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☆平成時代最後の師走を迎え、皆様も何かと気ぜ

術への取組はもとより、美味しさや健康等を訴求

わしい日々をお過ごしのことと思います。

するための工夫や販売戦略の取組についての

今年は皆様にとってどんな年だったでしょうか。

紹介とパネルデスカッションを通じて、持続可能

うれしかったこと、乗り越えられたこと、大変だっ

な農業経営を実現するための技術と流通等の

たこと、課題を抱えたまま越年せざるを得ないこ

課題を克服する方策を学べるようにしました。

となど様々だったと思います。

開催時期は農業者が比較的集まりやすいとい

先ごろ、今年を 1 字で表す漢字が発表されま

う時期を選びましたので、仲間の方をお誘いの

したが、「災」でした。文字どおり今年は豪雨、台

上是非お出かけ下さい。申込は同封したパンフ

風、猛暑などの気象災害、地震災害などの多い

レットの裏面に記入して FAX（０３－３２１９－１６４

異常な年でしたね。平成も最後の年となりました

６宛）して頂くか、ネットワークのホームページ上

が、来年は「災い転じて福となす」年になることを

の申込用紙に記入してメール（eco@japan-soil．

祈念しております。

net 宛）でお申し込み下さい。

☆農業を取り巻く国際環境をみると、来年以降大

☆「会員だより」欄では、ネットワーク会長として組

いなる試練に見舞われそうです。それは米国を

織を牽引している千葉県にある「佐原農産物供

除く 11 カ国による環太平洋連携協定（ＴＰＰ１１）

給センター」代表理事の香取政典氏に、現在に

がこの 12 月 30 日に発効し、また、欧州連合（Ｅ

至るまでの活動拡充の変遷と特徴的な取組状

Ｕ）との経済連携協定（ＥＰＡ）が来年 2 月 1 日に

況について紹介して頂きました。

発効する見込みとなり、関税引き下げにより、特

協力・共働の理念を共有する生産者の仲間

に畜産物由来の安い農産物の輸入量が増える

が、市域、県域を越えて拡大していっても、内部

とみられるからです。

監査や外部監査を通じて、つくる側と食べる

この対策として、国は 2015 年度以降補正予

側の顔の見える信頼関係を大切にし、安全で

算での対応を図っているほか、2019 年度予算

美味しい農産物を供給している取組には学ぶ

によるテコ入れを図るでしょうが、予算が活用し

べき点が多くあります。また、技術面や部門

にくい中小規模の農家への影響は大きいとみら

別組織による切磋琢磨の組織運営も参考にな

れます。

ります。

そのあと日米物品貿易協定（ＴＡＧ）交渉があ

☆「報告」欄では、8 月 30 日（金）～9 月 1 日（土）

り、トランプ大統領の猪突猛進ぶりが心配です。

の間、パシフィコ横浜で開催された「国際オーガ

以下本通信での情報提供の概要を紹介します。

ニック EXPO」に初めて参加しましたので、そこに

☆「お知らせ」欄では、2 月 5 日（火）に東京で開催

至るまでの経緯と狙いをあらためて紹介するとと

する「エコファーマー全国交流会」について紹介

もに、そこでの展示・販売活動の状況を報告さ

しました。今回のテーマは「持続可能な農業経

せて頂きました。

営に向けた挑戦」とし、安全・安心を担保する技

（全国エコファーマーネットワーク事務局）
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お知らせ

「エコファーマー全国交流会（1n 東京）」のご案内
― 持続可能な農業経営に向けた挑戦 ―
◆ 開催の趣旨
我が国の農業は、農業の持つ本来の機能のほか、環境に対する公益的機能を高めるなど、環境と
調和した持続可能な農業の一層の推進が必要です。このためには、農業生産活動に伴う環境負荷の
