
  
! 農を変えたい 全国集会 

in 今治  第4回 
集 会 テ ―マ

土 テクスポート今治 2 2月 8     日 

●主催／第４回農を変えたい！全国集会 in 今治 四国実行委員会・農を変えたい！全国運動 
●共催／NPO 法人全国有機農業推進協議会・NPO 法人有機農業技術会議 
●後援（申請中）／農林水産省・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・今治市・愛媛新聞社 

日本農業新聞四国支局・NHK 松山放送局・南海放送・テレビ愛媛・あいテレビ 
愛媛朝日放送・越智今治農業協同組合・今治立花農業協同組合 

食の再生は農の再建から、地域の再生から
─ それぞれの地域から食の再生のために農の再建を進めよう！─ 

有機農業推進地域連携会議（仮称） 2月27日<金> 11:00～17:35
農を変えたい！全国集会 in 今治 2月28日<土> 12:30～18:30
農を変えたい！全国運動 拡大幹事 3月1日<日> 9:00～12:00

分科会 1 会場／大ホール 

全体会 会場／大ホール 

エクスカーション 参加費／1000 円 ※JA おちいまばりの地産地消の直売場「さいさいきて屋」を見学 

※分科会の詳細については 2 ページをご覧ください。 
※フロア・ロビーで展示、書籍・有機農産物の販売も行います。 
※内容は都合により変更になる場合があります。 

分科会 2 会場／中ホール 

 先着 
150 名 

19:00～21:00 農を変えたい！全国集会 in 今治 懇親会
      会場／今治国際ホテル 参加費／6000 円 

農を変えたい！全国集会 in 今治 参加費/2000 円 

 

2009年 

 9:20 今治国際ホテル前からバス出発　 9:30  今治駅からバス出発
10:00 さいさいきて屋見学 12:00　さいさいきて屋出発～会場まで送迎

12:30 受付開始
12:50 映画「田んぼ」上映～オープニング
13:15 [開会挨拶]　長尾見二 氏（四国実行委員会会長）

[来賓祝辞] 愛媛県知事・今治市長
13:25 [農を変えたい！全国運動からの呼びかけ] 地域に拡げる有機農業！

中島紀一 氏（農を変えたい！全国運動代表）
13;40 [基調講演]  農が変わった！―ゆずで馬路村をまるごと売り込む―

東谷望史 氏（馬路村農業協同組合組合長）
14:30 [全国有機農業推進協議会からの報告]

金子美登 氏（NPO法人全国有機農業推進協議会理事長）
14:40 [有機農業技術会議からの報告]

西村和雄 氏（NPO法人有機農業技術会議理事長）

 「地域に有機農業を広げよう！」
15:00 1 四国の事例報告
15:30 2 パネルディスカッション

「食の再建・地域の再生のために
               有機農業を拡げよう！」

17:20 3 リレートーク北から南から
「農業・環境運動の取り組み」

 「有機農業をはじめよう！」
15:00 1 基調報告「土佐自然塾の人づくり」
15:15 2 参入促進フォーラム
17:20 3 有機農業生産者懇話会との懇談

18:00 [有機農業推進地域連携会議の設立報告]
18:10 [農を変えたい！全国集会四国ネットワークの紹介]
18:20 [大会アピール]

賛同の 

お願い 

全国集会の運営は、みなさまの賛同金によって行っています。今後の運動のための活動費 

ともなりますので、ぜひご協力ください。 賛同金 団体／1 口 1 万円 個人／1 口３千円 

郵便振替口座／ 00100-8-502092 加入者名／農を変えたい！全国運動 賛同 

※恐縮ですが振込手数料はご負担ください。参加申し込みとは別口座です。ご注意ください。 



農を変えたい！全国集会 in 今治 分科会内容 

 
分
科
会
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 「地域に有機農業を広げよう！」会場／大ホール
15:00 1 四国の事例報告

　「愛媛ゆうき農産生協が農を変える！」～産消提携と流通の視点から
渡辺公三 氏（愛媛ゆうき農産生協事務局長）

　「学校給食と食育と農業－さいさいきて屋の挑戦」～消費拡大の観点から
西坂文秀 氏（JA越智今治直販開発課長）

15:30 2 パネルディスカッション
   「食の再建・地域の再生のために有機農業を拡げよう！」

コーディネーター 本野一郎 氏（NPO法人兵庫県有機農業研究会理事長）
パネリスト 岸 健二 氏（コープ自然派徳島専務理事）

金子美登 氏（全国有機農業推進協議会理事長）
農林水産省農業環境対策課
胡 柏 氏（愛媛大学農学部教授）

17:20 3 リレートーク北から南から「農業・環境運動の取り組み」
　北海道～東北～北陸～関東～中部～近畿～中国～九州・沖縄

分
科
会
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 「有機農業をはじめよう！」会場／中ホール　先着150名

