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困ったときは気軽に相談しよう！ 
― 有機研のベテラン農家がアドバイザーとして新規就農者などを支援 ― 

新規就農した人や、有機農業に転換した人の中には、いろいろな疑問や困ったことなどが起こってく

ることと思います。そんな時、広島県有機農業研究会として少しでも役に立てればと、有機農業のベテ

ラン農家にお願いして、会員なら誰でも気軽に相談できるをアドバイザー制度を設けました。 

当面、アドバイザーは伊勢村さん（有機研代表）と坂本さん（同事務局）の２名でスタートします。

今後、会員のみなさんにお願いして増やしていく予定です。 

相談できる人が近くにいない場合、有機農業をやっていく中で困ったことなどありましたら、次のア

ドバイザーの方に聞いてみて下さい。また、会員の皆さんからのアドバイザーへの立候補も大歓迎です。

栽培技術に限らず、販売、ＩＴなど、生産から流通までの様々な分野のアドバイザーを募集しています。 
 

■新規就農者へのアドバイザー  
伊勢村文英さん（神石高原町） 

【プロフィール】 

1948 年生、61 歳、家族５名、研修生３名 
1970 年に就農し、1975 年から全面的に有機農業に

取り組む。 
2003 年に「かたつむりの会」を結成し生産者として

加入。現在事務局を務める。 
2008 年 12 月広島県有機農業研究会代表に就任 
【経営内容】 

水田 80a、畑 120ａ、和牛２頭、鶏 30 羽、その他、

兎、ミニ豚、猪、猫、犬の有畜複合小農経営。 
神石土着菌ですべて栽培。戦前農業の知恵、技術を

探求。 
Tel. ０８４７－８６－０８１８ 

Fax. ０８４７－８６－０４２４ 

 

 
 

坂本 重夫さん（三原市高坂町） 

【プロフィール】 

1953 年生、56 歳、家族６名、研修生１名 
1978 年から有機農業を実践。 
広島県有機農業研究会発足当初より事務局を務め 
2008 年 12 月から引き続き事務局を担当。 
【経営内容】 

水田 180ａ、畑 70a、平飼い養鶏 500 羽、 
稲作は、合鴨農法と米ぬか除草法。 
野菜は季節の露地野菜を多品種生産、養鶏は平飼い

で有精卵を生産。 
 
 
Tel.Fax.０８４８－６６－３５９２ 
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環境・いのちを守り育むことを目標として 

「食と農・広島県協議会」発足 
4 月 22 日午後から広島市において、「食と農・広島県協議会」の発足総会が開かれました。この協議会

は、県有機農業研究会の呼びかけにより、「食」と「農」に係る取り組みを通して、環境を保全し、生命

（いのち）を守り育むことを目標として、県内の有機農業や環境保全に配慮した農業に関連する団体及

び有機農産物の流通に関連する団体のネットワークです。当日の参加は、広島県有機農業研究会、ひろ

しま合鴨水稲会、ＭＯＡ自然農法広島県連合会、地産地消事業ネット広島、百姓や会の５団体で、参加

予定の自然生態環境研究会は欠席されました。 
 

代表に広島大学生物資源学部・田中教授を選任 

協議会の目的、事業、役員などが承認された後、

代表となった広島大学の田中秀樹教授からの挨拶が

ありました。 
田中先生は、次の三つのことを強調されました。 
一つ目は、経済成長優先の工業化社会のいきづま

りという時代の転換点にある今、時代は農業へと風

が吹いていると言えるのではないか。 
二つ目は、有機 JAS 法などで示されている有機農

業の定義はあまりに狭く、有機農業は自然生態、環

境を守り生物多様性、持続性などを大事にしていく

農業と広く捉えたい。 
三つ目は、広島県は中国山地に囲まれ小規模農業

が特徴だが、これからの小規模農業のあり方として、

有機農業がそのリード役になれるのではないか。 
 
環境保全型農業から有機農業という道筋 

広島県有機農業研究会の篠原さんから、２つの提

案：「有機農業推進法に関する広島県担当者との話し

合いで確認すべき事項」及び「協議会の今後の活動

の基本的な考え方」がありました。（巻末資料参照） 
このなかで注目すべき視点は、有機農業を農薬・

化学肥料の不使用だけで捉えるのではなく環境負荷 

 
▲代表に選任された田中教授（左から 3人目） 
の軽減、生物多様性を豊かにしている農業とすべき

こと、そして持続的農業を目指すという点から、減

農薬、減化学肥料の環境保全型農業から究極の目標

の有機農業という道筋も認めて誰でも取り組みやす

いかたちが考えられるということです。 
これから県内での様々な活動と、県との有機農業

推進法を巡っての協同作業を進めていくことになり

ます。会員のご協力とご支援をよろしくお願いしま

す。 
 
 

