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ひろしま有機研通信 2011 年 3 月

再開第９号 
<今月の話題> 

○東北関東大震災の被災者への支援の呼びかけ・・ 
○2011 年度広有研総会の報告・・・・・・・・・・・ 

○「全国有機農業の集い in西中国大会」・・・・・
○新しい有機農業アドバイザー・・・・・・・・・ 

 

p1 

p2 

p3 

p4 

 

 

○全国有機農業の集い・日有研全国大会参加報告 ・・ 

○有機農業実態調査の取り組みについて・・・・・・ 

○環境保全型農業直接支援対策について・・・・・・ 

○情報掲示板（西中国・若者の集いｉｎ吉和のご案内） 

 

P5 

P8 

P9 

P10 
 

■ 日本有機農業研究会の『大震災・救援窓口受付票』を別紙にて同封していますので、ご協力ください。 
■“有機農業実態調査”の記入用紙を同封していますので、4月 30 日までに事務局へ送ってください。 

 

東北関東大震災の被災者への義援金と被災者の受け入れ先を求めています 
 

東北関東大震災では、多くの人が被災されました。心よりお見舞い申し上げます。 

今回の震災では、福島第一原発の事故による放射線被害も発生しました。避難され

ている方々も増えており、有機農業をされている人の中でも、避難を開始している

人が出ているようです。 

こうした状況を受けて、愛農会、日本有機農業研

究会から、広島県内で避難する人の受け入れについ

て問い合わせがきています。 

皆さんの所で、避難されている方の受け入れが可

能であるという人、あるいは農業をするための農地

もあるという人、いらっしゃいませんか。 

受け入れ先の情報がある方ば、事務局（坂本・

0848-66-1927、延安 0848-76-1585）までご一報くだ

さるようお願いいたします。 

また、被災された有機農業者への義援金も受け付

けを始めているとのことです（別ページ参照）。 

口座番号 00180-0-165363 

口座名 日本有機農業研究会 

「義援金」と明記して、送付をお願いします。  

なお、震災に関する日有研の取り組みを以下に記

載していますので、ご参照下さい。        

 

広島県有機農業研究会 
                                            

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（別記１）              東北関東大震災にあたって 
日本有機農業研究会 

このたびの東北・関東大地震、津波により被災された方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。本会は、

被災された有機農業者をはじめ、関係する方々の生活が平常に復するよう、有機農業生産者と消費者のネット

ワークを活用しながら、できる限りの支援をしていきたいと思います。 

日本有機農業研究会事務局に被災対策の窓口を設置するとともに、３月 13 日から義援金の募集を始めてお

ります。 

１ 本会関係者の被災・被害状況などにつきまして、ご一報ください。 

２ 避難場所をお探しの方、避難場所を提供できる方は、ご一報ください。 

３ 支援物資を求めている方、支援物資をご提供できる方は、ご一報ください。 

・連絡先                 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-17-12-501 NPO 法人 日本有機農業研究会 

・電 話                  03-3818-3078   FAX 03-3818- 3417  メール info@joaa.net 

 

☆震災義援金は、次の「ゆうちょ銀行振込口座」に“義援金”と明記して送付してください。 

・口座番号          ００１８０－０－１６５３６３ 

・口座名               日本有機農業研究会 

※（別紙）日本有機農業研究会『大震災・救援窓口受付票』 
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「2012 年全国有機農業の集い・日有研全国大会開催」などを承認 

― 2011 年度広有研総会を雪の世羅町・甲山自治センターで開催 ― 

１月 30日（日）、2011 年度の総会を世羅町の甲山自治センターで開催しました。

雪がちらつく寒い日でしたが、30名余りの会員が集まり、次年度の活動などにつ

いて確認しました。                        
■話題提供 

「みんなが取り組める有機農産物をめざして」 

福田裕充さん（よしわ有機農園） 

 
↑表示に関する話題を提供する福田裕充さん 

最初に「よしわ有機農園」の福田裕充さんから「み

んなが取り組める有機農産物をめざして」と題して

の話を聞きました。 
 

① 新規就農の場合、慣行農業では行政からのサポ

ートがあるが、有機農業にはそのサポートがない。

どうしても個人での販売となるが、その際の表示に

いろいろ課題がある。 

（例） 

・「無農薬」はだめだが、「農薬不使用」はよい。 

・ＰＯＰに「有機ほうれん草」はダメだが、「有機栽

培をしました」はよい、など。 
 

② 県の特別栽培農産物“安心！ひろしまブランド”

