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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。

平成23年6月 第13号

～みんなでつくる ｢しまね有機の郷｣事業～
この度の東日本大震災により被害にあわれた皆さま

に、心よりお見舞い申し上げます。
ご承知のとおり、被災地の多くは、過疎と高齢化の

課題を抱えながらも、先人から引き継いだ山、川、海、
そして田んぼや畑を守りその恵みにより生活を支えてい
る、農林水産業を大切にしながら暮らしを営んでいる地
域です。
地震や津波による甚大な被害は、私たちにその脅威

をあらためて知らしめるとともに自然と共存する生活のあ
り方など、多くのことを考える機会を与えてくれたのかも
しれません。それと同時に、被災者の方々がふるさとを
大切に思い、また、再び立ち上がり共に支え合う姿か
らも、私たちは様々なことを学びこれからに生かしていく
ことができるのではないでしょうか。
私たちの住む島根には、美しい自然と田畑で形作ら

れた豊かな農村環境があります。
この宝ともいえる自然景観や生態系を次世代に引き

継ぐために、県では農薬や化学肥料にできるだけ頼ら
ない「環境にやさしい農業」を推進しています。
その一環として平成 19 年７月から取組んでいる「環

境を守る農業宣言」は、４月末現在で３，２７６件に達し
着実に活動の輪が広がっているところです。

こうした取組みの実績を踏まえ、今年度から県では「み
んなでつくる『しまね有機の郷』事業」をスタートしまし
た。具体的には、地域や関係者の方々が有機農業の
推進に取組む場合の支援（※１）や、有機農業等のＰＲ
を行う「しまね有機の郷オーガニックフェア（仮）」の開
催、生物多様性を育む米づくりの技術実証等に取組ん
でまいります。（※１については、Ｐ５下段を参照）

作り手の農家の方や購入する消費者の皆さん、販
売する方 と々一緒に、島根の環境や農業を守る「宣言」
の精神を活かし、“共につくり、はぐくむ”活動の推進
に努めていきます。引き続きご協力の程、よろしくお願
いいたします。
なお、事業に関する情報は、随時、本誌やホームペー

ジ等でお知らせしていく予定です。
県農畜産振興課有機農業グループ
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私たちは、毎週日曜日、朝８時から安来駅で朝市
を開いています。農薬や化学肥料にできるだけ頼ら
ないで育てた野菜を中心に販売し、取組み３年目を
迎えました。
朝市を始めたころは、ほとんどが売れ残り親戚や

友人に配っていましたが、次第に口コミでお客さんが
増え、今では毎週、松江や米子から来てくださる常
連さんも出来ました。「野菜の味が違う」、「甘みがあ
る」といったお客さんの声を直接聞くことが私たちの
励みです。
メンバーは、野菜栽培の方法や思いを同じくする

９名の女性で、出荷できる品目や量に限りがあります。
しかし、手間ひまをかけて丁寧につくった自慢の野菜
を、もっともっとたくさんの人達に食べていただきたい
という思いで、「今のままでも良いから続けていくこと
に意義がある」を合言葉に、頑張っていきます。
是非一度お立ち寄りください！

私達は、本年 2月22日に設立された新しい団体で
す。メンバーはエキスパートが揃い、農薬を使わない
米作りを40 年以上続けている会長の他、農業経営、
行政対応、食品流通など各方面でも活躍していた50
代から70 代の地元農家が中心メンバーです。
設立総会と同時に島根大学元学長の北川泉先生

の講演会も開催し、農業の６次産業化に向けての啓
発活動と実践の場である直販体制の確立に向けた取
組もさっそく開始しました。
目指しているのは、紙マルチ田植え機による農薬を

使わない米作りを中心とした高付加価値の農産物を安
全嗜好の高い消費者へ直販することで、安定性と収
益性のバランスの取れた長期持続可能な生産モデル
の確立です。初年度から民間系の米の新品種「夢の
華」の試験栽培も請け負い、田植えを先日終えたばか
りですが、いずれは「コシヒカリ」の次を担える品種に
と期待しています。今会員は、田んぼに敷いた紙マル

安来市　山本 万里子
「続けていくことに意義がある！」を合言葉に

長期持続可能な生産モデルの確立を目指して
～稲田姫を優しく見守りながら～

安来市観光交流プラザ
TEL 0854-23-7667
駐車場あり

※注：９時半頃には
　　　完売となりますので
　　　ご注意ください。

宣 言 者 の 方 か ら 届 け ら れ た 声 で す ！宣言者
の
ページ

チが溶けきってしまう
までに、稲が雑草に
負けないほどに成長
するよう願い、梅雨
空の下、風雨に打た
れる稲田姫を毎日優
しく見守っています。

仁多郡奥出雲町　環境保全型農業推進ネットワーク稲田姫
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【お問合せ／お申込先】
　島根県立農業大学校教育部　担当：加納（かのう）
　〒699-2211	島根県大田市波根町９７０-１　TEL：０８５４-８５-７０１１（代表）　FAX：０８５４-８５-７１１３

