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有機ＪＡＳ認証を活用し有機農産物販売の拡大を目指す 

－８月２１日（水）広有研ブランドによる有機農産物の販売を目指す組織の設立会議を開催します－ 

広島県有機農業研究会ででは、会員の生産する有機農産物を販売の拡大を目指して、広有研の中に流通組織

を設けるために、運営会議での議論や勉強会等に取り組んできました。具体的には、販売業者を介して有機Ｊ

ＡＳの認証を受けていることなど、一定の基準を満たしたものを広有研ブランドの有機農産物として量販店や

食品関係の業者へ販売するというものです。量販店などの実需者とのマッチングや販売代金の精算は販売業者

が行ない、広有研内には販売を希望する会員を構成員とする流通組織を設ける予定で、そのための準備会を以

下の日程で開催しますので、興味のある方は是非ご参加下さい。 

 

■流通組織の設立会議の開催について 

広有研の流通組織として仮称“オーガニック広島

流通部会”の設立会議を以下の通り開催します。 

１．日時 ８月 21 日（水）               9:00～15:00 

２．場所 世羅町甲山自治センター 

（世羅町役場敷地内） 

３．開会あいさつ 

広有研代表 伊勢村 文英 

４．内容                                                    9:00～ 

１）趣旨説明 

広有研流通部 田邊 真三 

広有研監査  那波 邦彦 

２）販売方法について 

岡本浩氏（㈲オカモト・仲買業者） 

野地元滋氏（㈱サンシャイン・弁当産業） 

中野芳男氏（有機 JAS 認定・ロハス農園） 

３）流通組織の運営について     13:00～ 

午後より流通組織に参加する会員により運営

に関する協議を行ないます。 

・流通組織の運営と体制について 

・会費について（2,000 円を予定） 

・販売方法について 

・その他 

５．閉会                                                           15:00 

 

 

 

■取り組みの経過について 

流通部では、流通組織の立ち上げに向けて広有研

の運営会議での議論を踏まえて、次のような取り組

みを実施してきました。     （田邊 真三） 

１ 有機ＪＡＳ勉強会 

 
↑広有研による有機農産物販売の取り組みを提起す

る田邊流通部長 

流通部では、５月 23 日と６月 13 日に農産物の有

機ＪＡＳ認定制度等に関する勉強会を行い、２回の

勉強会で計約 40 名（役員含む）の方に参加していた

だきました。 

勉強会では、広有研の監査で兵庫県有機農業研究

会（登録認証機関）の検査員を務める那波邦彦氏か

ら有機ＪＡＳ認定制度についての説明を受けた後、

山口県で有機農産物の生産と販売に取り組むロハス

農園代表中野芳男氏から有機農産物の販売と有機Ｊ

ＡＳ規格の活用についてお話していただきました。 

さらに、流通部の田邊からは、有機ＪＡＳをもっ
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と多くの方に理解して頂き、生産、流通販売を強化

し、有機業界をさらに盛り上げていくために、広有

研ブランドによる有機農産物の販売と、そのための

流通組織の立ち上げを提案させていただきました。 

今後、この流通組織を広島県有機農業研究会にと

って、大きな柱となるような活動に取り組んでいく

予定ですので、有機ＪＡＳ認証を取得の方、これか

ら取得を考えられている方は、是非、この取り組み

にご参加下さいますようお願いいたします。 

２ 有機ＪＡＳ拡大のカギを探そう（大阪） 

兵庫県有機農業研究会などの主催により６月20日

に大阪市難波市民学習センターで行われた「有機Ｊ

ＡＳ拡大のカギを探そう」の集会に、広有研から、

私（田邊）と福田裕允さん（日有研幹事）、引田義道

さん（会員）の３名で参加させて頂きました。 

内容としては、有機ＪＡＳ食品を広く流通販売す

るための方策について、関係者によるどのような連

携が可能かを探るというものでした。 

流通業者、登録認定機関、農業者、それぞれ問題

を抱えていましたが、これを解決するためには、消

費者も含めて同時に動き出さなければ、なかなか問

題解決にはならないのではないかと感じました。 
 
 
 
 

集落ぐるみでネオニコチノイド農薬の使用中止を決定 

 －広有研会員の呼びかけで広島市安佐南区の集落法人「戸山の郷中王」が英断－ 

蜜蜂や赤トンボへの影響が懸念されているネオニコチノイド系農薬に関する勉強会を開いた広島市安佐南

区戸山地区の集落法人「戸山の郷中王」では、同剤を成分とする農薬の使用中止を決めました。勉強会は広有

研会員で同法人の専従職員である石井裕二さんの呼びかけにより開催されたもので、勉強会後の法人の役員会

で同剤の使用中止が決定されました。（今回紹介する記事は日本有機農業研究会の会報に掲載予定のものです） 

 