一層の低減に加え、地球温暖化、生物多様性、資源の有効利用など新たな課題への対応を通じて、
安心・安全で付加価値の高い農産物の供給を増やし、これらの取組が消費者、流通関係者にも支持
されるようにしていくことが重要です。
2015 年の国連サミットでは、2030 年までに達成するＳＤＧｓ（持続可能な開発目標が採択され、
我が国でも各方面でその取組が始まっています。「全国エコファーマーネットワーク」はその趣旨
を先取りした形で８年前から活動を始めましたが、この度、持続可能な農業経営実現のため、先進
的な技術や経営の経験を学び、その方策を探る講演会を開催します。エコ農業に関心のある皆様の
ご参加をお待ちしております。
主 催 ： 全国エコファーマーネットワーク
後 援 ： 農林水産省、（一財）日本土壌協会
参加者 ： エコファーマー等農業者、行政・普及機関、団体、企業、消費者
日 時 ： 平成３１年２月５日（火） １３：００～１７：００
（受付開始：１２：３０）
会 場 ： 日本教育会館７０７号会議室 東京都千代田区一ツ橋２－６－２
定 員 ： 先着１００名(資料代：１,０００円)
◆ 講 演
（１）持続可能な農業に向けた課題とコープデリの取組
コープデリ連合会商品業務管理企画部長 植野 敏弘
（２）持続可能な農業経営に向けた私達の取組
①健康で美味しい有機小松菜の栽培と販売戦略 群馬県（株）プレマ代表取締役社長 飯野 晃子
②飲食店に喜ばれ収益を上げる野菜づくり
静岡県杉正農園代表
杉本 正博
③安心・安全にこだわる果樹複合経営の取組
奈良県菊井果樹園代表
菊井 新昭
◆ パネルディスカション
テ ー マ
「持続可能な農業経営を実現するための課題と方策」
コーディネーター （株）マルタ代表取締役社長
佐伯 昌彦
パ ネ ラ ー

◆ 情報交換・交流会

農林水産省農業環境対策課長

及川 仁

コープデリ商品業務管理企画部長
（株）プレマ代表取締役社長

植野 敏弘
飯野 晃子

杉正農園代表

杉本 正博

菊井果樹園代表

菊井 新昭

17:10～19:00(希望者：会費 4,000 円)、場所：日本教育会 2F「泰南飯店」
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エコファーマー全国交流会の開催場所
最寄駅①：東京メトロ半蔵
門線・都営新宿線・都営三
田線の利用者は、「神保
町」駅「A1 出口」から地上
に出て左側角の「専大前
交差点」を左折し、2 つ目
の信号のある交差点手前
左側の 9 階建ビルです（Ａ
１出口から約５分）。

最寄駅②：東京メトロ東西
線利用の方は、「竹橋」駅
北の丸公園側「１ｂ出口」を
出て、毎日新聞社前を右
に直進し、橋を渡った（高
速道路をくぐる）先の信号
先右側の９階建てビルで
す（１ｂ出口から約７分）。

参 加 申 込 書
平成３１年１月３１日（木）までにＦＡＸまたはメールでお申し込み下さい。参加費は当日受付でお支払い下さい。

メール eco＠ｊａｐａｎ-ｓｏｉｌ.ｎｅｔ

ＦＡＸ ０３－３２１９－１６４６

参加区分

ふりがなを記入

氏

（○印をご記入下さい）

所属・連絡先（電話・メール）

名

講演会

交流会

13:00～17:00

17:10～19:00

所属：
住所：
TEL：
ﾒｰﾙ：
所属：
住所：
TEL：
ﾒｰﾙ：

全国エコファーマーネットワーク事務局（一般財団法人 日本土壌協会内）
電話 （03）3292-7281

Web ｻｲﾄ

ＦＡＸ （03）3219-1646

（担当：小松 清明）

http://www.eco-farmer.net/
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会員だより（団体正会員）

協力・共働の精神で安全・美味しい農産物供給の輪広げる
―千葉県（農）佐原農産物供給センターの取組―
（農）佐原農産物供給センター代表理事
全国エコファーマーネットワーク会長

