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県立農林大学校では環境保全への関心が高まるな
か、今年4月から全国の農業大学校に先駆けて有機農
業専攻を開設しました。
本専攻は２年間の養成部門（学生）と担い手育成のた

めの研修部門（社会人）からなり、野菜、水稲などの作
目について、育苗から収穫、出荷まで一貫した有機栽
培の基礎技術を習得します。
座学は他専攻との共通科目のほか、専門科目として

土作り、輪作、病害虫防除の方法、雑草防除、有機稲
作、JAS制度などについて学習します。
実習は露地圃場、ハウス、水田を利用して圃場準備

から育苗、管理、収穫まで主体的に取り組んでいます。
体験実習は一年次の「地域有機農業体験実習」（１

週間）、二年次の「先進農林業者等体験実習」（１ヶ月）
と２回あり、先進的な有機農業経営や農家生活を体験

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。

します。このとき、県内で４カ所設定したサテライト校
（農業者や生産グループ）を中心に学生を派遣し、より
実践的な実習を行います。
当専攻独自の課業となる「有機農業先進事例講義」

は県内外の８人の講師を農大に招き、栽培、流通、消
費、環境等専門の立場から有機農業学習を深めていき
ます。
社会人研修生はU・Iターン者を対象に１年～数ヶ月

間、農大圃場を用いて実技研修と講義を通して有機栽
培技術を習得します。
これらの講義、実習、現地実習等を通じて総合的に
有機農業を学び、地域の重要な担い手を育成するとと
もに、有機農業関連の各産業へ人材を送り込むことに
より有機農業のネットワークづくりを進めようと考えて
います。

水稲の除草作業露地圃場

農林大学校における
有機農業専攻の取り組み



環境にやさしい農業によって栽培された農産物等を扱う山陰やさい家族の河津さん、
河津さんとつながりのある島根県エコロジー農産物の米と野菜を栽培している雲南
市吉田町の㈲木村有機農園の木村さん、そして河津さんから野菜等を購入される松
江市内の消費者の方の声をお届けします。

宣言者
の
ページ
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生産者が丹精込めて育てた農産物の販売をはじめ
て５年がたちました。県内では松江市、出雲市の消
費者のみなさんに、県外では首都圏のみなさんに安
心・安全な農産物や加工品をお届けし、島根のそし
て山陰やさい家族のファンになってもらえるよう日々営
業を行っています。
今では取引している生産者や加工事業者さんが約
60社になりました。県東部（安来市、松江市、出雲市、
雲南市、飯南町、奥出雲町）の事業者さんが大半
ですが、浜田市や津和野町からもこだわり商品を届け

私が山陰やさい家族の河津さんと初めて出会ったの
は、今から４年前、ある営農組合の設立時に行った講
演会に、河津さんが来られた時でした。
私が河津さんとのおつきあいをはじめたのは、河津

さんが生産者の想いを直接消費者の方に言葉で届ける
活動をされていることに共感したからです。私のこだ
わりの作り方（農薬や化学肥料を使用しない野菜作り）
が消費者の方に伝わり、評価され、信頼につながる。

山陰やさい家族　河
かわ

津
つ

 和
かずひこ

彦（松江市）
つなげます。生産者の思い。島根の思い。

環境を守る農業をとおして地域の活性化を図ります

その考えが河津さんと一致しました。
現在、農園の販路及び販売量は、ともに増加して

います。需要に応えるためには生産量を増やさなけれ
ばなりませんが、そのためには労働力も必要になりま
す。常にバランスを考え、情報を入手し、長期的な見
通しを立てながら拡大を図りたいと考えています。ま
た、私が暮らす地域では、集落営農による農地の集積
や六次産業化を図っていこうとする気運が高まってお

り、地域農業の活性化も同時
に進めていく考えです。
河津さんとは今後もお互い

に協力し合い、美味しく新鮮
な農産物をお届けしたいと思
います。
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ています。また、この夏からは農林大学校の有機農
業専攻の学生さんが育てた野菜も取り扱っています。
それぞれの商品のオリジナリティーを大切にし、一軒
一軒お宅を訪問し、直接会話しながら、ご理解を得た
うえで、ご購入いただいています。
今後も県内での活動範囲を広めつつ、私が大学時
代を過ごし、現在の活動の原点となっている首都圏で
の販売でも「山陰が好き、やさいが好き、家族が好き」
を町中に広めていくために、頑張っていきたいと思っ
ています。

