
宣言書

エコ大豆の加工品

（生産者）
農事組合法人ファーム宇賀荘（安来市）
（集荷団体）やすぎ農業協同組合
（卸業者）株式会社寺田商店（奈良県）
（豆菓子加工製造業者）株式会社出由商店（奈良県）
（豆腐加工製造業者）有限会社角久（安来市）
（醤油加工製造業者）株式会社大正屋醤油店（安来市）

島 根 の『 環 境 農 業 』 情 報 誌
『環境農業』に関する県の考え方や事業の進行状況をリアルタイム
でお伝えし、皆さまとネットワークを結ぶことを目標としています。

◇すすむ連携・ひろがる輪
　環境を守る農業宣言者のネットワーク
◇宣言者のページ
●県内初 エコファーマー専用産直インショップ OPEN
●邑南町発　環境農業レポート-ハーブの花咲く郷の恵み
●援農の楽しみ～生産者の方と共有する農業の喜び～
●奥出雲町野菜産地ツアーを開催しました！
●縁が繋ぐスペシャルメニューを是非どうぞ!!

平成22年9月

第10号

すすむ連携・ひろがる輪

環境を守る農業宣言者のネットワーク
　「環境を守る農業宣言」を知っていますか？
　研修会場などで問いかけると１～２人の方から手があがる…少し前まではそんな状況でした。
　ところが、最近、「知っているよ。」、「私は宣言者だよ。」、「うちの集落営農、宣言しちょ～よ。」など声をかけていただくこ
とがとても多くなりました。
　７月末現在で宣言者数は、2,772件にのぼり、順調に増加しています。
　去る６月には、初めて「生産団体」と「加工業者等」による共同宣言が提出されました。
　この宣言では、大豆の生産者、集荷団体、卸業者、加工製造業者が共通認識を持ち、県が推奨するエコロジー農産物の安定
的供給と活用に努め、連携して「環境保全型農業」を拡大し、お互いを将来にわたって支え合う仕組みづくりを目指す内容となっ
ています。
　「エコロジー大豆」を原料とし、豆菓子や豆腐、醤油等の商品開発・
販売に取り組むこの活動は、県境を越えた農商工連携の正にモデル的
な取組みとして、溝口知事が宣言受理書を交付し「今後の発展を大い
に期待しています」と激励しました。交付式の後、こうした業種を超
えたネットワークづくりが、今後、県内各地に拡がり島根県の『環境
農業』の推進が図られるよう意見交換も行いました。
　宣言者の皆さまとネットワークを結ぶことを目指し発刊した本誌も
第10号を迎え、今回も、宣言者の皆さまから様々なアイディアあふ
れる取り組みの報告が寄せられました。今後も、こうした活動を積極
的に紹介し、様々な立場の方同士が交流を深め活動を継続していかれ
るよう応援していきたいと思います。

◇除草剤を使わないコメづくりへの取組み
　～２年目の挑戦レポート～
◇シリーズ第６弾『環境農業』トピック
　鶏ふんペレット堆肥に含まれる窒素の畑作物に対する効果
◇報告　第１回 生物の多様性を育む農業国際会議
◇イベント掲示板
◇Ｈ22年度しまね『環境農業』大賞の消費者審査への
ご協力のお願い

