
1

平成23年12月 第15号

PAGE 1 日本有機農業学会
 「平成２３年度公開フォーラムin雲南」
PAGE 2 宣言者のページ
	 福谷雄一郎さん（安来市）
	 うんなんナチュラルべじまーと運営委員会（雲南市）
PAGE 3 「島の香り隠岐藻塩米」生産者協議会（隠岐の島町）
	 グリーンコープ生活協同組合（出雲市）

PAGE 4 オーガニック EXPO2011 報告
PAGE 5 シリーズ第 11 弾『環境農業』研究トピック
	 露地野菜の環境に優しい施肥技術
	 ～ナスの養液土耕栽培の現地実証試験～

 第1回しまねオーガニックフェアプレイベント
PAGE 6 イベント掲示板

CONTENTS

日本有機農業学会の「平成２３年度公開フォーラム in 雲南」が１０
月８，９日の２日間にわたり、国民宿舎清嵐荘（雲南市）等を会場に開
催されました（２日目は現地見学会）。参加者は６３名で、県外からは
２１名の参加がありました。
フォーラムのテーマは「改めて地域自給を考える－島根県の事例－」。
冒頭、実行委員長の桝潟俊子先生から、原発事故とＴＰＰ問題を踏ま
えた問題提起があり、その後、島根大学の谷口憲治先生から県内の
中山間地域での地域自給・地域づくりを考察した基調講演があった後、
３事例の実践報告が行われました。
「たべもの」の会の井口隆史さんからは、木次乳業を拠点とした斐伊
川流域の有機農業の取組報告があり、木次有機農業研究会の健康づくりと有機農業を連動させた活動や生産者と消
費者のグループが協力し合って取り組んできた活動が紹介されました。中山間地域研究センター嘱託研究員の相川陽一
さんからは、山村の資源を活用し、少量多品目の野菜を栽培して子や孫たちに送り、余剰を販売する浜田市弥栄町の「ふ
だん着の有機農業」の状況が報告されました。地元では当たり前のこのような暮らしに、新たな意味づけをする必要性
にも触れられました。ＮＰＯ法人ゆうきびとの福原圧史さんからは、吉賀町の自給をベースとした有機農業の取組報告が

あり、昭和５０年代に山口県の消費者グループとの提携
から始まり、自治体の総合振興計画に「健康と有機農
業の里づくり」が位置づけられ、地域ぐるみでの取組と
なった経過と現状が紹介されました。
実践報告の後、地元の佐藤忠吉さんや宇田川光好

さん（養鶏家）を交え、総合討論が行われました。経
済の論理ではない農のあり方としての自給的有機農業
の進め方や消費者の意識を高め、真の提携につなげて
いく必要性などについて熱心な討論が続きました。
公開フォーラムで培われた県内外の人のつながりが、
今後の地域自給・有機農業の取組拡大に活かされるに
違いないと感じた充実の２日間でした。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

フォーラムの様子

「食の杜」の現地見学

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。

今までと、そしてこれからの有機農業を考える
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福谷さんのほ場は、大山が見渡せる景色の良い場
所にあり、現在、ハウス4棟でホウレンソウや小松菜な
ど葉物野菜の栽培に取組まれています。昨年 1年間
は、就農計画に基づく研修を県干拓営農部で受けなが
ら、「島根おやさい本舗」の会長　岸川勉さんのもとで、
農薬や化学肥料を使わない栽培技術の指導を受け、就
農の準備を進めてこられました。
それまでは、全く異なる分野でのお仕事をされていたそ

うですが、以前から農業に興味があり、どうせやるなら技
術的に難しい有機農業にチャレンジしてみたいと考える
一方で、技術習得や販路開拓、経営上の不安などを感
じていたそうです。
そうした時、大阪で行われた就農フェアで島根での新
規就農への支援制度があることを知り、また、Iターン後
に岸川さんと出会い、安来の「島根おやさい本舗」で
は、U・Iターンした生産者同士が情報交換しながら技
術向上に取組まれていることや、販路を共有し経営の安
定化を図っている状況を見る中で「こうしたサポート体制

