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 エコファーマー 平成３ ０ 年１ 月 
 

エコファーマーネットワーク通信 

〈No.3５ 〉 

 
  

☆新しい年を迎え、会員の皆様も新たな気持ちで

スタートされたことと思います。時代は不確実性

を増し大きな変化にさらされていますが、ピンチ

はチャンスを持たらす呼びかけでもあります。着

実な歩みで成果の多い年となりますように祈念し

ております。 
☆最近の農業収益性変化の兆しを追ってみます。 

１点目は農業総産出額の変化です。農業総

産出額は昭和 59 年（1984 年）の 11 兆７千億円

から長期にわたり米の消費減退による産出額低

下を主因として減少傾向にありましたが、平成

27 年には畜産物、野菜、米などの生産縮小によ

る価格上昇などで増加に転じ、平成 28 年にも生

産縮小を主因として、平成 12 年以降で最も高い

9 兆２千億円になりました。生産農業所得も同様

な動きを示し、平成 28 年には３兆８千億円と平

成 11 年以降最も高い水準になりました。 
２点目は、下がり続けた米価の変化です。ここ

２、３年来需給が改善し、主食用玄米の相対取

引価格は平成 26 年の 11，967 円/60 ㎏から平

成 28 年には 14，305 円へと上っています。29
年産米の作況は東北から東海にかけての天候

不順もあり、全国平均で 10 ㎏/10a 低下しました。

また、主食用米作付面積は前年比 1.1 万 ha 減

となり、主食用の予想収穫量は 730 万９千ｔ（前

年比 2.5％減）と見込まれています。それに加え、

玄米の整粒の状況が若干悪く、順次高まってい

る中･外食需要との綱引きもあり、価格は上がり

続けています。 
☆平成 30 年から国の割当による米の生産調整が

廃止されます。それを円滑に進められるよう、農

林省発行の「米に関するマンスリーレポート」も

非常に充実してきています。一度ホームページ

で覗いてみて下さい。 
☆以下本通信での情報提供の概要を紹介します。 

「報告」欄には 2 点の記事を掲載しました。 

１点目は、昨秋全会員を対象にしで行ったネ

ットワークの活動のあり方等についての意向調

査の結果です。 

2 点目は、やはり昨秋期に行われた農林省消

費者の部屋での特別展示「持続可能な農業の

魅力」への参加・出展の報告です。 

☆「会員だより」欄では、早くからの会員である「ＪＡ

しまね島根おおち地区本部島根おおちハーブ

米生産部会」から、最近の様子を紹介頂きました。

新年早々立ち寄った本屋の店頭で「日経トレン

ディ」を覗いたところ、「石見高原ハーブ米きぬ

むすめ」が「米のヒット甲子園２０１７大賞」（消費

者目線での新米の味覚審査会）に輝いたことを

知りました。選評には“環境への配慮も考慮され

た”とあったのも嬉しいことでした。 

ついでですが、最終選考に残った他のブラン

ドの品種名を紹介しますと、「いのちの壱」「金色

の風」「青天の霹靂」「ゆめぴりか」「にこまる」「新

之助」「つや姫」「銀河のしずく」です。皆さんは

何品種を知っていましたか。 

☆「お知らせ」欄では、会員の皆様の意向調査結

果を基に、幹事会でさらに検討を行った結果、

環境保全型農業技術の基本となる土づくりの研

鑽を行う研修会を実施することになりましたので、

そのご案内を致しました。本通信と一緒に案内

パンフレットを同封しましたが、ホームページの

「お知らせ」からコピーし、参加の申込書としても

使えますのでご活用下さい。 

（全国エコファーマーネットワーク事務局） 
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 報 告 １     
 
 

ネットワーク会員の意向調査結果から 
 

全国エコファーマーネットワーク事務局 

 
  

全国エコファーマーネットワークの活動方針

は、幹事会において決定し、活動の内容は随時

「エコファーマーネットワーク通信」や「ホームペ

ージ」でお知らせしています。最近定番となって

いる活動は、エコファーマー全国交流会開催、

農林水産省消費者の部屋での特別展示への参

加・協力、エコファーマーネットワーク通信の発

行、ホームページでの情報発信、ネットワークの

シンボルマークを通じた安全・安心・高品質な農

産物等の流通拡大などです。 

今後さらに活動内容の幅を広げ深化させて

いく必要から、昨年 3 月及び 7 月に開催した幹 

 

