平成 29 年 11 月

エコファーマー

エコファーマーネットワーク通信
〈No.3４ 〉
☆ 環太平洋連携協定（TTP）加盟１１カ国は、１１

引先との二者認証は多くの生産者組織で行わ

月９日、ベトナム・ダナンでの閣僚会合の結果、

れてきましたが、中立的な第三者での「認証」制

米国抜きで早期発効させるための新協定

度、それも国際水準ＧＡＰ推進へと舵を切った趣

（TPP11）の条文等に大筋合意しました。今後、

旨もご理解して頂いた上で、具体的な中身は農

各国が最終合意を意味する署名にこぎ着けるた

林水産省のホームページ等で確認して下さい。

めには、それぞれの国での段取りもありますし、

☆「会員だより」欄では、正会員であり、ネットワー

協定が発効するまでには国内対策の推進、国

クの幹事でもある多品目野菜作経営の杉本正

会承認などのハードルがあります。

博さんの取組事例を紹介しました。杉本さんは、

一方、今年 7 月に合意をみた欧州連合（ＥＵ）

小松菜を中心に年間 120 種類以上の野菜等を

との経済連携協定（日欧ＥＰＡ）は、年内最終合

生産し、静岡県内外のこだわり品を扱うスーパー

意に向け交渉が進められています。

や首都圏を中心としたレストラン、ホテルに供給

☆ これら協定発効に伴う我が国農業への影響は

する異色の存在です。経営理念や美味しさに拘

大きく（農産物では特にコメ、麦、牛肉、豚肉、乳

った栽培技術も公開して頂きました。

製品、砂糖の原料）、この影響緩和対策として、

☆「お知らせ」欄では、間近に迫って参りましたが、

近く 2015 年 11 月に決定した環太平洋連携協

農林水産省「消費者の部屋」で 11 月 27 日（月）

定（ＴＰＰ）関連対策政策大綱の改定や、予算編

12：００から１２月１日（金）13:00 までの間開催され

成を通じて、具体策を打ち出されることになりま

る特別展示『持続可能な農業の魅力』展の案内を

す。

掲載しました。当ネットワークは組織設立直後の平
成 23 年度から昨年まで『環境にやさしいエコファ

☆ 農産物（食品）に対する消費者や流通関係者
の信頼を高める手法として、ＧＡＰ（農業生産工

ーマーの活動」展に毎年協力・参画してきました。

程管理）があります。ネットワーク会員の中にも、

今年度のテーマからも分かるように内容が大幅

形は様々ですがＧＡＰに熱心に取り組み、農産

に拡充されました（案内のチラシを 12 ページに掲

物の安全性確保と合わせ、環境の保全、労働の

載）。展示内容は環境保全型農業をはじめ、有機

安全、経営改善に成果を挙げている所がありま

農業、土づくり、温暖化対策、省エネ対策、ＧＡＰ

す。昨今、2020 年のオリパラを契機に、この取

等です。地方在住の会員の方も上京の節などには

組により我が国農業の信頼性、発展につなげ、

仲間とともにご参会下さい。全国エコファーマーネ

海外からのお客の欲求にも応えられるよう、ＧＡ

ットワークからも 12 の会員が、パネル展示のほか、

Ｐの取組・認証取得の拡大が農政上の重要施策

農産物・農産加工品を 34 品目展示することにして

として浮上してきました。そこで「解説」欄では、

います。この期間には展示品の試販やくじ引きも行

農林水産省農業環境政策課ＧＡＰ推進グルー

うことになっています。詳しくは 11 ページをご参照

プから、ＧＡＰの考え方、重要性や施策推進の

下さい。

方針などについて寄稿を頂きました。従来、取

（全国エコファーマーネットワーク事務局）
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解 説

GAP の取組・認証取得の拡大に向けて
農林水産省生産局農業環境対策課
ＧＡＰ推進グループ

Ⅰ はじめに

Ⅱ ＧＡＰについて

近年、フードチェーンのグローバル化、複雑化

１ ＧＡＰの考え方

に伴う流通過程の不透明化とともに、環境保全、人
権保護等持続可能性への意識の高まりといった背

まず、ＧＡＰ（Good Agricultural Practice：農業生

景の下で、

産工程管理)というのは、農業において、食品安全、

１ 消費者において、生産・製造過程が安全で持

環境保全、労働安全等の持続可能性を確保する

