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 「おおいたオーガニックフェスタ２０１９」が１２月８日（日）、おおいた有機農業推進ネットワ

ーク（國枝代表）の主催で、大分市の若草公園で開催され、大盛会のうちに終了しました。 

 この日は奇しくも「有機農業の日」であり、好天に恵まれ、会場は溢れんばかりの数多くの消費

者の皆様でごった返しました。 

 昨年は真冬の寒さの中で、来場者も少なく、出展の農産物等も売れ残り、厳しいフェスタでした

が、今年は出展品がほぼ売り尽くされて、出展者（６０店舗）の皆様の顔も晴れ晴れとして、消費

者との素晴らしい交流が図られました。 

  さて、今年のフェスタは、これからの有機・オーガニックの輪を

全県に広めるため、各地域で有機や今年のテーマ「葉」についての

議論を重ね、関係者全員の参加型フェスタを目指しました。 

 また、実行委員会は後藤亜紀子委員長の下に新たな実行委員も

加入し、加えて有機に関心のある大学生にも参加していただき、若

い新鮮な発想の基で計画を練ってきました。 

 そのようなことから、若草公園の会場の出展者配置等も中央に

ステージ（トラックの荷台）を置き、放射線上に出店を配置す

るという斬新な形としました。結果的には、このことが、会場

の一体感を演出し、盛り上がりに大いに貢献したと思われます。 

 今回のテーマは「葉」です。そのため会場全体を森として位

置づけ、その森の自然環境と有機・オーガニックが一体となっ

た取り組みを意識し、「葉っぱ料理のワークショップ」「葉っぱ

のスタンプラリー」「落ち葉プール」に加えて「米や麦のワー

クショップ」等も多くの参加者とともに、フェスタの盛り上が

りに貢献して頂きました。 

 昨年と同様に、今年も多くの大学生（大分大学、別府大学短

期大学部、大分短期大学）の皆様にボランティアとして参加し

て頂きました。また、APU のエコサークルの皆様にはエコマー

ケットご協力をいただき、そのブースを出して頂きました。こ

の大学生の皆様のご協力が無かったら、とてもこのフェスタは

実行できなかったと思われます。皆様にはこの紙面をお借りし

て厚くお礼を申し上げます。 

 さて、おおいたオーガニックフェスタも「種・土・根・芽・

葉」と続いて、次回に向かっての期待も大きくふくらんできます。 

 しかしながら、今回、特に記述しておきたいことがあります。それは「種の交換ブース」におい

て、大分大学生の「どうなる？種苗法について学ぼう」という発表があったように、「種子法の改正」
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と「種苗法の改正」が有機農業に大きな課題を投げかけてるからです。種子法は既に改正され、国

はその責任を放棄したかのようです。続いて種苗法まで改正を目指しています。この種苗法の改正

は我が国の農業、とりわけ有機農業にとっては非常に厳しい将来をもたらす事が予測されます。現

在、このことは各方面において学習会の開催等で研究・議論が展開され、改正反対の動きが出てい

ます。 

 この問題を大分大学の小山先生をはじめとする大学生の皆様が真っ正面から提起して取り組んで

頂いていることは、有機農業関係者としてうれしく、頼もしく、大変有り難く思います。 

 今後は、有機農業にかかわらず、総ての農業関係者、そして消費者等関係者を巻き込んだ取り組

みに高めていく必要があると思われます。この問題は農業者だけの問題ではなく国民全体の問題で

あるからです。 

 フェスタの報告が種苗法の事に脱線し申し訳ありませんでしたが、今年のフェスタは素晴らしい

盛り上がりでした。ボランティアの皆様、出展者・ワークショップ・演奏等で参加して頂いた皆様、

そして今回から初めて参加を頂いた臼杵・佐伯・九重の市町の皆様、また、色々と助成を頂いた大

分県・大分市の皆様、実行委員はじめ関係者の皆様、師走の多忙な時期に多大なご協力を頂き誠に

ありがとうございました。衷心よりお礼を申し上げます。                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

今回は、オーガニックフェスタ出展者の方々が出店基準を適正に守られているかの確認を出展ブ

ースを巡回して行いました。 

今回は基準に違反したため、撤去を要請する出品物はありませんでしたが、「無農薬」という表示が

多く見られました。この表現は表示禁止事項となっています。 

 したがって、表示の仕方としては「栽培期間中農薬不使用」の表現で表示をして下さい。同じよ

うに「無農薬栽培」「減農薬栽培」「有機無農薬」「有機無化学肥料」等の表示も禁止されていますの

で、表示に際しては十分留意して下さい。 

 また、食品表示法に基づく表示が不適切な農産品も目立ちました。特に米の表示違反が多く見ら

れました。農産物を販売する時には、食品表示法に沿って表示をすることが義務づけられています

ので、今後十分留意されて対応をお願いします。                                 （有光宏之）  
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有機農業経営確立シンポジウム報告 