宣言書

溝口知事を囲む宣言者の皆さま

エコ大豆の加工品



マルマン・エコ・マルシェ（黒田店） オープニングＰＲの様子（７/17）

　松江・八束地方持続農業研究会（＊１）（代表：堀尾騏吉）では、昨年販売部会を結成し、エコロジー農
産物の販路拡大や有利販売を目指し、専用コーナーの設置を検討してきました。
　その結果、㈱マルマンの協力を得て、県内初のエコファーマー専用産直インショップ「マルマン・エ
コ・マルシェ」をスーパーマルマン（黒田店、津田店）内に７月17日オープンすることができました。
　このコーナーでは、土づくりに努め、化学肥料や農薬の使用を抑えて栽培した農産物や、その農産物
を主原料とした加工品を販売しています。
　また、生産者11名は全員が環境農業宣言を行い、それぞれこだわりを持って「環境にやさしい農業」に取り組んでいます。
　個々の特徴を消費者のみなさんに伝えることができるよう、生産者別の「かご」でコーナーを構成し、ポップを使って生産
者の顔や農業の取組みをPRしています。県内ではこれまで見られなかった新しいスタイルです。
　オープン初日と翌日には自ら店頭に立って、お客さまに試食を提供しました。「鮮度が違う」「味が濃い」「こんなコーナー
を待っていた」など、大変嬉しい反響でした。
　エコ農産物を評価、購入いただくことが、私たち生産者の誇りとなりやる気につながります。
　消費者の皆様、エコ農産物を積極的に食べて、『環境にやさしい農業』を応援してください！

（＊１）松江市、東出雲町のエコファーマー66名で組織する研究会

　我が家では、｢環境を守る農業｣に取り組み５年前より
クローバーを用いた有機質肥料、減農薬のハーブ米を栽
培しています。
　最初は、なにかと不安でしたが年々面積を拡げて現在
１ha耕作しています。
　また、家の周りの花壇にもハーブの種を蒔き田植え時
期には、景観を楽しんでおります。

─邑南町発　環境農業レポート─　ハーブの花咲く郷の恵み
《邑南町　荒田 秀雄》

県内初 エコファーマー専用産直インショップ OPEN
《松江・八束地方持続農業研究会》

宣言者の
ページ

challenge!

環境にやさしい
有機質肥料、減農薬で
ハーブ米の源
クリムソンクローバー

景観植物
田植え時期
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援農で清々しい汗を

キャベツの収穫体験

　島根大学生物資源科学部の一角にミニ学術植物園「みのりの小道」があります。ここで月に１回、市民や学生が集まって作
業をし、代わりに先生方の専門的な話を聞かせていただくという、他にはないユニークな講座が開かれています。
　２年ほど前、ここに合鴨農家のＦさんが加わられ、合鴨を中心とした有機農業の話を聞くうちに、農園のお手伝いをしよう
という声が出ました。そして昨年５月、Fさんの家に集まり、たけのこ掘りやサトイモを植えたのが援農の第一歩となりました。
　最初のころは月１回程度でしたが、９月頃から徐々に回数が増え、最近は週１回くらいのペースで作業をしています。私た
ちが行くことで、かえって邪魔になるのではないかと不安な時期もありましたが、素人の私たちでも必要としてもらっている
と気がつき始めたとき、逆にそれが喜びに変わり、今では元気の素となっています。
　援農に通っていると、鴨が野生生物に何十羽も殺されたり、
この間まで元気だった野菜が病気になったり虫に食い荒らさ
れたりという残酷なことをたびたび目にします。今まで買う
だけでは分からなかった農業の大切さを感じる一方で、蒔い
た種が芽を出して生長し、収穫という大きな喜びを生産者の
方と共有できるのはこの上もなく幸せを感じる瞬間です。援
農の時間はわずかですが、無農薬野菜を提供されるFさんの
お手伝いをすることで、それを消費する人の健康を後押しし
ているようでうれしく感じ、生き甲斐にもなっています。
　今、Ｆさんのお世話で不耕作地を利用して私達の大豆を
作っています。今年の冬は、援農で味噌作りをしましたが、
来年は収穫した大豆と合鴨米の麹を使った「本物の味噌」を
作ることを目標に、援農者一同頑張っています。

　奥出雲町野菜生産組合、三井野原野菜出荷組合、奥出雲町ほうれんそ
う協議会、島根県東部農林振興センター雲南事務所農業普及部では、７
月24日、松江市の量販店のお客様や栄養士を志望する県立大学短期大
学部学生の計23名を奥出雲町の生産ほ場に案内し、環境にやさしい農
業をテーマに「奥出雲町野菜産地ツアー」を開催しました。
　猛暑の中となりましたが、環境にやさしい農業の説明をはじめほ場見
学やキャベツの収穫体験、地元野菜を使った料理を食べながらの交流会
などを行いました。

