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NPO法人鹿児島県有機農業協会

　1月25～26日に鹿児島県では8年ぶりとなる九州・山口有
機農業の祭典が行われました。これは各県持ち回りで毎年
開催しており、今回で26回目となる歴史ある祭典です。こ
の度も各県から有機農業関係者を中心に189名が参加しま
した。
　
　去年の4月に若手農業者を核とした実行委員会で準備を
始め、委員長の久木田大和さんを中心に若手ならではの斬
新な発想も出し合いつつ、終始笑いの絶えない和やかなミ
ーティングとなりました。最も力を入れた分科会は全11あ
るテーマごとに、各メンバーがなぜこのテーマにしたの
か、これをすることでどういう効果が生まれたら良いか、
などと意見を交わし本番にのぞみました。
　
　

　　　　企画広報担当理事　
　　　　　　園山　宗光

　ベテランから次世代へのバトン
　—有機の祭典を振り返って—

九州・山口有機農業の祭典
IN　鹿児島

第26回

　いざ当日、いきなりの機材トラブルに見舞われた基調
講演は、愛知県の鈴木啓之さんに「日本の農業をカッコ
よく！」というテーマで、カラフル人参などを生産し
SNSや各種メディアを通した情報発信に力を入れている
こと等を若手らしく元気よく、そして落ち着いてお話し
いただきました。引き続いて行われた分科会は最初に少
人数で話してもらう時間を取るなどして多くの方が話せ
る場になるよう工夫しました。その結果、それぞれ反省
点はあったものの「加工品」や「種」、「食育」や
「SNSでの販路開拓」など幅広いテーマごとに内容を深
める良い時間になりました。
 
　懇親会では恒例の各県ごとのスピーチも盛り上がり、
久しぶりの再会を喜ぶ様子、初めての方同士が会話を楽
しむシーンもありました。食材は実行委員メンバーに提
供してもらい、オリジナルのメニューで参加者をもてな
しました。恒例の種苗交換会はお酒が入った状態で初？
の開催となり、常連の方々を中心に活発な種のやりとり
が交わされました。
2日目の現地見学会も県内7ヶ所に分散したことで誘導に
は苦労する場面もありましたが、それぞれの見学先で熱
心に説明を聞いていただき、昼食会も含めて鹿児島の取
り組みを知っていただく貴重な見学会となりました。
 
　祭典を通して各県の有機農業の現状や人間模様が見え
る良い経験をさせてもらいました。私自身も父が発足当
初から関わっている祭典でもあり、今回はその歴史の重
みを感じる場所になりました。また私たち若い世代も各
県からたくさん参加していたので、九州・山口の有機農
業の息吹を感じることができました。長年かけてこの取
り組みを続けてきた先輩方には心からの敬意を表すると
ともに、今度は私たちの子の世代へとバトンをつなぐ準
備をしていきたいと思います。
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第26回九州⼭⼝有機農業の祭典
IN ⿅児島

県内外より189名のご参加！
ありがとうございました！

　今回で26回目を迎えた有機農業の祭典。県内外からはるばる霧島まで延べ189名の方がお越
しくださいました。会員の皆様にもご参加された方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「1年に1回の同窓会のようなもの」と楽しみにされているご様子の方も多くみられました。
　内容は、基調講演、分科会、懇親会、種苗交換会、現地見学会と盛りだくさん。
　今回は鹿児島県が担当県なので実行委員会を設け本番を迎えました。

※詳しくは広報誌「ORGANIC　VOL.15」にて掲載します。

実行委員長　
久木田大和さん

 

「日本の農業をカッコよく！」

基調講演

鈴盛農園
鈴木啓之 氏

【特別講師】

　基調講演では、愛知県・鈴盛農園の鈴木啓之氏をお招きしました。
　鈴木氏は自動車関連の会社から異業種の農業へ新規参入。
　作物を育てるだけでなく、ロゴマークをつくり情報をHPやSNSで
発信し今ではメディアに多数出演。“美味しくて安全な良い農作物を
つくる”ことを当たり前のベースに、鈴盛農園らしい数多くの試み・
工夫も進めていることや、オリンピック後を見据えた「これからの農
業」について語ってくださいました。
　参加者の皆さんも真剣に耳を傾けていました。
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　分科会は11個開催。20名以上のグループになる分
科会もあったりと、時間いっぱい充実した内容で盛り
上がりました。
　
　今回鹿児島主催ということもあり、司会進行を仕切
るのは実行委員。限られた時間内で有意義な内容にな
るよう、事前に理事の石川によるレクチャーから始ま
り、分担して開催しました。
　
　事務局も各自で分科会に参加。今回私は「SNS等を
活用した販路開拓」に参加しました。この分科会には
鈴木氏も参加されており、実際SNSをどういった目的
で使用しているかや、SNSの特徴について話してくだ
さり、皆さんの感想の中で「いかにファンを作れるか
なんだと思った」という意見がありました。
　
　作る人も買う人も「人」であるということに変わり
はなく、SNSでの販路開拓ということでしたが、SNS
の特徴を見極め使い分けを間違わず目的をもって発信
することで画面の向こう側にいる人に伝わり、結果的
に販路開拓に繋がるのではという内容となりました。
 