「有機農業関係者の意見を聴きながら進める」 
― 県農林水産局との第１回有機農業の推進等に係る意見交換会 ― 

4 月 22 日午後 2 時から広島県庁 4 階 405 会議室にて、「平成 21 年度第１回有機農業の推進等に係る意

見交換会」が開催され、農林水産局食品流通安全室長など県担当者 3 名と「食と農・広島県協議会」の

メンバー12 名が話しあいました。意見交換の主な内容は次のとおり。今後も協議会の申し入れに応じて

意見交換することを確認しました。以下、意見交換の内容を記載します。 
 

１ 環境保全型農業の推進等に係る県施策につ

いて 

県：（資料「環境保全型農業の推進等にかかる県施策

について」にもとづき説明） 

県の施策は「2006～2010 新農林水産業・農山漁村活

性化計画」にもとづき展開。計画の目標は 10 年後の

農林水産業のあるべき姿「産業として自立できる農

林水産業の確立」の実現。農地・水・環境保全向上
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対策については、担い手が中心となった効率的・安

定的な農業が持続されるような地域において、この

対策が有効に機能するとの考えから、県の支援は担

い手の経営面積が地域の過半を占める地域に限定。 
藤本（ひろしま合鴨水稲会）：農業者以外の地域住民

を巻き込んだ活動が求められており、地域づくりに

大きく役立っている。  

▲県農林水産局食品流通安全室長（左から４人目） 

らとの意見交換 

 
２ 有機農業の推進等について 

県：有機農業推進計画は平成 23 年までには、全都道

府県で策定という国の基本方針目標を踏まえて検討

していきたい。現状は研究中。今後の対応について

は、有機農業関係者等の意見を聴きながら検討を進

めていきたい。 
篠原（広島県有機農業研究会）：有機農業推進第 1 期

では国、県、市町での体制整備が求められている。 
県：県の専門性が十分でなく、それが一番難しい。

関係課等と協議を行い、意見を聴きながらでないと

対応・判断は難しい。 
伊勢村（広島県有機農業研究会）：我が家には 3 名の

若い研修生がいる。内 2 人は広島県内で就農する意

向だ。このような若い有機農業の就農者を県として

把握して、彼らの要望を有機農業推進計画や体制作

りに反映して欲しい。有機農業は中山間地域の農業

として適しており、有機農業への支援は県の食糧自

給率を上げることにつながるのではないか？ 
橋川（地産地消事業ネット広島）：ＪＡＳの検査員を

やっている。有機農業者は島根県、広島県に多い。

技術は民間主導ですすんでいるが、私の地元山口県

では有機農業を担当する普及指導員を配置する方向

だ。有機農産物の流通においては、共撰・共販を主

体にする農業団体（ＪＡ）は対応できない。このた

め有機農産物の流通ネットを構築することが必要。

県の支援も必要。 
田中（食と農・広島県協議会代表）：ＪＡＳ法や有機

農業推進法で定義している有機農業は狭い定義。 
とりわけ、環境保全型農業の一部が有機農業という

官庁の理解は間違いで、有機農業は環境保全型農業 
をも包括するもの（あまりにも工業化された農業の

あり方を、自然との連続性を考慮した本来の農業に

取り戻すもの）。広島農業をどうするかということは

10 年後を見据えて考えることが必要。これと関連付

けて有機農業推進計画を策定すべき。集落法人も法

人の継承という課題に直面している。また、県土を

どう残すのかという重要な課題に直面している。 
細川（MOA 自然農法広島県連合会）：計画策定の進捗

状況、素案提示の時期は？ 
県：未定だ。 
細川：県から市町へのモデルタウン事業の指導は？ 
県：国の直接採択事業であり、基本的には、国と市

町等の対応となる。国からあったこの事業に係る情

報については，県内市町へ繋いでいる。現状では、

活性化行動計画に基づき、地域で策定された計画（地

域プロジェクト）に上がっていないものについては、

県としての具体的な対応は難しい。 
伊勢村（広島県有機農業研究会）：田中先生も言われ

たように、有機農業は環境保全型農業の一部などで

はなく、環境保全型農業は有機農業に至る過程だ。 
（今後も協議会の申し入れに応じて意見交換するこ

とを確認して解散）

 
ちゅーピー有機市場 09 年 10 月開設へ向けて 
～ 広島、島根、山口３県有機団体が運営し有機農産物を販売 ～ 

廿日市市大野町にある中国新聞社の（株）ちゅーピーパーク（元チチヤス乳業）施設に有機農業を中

心にした、農水産物の市場を作る計画が進んでいます。 
 
これは、（株）ちゅーピーパークの委託を受けて、

広島、島根、山口３県の有機農業研究会などが共同

で NPO 法人を設立し運営し、３県の有機農業関係団

体に所属する生産農家の農産物を販売していくもの
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で、今年 10 月 3 日（土）から、毎週土曜・日曜に開