続可能なのかを知りたいというニーズ

ための、生産工程管理の取組です（図１）。具体的

２ また、農林水産物や食品の提供者も、安全で

には、農業者が自らの生産活動におけるリスク等を

適切なものであることを信頼ある形で示し、消

踏まえたチェック項目に従って、必要な対策を講じ、

費者に安心して購入してほしいというニーズ

その内容を記録・点検し、継続的に改善を進める

が高まっているところです。

取組です（図２）。例えば、食品安全の分野では、

こうした状況から、製品の生産工程などが一定

異物混入の防止や農薬の適正使用・保管、来訪

の要求事項が満たしているかを中立的な第三者で

者への衛生指示、環境保全の分野では、適切な

ある機関が確認し、その証明を与える仕組みであ

施肥や節水対策、労働安全の分野では、機械・設

る「認証」制度により、農産物の食品安全等持続可

備の点検、事故防止の作業手順書の作成などが

能性を「見える化」することが世界的に求められつ

挙げられます。さらには、従業員の労務管理や教

つあります。

育訓練に関する事項などが含まれます（図３）。

ＧＡＰを「する」と「認証をとる」
ＧＡＰ認証
取得農業者

ＧＡＰ認証をとる
＜意義＞
取引先や消費者が直接確認できない生産工程における安全管
理、持続可能性の取組を、第三者が審査して、証明すること。
これにより、「見える化」が実現し、取引上選択されやすくなった
り、消費者に安心してもらえる。

ＧＡＰをする
＜意義＞
適正な農業経営管理が確立し、品質向上、資材の不要在庫の
減少、農作業事故の減少、生産・販売計画立案がしやすくなる、
従業員の責任感・自主性が向上等が実現できる。

農業者全体
図１ ＧＡＰの考え方
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〇 組織図の作成
責任者、役割分担等を整理。
〇 リスク評価と対策
生産工程に潜むリスクを分析・評価し、その対策を講じることにより事故を未然に防ぐ。
〇 ルールの策定、生産計画・記帳台帳の作成
農場に適したルールを策定。
〇 環境整備とルールの周知徹底
整理整頓が GAP 実践の基本。また、農場のルールを従業員や来訪者へ周知徹底するため、
ルールを分かりやすく掲示。
〇 生産活動の実施と改善
作成した農場ルール等に従い生産活動を実施。その内容を点検し、改善につなげる
図２ ＧＡＰの取組の流れ

＜ 食品安全 ＞

＜ 環境保全 ＞

＜ 労働安全＞
労働安全

異物混入の防止、農薬適正使用と保管
来訪者への衛生指示
など

適切な施肥、土壌浸食の防止、
廃棄物の適正処理・利用、
水の使用量の把握と節水対策 など

機械・設備の点検・整備、
・設備の点検・整備、
作業安全用の保護具
作業安全用の保護具の着用、
事故防止の作業手順書
事故防止の作業手順書作成
など

廃棄物を農場に
放置しない

包装資材のそばに灯
油など汚染の原因と
なるものを置かない

堆肥置き場や調
製施設では、専用
の履物を準備する

危険な作業はスイッ
チを止めてから行う
（巻き込まれ防止）

危険箇所の
掲示をする

農薬空容器は
分別して処分

＜ 人権保護 ＞

＜ 農場経営管理 ＞

＜ その他 ＞

家族経営協定の締結、
技能実習生の適切な労働条件の遵守
など

責任者の配置、教育訓練の実施、
内部点検の実施
など

商品回収テストの実施、
資材仕入先の
資材仕入先の評価

など

図３ 取組の例
こうした「ＧＡＰをする」ことにより、適正な農業経

庫の削減等が実現されるとの調査結果も出されて

営管理が確立され、従業員の責任感・自主性の向

いるところです（図４）。

上や生産・販売計画の立てやすさ、資材の不良在

出典： 「GAP導入による経営改善効果に関するア
導入による経営改善効果に関するア ンケート調査結果」（H25
ンケート調査結果」（
.1 （独）農業・食品産業技術総合研究機構）
（独）農業・食品産業技術総合研究機構
を基に農林水産省生産局農業環境対策課で作成
基に農林水産省生産局農業環境対策課で作成

図４ ＧＡＰ実施による経営改善効果に関するアンケート調査結果
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さらに、必要に応じて第三者機関の審査を受け、