奥出雲町野菜産地ツアーを開催しました！
《奥出雲町　三井野原野菜出荷組合》

援農の楽しみ ～生産者の方と共有する農業の喜び～
《松江市　今津 久美子》

　参加者からは、「環境にやさしい農業への取り組みについ
て理解できた」、「昼食時の関係者の対応は明るい雰囲気でと
ても印象が良かった」、「収穫体験など貴重な体験ができた」、
「珍しい料理がたくさんあり味付けもよくおいしく食べられ
た」、「奥出雲町は空気がきれいでとても良い所、また来たい」、
などの感想が寄せられ、一様に好評を得ました。
　テーマであった環境にやさしい農業の理解が進むととも
に、奥出雲野菜のファンを作ることができたものと思われ、
とても有意義な会となりました。
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玉ねぎを届けた北垣さんと成相シェフ

機械除草したところ 機械除草していないところ

　(農)あとむでは、農地面積10haのうち約６haで水稲を栽培していますが、一部のほ場で多目的田
植機に除草機を取り付けた機械除草による、除草剤を使わない米づくりに取り組んでいます。
　取組み初年度目の昨年は、収穫時に枕地部分の残草が目立つのみでほ場全体の雑草は少なく、高い
効果が現れました。取組み２年目の今年も現時点での抑草効果が高く、機械除草を行っていないとこ
ろと比較をすると、条間の雑草（主にアゼナでした）が全く見られません。

除草剤を使わないコメづくりへの取組み
～「農事組合法人あとむ」における２年目の挑戦レポート～

縁が繋ぐスペシャルメニューを是非どうぞ!!
《松江市　北垣 良一》

　県立美術館内にあるレストラン「ベッキオロッソ」では、時々私の名前が付いたメニュー「北垣スペシャル」が登場します。
　こちらのレストランのオーナーシェフである成相一也氏は、以前から皮ごと食べられる農薬や化学肥料を使用しないで栽
培された野菜、なかでも地元産にこだわり料理を提供してい
らっしゃいます。
　私と成相シェフとの出会いは、東部農林振興センターが主
催された「シェフと生産者（エコファーマー）との交流会」
でした。成相シェフは、奥さまと一緒に畑を訪ねて来られ、
きれいな水にこだわる私の農業への思いや考えを聞き、子ど
もを育むようにていねいに農産物を育てていると感じられた
そうです。
　量的には少ないけれど特別な野菜としてお客さんにも味
わってもらいたいという思いで「北垣スペシャル」とネーミ
ングし、メニュー提供されているそうです。
　「環境にやさしい農産物」が繋いでくれたこの縁を、これ
からも大切に育て、成相シェフと一緒に、農作物が持ってい
る“生命力”を消費者の方に私のスペシャルとして届けてい
きたいと思います。

　副組合長の椋教正氏からは、２年間取り組んだ感想として、「除草剤を使わないことで、手間がかかってやれん、とか草が
生えてやれん、ということはない。」という声が聞かれました。　
　また、ほ場に入るとオタマジャクシやクモをはじめとした生き物の種類や量が豊富で、明らかに環境を守る栽培方法である
と感じます。
　現在、除草剤を使わない米の有利な販売先が見つかっていないため、今後は、販売戦略を含めた生産体制の強化をすること
で、今以上に生産拡大が図れるものと期待しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　【西部農林振興センター益田事務所】

ど
ち
ら
も
除
草
剤
不
使
用
で
す

4



0 

20 

40 

60 

0 7 14 21 28 35 42 49 56
土壌施用後経過日数（日）

Ａ（全窒素2.4%） Ｂ（全窒素2.9%）
Ｃ（全窒素4.7%）

全
窒
素
の
分
解
率（
％
）

鶏ふんペレット堆肥

「鶏ふんペレット堆肥」に含まれる全窒素の積算分解率
注）30℃、畑条件下における培養試験

コウノトリ郷公園外へは自由に移動可能

　平成16年に家畜排せつ物法が完全施行され、排せつ物の適正な管理と利用促進が求められるなかで、発酵装置等で堆肥化した
鶏ふんを長さ１cmほどの筒状に成型した「ペレット堆肥」の製造量が増えています。ペレットにすると臭いや粉塵（ふんじん）の
発生が抑えられ散布作業など取扱いが容易になります。
　鶏ふん堆肥中の窒素は、微生物に分解されにくい難