香取

政典

１．活動拡大の経緯と組織体制の整備
農事組合法人佐原農産物供給センターは（以下

れました。特に１９９５年にコールドチエーンに

「佐原センター」と略す）
、千葉県香取市（旧佐原

対応する体制が整えてから販路が拡大し、香取市

市）で１９８１年に６名の生産者で設立したこと

以外の千葉県東庄町、多古町のほか、茨城県など

が始まりです。そのねらいは、農業に生きがいを

からの仲間も加わるなど加入者が増加し、現在で

持ち、農業だけで食べていける体制づくりにあり

は１２６名となりました。

ました。その後順次志を同じくする仲間を迎え入
産地の理念
１．私たちは、協力・共働の精神を大切にし、
地域社会に貢献します。
２．私たちは、自然を大切にし、環境にやさ
しい農業を目指します。
３．私たちは、つくる側と食べる側の顔の見
える信頼関係を大切にし、安全で美味し
い農産物を供給します。
写真１ 活動拠点施設「らくち～な」の建設（2005 年）
主な農産物は根菜類や葉菜類ですが、１９８７

立しました。この女性部の提案により、この年か

年には旬の色々な野菜をセットにした「グリーン

ら収穫祭「佐原センター祭」を始めました。今年

ボックス」の供給を始めました。セット品目を増

は２０回目を迎え１１月３日（土）には、消費者

やすための栽培の取り組みは、
“多彩な野菜を供給

を中心に６００名（うち佐原センターの関係者１

する佐原”の基礎を築きました。

００名）もの多くの方々に参加いただきました。

設立以来「安全な食」と「環境」へのこだわり、
つくる側と食べる側の顔の見える“産直”の信頼
関係を背景に、販路が広がり組織が拡大していき
ました。現時点での組合員の作付面積は約２００
ｈａ、取扱品目は４０品目（７０種類）に及びま
す。
１９９８年には、センターに関わる女性が自分
自身を向上させられるような場をもてたらという
思いで、女性部「農め～くくらぶ」
（写真２）を設

写真２ パワーあふれる「農め～くくらぶ」のメンバー
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2000 年には、女性部メンバーと主力若手生産者、 栽培、特別栽培に準じた農薬使用や人参・甘藷で
職員からなる佐原センターを考える会として「Ｆ

の農薬不使用栽培など積極的に取り組んでいます

プロジェクト」を発足させました。
「Ｆプロジェク

（写真４、５、６）。また、生産者のエコファー

ト」は、ファーマー（Farmer）
、ファイト（Fight）
、

マー認証取得を行っています。

フューチャー（Future）の意味を持たせた、21 世
紀生き残る佐原センターのビジョンを作る会とい
うことです。そして２００１年にはセンターの中
期経営計画を打ち出し、現在もそのビジョンに沿
って活動をしています。
また、２００１年には、内部監査委員会を立ち
上げ、第 1 期の監査委員には「農め～くくらぶ」
の会員が委員になっていただき、生産現場の客観
的見方やセンターの取組を知っていただくことに
も繋がりました。

写真４ 施肥量比較実験などを実施

さらに、２００２年には、後継者が増えたこと
から、若手生産者と職員が一緒にセンターの将来
を担う人材を育成する勉強や交流の場として青年
部「若造くらぶ」
（写真３）を設立し、
「農め～く
くらぶ」と共に消費者とのイベントや交流会、独
自に研修を行っています。また、近年取引先から
の依頼で学習・研修の場として取引先職員の受入
を行っています。

写真５ 緑肥としてチャガラシを栽培

写真３ 「若造くらぶ」のメンバー
栽培面では、私たちの農業の基本である「環境

写真６ 栽培品種選択のための比較試験

を大切にし、安全で美味しい作物を生産する」と
いう理念に基づき、設立当初から農薬や化学肥料

供給面では、生産者別、品目別に作付計画を立

に頼らない、環境に配慮した農業を推進し、土壌

て、
それに基づいた栽培を生産者に行ってもらい、

診断に基づいた施肥設計や堆肥の投入、緑肥を入

それを出荷してもらい、計画的な商品供給ができ

れた土づくり、指定の有機質肥料を使用した統一

るようにしています。
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これからも、設立当初からの“協力・共働の精

