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総会（1月 22 日）への積極的な参加で広有研活動を盛り上げよう！ 

― 記念講演“「安全」な食べ物とは？－硝酸態窒素の危険性”も同時開催 ― 

2013 年（平成 26 年）1 月 22 日（水）13:30 より、ＪＡ尾道市世羅支店で 2014 年度通常総会を開催します。

総会に先立ち、午後 1 時 30 分より“「安全な」食べ物とは？－硝酸態窒素の危険性－”と題して、カット野菜

などの加工を手がける㈲ニシオカ代表取締役・西岡孝さんを講師として記念講演を行ないます。ふるってご参

加下さい。 

■伊勢村代表からの総会のご案内 

2008 年 12 月の活動再開総会から 5 年が経過しま

した。この間、有機農業を社会的に認知させるとと

もに、有機農家の暮らし、消費者の安全な食、そし

て環境の持続的な保全等、命のつながりに関する多

様な活動・イベントを展開してきました。 
具体的には、①新規就農者アドバイザー（食と農

のアドバイザー）の創設、②有機栽培技術の現地研

修会の開催、③「食と農・広島県協議会」への参画、

県有機農業推進計画・支援施策に関する広島県当局

との意見交換会の設定、④「食と農の映画祭 in ひろ

しま」実行委員会への関わりと PR、⑤広島・山口・

島根３県連携の有機農産物産直市への参加、⑥暮ら

し部を主体とした交流マルシェの開催、⑦青年部を

主体とした若い世代交流会の開催、⑦地域イベント

（世羅台地の農業と生き物の保全見学会など）への

参加など、多岐にわたる活動を進めてきました。こ

れらは高い熱意をもって行われ、広く関心を集めて

きました。 
また、2013 年 11 月には本会の活動案内と加入促

進のリーフレットが、センスよく美麗に作成されま

した。 
こうした活動の結果、若い世代などの新しい仲間

の加入により、会員数は 5 年前の約 60 名から 100
名近くに増えました。 
一方、2007 年に策定された国の「有機農業の推進

に関する基本方針」が改定されようとしています。

漂流する TPP の行方とともに、現場への反映が弱い

有機農業推進法をどう活用していくか、有機農業に

関する公的支援の乏しさを今後どう改めてさせてい

くかなどが、私たちのひきつづきの課題です。 
有機農業に取り組む担い手を増やし、有機農産物

の生産を安定的に確保して販路を拡げるための取組

み、有機農産物を購入する消費者の理解と信頼を高

めるための取組みなどを、これまで以上に強めなけ

ればなりません。 
広有研の活動は、運営会議（月 1 回）と専門部会

（暮らし部、技術部、青年部、流通部）によって担

われてきました。とりわけ、消費者理解の啓発と深

化を図る暮らし部の活動、また有機農産物の安定し

た販売拡大を図る流通部の活動は、新しい風を起こ

し、広有研運動をより活性化させてきました。今後

の活動は役員段階の企画だけではなく、地域会員の

意見・報告に沿った活動の広がりがより必要となっ

ています。 
2014 年（平成 26 年）1 月 22 日に開催する通常総

会には、多くの会員の皆様に積極的にご参加いただ

き、元気な顔を互いに確認しあうとともに、これか

らの広有研について熱っぽく語ろうではありません

か！ 
 

■総会の日程・場所 

日時 2014 年（平成 26 年）1 月 22 日 13:30～ 
場所 ＪＡ尾道市世羅支店 
   （世羅町本郷 678-1） 
次第 13:30 記念講演 
   15:00 総会開会 
   16:00 閉会 
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議事 活動報告、活動計画、役員改選など 
■記念講演 
演題“「安全な」食べ物とは？－硝酸態窒素の危険性” 
講師 西岡 孝さん（㈲ニシオカ代表取締役） 
 ㈲ニシオカはカット野菜などの加工・販売会社で

す。同社では、安心・安全、おいしさについて明確

な数値や基準が示されるべきだとして、扱う野菜に

ついて糖度、エネルギー、硝酸態窒素を測定し、数

値を製品に表示しています。安全で美味しい野菜作

りに取り組む広有研の会員にはもちろん、消費者の

方にも是非ご聴講下さい。 

“ 農に軸足を置いて、環境保全活動を実践 ” 

