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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。

水稲の有機栽培では、雑草対策は大きな課題です。
今回の「水稲有機栽培技術交流セミナー」は、「除草」
ではなく、雑草の発生・生育量をできるだけ少なくす
る「抑草」技術を中心テーマとし、３月19日に出雲
市の朱鷺会館において開催しました。

講師の成田市雄氏（ＪＡたじまコウノトリ育むお米
生産部会豊岡北部支部副支部長）からは、「コウノト
リ育む農法」で取り組んでいる抑草対策のポイントに
ついて、また、県農業技術センター作物科の安達康
弘主任研究員からは、抑草効果があるといわれる「ト
ロトロ層」の研究状況について紹介いただきました。

成田氏は、抑草対策として、イトミミズによるトロ
トロ層の形成や光合成細菌により田の水が濁ることの
効果、ハローで浅く起こして（５cm以下）冬期湛水
や早期湛水を行うこと、水温を上げるために迂回水路

（ビオトープ）を設けること等、一連の技術を具体的
に説明されました。

安達主任研究員は、農業技術センター試験田での
データを基に、イトミミズによるトロトロ層形成のし
くみや抑草効果等について、土中に雑草種子が埋没

している状況など、これまでに確認できた内容を説明
しました。

一方、セミナー後半では、事例報告として、県農
業技術センター技術普及部の山﨑智美主任農業普及
員から、県、生産者、販売事業者が連携し、生産か
ら販売までを見通した有機米生産にモデル的に取り
組んだ「有機米応援プロジェクト」の活動紹介をしま
した。

今回のセミナーの技術テーマとした抑草技術、なか
でもトロトロ層については、現場での成功事例はある
ものの、未解明の点が多々あります。県では、これまで、
水田除草機による除草技術の開発に取り組んできま
した。今後は、生えた雑草を「除草」するだけではな
く、雑草の発生を水稲の収量に影響を与えない水準
に抑える「抑草」の達成を視野に、トロトロ層を短期
間で確実に形成させる技術の開発も進めていきます。
今後も、研究の進捗状況について情報提供に努めて
いきます。水稲の有機栽培に関心のある方は、ぜひ、

「島根県水稲有機栽培技術推進ネットワーク」にご参
加ください。

【県農畜産振興課有機農業グループ】成田市雄氏

～第２回水稲有機栽培技術交流セミナーを開催～

「コウノトリ育む農法」における抑草技術とは
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○みんなでひろげる有機の郷事業
◇事業要望受付：６月下旬（予定）

有機農業へのチャレンジや本格展開、また、有機農産物の販売や消費を促進するため
の取組に対して事業費の一部を支援します。補助事業

○「オーガニックＥＸＰＯ 2014」出展者支援
全国からバイヤーが集まる日本最大級の有機関連商品の展示・商談会 ｢ビオファジャパン・オーガニックＥＸＰＯ

２０１４｣ への出展者を募集します。
島根県として一体感のあるブースを設置し、ＰＲを行います。県外や海外への販路拡大の大きなチャンスの場とな

りますので、有機ＪＡＳ認証事業者の方の出展をお待ちしております。
【開催概要】　■開　　期　平成２６年１１月２０日（木）～２２日（土）３日間
　　　　　　■開催場所　東京国際展示場（東京ビッグサイト）東４ホール

【募集内容】　■出 展 者　１０団体（１０小間）
　　　　　　　　　　　　＊出展料は県が負担（出展回数に応じて、出展料の一部を出展者に負担していただく場合があります）

【出展条件】　■出 展 者　有機 JAS 認証事業者
　　　　　　■出展産品　島根県内で生産された有機農産物及び有機加工品等
＊詳細については、７月上旬にＨＰ等にて募集を行います。

○首都圏等でのテスト販売・ＰＲ活動支援
購買者の多い首都圏への販路拡大を図るため、今年度は、島根県のアンテナショップである ｢にほんばし島根

館｣ や量販店でのテスト販売等の活動支援を行います。
有機農産物・有機加工食品の生産者の方で、首都圏への販売の足掛かりとするため、市場調査・消費者ニー

ズの把握等を検討している等、具体な意向がありましたら、県農畜産振興課（0852-22-6477）までご相談ください。

有機農産物・有機加工食品の新たな販路拡大を図るための支援を行います。販売対策

※詳しい内容は県 HP に掲載しています。
　http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/seisan/kankyo_suishin/ecoyuki/minna_yuuki_no_sato.html

