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伊勢村代表、農水省のコンクールで優秀賞を受賞 

 －第 18 回環境保全型農業推進コンクール授賞式と記念フォーラム（3 月 15 日）に参加－ 

当研究会の伊勢村代表の神石こだわり農場が，第１８回（２４年度）環境保全型農業推進コンクールにおい

て，栄えある優秀賞を受賞されました！ 
 

去る３月１５日（金）に岡山市で開催された表彰

式には当研究会の有志も駆けつけ，伊勢村会長の受

賞を祝いました。 

農業技術面での創意工夫と，消費者との提携を柱

とした販売面の取り組みを長年にわたって実践され

てきた点が受賞のポイントだとのことでした。本当

におめでとうございました。 

これまでの取り組みで得られた経験や知恵を，ぜ

ひ当研究会の会員（特に若い方や農業経験の浅い方）

に伝えていただきたいと思います。  （町田 敦） 

 
授賞式では、島根県浜田市で経営面積 4.2ha で大

規模な有機農業に取り組む㈲佐々木農場社長・佐々

木一郎さん（53 歳）による講演会も行われました。

佐々木さんは代々続く農家の跡継ぎで、大学卒業後

就農し、「家族が笑顔で暮らせる所得」と「お客様に

安全で美味しい野菜を届ける」ことを目指した結果、

有機農業による葉物野菜を主体とした経営にたどり

着いたとのことでした。今では佐々木農場での研修

を経て就農した 10 の農場により立ち上げた有機農

産物販売会社「㈱ぐり～んは～と」を通じて、全国

の市場や流通業者に 4 億円を越える有機農産物を販

売しています。 
講演終了後は佐々木社長に加え、岡山中央卸売市

場・㈱岡山丸果有機農産物担当者や名古屋市内で有

機農産物の朝市と就農支援に取り組むＮＰＯ法人代

表を交えてのシンポジウムも行われました。 
岡山での授賞式は中四国地区の受賞者を対象とし

て行われ、農業者のほかに中四国の県担当者なども

参加していましたが、残念ながら広島県の担当部署 

 
↑中国四国農政局・川口生産部長より表彰状を授与

される伊勢村代表 

からの参加はありませんでした。佐々木さんの記念

講演では「島根県は自社の有機農産物を積極的にＰ

Ｒしてくれている」との話もあり、改めて県に対し

て有機農業や環境保全型農業の推進を求めていかな

ければと思いを新たにする授賞式でもありました。 
なお、農水省のホームページで紹介されている神

石こだわり農場の概要は以下のとおりです。 

（延安 勇） 

【神石こだわり農場】 

主要作物 水稲､野菜､豆類 

対象面積 5.8ha 

 

①当該事例の類型（作物生産、畜産生産など）と特

徴及び開始年次 

・類型  水稲､野菜を中心とした有畜複合経営 

・特徴 

 (1)化学肥料､化学合成農薬の不使用を前提とした   
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栽培 

(2)農場､隣接の山林から採れる資源のみを使った

堆肥づくり 

(3)鶏､肉用牛は自給飼料で飼育可能な羽数､頭数

を維持 

(4)農山地の自然循環機能を保全かつ発揮し､豊か

な生物多様性を育む農法の確立 

・開始年次 1978 年より有機農業に全面転換 

 

②具体的に実践・工夫している農業技術・経営と取

組姿勢 

・山林の土着菌を利用した堆肥づくり 

栽培面積分の落ち葉を使うことを基本とし、    

落ち葉の収集も秋には行わず､積雪で圧縮されて

冬を越した土着菌が移行した物を牛糞と混ぜて堆

肥にする。 

・適地適作 

雑草は早めの除草､作物によっては大きくして

雑草マルチとして利用。害虫は生態を研究し活動

行動を利用。虫の生態に合わせて、早植え､遅植え､

草刈りの要否を決める。 

・混播、混植 

一畝に早期成長､遅い成長の作物を組み合わせ

て種を播く、必要な大きさ(ベビーリーフから)か

ら収穫を始め､目的の野菜を残しそれを生育させ

て収穫する。 

・販売における消費者との連携 

販売は提携と直販で行う、常に顔と顔の見える

関係で行う｢かたつむりの会｣(生消提携グループ)