 去る９月１８日１４時から大分市のコンパルホール会議室で、標記シンポジウムを開催しました。 

 当日は、おおいたの有機農業者養成講座と有機農業経営指針の公表を併せて実施しました。会場

は６０名の収容が可能で、当初は人が集まるかと心配していましたが、満席となり、熱気溢れるシ

ンポジウムとなりました。 

 シンポジウムは浅田理事長の挨拶に続き、県地域農業振興課の山崎主幹に来賓の挨拶を頂き、有

機農業経営指針（「おおいた発！有機農業スタートアップガイド」）の説明を指針の策定委員長であ

る河野理事{検査員}が行いました。 

 この指針は既に会員の皆様には差し上げていますが、全国的にもこのような有機農業の指針は見

当たりません。策定委員の皆様の英知が結集されたもので出席された皆様も熱心に聴講されていま

した。 

 ただ、時間的に十分中身まで踏み込んで説明ができなかったので、来年度の養成講座で具体的な

説明を行いたいと考えています。 

 続いて「如何にして有機農業の安定と向上を図るか！」をテーマにして体験発表、意見交換が行

われました。 

 当研究会の鹿野検査員の司会進行のもと、野村哲也氏（豊後高田市、野村晴耕園）安達誠氏（九

重町、ここのえ安達農園）井田公一郎氏（由布市、コンタファーム）の３名の方々が、これまでの

有機農業に取り組んだ経験談や今後の夢・目標等を発表し、会場の皆さんとも意見交換を行いまし

た。出席者の皆さんからは三者三様で非常に参考になる話が聞け、自らの有機農業への取り組みに

自信が持てる気がして大変参考になったと感想がありました。 

 この体験発表はこれからの有機農業を担う若手の熱意が溢れ、事務局としても有機農業の牽引車

として大いに期待しているところです。また、司会の鹿野検査員についても当研究会の検査員の中

で最も若く、皆さんから研究会のリーダーとして期待されています。 

 当研究会では現在有機農業の JAS 認証事業者の増加に向け取り組みを強化していますが、是非若

者が有機農業に参入して欲しいとこのシンポジウムで更に思いを強くした次第です。 

 シンポジウムは午後５時半に終了して、１８時から近くのキリン大使館で「夜なべ談義」を行い、

情報交換やシンポジウムについての話に花を咲かせ、非常に有意義な時間を過ごし２時間があっと

いう間に過ぎました。 

 なお、今回のシンポジウムには県の振興局や市町村、流通業者の方々も参加を頂き、これからの

有機農業の推進に大きな力になるものと思われます。 

 また、来年の２月には第２回目のシンポジウムの開催を予定しています。これは有機農産物の流

通、販路開拓等をテーマに考えていますので、今回出席されてない方々も是非出席されて今後の有

機農業の進むべき道への提言、意見交換をお願いしたいと思います。      （有光宏之）  
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第 4 回おおいたの有機農業者養成講座が開催されました  

 

