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団体職員

１９９７年　新潟大学農学部教員
現在に至る
２０１９年　新潟市市民大学「農
と食で地域をプロデュース」コーディ
ネーター

●R1　農と食で地域をプロデュース、Ｎ
ＰＯからみた住民と行政の協働

農業

昭和２８年３月２１日生
昭和４６年　県立興農館高校卒業専業
昭和４６年　旧笹岡農協(現、ささかみ農協)入
協、爾来、営農指導 一筋
昭和５０年　農水省通信農業大学校卒業
昭和５６年　首都圏コープ(現、パルシステム)と
交流事業開始
昭和６３年　特別栽培米開始
平成　３年　ふるさと創生資金を活用し堆肥セ
ンター建設に従事
平成　９年　有機栽培開始
平成１４年　大豆加工体験施設(豆腐工場)
建設に従事
平成１６年　ＮＰＯ『食農ネットささかみ』設立
平成１８年　オリザささかみ自然塾・夢の谷
ファーム設立
平成１９年末　ＪＡささかみ退職
平成２０年　イトミミズ神社・エゴマの搾油所を
建設
平成２５年　有機農業研究会【ささlab】設立
現　在　　　・ＮＰＯ『食農ネットささかみ』顧問

専業で妻と息子夫婦で、水稲・エゴマを
中心に有機栽培を実施。経営面積は水
稲自作地、水稲借入地、畑借入地の計
約10ha。内訳は水稲(うち古代米あり)エ
ゴマ、エゴマの輸作で菜種・ライ麦・露地
野菜。他にヤギとニワトリを飼育。うち水稲
有機栽培、特別栽培(化学肥料削減
99%・農薬削減75%)を作付。エゴマ・野菜
も無農薬・無化学肥料栽培で有機を始
めて20余年、生き物がどんどん増えこの上
なく楽しい。販売に関しては、パルシステム
(生協)とＪＡささかみが40年前より産直・交
流事業を開始しており、ＪＡ管内のコシヒカ
リ・我が家のコシヒカリもほぼ全量を産直。
近くの消費者と一緒になって耕作放棄地
を復活し、即、有機栽培にチャレンジし
年々面積を増やしている。我が家の年間
有機自給率、推定71％。(食材は我が家
から半径1kｍ以内からの調達を心がけ
る。)

●R1　にいがた市民大学「農と食で地
域をプロデュース」

農業法人（株）果香詩　代表取締
役

新潟県連合青年団副団長、中
之口村ＰＴＡ連絡協議会長、中
之口中学校後援会長、中之口
村議会議員、中之口村監査委
員、新潟市農業農村整備審議
会委員、西蒲区自治協議会副
会長、中之口コミュニティ協議会
副会長

小中高校でＰＴＡ活動で会長とし
て参画。中之口東小学校120周
年記念式典の実行委員長。中
之口東小学校140周年記念講
演の講師。
農業法人（株）果香詩は農業者
の研修や農場見学、農業体験や
学習、レストランバス等の受入。
新潟市のＰＲ動画（武蔵野美術
大学制作）のロケ地西蒲区自治
協議会の提案事業では、角田の
灯台からのそうめん流し、ボランティ
アガイド養成等を実施。

●H30　農業経営における女性の役
割
●R1 　補助事業の活用

農業、新潟県指導農業士
一、昭和37年農業高校卒、就農
一、減反政策から蕎麦の作付を
始める
一、平成8年から蕎麦打ちを始め
る
一、平成15年観光協会主催で
新蕎麦祭りを始める
一、平成20年新潟県「なりわいの
匠」に認定される。各講習会や高
校の蕎麦授業を行う。
一、赤い蕎麦の作付も始める

一、蕎麦について一般的な内容、
栽培等について
一、蕎麦の打ち方についての指導
一、蕎麦のゆで方についての話、
指導

●H29～R2　石川県輪島市門前町
蕎麦祭り、いわむろや　巻観光協会新
蕎麦祭り、巻総合高校蕎麦打ち授
業、中之口・寺泊・西川・巻等公民館
他蕎麦打ち講習会

新潟県認定「なりわいの匠」

情報通信産業で４０年余従事し
た後６０歳から広義でいう「林業」
に従事、林業産業の下流部「木
をくらしに生かす」という分野で活
動してます。
「教育・福祉に着目した木の生か
し方」をテーマに、子どもたちが木
に触れる木工を通じて、くらしに木
をつかう事の大切さを啓発してい
る。

出前木工体験教室をしています。
幼稚園や学校などの教育機関、
公民館などの社会教育機関、科
学館やふるさと村などの公的な建
物の他、イベント会場で木工体験
をしている。

●R2　杉のおはしづくり　間伐材で和
のあかりづくり　なんちゃってカメラ　木工
教室　その他いろいろ
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南区　自治協議会会長
新潟市八区会長会議座長
南区　コミュニティ協議会会長会議
会長
小林コミュニティ協議会会長

