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２月１９日（水）、J：COM ホルトホール大分会議室にて、有機農業経営上、最も課題となって

いる販売について、５０名の参加者のもと、「如何にして有機農産物の販路を開拓、確保して、経

営の向上と安定を図るか」をテーマにシンポジウムを開催しました。  

  まず、当研究会の浅田理事長と来賓の大分県農林水産部地域農業振興課の三浦課長のあいさつの

後、シンポジウムに移りました。  

 続いて、有機農業経営と販売体制の優良事例の紹介が株式会社 ohana 本舗の赤嶺社長からあり

ました。優良事例は島根県浜田市の「株式会社ぐり～んは～と」で昨

年１１月に視察して、その素晴らしい取り組みに感銘を受けた組織で

す。 

 この内容については、前回の当研究会広報誌「食と農」に記載してい

ますので、ご覧頂いていることと思いますが、有機農業でこれほどの取

り組みが可能なのだと正直言って信じられないような事例でした。  

 この組織の代表である佐々木氏の

話によると有機農産物はマイナーな商品であるからより魅力の

あるもので、消費サイドからの要求は非常に大きいとのことであ

った。従って如何に消費サイドが要求する品目を定時定量届ける

ことができるかが、ポイントであるとのこと。この点が有機農業

経営の向上の鍵を握るものと思われます。  

 続いて講演を頂きました。講師はイオン九州株式会社コーポ

レートコミュニケーション部九州エリア政策グループマネジャーの福山博久氏で、「オーガニック

現状と今後の取り組み」について、消費サイドの考えを非常に分かりやすく話して頂きました。  

 特に、ヨーロッパとアメリカ、日本における有機農業に対する消費者の要求事項が異なり、日本

もこれからは有機農業は自然環境を守る農業生産手法であるこ

とを PR することが重要であるとのことでした。  

 また、イオン九州株式会社では、「売り場において常設のあ

らゆる種類の有機農産物を置けるように頑張っているが、現実

はなかなか有機農産物が入手できていない。イオンとしても今

後の有機農業が伸びることを大いに期待している」とのことで

した。 

 上記の事例と講演の共通点として見えることは、有機農業の

販路開拓は非常に難しい現実があるが、生産と消費サイドの要求のギャップを如何に埋めていく

か、そこに今後の有機農業の進展のカギがあり、それを如何に実践するかが求められているようで

す。 

 続いて、司会を赤嶺社長、助言者として福山氏、そして鹿野検査員に書記をお願いして「有機農
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産物の販路開拓の課題とその改善策は如何に」をテーマに会場の出席者の皆さんと意見交換をしま

した。 

 出席者の取り組み、意見はそれぞれ異なっていましたが、いずれも有機農業経営をより良いもの

にしたいという思いは同じでした。その手法や方向は今後とも色々とあらゆる機会を通じて学びな

がら確立していくものと思われます。  

 今回のシンポジウムはまだまだ販売の課題に対して十分な解決方法を提供するものにはなりませ

んでしたが、今後継続して研究

し、取り組みを進めたいと思い

ます。 

 そう言う意味で、今後「おお

いた有機野菜等生産出荷体制構

築会議」の取り組みに期待して

います。       （有光宏之）  

 

 

 

  