催する計画です。 
ちゅーピーパークの施設は２万坪の広大な土地と

イベントが開催できるホールがあり、農産物の販売

だけでなく、料理講習会や神楽大会などを開くこと

ができます。 
市場の開催については、3 県の有機農業団体の関

係者が、ちゅーピーパークのスタッフと準備会をも

って、準備を進めていますが、島根からは、島根県

吉賀町・元産業課長の福原圧史さん、山口からは「山

口県環境保全型農業推進研究会・山口県地産地消事

業ネット」の橋川等さん、広島からは「地産地消事

業ネット広島」の太田高行代表、広島有機研の篠原

一郎監査が参加しています。 
当面の計画では 10 月からの本格的運営を前に、7

月 11（土）・12（日）にオープン 3 か月前イベント

として島根県の“高津川流域フェア”にあわせて試

験的な取り組みを開始し、9 月 5（土）・6 日（日）

にも 1 か月前イベントとして開催する予定です。 
広島県の有機研としてはこの計画に全面的に取り

組んでいく計画で、会員の皆様にぜひ出品をお願い

したいと思います。 
この市場への出品者は 3 県の有機農業団体に所属

する有機農家で、広島の場合には「広島県有機農業

研究会」と「地産地消流通事業ネット広島」に所属

する有機農業団体、個人に限っています。そして、

出品の条件としては、出品基準に合わせた計画を立

て、栽培を実施することとし、有機研の場合は地区

の役員などの確認を受け、出品者氏名や実施内容（栽

培履歴、いわゆるトレーサビリティー）を表示（規

定用紙に記入）することが必要です。なお、規定用

紙は検討中です。 
 
ちゅーピー有機市場へ出品するには？ 
 

◆農薬、化学肥料の使用取り扱い基準 

（×：使用しない） 

表示 三つ星 

★★★ 
二つ星 

★★ 
１つ星 
★ 

化学合成

農薬使用 
× 1 成分 

使用可 
３成分ま

で使用可 
化学肥料

の使用 
× × × 

◆販売方法 

(1) 生産者の直接販売を基本とする。売れ残りは生産

者が持ち帰る。 
(2) 運営者に委託販売もできるが、商品の持ち込みは

生産者が行う。売れ残りは運営者の判断で処理する。 
◆販売価格  生産者自身の設定による。 
◆手数料 

・生産者による直接販売の場合は 10％、当日納入 
・運営団体への委託販売の場合は 15％を販売価格か

ら差し引き、指定口座へ振り込み 
◆その他 

その他詳細については、有機研事務局へお問い合

わせください。 

 
「食と農の映画祭 in ひろしま」のご案内 

―映画の合間に有機研・伊勢村代表のトークショー〈5 月 27 日(土)19 時～〉― 

５月 23日（土）から 29日（金）の７日間、「食と農の映画祭 in ひろしま」で、広島市中区（広電タ

カノ橋電停下車）の映画館『サロンシネマ２』（TEL 082-241-1781 ）を会場に、食べ物、農業、環境な

どをテーマとする 11作品が上映されます。 
 

私たちの生命は、「食と農」に支えられています。

この「食と農」をめぐって、去年起きた「毒入り餃

子」や「カビ米の偽装」などショッキングな事件は、

食糧の６割を外国からの輸入にたよる、食べ物の不

安を社会に呼び起こしました。また、高齢化と過疎

に悩む農の現場では、荒れ地が増え、人々の暮らし

を支える集落もなくなる悲惨な状況が進んでいます。 

 このような「食と農」の状況をどう立て直すのか？

それには農の在り方、本来の道を考え直す必要があ

ります。「農」は他の生物の生命を育てる営みです。

作物の「いのち」を育て、そのエネルギーをいただ

くことで人の「いのち」が育ちます。農薬、化学肥

料を使わずに、自然の循環を活かす有機農業が注目

を集めています。 

今回、このような農業本来のあり方を見つめ、あ

らためて「生命と食と農と環境」のつながりを考え

るための映画作品を集めました。このような映画祭

は、西日本では初めての催しです。ぜひ、多くの方

にご参加いただけるよう願っております。  