10 月 29 日に大分市の大分東部公民館にて「第４回おおいたの有機農業者養成講座」を開催

し、16 名が受講しました。  

講師は大分県農林水産研究指導センター農業研究部病害虫対策チームリーダー佐藤通浩さんと

有機 JAS 認証事業者・当会理事の深瀬雅子さんにおねがいしました。  

はじめに「病害虫防除の考え方」というテーマで佐

藤さんに講義を行っていただきました。病害虫の防除

とは「基本は予防することで、防ぎきれなかったもの

を除くという考え方が重要」ということから始まり、

病害虫発生の三要素について説明していただきまし

た。病害編では、病原菌の感染・感染方法、病気の出

やすい環境や植物体について教えていただき、害虫編

については、害虫はどうやって侵入するのか、どうい

う時に出やすいかを説明した後、有機農業で使える害

虫防除の取組事例について話されました。  

受講者からは、「強い野菜を作る土づくりなど病気・害虫が出る前の予防の重要性を改めて考え

させられました。」「『天敵』について大変勉強になりました。」「農薬に頼らない病害虫対策、せっ

かく教えてもらったことを実践できる場があれば試してみたい。」等々の感想がありました。 

続いて「有機栽培に取り組んで～少量多品目の取組み～」というテーマで深瀬さんに講義を行

っていただきました。深瀬さんは由布市で「農園てとて」をご夫婦でされています。栽培品目は

100 品目以上、加工品を入れると 150 品目強で、常時 10～

15 品目ぐらいの野菜を出荷されているそうです。深瀬さん

が有機農業を目指したきっかけは、土に触れ、循環した暮

らしがしたい、有機野菜が食べたい、ということだったと

のこと。また、就農までの経過については、自己資金のみ

であるものをできるだけ活かし、修理・自作をできるだけ

するお話など大変興味深く聞かせていただきました。次

に、販路や、少量多品目のメリット・デメリットについて

など、たくさんの写真とともに色々なお話をしていただき

ました。加工品についても、深瀬さんは余り物がもったいないということで農産物の加工を始めた

そうですが、その工夫と種類の多さにびっくりしました。また、野菜セットの個別宅配について

も、お客様に対するちょっとした心遣いをしている事などに感動しました。最後に今後の課題につ

いて、健康維持や省略化（より簡単に良いものを作らないと出荷が大変）などいくつか挙げて、講

義を終えました。  

受講者からは、「健康（丈夫）な野菜に育てることで、虫も防ぐことができるという考え方、畑

のどのような野菜・花・草でも素敵な商品になること等、大変勉強になりました。」「大変さを楽し

まれてるのが感じられてお話がとても楽しかった。多品目がすごい、加工品も工夫がいっぱい。」

「写真を使った説明でわかりやすかった。常に試行錯誤している様子が伝わり、親近感がわきまし

た。」等々の感想がありました。  

次回のおおいたの有機農業者養成講座は、来年(令和 2 年)2 月 19 日（水）に「有機農産物の流

通販売・販路開拓シンポジウム」を開催します。皆様のご参加をお待ちしています。（尾形和美）           
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～国東市安岐町～荒木川流域プロジェクト【有機農業講座】～  

｢自然農｣ 学びの会《田植え》研修会 in 三角べース 有機水田 

＊実 施 日 時：２０1９年６月１４日（土）９時～1２時 

＊講  師：村山直通  氏（松国自然農学びの場代表・花畑自然農塾代表）  

 

 国東市安岐町馬渡の荒木川源流域にある三角ベースさんの復活有機水田で、自然農の田植えをし

ました。４月に自然農講座で講師をお願いした村山さんに来ていただき、４月に種降ろしをした苗

床の成長した稲苗を、みんなで田んぼに植えました。田んぼは、周囲に水を溜めた溝を掘りめぐら

し、乾田で浮島のようになっていて、その乾いた田んぼに、移植ゴテで穴を掘り、苗を植えていき

ました。今まで経験した田植えとは全く違い、みんな一生懸命、穴掘り作業？をした田植えでした。  

 

 

 

 

 

 

 

                      

～国東市～荒木川流域プロジェクト～ 【荒木川の生きもの保全研修会】  

荒木川･安岐川河口に奇跡的に残っているハマボウフウの再生をめざす学習会 
＊ 講  師 ： 永松 勝也 氏（ 大分県立国東高等学校 教諭） 

           矢野 忠則 氏（NPO 法人 おくすり研究会 代表） 

＊ 実施日時：２０1９年７月１３日（土）１０時～１２時 

＊ 室内学習：里の駅「ふるさと市場Ｒ213」  

＊ 野外実習：荒木川・安岐川河口の海岸 

  

国東市安岐町の荒木川は、河口で安岐川と合流して別府湾へ流れています。その河口には、かつ

ては広い海岸が広がり、今では貴重な植物『ハマボウフウ』もたくさんありました。しかし、近年

の開発・護岸工事などで、荒木川河口だけでなく、日本中の「ハマボウフウ」は激減し、保全をし

なければ絶滅してしまう危機に瀕している植物になってしまいました。  

この『ハマボウフウ』には、薬効があり、漢方薬、のど飴、入浴剤などに使われています。今回

の学習会では、おくすり研究会の矢野先生に「ハマボウフウの薬効」について、そして長年ハマボ

ウフウの保全活動をされている、国東高校の永松先生に「ハマボウフウの保全」についてお話して

いただき、小雨の中でしたが、海岸に行き、実際にハマボウフウを観察し、花の咲き終わった株か

ら、繁殖栽培のために種を採取しました。  

次の学習会では、保存したその種を再び海岸に蒔き、さらに大きな株に育てるよう、施肥も実施

する予定です。                                （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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～人・地域・森を回復させる森林保健活動のお話～人も地域も元気になる森林活動の講演会  