当該提言におきまして、

「ＧＡＰ認証をとる（取得する）」ことで、客観的な証

（１）「ＧＡＰをする」について、第１期（２０２０年まで

明を得ることができます。これにより、持続可能性

に）に生産現場を変えることを目標に、平成３０

の取組が「見える化」され、取引上選択されやすく

年度中に、各県内のＧＡＰ指導体制における

なり、消費者の安心につながります。現在、国内で

指導員数を全国で１，０００人以上育成確保す

は主に GLOBALG.A.P.、ASIAGAP 及び JGAP の

ることをＫＰＩ注 1 として設定

認証スキームが普及しています。

（２）「ＧＡＰ認証をとる」について、２０２０年東京オリ
ンピック・パラリンピック競技大会に必要な食材

２ 自民党における提言

量を余裕を持って十分に供給できるＧＡＰ認証

今年の３月から５月にかけて、自民党農林水産

取得農産物等の出荷量を確保することを目標

業骨太方針実行ＰＴにおいてＧＡＰを含む規格・認

に、平成３１年度末までに現状の３倍以上の認

証等について議論され、先般５月１９日に、「規格・

証取得、日本発ＧＡＰ認証の仕組みが国際承

認証等戦略に関する提言」としてとりまとめられまし

認を得ることをＫＰＩとして設定されたところです

た。

（図５、参考）。
第１期 ２０１７～２０２０年
（東京オリンピック・パラリンピック競技大会まで）

ＧＡＰを
する

第２期 ２０２１～２０３０年

［目標］〈生産現場が変わる〉

［目標］〈国際標準に達する取組が浸透〉

［ＫＰＩ］・平成３０年度中に、各県内のＧＡＰ指導体制
における指導員数が全国で１，０００人以上育成
確保
・都道府県等のＧＡＰは、オリパラ調達基準を満たす
農林水産省ガイドライン準拠に統一

・ほぼ全ての国内の産地で国際水準のＧＡＰ
を実施
・農林水産省ガイドラインを国際水準レベル
に改訂し推進
都道府県等のＧＡＰは発展的解消

ＧＡＰ認証をとる

［目標］東京オリンピック・パラリンピック競技大会 に ［目標］〈フードチェーンが変わる〉
必要な食材量を余裕を持って十分に供給
できるＧＡＰ認証取得農産物等の出荷量確保
・日本発ＧＡＰ認証がアジアで主流 の 認証の
仕組み（デファクトスタンダード）となる
［ＫＰＩ］・平成３１年度末までに現状の３倍以上
の認証取得
・日本発ＧＡＰ認証の仕組みが国際承認
を得る（GLOBALG.A.P.と同等の扱い）

図５ 自由民主党農林水産業骨太方針実行 PT「規格・認証等戦略に関する提言（別紙） 」
（平成 29 年５月 19 日とりまとめ）（抜粋）

３ 施策の推進

また、平成２９年６月に閣議決定されました「経済
財政運営と改革の基本方針 2017」、「未来投資戦

自民党における提言を受け、第１期に行うべき

略 2017」においても、ＧＡＰの戦略的推進、生産現

具体的な施策を設定しました。

場における国際水準のＧＡＰの実施及び認証取得

まず、「ＧＡＰをする」については、

の拡大等が盛り込まれております。

（１）ＧＡＰが農業者の経営改善上、必要な取組で
あることを農業者全員にとって共通認識となる
よう、生産現場へ周知徹底すること
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（２）各県内で高い水準で指導できる人材の育成確

ＪＡグループとの意見交換等を行いました。

保を図り、ＧＡＰの指導体制を構築すること

また、生産、流通、加工、小売、外食事業者等

（３）農業高校、農業大学校等農業教育機関にお

のフードチェーン全体での持続可能性の確保に向

けるＧＡＰ教育を促進すること 等

けて、９月５日に「第 1 回ＧＡＰの価値を共有するフ

また、「ＧＡＰ認証をとる」については、販売戦

ードチェーン連携パートナー会」を開催しました。

略、取引先の要請に基づき農業経営者が判断

Ⅲ おわりに

することを基本として、
（４）ＧＡＰの価値を共有する流通業者等を結集し、

ＧＡＰは食品安全、労働安全のほか、地球温暖

オールジャパンでの協力体制を構築すること

化の防止や生物多様性への配慮など環境保全に

（５）地方における審査員の育成確保の促進、団体

資する取組です。持続可能な農業の更なる発展に

認証の推進により、審査コスト削減と認証体制

向けて、エコファーマーネットワークの皆様方にお

の強化を図ること

かれましては、ＧＡＰの推進についても、ご理解ご
注2

（６）日本発ＧＡＰ認証の仕組みの国際承認（ＧＦＳＩ

協力いただきますようお願いいたします。

承認）に向けて官民連携して推進すること 等
注 1：ＫＰＩ（Key Performance Indicator）：重要業績

となっています。

評価指標（成果目標）

これら施策の実現のためには、とりわけ都道府
県、ＪＡグループの協力が必要であることから、５月

注 2：ＧＦＳＩ（ＧｌｏｂａｌＦｏｏｄＳａｆｅｔｙＩｎｉｔｉａｔｉｖｅ）：世

２９日に全国ＧＡＰ推進会議を開催し、今後のＧＡ

界的に展開する主要食品企業により、フードサ

Ｐ推進の方向等を説明した上で、６月～７月に、全

プライチェーン全体の安全性の向上に協働的

国キャラバンとして全都道府県を訪問し、県庁、県

に取り組む非営利財団

（参考） 持続可能性に配慮した農産物の調達基準（概要）
持続可能性に配慮した農産物の調達基準（概要）

《農産物》
＜要件＞
① 食材の安全を確保するため、農産物の生産に当
たり、日本の関係法令等に照らして適切な措置が講
じられていること。
② 周辺環境や生態系と調和のとれた農業生産活動を
確保するため、農産物の生産に当たり、日本の関係
法令等に照らして適切な措置が講じられていること。
③ 作業者の労働安全を確保するため、農産物の生
産に当たり、日本の関係法令等に照らして適切な措
置が講じられていること。