  

 
１、加工食品は生産者のためになるか　そのやま農園株式会社代表　有機農業協会常務理事　園山宗光氏　
２、農業は楽しめるか　杉村農園代表　杉村未知男氏　３、種を残そう　つるさね農園代表　鶴田修市氏　
４、人口減少社会と有機農業　澤田農園代表　有機農業協会検査員　澤田泰之氏　５、食育について　梅吉代表　平田辰久氏　
６、釣りと農業　自給農　富田淳也氏　７、新規就農者の育成と定着　丸武農園代表　武安拓海氏　８、ネオニコチノイドの影響について考えて
みよう　スージーファーム　中筋政美氏　９、食と健康　なかま農園代表　中間広順氏　
１０、  SNS等を活用した販路開拓　いちべじ代表　市原正博氏　１１、 少量多品目農業VS大規模農業　久木田農園代表　久木田大和　氏

分科会

懇親会＆種苗交換会

分科会リスト

　懇親会では鹿児島の焼酎や、実行委員が育てた作物を使った「オーガニックビュッフェ」をご用意。
　各県で舞台挨拶をし、久しぶりの再会に頬を赤らめながら話が弾みました！
　種苗交換会は今回は夜なべ談義を合わせての開催。持ち寄った種子について語り合い交換が行われました。
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２日目は現地見学会を開催。
７か所実施し、参加者の皆さんも興味深く参加されていました。

 
　皆さんこんにちは。私は出水で合鴨米を生産している澤田泰之と申します。
協会の検査員も務めさせていただいております。
　本日は皆様に「わけぇもんの集い」の紹介をさせていただきます。わけぇも
んの集いとは、有機農家と、そこに関わるひとたちで始まったゆる～い会で
す。入会条件も食と農に興味がある人というこれまたゆるゆるな感じです。だ
いたい飲み会を主体として、キャンプしたり、お花見したり、バーベキューし
たり、会員の家にみんなで泊まっちゃったりする活動をしております。ゆるす
ぎて、ここ５～６年ほど活動を停止しておりましたが、今年の夏はそろそろ活
動しちゃおっかなって雰囲気になっております。
　
　現段階で決まっている内容としては、来年の九州・山口有機農業の祭典は水
俣開催が決定しているということで、水俣からほど近い津奈木町で面白いこと
をやっておられる「森千鶴子さん」のところで研修させていただいた後、夜は
自慢の食材を持ち寄って、みんなで美味しいご飯を作りたいと考えています。
 
　開催日は8月上旬の平日になると思われます。参加を希望される方がいらっ
しゃいましたら、是非ご連絡ください。
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 
 

「わけぇもんの集い」のお知らせ

�

�

澤田泰之さん
（澤田農園）
 
 

２⽇⽬：現地⾒学会
 
 
 
 
１．草堆肥をつかった有機ごぼう栽培
　　きりしま有機（霧島市国分）
２．有機茶の生産から加工販売までの一貫経営
　　ヘンタ製茶（霧島市牧園町）
３．有機人参・ほうれん草などを栽培
　　そのやま農園（姶良郡湧水町）
４．有機農産物のお店＆レストラン（生産組合直営店）
　　地球畑（鹿児島市西田・荒田）
５ .有機黒酢の壺畑、お店、レストラン
　　坂元醸造株式会社（霧島市福山町）
６．有機さつまいも・人参などを栽培
　　久木田農園（霧島市福山町）
７．農園と小水力発電所「水永吉くん」の見学
　　つるさね農園（日置市吹上町）

⾒学地リスト

わけぇもんの集いって？

TEL：090-3071-9608 ✉：komezamurai@gmail.com
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■認証名　花の木ファーム　　　　　　
■所在地　鹿児島県肝属郡根占川北9466-8
　平成27年　9月　ＪＡＳ認証取得

Q1. 会社紹介と農福連携の取り組みについておしえてください。
　
　花の木農場は障害のある方々が自身の能力を生かし、社会とつながっていくことを目指している開放型
福祉農園です。広々とした農場では障がいのある方とスタッフが力を合わせて、農作業や食べものづくり
に励んでいます。
　比較的軽度の障がいの方が、就労する能力を身につけたり、実際に仕事の場として利用していただく施
設です。南国・鹿児島の地場産業の中で、比較的重度の障がいのある方にも向く仕事として着目し、導入
しました。お茶は、今では花の木ファームを代表する商品です。栽培は自家農園でおこない、製茶も自社
工場でおこないます。
 