で消費者と共に作付け会議を行い､価格を決定す

る。 

③具体的に実践・工夫している農業技術・経営の創

造性と地域的な影響力 

・神石高原町有機農業推進協議会の活動に参加し､講

演会の開催等で食育の推進を図り､農業環境問題へ

の関心を高め､有機農業の理解を深めている。 

・地元の中学校が行う体験学習の受け入れ､学習塾等

の体験学習 

・｢道の駅｣に併設された、神石高原町の農産物を食

材とした料理を販売する｢神石高原マルシェ｣に中心

メンバーとして参画 

・有機農業講座の開設(2011年～) 

・神石高原有機農業研修塾の設立(地元定住を目指し

た研修所) 

・広島県有機農業研究会会長(会員､約 70 名) 

 

④取組の成果と展望 

・35 年間でたどりついたこと｢農業は命の生かし合

い｣いつまでも当たり前に虫の声が聞ける地球を夢

見て行動してきた。 農場の経営も 2代目に引き継ぐ

ことが出来た。提携している消費者も 2代目への引

き継ぎがなされたようで進めてきた次世代に続く有

機農業のかたちが目に見えて来ている。若い世代が

自立するまで、指導､支援をしていく。３代先の子供

達が健康であるように、地球を自然を守る活動を続

けていく。 

 

広有研会員の紹介（その１）  
 

今回からシリーズで広有研会員農場を紹介します。知っているようで知らない会員の情報を順次掲載してい

きますので、会員相互の交流や相談などに御活用下さい。 

 

１ 田邊真三さん（広有研流通部長） 
 

 
 

今年度、広島県有機農業研究会の流通部長を努め

させて頂くことになりました、神石高原町の田邊真

三です。 
これまで有機研流通部としては、農産物の販売に

向けての推進、組織化に向けての体制作りなどを中

心に活動を行われてきました。 
この形を元に、今年からより具体的な流通組織を

目指して行きたいと考えています。 
まずは組織の目的、スキルの平準化、基本になる
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部分については、意識を共有しながら、活動を行っ

ていきたいと思っています。 
また、流通部の会に参加される方は、有機ＪＡＳ

の取得を前提とし、参加して頂きたいと考えていま

す。この組織体制を強化していくことにより、情報、

販売、流通などスケールメリットが期待されます。 
これから新規参入で農業をはじめようと思われる

方、またこれからさらに規模を拡大して農業に取り

組もうとされている方、日本の有機農業を真剣に考

えておられ方には、ぜひ参加して頂きたいと思いま

す。日本の有機農業界は有機農業者が中心になり、

業界をリードしていく必要性があると考えています。 
皆様の協力を宜しくお願い致します。 

【農場の概要】有機ＪＡＳ認定、水稲、野菜、養鶏

【連絡先】 
729-3516 神石高原町古川 387-5 tel.0847-87-0343 
 
２ 石井裕二（咲とやま農園） 
 

 
  