 去る２月２６日（水）、大分市わさだ市民行政センター２階研修室で今年度２回目の有機 JAS 講

習会を開催しました。  

 当日は３９名の認証事業者や新規に認証を希望される農業者の

方々が熱心に受講されました。  

 講習会の内容は、午前中が「JAS 法の概要及び主な改正点」に

ついて諫山二朗検査員がパワーポイントを使用して説明を行いま

した。午後は農産物と加工・小分けに分かれて２カ所で講習を行

いました。  

 農産物の方は「有機農産物の有機 JAS 規格、技術的基準

等」について古長篤巳検査員がパワーポイントにより説明を

行いました。加工と小分けについては鎗水道雄検査員が「有

機加工食品・小分けの有機 JAS 規格、技術的基準等」につい

て出席者と対話方式により説明を行いました。  

有機 JAS 認証制度は１９９

９年に発足して、当研究会は２００２年に農林水産省登録認証

機関として認証業務に取り組んできました。この間、有機 JAS

講習会を通じてより正確、公平な認証業務が遂行できるように

心がけてきましたが、近年はグローバル化に対応するために

年々認証制度が厳しくなってきました。従って、事業者の皆様

におかれましても、有機 JAS 講習会には３年毎に必ず出席をお

願いしているところです。JAS 法違反を起こさず、皆で有機農業を守り、育てて行きましょう。  

有機 JAS 講習会開催結果報告 
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「全国有機農業の集い２０２０in 水俣」報告  

同時開催：第２７回九州・山口有機農業の祭典 

第４８回日本有機農業研究会全国大会総会  

 

本年１月２５日から２７日の３日間にかけ、熊本県水俣市で「全国有機農業者の集い２０２０ in

水俣」が開催されました。 

今年は、「九州・山口有機農業の祭典」と「日本有機農業研究

会の大会」の同時開催で、全国から有機農業関係者約４００名

が集まり、盛大に行われました。大分県からも１２名の方が参

加されました。  

１日目の２７日は１３：００から水俣市文化会館で全体集会

が行われ、「リレートーク」で水俣病について４名の方々が水俣

病の実態等経験談を含めた発表がありました。また、アトラク

ションとして「水俣ハイヤ節」の歌、踊りが披露されました。  

「食品公害の原点

と言われる水俣病は

有機農業にとってそ

の思想の中心をなす

ものである」との考

えで水俣市で開催す

ることになったよう

です。 

リレートークに続

いて「水俣病事件とは」「種とグリホサート等農薬規制緩和を考える」「どぎゃんかせんと！有機農

産物の流通」等々１３の分科会が開かれ、それぞれで情報・意見交換が行われました。  

夜にはノンアルコールの交流会が開催され、熊本県の有機農産物の素晴らしい料理が提供され

ました。ただ、アルコールがないことから、野菜等料理を食べることに集中してやや交流が中途半

端になりました。  

その後会場をホテルに移して懇親会や夜なべ談義が行われました。懇親会にも多くの魚や肉の

料理に加え、熊本県等の高級な焼酎や日本酒が提供されて非常に盛り上がった交流となりました。

懇親会で話し足りない人は夜なべ談義で時の過ぎるのを忘れて午前１時過ぎまで交流を行ったよう

です。（私も１２時前まで参加していました。）  
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翌２６日の午前中は「韓国映画の上映会」や「水俣病のトーク

