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　「勝目が好き」という二人の息子は成長して家庭
を持ち、鹿児島市と東京で暮らしています。ここが
好きな理由は「四季折々に吹く風」と「その風に乗
ってただようかおり」です。私も同じく、春の野焼
きに始まり、夏の田植えと草刈り、秋の米の収穫、
冬の枯れ野原など、「ここだけに吹く風と季節のに
おい」が好きです。
　また、寒い冬が終わりに近づく頃に「あっ、春が
来た」と感じる瞬間が好きです。それは、小川の水
が変わる時です。どんよりとした重い鉛色から明る
くきらきらとした流れになるのです。この変化に気
づいたときは心が躍ります。小川の表情が変わる頃
には、冷たい風の中にも優しい風がほんの少しだけ
加わっていきます。
　私は、約15年前(2006年)に多くの方々の参加と協
力をいただき、地元学と食暦の冊子「枕崎の食べ物
歳時記」を「あわんめしの会」の仲間と作りまし
た。この冊子の中に「なつかしい未来へ」という文
章があります。
　「枕崎にかつてあったものや忘れられてしまった
ものを掘り起こして、再び注目してみると、そこに
は自然や風土と共にあった人々の暮らしやものが浮
かび上がってきます。そこからは未来への大切な作
法、心構え、可能性といったものが伝わってきて現
在でも学ぶことが多くあります」と書かれていま
す。そして、そのあとに地域の方々に聞き取りを行
った内容の記事が続いています。
　この聞き取り調査の中で、今でも私の印象に強く
残っている「てごんぞま」という料理があります。
普通のそばに、茹でた千切り大根を混ぜて食べる料
理です。一般的には「正月料理で疲れた胃を休める

　食べ物」と言われていますが、事実は料理のかさ
を増すために入れられることが多かったのです。
　「そばは蒔いて75日目の夕飯に間に合う」と言わ
れるほど短期間で、しかも、やせた土地でも収穫で
きる作物です。そばを収穫してしばらくの間は大根
よりもそばの割合が多く、そのうち、だんだんと大
根の量が増え、ついには、そばは数えるほどになっ
てしまうのだそうです。
　母親たちは食べ物の少ない中で、せめてお腹いっ
ぱい食べさせたいと大根でかさ増しして食べさせ、
子どもたちは、小さいながらも「うちにはもう、食
べるものがあまりないんだ」と感じて、とても悲し
く涙がボロボロ出たと話していました。
　食べるのに苦労した時代からまだ60年。今の日本
はとても豊かになりました。どこでも、いつでも、
気軽に食べ物が手に入ります。我慢できない空腹を
強いられることはほとんどなくなりました。しか
し、食料が手軽に手に入るようになると同時に、い
つの間にか食べ物に対する感謝の心も薄れてしまい
ました。
　さらに、最近では食べられる食品が廃棄される
「食品ロス」が世界的に問題視されるほどになって
います。
　南薩地域は、カツオなどの海産物や黒豚や牛など
の畜産物、野菜などの農産物など、海、山、里の食
材が豊かな地域です。しかし、その豊かさの陰で、
近年住民の健康状態の悪化が指摘されています。
　先日行われた南九州市の会議の中では、「家にま
な板と包丁のない家庭」が若い世代で増え続けてい
るとの報告がありました。また、南九州市には血糖

理事　鮎川 ゆり子



値の高い妊婦さんが多く、約半数の妊婦さんに血糖値の異常がみられるとのことでした。この数値は、鹿児島県の約
2.5倍になり、改善の計画が提示されました。驚きで鳥肌が立ちましたが、私たち栄養士も改善に向けた行動を起こし
たいと考えています。
　私は6年前に築100年以上の古い馬小屋を買いました。そこを改造して、かまど、いろり、五右衛門風呂、薪ストー
ブなどの「火の学び」と「実から実の命のつなぎ」を伝える場所「風の実」を作りました。
　場所を決める条件は、「馬小屋があること、近くに小川が流れていて、井戸があり、敷地内に畑があること、ま
た、メンバーが夜間に行き来するときに安全な場所で、しかも安価である」という、かなり厳しいものでした。
　このような条件のもとに土地を探すのに5年を費やしたため、計画がずいぶんと遅れてしまいました。しかし、幸せ
なことに、心優しい方々の協力により、現在の場所を得ることができました。
　入手時、竹や草、木で荒れていた土地は耕して畑になり、農薬や化学肥料を一切使わずに約80種類の作物を作るこ
とができるようになりました。作物の自給自足を目指して畑を区割りし、連作にならないように工夫しています。
　ここでは、「あなたの体はあなたの食べたものでできている」という考えをもとに、手をかけて育てた作物を収穫
して、みんなで食事を作ります。四季の行事食やこんにゃく、ちまきも、かまどやいろりにまきをくべて、やさしい
炎を見ながら手作りします。
　明日は今年最後の種まきで、小麦と大麦をまきます。来年の初夏には収穫した大麦を子どもたちの小さな足で「足
ふみ脱穀」して、同時に、ストローも作りたいと考えています。その時には、どうぞ、コロナが終息していますよう
に。
　災害続きの時代ですが「風の実」が子供たちの笑顔とともに、「ここに吹く風をいつでも感じられる」場所になる
ような活動が続けられますようにと願っています。