―  七三農園  ・ 岩見潤治さん  （会員紹介） ― 
 
2012 年に 20 年勤めた職場を辞め、三原市の坂本

農場で１年間研修をさせていただきました。 
そして今年の４月に東広島市志和町で就農しまし

た。 
大学時代は農学部でイネウンカの天敵を研究し、

サラリーマン時代も昆虫を中心とした環境調査に携

わってきました。安定した職場を辞めるのは勇気が

要りましたが、有機農業に行き着いたことは当然の

成り行きだったようにも思います。 
農園名の由来は、農的な暮らしで自給し、天職で

生計を立てるという「半農半 X（エックス）」をモデ

ルとし、七割を農業で、三割は経歴を活かした仕事

をするという意味を込めています。農業の傍ら、自

然観察会の講師や、市役所の出先機関で市民協働の

まちづくりの仕事をしています。 
志和町は恵まれた自然がありながらも、広島や西

条といった都市にほど近く、住むにも便利、市場も

近い理想的な場所です。また、地域の方や先輩の有

機農業者が移住を支援してくださるので、若手が集

まりつつあります。近隣に仲間がいれば、困ったと

きに相談したり、機械を借りたり、一緒にイベント

をしたりと、何かとありがたいです。 
現在は、借家に住んで５反弱を耕作し、野菜 40 品

目くらいをつくっています。坂本農場から分けてい

ただく鶏糞堆肥で土作りをし、EM ぼかしを追肥に

使っています。畑の排水が悪いのが悩みです。緑肥

と硬盤破砕を兼ねてセスバニアも作付けしました。

今のところ、肥料を効かせ過ぎないことで、虫を寄

せ付けずにつくれています。ただし全体的にサイズ

は小さくなりがちです。 
 

 
▲大好きな生き物を生業にできる環境コンサルを辞し、

44 歳にして就農した「七三農園」園主・岩見潤治さん 

売り先は、セット野菜の宅配、スーパーや JA 産直

市、団地での移動販売などです。妻はパート職員で、

広島市内に通勤しています。一人での農作業、収穫・

調製、出荷は厳しいので、近所の方をアルバイト雇

用したいと考えています。 
現在 45 歳、息の長い仕事として続けたいので、加

工品を手がけたり、小力化にも取り組んで行きたい

です。また持続可能な暮らし方の手本となるように、

化石燃料を減らし、自然エネルギーを取り入れて行

きたいと考えています。 
 

【連絡先】七三農園（しちさんのうえん） 
代表 岩見潤治 

〒739－0266 東広島市志和町奥屋８９７－１ 
電話＆FAX：０８２－４３３－６８５５ 
携帯：０９０－４６５５－０３７０ 
ホームページ：http://73farm.com/ 
メール：info@73nouen.com 
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シネマルシェ、トークライブで広有研をＰＲ 

― 2,000 名超の来場者で大盛況 “食と農の映画祭 2013in ひろしま” ― 

今年で５回目となる「食と農の映画祭 2013 in ひろしま」が、11 月 2 日から１週間にわたり、シネツイン

新天地（広島市中区）で盛大に開催されました。 

 

