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 エコファーマー  

 

エコファーマーネットワーク通信 

〈No.29〉 

 
 ☆２０年以上前頃より異常気象ということが話題にな

り始めましたが、今や異常気象は当たり前の時代

に入っています。今年の夏は台風の直撃が多く、

例年のように沖縄から九州や四国などへの上陸の

ほか、珍しく北海道や東北、関東への直撃もあり、

あちこちで多くの被害を与えました。また、夏以降

の雨量の多さや９月の長雨、日照不足は記録づく

めで、農作物の浸水被害、農業施設破壊による被

害は甚大で、作物の播種、生育、収穫にも大きな

影響を与えました。台風等の被害を受けられまし

た皆さまに、心よりお見舞い申し上げますとともに、 

一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。 

☆今年の初夏から初秋にかけての猛暑も特別のもの

がありました。２０２０年の東京でのオリンピックが７

月２４日から８月９日、パラリンピックが８月２５日か

ら９月６日の予定ですから、暑さ対策が気になりま

す。１９６４年の東京オリンピックは１０月１０日に開

会しよい天候に恵まれましたが、１９９２年以降、国

際オリンピック委員会（IOC）が夏期オリンピックは

７～８月間と決めているとのことです。 

☆さて、今回の「エコファーマーネットワーク通信№２

９」の『会員だより』では、正会員と賛助会員から情

報提供を頂きました。正会員の佐々木陽悦幹事は

前会長として、ネットワーク組織の土台づくりを牽

引してきた方です。宮城県大崎市の旧田尻町に

おいて、３５年前より地域のリーダーとして、地域ぐ

るみで環境保全型農業の推進を図り、有機栽培や

特別栽培の実施者であると同時に、消費者の信頼

確保に向けた取組と持続的な農業を目指した取

組に力を入れています。エコファーマーとして果

たすべき役割を考える上で参考になる寄稿を頂き

ました。 

☆エコファーマーを応援頂いている賛助会員からは、

環境保全型農業に役立つ資材情報として、「片倉

コープアグリ（株）」の藤澤英司様から寄稿を頂きま

した。環境保全に寄与する資材の使い方や効果

について、実証的なデータを添えて分かりやすく

解説頂いたので、参考にして下さい。 

☆『行事等のご案内』では、１１月に実施する２つの

行事について記事を掲載しました。 

 まず、農林水産省「消費者の部屋」で開催される

「エコファーマーたちの活動」をテーマとした特別

展示開催です。この展示は、全国エコファーマー

ネットワークの全面的な協力により、１１月７日（月）

１２：００から１１日（金）の１３：００まで開催されます。

8月にこの展示会への出展の意向を賛助会員も含

めて調査しましたが、昨年より若干多い会員から

展示の意向が寄せられました。賛助会員は会の趣

旨に賛同して活動を支援して頂いていますが、消

費者にも役立つ資材・サービスも取り扱っていま

すので、このような視点からの展示コーナーも新た

に設定する予定です。 

☆「エコファーマー全国交流会」は組織にとって最大

のイベントです。毎年場所を変えて行っています

が、今年度は静岡県三島市で､１１月２９日（火）に

「講演会」（１３：００～１７：００、定員１５０名）と「情報

交換・交流会」（１７：３０～１９：３０、定員４０名）を、

１１月３０日（水）に「現地研究会」（８：３０～１２：３０、

定員３５名）を開催致します。本情報と一緒に同封

しました『エコファーマー全国交流会（in静岡）開

催案内』（別途ネットワークのホームページにも掲

載）により、開催場所、内容を見て頂いた上で、裏

面下段にある申込書に所要事項を記載の上、早

めにお申し込み下さい。 

     （全国エコファーマーネットワーク事務局） 
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 会員だより（正会員）     

食の安全と消費者の信頼確保を目指すエコファーマーの役割 

宮城県大崎市 （有）たじりエコベジタブル代表取締役 佐々木陽悦 

全国エコファーマーネットワーク幹事（前会長） 

 
 