15:00 1 基調報告「土佐自然塾の人づくり」山下一穂氏（土佐自然塾塾長）
15:15 2 参入促進フォーラム

コーディネーター 大津清次 氏（地域協同組合無茶々園専務理事）
コメンテーター 西村和雄 氏（NPO法人有機農業技術会議理事長）

事例発表 新規就農者・慣行から有機への転換就農者
大学生による研究発表 愛媛大学農学部4回生 篠崎里砂・徳川佑樹・橋田あゆみ・矢本萌
フリーディスカッション

17:20 3 有機農業生産者懇話会との懇談　※会場の生産者との意見交換

   

会場／今治市民会館 大会議室 （今治市別宮町 1 丁目 4-1） 
 

今後この運動に参加していきたいという思いをもつ方なら、どなたでもご参加いただけます。 

前日の集会の内容を受け、今後の運動の方向性について話し合います。申し込み不要です。 

  
 

農を 

変えたい！ 

全国運動 

拡大幹事会 

日時／ 3 月1 日    9:00～12:00  日
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■農を変えたい！全国集会会場■テクスポート今治 … 愛媛県今治市東門町5丁目14番3号 駐車場完備 

JR今治駅～車で約10分／今治港から車で約5分／瀬戸内バス今治営業所前から徒歩約7分／松山空港から車で約70分 

今治駅 



有機農業推進地域連携会議（仮称）  

 
農を変えたい！全国集会 in 今治に先立ち、2 月 27 日に有機農業推進地域連携会議（仮称）、 

 
全国集会翌日の 3 月 1 日には農を変えたい！全国運動拡大幹事会（2 ページ参照）が開催されます。
  

●日時／ 2 月27 日  11:00～17:35   
●会場／今治市民会館 大会議室（今治市別宮町 1 丁目 4－1） 

金

 
 
 

11:00 有機農業推進地域連携会議（仮称） 呼びかけ人会議　※呼びかけ人のみご参加いただけます

13:00 有機農業推進地域連携会議（仮称） 設立総会（12:30受付開始）

有機農業推進地域連携会議（仮称）大会　（13:30受付開始）

14:00 [ご挨拶]　中島紀一 氏(農を変えたい！全国運動代表)

