
第33回通常総会並びに研修会を開催  新会長に中島吉之氏
　当協議会の第 33 回通常総会が、７月 28 日に大阪市淀川区宮原のメ
ルパルク大阪で開催されました。来賓として、独立行政法人農林水産
消費安全技術センター（ＦＡＭＩＣ）神戸センターの大橋史郎所長、
同センター肥料調査課の水野和俊肥料検査課長、同じく神川孝文主任
調査官にもご出席頂きました。
　今総会は 62 会員中、31 社が出席、23 社が委任状を提出されて成立。
主な議案は①平成 27 年度事業報告②平成 27 年度決算報告・同監査報
告③平成 28 年度事業計画案④平成 28 年度予算案⑤役員改選⑥報告、
連絡事項等。
　事業計画では今年度も肥料取締法改正点の説明会などの研修会の開
催や、会員及び一般への知識の普及啓発、情報の発信に取り組むこと
などを決定。２年に一度の役員改選も行われ、役員改選では小森強志
会長が退任され、新たに中島商事㈱の中島吉之社長が新会長に就任さ
れました。
　総会終了後には神川孝文主任調査官による「配合肥料の保証成分につ
いて」と、庭暮らし研究所・畑明宏氏による講演会「『趣味の園芸』から

『暮らしの園芸』提案で再びガーデニングブームを！」が行われました。
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家庭園芸肥料・用土協議会

　平素は当協議会の運営に関しまして会員の皆
さま、大変ご協力を賜りまして厚く御礼申し上
げます。本当にありがとうございます。
当協会の第33回ということで、考えてみれば
ずいぶん長い間やってこれたと思っております。
これもひとえに皆様のご協力により、会員数も
徐々に増えておりまして、おかげさまで少しづ
つ我々が目指している肥料の安全だとか安心だ

とかに近づいているのではないかと思っております。
　さて、日本全体を見渡しますと、参院選で自民公明の圧勝ということで、
日本の政治も徐々に変化しつつあるなと、また一歩世界に目を転じますと、
経済的には一番近いところの中国の経済が色んな意味で減速している。こ
れも一部の皆さまには輸出等々で関連があるんじゃないかと思いますが、
アジア圏の経済が少し濃淡が出てきた。
　またヨーロッパはEUの中でのイギリスの離脱という問題が大きく出て
きています。この辺の問題も、一部の我々の関係する業者の方々には影響
も出ていると聞いております。そういう意味では、われわれ、世界全体の
経済の中で、または日本全体の経済の中で、どうやっていくかというのが
ますます問われているのではないかと思います。
　日本の園芸業界を振り返ってみますと、ここ数年間、特に激しくなって
きておりますけれども、私どもの主なお取引先である、ホームセンターさ
ん、どんどんある意味で寡占化、共同化、統合化が進んできております。
また、ホームセンターさん以外の園芸専門店さんも、なかなか厳しい経営
をなさっているんじゃないかな、そういう風に感じます。
　その中で当協会の役目としましては、肥料、用土または薬剤関係の家庭
園芸にかかわる資材の安心安全を目指して、協会全体でお客様が安心して
使っていただける、肥料、用土、薬剤を作ろうじゃないかと、それも農林
水産省の関係の部署の方々、FAMICさんの方々から色んなご指導を受けな
がら何とか我々としては少しでもこの業界全体が発展できるように、この
業界を盛り上げていきたいと思っております。

　このたび新年度から家庭園芸肥
料・用土協議会の会長を拝命いた
しました、中島商事株式会社の中
島吉之と申します。どうぞよろし
くお願いします。
　肥料・用土協議会ですが、今年
で33回目の総会ということで、33
年間も続いてきている協会であり

ます。33年の間にはさまざまなことがございました。特に
古くはＢＳＥですとか鳥インフルエンザの問題、記憶に新し
いのは震災時に起こった放射能の問題。そういったさまざま
な肥料の品質にかかわるピンチの時には必ず大活躍して、安
心安全な肥料を消費者の皆さんに届けていくという目的で活
動している会が、この家庭園芸肥料・用土協議会だという風
に考えています。
　また日ごろは家庭園芸における肥料や用土の品質の保全を
第一の目的に活動している協議会です。こちらの品質保全に
関しましては、農林水産省さま、ＦＡＭＩＣさま、関係官庁
の皆さまとしっかり連携をさらに深めて、安心安全な肥料・
用土を消費者にお届けできるような活動を続けてまいりたい
と思います。
　若輩者ですが、この協議会を作られた村上初代会長の作ら
れた伝統と責任をしっかり持ちながら、安心安全な肥料・用
土をお届けできる業界を守っていきたいと考えておりますの
で、皆さんもご協力のほどよろしくお願いいたします。