　本年度は、コロナ禍の中で映画祭の開催も危ぶまれましたが、実行委
員会を重ねる中で、オーガニックフェスタと同時期に実施することにな
りました。
　ガーデンズシネマで約2週間の開催です。これまでのようなトークイ
ベントなどは縮小し、映画館の座席も25席に限り、予約制ですすめると
いうものです。名前も今年度は「オーガニックシネマウィークス2020」
と名付けました。
　チラシ配布は、10月からだったので広報が行き届くか心配でしたが、
オーガニックフェスタのチラシでも紹介し、フェスタ参加者にも200円
割引という特典もつけました。　　　　　　　　　　　（次ページへ）

福迫眞理子さんは本年度から理事に就任。映画
祭実行委員として立ち上げ当初から映画の選定
や企画を一緒に作ってくださいました。今年は
オーガニックフェスタで映画祭の宣伝に活躍し
てもらいましたので、感想をいただきました！

 

福迫　眞理子
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　その後、フェスタと同時開催されている２０
２０映画祭の話をすると、“今年の映画祭はな
いと思っていた”とか“えー！今やってるんで
すか”の声。
　今回上映される三作について、ポスターを見
ながら内容を説明すると“じゃあ、行ってみま
す”“わぁ、観たくなった”“明日にでも予約
します”と、その場で電話する人もいて、こん
なに関心をもってくださる方が多いんだと驚き
ました。

　今年の三作品は、実行委員会の中で試写会を
して選んだ力作揃いです。それぞれに豊かなメ
ッセージがありそれをわかりやすく見事に表現
してあります。是非、多くの人に見てほしいと
思って、説明する私も力が入りました。じっく
りと耳を傾けてくださる方が多くてそのことに
も感動しました。

　今年はフェスタと映画祭が同時期の開催だっ
たことで、このように映画を紹介することがで
きました。　
　初めて会った人たちなのに、オーガニック映
画作品を通じて、語り合えた時間は私にとって
貴重でした。
　映画鑑賞後の感想文の中に「常識から解き放
たれた」「知らないことをしるのは楽しい。自
分は知らないんだということを知ることができ
た。」「私たちのライフスタイルが私達の未来
を変えるんだ。」など素晴らしい内容のものが
多いでした。

　参加してくださった方々、そして厳しい状況
の中、開催の努力をしてくださった園山さん、
ガーデンズシネマの黒岩さん、他スタッフ、ボ
ランティアの皆さんありがとうございました。

　オーガニックフェスタ当日は、フェスタ会場
の中に映画祭を紹介するブースを設け、これま
で上映された映画のポスターをガーデンズシネ
マからお借りして展示しました。特に、人気の
あったもの心に残ったものなど数十点を選んで
パネル展示して並べてみると、これまでの10年
間の歩みが目に見えるようで、改めていい映画
を上映してきたんだなぁと思いました。
 
　今年はコロナ対策で、ゆったりとスペースを
空けてお店のブースが並べられています。その
中で、映画祭のブースは、素敵なポスターが展
示してあるのでひときわ目を引きました。

　フェスタの来場者が次々と来られて、“わ
ぁ、この映画よかったよね。感動した”“もう
1回みたい”“この映画は見られなかったので
ぜひ再演してほしい”など、声をかけられまし
た。
　特に、「人生フルーツ」は人気で“この夫婦
の生き方が素晴らしかった”と絶賛の声も多
く、映画談義に花が咲きました。

　