の表示で、「農薬不使用・化学肥料不使用」とするこ

とはできるので、有機JASの認証を取らない場合は、

この表示方法で考えていったらどうか。 
 

③ 有機農業が広島県でどのくらいの農家で行われ

ているのか、県でもつかんでいない。こちらからデ

ータを示して県に働きかけをする必要があるので、

広有研で実態調査をしていったらどうか。 

 

④ 広有研として、生産の栽培履歴をきちんとして、

表示も「有機」を使わずにできる方法を組織として

取り組んでいったらどうか。 
 

次に質疑応答に移りました。 

（質問）販売ではなく、宣伝の時に「有機」を使う

のはどうか。 

（回答）特定多数への宣伝ならば「有機栽培」と明

記しなくてもいいが、商品には有機表示はできない。 

（質問）栽培履歴は、必ず必要か。 

（回答）米の場合は、販売時に必要になる。自分自

身のためにも、栽培履歴はとっておきたい。農業資

材も安全な資材かどうか、チェックする必要がある。 

 

■総会議事 

大会議長に中原伸吾さん、書記に長森由美子さん

を選び、議事に入りました。 
 

第 1 号議案は「2010 年度活動報告および決算報告

の承認について」、第 2 号議案は「2011 年度活動計

画および予算（案）の承認について」です。詳細は

同封の資料を参照してください。 
 

第３号議案は、「広有研会員の有機農業実態調査と

有機農産物表示について」ですが、福田さんの話に

もあったように県は有機農業の実態をつかんでいな

いので、会として「有機農業実態調査」に取り組む

ことが提案されました。 
表示（特別栽培農産物『農薬不使用・化学肥料不

使用』）は、県の認証を受けることで県を巻き込んで

いくこともできるのではないか。確認責任者として

広有研が組織として取り組むことで、本会の活動を

アピールすることにもなる、という提案が行われま

した。 
 

第４号議案は、「有機農業の実態に基づいた行政施

策の具体化・体系化の要請について」です。 
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県は去年の 12 月、『広島県環境にやさしい農業推進

