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しまねオーガニックフェア開催します

水稲の有機栽培の輪を広げます
第 1 回水稲有機栽培技術交流セミナーを開催しました
島根県では平成１９年度から全国に先駆けて「除草剤を使わない米づくり」
等の「環境を守る米づくり」
を推進しています。今年度からは一歩取組を進め、
「有機栽培による米づくり」を目指していくこととしています。
そこで、有機栽培の課題である販路開拓や栽培技術等について、県内
外で先進的に取り組んでおられる実践者をお招きし、第１回目の水稲有機栽
培技術交流セミナーを開催しました。

講

演

事例報告

1「消費者から求められるこだわり農産物とは」 「有機農業に生きる」
株式会社こだわりや

常務取締役

歌田靖氏（東京都）

気高オーガニック倶楽部

代表

梅實一夫氏（鳥取県）

●消費者が知りたい情報は全て提供します。

●家族の健康を考えて有機栽培に転換しました。

●店舗で取扱う商品には全てコンセプトがあります。

●有機栽培のポイントは、①プール育苗、②微生物資

●生産者、販売者、消費者の信頼関係を重視して

材活用の自然農法、③機械除草、④稲を害虫から守

います。

るには生きものの力を借りること。

●取引をする生産者は意欲、ポリシーがあり、話ができ、

●販売は個人相手であり、消費者との信頼の絆が重要

継続性のある人です。

です。

2「水稲有機栽培のポイント」
NPO法人民間稲作研究所

理事長

稲葉光國氏（栃木県）

●有機栽培の水稲を始める場合、慣行の育苗方法を

意見交換では、参加者の皆様から多くの質問が寄せられ
講師の方々からは丁寧な回答がなされるなど、活発な討議
が行われました。 県では、今後、こうした取組みの輪を拡げ
ていくために、「 島根県水稲

根本から見直す必要があります。

有機栽培技術推進ネットワー

（葉令 4.5、草丈 15㎝、播種量 50g ／箱が目標）

ク」
（本誌P5参照）
を設立しま

●抑草（雑草を抑えること）は水田の耕起・代かき、

したので是非ともご参加いた

肥培管理、水管理、輪作等の複合技術で行います。

だきたいと思います。

●生物の多様性によって、水稲の害虫は抑制できます。
（カメムシの天敵はカエル、
クモ、赤トンボ）

意見交換の様子
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将来のふるさとの姿を思い描いて40 年!!
浜田市
やさか共同農場は、昭和４７年に無農薬農産物を生