日本農業を支える消費者の購買行動 

農林水産業は気候風土に根ざした自然との関わ

りの中で、人間の生存に欠かせない食料の生産と

国土保全や水源のかん養、環境、文化などの多面

的機能の評価がなされて来ました。人間は優れた

科学技術をもってしても自然を変えることが出来

ないことを、東日本大震災や最近の台風被害は教

えています。 

世界を見れば、いたるところで戦争が拡大し、

食料価格の高騰、飢餓や栄養不足など人間の尊厳

に関わる課題が山積しています。 

しかしながら、国民に日本農業の価値を理解し

てもらうのは容易ではありません。ＴＰＰをはじ

めとする課題を抱える生産者が今必要なことは、

購買行動を通じて日本農業を支えてくれる消費者

をどれだけつくれるかにあります。 

私は宮城県大崎市田尻（旧田尻町）において、

３５年前生産者の農薬による健康被害に遭遇して

から、食の安全、故郷の環境保全等を願い、環境

保全型農業と生協産直事業に地域で取り組んでき

ました。環境保全の取組は現在地域の 70％以上の

農家が実践し、野菜、米等の生産事業は、みどり

の農業協同組合に引き継がれ年々拡大しています。 

 

全国エコファーマーネットワーク設立と東日本大震

災の影響 

しかしながら、グローバルな社会にあって国内

外での販売を考えた時、狭隘な農地で営まれる日

本農業が持続するためには消費者の支持がカギに

なります。そこで、食の安全や地球温暖化、生物

多様性保全等の公益的機能を持つ環境保全型農業

を拡大すべきと考え、農林水産省のエコファーマ

ーネットワーク整備事業を受託した日本土壌協会

の指導をいただき、平成 22 年 9 月に「全国エコ

ファーマーネットワーク」という全国組織を設立

しました。 

記念となる第 1回目の「エコファーマー全国交

流会」は、全国のエコファーマーの１０％を占め

る生産者がいた福島県の郡山市を会場にして実施

しました。 

しかしながら、それから５カ月後に東日本大震

災が起きました。そして、原発事故による風評被

害は都市消費者との産直産地だった地域ほど大き

く襲い、私たち宮城県北地域でも 3割ほど販売が

減少して経営に大きな影響を受けました。 

しかし、急速に流通が改善したのは消費者との

信頼関係の構築ができていたからです。また、有

機農業を頂点とする環境保全型農業で生産された

米は、価格低迷の中にあっても特別価格での販売

が継続できており、生産者の経営の支えとなって

います。 

今年９月には、福島県郡山市の総合研究センタ

ーを訪問しましたが、水稲や野菜等の環境にやさ

しい技術の確立を進める試験圃場を全県下に配置

し、技術の研究と普及に当たられていた様子に感

動して来ました。私の集落の若い生産者も一緒に

現地視察に参加しましたが、水稲の有機栽培の技

術の開発に感心し盛り上がっていました。 

私の方からはキュウリの無農薬栽培にはゴーヤ

との混植、ナスは二ホンアマガエルが害虫を食べ

てくれる事例などを話しました。エコファーマー

ネットワークの会員が最初に大勢集ってくれた地

域が受けた原発被害を、早期に克服することが出

来るよう祈るばかりです。 
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消費者の信頼確保に向けた取組 