事会において、会員の意向を直接聞くアンケー 

ト調査を行うことなどが検討されました。 

そこで、ネットワーク設立後初めてですが、昨

年10月から11月にかけ会員の意向調査を行い

ました。回答頂いた会員の皆様には、この場を

借りて厚く御礼申し上げます。 

以下、アンケート結果の概要を紹介しますが、

この結果を踏まえて、今回「お知らせ」欄（11～

12頁）で案内しましたように、環境保全型農業技

術の向上に資する研修会を開始することにしま

したので、その経緯も含め報告します。 

１．アンケートご回答者の属性 
 アンケートにご協力頂いた会員は、全会員の4

割弱に当たる 56 会員でした。この内訳は、正会

員 40 件、賛助会員 16 件です。正会員の主な営

農類型は、野菜主体が 19 件（48％）、稲作主体 

 

が 13 件（33％）と多く、あと複合型が 5 件、果樹

主体が 3 件、茶主体が 1 件でした。賛助会員で

は企業等 9 件、農業者 4 件、消費者 2 件、流通

関係 1 件でした。 

 

２．重点を置くべき活動内容（複数回答） 
 限られた会費の中で、意義のある活動をどう行って

いくかは、平成 23 年 9 月の会設立以来常に気にか

けてきたことです。 

ネットワークが重点を置くべき活動内容について

は、毎年地域を変えて実施しているエコファーマー

全国交流会の際にも聞いてきましたが、この交流会

の参加者が開催地域に近い方に偏っていることや、

会員以外の地方自治体、農業団体、企業などの関 

 

係者も多く参加するため、会員全体として何が期待さ

れているかの把握が困難というジレンマがありまし

た。  

そういう意味で今回の回答結果は、ネットワークの

今後の活動方針の基本に据えていけるものと考えて

おります。なお、この設問に関連して6件の建設的な

意見も頂きましたので、今後の運営に役立たせて頂

きます。 

 

◆全国エコファーマーネットワークが重点を置くべき活動（複数回答） 

ⅰ．環境保全型農業技術向上を目的とした講演会・研究会・講習会の開催   73％ 

ⅱ．生産した農産物や加工品を販売に結びつける研究会・講習会の開催    34％ 

ⅲ．流通関係者や消費者の理解促進に向けた交流活動               48％ 

ⅳ．先進的技術、先進的経営の取組事例の情報提供                 39％ 

ⅴ．エコ農産物の販売先の確保・開発を図るための取組               30％ 
ⅵ．ＧＡＰ、トレサビリティー、内外部監査等による安全性等向上対策の啓蒙推進：       14％ 
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３．エコファーマー全国交流会について 

 

 (１)過去における参加状況 
 過去の全国交流会への参加状況については、５

１件の回答者のうち「参加したことはある」が 63％、

「参加したことはない」が３７％でした。全国交流会

は過去８回開催していますが、参加出来なかった

理由を聞くと以下のようでした。 

不参加の理由には、遠隔地での開催となるが故 

 

 

 

 

の理由が多いほか、開催時期の関係で参加しにく

い点もあるようですが、年 1 回の開催であれば全

国から集まりやすい場所や時期、開催地の協力態

勢を総合勘案しつつ、吸引力を高める講演内容の

充実を図っていく方法で対処していくことになるか

と考えております。 

 

◆全国交流会に参加できなかった理由（複数回答） 

ⅰ 遠隔地のため時間が取れない。                   80％ 

ⅱ 遠隔地のため経費が掛かり過ぎて行けない。           20％ 

ⅲ 講演会の講演内容などに魅力がない。               11％ 

ⅳ 交流会開催の時期が農繁期の時期に当たり参加できない。  42％ 

 ００００００００００００００００００００００００００００００００００ 

（２）取り上げてほしいテーマ・内容等 
以下のような具体的な要望(順不動）があり
ましたので、今後参考にしていきたいと考え

ています。 
ｏ実施方法や実施上の考慮事項に関すること 

・作目別の分科会 

・消費者への理解促進を図ること 

・全国各地での開催 

ｏ技術・経営問題への対応 

・環境保全型農業とそこで生産された農産物の

販売手法 

・エコ農産物の低コスト生産の出来る最新技術 

・転作田における畑作物の栽培、経営 

・天敵を使った害虫防除 

・土づくりをテーマにしてもらいたい 

・土づくりについて力を入れる必要がある 

・取り組みやすい土づくり・施肥や農薬利用など 

・発酵堆肥 

・GAP の導入 

ｏ優良事例の見学・紹介等 

・優良事例の現地見学会 

・優れた技術を持った農家等の視察 

・先進的技術、経営、事例の取組 

・環境保全型農業技術取組事例の紹介 

・中山間地における環境保全型の産地づくり例

報告 

 