日 時：2019 年１１月３０日（土）午後 3 時～ 会 場： 国東市「梅園の里」１階  大会議室  

講師：上原 巌 先生（東京農業大学 地域環境科学部 教授） 

 

森林は、生命に不可欠な水資源を貯え、私たちに美味しい水を与えてくれます。また、生活を支え、

多くの生き物たちの住みかや新鮮な空気も提供してくれます。さらに洪水による被害を軽減したり 

防いだりもしてくれます。 

この森林環境を活かして多様な人々を対象に、心の癒し、リハビリテーション、心身の健康増進、

自己肯定感、達成感など医療・教育・福祉等の多方面の分野に効果をもたらすことができる療法を「森

林療法」といいます。 

そして、この森林療法はもちろんのこと、様々な地域の様々な森林を活用した“健康づくり活動”

全体を「森林保健活動」といいます。 

森林保健活動は、下図が示すとおり、どんなタイプの森林でも、どんな方でも参画できる活動です。

例えば、過疎高齢化が進む地方においても、あらゆる地元住民が関われる、その地の森づくり・地域

づくりも含めた活動なのです。森林保健活動は、地元の多様な立場が連携・協働することで、“森”

と“人”との共生にむけた“人・森・地域が回復するための活動”とも言えるのです。 

今回は講師に、日本で初め

て「森林療法」という概念を

提唱し、日本森林保健学会を

設立された上原巌先生をお迎

えして、「森林浴と森林療法」

「海外の自然保養地と自然保

養休暇制度」「森林の保健休養

と地域経済・地域振興」「森林

療法と心の回復」「森林療法活

動が美しい森を作る」などを

様々な事例を基にお話してい

ただきました。 

特に森林保健活動が盛んな

ドイツの事例は、国や企業の

事業として定着して

おり、国民の医療費

削減などに繋がって

ていました。これか

ら大分でもこのよう

な活動が実践できれ

ばいいなと思いまし

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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～おおいた有機野菜生産出荷体制構築会議の発足に向けて～ 

（有機野菜広域出荷体制支援事業の推進） 

  

今年度の事業において、大分県地域農業振興課安全農業班が「有機野菜広域出荷体制支援事業」を

創設して、大分県の有機農業者の経営強化及び有機農業の拡大を後押ししてくれることとなりまし

た。当研究会でその事業を受託して取り組んでいます。 

 この会議は「有機野菜生産販売部会（仮称）設立委員会（委員長は株式会社 ohana 本舗 赤嶺

祐司社長）」を立ち上げ、部会組織の結成に向けて検討を行い、来年度には部会の立ち上げを行う

ための活動を開始しました。 

 そして、１１月の部会設立委員会において、その部会の名称を「おおいた有機野菜生産出荷体制

構築会議」に決定しました。 

 今後この構築会議の理念・目的・規約・組織体制・将来ビジョン等の検討を重ねて来年度の早い

時期に設立総会を開催する予定です。 

 構築会議の会員の加入について、野菜の認証事業者の皆様にはお声かけをしますので是非とも加

入を頂くようお願いします。 

 この構築会議は、有機農業者として最も困難な販売の課題を解決するために、最終的には販売の

組織体制の確立を目指して行きますが、販売面の課題だけではなく、現在、多くの事業者の皆様に

は生産技術、経営技術等の課題も山積しているため、これらも販売とセットにして課題解決に向け

た組織的な取り組みを強化して行きたいと考えています。                （有光宏之） 

 

 

 

      

