

　夢は意外と近くにあるのにそれに気付か
ないだけ。これは新潟にいてもどこにいても
同じです。一方の志は遙か遠くにあり、不断
の努力が求められるもの。バイオエタノール

製造に関しても同
じことがいえ、よう
やく手掛けられまし
たが、今後の仕組
みづくりのためには
千里の彼方に届く
ような努力が必要
だと思っています。

世界初！！ イネから作った
バイオエタノール混合ガソリン
持続可能な社会を作るためには、エネルギー消費量を減らすだけでなく、石油依存
率を下げなくてはなりません。一方で、米の生産調整により、イネを作れない田んぼ
が多くあり、田んぼ本来の姿を失っていきます。バイオエタノール用イネ栽培は、不作
付田に作付し、水を蓄え、温暖化を抑え、貴重なエネルギー確保につながります。

地産地消のエネルギー

夢は日常にあり、
志は千里の彼方にあり

ゼロからスタート

環境
　　技術
　　　　新たなチャレンジ！
持続社会を支える新潟の将来性
食料自給率やエネルギー自給率は、私たちの暮らしを考える上で、欠かせない問題です。
新潟県は食料自給率がほぼ100％であり、また、米の産出額全国1位を誇ります。
米どころ新潟は、おいしいお米を生産するだけでなく、米粉の技術、イネ原料エネルギー開発など、
将来を見据え、地域と環境を大切にする動きが各地で展開されています。
新潟の将来性と企業ミッションを受け、新たな分野にチャレンジしている企業の取組をご紹介します。

新 潟 の 将 来 性 1

ＪＡ全農  バイオエタノール製造所長

石山　嗣 さん  
稲からバイオエタノールを製造す
る世界初の試みとして、昨年12
月にエタノールプラントを竣工、
今年７月から販売。企業理念に
基づき不断の努力は続く。

株式会社さいかい産業  開発隊長

古川　正司 さん  
長崎県出身。新潟大学で学ん
だ後、人とのつながりが強く、ビ
ジネスチャンスが多い新潟を選
び起業。森林を活用した幅広い
ビジネスに携わる。

木質ペレット燃料木質ペレット燃料



新潟トピックス（毎日更新中 土日祝除く）
新潟県内の社会･経済情報を見ることができます

合同企業説明会スケジュール
県内外で開催される合同企業説明会の日程が
確認できます

教えて先輩！
新潟にＵ･Ｉターンされた
方々の体験を紹介します

新潟で
夢にチャレンジ
無限の可能性がある新
潟の魅力をさまざまな角
度から紹介します

新潟くらしの
ポータルサイト　　　　　　　　　　 もご活用ください
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新潟県県民生活課　
〒950-8570　新潟市中央区新光町4番地1　
TEL025-280-5112（直通）

お申し込み・お問い合わせ

　新潟の将来性は、前ページでご紹介した食料やエネルギーの供給・開発にとどまりません。平成１６年の７．１３水害、中越
大震災、平成１９年の中越沖地震などの大災害の被災経験を活かし、真に役立ち、ビジネスとして成立する防災・救災用品
を開発し、“防災立県にいがた”から全国各地に商品を販売しています。

　新潟は、もともとモノづくりが集積する地域ですが、その蓄積さ
れた技術開発力と、地震、水害といった被災経験を活かして、防災・
救災用品を開発し、新潟から全国に発信するために、平成１７年７月
に（財）にいがた産業創造機構内に「防災・救災産業研究会」を設立
しました。技術力とこれまでの経験を活かした商品づくりのために、
これからも新潟の企業のチャレンジは続きます。

“防災立県にいがた”のチャレンジ

ホリカフーズ株式会社
●〒949-7411 新潟県魚沼市大石59-1　●TEL：025-794-5536　●URL：www.foricafoods.co.jp/

新 潟 の 将 来 性 2

安達紙器工業株式会社
●〒940-0029 新潟県長岡市東蔵王2-7-30　●TEL：0258-24-2145　●URL：www.adachishiki.co.jp/

　被災地の声を聞くと、非常食品に求められるものが見えてきます。火や電気を使わずに、調理済
みで開封するだけですぐに食べられること、食べやすい一人一食分で他に食器がいらないこと、普
段口にしている白いご飯であることなど。こうした声を活かして新非常食は作られました。
　被災を具体的に想定し、その時に備えることは、被災地から教えられた大切な教訓です。

　「更衣室なし70％、授乳室なし89％」。この数値は平成１６年に発生した中越大震災での避難所におけ
る実態調査の結果です。避難所での生活を余儀なくされている方々の「心が少しでもほっとする空間」と
なるようにと作られました。備蓄時はよりコンパクトに、使用時はより簡単で使いやすくなるように改良を
重ね、車いすのままでも入れます。平成１９年中越沖地震の際にも救援物資として届けられました。

洗剤不要、環境にやさしい未来の食器（エコクリーンシリーズ）

株式会社日本メタルワークス 　　
●〒959-1233 新潟県燕市殿島2-10-19　
●TEL：0256-63-3611　●URL：www.nmw-j.co.jp/

株式会社イケダ　
●〒959-1286 新潟県燕市小関1317　
●TEL：0256-62-6766　●URL：www.ikd-net.co.jp/

株式会社サクライ　
●〒959-1277 新潟県燕市物流センター1-11　
●TEL：0256-64-3333　●URL：www.saks.co.jp/

　食器の表面に、親水性が極めて強い塗料が使われて
いるので、水だけで頑固な汚れが落ちます。洗剤がいら
ないので環境にやさしい上、時間も短縮。災害時、水し
か使えない時にも便利。抗菌、抗カビ効果もあり、バイ
菌をシャットアウトするので安心して使えます。
　ステンレスの特産地、燕だから出来た食器です。

「水も火も電気も食器もいらない」新非常食

避難所における実体験を踏まえてつくった更衣室＆授乳室

～被災経験と技術開発力を活かす～