平成 22 年 8 月に 14 年間勤めた陸上自衛隊を退職

し、妻の実家のある広島市安佐南区沼田町に引っ越

してきました。 
初めは、個人農家として新規就農する予定でした

が、I ターンと同時期に地区に農事組合法人が設立さ

れ、法人の代表理事の想いに共感し、 
現在「農事組合法人 戸山の郷中王」で雇ってい

ただいています。そして空いた時間を活用し、「咲と

やま農園」という屋号で有機農業をしています。 
 
法人では、水稲約 12ha、野菜（広島菜 30a、南瓜

10a、スイートコーン 10a、小麦 2.5ha、ソバ 50a、
白ネギ 5a）を作付予定です。 
法人として、栽培期間中、化学肥料・農薬不使用

の水稲作りの試験栽培もしています。1 反 4 畝ほど

ではありますが私が担当していて、将来的には、全

ての田で、農薬や化学肥料に頼らない水稲作りを提

案してゆきたいと思っています。 
 
咲とやま農園としては、多品目の野菜を作付予定

でいますが、昨年は法人の作業で手いっぱいで放任

状態となりました。今年は法人の一部に咲とやま農

園を入れてもらえるように提案しています。 
個人の農家の様に、小回りがきき全てを自分で決

められる環境ではないうえ慣行農法と有機農業を行

う中途半端さにストレスを感じる事が多いですが、

逆に個人ではできない規模での大きな変化を望める

環境に居る事にも最近気がつきました。 
 
農を絡めた暮らし方の提案、地域の里山の維持、

生物の多様性の維持等、やるべきことは多く、地元

戸山にパッと花を咲かせたいという思いで名付けた

「咲とやま農園」の役割は大きいです。 
 
就農して 3 年目、今年は成果を残す年と位置付け

ています。同時に、広島県有機農業研究会が、広島

の有機農業をけん引してゆけるように、微力ながら

力になれたらと思います。 
 
今後ともよろしくお願いします。 

【連絡先】 
ブログ咲とやま農園

http://satoyamanouen.blog133.fc2.com/ 
731-3271 広島市安佐南区沼田町阿戸 343-1 
tel.082-839-2790 
 
３ 浜井 陽一（もぐもぐ農園） 
 

 
 

自然豊かな環境で農業をして暮らすことを夢見て

いた私は、体調を崩したことで会社勤めをやめ、2009
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年に広島市内から移り住み、三次市三良坂町の西の

端、たくさんのハヤが泳ぎ、夏にはホタルが舞う長

田川沿いの自然あふれる環境で農薬や化学肥料を使

わずに野菜を作っています。 
肥料としては、植物原料の菌床堆肥、刈り草、鶏

糞、かき殻石灰を使用し。作物ごとに適量の施用を

することで、病気や虫を寄せつけない元気な野菜が

育つよう心がけています。 
「もぐもぐ農園」の名前は「安全・安心で美味し

い野菜をもぐもぐと食べてもらいたい」との思いか

ら名づけました 。 
農園では 50a（約 5 反）の田畑で、元気な野菜た

ちが育っています。2 棟あるハウスは自分で建てま

したが、近所の農家仲間に随分助けてもらいました。

そういう農家仲間が多いのが、三次市の良いところ

です。 
農園では、野菜の販売の他、ゲストハウスラッピ

ーのお勧めするホームステイ先として登録し、野菜

をもぐ
．．

収穫体験の受け入れも行なっています。 
【農場の概要】 
・経営面積 
野菜 50a 旬の野菜を年間通じて供給（約 50 種） 

・販売方法 
個人（宅配）：もぐもぐセット 2000 円（7～10 種

類の野菜）、ぱくぱくセット 1500 円（5～7 種類の野

菜）農園の様子をお伝えする「もぐもぐ通信」を毎

月同封。もぐもぐ通信には、旬の野菜のおすすめレ

シピも載せています。 
宅配の他、三次の農家仲間「きつねの八百屋さん」

として広島に販売に行ったり、グリーンブリッジに

出荷しています。 
【連絡先】 
729-4305 三次市三良坂町長田 532-5 
tel.090-6409-4990

 

「紹介したい有機の技術」その３ 

  除草剤を使わない除草技術（田邊真三さん）  
 

今回は、神石高原町の田邊真三さんの「除草剤を

使わない除草技術」を紹介します。 

 

 
 

１．播種量をできるだけ少なくする（１２０ｇ以下） 

 

２．葉齢は、３．５葉を目指す。（中苗以上) 

 

３．田植えを遅らせる（地域により異なるが、その

地域で１週間から２週間） 

４． ドライブハローで表層をロータリーし、これま

でに発芽している草を一掃する。(水深は浅めの方が

よい） 

 

 

５．田植えをする３日前までに、代掻きをする。 

 

６．田植えと同時に、発酵ペレットを散布する。 

 