・流通関係者や消費者の理解促進に向けた交

流活動取組事例の紹介 

・開催地域の代表的作物の生産・加工・販売方

法、その地域を代表する農産物直売所の紹

介等 

ｏその他 

・食に関する農業、環境の関わりが大切だという

事、食と農の距離が離れ食が利便化している

問題 

・種子法廃止は一見環境保全型農業と関係は

ないようだが、農業特に稲作などには大変と

いうテーマも 

 

（３）30 年度の全国交流会に向けた意見等 
幹事会では平成 30 年度の全国交流会を東

京で開催する方針としています。そこで、開催

時期、開催内容、見学先について意見を求めま

した。  

これに対し、開催時期を中心に 14 件の意見

がありましたので、上記２（２）の意見と併せ、幹

事会等で交流会の具体化を図って参ります。 

 

４．研究会や講習会の開催に関する意向 
昨年の 3 月及び 7 月の幹事会で、会員の意

向を踏まえ技術力・経営力を高める技術研鑽の

機会を検討することが検討されました。そこでこ

のような研鑽の具体化を図るため、会員の意向
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をお聞きしました。 

これに対し 13 件の幅広い提案、要望がありま

したが、狙いが環境保全型農業に資する技術 

 

◆研究会や講習会で期待する分野 

 

研鑽にありましたので、そのような視点に合致す

る意見を以下に抜粋しました。 

 

ｏ土づくりに関連した意見 

・作物の栽培環境に適した土壌微生物相づくりを目指した土づくりの実践例を学びたい。 

・土壌分析の簡易な器機が出始めました。結果をもとにどう施肥改善をしていくのかの講習会や研 

修会は需要があります。農業とは無縁の人達の新規参入が増えてきていることも理由です。 

・研修内容としては、施肥については農家間のばらつきがあるので、現地において土壌診断結果か 

らどのような施肥設計をして施肥改善をしていったらよいかが分かるようなものを希望します。 

・有機農産物やエコ農産物を長く作るためには、どのような土づくりをしたら良いのか。講習会があ 

れば嬉しいです。 

・最先端の土壌診断技術を研究されている中央農研等の最新研究動向等の見学、勉強会等は如 

何ですか。 

・土壌分析技術、生物防除技術を実地現場で習得する。 

ｏその他分野の研修や研修方法などに関連した意見 

・一つの作目に限ったり、または葉物、果菜、根菜という区分けでの研修を希望する。 

・地域での優れた技術を持った農家等の視察。 

・作目別のエキスパートの意見を聞きたい。 

・畑作物の栽培、経営を 1 週間程度、座学、実地研修を農業大学校で行う。 

・有機栽培等の技術を次の後継者に残す栽培体験の実施 

・研修会等は全国各地で開催すると受講機会も参加者も増加すると思われます。 

 

５．意向調査を踏まえて研修会を開始 

 以上の意向調査の結果を受け、12 月から 1 月にか

け、ネットワークの役員全員で技術研鑽の持ち方に

焦点をあてた検討を行いました。検討の過程で、ア

ンケートを行った際の研究会や講習会という漠然とし

た名称から、「研修会」と言う呼び名に収斂してきまし

た。 

技術研鑽の内容についてはいろいろ想定されま

すが、今回は会員からの意見が多かった土づくり技

術の向上を狙いとした研修会にしました。 

開催場所全国交流会と異なり少人数の研修になり

ますので、特定の技術を研鑽したい方がある程度集

まる見込みがあれば、全国どこでも開催できます。  

今回は初めての試みでもあり、全国から人が集ま

りやすい首都圏で行うことにしました。幸いネットワー

クの早くからの会員である農事組合法人 埼玉産直

センターのご理解を得ることができ、3 月 6 日（火）午

後から～7 日（水）昼にかけて「収量・品質向上のた

めの土づくり技術を学ぶ」として行うことにしました。 

 

 

研修会の内容は11～12ページの「お知らせ」欄で

案内している通りです。定員に限りがありますので、

従業員、組織の構成員や仲間の方もお誘いの上、

申し込みを急いで下さい。 

 今後の展開方向については、実施結果を見ながら

考えていくことになりますが、研修会は小回りがきき

ますので、ある程度の受講者が確保できそうな団体

会員から研鑽をしたい技術分野を特定した提案をし

て頂ければ、それを起点として一緒に研修に参加す

る方をネットワークとして募るようにしていけば、技術

力を高めていく研鑽の輪が広がりますので、地域か

らの提案をお待ちしております。 

 全国交流会に参加できない理由として、遠隔地で

あることや開催時期が合わないなどが多く挙げられ

ていましたが、研修会であれば、首都圏から離れた

地域でも開催しやすいので、どしどし提案をしてみ

て下さい。 
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 報 告 ２     

 