以上のようにして活動体制を順次整備してきま

神”を大切に、消費者、取引先、友好産地と親交

したが（図 1）
、以下に最近の特徴的な取組につい

を深め新しい時代の地域農業を目指していきます。 て若干紹介しておきます。

図１ 佐原センターの組織体制図

２．品質・安全保証推進室の取組
1）品質・安全保証推進のための組織
2000 年代に入って失効農薬や無登録農薬など

法を客観的に点検する自主点検をすすめています

の事件があり、食の安全が問題視され農薬取締法

（図２、写真７）
。

の改正が行われました。センターでは、農産物の
自主基準の策定を行うため、今まであった栽培基
準委員会を、より安全性や品質などの生産全般に
わたって管理するための機関として「品質・安全
保証推進室」を設けました。これは、これまで以
上に農産物を安定的に供給することや、品質向上
と生産者の技術・意識の向上のため活動し、生産
者と組織のレベルアップを目指す管理組織が必要
と考えたからです。また、内部監査委員会と連携
し、生産者が農産物を扱う現場での作業・管理方

写真７ 自主点検の様子
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図２ 点検用チエックリストによる自己点検
独自の点検リストを作成し、組織・生産者双方が段階的にレベルを上げ継続している。
２）内部監査委員会
2001 年には、
「内部監査委員会」を立ち上げ、

取り組みを監査する「公開監査」を自主的に行い

栽培基準のみならず安全面や衛生面などを点検項

ました（図３、写真８）。

目とした自主点検表に基づいても内部監査を実施
しています。
３）外部監査
1998 年には、食べる人・つくる人が互いに確認
し合うことが安全・安心な農産物の保証に必要と
して情報公開する公開監査の仕組を作成し、1999
年に佐原センターの管理手法を消費者、学識者、
他産地の生産者へ公開し、センターの生産工程や

写真８ 公開監査実施の様子（１９９９年）

図３ 内部監査・外部監査の仕組み
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３．女性部「農め～くくらぶ」の活動

人「修農舎」を立ち上げました。

「野菜作りは子育てと同じ」をモットーに、メ

５．太陽光を農業と発電でシェアする

ンバーが交流や広報、
レシピ考案など役割を分け、
部門毎に様々な活動に対応しています。佐原セン

２０１５年にパルシステム千葉のエネルギー政
年にパルシステム千葉のエネルギー政

ターに関わる女性は、生産者でもあり消費者でも

策に賛同し、
「電気の使用量減らそう・原子力発電

あります。女性ならではの目線を活かし消費者の

止めよう・再生可能エネルギーに切り替えよう」

皆さんと細やかな交流を重ね、地域や立場を超え

を合言葉に、共同で農地へ太陽光パネルを設置し

て活動しています（写真９）。

ました。パネル下の農地では農産物を栽培できる

また、2015 年には女性部のメンバー数名でさつ

ソーラーシェアリング方式で太陽光パネルを設置

ま芋の加工販売を行う会社を設立し、佐原のさつ

しています（写真 11）
。

ま芋を使った商品の製造・販売を行っています。
このような女性部の活躍で佐原センターの取組が
広く知ってもらえるよい機会となっています
広く知ってもらえるよい機会となっています（写
真１０）。

写真１１

太陽光の利用と農業の両立

６．これからの農業に向けて
近年、農業情勢は環境や政策、高齢化などさま
ざまな問題を抱えています。佐原センターもこの

写真９ 地元小学生に食育講座を行う

流れには対応できていません。地域農業が降下し
ていく中でいかに農業を維持拡大していくか、新
たに長期経営計画を策定し、21 世紀に生き残る産
地として体制などの強化を図り、これからも設立
当初から協力共働の精神を大切に、生産者、消費
者、取引先、友好産地と親交を深め、新しい時代
の地域農業を目指していきたいと思います。

写真１０ さつま芋の商品の製造・販売

４．農業研修「修農舎」
青年部「若造くらぶ」が立ち上がってから十数
年が経ちましたが、当時の後継者もすでに経営者
となり、次の次世代育成のため新規就農したい方

図４ 佐原センターのビジョン
佐原センターの

を受け入れる場として、２０１４年に農業生産法
年に農業生産法
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報 告