ます。

産、販売する産直運動と過疎村の復活を目指したワー

有 機 栽 培で

クキャンプ活動でスタートしました。 冬場の大雪でも可

は 除 草 剤を 使

能な仕事として味噌製造を柱にした農産加工に着手し

わないため、人

ました。

手や機械による

現在地元のＪＡ、集落営農組織と協同して、水田の

除 草 作 業が 不

転作作物として、減農薬や有機栽培の水稲、大豆、

可欠です。また

大麦を２０ｈａ以上栽培しています。

適地適作の観
また益田市高

点から、天候や

将来を担う農業研修生とＯＢ

津町の国営パイ

土質とうまくマッチングした作物の選択や輪作が必要

ロット圃場１０ha

になります。

を確 保して、 施

この有機農業を次世代につなげていくには、地域

設野菜８０ａを含

の多くの人達が参加して組織を作り、労力も資金も

めて約３０ha の

農地も広く共同化していくことが大切だと思います。

有 機 JAS 認 定

環境を守る日々の農作業が稔り、将来私達のふる

圃 場で有 機 農
やさか共同農場のメンバー

㈲やさか共同農場

さとが有機農業を支えてくれる時が来るはずです。

業を実 践してい

農薬も肥料も使わない 「秀明自然農法」を支える
安来市
私たちは、島根県東部と鳥取県西部に拡がる消費

も私たちの役割

会員 73 名の流通グループで、現在５軒の生産者から

です。

週一回お野菜や加工品をいただいています。化学肥料

農 業が 経 済

も畜産堆肥も入れない土と生産者の愛情が育むお野

偏重の改革を迫

菜は絶品です。

られている現在、

「市販の野菜と比べて断然美味しい」「アトピーが良

自然の営みを尊

くなった」「野菜嫌いの子供がこのお野菜だけは食べ

重する考え方に

る」など、会員それぞれの想いが「ひまわり」の活動

基づいた「秀明

の原動力です。

自然農法」を実

生産者の「除

発足して以来13年、時代に合うように取組みの内容
を工夫しながら
「笑顔あふれる活動」
で次世代に繋いでい

」の取

※１

きます。興味がありましたらお気軽にお電話下さい♪

組み、「 肥 料 迷
信

【
（代表）山本宗道（安来市）0854-37-1554】

を捨てるこ

※２

と」などを会員に

※１ 自分で種を採ることでその土地にあった作物になっていく
※２ 肥料をやめる事で病気や虫が減る上、おいしくなるという
考え方

伝え「 心と声の
野菜の仕分け風景

総会の後の楽しい食事会

践している生産者の取組みは宝だと考えています。

草」の苦労や「自
家採種

流通グループひまわり

橋渡し」をするの
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～三隅町農業支援センターみらいの挑戦～

『有機農業チャレンジ事業を活用した取り組み開始』
浜田市
三隅町農業支援センターみらいは、除草剤を使わな

三隅町農業支援センターみらい

ていることを地元の子供

い米づくりに取り組んで３年目を迎え、今年産は２．
７ｈａ、

たちと一緒に体感するこ

将来的には６ｈａへ面積拡大を目指しています。さらに、

とができました。

今年度から種子の温湯消毒や米ぬか散布を試行するな

一方、今秋からのオリ

ど、０．
７ｈａで有機栽培
（農薬不使用）
による米づくりへ

ジナルブランドの販売開

も挑戦しています。

始に向けて、「 有 機 農

その実証結果は、

業チャレンジ事 業 」 の

イトミミズの巣穴

米ぬか散布と早期

採択を受け、名称募集、

湛 水により、トロト

パッケージデザイン等ＰＲ

ロ層が形成されると

グッズの作成、理解促

ともに、イトミミズや

進のためのＰＲビデオの制作等へ取り組んでいます。

ユスリカが発 生し、

田んぼの生き物調査の様子（7/5）

今後、できるだけ早くパッケージやＰＲパンフレット等

また田んぼの 生き

を完成させ、秋からの商談会では、三隅町の豊かな自

物調査でも、たくさ

然環境を生かして丹精込めて育て上げた米を売り込ん

んの生き物が育まれ

でいきます。

米ぬか散布によるイトミミズの発生

楽しみながら常にチャレンジ!!
雲南市

渡部農園

渡部 利子

虫効果があるという

渡部農園は、周囲を豊かな山々に囲まれ、清流の里
としてキャンプ場やコテージが整備された「かみくの
桃源郷」の近くに位置しています。
ご主人の貞治さんとご一緒に、水稲、野菜、果樹栽
培に加え長年、繁殖和牛の飼育にも取組まれています。

ブドウ酢やトウガラ
シと焼 酎、 酢をあ
わせたものなど、新
しい方 法をみつけ

ブドウの栽培を始めて１６年程になります。その間、

ると何でもチャレン

何種類かの品種を栽培してみましたが、「巨峰」が一

ジしてみようという

番この土地に合っているようです。

気持ちになります。

やや標高の高い上久野でも、最近の温暖化や異常

出荷が待たれる色づき始めたブドウ

栽培当初から除草剤は一切使わず、肥料は、自家製た

気象の影響を受け、花の咲く時期や成長の早さ病気や

い肥を使っています。

害虫の発生も年によってかなり違い、毎年が勉強です。

「甘くておいしい。」と消費者の皆さん同士の口コミ

そんな中でも、口に入れるものだから出来るだけ農薬

で広がり、直接買いに来られる方も多くあります。 町内

を使わないようにして

の産直市
（百彩市、ほたる等）
へも出荷し、お陰さまで

育てています。これが、

いつもすぐに完売となります。

私の“こだわり”です。

こま目に書き込まれたノート

小学校の体験学習の受け入れや、昨年からは現役を

農 薬に代わる様々な

リタイヤされた方が、農業体験として定期的に作業の手

方法を雑誌等で見つ

伝いに来られ交流を深めています。

け、必ずノートにメモ

これからも、何ごとも楽しみながら取組む気持ちを忘

し挑戦しています。 防

れずに、地元の農地を守っていきたいと思っています。
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まっ赤なトマトに秘められた、旬を味わうよろこびを…