▲もぐもぐ農園の浜井さん（広有研監事）もシネマ

ルシェに出店しました。 

広有研は、実行委員会の一員として映画祭の企画

や準備から加わるとともに、会場での産直市（シネ

マルシェ）への参加、上映の合間の生トーク（トー

クライブ）での本研究会のＰＲなどを行いました。      

シネマルシェは多くの来場者でにぎわっていまし

たし、新作のチラシの配布やトークライブを通じて

広有研の活動を多くの方に知ってもらうよい機会に

もなったと思います。 
「食と農の映画祭」は、映画という親しみやすい

映像ツールにより、「食」・「農」・「環境」といった視

点からの情報提供や問題提起を行うことで、一人ひ

とりが気づき、考え、行動するきっかけを与えてく

れる素晴らしいイベントです。本物の映画館で１週

間も開催するという全国でも類を見ない映画祭とい

うこともあり、その認知度も年々高まってきていま

す。今年も来場者２千名の大台を突破しました！ 
うれしいことに来場者からは「すばらしい映画祭。

これからもぜひ続けてほしい！」という感想（激

励？）を多数いただき、実行委員会としても来年の

開催に向けた大きな励みとなりました。 
（町田 敦） 

猛暑に負けなかった耕作放棄地あとの大根と人参 
 ― 紹介したい有機農業の技術 その５ 「有機農業の挑戦 ＜大根と人参＞ 」 伊勢村 文英さん ― 

この夏、猛暑の中で手をかけずに育ってくれた大

根（８a）と人参（８a）は、12 月のいまも収穫して

います。大根１本は７kg、人参１本は 600ｇの重さ

です。 
遊休地・耕作放棄地を利用した有機栽培での挑戦

でした。潅水もせず、手取り草もせずに、大根は夏

中、出荷しました。 
いずれの施肥も、元肥（牛堆肥ぼかし）約 100kg。

６月 13 日から順次、播種機（有機栽培にはディスク

式がよい）で種まき。７月１日に中耕。７月５日か

ら間引きを販売し、７月 12 日から始めた本格的な販

売は現在（12 月上旬）も続いています。大きいもの

は切干し、販売できないものは加工へ回します。 
＜栽培のポイント＞ 

１．施肥耕起後は、すぐに床を作り、種まき。 
２．大根の場合、大きくなるので、植える間隔を考

える。 
３．草刈機で少々切れても OK。特に人参は丈夫に

育つ。 
４．スジに残った草は放置しておけば、中耕部分や

通路に倒れ、蒸散を防ぐ。 
５．露のある時や降雨の前は、人参は手入れしない。                                                                   

（伊勢村文英） 
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土壌診断と有機物の特徴を活かした土づくりに取り組もう 

― 有機農業講習会 「土壌診断の必要性」 を開催―  

12 月 11 日（水）、世羅町甲山自治センターにて「土壌診断の必要性」と題して有機農業講習会を開催しま

した。講師を務めていただいた後俊孝（うしろ としたか）さんは、広島県農業技術センターで永年土壌・肥

料の研究に携われた方で、土壌診断の必要性についてわかりやすくご説明くださいました。

１ 土壌診断の目的 

最初に、土壌診断の目的として、次の二点をあげ

られました。 
・作物の生育不良や異常な症状が見られた場合の原

因究明 
・施肥を行う場合の、適正な養分の種類と施用量把

握 
土壌を調べるには、物理性、化学性、生物性の 3

つの観点があるが、生物性（微生物など）はあまり

調べない。物理性は土の硬さ、透水性などだが、土

壌診断では、主に化学性を調べる。 
２ 分析項目 

分析項目としては、次のものがある。 
PH、EC（電気伝導度）、全窒素、交換性塩基（石

灰、苦土、カリ）、可給態りん酸、腐植、CEC（陽イ

オン交換容量）、りん酸吸収係数、可給態珪酸、遊離

鉄、マンガンなど。 
分析機器による分析の前に、葉の観察による簡単

な診断方法がある。 
葉の全体が黄色くなる。→ 窒素不足。 
下の葉から葉脈を残して葉が黄色くなる→苦土不

足 
葉先が茶色っぽくなる。キュウリの蔓の先端の葉

がコップ状に巻く→石灰不足 

▲講師を務めていただいた後俊孝さん 

 

養分が十分あっても吸収されにくい場合がある。

拮抗作用といって、石灰や苦土は、窒素やカリの量

が多すぎると吸収が妨げられる。肥料は、やりすぎ

ないことが大事になる。 
３ 重量法と体積法 

一定の重量の土を用いて分析する重量法が一般的

である。一定の体積で分析する体積法でも、比重が

わかれば補正できるわけで、重量法との相関関係を

把握して、診断はできる。 
４ 公定法と簡易土壌分析機器 

公定法は、（財）日本土壌協会の平成 13 年 3 月改

定「土壌、水質及び植物体分析法」に基づいたもの

であるが、それとは別にドクターソイルなどの簡易

土壌分析機器を用いる土壌診断の方法がある。 
５ PH（酸度）と EC（電気伝導度） 

PH は、野菜栽培において重要で、毎年測りたい。 
 酸性に弱い野菜（PH6.0~7.0）～ほうれん草、な

す、ごぼう、玉ねぎ、ネギなど 
 酸性にやや弱い野菜（PH5.5~6.5）～きゅうり、

とまと、人参、キャベツ、レタス、かぶなど 
酸性にやや強い野菜（PH5.5~6.0）～さつまいも、

ばれいしょ、里芋、大根、とうもろこしなど 
酸性に強い野菜（PH5.0~5.5）～すいか 
EC の値で、土の中の養分状態が大体判断できる。

値が低いと養分不足。値が高いと、肥料のやり過ぎ

で、「根やけ」（土中のイオン濃度が高いことによる

根の障害）とよぶ現象になる。EC も毎年測定したい。 
りん酸は、まさ土ではやり過ぎの害が出やすいが、

黒ぼく土では出にくい。これは、りん酸吸収係数の

違いによるもので、黒ぼく土ではりん酸をつかまえ

る力が強いので害が出にくい。逆に言えば、黒ぼく

土はりん酸を効かせるのが難しい土ともいえる。 
６ 有機農業における特徴と対策 

１）特定の成分の蓄積がみられバランスが悪い 
 鶏糞などを毎年入れ続けると、石灰分やりん酸が

多く土にたまってくる。 
２）有機物だけで特定の養分を供給してバランスを
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とることは難しい 
窒素分として鶏糞や豚糞などを多用すると、土壌