国際オーガニックＥＸＰＯへの参加の経緯と報告
全国エコファーマーネットワーク事務局

１．消費者等への啓発活動の経緯

２．国際オーガニック EXPO 参加の狙い

全国エコファーマーネットワーク（以下「ネッ
トワークと略す」）は、平成 22 年 9 月に発足しま
したが、23 年から 29 年までの７年間、農林水
産省「消費者の部屋」において、会員のご協
力を得て農業環境対策課が開催する「エコフ
ァーマー活動の特別展示」等に参画し、消費
者等への啓発活動を行って参りました。
その展示では、エコファーマー達の多様な
活動内容に関するパネル展示と、エコファーマ
ー達が生産した農産物や加工品、さらには環
境が改善された水田で発生する水生動物の
展示を行いました。また、展示物を抽選により
試食・試飲に供するなど大変関心をもってもら
い、毎年 1000 名前後の来訪者がありました。
28 年には展示物を購入したいとの見学者の
要望に応え、農林水産省生協の協力を得て、
展示会場近くの玄関脇で展示物の一部試販
も行い好評でした。また、この年からは賛助会
員による環境保全型農業に資する資材・サー
ビスの展示も加わり、展示で啓発を受けた生
産者やＪＡがこの資材を使い始めるという効果
もありました。
29 年には農林水産省の展示内容が有機農
業、ＧＡＰ、温暖化対策、生物多様性などを含
む内容に拡充されました。ネットワークでは農
林水産省生協とも協議して、初めて小規模で
すが販売目的の農産物受け入れも行いました。
極一部ですが、地下売店での試験的な販売も
行いました。
しかし、エコファーマーが安全で美味しい農
産物等を生産しても、展示期間の 5 日間の販
売に留まり、環境保全型農業の啓発には貢献
できましたが、農産物等の恒常的な販路拡大
には結びつかず、この面での課題は克服でき
ませんでした。
近年、ネットワークでは会員の技術力を高め
るだけでなく、いかにして流通・販売の拡大に
つなげていくかが重要な課題になってきまし
た。

そこで目につけたのが、生産者と流通販売
者等需要者のマッチングをねらいとして開催し
てい る「国 際 オ ーガニ ック 国 際 オ ーガニ ック
EXPO」です。
この展示会は、有機農産物や有機食品の
ほか、現今のライフスタイルに欠かせなくなっ
ている衣類、コスメ、雑貨など多岐にわたるオ
ーガニック・ナチュラル製品が一堂に集まる専
門展示会です。
「安心・安全」「環境配慮」「健康志向」など
の消費者ニーズの高まりの中で、本 EXPO は
B to B（商品供給者と商品販売者の商取引）
の拡大に重点をおき、生産・製造者と流通・販
売者の商談拡大を意図して開催されていま
す。
国際オーガニック EXPO に冠されていた「オ
ーガニック」という名称には多少抵抗がありまし
たが、この EXPO ではエコ農産物も対象として
いること、ネットワークの構成員には有機農産
物や特別栽培農産物生産者も多いことから、
ネットワークの幹事で構成する運営委員会で
検討の結果、新たな活動として消費者等への
啓発活動と農産物の販路拡大を兼ねて、本
EXPO に参加することに致しました。

３．日本土壌協会と連携し共同出展
参加に当たっては、３ｍ×３ｍの展示ブース
を借用しました。参加の狙いには販路拡大と
いう大きな狙いはありましたが、「持続可能な農
業に向けた啓発」ももう 1 つの大きな狙いでし
た。そこで、環境保全型農業の基本が土づくり
にあることから、ネットワークの事務局を置いて
いる一般財団法人「日本土壌協会」と合同で
出展効果を上げることにしました。それは経費
負担の面からもベターでした。