会員満足度調査に関する
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今年は2週間という長い期間で映画祭に代わる「オーガニックシネマウィークス2020」を開催！例年9月の開催ですが今
年度は時期をずらしてオーガニックフェスタと同時期の開催としました！
前項の福迫さん記事でもあったように、たくさんの方とオーガニックフェスタでお話する機会にもなり、映画祭を知って
もらえたと思います。
コロナ禍の中でできることは限られましたが、映画祭実行委員会で何度も話し合いを重ね開催した映画祭。席数も半分の
25席満席という制限もありましたが2週間でトータル257人のたくさんの来場者がありました。
感想もたくさんいただいたのでご紹介します！

Impression　
  今気になっている活動の１つとしてきちんと取り組んでいることが日本にもある

ことを知れたし食をもっと大切に工夫することを考えた。
凄く良かった。メモしたかった。心にメモした。もう一度見たい。心が温まっ
た。豊かになった。観方は無限だと感じた。
コロナ禍で経済優先の社会を疑問に思う中、タイムリーな映画でした。出来るこ
とから行動に移していきたいと思います。
生産地や生産者さんを知らないままで食べているものが沢山あります。生産地や
生産者さんを知ると食材の一つひとつがとても大切に思えてきます！
意識を変えたいと思いました。私だけではなく家族にも。
もったいないキッチンとてもいい映画でした。この映画を多くの人が観れる機会
があればいいと思う。（特に教育現場など）
 日本にこんなにたくさんの食品ロスのための取り組みがあるとしって驚いた。全
部みたかった。
 私達のライフスタイルが私達の未来を変える。という言葉と「choice&ボイス！」
心に！忘れずにいこうと思います。

Cinema WEEKS 2020

「もったいないキッチン」ではプロデューサーの関根
さんと作中の金七商店瀬崎さんによる挨拶とアフター
トークがあり、満席に！

いただきますの初日にもリモートトークで監督と観客
席でトークイベントも！コロナ禍でできる方法を探っ
て楽しい時間となりました✨

ORGANIC

パネルで作品や活動の内容を説明すると、高校生や来場者が真剣に聞いてくだ
さいました。
実際にオーガニックフェスタで初めて知ったので来ました！という若い方も！
未来を担う若年層にも知ってもらえたら嬉しいですね！

by  in kagoshima 



　第13回目となるオーガニックフェスタかごしま2020。
　今年は様々なイベントが中止され、フェスタも例外なく、開催について話し合いを重ねてきまし
た。1年前は誰も予想だにしていなかった未曽有の事態。でもせっかく広げたオーガニックの輪を、
ここで絶やしたくはないという想いを伝えるべく、どのような形でも、開催する方向で話し合いはす
すみました。
　フェスタ当日は昨年とはうって変わり、11月21日(土)・22日(日）の2日間とも小春日和のいい天
気。コロナ禍の為規模を縮小したこともあり、いつもよりゆっくりと見て回れたという来場者様のお
声を多く聴きました。
　また、今年は例年にないほどのボランティアの応募があり、実行委員会一同本当に助かりました。
　出店者様、来場者様、ボランティア様、また会員の皆様のご協力のもと、混乱もなくフェスタが無
事に終了しましたこと、お礼申し上げます。

　

Organic festa kagoshima 2020
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九州各県の有機農業の
現状と課題

有機振興策
「福岡県」－－環境直接支払い事業での支援。

「佐賀県」－－環境直接支払い事業のほかに、農家に対して
の認定料助成（上限5万円、3回まで）。さが有機農業塾を
年に2回開催。

「長崎県」－－環境直接支払い事業のほかに、長崎エコひい
き農産物支援事業として101万円、有機農業指導員の育成、
有機農業推進ネットワークの活動支援、研修会の開催。

「熊本県」－－環境直接支払い事業のほかに、地下水と土を
はぐくむ農業総合推進事業として、土壌分析費用の補助、技
術導入支援、消費者への理解促進、意見交換会の開催。

「大分県」－－環境直接支払い事業のほかに、2400万円の
予算。有機野菜産地づくり促進支援事業（ハード整備補助率
2分の1）おおいた有機農業研究会への委託事業として、広
域出荷体制づくり支援事業、有機甜茶栽培加工技術の向上及
び普及。ホテルや飲食店等とタイアップイベントの実施。シ
ェフとコラボしたPR機関誌の専門雑誌への掲載。