＆ライブ」が行われ、午後からは、分散して現地研修が行われま

した。 

私たち数名は水俣市と隣接する津奈木町の「つなき FARM」を

見学しました。津名木町も水俣病の被害者が多く、健康で明るい

町つくりに取り組んでいるとのことです。「つなき FARM」とは町

の若い職員が農家の方と協力して取り組んでいる「自然栽培」「減

肥料・減農薬」ほ場の事です。この内容や規模等についてはやや物足りないものがありましたが、

１人の町役場の若い担当者が立ち上がり、有機とスイートスプリングで町お越しに取り組んでいる

姿には感動しました。（スイートスプリングは柑橘類の１種。視察地で収穫して食べさせてもらっ

た完熟果は非常に美味でした。このような美味しいスイートスプリングを食したのは初めてでし

た。） 

以上が、この集いの概要で

す。（２７日にも現地研修が行

われ、参加した方もいます）  

今回の集いを振り返ってみ

ますと、有機農業の原点とな

った水俣病に焦点が当てられ

て、全体としてはやや重苦し

い空気が漂っていたようです。しかしながら、有機農業はこの水俣病を抜きにしては語れないこと

を痛感しました。会場には水俣病の写真展も開催されており、当時の惨状をありありと訴えており、

日本の近代化が大きな犠牲の下になされたことを痛感しました。  

しかしながら、あまりに水俣病のインパクトが強かったためか有機農業そのものの深化が不足し

たような気がしました。有機農業も農業の近代化、社会の近代化により犠牲になった環境、人間を

含む生き物を取り戻すことが出発点であり、また目的でもあります。この点をもう少しこの集いに

組み込んで欲しかったと感じました。  

日本有機農業研究会と共催と言うことで、実行委員会が大変苦労されたようです。世話人会でも

う少し行事を整理してすっきりしたものにしたらという提案もしましたが、実行委員会の熱い思い

が強く、盛り沢山の行事となりました。  

最後の大会宣言では「戦争反対運動の取り組み」の提案で終わりましたが、有機農業の祭典・集

いを考えると、もう少し有機農業の発展に向けた内容で締めくくった方がよかったのではと感じら

れました。  

また、４００人が参加したために、ホテルの部屋がぎゅうぎゅう詰めで眠られなかった等々やや

評判が悪かったようです。地元熊本県、実行委員会の燃えるような熱意がやや空回りしたようで、

大会開催の大変さをつくづく感じさせられました。来年は長崎県での開催が予定されています。ま

た多くの皆様の参加をお願いします。（大分県開催は２０２３年頃のようです。） 参加された皆様

お疲れ様でした。                                                            （有光宏之）  
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２月１７日（月）、豊後大野市役所本庁舎２階第１会議室において、有機 JAS 認証制度について

説明会を開催しました。 

参加農業者は 11 名、市役所の農業振興課から志賀課長他 3 名の

出席を頂きました。開会にあたって志賀課長から挨拶がありまし

た。あいさつ要旨は次の通りです。「有機農業の消費者の認知度は

未だ未だ低い。問題は生産者が少なく、生産量が少ないことであ

る。また、生産者自らの PR 不足である。豊後大野市では有機

JAS 認証農家は非常に少ないが、有機農業の適地は多いので、今

後は農業の一つの型として伸ばしていきたい。」  

説明会は、研究会の有光が「これからの有機農業の推進

について」、続いて河野検査員がパワーポイントを使って

「有機農業と有機 JAS 認証制度について」説明を行いま

した。参加者は熱心に話を聞かれており、多くの意見・質

問が出されました。  

 主な意見・質問をご紹介します。  

 

    ●木酢液は有機資材としては使えないか。  

        (回答)土壌改良材としての使用や作物の活性  

目的での使用は可。  

但し、害虫の忌避目的など農薬としての使用は不可。  

      

    ●有機 JAS で使用可能な資材は人体に対する安全性が証明できるのか。証明できれば有  

      機農産物の消費拡大が大幅に進むと思われる。  

      有機農業だからということで安全安心とは言えない。この問題の取り組みが遅れて   

いる。 

      （回答）証明はなかなか難しい問題である。ただ、慣行の農薬等を利用した農産物       

に比較して残留農薬等の影響は大幅に低減されている。このことをいかに消       

費者に理解して頂くかであり、その取り組みが非常に重要である。  

 

  ●モンサントの問題も考えられるがどうか。  

（回答）ラウンドアップは米国において、癌の原因であることを裁判所が認めた。       

したがって、これらの問題を日本においても深刻にとらえて、関係者が使用反対

等を進めるとともに、寡占化が進む農業資材メーカーや政治経済の動向を注視す

ることが必要と思われる。  

 

    ●お茶の栽培において、窒素を多用して、アミノ酸の多くなった葉には、アブラムシ被害

がない。これは硝酸が葉に多量に蓄積されているからだ。従って、どのような  栽培方法

が良いのか作物毎の検討が重要である。  

（回答）これらの問題を解決するためには、生産者がそれぞれの考え、技術、経験  等を

豊後大野市有機農業・有機 JAS 認証制度説明会報告 
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持ち寄り生産技術の交換・研鑽を行い、あるべき有機農業の技術確立を作物別に