平成２８年度新役員
▽会長＝中島商事㈱ 中島吉之▽副会長＝㈱ハイポネックスジャパン 村上恭豊、住友化学園芸㈱ 壇辻寛和▽理事
＝旭化学工業㈱ 大原詔雄、㈱ＪＯＹアグリス 工勝里、㈱刀川平和農園 刀川貴美子、㈱東商 大石敏也、日清ガー
デンメイト㈱ 綿谷善孝、㈱花ごころ 小塚純一、フマキラー㈱ 大下一明、レインボー薬品㈱ 加々美隆信、朝日工
業㈱ 広瀬清、㈱こうじや 鈴木章弘▽監事＝㈱サカタのタネ 坪田吉啓、タキイ種苗㈱ 山崎彰（以上敬称略）

中島吉之新会長あいさつ
小森強志会長あいさつ
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　近年得られた技術的知見を反映し、指定配合肥料の要件
の緩和および一部の普通肥料の登録の有効期限の延長を行
うため、肥料取締法施行規則等の一部改正等を行う。
　一つは指定配合肥料の要件の緩和としまして、現在、硝
酸化成抑制剤としてジシアンジアミドが指定配合肥料とし
て使えないということですけれども、一定の効果が得られ
るということで指定配合肥料にも今後使用できるように法
改正するということです。
　それから、炭酸カルシウム肥料、これは２ミリ以上とい
うことですけれど、中和反応が起こらないということが確
認されましたので、一部認める方向で動いています。また、
シリカゲルの指定配合肥料の利用への解禁。これは固結防
止剤として現在８種類の材料を認めているところですけれ
ども、粉末というところにこだわらずシリカゲルの使用を
認めることとなっております。
　次に有効期間の延長ということで、原料肥料に６年のも
のを使用しているものがあるんですけれども、一つは、原
料が６年である被覆窒素肥料、次に同じく混合窒素肥料、
同じく被覆りん酸肥料、同じく加工りん酸肥料、同じく混
合りん酸肥料、これらが有効期間は現状３年ですけれど、
６年に宥和するという措置です。
　次に混合有機質肥料については、６年の原料のものプラ
スアルファ、米ぬか、発酵米ぬか、乾燥藻およびその粉末、
よもぎかす、これらは原則３年ですけれども、これも６年
にということです。混合有機質肥料の原料となる肥料に血
液または豆腐かすを混合し乾燥したもの、というところが
混合有機質肥料の６年への緩和措置の案です。
　化成肥料としまして、有効期限が６年同士の化成肥料は

独立行政法人農林水産消費安全技術
センター（ＦＡＭＩＣ）神戸センター　

大  橋  史  郎  所  長

来賓祝辞来賓祝辞

　33 回目の総会の開催おめでとうございます。あわせまして、
日頃より我々ＦＡＭＩＣの業務に多大なるご協力を賜っており
ますこと、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。
　肥料業界におきましては昨年 11月に大きな事件、肥料の偽装
事件というものが発覚した訳です。これにより肥料業界全体の
信頼性が揺らぎ、現在でも一刻も早い信頼性の回復が求められ
ているところです。この問題は特に原料使用に関する法令違反、
表示事項の不適正によるところがほとんどですが、やはり原因
と申しますのは肥料取締法の認識不足が主なものでないかと聞
いているところです。今後とも皆さまにおかれましても、肥料
取締法の内容をご理解していただいて、業務にあたっていただ
ければと思うところです。
　一番問題だったのは、特に有機ＪＡＳですとか、特別栽培農
産物制度の根幹にかかわるような問題であったということでし
て、同じ問題を裏から見てみますと、環境保全直接支払いを受
けている農家さんにとりまして、それが受けれるか受けれない
かという非常に大きな問題になってしまったというのが１点ご

ざいました。
　もう１点が、われわれＦＡＭＩＣとしましても自らを省みな
ければならない話ですけれども、検査方法が甘かったんじゃな
いかという指摘を内外から受けたところです。これに伴い検査
方法を見直しまして、従来に比べ提出していただく書類がかな
り多くなっています。それに伴いまして検査にかかる時間もか
なり長くなっていす。
　皆さま方のところにダイレクトに入ることはあまりないかも
しれませんが、そういった事情があってわれわれも何とか適正
な検査方法を確立しようということで努力しているところで
す。もし検査で皆さんのところに入らせていただく際には、事
情をご推察の上、スムースな検査にご協力をぜひ賜ればと考え
ているところです。
　話は変わりますけれども、最近肥料登録に対してのご質問で
ございますとか、原料生産工程の変更に関するご質問が非常に
多くなっています。全部ご回答させていただこうと、もちろん
そのつもりではありますが、従来に比べますと回答に時間がか
かるところがあるということでございますので、その辺は事情
をご推察の上、ご理解たまわればと考えているところです。あ
わせまして今後ともＦＡＭＩＣはそういったご相談ですとか、
研修の要望等にできるだけ対応させていただこうと考えている
ところです。
　肥料業界は大きく揺らぎつつある訳でございますので、皆さ
んと一緒に一刻も早い信頼回復に向けて、われわれＦＡＭＩＣ
も最大限努力を払ってまいりますので、今後ともよろしくお願
いいたします。