（要件①～③を満たすことを示す方法）
ア JGAP Advance、
GLOBALG.A.P.、
組織委員会が認める認証
スキーム
イ 「農業生産工程管理（GAP）の
共通基盤に関するガイドライン」
に準拠したＧＡＰに基づき生
産され、都道府県等公的機関
による第三者の確認

＜要件を満たした上で推奨される事項＞
・有機農業により生産された農産物

・障がい者が主体的に携わっ
て生産された農産物

・世界農業遺産や日本農業遺産など国際機
関や各国政府により認定された伝統的な農
業を営む地域で生産された農産物

（海外産で、上記要件の①～③の確認が困難な場合）
組織委員会が認める持続可能性に資する取組に基づき生産され、トレーサビリティが確保されているものを優先

（生鮮食品）

＜国産を優先的に選択＞
＜国産優先＞

加工

（国内農業の振興とそれを通じた農村の多面的な
（国内農業の振興とそれを通じた農村の多面的
機能の発揮等への貢献を考慮）
な機能の発揮等への貢献を考慮）

（加工食品）

主要な原材料である農産物が本
基準を満たすものを、可能な限り
優先的に調達

サプライヤー（ケータリング事業者等）
出典：公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会作成資料
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会員だより（正会員）

安全・安心・美味しさに拘った野菜作りにまっしぐら
静岡県三島市 杉正農園代表 杉本 正博
全国エコファーマーネットワーク幹事

１．私の理念とモットー
私は静岡県の東部、三島市で、パイプハウス

い野菜でなければ野菜ではない。これからの農

による小松菜の周年栽培と、露地でレストラン、

業は消費者に理解されなければ成り立たない。」

ホテル用の野菜や果樹などの年間１２０種類以

です。

上の作物を栽培しております（表 1、表 2）。三島

我が家には、年間 30 団体ぐらいの視察・見

は新幹線の駅もあり、東京まで１時間行けるの

学があります。農業生産者、消費者、レストラン、

で東京のベットタウンと言っても過言ではありま

ホテル関係者、小学・高校生などが訪れ、栽培

せん。

状況やこだわりを伝えています。農家の行動範

エコファーマーは小松菜で平成 15 年に認定

囲は狭いです。また、情報集めもなかなか難し

され、その後菜花、ナス、人参、里芋と認定され、

いです。自分が胸襟を開かなければ、相手から

現在に至っております。

の情報も入ってきません。「企業秘密を持たな

私の理念は「安全・安心は当たり前、おいし

い」ことも私のモットーです。

表１ 経営概要
◆経営規模
ｏパイプハウス ４７a ３７棟
平成 1０～２９年まで建設
小松菜と少量のレストラン野菜
小松菜は年間７作
ｏ普通畑 １００a（内 20a は借地）
露地で 120 種類のレストラン用野菜を栽培
ほとんどの畑でかん水可能
ｏ水田 ３０a
盛土をしてレストラン用野菜を栽培
◆労働力
ｏ自家労力：私・妻・母の 3 名
ｏパートタイマー8 名（男 4 名、女 4 名）
ｏ日曜日は完全休業
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表２ 栽培している野菜一覧
小松菜（通年）、あやめ雪、ミニ大根、紅白ミニ大根、タイニーシュシュ、赤ミズナ、里芋、人参、黄人参、紫人
参、セルリー、大根（青首・白首）、丸大根、紅化粧、紅くるり、ビーツ、子持ちキャベツ、フィノッキオ、コール
ラビ（緑・紫）、カリフラワー、オレンジカリフラワー、グリーンカリフラワー、スティックセニョール、ブロッコリー、
ロマネスコ、カリフローレ、金時草、空芯菜、バジル（スイート・レモン）、栗、レモン、スダチ、椎茸、葉ニンニ
ク、コリンキー、南瓜、南瓜の花、タケノコ、クレソン、セリ、黒豆、イタリアンパセリ、さや大根、生姜、ローズマ
リー、ロリエ、つまみ菜、ジャガイモ、オータムポエム、紅菜苔、菜花、つみ菜花、小松菜のとう、リーフレタ
ス、フリルレタス、サニーレタス、ロメインレタス、エンダイブ、春菊、チーマディラーパ、ラディッキオ、トレビー
ゾ、ルッコラ、長ナス、ごちそうナス、しまナス、黒ワシ、白ナス、マー坊ナス、福耳、甘唐辛子、緑鯨、プチピ
ー、セニョリータ、ピー太郎、クロピー、ニュークリーム、ゴーヤ、オクラ（緑・赤）、オクラの花、アレッタ、カステ
ルフランコ、キャベツ、カーボロネロ、レッドキャベツ、ズッキーニ、ズッキーニの花、キヌサヤ、スナップエン
ドウ、いんげん、なりひらいんげん、ほうれん草、スティッキオ、アーティーチョーク、ケール、ハーブ類、なべ
ちゃんネギ、ズッケロ