中のりん酸が増えてしまう。 
養分が偏らないように投入する有機物の種類を多

くすることが大切。動物性の有機物は石灰分が多い

ので、油粕や大豆粕などの植物質のものも使いたい。 
また、鶏糞の窒素は化学肥料のように速効性があ

り、牛糞の窒素は遅く効くという特徴がある。鶏糞

と牛糞を適当な割合で混合して施用するとＩＢ化成

のように持続的に窒素を効かすことができる。 
３）炭素率が大きいものが多いため、窒素飢餓がお

きる懸念 
 炭素率の高い有機物（わら、落ち葉、樹皮など）

は、堆肥化して炭素率を 15～20 くらいにしてから使

いたい。 
☆質疑応答 
・土壌診断を自分でやってきた。また、検査機関へ

出して診断を受けることもやってきた。有機農業の

圃場では硝酸態窒素の数値が非常に少なく出るが、

野菜は出来ている。作物の出来と土壌診断の数値を

いっしょに捉えて、「この数値ならばこのくらいの出

来になる」という参考に使えばいいのではないか。 
・診断の数値だけではなく、畑の草の状態を見て判

断する方法もある。投入する肥料分が少なくても野

菜ができるという現象はどうしておきるのか。 
・畑の草の状態で判断するという方法を、マニュア

ル化できたらいいのではないか。例えば、スギナが

生えている畑は酸性だといわれるが、そのままで人

参を作るとよくできるという例もある。 
・観察して判断するという方法に加えて、土壌診断

の数値を使えばより客観的な見方ができるので、両

方を使っていければいいのではないか。 
・土壌診断をもとに肥料設計を行うことで肥料を減

らしていくことができた。 
・有機物を入れて腐植が増えていけば土壌の肥料分

をつかまえる力が増えていく。気象変動にも強く、

土の緩衝力が強くなる。 
☆来春、広有研では会が所有する土壌診断機器「ド

クターソイル」による土壌診断を行ないます。日程

が決まり次第会員の皆様にご案内いたします。                    

（坂本 重夫） 

 

みかん狩り・石釜ピザ、猪焼肉 

中原観光農園で秋の瀬戸内を満喫しました！ 

 ― 暮らし部・青年部共催のオーガニック交流・学習ツアー ― 
 

目的地は大崎上島の会員さんの農場、中原観光農

園ふれあいひろば。 
大人 19 人、子ども 12 人の 15 組。ひろゆうけん

の若き農家のみなさん、よしわ有機農園の有機農業

塾塾生の方、育児をきっかけにオーガニックに関心

を持たれた小さなお子さん連れの親子が参加され、

フェリーに乗って大崎上島まで出かけてきました。 
前日から雨で、当日も雨の中のツアーか…と想像

されましたが、ほとんど雨は降らず、ほどよい曇り

空。自己紹介ワークショップから始まり、園内のみ

かん狩り（とっても瑞々しく甘い！）、昼食（中原観

光農園ご自慢の釜で焼き上げたピザのふるまいも！

おいしくいただきました）、ふれあいひろば見学、最

後にはアツアツの猪肉の焼き肉…と、中原観光農園

のスタッフのみなさんが心尽くしでもてなしていた

だいたおかげもあって、中原さんの柑橘を中心にあ

ちらこちらで交流の輪が広がる心温まる充実した一

日となりました。 
中でも、ふれあいひろば見学は、中原さんが有機

の柑橘づくりを始められたいきさつ、園内をバリア

フリーに整備された思いや整備の歴史などを、紙芝

居方式でご紹介いただいてから実際に園内を散策し

ながらの見学に移ったので、とても分かりやすく深

 
▲中原さんは紙芝居で農園の説明をしてくださいま

した。 
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く印象に残りました。園内のあちらこちらには廃品

を再利用したタンクが配置されており、また、果樹

のない場所の通路には解体した廃屋の材をチップに

して敷き詰めるなど資源を活かして無駄なく園づく

りをされていました。特に青年部の農家のみなさん

には大きな学びの機会にもなったのではないでしょ

うか。レモンの葉が実と同じく爽やかな香りがする

ことも大発見でした。 
参加いただいたみなさんからも、楽しかった・充

実していた・貴重な交流の機会だったという声が届

いています。また今後も交流ツアーを企画しますの

で、ぜひご参加くださいね。行き先も、自薦・他薦

問わず募集中です（今回の交流ツアーは 1 月の総会

で中原さんに声をかけていただいたことがきっかけ

となりました）。ひろゆうけん事務局までぜひぜひ情

報をお寄せください。       （石井千穂） 

 
▲瑞々しい有機栽培のみかん狩り 

 