取り組む事が必要である。  

 

  ●最近、天候異変で特に有機農業はダメージを受けるのではないか。昨年の水稲は    

トビイロウンカで大被害を受けた。  

（回答）有機農業で窒素の施用が少ないところはトビイロウンカ被害が少なかっ    

たという事例が寄せられている。したがって、病害虫被害は肥料成分、    

量等の影響も関係しているものと思われる。今後、この問題も作物毎に    

検討する必要がある。  

 

以上、説明会の概要をお知らせしました。後日、説明会に出席した１名の生産者が、有機 JAS

認証を希望して有機 JAS 講習会を受講しました。ありがとうございました。  

今後とも県下市町村で説明会を開催したいと思いますので、会員の皆様のご支援ご協力をお願

いします。                                （有光宏之）  

 

 

 

 

 

 現在、農林水産省でのＪＡＳ調査会において、有機ＪＡＳにおけるゲノム編集技術の取り扱

いについて審議が継続されていますが、これまで農林水産省からは以下のように、ゲノム編集

技術も禁止にする旨の通知がありました。 

  認証事業者の皆様には、既にお知らせ済みの情報もありますが現在の状況も合わせてお知ら

せします。 

 

（２０１９年１０月１日の農林水産省からの通知） 

 有機ＪＡＳでは、「組換えＤＮＡ技術」を用いて生産されたもの（種苗など）

を禁止していますが、ゲノム編集技術の取り扱いについては明確になっていない

ため、有機ＪＡＳの改正等も視野に入れて、現在、検討しているところです。 

 つきましては、その結論が出るまでの間、有機ＪＡＳにおいてはゲノム編集技

術について、組換えＤＮＡ技術と同様に、その取り扱いを禁止したいと考えてお

ります。 

 

 さらにその後、農林水産省では有機ＪＡＳ規格等の一部改正について以下のようなパブリッ

クコメントの募集を行いました。（募集は昨年の１２月７日に終了しました。） 

 

 

 

 

 

 

 

（２０１９年１１月８日のパブリックコメント募集のための改正案の概要） 

 有機農産物の日本農林規格、有機加工食品の日本農林規格、有機飼料の日本農

林規格及び有機畜産物の日本農林規格について、現在の製造・流通の実情等を踏

まえ、組換えＤＮＡ技術を用いて生産されたものが、原材料等において使用でき

ないことに加え、ゲノム編集技術を用いて生産されたものについても、原材料等

において使用できないことを明確にする改正を行う。   

有機ＪＡＳにおけるゲノム編集技術の取り扱いについて 
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そして、２月６日の農林水産省主催の「有機食品等登録認証機関連絡会議」において以下の情

報が提出されました。 

 

（ＪＡＳ調査会の有機農産物の日本農林規格等の見直し概要案） 

 ●有機JASはコーデックスガイドラインに準拠して、有機農産物等の生産方法の

基準を規程。 

 ●コーデックスガイドラインでは遺伝子操作や遺伝子組換え生物により生産され

たすべての原料又は製品は有機生産の原則に適合しないため、有機生産への

使用を認めていない。 

 ●一方、有機JASでは規格制定時において、流通の可能性があった遺伝子組換え

作物を作る「組換えＤＮＡ技術」のみを使用不可と規定しており、ゲノム編

集技術により生産された原材料等を使用できないことが不明確な状態。 

 ●ゲノム編集技術により生産されたものの流通が可能である現在、有機JASにお

いてこれらを原材料等に使用できないよう規程を明確にする。 

 

見直し概要 

「現行」 

  ●用語：組換えＤＮＡ技術 

  ●定義：酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、ＤＮＡをつなぎ

合わせた組換えＤＮＡ分子を作製し、それを生細胞に移入し、か

つ、増殖させる技術をいう。 

「改正後案」 

  ●用語及び定義について、ゲノム編集技術により生産された原材料等が使

用できないことを明確にする。 

 