「宮崎県」－－環境直接支払い事業での補助。

「鹿児島県」－－環境直接支払い事業のほかに、有機農産物
の生産体制確立事業。有機農業団体が行う規模拡大に向けた
取り組み支援、栽培技術講習会、生産加工物の販売促進。
（2分の1補助、上限30万円）

課題及び対応状況 
「福岡県」－－有機農業の推進体制が整っておらず、有
機農家や今後有機農業を目指す農家への支援が十分に行
えていない。今後は有機農業推進体制整備交付金を活用
し、普及指導員および農協職員と連携し、体制を整えて
いく予定。 　

「佐賀県」－－JAS取得者増加のための施策を検討する必
要あり。認証料が高くて断念する人がいる。販路確保。
有機栽培指導者の確保。（今年より専門技術員の1名確
保）食育との連携―給食への導入希望あり。 

「長崎県」－－技術が少ない、少量多品目のため安定し
た販路確保が難しい。病害虫の発生で収量、品質が大き
く左右される。認証費取得の補助を求める声がある。 

「熊本県」－－有機農業の実践に必要な機械や資材の導
入が進んでいない。新規就農した際に販路の確保が難し
い。県内消費者の有機農産物需要が少なく、地産地消ま
で至っていない。認証手続きの生産者負担の軽減を求め
る声がある。

（次ページへ）

　先だって、九州農政局の主催で、「有機農業者及び各
県担当者との意見交換会」が開催されました。 
　生産者の立場からということで私も参加し、各県の取
り組み状況を知ることができました。先進的な取り組み
がされているところやこれからのところなど、かなりの
ばらつきがあるなあーと実感したところです。 
　そこで聞いた各県の状況について概略を報告します。

O R G A N I C  N E W S

有機農業の取り組み状況 
 　有機認証の取得実績からみると、農家戸数、面積とも
に鹿児島県が1位となっています。



「大分県」－－技術支援が困難。経営面が苦しい生産者が多
い。小規模な生産者が多くそれぞれが独自に販売しているケ
ースが多い。消費者の認知度が低い。地元では有機野菜の消
費量が少なく、販売先確保に苦慮。

「宮崎県」－－有機農業者間のネットワークが弱い。技術の
体系化がされていない。ロットが小さく、まとまった販路の
確保が難しい。

「鹿児島県」－－新規就農者も含めた有機農業者に対する経
営技術支援、栽培技術の開発促進や普及定着を図る必要。消
費者や流通関係者等の理解促進。

認証事業者紹介

株式会社　自然の都

Ｑ1　何を生産していますか？

 

Ｑ2　こだわりなどありますか。
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Ｑ3　有機農業協会に望むこと。
　　　また、JASマークへの思いなど。

 

 

Ｑ4　コロナ禍で影響がありましたか。
　　　何か工夫していることがありますか。

 

 
 

認証日：2020/4/30
宮崎県都城市平江町44-3-1

感　想
　共通して課題と認識されているのが技術支援をどうする
か。販路確保に苦慮している。消費者の理解が不足、いかに
消費者の理解を図り購買行動に結びつけていくか。
　どれも簡単なテーマではないですが、先進事例に学ぶ姿
勢、お互いが交流して知恵を出し合うことが必要なのではな
いか、と感じたところです。

 

Ｑ5　これからの目標や夢は？

 
2 5 50

 

O R G A N I C  N E W S



　2020年12月18日に当協会の2020年度第3回理事会が開催されました。理事会では12名の理事が
出席され、現在の認証状況や海外への同等性の仕組みを利用した輸出状況、オーガニック映画
祭、オーガニックフェスタの実施等について報告がありました。また鹿児島県有機農業推進計画
に対する要望書や今回同封させていただいている会員や認証事業者の皆様へのアンケートの実施
について等審議されました。　

　認証状況では、11月末現在で有機農産物が259事業者、有機加工食品が93事業者、小分け業者
が14事業者、有機飼料が1事業者、独自認証の有機酒類が2事業者認証されていることが報告され
ました。また同等性の仕組みを利用した輸出状況では、コロナウイルス感染症の影響で昨年より
減少したものの、4月から11月の間でお茶を中心に243件の輸出があったことが報告されました。
また11月には当協会では初めての台湾向けの輸出が行われたことが報告されました。