２．経営の発展に寄与していること
私の経営の発展に寄与してきた事柄も含めて現

在に至る変遷を少し紹介します

（１） 種豚で農林水産大臣賞受賞後野菜
専作経営へ

平成５年に２０数店舗を有する地元スーパーが評
価してくれ、ほうれん草の契約出荷を開始、翌年から

私は農業高校を卒業後、直ちに父が経営してい

周年出荷が可能な小松菜も契約し、露地栽培から始

た養豚と野菜の複合経営に就農しました。当時、私

めて徐々にパイプハウスを増設し、全てハウスで栽

には 1 つの夢がありました。それは、県の畜産共進

培するようになり、現在に至っています。

会でトップの名誉賞、農林水産大臣賞を取ることでし
た。当時静岡県は茨城、埼玉と並ぶ養豚県でした。

（２）夏と秋に農場で関係者と交流会

静岡でトップを取れば、日本一と言っても過言では

年に１～２回、スーパーのお客様を招き、栽培説

ないと言われていました。複合経営の小さな養豚場

明、収穫体験、試食などを行っております。その時は、

がトップを取るのはなまやさしいことではありません

取引先のレストラン、ホテル関係者や私の知人なども

でしたが、諦めずに何回も何回も挑戦し、平成元年

来て頂きます。今年６月には、スタッフを含め総勢１３

に念願かなって賞を頂きました。頂天を極めたとたん

０人の人々が集まりました。小松菜とじゃが芋は、堀り

熱もさめ、また、畜産公害対策も厳しくなり養豚をや

立てをジャガバターに、小松菜を使った簡単な料理

め、野菜専業農家になりました。

を２～３品目、生食できるレストラン野菜１５～２０種類

父の代から品質第一主義に徹し、また豚で培った

ぐらいをバーニャカウダー（温かいソース）で、女房

経験などを糧にして付加価値をつけて里芋、葉ネギ、

が家の野菜を使った具沢山のコンソメスープを､秋に

小松菜､ほうれん草などを近くの市場に出荷し、常に

はセルリーの収穫と、里芋を沢山使った豚汁をふる

高値で取引されていました。

まいます。この企画は私の方からスーパーに提案し
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１５年以上続けています。もちろん無償で行っていま

ールで優秀賞を頂きました。

す。

平成１９年には、小松菜の栽培技術に優れ、環境

これは私の理念で､“消費者に理解されなければ”