「生命と食と農と環境」をキーワードとしたトー

ク（講話）が、後援団体及び実行委員会構成団体、

報道機関などの関係者により上映の合間に毎日約 30 
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分間行われます。本会代表の伊勢村文英さんのトー

クは、5月 27 日（水）19:00 からです。ぜひ、会員

の皆様のご来場とご聴講をよろしくお願いします。 

 

※ 館内で庄原市内の生産者などが栽培した農産物

即売会が毎日行われます。また、お母さんたちが映

画鑑賞に集中できるように近くに託児ルームを設け

る予定です。 

 

◎上映作品  

『かもめ食堂』 

23 日・25 日・27 日・29 日 19:30～、24日・26 日・

28 日 10:30～ 

『ダーウィンの悪夢』 

26 日 16:40～、27 日・29 日 12:35～、28 日 19:30 

『いのちの食べ方』 

23 日・25 日・28 日 17:00～、24 日 19:20～、26

日 19:30～、27 日・29 日 17:10～ 

『スーパーサイズ・ミー』 

23 日・25 日 12:55～、24 日 15:00～ 

『フランドン農学校の尾崎さん』 

24 日 17:10～、26 日 14:30～、27 日・29 日 10:30 

『いのち耕す人々』 

23 日・25 日 10:30～、27 日・29 日 14:45～ 

『農民ジョンの心と土』 

24 日・26 日 12:30～、28 日 14:50～ 

『石おじさんの蓮池』 

23 日・25 日 14:50～、28 日 12:40～ 

『食の未来』 

23 日・25 日 14:50～、28 日 12:40～ 

『土の世界から』 

24 日 17:10～、26 日 14:30～、27 日・29 日 10:30 

『日本の公害経験～農薬その光と影』 

23 日 10:30～、25 日 10:30～、27 日・29 日 14:45 

◎参加費  

１プログラム券：前売り 1000円（当日 1300 円） 

１日券（5枚綴り、ばらして 5人で 1本づつ見ても

OK）：前売りのみ 4,000 円  

1 週間パス券：前売りのみ 7,000 円 

※小学生と中学生は無料。 

◎主 催：「食と農の映画祭 inひろしま」実行委員会  

構成団体：広島県有機農業研究会、ひろしま合鴨水

稲会、自然生態環境研究会、協同組合百笑隊弐拾壱、

NPO 法人 MOA自然農法広島県連合会、農業生産法人㈱

よしわ有機農園、NPO 法人「環・太田川」、シネマキ

ャラバン V.A.G、広島県環境保健協会（オブザーバー）  

◎協力：広島サロンシネマ 

◎後援：広島県、広島市、広島市教育委員会、JA 広

島中央会、生協ひろしま  

◎参加の申し込み： 実行委員会の各構成団体のほか

下記で取り扱っています。  

・サロンシネマ（ 082-241-1781 ） 

・シネツイン本通り（ 082-241-7711 ） 

・シネツイン新天地（ 082-246-7787 ） 

・デオデオ本店プレイガイド（広島市中区紙屋町･

082-247-5111 ） 

・ひろしま夢プラザ（広島市中区本・082-544-1122 ） 

（有機研の事務局でもチケットを扱っています） 

◎問い合わせ：シネマキャラバン V.A.G 友川さん、

TEL/FAX: 082-285-8165  
 

  
※地図の数字は付近の駐車場の場所を示しています。 
 

生産者どうし、生産者と消費者とが手と手を結ぶ 
― 会員訪問その１「てとてと」（三原市高坂町）― 

会員がどのような農業をしているのか、どんな考え方で取り組んでいるのかなどを事務局が取材して、

訪問記を連載していきたいと考えています。まず１回目は、三原市高坂町で５人の仲間でグループを作

り活動している「てとてと」のメンバーを紹介しましょう。 

 