　オーガニック映画祭とオーガニックフェスタの報告につきましては、本紙のP4～P5で詳しく報
告されていますので、そちらをご覧ください。
　
　審議事項では、「鹿児島県有機農業推進計画（骨子案）」に対しての要望書の内容について審
議が行われました。現在の骨子案では有機農業の取り組み面積や農家数について触れられていま
すが、その面積や農家数の10年後の目標をもっと高く設定してほしいこと、有機食品の消費拡大
に向けて具体的な方策を組み込むこと、有機農業の技術開発・普及に対して予算をつけていただ
くことを要望書として提出することとなりました。

　現在「鹿児島県有機農業推進計画（骨子案）」に対するパブリックコメントの募集が2021年1月
20日(水)まで行われております。
詳細は鹿児島県庁HP(https://www.pref.kagoshima.jp/ag05/yuukikeikakuikenn.html)をご
覧ください。
　
　また現在当協会が行っている映画祭やオーガニックフェスタを中心としたORGANICを普及する
活動に対して会員や認証事業者の皆様がどのように感じられているのか、アンケートを実施する
ことが決定いたしました。皆様から寄せられたご意見等は今後の普及啓発活動に役立たせていた
だきますので、同封しておりますアンケートにご協力お願いいたします。

　10月16日・17日に東京都立産業貿易センターにて開催されて
いた『第5回オーガニックライフスタイルEXPO2020/第1回
SDGsライフスタイル』に参加してきました。このイベントは、
日本最大のオーガニックライフスタイルの祭典として、一般社団
法人オーガニックフォーラムジャパンが主催となり、『オーガニ
ック3.0を推進する～持続可能な開発目標SDGsの実現に向けて』
というテーマを掲げて開催されました。
　コロナ禍での開催ということもあり、出展者は半減していまし
たがSDGsに関連したセミナーが多く開催されておりました。私
は指宿さんと様々なブースを回り、協会から持って行った広報誌
の「organic」を配ったりしていろんなブースの方々とお話しさ
せていただいたり、セミナーにも参加しました。普段の業務では
有機食品の認証に関する業務が中心となる私にとっては、有機食
品の認証だけではない様々な視点からオーガニックを取り巻く状
況や今後の展望に関する話を聞けたことは、非常に刺激になりま
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次ページへ）
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　さらに歴史的な背景としてもオーガニックだけではな
く、平和運動や女性問題に関する運動、環境問題などの
様々な社会運動が起こった1970年以降、政治の場の中
に「緑の人々」と呼ばれる「緑の党」の設立が大きな役
割を果たしているのでないかと話されていました。
　そのため、市民運動としての考えが社会全体のメイン
ストリームとなってきており多くの人々にとって、オー
ガニックなどの考えも身近になったと思うと話されてい
ました。
　このように日本の市場や消費者と比べると考え方や意
識の差が大きいドイツですが、有機食品については輸入
も多いため、国内の有機農家への支援も現在進行形で実
施されているようです。有機農業の生産者への支援とし
て、「有機農業の未来戦略」と言われる国家アクション
プランが2030年までに有機農地を20％達成することを
目標にしており、補助金なども積極的に活用していくこ
とを決めているそうです。
　
　日本の市場規模から考えるとドイツからは10年以上遅
れており、まだまだ消費者の意識が追いついておらず、
大きなムーブメントになるためにはしっかりとした情報
提供や知識の教育が必要だと感じました。レムケさんも
話されていましたが、有機農業は公共財としての役割が
大きくその面についての共通認識の必要性やそれに関わ
る教育と併せて、さらなる公的支援の必要性も言われて
いました。

　今回オーガニックライフスタイルEXPO2020に参加し
て、一般の人に向けての情報提供や有機農業について知
ってもらうことは大切であり、最近のＳＤＧｓの話題や
エシカルなどの考えや理念も徐々に広まっていること
は、今後の有機農業を取り巻く環境として、徐々にでは
ありますが、よりよい方向に向かってきているのではな
いかと思いました。
 
今回は、参加させていただきありがとうございました。

　16日のセミナーは、有機食品のような規格がないオー
ガニックコスメ市場についての話を聞きました。
　オーガニックコスメと呼ばれている製品の市場規模はま
だ一般の化粧品と比べて小さいが年々着実に増加と拡大を
続けて成長しているとのことです。またコスメ業界もコロ
ナ禍においてオンラインでの購入が増えてきており、美容
のキーワードとしても巣ごもりやマスク姿におけるメイク
やスキンケアでの需要が増えており、これまで以上に自分
自身にフォーカスした安心・安全であるものが求められて
いるようです。
　
　一般的な化粧品と自然派サイエンスコスメ、自然派コス
メ、エシカルコスメ、ビーガンコスメ、オーガニックコス
メなど一般的にオーガニックコスメと呼ばれるものは、自
然派サイエンスコスメから以下のものが混在しているそう
です。
　これは規格がない為でもありますが、正しい意味でのオ
ーガニックや有機について知ってもらうことは、規格がな
いものにおいても、有機食品においても同じように発信や
広報活動とともにしっかりとした知識を消費者の人に伝え
ていく必要があるということは、変わらないことなんだな
と思いました。