  

以上のように、見直しの概要が方向付けされましたが、具体的にゲノム編集をどのように確認

するのか等が不明であることから、改めてＪＡＳ調査会で審議するとなっています。したがっ

て、最終的な有機ＪＡＳ規格の見直しが決定するのはもう少し時間がか

かりそうです。 

 しかし、これを機に有機食品のみならず一般の食品においてもゲノム

編集技術の有無についての表示をメーカー等に促すよう、また、消費

者・生産者ともにゲノム編集技術はいらないという声をあげていくこと

も非常に重要ではないかと思われます。 

 ゲノム編集技術そのものについては専門性が高く、素人にはなかなか理解しがたいですが、

有機農業の本質に関わることであり、今後の動向も注視して行きたいと考えます。 

  

 なお、当研究会においても、多くの方々に有機ＪＡＳにおけるゲノム編集技術反対の署名を

頂きました。誠にありがとうございました。紙面をお借りしてお礼申し上げます。 

（有光宏之） 
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～国東市安岐町・荒木川流域プロジェクト～  

‟ 荒木川流域ウォーキング（上流域～下流域をめぐって） ” 
＊実施日時 ：２０１９年 12 月 22 日（日）午前９時～午後１時３０分 

＊講  師 ：木田憲治氏・中野昭純氏（国東市安岐町ウォーキング愛好会）  

 

雨が心配されたお天気でしたが幸いに曇り空で、国東市安岐町の荒木川ウォーキングを実施で
きました。  
地元のウォーキング愛好会のご協力を得て５０人ほどの方が参加して下さり、にぎやかなウォ

ーキングになりました。荒木川は河口から源流域まで 10 ㌔という短い河川で、しかも川に沿っ
て道が通っているので、歩きやすく、道路からも流域の様子がよく分かりました。途中では野鳥
や植物もたくさん観察できました。  
また、講師の先生方による地元の歴史のお話なども伺うことができて、とても楽しいウォーキ

ングになりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～国東市安岐町・荒木川流域プロジェクト～  

‟ 荒木川流域自然観察会＆スマホ撮影会 ” 
＊実施日時 ：２０１９年 12 月 22 日（日）午後２時～午後４時 

＊講  師 ：舩橋玲二氏（NPO たんぼ理事長）  
        谷 知英氏（フォトグラファー、「ワラシベピクチャーズ」主宰） 

 

 あいにくの雨でしたが、最初に荒木川と安岐川の合流地点でもある安岐川河口でバードウォッチ
ングをしました。傘をさしながらでしたが、中州で休んでいるウミネコなどのカモメ類を望遠鏡な
どで観察することができました。その後、「里の駅 R213」の食堂をお借りして二人の講師の先生の
お話を伺いました。  
舩橋講師は、渡り鳥などが長距離を飛翔できる体の構造などをモニターで写真を使って解説して

下さいました。また野鳥シートを使って出現した野鳥の種類も確認しました。  
谷講師は、「スマホを使って野外で撮影する方法」について、モニターで色々な写真を見ながら解

説して下さいました。風景を撮影するときのコツ、植物や野鳥を撮影する方法など、被写体によっ
ての撮影の方法の違いを解説して下さいました。参加者の皆さんも雨を忘れて楽しいひと時を過ご
しました。                                 （杉浦洋子）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの活動は、一般財団法人セブン‐イレブン記念財団の助成を受けています。 

 

   「 
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おおいた有機農業推進ネットワークの解散について 

  