なんぶんかいせい

分解性窒素と、
適度な温度と水分条件下で速やかにアンモニアに分解される易

い

分
ぶんかい

解
性
せい

窒素に大別されます。生成したアンモニアは、性質上ガスとなっ
て発散しやすいのですが、土壌中では水分に溶け硝酸へと変化し、
養分として作物に吸収されます。
　県内で製造された３種類の鶏ふんペレット堆肥（Ａ，Ｂ，Ｃ）を調
査した結果、全窒素の含有率は2.4～4.7％と２倍の開きがありまし
た。また分解率は、土壌施用後１か月間でＡは全窒素のうち30％、
Ｂは35％、Ｃは55％が分解しました。施用１か月以降は、アンモニ
アと硝酸の生成量はわずかで、残りの窒素は難分解性であると考えら
れました。
　これらのことからＡやＢは製造過程でのアンモニアガスの発散が多く、Ｃに比べて全窒素
や土壌中で有効化する易分解性窒素が少なくなったと推察されます。
　このように鶏ふんペレット堆肥の速効性窒素の量は、全窒素が４％を超える製品では全窒
素含有率の約50％、３％以下であれば30～40％と見積もることができ、邑智郡の白ネギ
を対象に実施した試験でも推定通りの肥料効果が得られました。
　化学肥料に比べると窒素含有率が少なく散布作業の効率は劣りますが、資源活用の観点か
らも利用増加が期待されます。

【農業技術センター土壌環境グループ】

鶏ふんペレット堆肥に含まれる窒素の畑作物に対する効果

シリーズ　　　　　『環境農業』研究トピック

県農
業技
術

セン
ター
発

第6弾

　先の７月２日、３日に兵庫県豊岡市で開催された「第1回生物の多様性を育む
農業国際会議」には、日本、韓国、中国より約400名ほどの参加者があり、“人
間が多様な生物とともに生きていける農業の実現”を目指し現地調査や基調講演、
各国の取組み報告が行われました。
　基調講演では、開催地である豊岡市の中貝宗治市長が、「コウノトリの野生復
帰とそれを可能とする農業の振興」に地域をあげて取り組んできた活動を紹介さ
れました。
　ご存じのとおり兵庫県豊岡市では、環境にやさしい農業を「コウノトリを育む
農法」と位置づけ普及し2004年からの６年間で約200ha（うち有機農業は62ha）まで栽培面積を拡大したそうです。
　また、生産面だけにとどまらず、地域みんなでコウノトリの野生復帰を応援するということで「コウノトリ米」の販売・消
費を進め、小学校での環境活動にも繋がっているとのことでした。
　中貝市長は、「生物多様性を考えに入れた米づくりは全国で37事例あるが、生き物を育むという意識で米を買っている消費
者はまだ少なく、マーケットの形成はこれから。こうした取組みを消費者も含めて広げていくためには、“生態系の中で生き
ている、生態系の恩恵を受けている”という共感を広げることでもある。」と語られました。
　最後に、コウノトリの巣立ちを写した素晴らしい映像とともに「どのようにして自然と向き合うのか、豊岡は豊岡の答えを
求めていく。皆さんは皆さん答えを求めて欲しい。」と締めくくられました。
　本会議での成果は、報告書にまとめられカルタヘナ議定書締約国会議（名古屋市：10月11～15日）、生物多様性条約締
約国会議ＣＯＰ10（コップテン）（名古屋市：10月18～29日）で提言される予定です。
　自然豊かな島根に暮らす私たちも、生態系の一員として生きていく暮らし方や農業のあり方を目指していきたいと改めて感
じた会議となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【県農畜産振興課有機農業グループ】