事業の種類 補助対象経費 補助率 補助対象事業費 審査方法

生産者支援事業
生産者（団体）、農業生
産法人、NPO 法人、消
費者団体等への支援

チャレンジ
事業

○ソフト事業
有機栽培の技術実証・技術研
修、販路開拓、消費者への理
解促進、新規就農者育成等に
係る経費

○ソフト
　1/2 以内

○ハード
　1/3 以内

（上限）1,000 千円
（下限）100 千円

県による
書類審査

実践拡大
支援事業

○ソフト事業
先進地調査、販路開拓、消費者
への理解促進、有機農業技術
導入等に係る経費
○ハード事業
生産関連施設・機械、小規模
基盤の整備に係る経費

（上限）20,000 千円 
（下限）400 千円

外部審査会
による審査

流通販売者支援事業
流通販売・加工・飲食
事業者等への支援

チャレンジ
事業

○ソフト事業
有機農産物・加工品の試験販
売、新商品の試作、取引拡大、
消費者への理解促進等に係る
経費

（上限）500 千円
（下限）100 千円

県による
書類審査

実践拡大
支援事業

○ソフト事業
有機農産物・加工品の開発、
販売拡大、消費者への理解促
進等に係る経費 
○ハード事業
販売・加工関連施設・機械の
整備に係る経費

（上限）2,000 千円
（下限）200 千円

外部審査会
による審査

地域活動支援事業
地域の関係者で構成される協議会への支援

地域で有機農業を推進するた
めの検討、調査、体制整備に
要する経費

定　額 （上限）1,000 千円
（下限）なし

県による
書類審査
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有機農業栽培技術の向上を図るための支援を行います。生産技術対策
○水稲有機栽培技術セミナー

県内外の先進的な水稲有機栽培技術実践者、販売業者、研究者等を講師に招いたセミナーや、実際に有機
栽培が行われているほ場の現地視察会等を年２回開催予定です。生産面、流通・販売面を含めたセミナーを通じて、
有機農業への理解や普及促進を図ります。

○園芸作物有機栽培技術セミナー
昨年度は、特に消費者から関心の高い野菜の有機農産物について、土づくりから始める栽培方法や、食品とし

ての有機農産物についてセミナーを開催しました。先進事例を学んだり、意見交換や情報共有のできる場づくりとし
て、今年度も継続して開催します。

○有機農業アドバイザー制度
島根県では普及指導員からの有機農業関連諸課題にかかる相談及び現場での技術的な栽培指導等に対応し、

農業普及部、技術普及部が行う有機農業の円滑な普及活動を進めるため、昨年度から有機農業アドバイザーによ
る普及活動支援を行っています。　

有機農業アドバイザーには、昨年度に引き続き、有機農業の専門的な知識を持ち、現場における豊富な技術指
導経験をお持ちである涌井義郎氏にお願いすることとしました。

今年度は有機農業に係る技術指導等の助言指導を行う相談会及び生産現場の巡回指導を概ね３ケ月に１回、
各農業普及部及び技術普及部と調整のうえ行うこととしています。具体的な日程や場所については、おってお知ら
せします。

　＜涌井義郎氏プロフィール＞
 　・NPO 法人あしたを拓く有機農業塾代表理事
 　・技術士（農業部門）
 　・NPO 法人有機農業推進協会理事
 　・NPO 法人日本有機農業研究会理事
 　・技術士事務所「有機農業の技（わざ）研究所」主宰
 　・平成 24 年度は国が主催する「普及指導員等研修」
　　 の中で有機農業の講座を実施。

※事業の詳細、日程、募集等は決まり次第県ＨＰ等でお知らせします。また、「しまね有機の郷ネットワーク」の会
員（メールアドレスの登録がある場合）には最新情報をメールでお知らせしています。

【問い合わせ】県農畜産振興課有機農業グループ
　　　　　　  TEL 0852-22-6704・6477　FAX 0852-22-6036

　県などからの情報をメールで受け取ることができます。
また、メーリングリストを使って会員間で情報交換するこ
ともできます。この機会に是非ご登録ください。

「しまね有機の郷ネットワーク」の会員になりませんか？

しまね有機の郷ネットワーク 検索

【問い合わせ】県農畜産振興課有機農業グループ
　　　　　　 TEL 0852-22-6704　FAX 0852-22-6036
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生産者と消費者を繋ぐ宅配事業を中心とした有機農産物の販売事例を学ぶ
～有機農産物の販路拡大推進セミナーを開催～

有機農業の課題は多くありますが、中でも「どう
やって販売していくのか」「消費者に有機農産物の
価値をどのようにして理解してもらい、販売を広げ
ていくのか｣ が重要となっています。