６年。動物の排せつ物の燃焼灰がこのあたりです。これら
が入っているものは３年と見なしていたところですけれ
ど、６年に宥和するということです。
　上記の化成肥料またはその原料となる肥料もしくはその
原料となる肥料を配合したものに、現行の第６４３号告示
に関連する化成肥料を配合し造粒または形成したもの。あ
と、有効期限６年である、けい酸質肥料（シリカゲル肥料）
が新たに加わる予定です。
　あと、形成複合肥料、被覆複合肥料、化成肥料と同様に
配合肥料、これも同じくシリカゲル肥料を配合肥料に使っ
たものを加えるというところです。

　総会の講演会より

　　庭暮らし研究所　畑　明宏氏

　僕の家は奈良市の近鉄の特急電車が止まる

駅から歩いて５分のところに建っています。

こういう時代だからこそ自給自足をしている

のですが、自給自足と言えば、脱サラをして、

地方に住んで、古民家を改修してみたいな話

があるんですが、そうではなくて都市機能の

享受を得ながら暮らしていこうというスタイ

ルを取っています。

　大手住宅メーカー、積水ハウスに 23 年間

勤めてました。スカイビルという、大阪の駅

前にある積水ハウスの本社ビルです。僕の代

表作がこのスカイビルの足元にある新・里山

というところで、10 年前に整備

をしたんですが、何の生産性もな

い緑地の開発に会社にお金を出し

てくださいとお願いして、僕が企

画をして２年でたまたま副社長に

気に入られて作ったものです。た

だ単に緑地を作り、その人だけが

楽しめばいい、それだけを楽しめ

ばいい、花が咲いたらうれしい、

実が着いたらうれしい、だけでは

なくて、それを人と共有できる、

ないしはそれを他の生き物と共有

できることが、素晴らしいことな

んだと今思っているんですよね。

　ガーデニングの日常化というこ

とで、掃除、洗濯、ガーデニング

です。僕は２時間前まで家でガー

デニングをしていました。ガーデニングは何も別世界の話でな

くて、僕がイギリスにいたときに３軒の家庭を訪問しました。

それぞれの家庭にそれぞれのガーデニングスタイルがあるんだ

けれど、普通に料理の時に、ハーブを取りに行ったり、野菜を

取りに行ったり、冷蔵庫の野菜室を開ける感覚で庭に出るんで

すよね。花をいけるのも、庭先の花をいけている訳で。特別な

日は買いますよ。でも家でいけるのは、普通のことでやってい

たので、すごい自然やなと、日常化しているなと、暮らしの中

に入ってるなと思いました。

　僕は仕事でどんなことをしているのかというと、当然ガーデ

ニングのセミナーをします。寄せ植え、野菜の植え付け、やり

ますが、今度やるんですが、キッチンをうまいこと使ってと言

われました。我が家でうどんは自分のところで打つんです。む

ちゃくちゃ簡単なんです。小麦と水と塩を混ぜるだけ、そして

袋に入れて踏みつけて 30 分寝かせて切ってゆでるだけなんで

す。それでむちゃくちゃうまいんです。それを打って寝かせて

いる間に、スーパーで買ってきたネギを切ってもらうんです、

肥料取締法施行規則等の一部改正等について

Q1　昨年度の肥料の登録や届出の件数はどのようになっ
ていましたか。国と都道府県に分けて教えてください。

A　平成 27 年度の登録肥料は国が 1206 件、都道府県が
193 件です。

Q2　直近５年間の家庭園芸用複合肥料の登録件数の変動
はどのようになっていましたでしょうか。

Ａ　30 件から 50 件の間を推移しているところです。こ
れらにつきましてはあくまで家庭園芸用肥料の登録数

でして、例えば化成肥料であっても、もっぱら家庭園芸用で
あるという表示をすれば、家庭園芸用肥料となってしまいま
して、このあたりの統計が数値としてはないところですので、
あくまで家庭園芸用の肥料を含む数値という理解でお願いし
ます。