方針』、いわゆる“有機農業推進計画”を策定しまし

たが、その中での有機農業の位置づけはまだ不十分

です。具体的な要望を出して、県とこれからも話し

合いを継続していく必要があります。今年度から、

「環境保全型農業直接支援対策」として、有機農業

者に直接支払いの施策が始まることもあり、その充

実を目指していくことが提案されました。 
 

第５号議案は、「有機産直市場『ゆうき市』の継続

的な取り組みについて」で、「ちゅーピーゆうき市」

の中止とその後についてです。当初３年は続けると

いう取り決めを１年で終わりすることになったのは、

販売低調を理由とする中国新聞社会長の一声で決ま

ったとのことです。現在は、広島市の南吉島で「ゆ

うき市」が再開されていますので、会員の皆さんの

さらなる協力をお願いしました。（補足：「南吉島」

は管理者と趣旨が合わないため 3 月に出店を撤退。

“ゆうきびとの店”として「広島市安佐北区」と「山

口県和木町」で出店中） 
 

第６号議案は、「日本有機農業研究会第 40 回全国

大会の広島県開催について」です。広有研として大

会の開催を組織的に取り組み、大会実行委員会を主

導していくことを提案しました。本号の別ページ「全

国有機農業の集い in 西中国 大会の実行委員会が発

足！」をあわせて見てください。 
 

第７号議案は「規約の改正について」、第 8 号議案

「2011 年役員体制（案）の承認について」です。広

有研を運営していく役員の大半は引き続き同じ方々

ですが、顧問に篠原さん、監査に那波さん、特別運

営委員（日有研中国ブロック幹事）に福田さんが新

たに就かれました。また、有機農業支援アドバイザ

ーに 2011 年から、中原さんと門藤さんにお引き受け

いただきました。 
 

以上のいずれの議案も満場の拍手で承認されまし

た。 
 

■若者の自己紹介 

議案の議事が終わった後は、新しく農業を始めた、

あるいは始めようとしている若者の自己紹介があり

ました。 

○森 昭暢さん 

～志和で空き家と農地を取得。この春から野菜と米

を作る予定。農業体験などいろいろ体験できる場と

してイベントもやっていきたい。 

○新谷 昌史さん 

～コンピューター関係の会社に勤めていたがやめて、

就農をめざして研修をこれからする予定。野菜作り

をしたい。 

○石井 裕二さん 

～ねぎ農家でこれまで研修していた。今度、法人で

就農する予定。 

○長森 由美子さん 

～現在、三原市の農業研修生制度で研修中。この４

月から独立し、三原で野菜と米を作っていく予定。 
 

新規就農をめざす若者が増えていっているのは、

心強い限りです。広有研としても青年部を設け、若

者の交流、支援に向けてバックアップしていきます。

支援アドバイザーをはじめ、会員の積極的なご協力

をお願いします。        （坂本 重夫） 

 
「全国有機農業の集い in 西中国大会」の実行委員会が発足！ 

― 2012 年３月 10 日（土）～11 日（日）神石町での開催を確認 ― 

１月 30 日の広有研 2011 年度総会において、日本有機農業研究会第 40 回全国大

会の広島県での開催を組織的に取り組み、広有研が大会実行委員会を主導していく

ことが提案・採択されました。              
 

総会での承認を受けて、２月 10 日に開催した広有

研事務局会議と、３月３日に広島県農業技術センタ

ーで発足した大会実行委員会において、下記の内容

で大会を開催していくことを確認しました。 
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なお、神石高原町での開催については、伊勢村代

表の決意と神石高原役場の熱意ある支援によるもの

です。 
 
■大会の名称 

「全国有機農業の集い 2012 in 西中国」 
―第 40 回日本有機農業研究会全国大会・総会― 

■メインテーマ 

“あったかゆうき ―本当の豊かさを求めて―” 
■日 時 

2012 年３月 10 日（土）～11 日（日） 
■場 所 

広島県神石高原町（油木体育館、三和の森ﾘｿﾞｰﾄ&ｶﾝ

ﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ他５会場） 
■大会実行委員会 

大会実行委員長：伊勢村文英（広島） 
副実行委員長：井口隆史（島根）・糸原義人（山口）、

事務局：福田裕充・那波邦彦（広島 ）、福原圧史

（島根）、緒方善丸・橋川等（山口）、島根県有機

農業協会、山口県有機農業推進団体連絡協議会、広

島県有機農業研究会、食と農・広島県協議会、NPO
法人ゆうきびと、神石高原町有機農業推進協議会、

神石高原町役場、（依頼予定）JA 広島中央会、JA 福

山市、地域女性会、消費者団体・組織等 
 

これらのことは３月11日の日本有機農業研究会全

国幹事会で公式に表明されました。 

４月からは大会実行委員会で、基調講演者の選定、

分科会の発表者・内容、現地見学、参加募集要領等

が検討されます。実行委員会メンバーには、有機運

動農業団体のほか、市町、ＪＡ、消費者、マスコミ

等、幅広い分野でのメンバーの参集を募っていく必

要があります。会員の皆様の積極的なご協力と温か

いご支援を今後ともよろしくお願いします。 
（福田裕充・那波邦彦） 

 
 

困ったときは気軽には相談しよう！その３ 
― 新たに、門藤さんと中原さんに有機農業アドバイザーを引き受けていただきました ― 

広島県有機農業研究会では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有機農業アドバイザー制度を設けています。この度、新たに門