『持続可能な農業の魅力』の特別展示に出展 
         

全国エコファーマーネットワーク事務局 

 
１．拡充が図られた２９年度の展示内容 
全国エコファーマーネットワークは、平成２ 

３年度以降、農林水産省「消費者の部屋」での

「環境にやさしいエコファーマーの活動」の特

別展示に協賛し、参加してきました。 

平成 29 年度には主催者である農林水産省農

業環境対策課が、展示内容を有機農業、土づく

り、温暖化対策、省エネ技術、ＧＡＰなどにも

拡充し、そのテーマを「持続可能な農業の魅力」

として特別展示を行いました。 

国際的にも持続可能な社会づくりが重視され

る中、持続可能な農業推進に資する施策を総合

的に展示し、消費者等に啓発していくことは時

機を得たものと評価されます。 

 

２．出展の状況 
展示内容の拡充に伴い、全国エコファーマー

ネットワーク関連の展示スペースは従来に比べ

大幅に減じる必要があり、そのような前提で会

員から出展者を募りました。また、展示ポスタ

ーも半減し、エコファーマーの応援団とも言え

る賛助会員の展示も限定した形で行いました。 

ネットワークの紹介パネルも 3 枚から 1 枚に

減じましたが、農産物や農産加工品及び生産環

境の改善で増えた水生動物はほぼ従前通りの展

示が行えました。 

開催期間（11 月 27 日～12 月 1 日）の来場者

数は 853 名におよび、アンケートへの協力者に

は、展示した農産物や農産加工品の試飲・提供

が行われ、来会者に喜ばれました。 
 
出展協力者一覧 

出 展 者  地 域 
佐伯 昌彦(（株）マルタ) 北海道 
西田 秀樹（すこやか大地の会） 北海道 
佐々木陽悦（（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 
（農）佐原農産物供給センター 千葉県 
杉本 正博（杉正農園） 静岡県 
富田 信也（ＪＡ愛知みなみ常春部会） 愛知県 
菊井 新昭（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 
（株）ロイヤルインダストリーズ 東京都 
朝日工業（株） 埼玉県 

今回の出展にあたり、パネル作成や出展物の

提供を頂いた会員の皆様に深く御礼を申し上げ

ます。また、展示にあたり、ネットワーク会員

組織や（一財）日本土壌協会から多くの人的協

力を得られました。ご協力に対しこの場を借り

て御礼申し上げます。 

 

全国エコファーマーネットワークの展示パネル 

 
農産物等展示の様子 
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展示パネルの様子（ネットワークから 14 枚を展示） 展示会場の様子 

 

小学生達も熱心に勉強していました 

 

山形県知事からも熱心に質問を頂きました 

 

３．好評だった展示農産物等の試販 
来場者からの農産物等の販売要請に応え、昨

年に続き会場に近い農水省北口玄関の一角で、

展示物のうち約半数の種類の展示物（農産物８

種類、農産加工品７種類）の一部を、農林水産

省生協の協力を得て、入場者の多い昼間の時間

帯に販売しました。  

この試販は会員の農産物等の販路開拓につな

げる狙いも持って行ったものですが、大変好評

でした。利益はボランティア精神で提供頂いて

いる展示者の展示物輸送費や展示会の経費に当

てたほか、一部会員からのアンテナショップ的

販売依頼品に係わる分は販売依頼者に還元しま

した。 

特記すべきことは、昨年は全て委託販売方式

でしたが、農林生協の買取販売にできた品が 4

品目出てきたことです。これは商取引につなげ

ていくための一里塚として評価すべきことです

が、対象商品が日持ちがして単価が安いものに

限られることや、販売ロットが小さいこともあ

って、運賃を考慮すると、継続的取引にならな

いと生産者側のメリット感は少ないという課題

も浮き彫りになりました。 

 
農産物等の試販品     

 
販売開始とともに集まってきた消費者達
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 会員だより（正会員）     

ハーブを利用した特別栽培米の生産・販売拡大に向けた取組 

ＪＡしまね島根おおち地区本部島根おおちハーブ米生産部会 

 
 

 