私たちエコファーマーが消費者の信頼確保を得

るために取り組んでいることについて紹介いたし

ます。 

その一つは、目に見える科学的データに基づい

て生産現場からの積極的な情報開示を行っている

ことと、消費者との交流です。私たちの所では「田

尻田んぼの生きもの調査プロジェクト」を消費者

と流通業者や行政も含めて実施しており、米袋に

「生きものマーク」を表示しています。また、土

壌微生物活性値調査、米は食味値、トマトは糖度

を計測確認し、美味しさや鮮度等食品としての価

値を明らかにしています。 

また、社会に帰属する多面的機能といわれる生

物多様性保全や農地土壌の炭素貯留、中干しによ

る地球温暖化防止への貢献、堆肥や米ぬか、くず

大豆利用による資源循環、窒素収支の改善等の公

益的価値にも目を向けるようにしています。 

さらに、「台所油田構想」として家庭からの回収

廃食油を使ったＢＤＦの農業機械への利用、ハウ

ス暖房への利用による地球温暖化への取組も消費

者の信頼に繋がっています。 

消費者信頼確保のために取り組んでいることの

二つ目は、人や組織に対する信頼確保の方法とし

て取り組んでいる第三者認証制度の活用です。米

と主たる野菜は特別栽培農産物認証制度に載せて

いるほか、全生産者がエコファーマーの取得を目

指しています。 

そして三つ目は、社会的責任を果たすため、学

校、大学、企業等の研修、ニート・引きこもり、

生活困窮者就労支援等の取組を進めています。東

日本大震災の時には炊き出しを地元と津波被害を

受けた海岸住民へ実施しました。 

 

持続的な農業を目指す上での課題 

消費者との信頼を確保し、持続的な農業経営を

営むためには、環境支払等の政策的支援と共に、

生産者には高い技術力とコスト削減が求められま

す。また、消費者や流通事業者との理解を得るた

めのコミニティ手法等の生産者による力量の差は

大きく、一部の有機栽培農家を除くと新規参入の

生産者ほど販売戦略が立てられないでいます。 

「生きものマーク」、「カーボンフットプリント」、

「ＣО2 見える化」は制度としては効果的なもの

ですが、普及する時期には生産者は原発による放

射能対応を第一に求められていました。生産者の

教育は農業団体の責任で解決すべきですが、政府

としても技術の開発・普及に一層努力してほしい

ものです。 

 

私の環境保全型農業と産直の歩み 

・１９８０年代 環境保全型農業と生協産直の始

まり 

・１９９５年  有機栽培等環境保全型農業のレ

ベルアップへ 

・１９９８年  環境ホルモンが有機農業へ向か

わせる 

・２０００年  田んぼの生きもの調査の始まり 

・２００８年  キュウリ、ナスの害虫対応技術

確立 

・２００９年  田んぼの生きもの調査プロジェ

クト、生きもの宣言マーク開始 

       環境水路、小規模水田魚道、ビ

オトープの設置 

       ＣО2の見える化テスト実施 

・２０１１年  ＢＤＦの農業機械使用開始 

・２０１２年  ハウス暖房機に廃食油を使用 

・２０１４年  有機米使用 日本酒「笹ノ陽」

（ささのはる）の販売 
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 会員だより（賛助会員）     

土壌環境を整える資材で、土づくり、根づくりをサポートする 

片倉コープアグリ㈱ 生産技術本部 藤澤英司 

 
 

安定的に高品質な農産物を作るために 

環境に優しい農業（環境保全型農業）による農産

物の生産は、環境への負荷の低減とともに、消費者

が求める安全・安心な高品質の農産物の供給という

重要な役割を担っています。 

作物の生育に必要な栄養分の代表である窒素、リ

ン酸、カリは、作物を大きく育て、農産物の収穫のた

めに大量に必要ですので、肥料という形で十分に供

給する必要があります。一方で、近年ますます顕著

になっている気象変動への対応や、そうした環境条

件下で安定的に高品質な農産物を生産するための

高度な栽培技術の要求に対しては、通常の肥料によ

る養分供給だけでは、十分に対応しきれないのも事

実です。そのためには、文字通り作物の根幹である

根系を十分に発達させることが重要であり、土壌環

境を最適な状態に維持することが不可欠です。土壌

の化学性・生物性・物理性を総合的に最も良い状態

に保つには、土壌診断にもとづく土づくりが大事なこ

とは言うまでもありませんが、より高度な農産物生産

を目指すには、土壌のミネラルバランスや下層土の

改良による根系の拡大、有用微生物の活用など、目

的に応じた土壌環境のさらなる改善が必要です。 

土壌の環境を整え、農産物の安定生産と高品質

化をお手伝いする資材を紹介します。 
   

 

 