７．田植え後（１週間）草の発生が確認されたら、

すぐに除草体制に入る 

（手押し除草機、チェーン除草、機械除草、など） 

田植え後に（１０日以降）、かなりの草が発生し

たときは、作戦失敗です。 

 

＊稲作栽培の最大ポイントは、上記の作業に集中す

ることです。 

 

集中するのが良いか、その後の草取りが良いかは

各自でご判断ください。 

 

稲作栽培は、地域により大きく異なります。まず

は自分の地域の気候、土質、草の種類や性質などを

確認し、栽培する必要があります。 

今回記載致しました情報が、少しでもお役に立て

ば幸いです。          （田邊 真三）                       
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 2013 年度総会と記念講演会のご報告 
 

2013 年度の講演会ならびに総会が、1月 20 日農業技術センターにて開催されました。参加者は 40 名以上と

にぎやかでした。 

 
１ 記念講演 

「消費者、販売者からみた農産物の課題 

～絶やすな日本の農業～」 安孫子 泰さん 

講演会は、「消費者、販売者からみた農産物の課題

～絶やすな日本の農業～」と題して、（株）ユアーズ・

アバンセ三越店店長の安孫子泰さんのお話を聞きま

した。 
【講演】 
(1) 食品小売り業界の変化 

高度成長期に買うこと

で満足していた消費者が、

バブル崩壊以降モノが溢

れ買わない選択をする時

代に入っている。今は価格

と価値が重視される時代

で、そういう変化に対応で

きるものが生き残れる時

代である。 
(2) 消費者の購買意識の変化 

買い手目線でなければ売れないわけで、買い手（消

費者）が求めるものの傾向として、①値ごろ感のあ

るもの、②簡単、便利で機能性の高いもの、③トレ

ンド性のもの、④ブランド感のあるもの、⑤高額の

ものと安価なものと使い分け、買い分けをするなど

があげられる。 
有機 JASマークの付いたものを販売するコーナー

をアバンセでも設けている。メリットとしては、消

費者に安全安心であるとはっきり伝えられる。デメ

リットとして、価格が高い、生産者からきた状態の

ままの販売で小分けができない、などがあげられる。 
消費者も、味の違うトマトや果物には、高くとも

対価を払う傾向がある。 
(3) SWOT 分析による考察 

SWOT とは、S（強み）W（弱み）O（機会）T（脅

威）という意味で、自身の「強み」を活かし、「弱み」

を克服し、「機会」をどのように利用するか、「脅威」

をどのように減らすか、を考察し実行そして検証す

る方法である。 
この方法で有機農業を分析してみると、 

「強み」～価値の高い作物の生産ができる。 
「弱み」～販売方法に問題がある。 
「機会」～流通、販売場所、出荷時期などを見極

める。 
「脅威」～輸入品などが増大、人口減少、食品素

材売上高減少。 
(4) これからの意識改革と行動 

① 協業化、法人化の促進によるコスト削減 
② 消費者目線での生産 
これから求められるのは、今までといつまでも同

じというのでなく、変化に対応して消費者ニーズを

研究すること、コスト削減の努力をすること、販売

方法を広げる、生産者からの情報発信をしていくこ

となどがあげられる。 
 
【質疑応答】   ○質問、★安孫子さんの回答 

○デパートでは、何を重視して販売しているか？ 
★価格だけでなく、接客も大事。品質の良いものを

揃える。 
○分析はどのようにしているか？ 
★現場でのお客様の声をよく聞く。コンピューター

による分析も。 
○県内産の評価は？ 
★上がってきている。親近感があるのではないか。 
○有機野菜のメリット、デメリットは？ 
★味がよい、おいしい。デメリットは、小分けでき

ない、値段が高い。 
○有機 JAS マークの認知度はどうか？ 
★高いと思う。アバンセでは、普通のスーパーより

多く、全体の 30％ほど。 
○輸入の有機 JAS は増えているか？ 
★加工品が増えている。 
○日本の有機 JAS は増えているか？ 
★増えてはいない。「農薬不使用」が増えている。（但