去る３月４日、“食の本当の
豊かさを考える”をテーマに、
石西あぐりトップセミナー講演会
を益田市グラントワで開催しま
した（主催：石西地域農林業
振興協議会）。
第一部では、全国地産地消

優良活動表彰で農林水産省
生産局長賞を受賞された有限会社赤雁の里代表の渡
邊哲朗氏に１０年間取組んでこられた農村体験イベント
や農家レストラン、地産地消商品の開発などの活動を
紹介していただきました。渡邊代表は、生産者と消費
者が交流を深め、魅力ある里づくりを継続して行うこと
の大切さを訴えられました。
また、第二部では、ベストセラー「食品の裏側」の

著者である食品ジャーナリスト	安部司氏に、まさに“食
品の裏側”である食品添加物やその使用実態につい
て解説いただきました。また、こうした状況を踏まえ、そ
の利便性も活用しながら「自分で選択する」ことの大
切さを助言いただきました。
当日は、農業者だけではなく消費者、高校生、市

場関係者、行政、関係機関など300 名もの多数の
参加があり、食の大切さ、本当に豊かな食とは何かを
皆で考える意義深いものとなりました。

西部農林振興センター益田事務所

～食の本当の豊かさとは何かを考える～

研修
情報

募集中!!

実習の様子（野菜の種まき）

渡邊	哲朗	氏

安部	司	氏による実演

農業大学校では、今年度より「有機農業研修」
をスタートします。
この研修は、今後、有機農業に取り組む農業者

の方を対象とした内容です。
就農コースと体験コースの２つのコースがありますので、有機農

業での就農をめざす皆さんからのお申し込みをお待ちしています。

県立農業大学校における
「有機農業研修」受講生

「食と農と環境と」

県立農業大学校教育部

①就農コース（長期）

研修期間  平成 23 年 7 月～ 12 月の
 6ヶ月間・月～金

定 員  2 人  受講料  月額 5,400 円

②体験コース（短期）
有機農業を始めるための基礎研修

○両コースとも、テキスト代、保険
料は自己負担となります。	

○午前中は有機農業全般的な
内容の講義、午後は土づくりや
葉菜類を中心とした秋冬野菜
の有機栽培実習を行います。

就農に結びつく実践研修

研修期間  平成 23 年 8 月～ 12 月の
 5 か月間・月 1 回・計 5 回

定 員  10 人  受講料  無料
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冬水田んぼに取組みたいのですが、保水力の弱
い田んぼでもできるでしょうか？

（津和野町、60 代、有機農業）

農薬や化学肥料の使用を減らすことも重要だ
が、それよりも多様性の視点が大切、といっ

た話があったが、どのような取組みが特に重要に
なってくるのでしょうか。 （益田市、20 代、関係者）

耕作放棄地の対策について、生物多様性保全の
取組みから何か有効な解決策などあれば教え

ていただきたい。 （大田市、50 代、有機農業）

私は、畜産について学習している学生です。牛
糞のたい肥を肥料として広めていましたが、

それは本当に良いことなんでしょうか？
（松江市、20 代、消費者）

先に開催したシンポジウムにおいてご講演いただいた
NPO 法人田んぼ　岩渕成紀理事長は、東日本大震災に
より事務所のある宮城県大崎市で被災されました。

震災発生から10 日程過ぎた 3 月 23 日、岩渕先生から
無事の連絡とともに講演に関する質問への回答を送って
いただきましたのでご紹介します。

幸いにもご家族、法人のスタッフの皆さまともご無事と
のこと。メールの最後は「3.11 以前に戻ることはあり得な
いし、また戻してはいけない」と締めくくられ、復興への
一歩を既に踏み出していらっしゃいました。

ふゆみずたんぼは、無理をせずに適切な田んぼで行うことが基本です。
考え方は、湧水のあるところや湿田など、もともと適切な景観の

履歴を持っている場所を利用することです。
しかし、江戸時代の佐瀬与次右衛門の会津歌農書には、「冬水

をかけよ岡田にごみたまり、土も腐りて能ごとそかし」という表現があ
るように、保水力がなく乾いていて、地力のない田んぼをこの農法に
よって豊かにすることは可能だといった観点があることも確かです。
これは、むしろ保水力を高めるためにふゆみずたんぼを行うといっ

た考えであり、そのためには秋に代掻きを何度か行って、水をため
る新潟県の頸城（クビキ）で行われている「秋代ふゆみずたんぼ」
の考え方で田んぼを管理することも考えられうることです。