ネオニコチノイド系農薬の使用中止に向けた取り組み    

－ある集落の農薬選び－ 

 ↑戸山地区の水田 

田植えが間近い４月末、広島市安佐南区沼田町の

公民館で、「ネオニコチノイド系などの水稲箱施薬剤

の勉強会」が催されました。戸山集落の10名ほどが、

広有研の会員でもある県農業技術センター・星野滋

研究員の話を聞くために集まりました。そのきっか

けは、集落の農事組合法人『戸山の郷中王』で生産

計画と栽培管理を担っている石井裕二さん（36 歳）

の「ミツバチがいなくなるという農薬を止めて他の

農薬に変えられんかのう？」との思いでした。 

石井さんは『ミツバチや赤トンボの活動に悪影響

が少ない農薬のリスト』を星野さんからもらい、集

落で使用が予定されている育苗箱農薬の再検討を農

事組合法人に働きかけました。その結果、「益虫に悪

い影響がある農薬とは知らんかった、そんな薬なら

使いたくないなあ。」と話し合いがなされ、防除暦の

掲載農薬からネオニコチノイド系剤が外されました。

農薬についての情報を今後ももっと知ろう、と企画

されたのが上記の集まりでした。 

福井県の勝山市や越前市では稲作に使用する農薬

を切り替える動きがあります（朝日新聞、2013 年 4

月 25 日付）。今年末から EU でも、ネオニコチノイド

系３種が２年間使用規制されることになりました。

農薬は使うべきではない、いや必要悪だ、といろい

ろと考えても、日々の営農の中ではなかなか現実的

な対案が立てにくいものです。２人の幼児と奥さん

と石井さんの一家が暮らす里山集落での、農薬選び

の小さな取り組みは、命とは・・・、環境とは・・・

を、しばし考えてみる機会を、地域のより多くの人

に少なからず与えたことと思います。 

（石井裕二・那波邦彦） 
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自家採取できる在来野菜の採取法と活用を学ぶ 

 －夏の現地見学会と青年部交流会を開催しました－ 
 

■現地見学会（広島県ジーンバンク） 

８月７日、東広島市八本松の広島県農業技術セン

ターにある農業ジーンバンクで現地見学会を技術部

が開催しました。 

農業ジーンバンクでは、技術参与の船越建明氏よ

り、1,500 種にも及ぶ広島県の在来種子の保存と再活

用に取り組むジーンバンクの活動内容と自家採種の

方法についてお話をしていただきました。ここで保

存されている種子については、インターネットでも

紹介されており、種子の譲渡も可能とのことですの

で、関心のある方は是非問い合わせてみてください。 

（問合せ先（財）広島県森林整備・農業振興財団（旧

広島県農林振興センター）農業ジーンバンク ℡

082-429-2599） 
 

 
↑ジーンバンクの採取圃場と船越建明さん（左端） 

 

 

 

↑むささび農園の北原六地さん（右端） 

 

また、東広島市志和町で有機農業に取り組む北原

六地さんが主宰するむささび農園を見学させていた

だきました。北原さんは耕作放棄田を開墾し、水稲

と野菜を生産しています。また、仲間とともに志和

町内の有機農業者でグループ「おいし～わ」を立ち

上げたり、受け入れた研修生の町内での就農の支援

にも取り組んでいます。      （延安 勇） 

 

■青年部交流会 

８月７日、青年部主催による交流会を東広島市志

和町のステキな雰囲気の貸し古民家で開催しました。

技術部主催の現地見学会とセットだったこともあり、

予想を上回る 25 名の参加がありました。 

参加者は、老いも若きも気持ちの面では皆「青年」。

自己紹介では新たな出会いやつながりが生まれ，熱

い想いや悩みなどを語り合い、それぞれが新たな一

歩につながる有意義な時間を過ごしていただけたの

ではないかと思います（日付が変わるまで語り合い

は続きました）。 

青年部では12月頃にもう一度交流会の開催を計画

しています。今回参加できなかった方も、次回はぜ

ひご参加ください！また、青年部の活動についての

ご意見やご要望もぜひお願いします。（町田 敦） 

↑東広島市志和町の古民家“田舎家”での交流会 
では、参加者全員による自己紹介を行ないました。 
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“食と農と映画の祭り 2013 おのみち”盛大に開催しました 
４月 21 日（日）、３回目となる“食と農と映画の祭り 2013 おのみち”が、広有研などで構成する実行委員

会主催により、尾道市向島町にある向島洋らんセンターで開催されました。当日は天候にも恵まれ、30 を越

える出店と 500 名近い来場者で盛大に開催されました。

↑会場となった向島洋らんセンターの芝生の広場 

当日は、広有研会員、マルシェ“おのみち家族の

台所”、ＪＡ尾道市の直売所“ええじゃん尾道”の生

産者などが出店したマルシェをはじめ、ライブや紙

芝居、映画「シェーナウの思い～自然エネルギー社

会を子どもたちに～」「田んぼ」などの上映が行われ、

多くの参加者でにぎわいました。また、協賛イベン

トとして、シネマ尾道で上映された「天のしずく～

辰巳芳子“いのちのスープ”」は、300 名の観客を動

員しました。 

食と農と映画の祭りおのみちは、来年も４月に開

催の予定です。広有研の会員の皆様へもご案内しま

すので、是非出店してください。  （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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