藤温三さんと中原伸悟さんに引き受けていただきましたので、ご紹介します。 
 

門藤 温三さん 
（東広島市福富町） 

 
【プロフィール】 

1934 年生まれ、76 歳、家族７名。全国合鴨水稲会

世話人。日本古代米研究会広島県世話人。1986年か

ら自然農法・有機農業に取り組む。自然農法でお米

をつくることで田畑を守り、命を支えていきたい。

豊かな自然があり、ほっとする場所、そんな空間で

ありたい。グリーンツーリズムに取り組んでいきた

い。 

 

【経営内容】 

・水稲 17ha（コシヒカリ、完全自然米９ha、有肥

無農薬米４ha）、畑 50a 

・ＭＯＡ自然農法を基本として栽培。わら・もみが

ら・米糠などの有機肥料とＭＯＡ認可資材を使用。  

・ 雑草防除は①合鴨による除草 ②除草剤１回使用。 

・季節の通信『いのちの土だより』を発行。交流会

「夏、秋の田んぼ体験」、農場見学、農作業体験（合 

鴨農法での米作り指導）を実施。自然農法による

農業塾 11 年。 

・TEL&FAX 082-435-2935 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

↑門藤さんの合鴨米で

醸したお酒「門藤夢様」 
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中原 伸悟さん 
（大崎上島町木江） 

 

【プロフィール】 

1950 年生まれ、60歳、家族４名、研修生２名。2000

年：島根県吉賀町柿木村の福原氏の指導により有機

栽培に目覚める。2006 年：兵庫県有機農業研究会に

おいて有機 JAS 取得 

2009 年：広島市在住の方と大崎上島の若人を中心

に「大崎上島ファンズ」を設立し、ふれあい広場・

ふれあい農場の充実に取り組む。 

 

 

 

 
 

 
 

【経営内容】 

・中原観光農園 カンキツ約３.５ha（有機 JAS認定

圃場）：品種構成（温州みかん・デコポン・はるみ・

紅八朔・ネーブル・甘夏・レモン・ブラッドオレ

ンジ等約 20品目。  

・島内の資材を利用した自家堆肥作りに積極的に取

り組む（大崎上島５号）。 

・園地のロケーションを考慮し、ユニバーサルデザ

イン農園をめざす（観光農園）。  

・TEL 0846-62-0056  FAX 0846-62-0057   

e-mail yamahiko@c.do-up.com 

 

○広島県有機農業研究会・有機農業アドバイザー 

・ 伊勢村 文英   （神石高原町） 

・ 坂本  重夫    （三原市高坂町） 

・ 福田  裕充    （廿日市市吉和） 

・ 藤井    巌    （三次市君田町） 

・ 門藤  温三    （東広島市福富町） 

・ 中原  伸吾    （大崎上島町）

いのちを育む有機農業、人と自然の共生を求めて 

―全国有機農業の集い in 越前市・日有研全国大会の参加報告― 

３月 12～13 日に福井県で、上記の見出しをテーマに「全国有機農業の集い in 福

井県越前市、日本有機農業研究会第 39回全国大会・総会」が開催されました。                  
 
 

参加者は約 500 名（１泊２日：150 名、２泊３日：

65 名、懇親会：200 名、県外 180 名）。消費者の参

加は事務局によれば 150 名とのことでしたが、中高

年が多く、若い世代は比較的少ないようでした。 
前日（11 日）に生じた、未曾有の東北・関東大震

災の被害に遭われた参加者がやむを得ずに途中で帰

えられることもありました。広有研会員からは 3 名

（伊勢村文英さん、福田裕充さん、那波邦彦さん）

が参加しました。 
大会に先だって「日有研全国幹事会」があり、１）

東北・関東大震災への対応、２）40 周年記念事業（シ

ンポジウム：８月・東京、記念特集号の発行など）、

３）全国農業者マップ（各地域に改訂版とりまとめ

の世話人を置く、原稿を募集中）、４）ＰＧＳ（参加

型の簡易認証を提起）、５）「環境保全型農業直接支

援」（農水省環境対策課との面談資料）などが討議さ

 
↑食育研究家・岩佐勢市氏の基調講演 
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れました。 
広有研の関連議題として、幹事の交代（那波→福