そこで、平成26年３月４日、出雲市の朱鷺会館
において、｢有機農産物の販路拡大推進セミナー｣
を開催しました。セミナーの講師には、“オーガニッ
ク100％宣言”を合言葉に、有機農産物・有機加工
食品の流通販売を行っている｢株式会社　ビオ・マー
ケット」の代表取締役 関信雄氏をお迎えして、お
話をうかがいました。
（株）ビオ・マーケットは、有機農産物・加工食

品の宅配（8500会員）、店舗・ネット販売、卸売り(百
貨店、量販店、学校給食）事業を展開。全国約360
の農家と契約し、土と旬にこだわり、野菜は有機Ｊ
ＡＳ100％で供給しており、国内の0.24％しかない
国産有機農産物のうちの７％がビオマルシェの畑で
育っています。

約30年間にわたり有機農産物の販売事業を手掛け

セミナーの様子：右側は（株）ビオ・マーケットの関信雄社長

てこられた関社長は、有機農業とは『Love&Peace』、
有機農業は自然と人を生き生きさせる力を持ってお
り、時代を切り拓く、まだまだ伸びしろはある！と
今後への期待を力強く語っていただきました。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

島根県では、機械（水田除草機）除草を用いた除草剤を使わない米づくりについて、農業技術センターを中
心として先進的な研究を行っています。この度、水田除草機を雑草対策の基幹技術とした水稲有機栽培の技
術確立を図るため、県内５か所（安来、出雲、大田、浜田、益田）に「有機ひろげる米づくり」実証ほを設
けることとしました。

６月には、有機農業を志向する生産者の方に対して技術波及を図るため、２か所の実証ほを活用し、現地研
修会を開催します。

■開催場所・日時：・益田会場　益田市下波田町４１２－１　斎藤吉代司氏ほ場
 平成２６年６月１０日（火）１３時３０分～　　
 ・大田会場　大田市三瓶町野城　（農）百姓天国ほ場
 平成２６年６月１１日（水）１０時３０分～
■参集者：県内有機水稲栽培者、志向者及び関係者
■内　容： ・「機械除草による水稲の有機栽培のポイント」について
 説明：島根県農業技術センター技術普及部
 ・水田除草機による除草作業の実演
有機水稲栽培で最も課題となる雑草対策について、興味のある方はぜひご参加ください。
なお、益田会場６月１８日（水）１３時３０分、大田会場６月１９日（木）１０時３０分からは、２回目の機械除草を

実施する予定です。２回目について、研修会は開催しませんが、観覧自由ですので、関心をお持ちの方はお立
ち寄りください。

詳しくは島根県農業技術センター技術普及部（0853-22-6967）までお問い合わせください。

○「有機ひろげる米づくり」実証ほ

（平成26年度県事業紹介の続き）
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シリーズ 第 21 弾 『環境農業』トピック 県農業技術センター発

近年、有機農産物等に対する期待や関心が高まりつ
つありますが、一般栽培の農産物と比較すれば、その流
通量は極めて少ないのが実態です。したがって、取り組
み拡大を図っていくためには、有機農産物等そのものの
消費喚起、すなわち、マーケットの拡大が必要不可欠と
言えます。それでは、有機農産物等（有機JAS、不使用、
減農薬）のマーケットを拡大するためには、どのような点を
改善していけばよいのでしょうか？

本稿では、県内スーパーマーケットへのアンケート調査を
もとに（169店舗：うち回答60店舗、米と生鮮野菜が対
象）、その方向性を探ってみたいと思います。
生鮮野菜の取り扱い店舗比率は４割弱

まず、現状の取り扱い状況からみてみましょう。有機農
産物等の取り扱い店舗比率は、品目・商品形態別で５％
～38％であり、特に、生鮮野菜を取り扱う店舗（32％～
38％）が多い傾向にありました。また、島根県産の取り
扱い比率は67％～100％と高く、多くの店舗で県内産を
中心とした販売が行われています（図１）。
売上は増加傾向にあるも過度な単価上乗せは期待薄

ここ５年間の売上は、大半の店舗（売上増加店舗比
率は、生鮮野菜減農薬が48％とやや低いがそれ以外は
64％～100％）で増加傾向にあることが明らかとなりました。
一方、店頭価格は、一般栽培と同等か１～２割程度高く
設定されている店舗が多く（67％～100％）、価格の上
乗せは2割程度までが限度と推察されます。
品目・数量の安定化と購入しやすい価格帯設定が課題