まずは、福島麻耶さん、女性一人で有機農業を実 践していますが、坂本さんのところで研修をしてい
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た縁で４年前から、同じ高坂町で新規就農。現在、

稲 50a と養豚、畑をやっています。 
 次に、猪上淳くん。栃木県からはるばる３年前高

坂町に移住し、現在、稲 70a、畑 50a でいろいろな

野菜を生産。野菜は大部分を消費者へ直接販売しま

す。 
 次は北原六地さん、佳代さん夫婦。やはり栃木県

から２年前に移住。稲 60a、畑 40a で各種の野菜を

生産しています。 
４番目は、坂本耕太郎さん、梨恵子さん夫婦。坂

本重夫さんの長男で２年前に結婚し、山林を開墾し

た桜の山農場で、養豚と稲 70a。 
最後は、坂本重夫さん、圭子さん夫婦。高坂町で

30 年の有機農業歴。 
坂本重夫さん夫婦 50 代だが、他はみな若者で 30

歳前後です。 
５人のメンバーの共通項は、みな稲作を有機農業

でやっていること。それで、去年 2008 年の秋に販売

先がまだ十分でないという共通の悩みを持っている

ところから、いっしょに販売を考えていこうとグル

ープを作ることを計画。グループの名前を「生産者

どうしが手と手を結ぶ、生産者と消費者が手と手を

結ぶ」という趣旨で「てとてと」と命名。もちろん、

それぞれの生産者は個人的な販売もしていくが、自

分でさばききれない量をもちよりいっしょに「てと

てと米」として販売していくことにしたわけです。 
どうやって販売するかは、知恵の出しどころです

が、まずは宣伝。新聞社に記事にしてもらうように

売り込む。２社に記事が掲載され、結構な反響があ

り継続しての購入者も多いので、かなりの販売量と

なっています。 
他には、マクロビオティックの料理教室での宣伝、

病院での催しでの出品など機会をみてはお米を持っ

ていって販売をしていく。現在、在庫すべての販売

まではいかず、これからまだ販売努力が必要です。 
 ５家族は、話し合いのときは家族みなが集まり、

料理を囲みながら和気あいあいという雰囲気。販売

だけでなく、技術的な話し合い、品種のことなどよ

りおいしいお米を求めてお互いのレベルアップを図

っていこうとしています。去年の 11 月には、お互い

の玄米をもちより、マクロビオティックの専門家に

炊飯してもらい味比べをしました。それぞれの味の

違いにみな驚いたものです。 
 年末には、お互いのもち米をもちより、おもち作

りに挑戦しました。宣伝効果もあり、もち米の在庫

がなくなるくらいの販売をすることができました。 
 今年の３月には、味噌作りにも挑み、こうじ作り

から始めてこれも在庫の大豆が足りなくなるくらい

作りました。味噌の販売は、まだ先になるが、農産

加工にも着実に経験を積んでいこうとしています。 
また、「てとてと通信」を隔月刊で出して、生産者

と消費者の距離を縮める努力も惜しんではいません。 
同じ町内に住む５家族が協力して、販売、加工な

どをしていこうとしている「てとてと」グループ。

技術的には、まだ日が浅いのでこれからまだまだレ

ベルアップを図る必要があると思われますが、お互

いの知恵を出し合えって行けばこれから大いなる未

来が開けていけるのではないでしょうか。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ▲“てとてと”のメンバー。向かって左から坂本耕太郎さん・梨恵子さん、坂本重夫