１． 石見高原ハーブ米の取り組みと特徴 

 ＪＡしまね島根おおち地区本部（邑南町、

川本町、美郷町、桜江町）は島根県の中央に

位置し、周りを山々に囲まれた中山間地帯で

す。最もアクセスが良い消費地は広島市とな

っています。 

 こうした状況のなか、農業振興に向け、地

域の有機質資源の活用が求められていたこと

が、石見
い わ み

高原ハーブ米生産（以下「ハーブ米」）

のきっかけであり、始まりでもあります。 

管内は昼夜の寒暖差による良食味の産地で

あり、旧石見町時代にハーブを利用した公園

設立や畜産地帯であることから、有機質を利

用した野菜の栽培も盛んに行われてきました。 

ハーブ米の生産は、これらの地理的特徴を

組み合わせつつ、ＪＡ島根おおち地区本部と

農家の努力のもとで始まりました。そして、

その環境保全効果や高い食味評価により、主

として生協ひろしまに「ハーブ米こしひかり」

が出荷されています。そして、近年では同じ

栽培方法の「ハーブ米きぬむすめ」が東京方

面への販売へ結び付くこととなりました。 

 

（１）ハーブ米栽培の特徴 

 ハーブ米とは、ハーブの一種であるレッド

クローバーやクリムソンクローバーを緑肥と

して利用し、慣行栽培比で化学肥料を99％カ

ット、農薬を50％以上カットした特別栽培米

です。なお、全ての生産者は島根県からエコ

ファーマーの認定を取得しています。 

 実際の作業は、秋から始まる一年を通した

ものとなります。稲刈り後に耕起し、クロー

バーを播種し、生育を開始します。なお、ハ

ーブ米はクローバーの播種時点で、翌年のハ

ーブ米の作付面積が決まることとなります。

翌年春のクローバー生育状況により有機質肥

料の量を加減するとともに、田植えの1か月

前（窒素分の最も多い開花終期まで）にすき

込みます。従って秋から春はクローバーの生

育、春から秋にかけては稲の生育と、ハーブ

米栽培にかかる作業は通年にわたります。       

栽培にかかる労働時間は、溝きり作業とク

ローバーの播種作業がありますので、慣行栽

培に比べ１割増しとなります。  

ＪＡ地区本部としても栽培暦を作成し、特

に土づくりに重点を置き、以下のような点に

留意して栽培管理の徹底や栽培技術の改良に

取り組んでいます。 

 

ｏ土壌分析の実施 （地力の判定と必要肥料の
判定） 

ｏ堆肥、土壌改良材（ミネラルG）の投入  
ｏ水管理の徹底（後半出穂からの水は重要、
昼夜温度差１０度以上）  

ｏクローバーの生育促進のため播種前の溝き
り排水対策の実施 

 

また、夏に次の年の栽培説明会、冬季座談

会で今年の生育や出荷状況と栽培管理の注意

点、来年の取り組みについて確認を行い、田

植え後には現地において現状の生育や栽培管

理について説明会を実施しています。 

なお、ハーブ米生産に関する協定書と契約

書を、生産者、ハーブ米生産部会、島根おお

ち地区本部の間で毎年交わすことにより、品

質の維持・向上を図っています（文末参照）。 

    

（２）取組への評価 

 平成２３年度からハーブ米生産者は全て環
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境保全型農業直接支払交付金の対象になって

います。平成２１年には「石見高原ハーブ米

Ｒ」として商標登録を取得したほか、平成２

７年には「第12回お米日本一コンテストin

しずおか」で最終審査に進み、平成２８年度

には島根米品評会において首席に選ばれ、平

成29年度には日経トレンディー主催の米ヒ

ット甲子園２０１７の大賞米（参考）に選ば

れるなど、その食味が高く評価されました。 

 生協ひろしまが確固たる販路となっている

ことから、平成２７年度からはハーブ米につ

いては別精算での集荷となり、ハーブ米の買

取価格は、その他の米の概算金と比べ1俵当

たり１０００円高い水準になっています。 

 

（参考）「日経トレンディー」からの抜粋記事 

「米のヒット甲子園」（主催：日経トレンディ）は、全国
の五つ星お米マイスターから推薦されたブランド米
から、得票数で上位に選出された銘柄を対象にした
新米の味覚審査会。今回は、86 人の五つ星お米マ
イスターが推薦した 195 品種のなかから、得票数で
上位に選出された 9 銘柄が最終審査にノミネートさ
れた。 
 2017 年 11 月 21 日、最終審査会が、東京都内で開
催された。最終審査会に残った 9 銘柄を同じ手順で
炊飯し、7 人の審査員が「もっちり－あっさり」「柔らか
い－硬い」などの軸で評価。それぞれの銘柄の味の
個性を明らかにした。その結果、“今一番食べてほし
い米”として、米のヒット甲子園 2017 大賞米が島根
県・邑智産「石見高原ハーブ米きぬむすめ」に決定
した。 
 「石見高原ハーブ米きぬむすめ」は、クリムソンクロ
ーバーを栽培し、緑肥としてすき込んだ水田で栽培
され、減農薬も認定条件とされる。審査会では、その
風味に加え、環境への配慮も考慮された。 