（１）農業の基本となる土づくりの啓蒙
日本土壌協会は主に環境保全型農業推進
の基本となる「土づくり」の啓蒙を図るため、土
壌分析の重要性を理解してもらうための資料
展示のほか、土壌の pH や EC（電気伝導度）
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の違いが作物生育に及ぼす影響に関する実
物展示を行いました。また、平成 24 年度に開
始した土づくりの人材育成のための土壌医検
定試験制度の内容を知って頂く機会と致しま
した。
なお、土づくりや土壌分析に関しては、生産
者サイドの方々ばかりでなく、流通関係者や飲
食店の方々の中にも関心を持っている方々が
おり、また、pH や EC と作物生育との関係の展
示物に関心を示した方々には、初歩から勉強
ができる土壌医検定の参考書の初級編からの
勉強を勧めしました。

行動 につながることを 学 ぶ機 会にもなりまし
た。
しかし、会場での販売を実際の商取引につ
なげていくことについては、今後さらなる工夫・
検討が必要だと感じました。ともあれ初めての
EXPO への参加は、とまどいもありましたが、得
ることの多い機会でもありました。多くの関係者
のご協力に感謝致します。

４．EXPO への参加者の状況などについて

（２）ネットワークの農産物等の展示・販売
全国エコファーマーネットワークは県知事認
証を受けたエコファーマーの先駆者の方々が、
技術力・経営力を相互研鑽により一層向上さ
せることを狙い、特別栽培者や有機農業指向
者が主導して結成した全国組織です。
今回、ネットワークでは、その活動を広く知
って頂くため、ネットワークのポスター展示のほ
か、参加７会員の特徴ある取組状況を示すポ
スターと農産物（コメ、ミニトマト、タマネギ、梨）
及び農産加工品の展示を行い、販路拡大の
契機にしたいと考え参加しました。
ネットワーク会員の出展者と展示品
会 員 名
出 展 品
佐伯農園
（北海道）
すこやか大地の会
（北海道）
（有）エコベジタブル
（宮城県）
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）
ＮＰＯ グリーンネットワ

ーク（東京都）

ミニトマト
タマネギ２種類
米（展示のみ）
日 本 梨 、梅 肉 エキ ス、
梨エキス
切干大根、切干人参、
乾燥大根、化粧品 3 種
（全て展示のみ）
サラたまちゃんドレッシ
ング、和風ドレッシン
グ、ごま味サラたまちゃ
んドレッシング

EXPO は 8 月 30 日（木）～9 月 1 日（土）の３
日間にわたり、178 社・団体の出展者のもと、
パシフィコ横浜のイベントホールで開催されま
した。オーガニック・ナチュラル製品の消費拡
大には消費者への啓発活動が欠かせないた
め、最終日には消費者にも開放されました。
展示会への参加者は、8 月 30 日が 4,459 名、
31 日が 3,323 名、9 月 1 日が 5,801 名、合計
で 13,583 名とのことでした。
来場者の内訳は業種別にみると、小売関係
が 29.1％と最も多く、次いで生産・製造関
係が 24.6％、消費者が 16.6％、サービス業
関係が 9.9％、輸入・卸関係が 8.6％、官公
庁・団体・地方自治体・教育機関が 6.1％、
メディア関係が 3.8％などでした。
来場の目的は「業界動向の視察・ 情報収集」
が 45.9％と多く、「新製品、新規取引先を探す
ため」27.6％、「セミナーの聴講」11.2％、「既
存取引先への訪問」6.9％等でした。
ネットワークでは、「全国エコファーマーネット
ワークのご案内」のパンフレットを作成し、また、
出展会員の活動・営農状況の紹介や出展物、
連絡先からなる一覧表を作成し配布したほか、
ネットワーク及び会員提供のＰＲ資料を展示し
ました。多くの訪問者は農産物や加工品への
関心が高く、来年も展示・販売を行う場合には、
農産物や加工品の展示・販売を主体とした構
成にしていった方が良いと感じました。

乳酸発酵竹粉

展示品 17 品目のうち、９品目は販売もしまし
たが、大量に展示した生鮮農産物も完売でき、
出展者に収入の還元もできホットしました。
展示物の販売は新たな商取引の機会を作
る狙いで行いましたが、試食によって商品の良
さを知って頂くことが購入に直結することや、
栽培上の工夫について知って頂くことも購買
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にぎわう展示・販売ブースの状況