し、不使用の表示はなし。） 
○地元の野菜はどのくらいおいているか？ 
★40％ほど。 
○無農薬の植物工場の生産物は？ 
★もやし、カイワレ、しいたけなどをおいているが、

↑安孫子 泰さん 
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葉物は置いていない。 
 

安孫子さんの話は、現場をよく知っている人の分

析に基づいての話で、説得力がありました。有機農

業をずっと続けていると、消費者ニーズの研究、新

しい販売方法、コスト削減などということばが段々

と遠くなってくる傾向があるのは否めません。作っ

ていれば売れる、という時代は確かに過ぎ去ったよ

うです。これから、時代、消費者に合った生産、販

売への努力が、私たちに求められていると強く安孫

子さんの話を聞いて思いました。 
 
２ 総 会 

総会は、委任状 11 名、出席者 25 名で行われまし

た。議長に近宗清子さんに務めて頂きました。以下、

概要を紹介しますが、詳しくは総会議案書を参照し

てください。 
第 1 号議案で、2012 年度の活動報告と決算報告、 

 
第 2 号議案で今年度の活動計画と予算案の承認を受

けました。 
第 3 号議案の役員体制の承認については、去年 2

年任期の役員改正を行ないましたので、今年は新た

に監査に浜井陽一さん、流通部の部長に田邊真三さ

ん、青年部に町田敦さんに加わってもらいました。 
地区支部はこれまでの 9 つから 5 つに組織替えさ

れました。 
「食と農のアドバイザー」（以前は、有機農業アド

バイザー）には、渡邉由紀子さん、石橋瑠美子さん

に新たに入っていただきました。 
なお、地区支部と運営会議などについて一部規約

改正を行ないました。 
 

 
↑挨拶をする伊勢村代表 

３ 交 流 

最後には、参加者の交流会ということで、それぞ

れ自己紹介をしてもらい交流を深めました。今年も

若い新規就農者の姿が多く見られたことは、これか

らの活動が活発になっていく期待がふくらみます。 
総会を終えて、より活発で、皆様の役に立てるよ

うな研究会にするべく、皆さんのご協力をこれから

もお願いしたいと役員一同思っているところです。

それぞれの部で活動計画を立てているので、当日不

参加の方は同封の総会資料を参考にされて、積極的

に活動への参加をお願いします。  （坂本 重夫） 

 

 

【青年部情報】 ８月、交流会を開催します！ 

－「仲間づくり」と「情報交換」を目指して活動します！「仲間づくり」と「情報交換」を目指して活動します！－ 

青年部の活動計画について，先日開催された通常総会において承認されましたので，改めてお知らせ致しま

す。若い会員や就農後の経験の浅い会員（年齢は問いません！）に共通する悩みや課題の払拭に向けて，暮ら

し部や技術部などの活動とも連携しながら，「仲間づくり」と「情報交換」を目指した活動を行っていきます。

１回目の活動として，８月頃に親睦を深めるための「交流会」の開催を予定しています。場所等の詳細は後日

ご連絡致します。ぜひお気軽にご参加ください！                    （町田 敦） 
 
 
 
 
 