Ｑ2. 認証を受けようと思った動機はなんですか？
　
　最近では、消費者の方々も、有機食材に関心を持たれるようになり、供給する上でも、これから先、お
茶の販売力につながる商品であると思い認証を受けることが大事だと思いました。
 
Ｑ3. 作っている作物、加工している作物はなんですか？　また、こだわりなどありますか。
　
　今のところ 、お茶だけが、栽培加工まで、有機認証を受けていますが、特に土作りに、こだわりを持
ち、これからは、きのこ、にんにく、トマト等まで 認証作物を増やしていきたいと思います。
 
Ｑ4. 今後めざしたい事ややりたいこと等をおしえてください。
　
　一人でも多くの方に わが花の木農場を知ってもらい有機認証の商品を飲食してもらうために他作物につ
いても有機認証取得に挑戦していきたいと思います。
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法人認証事業者紹介
花の木農場



 
 

認証件数

 

 

認証部からのお知らせ

【小分け業者の扱いについて】

 

　本誌「こあ・ぷれす」第77号、第78号において、生産行程管理者は小分け業者の認証がなくても、小分
け業者が行うことができる小分け行為を行うことが可能になったことをお伝えしました。
 
　当協会では、生産行程管理者の認証と小分け業者の認証の二つを取得されている事業者のみなさまに対
し、小分け業者の認証を廃止し、生産行程管理者の認証に含めるという対処をお願いし、既に生産行程管
理者の認証に統合された方もいらっしゃいます。
　また、業務規程別表2を改訂し、生産行程管理者の認証の中で小分け行為を行う場合、「受入れ、小分
け加算料」を徴収するという新たな料金体系を設定し、既に施行しているところです。
　
　先日、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)福岡センターが主催した有機JAS制度に関
する講習会でこのことについて説明や質問があり、必ず上記のように対処しなければならないということ
ではないことが判明しました。現状、生産行程管理者の認証と小分け業者の認証を生産行程管理者の認証
一つにまとめるよう対応してきましたが、これまでどおり、それぞれに取得したままでも問題はないとの
ことでした。
 
　今後は、確認調査時に事務局から丁寧に説明をさせていただいた上で、認証事業者のみなさまにどちら
かを選択していただきたいと思います。業務規程別表2は、二つの認証をそれぞれに取得される場合の以
前の料金体系を復活させ、どちらにも対応できるよう改定いたしました。同封しております別表２を参照
してください。
　誤った対応ではありませんでしたが、改正された内容を正確に把握し、お伝えすることができておら
ず、混乱させてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。
　
　不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。
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4月12日/16日
場所：かごしま環境未来館

 

 
 

　４月12日と16日に有機JAS講習会を開催します。
　今回は、新規事業者や既存事業者の初めて受講する方向けの有機JAS講習会と
なります。すでに有機JAS講習会を受講したことがある方はフォローアップ講習
会の受講対象者となります。フォローアップ講習会については、別日程で計画し
ておりますので今後ご案内させていただきます。
　
　また、会場の関係で日程が有機農産物と有機加工食品で異なりますのでご注意
ください。
 
　新しく担当者になる予定の方やこれから有機JASの認証を取得しようと考えら
れている方がおられましたら、ぜひお声掛けいただきますようよろしくお願いい
たします。
 
　※詳細案内と申込については別紙を参照ください。

 

 

有機JAS講習会のご案内
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普及啓発

お知らせ

ORGANIC FESTA 2019
　第12回となる今年のオーガニ
ックフェスタは11月23日（土）
24日（日）に開催予定となりま
した。
ウォーターフロントパークでの
開催は今年で最後となります。
 
　また、今までにない企画も考
案中。また今年も多くの皆様に
お越しいただけるように準備を
進めています。
 
　募集要項に関しては夏頃には
皆様へお知らせできる予定です
ので会員の皆様も是非ご参加く
ださい。

2019

11

23

24

国際オーガニック映画祭

2019

実⾏委員 ＆

ボランティアさん

募集中！

　今年の映画祭は今までの
形態と異なる形で日程・回
数を分けて開催する方向で
す。
　今まではガーデンズシネ
マさんで連続3日間開催して
おりましたが、今年度はシ
ネマでの開催は秋に1日開催
とし、他の季節にも上映会
を設定、合わせて普及啓発
に繋がるイベントをするな
どして、より皆様の生活に
「オーガニック」を感じら
れるような内容をお届けで
きたらと進めていいます。
 
　日程については追ってお
知らせとなります。
　HPやFBでも随時お知らせ
しますのでチェックしてく
ださい♪
 
 

　フェスタ、映画祭ともに一緒
にイベントを考えたり、楽しん
でくれる方を募集しています。
　
　実行委員やボランティアさん
は、会社員、農家、主婦、学生
などが参加中！条件はありませ
ん♪
　是非皆さんの参加をお待ちし
ております！
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