おおいた有機農業推進ネットワークは、平成２１年２月に大分県の指導の下に組織化さ

れて活動を開始しました。このネットワークの活動は、主に大分県の委託費等の助成金

と会員各位の会費とで賄ってきました。 

 この間、有機農業生産者と消費者、並びに会員相互の交流を行うと共に「有機農業者

の養成講座」や「おおいたオーガニックフェスタ」等を開催して有機農業の発展に努め

てきました。 

 しかしながら、１０年が経過して、大分県では一応の成果を得たということで、ネッ

トワークへの助成を打ち切り、新たな有機農業の推進施策に取り組むことになりました。 

 このような事情を踏まえ、先般、ネットワークの役員会で協議した結果、活動資金の

確保が難しいことや県の意向等も顧慮してやむなくネットワークの解散を決定しまし

た。 

 おおいた有機農業研究会もネットワークの一会員としてまた、事務局として関わって

参りましたが、今後、ネットワークの事業成果等を踏まえて研究会として有機農業の推

進に取り組んで参りたいと考えています。 

 ネットワークの会員の皆様におかれましては、引き続き、おおいた有機農業研究会の

会員に加入して頂き、今後とも有機農業の発展に向けご支援ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

なお、「自分はどちらの会員なのかわからない」という方は、この「食と農」が送られてきま

した封筒の宛名ラベルの右上に・・・ 

 

     と印刷されている方は、「有機農業推進ネットワーク」の会員 

     

     と印刷されている方は、「NPO 法人おおいた有機農業研究会」の会員 

 

となっております。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

有機農業推進ネットワークの会員の皆様には、お手紙を同封しておりますので、ご一読して頂

ければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ① 

研   

ネ 

長い間のご支援、 
ありがとうございました。 
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２０２０年度定期総会の開催について 

 

例年、４月の中下旬に「NPO 法人おおいた有機農業研究会」と「おおいた有機農業推

進ネットワーク」合同で総会を開催してきましたが、２０２０年度の総会につきまして、

新型コロナウイルスが大分県も拡大して、現状では４月の開催が厳しくなりました。 

 従いまして、４月の開催を見送り、新型コロナウイルスの状況を注視しながら、 

５月の中下旬に実施する事となりました。 

 日程、内容等につきましては、開催が決定次第、会員の皆様にお知らせしますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 なお、おおいた有機農業研究会の総会に先立って、「おおいた有機野菜等生産出荷販

売体制構築会議」の設立総会も上記の理由で５月に延期することになりました。関係会

員の皆様には日程等決まり次第、開催の通知を差し上げますのでご了承願います。 

 

  

＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊  

  今年度も残り僅かとなりました。有機農業の拡大を目指して、また、おおいた有機農業研究

会の経営安定を目指して、関係者一体となり、有機認証事業者の確保育成を図ってきました。

特に新規就農事業者の確保育成に向けた「スタートアップガイド」の作成や「生産及び販売に

係るシンポジウム」の開催、「市町村毎の推進説明会」等新たな取り組みを行いました。ご協力

をいただいた関係者の皆様ありがとうございました。 

 しかしながら、成果は一朝一夕に上がるものではないと思われます。来年度も継続して取り

組みをより強化して参りたいと思っているところです。  

 今日、世界中、新型コロナウイルスによるパニックが起こっていますが、常日頃の危機管理

が必要だとまたしても痛感させられています。「後悔先に立たず」です。 

 有機農業、有機食品についても然りです。食の有り様を再認識して、国家そして国民一人一

人が健全な生命・環境の持続に備えることが必要だと思われます。 

来年度もご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

  

 

                                                        

 

 

 有機肥料のことなら何でもご相談ください。 

土壌検査・施肥設計も致します。 

（有）江 島 

大分県中津市山国町中摩 

電 話 ０９７９－６２－３１７８ 

ＦＡＸ ０９７９－６２－２９２７ 

食と農おおいた 2020 年 3 月 30 日 127 号  

発行：NPO 法人 おおいた有機農業研究会  

TEⅬ：097-567-2613  FAX：097-567-2614 
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― おおいた有機農業研究会 スタッフ ― 

事務局長  有光 宏之   事務局員  尾形和美・末光清美・杉浦洋子 

お知らせ② 