田）と次期全国大会の開催（2012 年３月・広島県神

石高原町）が報告されました。 
 

（第１日目） 

 
↑地元老人劇団による“ババーズ ”の熱演 

主催者及び来賓の挨拶（福井県知事と北陸農政局

長は災害対応のため代読）などの開会セレモニーの

後、食育研究家・岩佐勢市氏の基調講演『福井県が

生んだ食育の祖―石塚左玄―に学ぶ』がありました。 
石塚左玄氏は明治時代に食で病気を治し、食医と

いわれた人物で、2005 年に制定された食育基本法の

生みの親とされています。 
演者は左玄の訓えについて、①食育は家庭教育、

②食が命を作る、食養道、③人は穀物食動物、④地

産地消・身土不二、⑤一物全体食、⑥中庸の食生活、

と現代の言葉で熱っぽく解説されました。 
つづいて、ＪＡ越前たけふからの特栽米の実践事

例報告、全国各地からの３分間メッセージがあり、

大会アピール（別記１）が採択されました。 
同時に、東北・関東大震災に関する緊急声明、救

援窓口の日本有機農業研究会への設置及び義援金の

募集を始めることが採択されました（前掲）。 
余興として、平均年齢 75.8 歳の老人劇団“ババー

ズ”の喜劇『仏になった大泥棒』が、皺だらけの高

齢者たちによる方言まじりで大熱演され、会場から

は爆笑とともに好評を得ました。 
 

（第２日目） 

午前は「有機稲作農法」、「有機野菜栽培技術」、「一

楽思想と提携・協同組合」、「食とつながりを強める

（食農教育）」、「伝統野菜・在来種子を守ろう」、「有

機農業運動と政策」、「生き物との共生から有機農業

を考える」、「農的暮らしと農村文化の継承」の計８

分科会が開催されました。 
 

 
↑分科会「生き物との共生から有機農業を考える」の風景 

参加者は「有機稲作農法」、「有機野菜栽培技術」

が多くて 80～100 名、他は 30～40 名。筆者（那波）

は「有機農業運動と政策」に出席しましたが、震災

のため２名の発表者が欠けたためか、残念ながらま

とまりがない分科会でした。午後１時からの「種苗

交換会」は 100 名を超え、大盛況でした。 
 

午後３時からは「日有研総会」が開催され、“緊急

アピール すべての原発を廃炉に！！”（別記２）が

採択されました。なお、第３日には現地研修・交流

会が４地区で開催されました（52 名、広有研会員は

参加せず）。         
（那波邦彦） 

 
↑会員が大量に持ち寄った種苗の交換会 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

（別記１）     ―第３９回日本有機農業研究会全国大会・総会― 

『全国有機農業の集い in福井県越前市』大会アピール 

“いのちを育む有機農業、人と自然の共生を求めて” 
 

昨日東北太平洋岸地域を襲った大地震、大津波により亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、被災

された方々に心よりお見舞い申し上げます。 

 

このたび『全国有機農業の集い』が、福井県越前市で開催されましたこと、有機農業に取り組む農家として

うれしく、ほこりに思います。2009 年度に福井県で全国植樹祭が開催されましたが、本県には全域で原生林

や歴史ある銘木が数多く残り、また清水(しょうず)といわれる名水や湧き水があちこちで見られるなど、いの

ちの源である豊かな水にも恵まれています。このような豊かな自然環境は、県全域が有機農業に取り組む上で、

恵まれた条件と考えられます。 

  

ところで、皆様は宮崎駿監督の映画『となりのトトロ』をご存知でしょうか。この映画で描かれています田

舎の田園風景や農作業の様子は、まさに日本農業の原点の姿であり、人々の心和む日本のふるさとの原風景そ

のものです。今回の現地研修地区もこのような雰囲気そのものの農山村です。そして全国からお越しの皆さん

のところにも、こんなすてきな農村の風景や、農業の営みが数多くあると思いますが、このような農業、農村

を未来の子どもや孫たちに守り継いで行きたいと思いませんか！それが訴えの一つ目です。 

 