Q3　秋田の事例を踏まえてＦＡＭＩＣからメーカー等に
された指導内容を教えてください。また、特に家庭園

芸専用肥料の保証票等の表示での留意点についてもご指導く
ださい。

Ａ　ＦＡＭＩＣが直接的に被検査者に指導することはあり
ません。農林水産省の指示に基づいて立ち入り検査を行

い、その結果を農林水産省に報告いたします。それを農林水
産省の判断に基づき、公表するであったり、指導であったり、
違反内容、不適合がないように農林水産省が判断して指導を
しているところです。それに基づいてＦＡＭＩＣサイドから
ご連絡することはあります。

Q4　バーク堆肥や腐葉土等について放射能関係の調査を
されている結果について教えてください。

Ａ　農林水産省のほうで行っている関係で、私たちのほう
に情報が入ってない現状でございます。

Q5　肥料行政上、今後の動向がありましたら教えてくだ
さい。

Ａ　直近のトピックスとしましては、６月１日に公示され
たパブリックコメント、「肥料取締法施行規則等の一部

改正等についての意見・情報の募集」の内容でございます。

Q&A

親子に。刻みネギを作ってもらって、最後の根っこのところだ

けプランターに良い土を入れて挿して。30 分経ったら、うどん

をゆでて、ネギを薬味で使って食べて、終わったらネギプラン

ターを持って帰ってもらって。うどん作りのレシピを紙で渡し

ておけば、やったことが一生もので使えるんです。ガーデニン

グでなくて暮らしの中で。特に子供は素直なので、その子ども

は一生、手打ちうどんのほうがうまいと思うし、ネギなんかプ

ランターで作れると思う訳です。単発的なセミナーでなくて、

一生もので暮らしとして残るものを担当に提案して、やりま

しょうと、今まで見たことないと。僕はガーデニング研究家な

んだけれど、ここの場合はＮＨＫテレビ講師としてるんですが、

ガーデニングだったらガーデニングの人がなんでうどんを教え

るのと言われそうなので、来る人も安心するかなと思って。

　ご存知のようにネギは肥料食い。ネギを植える習慣が付くと、

みなさんが儲かります。一生やってくれるんですよ。友達に

キューピーに行ってるやつがいて、キューピーマヨネーズって

安いじゃないですか。でも、みんな家にキューピーマヨネーズ

があると考えるとすごいなと思うんです。同じようにネギプラ

ンターがみんなあると馬鹿にできないですよ。

　自給自足で、畑さんみたいにはへヴィだなという人も、なん

となく自給自足に憧れがあるんですよね。自分のプランターで

みたいなのは、結果的にガーデニングの面白さを広めたいので

すけれど、すごく受けがいい。こういう時は僕は自給自足して

いますと全面的に出していきます。

　テレビは関西の番組が６年間続いているんですけれど、その

番組で僕が一番長いです。なぜ僕が長いのかというと、園芸の

ノウハウだけ言ってないからです。暮らしに落とし込んでいる

んです。畑さんネタが尽きないねと言われるんですけど、なぜ

かというと、園芸だったらオクラの育て方とかペチュニアの育

て方を言っちゃうと、また同じこと言ってるわという話になる

でしょう。僕としてはペチュニアを植えるオクラを植える、し

たいなと思うきっかけづくりをしているだけなんです。植え

ちゃったら人間って自分で勉強するし、自分で肥料を買いに行

くんです。最初の小さな成功体験を作るのが僕の仕事だと思っ

『
趣
味
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清和肥料工業株式会社
〒 541-0051 大阪市中央区備後町 4-3-4 大阪タイガービル 5F
TEL :06-6231-3771
FAX :06-6231-1988
URL :http://www.shk-net.co.jp/

　「全国展開の肥料メーカー（粒、粉、液、ペースト等）、輸出入もお
任せください」当社は総合肥料メーカーとして福島、和歌山、岡山、
九州に生産拠点を持ち、北海道から九州まで全国各地へあらゆる肥料
を供給しております。加えて、東アジアを中心とした貿易事業も多角
展開しており、肥料という枠にとらわれず、お客様のどの様なニーズ
にも応えて各国から様々な商品の輸入、また輸出も行っております。

タキイ種苗株式会社
〒 600-8686　京都市下京区梅小路宇野熊東入
TEL :075-365-0123
FAX :075-365-0150
URL ：http://www.takii.co.jp/