笑顔で消費者にお届けしています

お互いの意見を交わします河津さん（左）と木村さん（右）

松江市上川津町在住の主婦の方（40代）
今から 4年程前に河津さんとお会いしました。初めて訪ねてこられた時、私ではなく主

人と娘が河津さんの話を伺ったのがきっかけで、購入を始めました。旬のもの、こだわっ

て栽培されたもの、以前暮らしていた地域のものをよく購入します。今では、商品その

ものも気に入っていますが、河津さん本人を信頼して購入している面が強いですね。
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スーパーや産直市での販売しかできていませんが、県
内で常時、販売ができるよう生産量を増やしていきたい
と思います。
昨年から野菜栽培を始めたばかりですが、幸いにも
有機栽培の先輩生産者から栽培方法や土壌分析、販
売手法の支援をいただくことができ、生産者間のつなが
りの大切さを実感しています。今後は、生産量と栽培
技術を向上させ、経営を安定させるとともに、積極的
に情報発信を行い、地域内で仲間づくりを進め、産地
を形成していきたいと考えています。

私たちの農園は平成 23 年 3月に設立し、さつまい
もを中心に露地の野菜生産を化学農薬や化学肥料を
使用しない有機栽培で行っています。全ての畑ではあ
りませんが、一部で有機ＪＡＳ認証を取得し、有機農
産物としても販売しています。
現在、さつまいもの他、にんじん、なす、ピーマン、

白ねぎを作付けしており、一部ハウス栽培によるピーマ
ンもあります。さつまいもと白ねぎ以外の品目は、栽培
面積が小さく生産量はまだ少ないですが、徐々に面積
を広げ、いずれ全ての畑と品目で有機ＪＡＳ認証を取得
したいと思っています。
栽培している畑の土が粘土質であ

ることから、生産した農産物はいずれ
も甘みが強く、特にさつまいもは焼き
芋にすると一層甘みが増し、お客様
から「味が濃くて甘い」と感想をい
ただいています。まだ、生産量がそ
う多くはないので、県内では一部の

有機農業をライフスタイルとして活動しています

有機栽培で経営確立を ㈱おいこ娘農園（美郷町）

草の庭・有機農業塾の母体は、平成８年に営業を
開始した「草の庭」という地元の有機野菜等食材にこ
だわる農家レストラン（経営者：花崎訓恵副会長）です。
旧柿木村、旧六日市町を訪れるU・Iターン者を結び
つけるための活動拠点となっていましたが、平成 21 年
に組織化を図り、本格的な活動を始めました。
この会はU・Iターンで吉賀町に訪れた、暮らしのベー
スに「有機農業」を据える人たちと地元で有機農業に
関わる暮らしを営む者で構成しており、有機農業の本来
の姿を見つめなおし、あるべき「農業」と「食べ方」、
「暮らし方」を再確認しながらU・Iターン者と積極的
に交流を図り、若者
が定住する活力に満
ちたまちづくりをめざし
て活動しています。
会員は年々増え、
今年は20 名となりま
した。集まった者た

草の庭・有機農業塾（吉賀町）

ちの経歴は様々ですが、吉賀町内の山林や農地、そ
して水質日本一の高津川流域で「有機農業」を実践
しています。会の活動は、①自給のための有機稲作
の技術実証、②流域や周辺市町の Iターン者や農業
研修生との交流会、③月1 回の定例会、④各種イベ
ント等です。
今後は、定住人口を増やすため、また、有機農業と
食育推進を活動の柱として、環境や健康、生命を最
優先する若者が希望を持てるまちづくりをめざして、活
動を行っていく予定です。

定例会の様子 有機稲作の手植え農家レストラン　草の庭

露地のなす栽培しまねオーガニックフェアに参加しました
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宣 言 者 の 方 か ら 届 け ら れ た 声 で す ！

これらの実施地域で共通しているのは、自給をベース
とした有機農業・農法を学びたいとして参加されている
方が多いことです。U・Iターン者が多いこともありますが、
自分で食べるために米や野菜を栽培し、その余剰をお
裾分けするという考え方に基づいていると思います。
すでに月1 回の開催で、数回実施している地域があ

りますが、参加されている方から、「座学に加え実習、
ボカシ肥料などの有機農業に利用できる資材作りや畑
での実際の管理作業などが参考になった。」という感
想もいただいています。
各地域でお伝えしている内容は、基本的に同じもの

ですが、これまで私たち事業団が培ってきた技術だけで
はなく、有機農業の基本を中心に、水田跡地での野
菜づくりであれば、排水対策の徹底やほ場に未熟な有
機物を投入しない、緑肥を効果的に利用するなど作物
づくりの基本もお伝えしています。
現在開催している講習会が、参加されている方々の