　17日のセミナーは、ドイツ在住のレムケなつこさんが
ご自身で作成された資料を基に、ドイツと日本の有機食品
の市場規模の違いやドイツでの有機に関する人々の関心の
高さの歴史的背景についてお話しされました。

　ドイツは、日本と比べると有機食品に対する市場規模も
大きく、アメリカに次ぐ世界第2位の市場規模で市場金額
も1兆円を超えています。さらに、スーパーなどの独自認
証も一般的とのことでしたが、内容としては有機認証より
もさらに基準の高い追加認証のものが多く、消費者の人も
理解して購入しているとのことです。
　
このように消費者の人々が理解されて購入している背景
は、オーガニックスーパーなどでもきちんとした情報の提
供や、独自の強みをそれぞれ持ちながらの広報や消費者へ
の教育に力も入れていることもあるようです。
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　地域創生と学校給食の成功事例として今回、千葉県のい
すみ市を事例に、いすみ市が目指す「人もコウノトリも住
める地域づくり」ついていすみ市長がご説明されました。
　一度野外から姿を消した特別天然記念物のコウノトリの
野生復帰、また自然と共生する里づくりの中で先導的プロ
ジェクトに位置付けられた活動が、無農薬・無化学肥料を
行う有機栽培の推進としてH24年からスタートしたプロジ
ェクトだったそうです。
 　
　H27年、米作りが軌道にのり、生産された米をどうしよ
うかと協議会で審議した際に、会員の方から、「この米は
確かに高くで売れるかもしれないが、安心・安全でおいし
いこのお米は子供たちに食べてもらう」との提案があり、
この提案が、大きな革新となったとの事。
　子供たちに郷土や自然や農業を知ってもらいたいという
想いから、その後加速的に収穫量も増え、H29年に一年を
通じて無農薬米を学校給食に提供できるようになり、みん
なで喜ばれたという内容でした。
 
　このように先陣の動きが地域環境をとりわけ農業をどう
守ったらいいかで悩み、関東エコロジカルネットワークに
加入、コウノトリの住める地域作りから、無農薬米作りが
始まったとの事でした。

　これは環境と経済の両立を目指す難しい取り組みではあ
ったが、いすみ市長はこの取り組みによって、生産者が自
ら子供たちの学校給食に使おうと言ってくれたこと、はじ
めはうまくいかなかった無農薬米作りを民間稲作研究所の
稲葉先生にお願いしたことで軌道にのれたことへの感謝、
また必死に取り組んでくれた農業者への心からの感謝を述
べられておりました。
 
　ここまで聞き感じたことは、市長と関連団体や農業者と
の距離が比較的近いこと、それは課題解決へ早急に対応で
きる仕組みが構築され、市民の声が聴ける環境・声が届く
環境も実現されていったのではと感じました。

1 0 1 6

　今回私は「SDGs時代の有機農業～地域創生と学校
給食～」のセミナープログラムに参加しました。
　当協会では今年度学校給食の導入に向けて鹿児島
県の給食の現状調査でアンケートを実施し皆様にも
コアプレスでご報告いたしました。いすみ市の有機
給食の事例を参考に鹿児島でも導入に向けてのヒン
トが沢山ありましたのでご報告いたします。

子供たちのおいしい！完食した！という声が届き、またそ
れが農業者のやる気につながる。その輪が広がっていた結
果、自然と地域環境保全も整い、持続可能な地域社会の構
築につながった、という印象でした。

　現在のいすみ市を紹介するにあたり学校給食に有機米を
全て地元で作って提供しているということにつきるが、そ
れ以前はゼロと言っていいほど有機農業が盛んな地域でも
なかったそうで、2013年に農家の自発的な取り組みから、
2014年には稲葉先生を迎えて本格的な取り組みになり、そ
の後3年半で学校給食の米を有機米に全て転換したとの説明
で、かなりの勢いで実現されているのがわかりました。

　
　
　