 

自然を育む農業”生きものブランド“のノウハウを考える 

― 日本生態学会第６回自然再生講習会に県内外から８０名参加 ― 

11 月４日（月）、５日（火）の２日間、日本生態学会主催による第６回自然再生講習会が世羅町で開催され

ました。県内外から研究者、実践者、地元農家など 80 名が参加し、自然の豊かさの指標である“生物多様性”

を農産物の付加価値にする“生きものブランド”の課題と今後の展開について考えました。 

 

 
▲会場となった世羅町甲山自治センターは地元農家

をはじめ県内外から 80 名もの参加者で埋まりまし

た。 

講習会初日は、世羅台地の生物多様性やそれを守

る取り組み、源五郎米などのブランド米の展開、多

様な生きもの、多様な主体をつなぐ場としてのせら

夢公園の取り組み等、世羅台地の事例を紹介があり

ました。 

また、世界農業遺産（ＧＩＡＨＳ）の現場からは、

能登での生きものブランドの取り組み、静岡の銘茶

と“茶草場”の生態系ブランドの事例をご紹介頂き

ました。 

全体討論も白熱しました。 

「これからは企業との協働が大切」、「価値付けの

アイディア、ストーリー性が大事」、「なりわいと環

境をセットで考える」、「生きものブランドの寿命は

どれくらい？」などなど。 

“生きものブランド”について、これまでの取り

組みや今後の方向性について、多様な方々がいる中

で、一つ整理するよい機会となったのではないかと

思います。 

二日目は、“地域の生物多様性のこだわり巡り”

と称して世羅町や尾道市御調町での取り組みを見学

しました。 

午後からは「生態学的リテラシーに沿ったこだわ

り方とは？」と題して、ＢＥＡＮＳ ＢＥＥの奥宮健

太さんをコーディネイターに、生態系ゲームを交え

たワークショップが行ないました。 
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▲ワークショップでは、参加者は手づくりの生きも
の帽子※をかぶって環境学習ゲーム“エコロジカル
シンキング”を行ないました。（※猪谷信忠さんが手

づくりしたものです） 

奥宮さんが開発した環境学習ゲーム「エコロジカ

ル・シンキング」を体験しました。プレイヤーがそ

れぞれの生きもの、シロツメクサやオギ、コバネイ

ナゴ、ヤマトシジミ(蝶)、モズ、ダルマガエルの役

になって行う生態系シュミレーション型ボードゲー

ムです。ゲームをしながら、共生やすみわけといっ

た生態系の仕組みを楽しみながら学ぶことができま

す。 

今回の講習会の開催にあたっては、多くの方々に

ご協力を頂いて、何とか無事に終えることが出来ま

した。皆様、ありがとうございました。 

（実行委員会事務局・広有研会員 猪谷 信忠） 

 

実質減となった環境直接支払交付金の申請面積 
 

今年の環境保全型農業直接支払交付金の申請状況

が 12 月３日に広島県から公表されました。平成 24

年度 232ha だった申請面積は今年ほぼ倍増となる

503ha でした。大きく増加したのは炭素貯留効果の高

い堆肥施用した特別栽培農産物の栽培面積であり、

有機農業ではわずか７ha 増の 103ha にとどまってい

ます。また、農地・水・環境保全向上対策と環境保

全型農業直接支払が並存して実施された平成23年度

の環境支払いの交付面積は、二つの対策を合わせ約

600ha であったことから、環境直接支払いの対象面積

は実質減となっています。 

広有研では、本年度の実績がまとまり次第、「情報

交換会」の設定を県当局に要請し、『広島県環境にや

さしい農業推進方針』（特に”４ 今後の推進方向”）

に関する、現場目線の力強い方策の実施をあらため

て要望していきます。
 

表１ 広島県における環境保全型農業直接支払交付金の実施状況（県提供資料の抜粋）         単位：ｈａ 

 カバークロップ 有機農業 有機農業 
（雑穀・飼料作物）

炭素貯留効果の高
い堆肥の水質保全
に資する施用 

冬期湛水管理 計 

平成 23 実績※ 87 5,974 － － 2,689 8,750 

平成 24 実績 1,284 9,476 － － 13,440 24,200 

平成 25 申請 3,228 10,224 65 25,488 11,276 50,281 

※平成 23 年度には旧対策となる農地・水・環境保全向上対策による環境直接支払いが実施されており、この

実績は含まれていない。 
 

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。 
 

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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