会員紹介  ◇毎回、会員リスト掲載順に紹介しています◇

家庭園芸肥料 ･用土協議会は、家庭園芸の安全で健全な振興のために ､メーカー企業有志により昭和 59年 (1984)に設立されました。

家庭園芸肥料 ・ 用土協議会
〒 174-0054 東京都板橋区宮本町 39-14　公益財団法人日本肥糧検定協会内

TEL 03-5916-3833　　FAX 03-5916-3828　　http://www.a-hiryo-youdo.com/

　種苗メーカーとして『より良い種子を創造し、高品質種子の安定
供給により社会に貢献する』を企業理念に、培養土や肥料を中心に
オリジナル資材を開発し、家庭菜園から生産者まで幅広い顧客にあ
わせた商品の提供を行っています。付加価値の高い農園芸資材の供
給から、大きな実りをもたらせ、日本の農業や食を元気にしていき
たいと考えています。
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新会員ならびに会員の異動のお知らせ 【平成 27 年度期入会】株式会社 冨山（平成 27 年７月 23 日）
【平成 27 年度期退会】白元アース 株式会社（平成 27 年７月 23 日）
【平成 27 年度期入会】株式会社 マザーズ（平成 27 年７月 23 日）
【平成 27 年度期退会】株式会社 マザーズ（平成 28 年３月 31 日）
【平成 28 年度期入会】株式会社 芳樹園（平成 28 年４月１日）

てまして、暮らしの中にあると面白いよと、やってみようかな

という感じを出しているので６年間続いているような気がしま

す。

　園芸もするし、料理もするし、生き物の話もするし、子育て

的なこともするし、コミュニティ的なこともするし、ボランティ

ア的なところも含めて、僕は意識してやっています。だから趣

味の園芸ではなくて、暮らしの園芸です。

　高級食材を買うより、これからはおうち野菜ということで、

自分で採る。少量でもいいです。そういうライフスタイルを提

案する。園芸スタイルじゃなくて、ライフスタイルの提案だと

思います。僕が意識してるのは、ライフスタイルの提案です。

決して園芸ではないです。おうち野菜には物語があるんです。

次男が植えたとか、友達からもらったタネとか、物語があるん

です。買ったものは高いか安いか、いいところで買ったか、スー

パーで買ったか、ぐらいの話しかあれへん。生産者になって自

分が育てだすと、園芸に限らずすべて物語があるんですよね。

　土、鉢底石、肥料のオールインワン商品みたいなのを考えて

きました。今の売り方って、プランターとか鉢底石とか土とか

肥料とかバラバラで売ってるんですよね。セットです。こんな

商品あったらいいなと思うのです。バケツにふたが付いていて、

鉢底のネットと鉢底石、肥料入りの土が入ってます。ふたを開

けてそのふたがお皿になります。底の栓を取ったら水が流れる

ようになります。多用途を考えると、ガーデニングの後を考え

ないとだめなんです。肥料とか土を売るには趣味の園芸の人し

か考えてない。そうじゃなくて、その人はガーデニングだけを

している訳じゃない。いろいろやりながらやってる。ガーデニ

ングの後は鉢として使ってくれてもいいし、栓を内側からはめ

るとバケツになる。バケツになったり、おもちゃ入れになった

り、ごみ箱になったり、食料を入れるものになったりすると、

今の消費者ってすごく考えるから、こんなんに使えるやんとい

う風に思うと、ちょっと高めでも買います。

　実は今日行きしなに雑貨屋さんで買いました。クッキーの焼

くもとの材料がビンに入ってるんですけれど、下に小麦粉が

入っていて、アーモンドが入って、レーズン、干しリンゴが入っ

ているんです。ディスプレーとしてもきれい。だからプレゼン

トにも持っていける。このまま混ぜて、焼くだけ。忙しくてクッ

キーは焼けなくても、週末に焼こうかなと置いておいても、楽

しめるんです。ビンもあとから使えます。値段びっくりします

よ。クッキーの詰め放題のほうが安くて、焼く手間も省けるし、

種類も多いし、ぜんぜんいいんです。でも雑貨屋で売ってるん

です。だから園芸店でいうと、最近カフェ付きの園芸店もある

けれど、暮らしとして考えると、園芸店が園芸のものだけを売

る必要はない。

　ぜひ雑貨屋に時間があったら行ってみてください。雑貨屋は

なくてもいいものですよ、店として。園芸もどちらかというと

ぜいたく品と言われるかもわからんけど、雑貨屋は繁盛してま

す。付加価値を付けるのがすごくうまい。それはなぜかという

と、暮らしに落とし込んでいるからです。このクッキーが、家

に置かれるイメージできているから。消費が落ち込んでいる訳

じゃなくて、暮らしに落とし込んでやると買う。園芸だけでは

なく、暮らしに照準を合わせるとすごく楽しくなってきます。