次に、すてきな風景を守り継ぐ方法として、持続可能な農業で、農薬や化学肥料に依存することなく、自然

のものを使用した栽培により、健康によく、自然環境にも優しく、生き物との共生を可能とする有機農業の実

践があります。今日お集まりの方々は、有機農業や生物多様性への関心が今ほど高くなかった時代から、ご自

身やご家族の農薬への不安や、愛する子や孫のすこやかな成長を願い、持続的な農業を目指し、熱い思いに駆

られて有機農業に取り組んでこられました。 これからも、みなさんとともに有機農業を実践し、その輪を一

層広げることで、日本の農村、農業の原風景を守り続けていきましょう。これが二つ目の訴えです。 

 

昨年、越前市には 40年ぶりにコウノトリの飛来があり 107 日間滞在しました。また越前市近郊の里地、里

山には、全国的にも希少種で棲息分布が限られているアベサンショウウオをはじめ、日本全国で数を減らして

いるメダカやゲンゴロウ、ゲンジボタルなどの生き物が見られます。これらの生き物たちは、生きているとい

うことにより、人間に対しいのちのあり方や大切さを教え、自分達の住む地球環境の大切さから健康や未来の

子どもたちのことまで、様々なメッセージを伝えてくれます。“いのちを育む有機農業”を通じて、これら多

様な生き物を守り、共存していくことが、地球環境の保護となり、人のいのちも育み、“人と自然の共生”に

つながるのではないでしょうか。これが三つ目の訴えです。 

 

最後に“いのちを育む有機農業、人と自然の共生を求めて”のテーマの下に集まった私たちは、日本の農業、

農村の原風景を子や孫に伝えるため、あらゆる生き物のいのちの大切さを訴えながら、それらを守り育てる有

機農業を広め、深め、人と自然の共生を目指して、今後も連携しながら取り組んでいくことを誓い、本大会の

アピールといたします。 

2011 年３月 12 日 

                        『全国有機農業の集い in 福井県越前』参加者一同 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 (別記２)   緊急アピール すべての原発を廃炉に！！ 
私たちは、ここ福井県越前市に集い、“いのちを育む有機農業”をテーマに、第３９回日本有機農業研究会

大会・総会を開催した。有機農業は「いのちの原理」に基づく。 

だが、原子力発電は「いのちの原理」に反することがはっきりした。原子力と生きもの・人類は共存できな

い。ただちに原子力開発を中止し、すべての原子力発電所を廃炉にすべきであると訴える。 

2011 年３月 13 日 

                            特定非営利活動法人 日本有機農業研究会 
 

「有機農業実態調査」に、ぜひご協力下さい！ 
 

広有研では、去る 1 月 30 日の総会での決議を受けて、会員などの広島県内の「有

機農業実態調査」に取り組みます。調査結果をもとに、広島県などの行政に対して

有機農業の普及・啓発に関する提言や要請を行っていきます。皆様のご協力をお願

いします。                            
 
この実態調査に併せて、有機農産物の認知度の向

上と有機農産物の販売支援等を目的として、有機Ｊ

ＡＳ認証を受けていないに有機農産物の表示の普

及・定着に関する取り組みを進めます。具体的には、

広有研が、農水省特別栽培農産物に係る表示ガイド

ラインや広島県による特別栽培農産物の認証制度・

「安心！ひろしまブランド」などの公的な制度の活

用を支援することにしています。 
これらの取り組みは、平成 23 年度から実施される

環境保全型農業直接支援対策への対応策としても重

要な取り組みとして位置づけています。 
 

■有機農業実態調査について 

 １ 目的 
1) 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 
2) 有機ＪＡＳ認証を受けていない広有研会員の