　また調べていくうちに、オーガニックの普及には学校給
食の役割が非常に大きくオーガニックを公共調達として提
供することでしっかりと支えていくことが世界では当たり
前のように行われていることも分かったとの事でした。
　
　まず、子供たちをどういう風に育てたいかがいすみ市も
根幹にあり、それを通じて農業者の所得面、経営の安定に
寄与したり、子供たちにとっては食育、またその保護者に
ついても食への関心を高めていただきたい・農業について
も知ってもらいたい、といったようないろんな想いをもっ
て取り組むようになり、このような様々な想いがあるなら
これを打ち出していこうという方向性で進めてきた一つの
結果の現れでもあるというお話でした。
　

　また、有機がはじまる以前に、環境と共生した地域作
り、環境と経済を両立した成功をめざしてはじまったこと
であり、いすみ市が生物多様性をしっかりと位置付けたこ
とがこのような動きや結果を生み出したとのことでした。
　

　今回の話を聞いて感じたことは、有機以前に、持続可能
な環境づくりから、いすみ市が課題としたものをしっかり
と行政が方向性を固め、その課題に取りくみ、市民にとっ
ても他人事ではないことをきちんと実感できる環境になっ
ていると思いました。
　また環境と経済の両立を目指す中、生産者が自ら子供た
ちへ安心・安全なものを食べさせたいと思う気持ちが学校
給食の有機米実現を加速した要因になり、やはり、人と人
をつなげるものが「食」であると感じました。

　行政も様々な課題があり、一生懸命取り組みをされてる
ことと思いますが、いすみ市の取り組みや世界の動きに興
味を持っていただくためにも、保護者の声や、学校給食の
現場の声など、リアルな声を届けられる環境があれば少し
ずつでも前向きに動き出すのではと思いました。



認証部からのお知らせ

 1⽉開催のフォローアップ講習会(⿅屋市)、2⽉開催の有機JAS講習会(⿅児島市)の⽇程が決まりましたのでお知らせ

いたします。

 既に有機JAS講習会の受講経験がある⽅対象のフォローアップ講習会は1⽉26⽇に⿅屋市のリナシティかのやで開催

いたします。内容としましては、⽣産⾏程管理上の重要管理ポイントの再確認と事業者の皆様からの有機JASに関する

質疑応答等が中⼼となります。

 新規事業者や既存事業者の担当者追加等で初めて受講される⽅対象の有機JAS講習会は2⽉9⽇10⽇に⿅児島市のかご

しま環境未来館で開催いたします。⽣産⾏程管理責任者や格付責任者、担当者になる場合、有機JAS講習会の受講が資

格要件になりますので、この機会にぜひ受講ください。

 

 いずれの講習会も今年度最後の開催となります。参加ご希望の⽅は同封の申込⽤紙に必要事項をご記載の上、協会事

務局までお送りください。 

 また感染症拡⼤予防のため参加⼈数は1⽉のフォローアップ講習会は農産・加⼯各20名、2⽉の有機JAS講習会は農

産・加⼯各30名までとさせていただきます。

誠に勝⼿ながら、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。また状況を⾒ながら、⼀部地域からのご参加をお断

りさせていただく場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

 確認調査実施の際に、認証事業者の皆様と検査員との間で取り交わす複写式の「実地調査会議報告書」

に記載されています⽂⾔の⼀部を、以下の通り修正いたします。

 