山陰は豊かな自然環境に恵まれていますが、身の回り
にある食品や生活用品等の多くは、あまり環境に配慮さ
れていません。この朝市は、原料や製造過程について

一定の基準を定め、食
品や生活用品等を厳選
（審査）して提供してい
ます。
朝ヨガから始まり、布

ナプキンのワークショップ
を体験、ベジバーガーを

安来市　福谷雄一郎さん初収穫の喜びを胸に就農スタート

～地球と体にやさしい日曜日～「うんなんナチュラルべじまーと」

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

雲南市　うんなんナチュラルべじまーと運営委員会

大阪から安来市にⅠターンし、今年度、有機農業で
就農をスタートされた福谷雄一郎さんを訪ねました。

毎月第 4 日曜日に、雲南市加茂町にある文化ホール
ラメール前の芝生広場で、地球と体にやさしい「うん
なんナチュラルべじまーと」を開催しています！

があるならやれる。」と実感されたそうです。実際、会の
先輩達は、時間を見つけては福谷さんを訪ね、生育状
況を気にかけ声をかけてくれたりするそうです。
「来年はハウスを2
棟増設し、安定的な
生産を目指したい。」
と話される福谷さん。
穏やかな口調の中に
力強い想いを感じま
した。
ハウスの中を見せていただくと、ハウス
内専用のスニーカーがありました。農薬
や化学肥料を使わないほ場では、ハウス
の外から雑草の種や病気の原因を持ち
込まないように、ハウス内専用の靴を使用されているそう
です。これは、師匠岸川さんの教えでもあり、こうした細
心の配慮があってはじめて「栽培期間中、農薬・化学
肥料不使用」のエコロジー農産物が栽培されていること
をあらためて教えていただきました。
静かな闘志に燃える福谷さんに「がんばれ！福ちゃん。」

とエールを送ります。

ほおばりながら間
伐材で作った雑貨
や自家栽培手紡
ぎ綿の帽子を品さ
だめするようなまっ
たりとした日曜日を
過ごしましょう。
家族のお土産に自然栽培で育てた季節の野菜とベジ

クッキーをお忘れなく…（※1）。
イベントに関すること、出店に関することは、事務局（※2）
にお問い合わせください。
※ 1　出店内容は毎回違います。
※ 2　「菜野花」内田
　　　（雲南市木次町木次 1-5	TEL	0854-42-4522）
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「農事組合法人ファーム宇賀荘」では、稲田副組
合長さんと河合営農部長さんから、白鳥が飛来する田
んぼになるまでの努力と自然との共生のお話しを聞き、
白鳥のいる田んぼを実際に見て感動しました。
それぞれの努力されてる姿に参加者の皆さんが支え
たいという気持ちを持たれ、日本の農業を守らなければ
と思いを強くしました。

「藻塩米」は、私たち生産者と関係機関が一つになっ
て育てるこだわり米です。いよいよ１２月より、松江市
の藤本米穀店本店とマルマン黒田店内「お米の広場
ふじもと」で、販売が始まります。
この島では、昔から肥料として、干した海藻を使って
いました。そして、海の潮風をうけた農作物は、甘みが
増すと言われます。これを再現したのが「藻塩米」です。
炎天下の夏の日、稲穂に海の恵みである藻塩※）を
溶いた水溶液を散布します。農薬や化学肥料を県の
基準の半分以下に抑え栽培しています。さらに、協議

グリーンコープ生活協同組合では、安全で環境に配
慮した産直の野菜とお米をカタログによる共同購入で
組合員さんに届けています。
“どのような方法”で“誰が”作っているのか明らかに
することで、組合員さんとの信頼を築いてきました。
その信頼を更に深めるために生産者と消費者（組合
員）の交流を23 年にわたって行っています。
この秋、東部地域（安来・松江）は、２ヶ所の産
地見学を行いました。
安来市の「島根おやさい本舗」の岸川会長さんの
畑では、水菜とホウレン草を栽培されていて生育状況を
見学するとともに、農薬や化学肥料を使用しない栽培
についてのお話しなどもうかがいました。
岸川会長さんは、Iターンで島根に来て1 年間県が
行う研修を受け就農され、環境にやさしい野菜を提供し
たいという同じ思いの仲間 8 人で「島根おやさい本舗」
を運営されています。

隠岐の島町　「島の香り 隠岐藻塩米」生産者協議会会長　谷口　正さん
ふる里からお届けします～藻塩米、松江デビュー～

生産者と消費者の絆づくりを目指して続ける交流会活動
出雲市　グリーンコープ生活協同組合

会員のうち３名は、県の「美
お

味
い

しまね
認証」も取得しています。私たち生
産者は、昔ながらの島の大自然を後
世に繋ぐこと、そして、消費者の皆
様に安全・安心なお米を届けることを
モットーに藻塩米を育てます。
松江市内には、多くの隠岐出身者

がおられると聞いています。藻塩米を食べてふる里を思
い出していただければと思います。

岸川さんのハウスの前で

藻塩米パッケーシ

藻塩を溶いた水溶液の散布の様子 生産者の皆さん

※）藻塩とは、隠岐の島町
久見地区沿岸で収穫し
た特産の海藻と、その
沖合で採取した海水が
原料で、マグネシウム
等のミネラルが豊富な
天然塩です。
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ビオファジャパン オーガニック EXPO2011 へ
「島根ブース」を出展しました！