 先般、有機野菜生産販売部会設立委員会が有機農業の先進事例「株式会社ぐり～んは～と」の視

察調査を行ってきましたのでご紹介します。 

 この「株式会社ぐり～んは～と」は島根県浜田市の中山間地に位置し、２００８年に設立されま

した。 現在の構成員は９事業者（有機 JAS 認証農業事業者）です。社長は佐々木一郎氏（６０

歳）、この佐々木氏がリーダーとして他の事業者を育成・牽引して、今日の有機農業生産販売組織

を確立しました。 

 この会社の業務は農産物の販売、資材の共同購入、そして生産技術の研究・共有です。  

販路は近隣のコープ、関東地方その他全国的に行っているようですが、近年の輸送コストを考慮し

て近隣にシフトしつつあるとのことです。会社は手数料を７％徴収し、それで従業員２名を雇用し

て運営しています。 

 昨年度の総販売額は４億７千万円。内、佐々木氏が１億４千万円です。残りの構成員も単純に計

算すると１事業者あたり平均約４千万円となります。これまでの有機農業経営の常識を一変させる

実績を上げています。 

 社長の佐々木氏は謙虚で非常に人柄も良さそうで、視察には丁寧に長時間対応を頂きました。こ

の人柄と能力が生産者をまとめ、それぞれの経営が飛躍的に伸びたのだと感じました。佐々木氏と

いうリーダーがいたから今があるのだと納得できました。また、佐々木社長は自らの経営確立にも

これまで非常に苦労されています。ここまで来るのには公私とも大変な努力の積み重ねがあったよ

うです。（佐々木氏の経営についての話も色々ありますが、紙面の都合で省略させて頂きます。） 

 それでは何故、「山陰の過疎が進む島根県浜田市のしかも中山間地の条件不利地でこのような予想

すらできない有機農業の事業者集団」が実在するのかであります。 

 その成功要因と見られるものを整理すると次のようになります。 

【有機農業先進事例の紹介】 

株式会社ぐり～んは～と 
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 ①農業の厳しさが理解できる優秀で強力なリーダーがいた。 

 ②有機農業の弱点及び強みを生かした経営、組織運営を行った。 

 ③組織力により販路開拓・販売の課題を克服した。 

 ④個々の事業体の能力向上と熱意の醸成のための、技術統一、販売の二元化（株式会社による共

販と個人販売）を行った。 

 ⑤ハウス栽培を有機農業の必須条件として拡大した。（階段畑のため５０メートルの単棟ハウス

が多数設置されている。） 

⑥回転率の良い葉物中心に栽培品目を絞り、高品質・多収・周年出荷を実現した。 

 ⑦雇用はできるだけ近隣の農業者を確保。（農業経験が農作業効率等に貢献する。） 

 ⑧研修生を積極的に受け入れ、労働力の確保と新規就農者の育成を図った。 

 ⑨行政（島根県）が有機農業の推進に積極的であった。（ハウス補助、有機農業の PR 等） 

 以上、成功要因を列挙してみましたが、考えてみればこれらのことは、頭の中では理解できます

が、なかなか実践することは難しいと思われます。やらねばならない

ことを必ず実行し、やり遂げる。素晴らしい先進事例でした。 

 何事も先入観を持って前例にとらわれた

り、思い込んだりして行動を起こさなけれ

ば、新たな展開は難しいということを教えて

くれました。 当研究会で今年「おおいた

発！有機農業スタートアップガイド」を作成

して公表したところでありますが、「このような経営指標（ハウス栽培の

導入等も含めて）は有機農業ではとても困難で、絵に描いた餅である」という声も聞かれました。 

 しかしながら「株式会社ぐり～んは～と」の構成メンバーである農業者の実態を見るとこの指標

を遙かに凌駕した実績を上げています。やる気とやり方、どう進路をとるかです。 

 有機農業の生産者は各自、色々な考えや信念のもとで取り組みを行っていると思われます。己の

信念に基づいて事をなすことは素晴らしく異論はありません。ただ、有機農業を生業として経営の

向上を目指す農業者には、この「株式会社ぐり～んは～と」の事例は大きな参考になるものと思わ

れます。 

 当研究会、有機野菜生産出荷販売部会設立委員会は、この視察調査の結果を活かして今後の大分

県の生産出荷販売体制の確立に向けて取り組んで参りたいと考えていますので、皆様のご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。                            （有光宏之） 

 

＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊  

 「ONE TEAM」。ラグビーワールドカップは日本代表の大活躍で大変盛り上がりました。「ワン

チーム」は今年の流行語大賞にも選定されました。  

 体格、技能、個性、国籍等様々異なる個人がチームを創造し、チームを高みに導いた日本代表の

言う「ワンチーム」という言葉は色々と考えさせられました。 

 今年度から有機農業の生産者で大分の有機農業の「ワンチーム」を目指して取り組みを始めまし

た。個々の有機農業に対する思い・理念、経営スタイル・目標等の違いを乗り越え、一体となった

チームづくりが必要になります。島根県浜田市の「（株）ぐり～んは～と」は「ワンチーム」の良い

事例です。しかし、大分は大分の個性溢れる有機農業の「ワンチーム」を目指したいものです。 

 今年も残り僅かとなりました。事務局は少人数ですが、来年も「チームワーク」を発揮して頑張

りたいと思います。皆様、良いお年をお迎え下さい。              （事務局長 有光宏之） 

 

                                                        

 

 
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 
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