保全、消費拡大や普及に取り組んでいることなどが

ということです。生産現場を見て頂くことが一番だと

評価され、公益財団法人日本特産農産物協会より

思います。

「地域特産物マイスター」の称号を頂きました。小松
菜では全国で初の認定でした。

（３）市内全小中学校に給食用野菜を納入

平成２６年は、「しずおか食セレクション」に我が家

平成１３年、次女が小学５年の時、学年全員９０人

の小松菜が認定されました。これは、国内はもちろん

を我が家にじゃが芋と小松菜の収穫体験に招いた

海外に出しても誇りうる農林水産物を県知事が認定

のがきっかけで、地元の小学校の給食に小松菜を納

するもので、県内の高級とされているスーパーに小

入しましたが、食べ残しが少なくなったとか好評で、

松菜を納入することができました。

他の小中学校からも希望があり、仲間の農家に呼び

養豚で農林水産大臣賞、全国環境保全型農業推

かけ、担当の学校を決めて納入するようになり、三島

進コンクール優秀賞、地域特産物マイスター（こまつ

市学校給食農業生産者研究会を設立して、小松菜

なマイスター）、しずおか食セレクション認定は、自分

をはじめ種々の野菜を市内の小中学校に納入する

の器以上のものをもらってしまったという感じです。

ようになりました。

でも自分がやってきたことが認められたということに

今では、年に１～２回学校に出向き、子供達と一

誇りをもち、これからの農業の糧に、また生涯の宝と

緒に給食を食べて、野菜作りの話をしたり、交流会を

して、大切に守って行きたいと思っております。

行ったり、栄養士と県内外の先進農家や食に係わる

３．安全・安心・美味しさに拘った栽培技術

企業の視察も行っています。そんな会の活動を評価
して頂き、今年度「ふじのくに食の都づくり貢献賞」を

（１）減肥と合わせ味づくりに工夫

静岡県知事より頂きました。

近隣農家が作っている小松菜と我が家の小松菜

（４）レストラン・ホテルへの食材供給拡大

の成分の比較をしてみました（表３）。甘み成分のグ

平成１４年度、隣の長泉町にイタリアンレストランが

ルコースと旨み成分のグルタミン酸がほぼ２倍あり、

出来るということで、そのスタッフが地元の物を使い

美味しさが実証されております。

たいと、食材集めに来ました。それがきっかけでレス
トランとの取引が始まりました。我が家の「小松菜」を、

表 3 小松菜の成分比較

生で食べてもおいしいと見いだしてくれたのがこのレ

収穫物の様相
比較（各圃）

ストランです。

内容品質
グルコ ビタミ グルタ
ース ン C ミン酸

葉色

草丈 調整重

慣行区

43.9

27.9

44.1

0.34

1,110

370

4,460

をレストラン、ホテルに供給しています（表 2）。それも

※
試験区

53.0

29.7

49.6

0.45

1,260

540

3,420

こちらからセールスをしたレストラン、ホテルは一カ所

杉本 慣行区

37.1

27.3

27.4

0.63

1,070

880

3,700

もなく、地元や首都圏、遠くは淡路島のレストランな

※試験区は、コラーゲン肥料を使用したもの(cm,g,ppm/株)

最初の取引は小松菜だけでしたが、１６年経った
今は野菜、ハーブ、果樹など１２０種類を超える商品

Ａ氏

硝酸

ど現在４０店舗と取引しています。
肥料設定で野菜の味は変わります。たい肥を沢山

（５）数々の評価を誇りに今後も挑戦したい

投入すれば、野菜の味がよくなる……

平成１６年には、全国環境保全型農業推進コンク

これは、私は間違っていると思います。土の物理
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性はよくなると思いますが、味を作ることは良質な有