第１回 生物の多様性を育む農業国際会議
～田んぼが育む5,668種のいのち～

報告
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農業技術センターフェア　　　　　　　　　

●日　時／10月２日㈯ 　９:30～15:00
●場　所／島根県農業技術センター（出雲市芦渡町2440）
●内　容／「農業技術センター・来て・見て・ふれて！」をテーマ

に、センターで開発された栽培方法や品種の紹介、試食
を行います。農産物や加工品の販売もあります。

▼問い合わせ先：県農業技術センター　TEL：0853-22-6627

松江市農林水産祭

●日　時／10月31日㈰　９:00～15:00
●場　所／松江総合運動公園中央広場
●内　容／新鮮な野菜や魚介類、加工品等を生産者が直接販売します。また、“苗木の無料配布”や“お米のすくい取り”

なども見逃せません。ステージでの芸能など盛りだくさんのイベントです。
▼問い合わせ先：松江市農林水産祭実行委員会（松江市農林課）TEL：0852-55-5234

第12回 米・食味分析鑑定コンクール：国際大会

【出品参加方法】
●受付期間／10月１日㈮～11月６日㈯必着
●内　容／平成22年度産玄米（２kg）　　●分析料／県内在住者…3,000円、その他の者…4,000円
●送付先：〒532-0011大阪市淀川区西中島３-12-15第５新大阪ビル203
　　　　　TEL：06-6100-1151、FAX：06-6100-1150
▼出品申し込み等の資料は、8月下旬以降県内ＪＡ本・支店窓口に配置予定
【講演会】：くにびきメッセ３F　国際会議場（松江市学園南）
①11月20日㈯　13:00～16:20
　○講演会：名稲会６名による良食味栽培技術について
②11月21日㈰　９:00～11:50（受付開始：８:30）
　○環境を守る・美味しい米づくり講演会　・コウノトリを育む米づくり　　　豊岡市コウノトリ共生部長 村山直康 氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・マーケット側からの期待と課題　高島屋食料品バイヤー
　○「環境王国」の活動成果と今後の展開
▼問い合わせ先：県立松江農林高等学校　担当：矢野　　TEL：0852-21-6772、FAX：0852-21-6796

今後のイベント　掲示板

　農薬や化学肥料に頼らない生産者の取組みやそれを応援する実践活動を募集し、優良な活動を「しまね『環境
農業』大賞」として表彰します。
　今後、審査委員による書類審査や現地審査を進めるとともに、「環境を守る農業宣言」をいただいている個人
消費者の方で、情報提供を希望されている方にも郵送による投票をお願いします。
　つきましては、10月頃に改めて審査に関するお知らせをお送りいたしますので、是非とも審査にご協力いた
だき、あなたの応援の声を届けていただきますようお願いいたします。　【県農畜産振興課有機農業グループ】

発行・編集　島根県農林水産部農畜産振興課
（平成22年９月１日発行）
〒690-8501 松江市殿町１番地
TEL.0852-22-6477／FAX.0852-22-6036
E-mail:econousan@pref.shimane.lg.jp
URL:http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/

○この情報誌は、「環境を守る農業宣言」をした生産者
や消費者の方々及び関係機関に配布しています。

○ご意見、掲載希望、また配布停止を希望される方は、
左記までご連絡ください。

島根の『環境農業』情報誌

【編集後記】 
　先に開催した「環境にやさしい農業リレー講座」では、
松江市西長江の自然環境を守りながら長年「環境保全型農
業」に取組まれている生産者 大井川さんの貴重なお話をお
聞きし、ほ場も見学しました。生産地を訪ね、生産者の方
と直接言葉を交わすことで、「環境農業」への理解が深ま
ることを参加者の皆さんと共有できた一日となりました。

●消費者の方 2,240件
●農業者の方 420件
●企業・学校等 112件

宣言の状況

2,772件
（平成22年７月末日現在）

県農業技術センター案内図

Ｈ22年度 しまね『環境農業』大賞 消費者審査今年も審査に
ご協力ください !
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