有機農産物等のマーケット拡大を図っていくためには、
「品目・数量の安定化と購入しやすい価格帯の設定」

が課題と言えます（図２）。また、これらの課題解決に向けて、
農家間の連携やグループ化を進めることで、一定量の品
目・数量を確保するとともに、併せて、技術や物流の改
善によるコスト低減を図ることが求められます。

有機農産物等のマーケット拡大には
「品目・数量の安定化」と

「購入しやすい価格帯の設定」がカギ

【県農業技術センター企画調整スタッフ】

　県では、農業技術センターを中心に県内の有機栽培と減農薬・減化学肥料栽培の先進事例等を調査してきました。
このたび、その収集した情報をもとに、野菜の有機栽培実践者及び志向者、また指導にあたる関係者向けの参考資
料としてとりまとめました。
　内容は、農業技術センターホームページ（http://www.pref.shimane.lg.jp/nogyogijutsu/seika/seikajouhou/
mokuji.html）でご覧いただけるほか、冊子の送付を希望される場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
■主な内容　有機栽培の優良事例（実践されている技術、技能を紹介） 

土づくり、施肥、病害虫回避、雑草抑制技術、省力化技術等の実態と栽培上の課題を紹介
【問い合わせ】農畜産振興課有機農業グループ　TEL　0852-22-6477　FAX　0852-22-6036

「実践者に学ぶ　野菜の有機栽培と減農薬・減化学肥料栽培」を発刊しました！！

図１　品目・商品形態（規格）別にみた有機農産物等の取扱状況
資料）アンケート調査から作成した。

図 2　有機農産物等の仕入れ及び販売上における問題点・不満
資料）アンケート調査から作成した。
　注）棒グラフ上の数値は店舗数を示す。
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「すこやかな大地と食卓プロジェクト」は「環境保全型農業
への理解の促進」を目的に、熱い思いの有機農業者と環境に
やさしい農業を支援する消費者が集まっている団体です。

生産者と消費者の交流の機会を増やし、有機農業を行う生
産者を応援しようと、「まちなかオーガニックマルシェ」の開
催、消費者の農業体験、食育活動、セミナーの開催などの取
り組みを行っています。
「まちなかオーガニックマルシェ」は出雲市駅周辺を主会場

に、今年度は６月22日、７月20日、９月21日、10月11日・12日、11月16日、１月18日に開催することにしていま
す（変更の可能性あり）。このマルシェでは有機農産物、加工品などの出店はもちろんのこと、有機農業に関連する
セミナー、その他お楽しみ企画も行います。とても楽しいイベントです。

このプロジェクトの趣旨にご賛同いただける会員（生産者も消費者もOKです）
と、マルシェへの出店者を随時募集しています。詳しくは下記の事務局までお気
軽にお問い合わせください。

【事務局】
〒693-0001　出雲市今市町717（有）あさつ内　キッチンスタジオ夢の食卓
TEL：0853-21-5630  FAX：0853-22-6700　E-mail：yume@asatu.com

「すこやかな大地と食卓プロジェクト」
会員・まちなかオーガニックマルシェ出店者を募集しています

（平成26年4月末日現在）

3,779件
消費者の方 … 3,056件
農業者の方 …… 590件
企業・学校等 … 133件

編集後記
　新年度が始まり早２ヶ月、夏の足音が聞こ
える季節となりました。これからの季節、田
んぼなどでの農作業体験やマルシェ（市場）
など楽しいイベントの開催が各地で予定され
ています。本誌では、開催告知や参加者募集、
開催報告などの投稿を随時募集していますの
で、お気軽にお問い合わせください。

○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26年６月１日発行）

〒690-8501 松江市殿町１番地
TEL 0852-22-5109　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

行 事 予 定

４月に開催した雲南版に続き、松江でも開催！！
　と　き：平成２６年７月２７日（日）10：00～14：00

　ところ：マリンゲートしまね（松江市島根町大芦2174）

【問い合わせ】べじまーと事務局（natural foods and goods 菜野花）
　　　　　　 TEL/FAX 0854-42-4522　オフィシャルブログ http://unnanmarket.pokebras.jp/

「べじまーと」は、自然栽培や有機栽培の野菜や朝どれの海藻、またそれら
を使用した加工品等、地球とからだにやさしいお店が並ぶ朝市です。また、
天然素材の木工教室や布ナプキン教室、ヨガ体験等のワークショップも開催
します。県内各所を巡り、年４回程度開催します。

べじまーと松江
版

出店者も

募集中！