品種を試作し、味の良い「ひろみ（野原種苗（株））」

機質だと思います。例えば、米ぬか、菜種かすなど

のみを栽培しています。一品種で年間を通して栽培

です。私は味を作るには、米ぬか、100％有機配合

しているのは、全国でも我が家だけだと思います、通

肥料、石灰窒素と思い、野菜作りには必ず施用して

年で味が変わらないことで、出荷先のスーパーやレ

います。因みに鶏糞を使うと見た目は立派な野菜が

ストイランからは好評を得ています。

できますが、味はよくありません。窒素分が多いから

小松菜は収穫しながら同時袋詰め、水をかけてす

です。

ぐに冷蔵庫に入れ、移送は冷蔵車で行います。冷蔵

小松菜の施肥例は表４の通りです。

車を購入した時、“農家がそこまでやるのか”大げさ
なと、陰口を言われました。しかし、小松菜を大切に

表 4 小松菜の施肥例（10a 当たり）
資 材

施肥料

扱っているということで、スーパーからも高い評価を

備 考

得ております。

米ぬか

180 ㎏

近所の米店より

100％有機配合肥料

100 ㎏

菜有機 684

卵の殻（石灰の代用）

100 ㎏

卵殻エース

たい肥

１ton

天然久土（年 1 回）

70 ㎏

ネオキーゼライト

を露地で採っています。畳２丈に１本の超疎植です。

石灰窒素

30 ㎏

石灰窒素

４本の支柱を使い、逆ピラミッド型に刺します。密植

（４）注目されている技術
ごちそうナス（サカタのタネ）をはじめ９品種のナス

(注)露地のレストラン用野菜は、卵の殻は使わず、ア
ズミン苦土石灰を使用する。

でないので、病気や害虫の発生が栽培初期では少
ないです。根が広く強く伸び、樹勢が強くなって長期
採りができます。５月上旬定植で、６月中旬から採り

（２）減農薬栽培の工夫
ハウス栽培は、換気サイド、出入口に防虫ネット（1

始め、夏の切り戻しもせず、１１月上旬頃まで休みな

㎜目合）を使用しています。小松菜は播種時に殺虫

く収穫できます。害虫忌避効果があるミントをコンパ

剤（合ピレ剤）を土壌混和し、栽培初期の草丈３㎝ぐ

ニオンプランツとして株間に植えてみました。これに

らいの時に殺虫剤（合ピレ剤）と BT 剤を混合して 1

よりさらに害虫の発生が少なくなったように見えます。

回撒布します。消費者や小学生が見学に来た時に

この栽培仕立では枝が折れやすいピーマン、トウガ

は、使っている農薬は家庭にもある殺虫スプレーや

ラシ系にも最適です。このことは、「現代農業」の平成

電器蚊とりと同じような性質ですと説明しています。

２９年５月号に、「ナスの逆ピラミッド仕立て」として掲
載されています。

年７回転する小松菜の連作障害対策は、化学農
薬による土壌消毒はせず、米ぬかと石灰窒素を使っ
て、梅雨明けからの高温期に太陽熱土壌消毒をして
います。20 年間病害なしです（白サビ病は時期によ
り多少発生しますが、経営には響きません）。この時
だけトラクターで深耕しますが、小松菜の通常栽培
では管理機での作業です。これにより、ロータリーの
回転よる耕磐ができず、水はけは抜群です。スプリン
クラーでかん水しますが、水がサーと引けていきま
す。

４．最悪の出来事の中でも嬉しい知らせ

（３）美味しさ・鮮度保持の工夫

平成２６年２月の大雪で、当時３２棟のパイプハウ

小松菜の品種は１００種類ぐらいありますが、数十
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スのうち３１棟が倒壊しました。これを見た時、足は竦

日に行ってきました。

み、頭の中は真っ白になりました。泣き顔で家に帰る

１０日の午後「沖縄県エコファーマー交流会」で、

と、女房が気丈に振る舞い、引退（当時私は６２歳）

三島市開催と同じ演題でパワーポイントを使い、講

にはまだ早い。家の小松菜や野菜を待ってくれてい

演を行いました。農業生産者、ＪＡ職員、県・市町村

る人が大勢いるよ、再建してやるしかないよと言って

職員など、参加者は約７０人、熱心に講演を聴いて

くれ、再建を決意いたしました。

頂きました。このあと、県内のエコファーマー、ＪＡ職

その後、国、県、市からの手厚い助成金も頂けるこ

員、市場流通業者、県農業研究センター、そして私

とになり、再建に向けてのスタートをしましたが、なか

も加わり、パネルディスカションを行いました。コーデ

なか資材や建設人工が集まらず、完成までに約１年

ィネーターの上手なリードで進行し、質疑応答も行わ

かかりました。その間、小松菜の収入は０円でしたが、

れ、時間が足りないくらいのパネルディスカションで

レストラン用野菜には被害はなく、労力などをこれに

した。

傾注し、食いつなぐことができました。

１１日には、ピーマン、カンダバー（沖縄の方言で

経済的にも大変な時でしたが、家にとって嬉しい

サツマイモの葉や茎のことを言う）、さつまいもの農

エピソードがありました。東京のレストランに小松菜を

家を訪れることができました。印象に残ったのは、農

納入しておりましたが、杉正農園の小松菜でなけれ

家の方々には気の毒ですが土質の悪さです。３農家

ば店の味が出せない。他の小松菜ではダメだと、我

とも畑の土は粘土質で、気温の高さ、台風など過酷

が家の小松菜を使ったメニューを、次に出来るまで

な条件でも、農業を営んでいることに頭が下がる思

凍結すると言ってくれました。暗く沈んだ我が家にと

いでした。初めて訪れた沖縄県、いろいろな方と触

って、とても嬉しい言葉でした。

れ合うことができ、私にとっても有意義な暑い（熱い）
２日間でした。

６．お客様に喜ばれる野菜作りに一層挑戦
農業は近年異常気象により大変なことが多くなっ
ています。でも、小松菜や沢山の野菜を作っていて、
給食を食べる子供達からの「おじさんの作った小松
菜おいしいのね」などの声、スーパーのお客様から
の「小松菜のイメージ変わりました」、「小松菜ってこ
んなにおいしいのね」などの声を聞きます。また、レ
ストラン、ホテルのお客様からの、野菜の美味しさ、

５．有意義だった沖縄での講演のこと

新鮮さ、甘味などを堪能する声も聞きます。野菜を作

昨年１１月に、平成２８年度エコファーマー全国交

っていて、これほど嬉しいことはありません。

流会（in 静岡）が三島市で開催され、私も「安全・安

一方、イタリア野菜など新たな野菜作りに挑戦し、

心・美味しさに拘った野菜等の栽培技術」という演題

よくできると、これまた本当に嬉しいものです。今野

で講演いたしました。この時に参加していた沖縄県

菜を作っていて毎日がとても楽しいです。この先も、

営農支援課の職員に私の講演内容が気に入られ、

もっともっとおいしい野菜作りに精進していきたいと

沖縄に来て頂けませんかと依頼され、１０月１０～１１

思います。
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お知らせ

農林水産省「消費者の部屋」特別展示のご案内
―持続可能な農業の魅力―

２９年度の展示内容は大幅に拡充

機会として下さい。

全国エコファーマーネットワークは平成 22 年 9 月 1

本年度の展示会参加・協力の方針

日に設立されましたが、平成 23 年度以降農林水産

その展示内容は、農林水産省のエコファーマー制

今年の展示内容の拡充に伴い、全国エコファーマ
ーネットワークの展示スペースは大幅に縮小します
が、凝縮した形で例年並みの展示内容を維持しま
す。
また、例年展示会に来られた来場者から、展示品