長野 悠紀

松江市
今年も、まっ赤なトマトを求めて大型農道を何回走っ

くりするくらい美味

たことでしょう。 松江市西長江町の大井川さんは、て

しい！美味しい！

いねいな土づくりをし農薬や化学肥料に頼らずトマトを

多めに買ってトマ

栽培されています。

トソースを作って冷

昨年、私は、宣言者を対象とした「環境にやさしい

凍にしました。ソー

農業」リレー講座に参加しました。その第１回目「畑

スをもっと煮詰めて

の中の小さないのち」で大井川さんから農業の話を聞

砂 糖を入れてジャ

き、試食のトマトを味わい、畑の見学をして以来ファン

ムにもしました。「トマトジャム」はなかなかいけますよ。

になりました。

トマトの試食

その美味しいトマトも、残念ながら７月半ばに終わって

宍道湖畔から１キロほど北へ入ったハウス畑の道沿

しまいました。

いに、直売のための小さな木箱がおいてあります。 派

いささか淋しい思いですが、旬を味わう楽しさを大切に

手な宣伝もなく、素朴に売られている、そのトマト。びっ

し来年のトマトを心待ちにしたいと思います。

☆長野さんのトマトソースレシピ☆
①トマトは芯だけを除き、皮も種も丸ごと使います。（種のまわりのト
ロリとしたゼリー状の部分が特に美味しいのです。）
②数切れ程度に切り分けてからミキサーにかけ、ジュース状にします。
③鍋で煮つめ、水分が減ると全体がおかゆのようになります。
④表面に透明なトマト果汁が浮いてきて、 鍋を傾けてもその果汁が
出なくなれば出来上がりです。
⑤あとは塩、コショウなどお好みの味付けをしてお使いください。
※スープ、シチュー、カレーなどに使っています。

リレー講座の様子

有機農業技術等波及講座を開催中です !!
島根県では、有機農業の推進のため基本的な栽培技術等を習得する講座を、特定非
営利活動法人島根有機農業協会
（邑智郡美郷町）
へ委託して実施しています。
この程、松江合同庁舎にて「野菜編」および「水稲編」の第１回目を開催しました。
野菜編では、
（株）
ぐり～んは～との元木雅人氏
（浜田市）
を、水稲編では
（株）
ジャパン
バイオファームの小祝政明氏
（長野県）
を講師に招き、有機栽培の基礎や植物の生殖
生理の仕組み等を学びました。
講座には県東部を中心に、有機農業を実践している方、これから取り組みたい方など各
５０名程の参加があり、熱心に受講されました。なお、今後の開催予定は以下のとおりです。
区

分

野菜編
経営編

日

程

9月21日（水）
13:00～16:00
11月15日（火）
12月6日（火） 13:00～16:00

講

師

（株）
ぐり～んは～と
元木雅人氏

場

所

松江合同庁舎

また、有機ＪＡＳ認定講習会等が、１０月３日
（月）
（ 有機加工食品の生産行程管理者及び小分け業
者対象）
、４日
（火）
（ 有機農産物の生産行程管理者対象）
に開催されます。 認定講習を受講される場
合は、修了証の発行代金が必要となります。

【問合せ・申込先】NPO 法人島根有機農業協会 〒 699-4621 邑智郡美郷町粕淵 166-1
TEL・FAX：0855-75-0017 E-mail:shimane-yuki-nougyou@feel.ocn.ne.jp
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『環境農業』研究トピック

県

水田の生きもの調査による
環境農業への取り組み度合いの評価
農業技術センターでは県内の減農薬栽培と慣行栽培の

法によって特徴的な生物種が異なることが分かりました。

水田において生息する生物を比較し、環境保全型農業が

このことから、例えば水田内の「すくい取り」調査では

生物多様性の保全に及ぼす効果を研究しています。

アシナガグモの仲間やヒラタアブ類、また畦畔（けいはん）

現地での調査は複数の方法を併用して行っています。

からの「見取り」調査ではニホンアマガエルとコモリグモ

「すくい取り」という方法は、 捕虫網を 20 回振って中に

類というように対象をしぼって調査すれば、農法の違いに

入る生物の種類や数を調査します。また「見取り」は、

よる影響を効率的かつより明確に把握できるのではないか

一定の範囲内の生物を目視で確認する方法、「払い落と

と考えられます。

し」は、稲株に付着している生物を粘着板上に払い落と

今後、これら指標生物の種類や数などのデータを組み

して調べます。

合わせて水田の生物多様性を数値化し、 環境保全型農

「水中の見取り」は、水中に生息する生物を魚網ですく

業への取り組み度合いを客観的に評価する手法を確立し

いとって調査する方法です。

たいと考えています。

これまでに得られた結果をみると、減農薬栽培の水田で

県農業技術センター病虫グループ

は全般的に生物の種類や数が多い傾向がみられ、調査方

畦畔
（けいはん）
での
すくい取り調査

ヤサガタアシナガグモ

ニホンアマガエル

ヒラタアブ類

募集中!!