ひろしま有機研通信２０１３年４月号 

- 7 - 

ほっこりやさしい暮らしのマルシェ 
－ 1/12～14 の３日間開催しました － 

住宅展示場「アスタ」さんにご協力いただき、広有研のマルシェを開催しました。 

今回は初の3日間連続開催。 

新鮮お野菜や、有機農産物を利用したあったかフードが並ぶ会場はほっこり暖かく、 

ご来場いただいた皆さんは、出展者の方々と和やかにお話しをされたり 

出展者さん同士で、お話しに花が咲いたり。 

作る人と食べる人が緩やかに繋がる、楽しいマルシェになりました。 

次回は13年夏ごろの開催を予定しています。 

決まりましたらご案内させていただきますので、ご協力よろしくお願いします。 

（渡邊 由紀子） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有機農業実態調査について 
 

引き続き有機農業実態調査に御協力下さい。 
【有機農業実態調査について】 

○ 目  的                     広島県における有機農業の現状及び動向の把握と情報の交換・共有、 

広有研会員の農産物販売に対する支援、広有研の取り組みの広報 

○ 周知方法                    県内数箇所にて会員相互の交流をかねて説明会を開催（11月～2月） 

○ 調査方法                    会員の農場を訪ね現場で聞き取り調査（11月～2月） 

○ 調査内容                    経営面積、栽培品目、使用資材、販売方法など 

○ 報告・活用                有機農業マップを作成し、生産・販売のマッチングや広報活動、      

行政等への有機農業推進のための情報提供・（３月） 

【お願い】      調査票を未提出の方は同封の調査票を記入の上、平成 25 年 1 月  

20 日（日）の総会にご持参下さい。よろしくお願い致します。 

 

↑ほっこりやさしい暮らしのマルシェを紹介する新聞広告 
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“食と農と映画の祭り２０１３おのみち”の御案内 

－ 食と農のマルシェの出店者を募集しています（4 月 21 日【日】尾道市向島洋らんセンター）－ 

今年で 3 回目を迎える有機農業などを紹介するイベント“食と農と映画の祭り 2013 おのみちベント“が 4

月 21 日（日）尾道市向島洋らんセンターで開催されます。広有研も実行委員会メンバーに加わるとともに、

広有研の活動の紹介も行ないます。当日は映画のほか、”食と農のマルシェ“で有機農産物やこだわりの食べ

物に加え、肥料、はては中古耕運機を売る店も出店する予定です。出店者は 4 月 20 日まで追加募集していま

すので、ふるって御参加下さい。 
 

 
 
日 時 4 月 21 日（日）10:00～15:00 
場 所 尾道向島洋らんセンター 
入 場 無料（映画鑑賞を含めて全て） 
  

【イベントスケジュール】 
10:10    映画「それでも種を播く」 

10:40 大出さんのトーク「発酵食品で免疫力を上げる」 

10:10  健康生活ティナナ＆㈱オクモトさんトーク「ふれあ

い田んぼ教室の取組」 

11;40    広有研のトーク「ひろげよう有機農業」 

11:55    おのみち家族の台所トーク 

12:10    紙芝居「ケンちゃんとゲンゴロウ」 

12:30    映画「それでも種を播く」 

13:00    歌って踊れる紙芝居「よしととひうた」 

14:00    映画「シェーナウの想い」 

随時   食と農のマルシェ※ 10:00～15:00 

※出店料 2m×2m 700 円、テント、テーブルは出

店者が持参。申込先 れいこう堂信恵（のぶえ）

090-1336-4757 

食農教育ワークショップ（バケツ稲作り、ベランダ

菜園作り） 

【協賛イベント】 

シネマ尾道での協賛上映（4/20～5/3） 

「天のしずく 辰巳芳子“いのちのスープ”」 

（前売り1,000円 食と農と映画の祭り2013おのみち会場で

販売。4/21～26 は①9:40～11:40、②19:20～21:20 の 2 回上

映。4/27～5/3 は①9:40～11:40） 

 
◎詳細を記載したチラシは広有研のブログでダウン
ロードできます。         （延安 勇） 

会費納入のお願い 
今回の通信は、活動再開後に入会されたことのある全ての方にお送りしています。 

活動を再開した 2008 年 12 月の以降、十分な活動ができているとはいえませんが、これまでの活

動は、広有研の活動は皆様の会費で賄っています。今後も活動を継続し充実したものとするために、

会費納入が中断している方も、是非、この機会に再度の入会をお願いいたします。また、既に入会

されている方も、同封の振込用紙にて新年度の会費の納入をお願い致します。 

 

年会費の納入をお願いします 
年会費は同封しています振込み用紙にて、下記の

口座へ郵便局より振り込んでください。 

入会の手続きも年会費の振込みをもって受け付け

ています。 

○年会費     個人会員       ２,０００ 円 

賛助会員（団体会員） ５,０００ 円 

○振込先（郵便振替） 

加入者名：広島県有機農業研究会 

口座番号：０１３４０－４―４７６７７ 
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