農薬や化学肥料の使用を減らしただけでは、生物多様性を向上
させることはできません。百姓魂、つまり日常の丁寧なひとつひと
つの百姓活動そのものが、品質を保ち、生産量を安定させ、生物
多様性を向上させることになります。
このような活動を私達は「田んぼの底力」と名付けて160 項目

に分類しています。生物多様性を向上させるには、種そのものを守
るよりもこうした日常の活動に取組むことの方がより効果的であるこ
とも分かってきました。そこにさらに「景観の履歴」という、農村
風景の時間軸の指標を入れることでより立体的に農村環境を捉え
ることが可能になります。
つまり、農村の環境を、時間軸と生物多様性の視点からの指標

で多様なものとして整理することが大切なのです。田んぼそのもの
は複雑系として存在しているわけですから、単純に農薬や化学肥料
の使用を減らすといった考え方だけでは、解決しない問題がたくさん
あるということです。
多様なものを評価するには、多様な指標が必要なのです。

耕作放棄地をそのままにしていると湿地としての機能が急激に落
ちてしまい、生物多様性も急激に低下することが分かっています。
最も適切な管理は、水を張って管理することです。このことで牧

草などの外来種の制御にもなりますし、柳やハンノキなどの木本類
が侵入することも防げます。
勿論、通年湛水の状態にしていれば、ゲンゴロウ類やトンボ類な

ど水生昆虫にとって適切な環境が保たれますので、中干しなどの時
期に、これらの生物にとっての適切な避難場所にもなり、田んぼの
生きものにとってのオアシスとして十分に機能します。
耕作放棄地の多面的な利用方法の一つとしてお考えください。

私は、糞尿は有機物であっても、大量に投入すれば生物多様性
が急激に低下するという調査結果を何度も経験してきました。土壌
微生物も同じ質の有機物を大量に投与することで低下し、土その
ものが悪化してしまうことも近年、分かってきました。適切な量を適
切な時期に入れることが最も大切なことなのです。
特に春先の大量の施肥は、有機農業であっても急激な温度がか

かることによる大量分解が進んでしまい、土壌が急激な還元状況
になって稲の根腐れの原因になったり、生物多様性の急激な低下、
水質汚染につながってしまうことが考えられます。ゆっくりと有機物
が分解するだけの時間と量を与える必要があるのです。
土も生きています。それを考えずに有機であれば良いという考え

方は、すでに大量消費・大量生産の論理に入ってしまっているの
です。本来の循環型農業としての有機栽培の概念を越えてしまっ
ています。　　
有機栽培を行っている方々の考えの中に生物多様性の指標を加

えることで、正常な循環系を完成していただきたいと考えています。

NPO 法人田んぼ

理事長　岩 渕 成 紀 氏

当日、アンケートで寄せられた質問について回答します。

『環境農業』シンポジウム
● H23.1.22 ㈯開催、於：くにびきメッセ多目的ホール（松江市）

講 演

回答者

農と生物多様性

質問に対するお答え
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ブドウ栽培では１年中ビニールで覆われたままのハウス
が多くなり、ハマキムシやハダニ等の害虫の増加が大きな
問題となっています。そこで、ハマキムシ類は性フェロモン
を、またハダニ類については天敵のミヤコカブリダニを利
用した防除法（写真）を検討しています。

性フェロモンは昆虫などが分泌する異性をひきつける物
質です。ハマキムシ類のメスが出すフェロモンと同じ成分
の物質を成虫の発生初期に設置すると、これに惑わされた
オスはメスを見つけることが難しくなり、交尾、産卵が抑制
されて被害が減少しました。

ミヤコカブリダニはダニの仲間で、害虫のハダニを食べ
てくれますが、ブドウの樹には害がありません。これをブド
ウ園に２回放すことによって、収穫果に被害がでない程度
にまでハダニの数を抑制することができました（右図）。

いずれも生物農薬として市販されており、化学農薬に比
べるとやや高価で即効性はありませんが、設置に係かる時
間が農薬の散布に必要な時間より短く省力的です。また、
作業者や果実に付着せず、環境等への影響も少ないので
利用が期待されます。

県農業技術センター病虫グループ

【申請受付期間】	 第１回　（終了致しました。）
	 第２回　７月１1日～８月１０日（変更をする場合があります。）	

【問い合わせ先】 ○農畜産振興課有機農業グループ（小林）		 ＴＥＬ（０８５２）２２-6477
	 ○東部農林振興センター農業振興グループ	 ＴＥＬ（０８５２）３２-5646	
	 ○西部農林振興センター農業振興グループ	 ＴＥＬ（０８５５）２９-5593
	 ○隠岐支庁農林局農業振興グループ	 ＴＥＬ（０８５１２）２-9638