【修正前】 ２、観察事項       ※次年度の年次調査時に改善されているか確認します。

【修正後】 ２、潜在的不適合事項   ※次年度の年次調査時に現況を確認します。

�

 上記の修正につきましては、表現が異なるだけで、内容的に修正前との違いはありません。

 認証業務は国際標準化機構である ISOの基準に準拠しなくてはなりませんが、そのなかで観察事項という

ような表現が使われていなかったため、あらためて書式を⾒直し、修正を⾏いました。

今後、順次修正後の書式をもって検査へお伺いさせていただきますので、予めご了承ください。

フォローアップ講習会・有機JAS講習会を開催します。

2021年からの有機同等性を利用した　英国への輸出について

英国は既に2020年1⽉31⽇に欧州連合から離脱し、2020年12⽉末⽇で同等性の仕組みを利⽤した輸出の移⾏期間が終

了いたします。

 2021年1⽉1⽇以降に有機同等性を利⽤して英国へ輸出する場合、グレートブリテン(イングランド、スコットランド

及びウェールズ)へ輸出する際には新しい様式の証明書、北アイルランドへ輸出する際には従来通りの様式の証明書を

発⾏させていただくことでこれまで通り輸出が可能です。

 英国に限らず有機同等性を利⽤して海外へ輸出を考えられている事業者様は事務局までお問合せください。

徳之島で有機JAS講習会を開催しました！

《実地調査会議報告書》文言修正のお知らせ

11⽉7⽇に徳之島で有機JAS講習会を開催しました。現地の認証事業者や役場

の⽅のお声掛けにより20名以上の⽅が参加され、中には来年度に新規申請を

考えていらっしゃる⽅もいました。ご協⼒いただいた現地の皆さま、ご参加

いただいた皆さま本当にありがとうございました。
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 近年の⼤きな災害をもたらす気候変動-気候危機ともいわれるような社会環境の悪化が全世界的に顕在化

してきています。こうした現状、社会の在り⽅、経済のあり⽅に対しての抜本的な⾒直しが急務だとの観

点から、すでに欧州EUにあっては

 ① � �2030年までに農薬使⽤量を50％削減、化学肥料使⽤量の20％削減、抗微⽣物薬品の50％削減

 ②���有機農業の取り組み⾯積を25％以上に

等を⾻⼦とするグリーンディール政策を発表しております。こうした背景のもと、我が国においても農林

⽔産省、環境省⼀体となって新たな「緑の⾷糧システム戦略」の策定にむけて動き出しました。

 農林⽔産省にあっては、10年後の有機農業推進⽬標を以下のように定め、発表しました。

 ① � �有機農業の取り組み⾯積を2.68倍の63,000㌶に

 ② � �有機農業者数を3.05倍の36,000⼈に

 ③ � �有機⾷品を週1回以上利⽤する者の割合を17％から25％に

こうした流れを受けて、本県でも有機農業先進県(全国第2位)にふさわしい、意欲的な数値⽬標を今次有機

農業推進計画に盛り込んでいただきたく、下記事項を要望いたします。

記

�

 ① � �10年後の有機農業取り組み⾯積を現状の4倍4,000㌶とする。（3.4％）

 ② � �10年後の有機農業数を3.6倍の1,500⼾とする。（3.8％）

 ③ � �消費拡⼤のための具体策を盛りこんでいただきたい。

 ④ �有機農家の技術開発と普及について、しかるべき⼗分な予算の確保をお願いしたい。

以上

県有機農業推進計画の見直しにあたっての要望

 認証事業者の皆様には、前号でお知らせさせていただいたJAS法等資料集を同封しております。

 これまでの資料集には掲載されていなかった「有機飼料の⽇本農林規格」や改正後のQ&Aも掲載されて

おります。逆にこれまでの資料集には掲載されていた⽇本農林規格の解説部分につきましては、現在の内

容と⼀致しない部分が多々ありましたので削除しております。

 また「有機農産物、有機加⼯⾷品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A」の新旧対照表も併せて同封

しております。変更点の詳細は同封の「有機農産物、有機加⼯⾷品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ＆

A改正のお知らせ」をご確認ください。

 今年は、種苗法の改定という⼤きな出来事がありました。登録品種の「農家の⾃家採取の

全⾯禁⽌」というのが主眼の改悪です。それと並⾏して、ゲノム編集種の表⽰義務なしとい

う。有機農業者からすると信じられないような政策が始まりました。

 逆に、今まであまり気にとめてこられなかった、在来種や固定種の⼤切さが⾒直される必

要があると思います。

�

そんな中、種苗交換会を今年も開催しようと思います。コロナ対策を考えて、広く呼びかけ

るのではなく、規模も限定したものとして考えています。しかしそれによって、逆に内容の

濃いものにしようということになりました。

�

⽇程 2⽉6⽇(⼟曜⽇)  13時〜19時（開場12時〜 そのまま受付開始）

場所 七城温泉ドーム 体育館（以前広島ジーンバンク、船越さんの講演を⾏った場所）

イベント情報

JAS法等資料集をお送りしております

参加費  1,500円（弁当代、資料代含む）

�※温泉宿泊やバンガローを使って宿泊する⽅は、直接温泉ドームにお申込みください。

QRコードから

お申し込みできます。

種

苗

交

換

会

ス

テ

ッ

プ

ア

ッ

プ

セ

ミ

ナ 詳しくは

同封の別紙にて！

熊有研種苗部会 部⻑ 間司
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