農産物販売に対する支援 
3) 有機農業へ転換中あるいは志向する農家への

支援及び啓発 
4) 広有研の取り組みの広報 

 
２ 方法 

別紙調査票（同封）に必要事項を記入の上、事務

局へ返送してください。 

※ 調査表に記入していただいた個人情報は調査の

目的以外には利用しません。また、広有研事務局

以外に公表することはいたしません。 
３ 情報の活用について 

前述の目的を果たすために以下のような活用方

策を考えています。 
1) 県内の有機農業の実態（栽培作物、面積、農

業者の動向などの実態の把握 
2) 広島県などの行政組織への県内有機農業の実

態に関する情報提供と提言 
3) 使用資材の把握による有機農産物に関する表

示の適正化 
４ 締め切り（提出期限） 

4 月 30 日（土） 

 
■表示に関する取り組みについて 

１ 背景 
1) 有機農業といえども有機資材の由来、その使

い方等の現状に問題がないとはいえない。 
2) 有機 JAS 制度に参加していない農家の生産物

は、「有機農業で生産された農産物」でありな

がら「有機農産物」として表示できないまま

に広く流通している。 
２ 目的 

1) 有機農産物の認知度の向上と会員の生産物の

販売支援 
2) 有機ＪＡＳ認証を受けていないに有機農産物

の表示の普及・定着 
３ 取り組み内容 

1) 広有研の活動理念に沿った栽培方法の情報公

開と、そのための「有機農業実態調査（前記）

を実施し、圃場、種苗及び資材（堆肥、資材）

についての自主申請と組織確認を行う。 
2) 広有研会員の「有機農業で生産された農産物」

の表示 
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農水省特別栽培農産物に関するガイドライ

ン表示と、これに基づく「安心！ひろしまブ

ランド」の認証による「農薬；栽培期間中不

使用、化学肥料；栽培期間中不使用」の表示。 

４ 広有研の役割と取り組み 
1) 有機農業への転換支援（技術指導・相談） 
2) 広有研代表者が農水省のガイドラインと「安

心！ひろしまブランド」での確認責任者となり、

会員の生産する農産物の表示と流通を支援 
3) ガイドライン、「安心！ひろしまブランド」に

係る事務 
※「安心！ひろしまブランド」の認証を受けなく

とも、広有研独自でガイドラインにもとづく取り

組みは可能ですが、「安心！ひろしまブランド」の

認証を同時に受けることで、広島県当局を有機農

業の現場に巻き込むことができます。 

 ５ 表示例 
農林水産省新ガイドラインによる表示 

特別栽培農産物 

農薬：栽培期間中不使用 

化学肥料(窒素成分)：栽培期間中不使用 

栽培責任者 〇〇〇〇（会員名） 

住所    〇〇県〇〇町△△△ 

連絡先   ℡ □□－□□－□□ 

確認責任者 広島県有機農業研究会 

住所    〇〇県〇〇町◇◇◇ 

連絡先   ℡ □□－□□－▽▽ 

６ 表示について関心のある方、希望される方は広

有研事務局までご相談下さい。    （延安 勇） 

 
欧州に遅れること 20 年、日本で有機農業への直接支払いが始まります 
環境保全型農業直接支援対策により有機農
業等の取組へ 8,000 円/10a が交付されます 
 前号で紹介した環境保全型農業直接支援対策が平