旧白根市連合青年団長、新潟
県連合青年団副団長、白根市
教育委員、同教育委員長、ＪＡ
白根市畜産部長、稲作部長歴
任、新潟県指導農業士、白根市
農業賞受賞、新潟市立小林小
学校学校評議員

●かっこ良い生き方、自治と協働のあ
り方、（三代家が続くこと）高倉健と小
林、農業の大切さ、豊かな地域を目
指して、一人の犠牲者もださないため
に　防災の重要性

農家

東京農大を卒業し、東京でのサラ
リーマンを経験後、妻とともにUター
ン就農。３児の父。子どもの頃に
食べたものの味・感動した体験
は、決して忘れない…。という想い
で、農業経営をしている。Akiha森
のようちえんを運営するNPOアキハ
ロハス理事、菌ちゃん元気野菜づ
くりを広める、NPOにいがた農えん
隊理事長。

菌ちゃん元気野菜づくり、農業の
良さを伝える活動

●R1　人生に農のある暮らしを、大学
生だった自分へのメッセージ

新潟県指導農業士、菌ちゃん元気
野菜づくりアドバイザー

農家

S49年　巻町農協入組
H24年　越後中央農協退職
この間、主に園芸作物の営農指
導と販売を担当
H24年より、アスパラガスとイチジク
の栽培を開始
R2よりイチジク専業　イチジク栽培
開始希望者に対してＪＡ普及所と
共に「イチジク塾」を開催

近くの野菜栽培者や農産物直売
所出荷者に対して、質問等があっ
たときアドバイス
R2より「イチジク塾」塾長

●R2　ＪＡ越後中央　いちじく塾

毒物劇物取扱責任者

農業

スーパーマーケット水産部門勤務
を11年経験後、妻と2人で新規就
農。現在は農薬不使用栽培に取
り組み、野菜や稲を育てている。
鶏の平飼い養鶏も行い、循環型
農業を目標とする。

無農薬栽培農産物の生産、販
売。

●R1　自然栽培の実践と楽しみ

新潟大学・教授
1984年，新潟大学大学院を修
了，新潟県庁入り。主に林業試
験場（現：森林研究所）で多雪地
帯の森林管理について研究。
1996年，新潟大学に移り，現
在，自然科学系（農学部）教授。
専門は森林学・生態学で，森林
生態系における生物間相互作用
の解明や積雪地帯における生物
多様性を意識した森林管理技術
を教育，研究。

生態系における生物間相互作用
の仕組みと役割や，積雪地帯に
おける生物多様性を意識した森
林管理技術についての研究，その
成果に基づく野生生物と共存でき
る地域のあるべき生態系の復元
や森造り，ツキノワグマ，ニホンジカ
などの大型哺乳類による森林被
害などの人間活動との軋轢の防
除について，講演および現地観察
会など。

●R1　ツキノワグマの生態－東蒲での
調査からわかってきたこと－、ブナ林の
成り立ちが野鳥のすみかをつくる！？
●R2　森林から黙示録－山の生き物
たちは警告する－

博士（学術）
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農業

1995年より農業をはじめる。有機
稲作と平飼養鶏を組み合わせた
複合農業に取り組む。2010年より
肥料も農薬も使わない自然栽培
の稲作に取り組む。

自然栽培の米作り、平飼養鶏、
自然環境と調和する農業につい
ての実践と講義

●H30　よみがえれ松林！
●R1 　田んぼとお米作りと生きものに
ついて

自然栽培新潟研究会代表

山﨑糀屋株式会社代表取締役

・津川町議会議員
・45才から世界14ヵ国食について
旅した。
・新潟薬科大との共同研究
・三つの学会で共同研究発表
・日本の発酵について講演活動
・NHKBSワールドにて世界16ヵ国
で放映
・雑誌、TVに取り上げてます。

創業１５０年余になります。
昔からの伝統食は素晴らしいが、
現在では熱処理し生きた食品は
スーパーにはありません。昔はみん
な手造りでした。ですから、がん、
認知症、アレルギーは少ないで
す。利益優先の死んだ食品から
脱却し、日本の農業の力で医療
費削減をし、１００才まで元気
で！今の１００才の方々は、昔づく
りの食をしていたのですから。見直
そう食を、子や孫のために。

●H28　「親子で行く！阿賀野川流域
ほんもの体験ツアー」糀座学
●H29　驚くべき糀の力
●H30　「よりよい食生活を目指して」

1942年生まれ・元新潟県職員と
して農業、農村振興の業務に関
わり、農産物の生産と市場流通、
そして直売活動を通じた消費者と
の交流などの指導助言を行ってき
ました。

・野菜の栽培技術やひょうたんの
装飾技術は依頼者が用意された
会場で解説と実演をいたします。
・都市と農村の交流は計画の策
定や農業・農村体験の実際を助
言します。

・農業改良普及員・農業専門技術
員・グリーンツーリズムインストラク
ター・なりわいの匠