 

（３）生産状況 

 ハーブ米の生産は、平成１５年の開始以降

面積が拡大し、初年度から栽培されてきた「石

見高原ハーブ米コシヒカリ」に加え、平成22

年からは「石見高原ハーブ米きぬむすめ」の

栽培を始めました。平成１５年では作付面積

がそれぞれの合計で７ha,生産量は２３ｔで

したが、平成２９年度は１７８ha、５４０t

と拡大しています。 

 しかし、平成２６年度と２７年度にはやや

面積が減りました。これは、平成２５年度以

降に頻発した豪雨災害及びそれに伴う圃場の

喪失や災害復旧に時間がかかったためです。

このようなリスクは安定的な出荷量を確保で

きない要因ともなっています。 

 

２．結び付き米であることが生産の支え 

 ハーブ米は生協ひろしまとの強い結び付き

でつながっており、支えあっています。また、

ふれあい水田では田植えから稲刈りまで、消

費者・販売者・生産者との交流を行なってい

ます。生協ひろしまとの取引の背景には、発

足当時からの連携の深さがあり、今後も取引

を拡大してほしい生協側の意向もあります。

こうしたつながりが生産の支えとなっていま

す。 

 

（１）協同組合間の協定 

 生協とＪＡ地区本部の交流は30年前より

始まっており、野菜の産直を通じた長年の交

流が基となっています。平成２１年には「環

境を守る宣言」を県知事認可のもと、両組合

名で公表し、平成２５年には「協同組合間の

『協同』と『提携』に関する協定書を交わす

など連携を強化しています。  

これらの宣言や協定書では、「環境に配慮し

生産された農産物の取引」や生協組合員、職

員を対象とした農業体験活動の推進を目標と

しています。 

 

（２）消費者と生産者をつなぐ交流 

 消費者である生協ひろしま組合員や職員、

生産者との交流は、野菜の学習会などから始

まり、平成7年からは田植えから稲刈りの体

験交流も行われるようになりました。ふれあ

い水田では、手植えによる田植え、草刈り、

生き物調査、手刈りによる稲刈りを毎年行な

っています。 

こうした交流は、単なる体験だけではなく、 
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水田鋤き込み前のクローバーの花が咲いた様子  ふれあい水田にて親子連れの田植え作業 

 

 

 

田ぐるまを押す様子  稲刈りの様子 

 

 

 

   

どのようにして安全安心できるご飯が出来

るのかを体験しながら学べる食農教育となる

だけではなく、生産者が産地をアピールでき

る場でもあります。 

平成２０年には生協ひろしま職員有志によ

る「石見米づくりの会」が結成され、職員と

その家族が参加するなど交流がますます深く

なっています。 

 

（３）販路開拓 

 こうした生協とのつながりをもとに、「石見

高原ハーブ米コシヒカリ」は生産者の「しっ

かり作って届けてあげたい」との愛情をもっ

て生産販売しています。そして、地域では生

産する土地の高低差もある中で、品質向上と

良品質米生産を求めて、「石見高原ハーブ米き

ぬむすめ」の生産に取り組んだものの、なか

なか主たる販売先が見つからず苦慮してきま

した。 

そうした中でＪＡ統合前に以前の県内ＪＡ

であり、現在のＪＡ隠岐及び石見銀山地区本

部の紹介から東京方面への道が開けることと

なりました。幾度となく訪問活動を行い、ハ

ーブ米のＰＲを行ない、試食米を届けた結果、

販売先としてつながることができました。可

能であれば産地に来ていただき、実際の水田

でのクローバーが育つ様子は「まるで絵本の

花畑のようだと」驚かれたほど綺麗に咲いて

いました。 

このような取組を通して、現在は売れるの

に米が足りない状況となっています。今後ハ

ーブ米の販売価格はもっと高くできる状況が

出て来ています。今までの安全安心に加え、

将来的には特色のある、売れる米を作ってい

なければ、米を取り巻く情勢も変わるなかで

生き残れないと思います。産地として、ハー

ブ米の維持、拡大に今後も引き続き取り組ん

で行きます。 
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（参考） 『ハーブ米』生産基準 
 

(目標および生産方針) 