つながりや情報交流の場となり、今後、有機農業に取
り組む人が増える契機になることを願って、これからも
各地域で活動したいと思います。

今年度、私が県内各地で講師を依頼されて実施して
いる有機農業、特に野菜づくりに関する勉強会や講習
会等の活動について紹介します。

■各講習会等の概要を紹介します。

１．吉賀町有機農業塾
（吉賀町主催）
１年間の実施予定。昨年度から講習会を実施。
Ｕ・Ｉターン者が多い。

２．やさか有機の学校
（浜田市弥栄自治区主催）
１年間の実施予定。有機のまちづくりを目指し
ている。

３．自然農法でつくる農産物講座
（ＮＰＯ法人島根有機農業協会主催）
１年間の実施予定。西部地域の参加者の比
率が高いが、安来市等県内各地からの参加
がある。

４．真砂地域有機農業講座
（益田市真砂公民館主催）
公民館を中心に、地域ぐるみで有機農業に取
り組みたい意向が強い。

MOA 自然農法文化事業団　土
ど い

居 勝
かつ

栄
しげ
（松江市）

県内各地で有機農業の実践講習を行っています

宣言者
の
ページ

ボカシ作成実習の様子

畑での実習の様子

講習の様子
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農業技術センターでは今年度から本格的な有機農業
研究を開始しました。このうち野菜については、慣行
栽培から転換していく中で生じる問題点の抽出とその
対策を明らかにするための栽培試験を行っています。
露地ほ場ではエダマメとサツマイモをそれぞれ６月７

日と同 14日に定植し（図１）、ハウス栽培ではキュウリ、
トマト、ピーマンを、いずれも６月22日に定植しました。
キュウリやピーマンにはアブラムシが発生しましたが

天敵（テントウムシ）も確認しています（図２）。また、
各ほ場の周囲にはソルゴーを植栽しており、害虫を補
食する土着天敵を呼び寄せたり、害虫の侵入を防ぐ
障壁としての効果等を調査する予定です。
試験ほ場は公開していますので是非ご覧ください。

担当　農業技術センター　野菜グループ
　　　TEL 0853-22-6698
　　　E-mail：nougi@pref.shimane.lg.jp

野菜の有機栽培実証試験を行っています

図１‘えだまめ’とソルゴー（写真手前）の栽培状況 図２		テントウムシの幼虫（ピーマン）

●日時／ 10 月 7日（日）10:00 ～ 15:00
●場所／くにびきメッセ大展示場（松江市学園南 1丁目 2番 1号）
●内容／消費者の方にとって、商品の学習やお買い物を通してメーカー・生産者と交流

ができるイベントです。
●問い合わせ先／生協しまね総合企画室　TEL ／ 0852-27-6284

●日時／ 12 月 8日（土）　研修会 13:30 ～ 16:45　交流会 17:15 ～ 19:30
●場所／島根県立男女共同参画センターあすてらす（大田市大田町大田イ 236-4）
●内容／○講演　　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　県内有機栽培実践者
○交流会　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います。
　　※会費徴収（予定）　

●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　TEL ／ 090-2005-4514、E-mail:notsu@ecov.jp

コープフェスティバル２０１２

有機農業の栽培技術研修会及び交流会
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（平成24年7月末日現在）

3,417件
消費者の方…… 2,741件
農業者の方……… 554件
企業・学校等… … 122件

編集後記
　今年は梅雨明けから連日猛暑が続きました
が、本号がお手元に届く頃には、暑さも和らぎ、
実りの秋を迎える準備が進んでいる頃ではない
でしょうか？
　猛暑は人や農作物にはやさしくないですが、
「環境を守る農業」は、生産者にも消費者に
もやさしい農業だと思います。みんながそう実
感できるように取組を広めていきます。

○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24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
U R L　http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/

宣言の状況

第２回 「しまねオーガニックフェア」を開催します
～ゆうきがつくる子どもたちの未来～

くにびきメッセ 大展示場
（松江市学園南１丁目２番１号）

　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、県ＨＰをご覧いただくか下記へお問い合わせください。
■基本ブース
間口約３.６ｍ×奥行約３.６ｍ、
（テーブル、イスは基本数を設定します。）
■出展料無料
（※基本備品以外の追加備品については、別途料金を徴収します。）

　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。
　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。

【問合せ・申込先】県農畜産振興課有機農業グループ　TEL 0852-22-6477　FAX 0852-22-6036

　昨年度開催した第１回しまねオーガニック
フェアでは、島根県の豊かな自然の中で営ま
れている有機農業を「見て」「触れて」「味わっ
て」もらい、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、もう一度見
つめ直すきっかけづくりをおこないました。
　今年のフェアは、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、また、 子どもたちの

未来をテーマに開催しま
す。 あなたも有機農業
を体験しに来ませんか？

入場無料

などなど…

と き

ところ

平成２４年１２月２２日（土）
１０：００～１５：００

有機農産物や
環境にやさしい

農産物の展示・販売

見る・買う
有機農産物を
味わう

フードコーナー

味わう

松江農林高校の吹奏楽部コンサート
「よしととひうた」さんによる紙芝居ライブ

有機農業に関するトーク

楽しみ学ぶ 家庭でできる
有機やさい
栽培講座

つくる

★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！