シリーズ 第 9 弾

天敵等を利用したブドウの害虫防除技術

性フェロモンが封入された針金状の製剤

ミヤコカブリダニ

みんなでつくる有機の郷事業
有機農業へのチャレンジや本格展開を促進するため、地域や関係

者の方の創意工夫をこらした取組みに対して支援を行います。

『環境農業』研究トピック

補助事業
情報

有機農業チャレンジ事業 有機農業実践支援事業

目 的
①	県内産有機農産物の販路開拓及び販路拡大
②	県内における有機農業の新規就農者の受入れ・育成
③	県内における有機農業の面的拡大

①～③のいずれか
を目的とする事業

概 要

新規参入や有機農業への転換等の試行を支援 本格展開・規模拡大の支援
事業期間は、おおむね 2カ年とし、事業実
施後には、技術的な実証や事前調査を終了し、
本格的な実践へと移行する計画とする。

事業実施終了後５年目までに、有機農業によ
る経営の安定化（収量確保・品質安定、販売
先の確保）が見込まれる事業計画とする。

事業規模等
補 助 率

事業費上限　@2,000（千円） 事業規模　おおむね@20,000（千円）
○機械購入等支援（ハード：1/3 補助）　○販路拡大や消費者交流支援（ソフト：1/2 補助）

採 択 方 法 書類審査 外部審査員による審査会方式

県農業技術センター発
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▼申込・問い合わせ（次のいずれかへ…）

村　松：0852-36-7768（TEL･FAX共）
大井川：0852-36-8170（TEL･FAX共）
加　藤：	TEL	0852-36-6288　FAX	0852-36-6289
森（田舎の森の休暇小屋）：0852-67-1510（TEL･FAX共）

●日　時／９月１１日（日）
１０：００～１２：００

●内　容／草や地面にうまくカモフラー
ジュしたバッタ探しをしてみ
よう。どんなバッタに出会
えるかな？

今後のイベント掲示板

（平成23年４月末日現在）

3,276件
消費者の方 … 2,661件
農業者の方 …… 500件
企業・学校等 … 115件

編集後記
平成20年6月に誕生した本誌。４年目を迎えました。

毎回、宣言者の皆様から投稿やご感想を寄せて

いただき、編集や取材を通じてすてきな方々と出会う

ことが出来ます。

これからも、分かりやすく、また、きちんと皆さんの思

いが伝わり合う誌面づくりを心掛けたいと思いますの

で、引き続きご協力の程よろしくお願いいたします。

○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、下記までご
連絡ください。

発行・編集

島根県農林水産部農畜産振興課
（平成23年６月１日発行）

〒690-8501	松江市殿町１番地
TEL	0852-22-5129　FAX	0852-22-6036
URL　http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/

宣言の状況

手間ひまかかる昔ながらの米づくり。毎日食
べる「ご飯」が育まれる田んぼに触れ、汗を流
した後は、おいしいお楽しみも待っています。
開催場所は、西長江町公民館（松江市西長
江町）付近となりますが、各回毎に若干異なり
ますので申込時にお問い合わせください。

年間を通じた様々な自然観察会を開催して
います。申込は、各回とも開催日2 週間前
からとなります。
※参加費：１００円（保険料）
　定　員：２０名（各回とも同じです。）

●日　時／７月１０日（日）
１０：００～１２：００

●内　容／大きなトンボ、スリムなトンボ、
しぶい（!?）トンボ…。いろん
なトンボを探してみよう。も
しかしたらナゴヤサナエの
羽化も観察できるかも。

●日　時／８月７日（日）
９：３０～１１：３０

●内　容／身近な草花だけどなにかわ
からない。除草剤ゼロの
田んぼではどんな草花が見
つかるのか！夏休みの自
由研究にいかが？

▼申込・問い合わせ
宍道湖グリーンパーク（出雲市園町 1664-2）
ホームページ　http://www.green-f.or.jp/
TEL	0853-63-0708　FAX	0853-63-0797
火曜休園（祝日の場合は翌平日）

●日　時／６月２６日（日）９：００～１３：００
（終了時間は予定）

●参加費／一家族５００円
（手料理が楽しめます。）

●日　時／９月４日（日）稲刈り９：００～
交流会１２：００～１３：００（終了時間は予定）

●参加費／一家族５００円（稲刈りのみの参加の方は無料。
交流会では手料理が楽しめます。）

田んぼの生きもの調査・草取り 稲刈り・交流会

観察会 観察会 観察会トンボをみつけて観察しよう 田んぼの植物標本づくり バッタを見つけて観察しよう

さぁ いよいよ収穫です!!
はで干しをしたお米のお味は、

10月16日の収穫祭で味わいます。

長江米エコ栽培グループ

宍道湖グリーンパーク