さん、福島摩耶さん、北原佳代さん・六地さん 



ひろしま有機研通信 09 年 5 月号 

- 7 - 

         
＜資料＞ 

4 月 22 日の「食と農・広島県協議会」の発足総会で提案された内容 

～１．県担当者との話し合いで確認すべき事項～ 

 
＜有機農業推進法に基づく国と自治体の義務と責任＞ 
◆ 有機農業の定義（第 2 条） 

「有機農業」とは、化学的に合成された肥料、農

薬を使用しないこと、遺伝子組み換え技術を利用

しないことを基本として、環境負荷をできる限り

低減した農業をいう 
◆ 有機農業推進法の基本理念（第 3 条）～4 つの基

本理念 
１ 有機農業は農業の自然循環機能を増進し、環

境への負荷を低減するものである。 
農業者が容易に従事できるようにする～「誰で

も取り組める有機農業」 
２ 有機農業は消費者の安全、良質な農産物の需

要にこたえるものである。 
農業者、流通関係者が積極的に生産、流通に取

り組むことができるようにし、消費者が容易に

有機農産物を入手できるようにする～「誰でも

が入手できる有機農産物」 
３ 有機農業の推進は消費者の理解の増進が必

要である～「消費者、生産者、流通業者の連携

による有機農業推進」 
４ 有機農業の推進は、農業者ほか関係者の自主

性を尊重する～「自主性尊重の有機農業」 
◆ 有機農業推進法に基づく基本方針 

１ 国も自治体も政策と計画をたてて有機農業

を推進する 
２ 2011 年までの 5 年間を有機農業推進第 1 期

とす    
 る 
３ 第１期は本格的な推進のための条件整備期

間と位置づける 
４ 第１期の基本課題 

・全国、地方、市町村で民間との協働で有機農

業推進の体制をつくる 
・都道府県は民間との協働による有機農業推進

計画を策定する 
      ・民間との協働で有機農業技術開発を進める 
     ・有機農業の担い手を育てる 
◆ 基本方針に基づく基本的事項、目標とする事項 

（農水省農業環境対策課有機農業推進班担当）課

長補佐・堀川昌昭氏による） 
① 有機農業技術の開発体系化～2011 年までに

技術体系の確立をめざす 
② 有機農業に関する普及強化～2011 年までに

普及指導員による指導体制整備 
③ 有機農業に関する消費者の理解の促進～有機

が環境と調和のとれた農業であることを知る

消費者を５０％にする 
④ 第１期中に半分の市町が推進計画をたてる～

モデルタウンの育成 
⑤ 有機農業に関係する民間団体、流通業者、行

政、農業団体などで構成する体制整備                   

             

 

～２・今後の活動における基本的な考え方～ 

「有機農業推進法」に基づいて国、自治体と協働し

て、地域に自然循環を活用した有機農業、及び環境

保全型農業を広げ定着させていく。 
 

 ＜有機農業・環境保全型農業についての考え方＞ 
① 有機農業を有機ＪＡＳ法だけとせず、その基

準は当該栽培中の無農薬、無化学肥料を基準

として考え、移行期として減農薬、減化学肥

料も認め、誰でも意志があれば、取り組み可

能な形とする 
② 農薬、化学肥料の使用、不使用だけに注目す

るのでなく、結果として環境負荷の軽減、 

生物多様性の豊かさを指標として考えていく 
③ 従来の環境保全型農業の取り組みとの関連に

ついては、持続的な農業を目指して、環境保

全型農業に取り組み、その究極の目標を有機

農業とする。また、全体を通して、伝統的な

「土台技術」をしっかり踏まえたものである

ことが望まれる 
・従来行政として実施している環境保全型農業施策 

①有機ＪＡＳ ②特別栽培農産物 ③エコファー

マー ④ＧＡＰ＝適正農業規範 ⑥トレーサビ

リティー ⑥ポジティブリスト ⑦農地、水、環

境保全対策事業（集落） 
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＜県との協働作業を進める上で当面要請すること＞ 
① 国の提示する基本方針に則り、第１期の目標と