１．畑のカルシウム 

「野菜・畑作物へのカルシウム栄養を補給」 

野菜や畑作物でしばしば問題となる作物の障害

に、カルシウム欠乏があります。代表的なカルシウム

欠乏症として、トマトやピーマンの尻腐れ症、ハクサ

イの芯腐れ症、イチゴのチップバーン、リンゴのビタ

ーピット、ナシのみつ症などがあります。このような明

らかな症状を表す場合のほかにも、カルシウムが不

足していることによって生育が停滞したり、収量が低

下したり、果実の色づきが不十分であったりと、多く

の作物で潜在的な欠乏による障害があると考えられ

ます。 

畑の多くには、タンカル（炭酸カルシウム）などの

石灰類を施用するので、カルシウムを補給していると

いう意識があるかもしれません。しかし、アルカリ性が

強い石灰類は、土壌の pH を高める効果はあります

が、水に対する溶解度が非常に小さいため、作物へ

の栄養分としてのカルシウムの供給元としては十分

ではありません。ハウスなどの施設土壌では、土壌

中に石灰がたくさんあるのに尻腐れなどのカルシウ

ム欠乏の症状が発生することが、しばしば見られま

す。これは土壌中に石灰が高濃度に蓄積しても土壌
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溶液中のカルシウム濃度は高まらないため、高濃度

に蓄積した苦土やカリなどが、カルシウムの吸収を

阻害（拮抗作用）することにより、土壌中にあっても利

用できないためです。 

「畑のカルシウム」は水に良く溶けるカルシウムの

形態なので、カルシウムを栄養分として吸わせたい

状況で施用すると効果があります。特に水に溶けた

状態で下層土に浸透し、根系全体から吸収できると

同時に、細根の発達を促して、根系を拡大する効果

もあります（写真 1、2）。また、石灰類と違ってアルカ

リ性資材ではありませんので、施用によって土壌の

pH を大きく変えることはありません。カルシウムととも

に、作物の必須元素のひとつである硫黄（S）も供給

します。

 

  

写真 1  アスパラガスの移植 177日後の根 

（右：畑のカルシウム施用） 

写真 2  レタスの移植 34日後 

（右：畑のカルシウム施用） 

 

○ジャガイモに対する効果の事例 

（平成 27年石狩農業改良普及センター試験実施） 

ジャガイモに「畑のカルシウム」を最大 100kg/10a

施用した結果、規格品収量が最大で 12%増加しまし

た（図 1）。また、ポテトチップスなどの加工時に問題

となる打撲黒変（衝撃を受けた際に外観に変化がな

くても数日後に内部に生じる打撲跡の変色）の発生

程度が、「畑のカルシウム」施用により減少しました

（図 2、写真 3）。ジャガイモ塊茎中のカルシウム濃度

が、打撲黒変の程度と関係のあることが知られていま

す。塊茎内部の褐色芯腐れ症状も「畑のカルシウム」

施用で明らかに減少しました（図 3、写真 4）。 

 

 

図 1 畑のカルシウム施用量とジャガイモの規格品収量 
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図 2 畑のカルシウム施用量と打撲黒変の発生数 

 

図 3 畑のカルシウム施用量と塊茎内部の褐色芯腐

の発生割合 

写真 3 打撲黒変 写真 4 ジャガイモ塊茎内部の褐色芯腐れの発生状況 
     （写真の枠内が発生個体、左：無処理、右：100kg施用） 

 

２．ストロングバランス 

「カルシウム・マグネシウムから微量要素までミネ

ラルのバランスを改善」 

作物に必要な養分のうち、いわゆるミネラル分は

作物の吸収量は多くないものの、それぞれの要求量

があり、不足すると欠乏症状が現れ、品質の低下や

減収といった影響があります。 

「ストロングバランス」にはカルシウム、マグネシウ

ム、硫黄、マンガン、ホウ素、亜鉛、銅、鉄といった必

須元素がバランスよく含まれており、土壌の pH を適

度に維持しながら、これらミネラル成分を効率よく作

物に供給します。しかも、多くのミネラル分を一度に

施用できるので、施肥の手間も省け省力的です。 

 

 