第１条：当基準は、ＪＡ島根おおち『ハーブ米』の栽培方法および集出荷の方法についての基準を規定で定め

る。 

第２条：消費者ニーズに対応した安心安全な米の提供をするために、生産にあたってはハーブの一種である

クリムゾンクローバーを緑肥として使用することに加え、有機物の投入を積極的に行い調和のとれた

土づくりを行い、肥料も専用の有機質肥料の施用により本田においては化学肥料を全く使用しない

栽培とする。又、農薬については、慣行の５割以下とし指定以外は使用しないものとする。 

(品種および種子更新に関する項目) 

第３条：１．当ＪＡで栽培する米の品種は下記のとおりとする。・うるちコシヒカリきぬむすめ 

２．種子については、島根県種子協会から供給された種子に毎年更新すること。 

(肥培管理および除草、病害虫防除に関する項目) 

第４条:１．指定農薬の安全使用基準を遵守し、指定された農薬以外は、使用しない。 

２．堆肥等の有機物の投入を積極的に行い土づくりに努めること。 

３．肥培管理および除草、病害虫防除については、ＪＡが定めるハーブ米栽培ごよみに基づき実施す

ることを基本とする。 

(収穫・集荷・出荷に関する項目) 

第５条：１．生産者は、収穫時に水稲協定書に記載され、認証を受けた圃場以外で生産された米の混入はしな

い。 

２．生産者は、所定の出荷規格を厳守する。 

(生産履歴の記帳と点検に関する項目) 

第６条：１．生産者は、ハーブ米栽培ごよみに記載された稲作栽培履歴を用い病害虫防除状況等を記帳する。 

２．生産者は、ＪＡによる定期巡回や個別指導において稲作栽培履歴を提出し、確認をうける。 

３．生産者は、稲作栽培履歴の記帳内容について自己点検を行い、専用のＯＣＲ用紙に転記のうえ、

出荷前日までに申込み書と併せてＪＡに提出をするものとする。 

(表示に関する項目) 

第７条：適合品の表示については、以下の通り規定する。 
１．個人により乾燥調整を行う生産者は、米袋に生産者コードを必ず添付するものとする。な

お、ライスセンター出荷分は、複数の生産者を１ロットとし同様のコードをＪＡにおいて

添付するものとする。 
２．次の基準を満たす米は「ＪＡ米」適合品としてＪＡにて米袋に専用のシールを添付する。 
①登録検査機関で受検された米穀 
②銘柄が確認できた種子により栽培した米穀 
③ハーブ米の生産基準に基づき栽培され、栽培履歴記帳が確認された米穀 

第８条：基準を満たさない場合の処理 
１．基準どおり栽培されていないものについては、その内容と理由を確認する。 
２．第８条１項の品物については、一般品扱いとする。 
３．無登録農薬の使用など、法令を犯す重大な過失があった場合は、該当圃場の農産物を出荷

停止する。 
(基準の見直しに関する項目) 
第９条：当基準は、毎年、栽培終了時に見直しを行い、安全安心協議会との協議の上、必要に応じ変更

された場合は、旧基準を速やかに回収廃棄し新基準と差し替える。 
(附則)この基準は、平成１８年４月１４日より実施する。 

 



11 
 

 お知らせ     

 
収量・品質向上のための土づくり技術を学ぶ 

－全国エコファーマーネットワーク研修会のご案内－ 
 

全国エコファーマーネットワーク事務局 

  

全国エコファーマーネットワークでは、「報告１」

（４ページ下段の５）でも紹介したように、新たに技

術力を上げるための「研修会」を開催することにし

ました。今回は昨秋行った会員の意向調査の結果

を踏まえ、環境保全型農業の基本となる土づくり、

特に作物の収量・品質向上を図る技術を学ぶこと

にしました。ほぼ以下と同様な研修会の案内を本

通信に同封致しました。受講者は先着 40 名限定 

 