島根県水稲有機栽培
技術推進ネットワーク
設立しました
島根県内ではこれまで、水稲の有機栽培実践者や
志向者が、お互いに情報交換する「 場 」が大規模
にはありませんでした。
そこで、水稲の有機栽培に関して、実践者や志向
者がお互いに栽培技術や販売方法などの情報を交換
し、また、技術研鑽を行う仕組みを作るためのネットワー
クを設立いたしました。
加入を希望される方は、県農畜産振興課のホームページに掲載してある「加入申込書」をご提出いただくか、
以下へお問い合わせください。
【ホームページアドレス】 http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/zyosou_zai_zero.html
【問合せ・申込先】 県農畜産振興課農産グループ 担当：長野（ながの）
〒 690-8501 松江市殿町１番地 TEL：0852-22-5109
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FAX：0852-22-6036

第

1

回

「しまねオーガニックフェア」
生活
い
し
い
お
、
る
開催します!!
なが
きでつ
ゆう

私 たちが 「 い た だきます。」

と言って口にする食べものは、
かけがえのない自然の恵みであ

入場無料

り、 農家の皆さんが心を込めて育てた大切ないのちです。日々
の生活の中で忘れてしまいがちな食卓の先の風景について、 一
緒に見つめ直してみませんか？
このフェアでは、 有機農業に関心のある人たち同士のつながり
をつくり、自然と生命のつながりや私たちの生活のあり方につい

見る・買う

て考えることをテーマに開催します。「見て」「触れて」「味わっ

有機農産物や
環境にやさしい
農産物の展示・販売

て」、 豊かでおいしい生活をあなたも見つけに来ませんか？

と き 平成23年

12月10日（土）
10：00～15：00

ところ

くにびきメッセ 大展示場

楽しみ学ぶ

味わう

「よしととひうた」さん
による紙芝居ライブ
味のたんけん隊「味覚教室」
食・農・環境を考える
映画上映

有機農産物を味わう
フードコーナー
（予定）

（松江市学園南１丁目２番１号）

などなど…

ボランティアスタッフを
募集しています！

出展者を募集しています！
有機農業や環境にやさしい農業の取り組みを知ってもらうことを目的と
するフェアの開催趣旨に賛同頂ける団体等を対象とします。なお、出展
に関しては、一定のルールや栽培方法等の基準を設けています。詳細は、
下記ＨＰをご覧いただくか電話等でお問い合わせください。
基本ブース

料
展料無

間口約 4m ×奥行約 3.6m、
出
（テーブル、イスは必要に応じ準備します。※調整あり）

掲載ホームページアドレス
http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/seisan/kankyo_suishin/organicfair/bosyuu.html

【問合せ・申込先】県農畜産振興課有機農業グループ

宣言の状況
（平成23年7月末日現在）

今夏の雨は、夕立というには少し激しすぎるので

3,302 件

やはりゲリラ豪雨というのでしょうか…。 急な天気

消費者の方…… 2,662件
農業者の方……… 525件
企業・学校等… … 115件

雲の流れる様、わずかな時間立ち昇る美しい虹な

の変化には悩まされましたが、雷雲の神々しさや雨

ど、自然の中で生きていることを身近に感じるひと
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有機農業や環境にやさしい農業の取組みを
応援していただく活動として、何か取組んでみ
たいと思われる方は、下記へお問い合わせくだ
さい。なお、原則、事前に開催する説明会（２
時間程度）にご参加いただける方を対象といた
しますことをご了承ください。

TEL：0852-22-5129

編集後記

時でもありますね。

フェア当日、運営や出展ブースのお手伝いをし
て頂く
「ボランティアスタッフ」
を募集しています。

FAX：0852-22-6036

○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９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/