○ハクサイに対する効果の事例（ポット試験） 

「ストロングバランス」を最大 200kg/10a 施用し、ハ

クサイの生育と各ミネラル分の吸収を確認しました。

「ストロングバランス」を施用したハクサイは、初期生

育が優り、各ミネラル成分の含有率は明らかに高ま

っていました。施用量は、100kg/10a で十分でした

（図 5、表 1）。 

 

図 5 ストロングバランス施用量とキャベツの地上部生体重 
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○リンゴに対する効果の事例 

（岩手県農研センター） 

リンゴ（品種ジョナゴールド）11 年生樹にストロング

バランスを施用（5 月に表層施用）し効果を確認しま

した（ストロングバランス 85kg/10a 施用、対照はタン

カル 54kg/10a施用）。 

ストロングバランスの施用により、ビターピットの発

生が減少しました（図 6、7）。 

タンカルにより表層（0～15cm）土壌のカルシウム

濃度が冨化されたのに対して、ストロングバランス区

はより下層（0～30cm）までカルシウムが冨化し、特に

水溶性のカルシウムは深さ 45cm の下層まで達して

おり、同時にマグネシウムも下層に移動している傾向

が認められました。 

 

 

図 6 リンゴのビターピット発生率 

 

図 7 リンゴのビターピット発生程度の内訳 

 

３．ソイルサプリエキス 

「アミノ酸など有機の力で根張りを促進」 

「ソイルサプリエキス」は作物の栄養生長や生殖生

長に欠くことのできないアミノ酸、有機酸などを豊富

に含有している 100％有機の液状肥料です（表2、図

8）。（有機 JAS規格別表 1適合） 

有機の特長を活かしながら、かん水同時施肥や葉

面散布、養液土耕、水稲への流し込み施肥など、多

くの場面で使用できます。アミノ酸、有機酸、腐植酸、

糖類が豊富に含まれており、これらの成分は農産物

の品質・食味の向上、発根促進や生育促進、高温・

日照不足のような天候不順時での効果が期待されま

す。 

これらの成分が作物の根に直接・間接的に働くと

同時に、土壌中の有用微生物の繁殖を促し、土壌環

境を改善します。 
 

表 2 含有成分（当社分析例） 

チッソ リン酸 カリ アミノ酸 有機酸 腐植酸 糖類 pH 

3%前後 1%前後 1%前後 5～6% 5～8% 3～4% ７～8% 4前後 
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○トマトに対する効果の事例 

トマトに液肥をかん水同時施肥する際に、「ソイル

サプリエキス」の希釈液（1000 倍～500 倍希釈）を混

合して施肥し、また、液肥の追肥3回につき1回の割

合で「ソイルサプリエキス」を混合しました。この結果、

根系の発達が促進され、明らかに根量が増加しまし

た（写真 5）。 

 
写真 5 ソイルサプリエキスを施用したトマトの根 

○水稲に対する効果の事例 

水稲の中干後または穂肥追肥時期に水口から「ソ

イルサプリエキス」を流し込み施肥しました。全国 31

カ所の結果を集計したところ、7 割を超える事例で約

10%の増収が認められ、7 割を超える圃場で白未熟

粒の発生割合が減少して品質の向上効果が認めら

れました（図 9、10）。 

施用した「ソイルサプリエキス」に含まれる窒素成

分の量はわずかなので、窒素の追肥効果ではなく、

含有する各種成分による根の生育促進効果で根系

拡大が影響したためと考えられます。窒素の追肥と

は違うので倒伏の心配はなく、むしろ根張りが向上

することで倒伏に対する耐性も向上するものと考えら

れます。 

 

 

図 9 ソイルサプリエキスの施用とコメの
収量の関係 

 
図 10 ソイルサプリエキスの施用とコメの

白未熟粒発生の関係 

 