平成23年11月1日（火）～3日（木）の3日間、東京国際展示場（東
京ビッグサイト）で開催された第 11 回「ビオファジャパン・オーガニック
EXPO ※」に、島根県ブースを設け有機栽培や有機農産物加工食品
製造に取組む県内の有機ＪＡＳ認証事業者６団体が出展しました。
初日、２日目は主に流通・販売関係者、３日目は一般の方 を々対象に、

自分たちの生産、製造する農産物等の特徴を試食・試飲を行って、積
極的にＰＲしました。３日間とも多数の来店者があり、商談につながる話
もできました。今後の取引拡大が期待されます。
島根ブースにご出展いただいた皆さんの感想をご紹介します。

このイベントは、「有機」に特化した内容であるため、「想い」や「こだわり」を持った方が多数来場されたようです。
この機会に、島根県内の有機農業の取組についてＰＲができたことや「つながり」ができたことは、出展者の皆さ

まにも大変有意義なものになったと思います。
※オーガニックEXPOとは、有機 JAS 認証を受けた有機食品（農産物、畜産物、加工食品）を対象とした見本市で、全国からバイヤーの集まる、
日本最大級のオーガニック専門展示会です。

有限会社 本田商店  菅田さん
今回は新規のバイヤー等からの引き合いが強く感じられた。
一緒に出展した他の方 を々知り合いのバイヤーに紹介する機会もあり、
横のつながりができたと思う。

株式会社 オーサン  浜根さん
オーガニック、特にエゴマに興味ある方に多く来場いただき、島根県が
エゴマの産地であることに驚く人もいた。新規のバイヤー等とのつながり
ができ、感触が良く、来年も是非出展したい。

有限会社 三和農産  渡部さん
今後、取引につながりそうな話ができた相手が多く、例年よりも感触が
よかった。このような展示会に継続して出展していると、信頼関係もうま
れ、よい取引先が拡大する。

有限会社 しまね有機ファーム株式会社　高橋さん
食の安全に対して、バイヤーから一般の方まで非常に関心が高いと感じ
た。今後も有機農産物加工食品や有機ＪＡＳの認知度向上に努めたい。

株式会社 ぐり～んは～と　元木さん
純粋に安全でおいしい野菜を求めてこられる方が多かった。このイベント
では、“食べること”、“安全・安心”、“こだわり”を強く求められているこ
とを痛感した。ナチュラル、オーガニックがこれからも主役となると思う。

有限会社 宝箱　松浦さん
商談のことのみならず、有機に対する意識の高い方 と々交流ができてよ
かった。新規の取引や遠方の方との出会いがあり、出展して本当によ
かったと感じる。
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去る11月5日（土）、松江市のマルマン黒田店内において、
市内でCafeBarLAGを経営していらっしゃる喜久里啓シェフを
招いて、エコロジー農産物を活用した料理の試食やおいしく味わ
うプロの技を教えてもらうイベントを開催しました。
あいにくの雨模様の中でしたが、午前・午後 2回の開催で
30 名程の方にご参加いただきました。蒸し野菜や小松菜のス
ムージー、ほうれん草のチーズケーキなどを試食していただきなが
ら、ていねいな栽培で育てられた野菜は、そのものの味を活か
した食べ方を大切にした方が良いことや、いつもとは一味違うメ
ニューを作るためのチョッとしたヒントなどを教えていただきました。
参加された皆さんは、蒸し野菜を試食され「甘いですねぇ～。」「野菜の濃い味がします。」といった感想を口

にされていました。
また、「野菜のことは、つくり手の農家の方に聞くのが一番！」ということで、Ｐ２でご紹介した安来市の福谷さ
んとマルマン・エコ・マルシェ（※）のメンバーである松江市東出雲町の山根光寿さんにもご参加いただき、育てる立
場から農薬や化学肥料に頼らないで栽培する農産物へのこだわりやその良さなどを教えていただきました。
本番のフェアは、食や農業、環境とのつながりを考えることをテーマに、12月10日（土）くにびきメッセで開

催します。詳細は、同封したチラシをご覧いただき、是非ご参加ください。
ご来場をお待ちしています。

※土づくりを行い、化学肥料や化学農薬を県の標準的な使用量の７割以下に抑えて農産物を栽培する計画を策定し、県知事の認定を受けた農業
者（エコファーマー）専用産直インショップ