成 23年度より実施されます。手続きは４月１日から

６月 30日までに申請者が居住する市町で行います。

県や市町へ有機農業の実態を知らしめる絶好の機会

ともなります。ぜひ、この対策を活用してください。 
 

■支援の対象となる有機農業（ＪＡＳ認証は不要） 

化学肥料・化学農薬を使用しない取り組みが支援

されます（有機農産物のＪＡＳ規格に該当するもの）。

ＪＡＳ認証を受けていない取り組みも支援の対象と

なります。なお、支援の対象は有機農業だけでなく、

化学肥料５割減・化学農薬５割減の特別栽培農産物

も一定の要件を満たすことで対象となります。ここ

では有機農業についての概要を紹介します。 

■支援の対象となる農業者 

規模の大小は問われません。ただし、販売目的で

生産していることが条件です。 

また、農水省提示資料では「申請する農業者はエ

コファーマーの認定を受けることが必要」とされて

いますが、有機農業については特例措置としてその

必要がありません。「エコファーマー特例措置の適

用について」と題する書類を提出します（様式は

後日提示されます）。この書類には作付品目を記し、

土づくり、化学肥料低減技術、化学合成農薬低減

技術についても記入することになります。 
■支援の対象となる農地 

農振農用地及び生産緑地であって、畦畔面積を除

いた面積が対象です。農振農用地及び生産緑地でな

い土地についても、指定の変更により支援を受ける

ことができます。市町に相談してください。 

■支援額 

水田作物、畑作物、園芸作物いずれについても

8,000 円/10a（国 4,000 円、県・市町 4,000 円）が交

付されます。 

■転作 

転作目標の達成は要件とされていません。未達成で

あっても支援を受けることができます。 

■申請期間 

４月 1日～６月 30 日 

■申請・相談窓口 

市町の農業担当部署が窓口です。 

■申請から交付金の支払までの手続き等 

↑３月３日、食と農・広島協議会は広島県農業技術

センターにおいて有機農業や自然農法に取り組む

農業者を対象とした環境保全型農業直接支援対策

の説明会を開催しました。説明は広島農政事務所担

当者と県担当者が行いました。 
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①申請 

農業者は「交付申請書」「実施計画書」（有機農業

の旨を記入）「エコファーマー特例措置の適用につい

て」を市町に提出する。 

※「実施計画書」には“有機農業による取組であ

る旨を記載する（自己申請）”ことになっており、

広島県有機農業研究会が『有機農業実態調査』を

実施する意義がまさに重要となります 

②実施状況の報告 

農業者は生産記録等、取り組みの実施を証明する

書類（実施状況報告書）を提出する。 

※実績報告には、有機ＪＡＳ認証に関する書類や、

農水省特別栽培農産物に関するガイドライン表示に

関する取り組みや、「安心！広島ブランド」の認証を

受けている場合は、これらの取り組みに関する書類

が活用できます。 

③確認の実施 

市町は現地確認、書類確認等により取り組みを確

認する 

④交付金の交付 
  

ゆ う き 情 報 掲 示 板 （暮らし部会）  
広島県・山口県・島根県の有機農業のネットワークつくり 

西中国・若者の集いｉｎ吉和 
有機農業者・有機農業をこれからはじめたい人、有機農業に興味がある人、仕事をされている人、気持ちが

若ければＯＫ、年齢は問いません。みんなつながっていきましょう。 
 

○と き      2011 年４月２日（土）～３日（日） 

○ところ   「魅惑の里」広島県廿日市市吉和 132 

 tel.0829-77-2110 

○行 事  【１日目（4/2）】 

                13:00～13:30        受付 

                13:30～13:40        あいさつ 

                13:40～16:30        自己紹介・ﾌﾘｰﾄ-ｸ 

16:30～17:30        お風呂など 

17:30～19:00        みんなで夕食づくり 

19:00～21:00        夕食・懇親会 

21:00～朝まで？  フリートーク 

【２日目（4/3）】 

08:00～09:00        朝食 

09:00～10:00        討論会 

10:00～11:00        技術交流会 

11:00～12:00        よしわ有機農園見学 

広島県廿日市市吉和 138 

tel.0829-40-3220 

12:00        解散 

○参加費      全日程参加 5,000 円 

宿泊なし  2,000 円 

○申し込み・問合せ先 

 満月農園 遠藤京子まで tel.0829-72-2056 

暮らし部会ブログ

（http://seikatubu.exblog.jp/）に詳しく紹介さ

れています。 

○申し込み期限  ３月 28 日（月）（延長しました） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  
この春４月から廿日市市のよしわ有機農園で 

有機農業講座が開講します！ 
○期間・日時 

2011 年４月～10 月まで 

毎月第２、第４土曜日 10:00～14:00（最低３ヶ月は

受講してください）途中からでも入講できます。 

○参加費  １人 3,000 円/月（実費は別途必要です） 

（夫婦で参加する場合は 4,000 円/月） 

※こども無料 

○問合せ・申し込み 

㈱よしわ有機農園・福田裕充さんまで（随時受付）。 
広島県廿日市市吉和 138  

tel.0829-40-3220 fax. 0829-40-322１）

○内 容 

 みんなで一つの畑を耕して、わいわい楽しく野菜づく

り、お一人で、ご夫婦で、ご家族で。 
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