４．SGNS（エス・ジー・エヌ・エス） 

「有用微生物が土壌環境を改善」 

「SGNS」は微生物の力でセンチュウの害から土壌、

作物を守るという意味を込めた名称です。「SGNS」は

植物粕の基材に有用微生物 EP15 菌（Purpureocilliu

m lilacinum）を添加・培養した資材で、この菌が圃場

に定着することで、センチュウが住みにくい土壌環境

を作ることができます。 

「SGNS」を 100kg/10a 以上施用し、土壌とよく混合

することで、圃場のネコブセンチュウの密度が減少し、

それにともなって作物のネコブの被害が減少、健全

な生育が期待できます。 

センチュウの密度が高い圃場の場合は、土壌消毒

と組み合わせて処理します。キュウリ、トマト、ピーマ

ン、ナス、メロン、オクラ、オオバ、サツマイモなどの

作物で効果が確認されています。 

 

○キュウリに対する効果の事例（ポット試験） 

「SGNS」による土壌環境の改善効果により、センチ

ュウの密度が低下し、キュウリの根のネコブの被害が

軽減されています（図 11、写真 6）。 
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図 11 SGNSを処理によるセンチュウ密度の低下 

 

 

写真 6 SGNS を処理したキュウリの根（右）とネコブの

被害を受けた根 

 

○トマトに対する効果の事例 

（愛媛県病害虫防除所他） 

センチュウ密度が高く、ネコブの被害が著しい圃

場では、土壌消毒との組み合わせが効果的です。セ

ンチュウ密度が高いトマトの栽培圃場で土壌消毒剤

（クロピクフロー）処理との組み合わせで「SGNS」を施

用しました。 

土壌消毒と組み合わせることによってネコブセン

チュウの密度が低下し、土壌消毒のみに比べて、ネ

コブの被害がより効果的に抑えられました（図 12）。 

 

 

 

A区 クロピクフロー後、SGNS処理 

B区 クロピクフロー処理 

C区 SGNS処理 

D区 無処理 

 SGNSは 100kg/10aを全面処理した 

 

図 12 SGNS処理と土壌消毒によるネコブ被害の

抑制効果 

ま と め 

土壌環境は作物の生育に直接影響するので、カ

ルシウムや微量要素などのミネラルバランスを整える

化学的な環境、アミノ酸や有機酸、腐植酸などの有

機的な環境、有用微生物を活用した微生物相を改

善する生物的な環境をそれぞれ整えることが有効で

あり、それを支援する資材を紹介しました。 

安定的に高品質な農産物を生産するためには、

土壌の化学性・生物性に物理性も含めた、総合的な

土壌診断にもとづいて、環境の変化と上手に付き合

う農業の実践が重要です。片倉コープアグリ㈱は、

土壌の生物性の分析を含めた土壌診断を始め、土

づくりや様々な施肥技術に対応する各種肥料を取り

揃えて、トータルでエコファーマーの皆様の栽培を

サポートします。 
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 行事等のご案内     

 

11 月に開催される２つの行事が迫ってきました。

11 月７（月）～11 日（金）間には、農林水産省「消費

者の部屋」で、“環境保全に貢献するエコファーマー

の活動”に関する特別展示が行われます。また、11

月 29 日（火）～30 日（水）間には、静岡県三島市で

「エコファーマー全国交流会」を実施いたします。 

 