農業技術センターでは、点滴チューブを使用して作物
の株元に液体肥料を与え、効率的に吸収させる「養

よう

液
えき

土
ど

耕
こう

栽培」という新しい栽培法を研究しています。　
野菜の中でも特に肥料を多く必要とするナスで行った試

験では、畑に広く肥料を散布する従来の方法に比べて、
窒素肥料の施用量を半分に減らすことができ、肥料費も
30％削減可能であることがわかりました。

そこで、県内の主産地に 12ａの実証圃場を設置し、
効果の検証を行って
います。

ナスの品種は‘筑
陽’で、鶏ふん堆肥
を２ｔ施用し、５月
下旬に定植した後は
液体肥料を毎日与え
て栽培しました。９月

シリーズ 第11弾

露地野菜の環境に優しい施肥技術
～ナスの養

よう

液
えき

土
ど

耕
こう

栽培の現地実証試験～

ナスの生育状況

点滴チューブの穴から
株元に滴下する液体肥料

『環境農業』研究トピック 県農業技術センター発

下旬までの窒素施
用量は 11.7㎏であ
り、地域の標準量
の半分以下に削減
できています。また、
生育は順調で、地
域の標準と同程度
の約５ｔの収量が
得られていることか
ら普及性が高いと
考えています。他に
アスパラガスでも実
証試験を行っており、適用品目の拡大を図っていきます。
（文中の肥料の量や収量は 10ａ当たり）

農業技術センター野菜グループ

第1回しまねオーガニックフェアプレイベント

「ベジ・ハピ・レシピのお料理ショー」を開催しました！
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（平成23年10月末日現在）

3,331件
消費者の方 … 2,680件
農業者の方 …… 535件
企業・学校等 … 116件

編集後記
　第１回しまねオーガニックフェアの開催が
迫りました！
　ご出展いただく方、ボランティアスタッフ
の皆さん、出演者の方々とも一緒になって
良いイベントとなるよう頑張って準備を進め
ていますので、是非お越しください。

○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12月１日発行）

〒690-8501	松江市殿町１番地
TEL	0852-22-5129　FAX	0852-22-6036
E-mail　econousan@pref.shimane.lg.jp
U R L　http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/

宣言の状況

今後のイベント掲示板

▼申込・問い合わせ先
浜田市弥栄支所産業課農林振興係
TEL：0855-48-2112
FAX：0855-48-2131

区　分 開　催　日 内　　　容 定　員
第 4 回 H24.1.22（日） 小祝塾～たい肥編１～ 40 名
第 5 回 H24.2月上旬（予定） 有機味噌づくり講座（仮） 20 名
第 6 回 H24.2.19（日） 小祝塾～たい肥編２～ 40 名

やさか有機農業市民講座

▼申込・問い合わせ先
お問合せをいただいた方に、詳細をご案内いたします。
須田商店（森）　TEL/FAX：0852－67－1510

E-mail:hinata-smile@hb.tp1.jp

●日　時／１月２２日（日）１０：３０～１２：３０頃
●場　所／福間農園（松江市八雲町）
●内　容／アイガモ農法のお話しを聞いた後は、

アイガモ料理をいただきます。
●定　員／ 15 名

「食卓の向こう側」第2 弾 ～アイガモ農法から学ぶ生命のお話し～

消費者の立場で「環境を守る農業宣言」をしていただいた皆様を対象にアンケート調査を
7月に行い、240名程の皆さまにご協力をいただきました。
お忙しい中にも関わらず、ていねいなご回答いただき大変ありがとうございました。
現在、共同研究として一緒に取組んでいる島根大学生物資源科学部農業生産学科生産技術管理学講座においてとりまとめ作

業を行っていただいております。なお、3月発行のきらり16号で、この結果をご報告する予定です。

●日　時／１月２8日（土）　研修会 13：30 ～ 16：45、交流会 17：15 ～ 19：30
●場　所／朱鷺会館（旧フローラいずも）（出雲市西新町 2-2456-4）
●内　容／○講演「有機農業と日本の将来像－先ずは足元の土づくりから－」

講師：NPO法人有機農業認証協会	理事長　西村和雄氏
○パネルディスカッション
○交流会　※会費 1,000 円。

有機栽培の食材を活用したメニューを試食しながら情報交換を行う予定です。

▼申込・問い合わせ先
　NPO法人日本エコビレッジ研究会　http://www.ecov.jp
　担当：野津健司　TEL090-2005-4514、E-mail:notsu@ecov.jp

有機農業の栽培技術研修会及び交流会

「有機農産物等の消費に関するアンケート」に
　　ご協力いただきありがとうございました!!