中貝宗治 氏（有機農業推進地域連携会議呼びかけ人代表・豊岡市長）

[開催市長 歓迎挨拶] 今治市長

14:15 [基調講演]有機農業推進法を取り巻く情勢（有機農業総合対策を踏まえて）

　　　農林水産省農業環境対策課有機農業推進班

今なぜ、有機農業推進地域の連携が必要か！

　　　大江正章 氏（ジャーナリスト・コモンズ）

有機農業推進地域連携会議について

　　　麻田信二 氏（酪農学園理事長・元北海道副知事）

中山間地の現状と有機農業への期待

　　　小田切 徳美 氏（明治大学農学部教授）

15:35 [講演] コウノトリと共に生きる～豊岡の挑戦～

　　　中貝宗治 氏（有機農業推進地域連携会議

                                      呼びかけ人代表・豊岡市長）

16:25 [報告] 地域有機農業推進対策の取り組み

　　　埼玉県小川町・島根県吉賀町・宮崎県綾町

生産者にも消費者にも好評の農業体験農園

　　　　白石好孝 氏（練馬区農業体験農園園主会会長）

今治市の食と農のまちづくりについて
　　　渡辺敬子 氏（今治市農林振興課地産地消推進室）

18:00 有機農業推進地域連携会議（仮称）交流会
会場／家族のテーブル・ティア　参加費／4000円

有機農業推進地域連携会議（仮称）設立趣意書（案） 
 

  有機農業推進法が施行され、２年が経過しました。日本ではこれまで、有機農業への国からの支援はほとんどなく、

有機農業はもっぱら地域の草の根的な取り組みによって支えられてきました。しかし、有機農業推進法の制定によって

国は「有機農業の推進に関する基本方針」を策定し、自治体レベルでも有機農業推進計画の作成が進められるようにな

り、2008年度からは、国の有機農業総合支援対策事業も始まりました。これにより法施行前から有機農業によるまちづく

りを進めてきた地域や自治体を中心に「有機農業モデルタウン」づくりに着手されています。            

しかし現状ではまだ、有機農業を地域で推進していくための施策は開発されておらず、また、施策を進めるための知識

やノウハウも十分には蓄積されていません。今は、地域において有機農業推進施策をどう展開していくべきか、試行錯誤

を重ねている段階にあります。                 

 こうした中で、有機農業を志す地域や自治体が連携し、交流し、情報交換を行い、新しい施策や企画のあり方について

研究し、諸課題の解決策を見出すとともに、地域の意見を国に提言していけるような場をつくることの意義は大きいと思

います。                                        

 そこで、有機農業を志す地域が連携し、行政関係者、農業団体、有機農業者、消費者、その他の関係者が一同に会

し、互いに意見交換していくために「有機農業推進地域連携会議」（仮称）を設立することにいたしました。 

 平成 21 年１月                 

                        呼びかけ人代表 中貝 宗治（兵庫県豊岡市長）   
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■参加費 

有機農業推進地域連携会議（仮称）と農を変えたい！全国集会の両方に参加する方は割引になります。 

また学生は、連携会議・全国集会への参加費が、いずれも半額となります。 

（ただし、交流会・懇親会・エクスカーションは半額になりませんのでご注意ください。） 

 

 

 

 

 

 
 
 
※宿泊は各自直接ホテルにお申し込みください。 
 

■申し込み方法 

郵便振替用紙でお申し込みください。 

上記ア）～カ）のいずれに参加されるか、分科会は1か2か（2ページ参照）、学生の場合は学生であることを

必ず明記のうえ、2009 年 2 月 18 日（水）までにお振り込みください。 

 

 

 
 
 

■ご参考までに                                                                               

宿泊の案内は今治地方観光協会をご活用ください。TEL0898-22-0909 http://www.oideya.gr.jp/ 

インターネットによる予約が安くて便利です。 

楽天トラベル http://travel.rakuten.co.jp/  じゃらん http://www.jalan.net/ 

市内の主なホテルの連絡先は以下の通りです。 

  今治アーバンホテル    0898-22-5311     今治プラザホテル  0898-25-2500 

  今治ステーションホテル 0898-22-5340     今治国際ホテル   0898-36-1111 

 
郵便局の郵便振替でお申し込みください。            申込締切／2009 年 2 月 18 日（水） 

口座番号／０１６２０－２－１１２５１２ 口座名義／第 4 回農を変えたい全国集会四国実行委員会 

参加ご希望の方へのご案内 

   
 

ア）　有機農業推進地域連携会議参加費（2月27日のみ参加） 2,000円／学生1,000円

　農を変えたい！全国集会参加費（2月28日のみ参加） 2,000円／学生1,000円

　連携会議・全国集会参加費（2月27日・28日とも参加） 3,000円／学生1,500円

　地域連携会議交流会参加費（2月27日・家族のテーブル・ティア） 4,000円

　全国集会懇親会参加費（2月28日・今治国際ホテル） 6,000円

　エクスカーション参加費 1,000円

イ）

ウ）

エ）

オ）

カ）

 

農を変えたい！ 

全国運動  

基本方針 

６項目 

★ ひとりひとりの食の国内自給を高めます。 

★ 未来を担う子どもたちにより良い自然を手渡すため、日本農業を大切にします。 

★ 農業全体を「有機農業を核とした環境保全型農業」に転換するように取り組みます。

★ 「食料自給・農業保全」が世界のルールになるよう取り組みます。 

★ 食文化を継承する「地産地消」の実践を進めます。 

★ 新たに農業に取り組む人たちのための条件整備を進めます。 

農を変えたい！全国運動とは …… 2006年3月に東京で開催された「農を変えたい！3月全国集会」の取り

組みの継続発展を期してスタートした自主的なネットワークです。この運動では、有機農業推進法をめぐる政策

提言や生産者ネットワークづくりをはじめとして、有機農業技術の確立をめざす有機農業技術会議の設立・農業

と環境についてのネットワークづくり・畜産飼料の国産化をめざすプロジェクトの推進などに取り組んでいます。 

農を変えたい！全国運動の目標として掲げているのは次の6項目です（基本6項目）。 
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■問い合わせ先■ 

第４回農を変えたい! 全国集会 in 今治四国実行委員会 
（今治市役所農林振興課 地産地消推進室内 担当／秋山・渡辺） 

 

TEL／0898-36-1542 FAX／0898-36-5266 メール/nourin@imabari-city.jp 
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