１．エコファーマー全国交流会のご案内 

全国エコファーマーネットワークのメインイベントで

ある「エコファーマー全国交流会」から先に案内しま

す。この催しは、エコファーマー達を中心に技術力、

経営力を上げるなどの研鑽と多様な方達との交流を

通じて、環境保全型農業の推進を図るねらいをもっ

て行っています。第１回目はネットワークを設立した

平成22年に福島県下での開催を皮切りに、埼玉県、

東京都、奈良県、茨城県、千葉県での開催を経て、

今年で７回目となります。 

本年度の交流会は静岡県三島市で開催いたしま

す。全国交流会としては初めてのことですが、地元

の三島市、JA三島函南が後援者として加わって頂き

ました。お陰様で準備が円滑に進められたことを感

謝方々ご報告しておきます。 

交流会開催にあたりましては、昨年度の講演会後

に実施しましたアンケート調査結果（一部を以下に示

す）も考慮して計画をたてました。 

全国ネットワークが重点を置くべき活動内容（複数回答） 

〈4割以上の回答者割合を示した事項〉 

・生産した農産物や加工品を販売に結びつける講習

会・研究会の開催 

・流通関係者や消費者の理解促進に向けた交流活動 

・技術向上を目的とした講習会・研究会の開催 

・先進的技術・取組事例の調査・情報提供 

交流会の行事は３種類からなっており、最も多くの

方を受け入れられる「講演会」会場は、別途同封しま

したご案内のパンフレット裏面の会場の場所などの

案内にありますように、JA 東海道線三島駅南口から

徒歩 10分弱であり、車の方は東名高速道沼津 ICか

らも近い便利な地です。富士山も目の前に広がり、

紅葉真っ盛りの時期です。会員の皆様におかれまし

ては、多くの仲間をお誘いの上お出かけ下さい。 

講演会は 13:00 開始で、冒頭部では短時間です

が、全国エコファーマーネットワークの活動報告や、

地元静岡県における環境保全型農業への取組につ

いての報告があります。 

その後、以下の方々から講演を頂きます。講演会

では、環境保全型農業に対する政策・課題から、農

業現場での先進的な経営・技術の業、また、産地指

導や安全・安心を担保する検査認証、GAPに永年取

り組んでいる専門家による流通情勢報告や商品力を

高める戦略などをお聞きできると思います。 

例年、講演会は幅広く奥の深い話が聞けると好評

です。昨年度の講演会後のアンケートからは、農業

者のみでなく、行政・普及関係者、関連団体・企業等

の方々からも、高い評価を頂いています。今年の講

演会も有益なお話が聞けるとものと確信しています。 

 「環境保全型農業を巡る情勢と課題」 

農林水産省生産局農業環境対策課長 河内幸男 

 「安全・安心・美味しさに拘った野菜等の栽培技術」 

静岡県三島市 杉正農園主  杉本正博 

 「野菜経営の戦略と環境保全型栽培技術」 

埼玉県深谷市 マルチファーム代表 福島政治 

 「最近の流通情勢と商品力を高める産地の取組」 

（株）ジーピーエス専務取締役  野村和夫 

講演会終了後17:30から始まる「情報交換・交流会」

は、講師や翌日の現地研究会の見学先農家も囲み

ながらの催しになります。また、多様な参加者同士の

交流も有益です。会場の関係で定員は参加者枠に

限りがありますので、早めにお申し込み下さい。 

「現地研究会」では、異なった作物に焦点を当て

て環境保全型農産物の生産技術を中心に学び合い

たいと思います。農場での受入規模、交通手段など

の制約で、定員は限定されていますので、早めにお

申し込み下さい。  
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２．環境保全に貢献するエコファーマーの活動展 

農林水産省「消費者の部屋」での特別展示は、以

下に掲げたポスターのような内容で行われます。こ

の時期に東京近辺に来られる方は、いっときでも立

ち寄って下さい。昼どき以外は空いていますので、

展示を見ながら意見交換などができれば幸いです。

毎日昼どきを中心に幹事のどなたかが説明に当たっ

ていますし、ネットワーク事務局は説明要員として常

駐していますので、お声をかけて下さい。 

特別展示の参加希望者は、前回の通信送付時に

意向調査を行ったところですが、農林水産省や全国

エコファーマーネットワークからの展示のほか、正会

員や賛助会員から 15ほどの組織（農家）が展示会に

参加する予定です。現在、展示方法やポスター、展

示現物などについて調整を行っています。 

今年は新しい試みとして、エコファーマーの応援

団としての賛助会員の展示コーナーの設置を検討し

ているほか、農林省生活協同組合の協力を得て、一

部農産物を、農林水産省地下にある生協売店や展

示会場近くの廊下での試販も検討しています。試販

は、従来から展示会場にこられた消費者等からある

要請に応えることにもありますが、会員の農産物等の

販路拡大も重要な課題ですので、そこに結びつけら

れることを期待してのチャレンジです。 

開催の結果は、次のネットワーク通信の中でご報

告いたします。

 