度や全国エコファーマーネットワークの概要を紹介

を買いたい意向や､どこで買えるかなどの問い合せ

するパネル展示のほか、ネットワーク会員の取組状

も少なからずあったため、昨年から入場者に対し展

況のパネル展示及び農産物や農産加工品の展示並

示者の取組の特長や連絡先の分かる一覧表を渡す

びに環境が改善された水田・水路に住んでいる水生

ことにしました。また、展示会場脇の廊下において、

動物の展示等で、好評を博してきました。

展示者の了解を得、また農林生協の協力を得て、一

省が「消費者の部屋」で開催する特別展示『環境に
やさしいエコファーマーの活動』に協力・参画してき
ました。

部展示物の試販（来場者の多い 11：30 から 13：30 の

２９年度の特別展示は、テーマを『持続可能な農

間）を行うようにしたところ、非常に好評でした。

業の魅力』とし、内容を大幅に拡充して実施されるこ
とになりました。次頁の案内チラシにあるように、その

昨年試みたことは継続しますが、今年はさらに展

展示内容はネットワーク会員も営農改善に必要とし

示品の試販品を増やしたり、出展者の中で販売をし

て重視してきた内容がずらりと並んでいます。いずれ

たい農産物等がある商品についても、展示期間中の

の内容も環境保全型農業推進上の重要な課題です

みですが、農林生協の協力により販売をして頂くこと

ので、今まで農林水産省「消費者の部屋」に足を運

にしています。これは、会員と生協との継続的な取引

んだことのない会員の皆様も是非足を運び、研鑽の

の可能性を開く試みとして実施するものです。

特別展示へ参加・協力する会員と主な出展物
出展参加会員名
西田 秀樹（北海道）
（有）たじりエコベジタブル（宮城県）
（農）埼玉産直センター（埼玉県）
（株）マルタ（東京都）
（農）佐原農産物供給センター（千葉県）
杉正農園（静岡県）
JA 愛知みなみ常春部会（愛知県）
菊井果樹園（奈良県）
（農）無茶々園（愛媛県）
JA あしきたサラたまちゃん部会(熊本県)
朝日工業（株）（埼玉県）
（株）ロイヤルインダストリーズ（東京都）

パネル展示以外の主な出展物
タマネギ
米、日本酒、水生動物
福島政治氏のミニトマト
佐伯昌彦氏のチソ濃縮ジュース
ニンジン、サツマイモ、ジャガイモ
小松菜
キャベツ
柿
柑橘ジュース、野菜乾物、寒天ゼリー、柑橘類由来の化粧水・化粧品,乾物等１２品目
サラたまちゃんドレッシング、ごま味サラたまちゃんドレッシング、缶詰等10品目
エコレット（混合堆肥複合肥料）
どばっとやって終わり、ポタポタ液肥
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農林水産省「消費者の部屋」特別展示「持続可能な農業の魅力」案内ポスター
農林水産省「消費者の部屋」特別展示

持続可能な農業の魅力
我が国の生産現場では、将来にわたって安定的かつ持続的に農業
が続けられるよう、
化学肥料、化学合成農薬の使用低減
温室効果ガスの排出抑制
環境保全、食品安全、労働安全等にむけた生産工程管理
を推進しているところです。
本展示では、現場で行われている最新の取り組みをご紹介します。

《展示内容》
有機農業
環境保全型農業

温暖化対策
省エネ技術

土づくり

ＧＡＰ

● 来場者アンケートにお答えいただいた方には、
エコ農産物等をプレゼント！！
● 農林水産省北別館入口にて、エコ農産物等を
販売します（11:30～13:30）

日時

平成2９年11月27日(月)～12月1日(金)

午前10時～午後5時

入場無料

（27日（月）は12:00から、1日（金）は 13:00まで）

場所

農林水産省 北別館１階「消費者の部屋」
東京メトロ「霞ヶ関」駅下車 A5、Ｂ3a出口すぐ

〈お問い合わせ〉
・農林水産省生産局農業環境対策課
・農林水産省「消費者の部屋」

TEL 03-6744-2114
TEL 03-3591-6529
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「消費者の部屋」へお越しの際は、北別館（裁判所側）入口
よ り入館してください。通行証なしで入館できます。