ですので、関心のある方は仲間もお誘いの上、早

めにお申し込み下さい。 

なお、講師は生産現場に精通している土壌医

検定試験研修講師のお二人にお願いしているほ

か、先進的な取組農家の実例紹介や現場での研

鑽も行うことにしています。作物の収量・品質など

に問題を抱えている方のために、研修終了後には

時間限定で相談会も設けることにしました。 

 主 催   全国エコファーマーネットワーク   

 日 時   平成 30 年 3 月 6 日（火）13:00 （受付開始 12:30） ～７日（水）12:30 

 参加者   会員、農業者、農業団体、企業、その他希望者   

 会 場   （農）埼玉産直センター 会議室（埼玉県深谷市町田 500-1 電話：048-587-4127） 

 研修内容  

１） 講義 土づくり基礎講座  ６日（火）13:20～７日 10:00 

（１）作物の収量・品質向上と土壌の化学性 （6 日（火）13:20～14:30）   

講師：猪股敏郎（一般財団法人日本土壌協会専務理事、技術士） 

（２）土壌病害にかかりにくい土壌管理 （6 日（火）14:40～15：50） 

講師：猪股敏郎（一般財団法人日本土壌協会専務理事、技術士） 

（３）作物の安定生産と土壌の物理性 （6 日（火）１6:00～17：00） 

講師：日高伸（一般財団法人日本土壌協会常務理事、農学博士） 

（４）土壌分析結果の活用の実際 （7 日（水） 9:00～10:00） 

講師： 猪股敏郎（一般財団法人日本土壌協会専務理事、技術士） 

２） 事例紹介  私が実践している土づくりと施肥管理  ７日（水）10：00～10:30 

講師：福島政治（埼玉県 マルチファーム代表 ） 

３） 現地見学  7 日（水）10:40～12:30 

マルチファームの施設栽培ミニトマト圃場及び コマツナ栽培圃場 

 上記講義等終了後に参加可能なオプション（無料） ： 申込時に登録が必要 

１）（農）埼玉産直センター施設見学 （13:00～14:00） 

パックセンター、選果場、肥料センター、農産物直売所 

２） 土づくり相談会  申込時に事前受付（13:00～15:00 の間） 

２箇所で１組３０分ずつ（計８組まで） 

参加費 会員 3,000 円  非会員 4,000 円  

 （会員の構成員・従業員・子弟並びに当日ネットワーク加入者は会員並み参加費とします） 

交流会 割烹 楓（かえで）17:30～19:30（深谷市大塚３３４ ：電話 048-587-3260 会費 4,000 円） 

申込締切 平成３０年２月２８日（月） （先着４０名）  
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◆研修会場等の場所案内図 

 

 

研修会場は右奥パックセンター２階奥の会議室です 

◆交通手段等（首都圏方面からの代表的な行程を例示） 
○鉄道利用者 

①新幹線利用：上野発 11：10（あさま 607 号）⇒熊谷着 11：42  熊谷発（高崎線）11：53⇒深谷着 12：13 

②普通電車利用：上野発 10：45（高崎線高崎行）⇒深谷着１２：１３ 

＊深谷駅の改札口（2 階：1 箇所）で、12：00～12：30 の間、ネットワークのシンボルマークを掲げた案内

者が出迎え 3、4 人ずつタクシーで会場まで向かえるようにします（約 6．5 ㎞）。 

○自家用車利用（カーナビのある方は、表記住所か電話番号を入れて下さい） 
①一般道：国道 17 号線を深谷・岡部方面へ。国道 17 号バイパスを進み、「道の駅おかべ」地点で右折し、

259 号線に入り、約１㎞で県道４５号線を右折。約 400ｍ先右側に埼玉産直センターがある。 

②関越自動車道：花園ＩＣ下車、国道 140 号バイパスを深谷・熊谷方面に進み、国道 17 号線深谷バイパ 

スに出る。以下①に同じ。 

◆深谷駅近辺のホテル情報（条件は電話又は HP で確認されたい） 

ｏ 埼玉グランドホテル深谷（駅北出口より徒歩３分）：TEL048-571-211（７日朝の足確保のため連絡下さい） 

ｏ ホテルルートイン深谷駅前（駅北出口より徒歩２分）：TEL048-551-3311（車の方：無料駐車場有り） 

 

◆申込書（1 枚に 1 名ずつ記入：但し同一行動の方は複数名記入可） 

 

２月２８（月）までにＦＡＸまたはメールでお申し込み下さい。参加費等は当日受付でお支払い下さい。 
ＦＡＸ ０３－３２１９－１６４６     メール eco＠ｊａｐａｎ-ｓｏｉｌ.ｎｅｔ 

ふりがな 
所属・住所・連絡先（電話・メール） 参加区分（○印を付ける） 

氏  名 

個人名とふりがなの 
記載をお願いします 

全国エコファーマーネットワークの会員・非会員区分 
（該当する方に○印を付ける）⇒会員又は関係者 非会員 

研修会 
6 日 13:00

～7 日
12:30 

交流会 
6 日 
17:30～ 

19:30 

7日午後 

見 学
会 

相 談
会 

  

  

所属：        

住所：        

TEL（携帯）： 
   

 

ﾒｰﾙ：        

来会交通手段 （該当する方に○印を付ける） ⇒ 鉄道利用  自家用車利用  地元 
   

 

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 ＦＡＸ：03-3219-1646  （担当：小松清明） 

E-mail：eco@japan-soil.net   ウエブサイト：http://www.japan-soil.net/ 

研修会場 
埼玉産直センター 

コープ 

交流会場 
割烹 楓 