する体制整備をお願いする 
② 有機農業技術の体系確立について、 
「試験研究機関の取り組み」については、試験場

内ほ場での栽培試験も大切だが、現場の農家での

技術蓄積を基盤にすることが、求められる。しか

し、実体としては、農家それぞれ、多様な技術の

取り組みが展開し、技術も確立されていない現状

がある。県内有機農業農家の実態調査を進める一

方、農家と協力して、圃場条件及び地域の実情に

合った技術の研究を進めるよう要望する 
③ 普及指導員による指導体制の確立について  

有機農業の実効力ある技術を体系づけるため、

ぜ専任の普及指導員を地域担当別に置いても

らうよう要請する 
④ 有機農業技術の講習会の開催を要望する。内容、

企画は協議会メンバーと相談、協力して実施し

てほしい 
⑤ 有機農業に関して消費者の理解を深めるフォ

ーラムの開催をお願いしたい。これも協議会と

相談、協力して実施してほしい 
⑥ 有機農業、環境保全型農業への新規就農希望者

への相談の窓口の開設を要請する 
（広島県有機農業研究会等との協力体制を考

える） 
＜広島県農政への要望＞ 

2010 年を目標にする「広島県新農林水産業。・農

山漁村活性化行動計画」が来年改訂されると思われ

るが、その前年に当たり、次の事項を次期計画に盛

り込むことを要請する。 
① 県農政の目標とする「産業として自立できる農

業」と同時に、地域政策として農村生活を守り、

集落振興を図るため、農業の多面的機能、特に

環境保全機能を発揮させる視点を持ってほし

い。その柱の一つとして有機農業、環境保全型

農業の社会的役割を十分発揮、活用するよう要

望する（生物多様性、直売市、学校給食、食農

教育、産直運動、ゴミのたい肥化、温暖化対策、

地域づくりとの連携など） 
② 集落農業法人育成のみに施策を集中するので

はなく、有機農業、環境保全型農業の取り組み

において、小規模農家、市民農園、女性、高齢

者の生きがいを保証し、都市生活者と連携した

多角的な「地産地消」による流通を開拓する方

向での施策を望みたい（産直市場、外食産業、

給食センター、社員食堂、惣菜会社、量販店な

ど） 
③ 「農地・水・環境保全向上対策事業」の対象を

集落農業法人に限っていることは、実状に適し

ていない。農村を守り、集落機能を維持してい

くためには、非農家の協力、活動参加が、必須

の条件となる。農水省も農業経営確立（品目横

断的経営安定対策）と同時に、一方では車の両

輪として集落活動振興の施策としてこの事業

を位置付けたはずである。どの集落でも取り組

めるよう改定してほしい 
 

■ ひろしま有機研への要望大募集！ 

昨年の総会で要望のあった新規就農者への支援策

として有機研のアドバイザーをもうけました。 
その他に総会では「会員同士の横のつながり、交

流を図って欲しい」、「技術的な勉強をもっとしたい」、

「技術だけでなく、生活に関することで何かできな

いか。自給を深めることとか、自然エネルギーのこ

ととか」、「会員の人の畑、現地見学を計画してほし

い」、「農産加工の上手な人の実際をみてみたい」、「土

壌分析に興味があるが、できるかどうか」などの要

望がでています。有機研では少しずつではあります

が、会員の期待に応える取り組みをすすめていきた

いと考えています。 

みなさんの、要望をお待ちしています。 

■ 会員のＥメールアドレスの登録を！ 

Ｅメールアドレスをお持ちの方は事務局までお知

らせください。会報をメールで送信させていただき

ます。経費削減にご協力ください。 

〈事務局のアドレス〉 

坂本 yasaiwa_sakamoto@yahoo.co.jp 

延安 i.nobuyasu@nifty.com 

■会員募集中です。 〈会費振込先〉 
広島県有機農業研究会 ０１３４０－４－４７６７７ 
  
【編集後記】「コロロロロロ・・・カラララララ・・・」、

春になって一番最初に耳にするカエルの鳴き声はといえば

これでしょう。でも、鳴き声は聞いたことはあっても、こ

の声の持ち主は意外と知られていません。また、体色が緑

色なのでアマガエルと思っている人も多いようです。でも、

アマガエルと違って目の周りにクマがないので簡単に区別

がつきます。名前はシュレーゲルアオガエル。れっきとし

た日本のカエルです。泡状の卵の塊りを土の畦などに産み

付けます。代かきをするときにプカプカ浮いているのを見

かけた人も多いでしょう。田んぼは生き物の宝庫。生きも

のの名前を覚えると農の楽しみも増えます。（延安）    


