
1

平成26年9月 第26号

PAGE 1 有機農業アドバイザー相談会報告
PAGE 2～3 宣言者のページ
	 ○山陰やさい家族　河津和彦
	 ○オーガニックマーケット「べじまーと」
	 ○やまぐち里山農園　山口敦央
	 ○島根有機農業協会

PAGE 4 販売力強化研修会報告
 水稲有機栽培技術交流セミナー報告
PAGE 5 シリーズ第 22 弾「環境農業」トピック
 農大有機 NEWS 発行のお知らせ
PAGE 6 行事予定

CONTENTS

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。

有機農業アドバイザー相談会を５月28日～29日及
び７月16日～17日に行いました。
有機農業アドバイザーには、有機農業の専門的な

知識や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しているところですが、今年
度第１回目となる５月28日は、昨年１年間の島根県に
おける指導業務を踏まえ、涌井アドバイザーより「島
根の有機農業に望むこと」としてご講演いただきまし
た。なぜ有機農業なのか、それは「自然環境を守る」「良
質な農産食品を供給する」「安定した農業経営を成立
させる」ことが目的である、また「地域資源を活用す
る島根の有機農業」「島根オリジナルの有機農産物の
開発」に期待する旨の内容などを講演され、大変参
考になりました。
７月16日に行われた県内の普及員を対象とした有
機農業研修では、涌井アドバイザーより「本県にお
ける有機農業推進のあり方及びその課題」と題して
講演をいただき、「地域内にある繊維質の多い植物由
来有機物を活用したたい肥の自給」や「しまねぼかし
肥料、育苗培土の開発・普及」など、いくつかの課
題をご提示いただき、ここでも活発に意見交換を行い

ました。その後、中山間地域研究センター研究ほ場を
視察しました。
翌17日は現地視察を行いました。最初に訪問した

（有）木村有機農園では、土壌分析を参考に品目ごと
に施肥量を調整して取り組んでおられ、健康な野菜
づくりを心掛けておられました。
次に訪問した田部義美さんはエコロジー農産物（５
割減）の推奨を受けておられ、主な品目はキャベツと
ダイコンです。土壌病害を回避するため、緑肥（ライ
麦、エン麦）の投入や輪作体系を確立、地元から購
入された牛ふん堆肥の利用により安定した作物栽培
を行っておられました。
午後は農林大学校の有機農業専攻第１期生である

出雲市の森脇健斗さんのほ場を視察しました。今年
度から新規就農され、３棟のハウスを建設、トマト、
コマツナ、ホウレンソウはどれも生育良好でした。ちょ
うど市内の直売所に出荷を行ったところで、涌井アド
バイザーからは有機農業のＰＲ方法及び今後の土づ
くりについて指導されました。
次回は10月頃に来県いただく予定であり、次回の
相談会も大変楽しみです。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

有機農業アドバイザー相談会を実施しました
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山陰やさい家族　河津 和彦（松江市）

映画「縁」のスタッフに島根県エコロジー農産物をPRしました

今年７月から８月にかけて、映画「縁（えにし）」
の撮影が出雲市を中心に行われました。この映画は、
地元出身の堀内博志さんが監督を務められ、女優の
佐々木希さんが主人公を演じられています。2016年
春に公開予定です。
この度、縁あって、映画関係者の皆さんに、島根
の農産物をアピールする機会を得ました。雲南市で
栽培された島根県のエコロジー農産物を贈呈し、撮影
終了後に行われた打ち上げで、監督はじめ出演者や
スタッフの皆さんにおいしく食べていただきました。
私は、普段、島根県産の野菜や海産物、加工品な

どの移動販売を行っており、山陰地区（米子～松江）
と東京で、約400戸のお客様
に商品をお届けしています。
家々を訪問しながらの移動販
売は、お客様との信頼関係を
つくるのに時間がかかります。
特に新規開拓の時は、見知ら

ぬ家々を訪問するため、門前払いを受けたり、時に
は罵声を浴びせられたりと辛いこともたくさんありま
す。しかし、「農家の思いを消費者にしっかり伝えら
れる八百屋がいなくてはいけない」「その役割を自分
が果たす」という気持ちで１軒１軒のお宅を回ってい
ます。
最近は、首都圏在住者（UIターン希望者など）を
対象にした講座で、島根の魅力を伝える活動なども
行っています。今後も、様々な機会を捉えて、島根県
と島根県のおいしい野菜を、県内外の方にアピールし
ていきたいと考えています。島根県民70万人の１人
として島根の魅力を発信し続けます！

堀内監督（左）

「環境を守る農業宣言」をされた方々により主催されるイベントが各地で開催されています。本紙編集担当者がその様子を報告します。

オーガニックマーケット「べじまーと」 in 松江
７月27日に松江市島根町で開催されたイベントに
行ってきました。
「べじまーと」は、有機栽培の野菜や朝どれの海藻、
これらを使用した加工品など、地球とからだにやさし
いお店が並ぶ朝市で、主に雲南・出雲地域の生産者
や消費者の方により運営されています。
晴天のこの日、真っ青な夏の海を見渡せる場所に
建つ会場のマリンゲートしまねでは、農薬や化学肥料
を使わずに育てた野菜やお米、新鮮な海産物が並ん
でいました。これらの食材を使い、調味料にもこだわっ
たランチやスイーツもその場でいただけます。
生産者の方にこだわりの栽培方法をお聞きしたり、

おすすめの食べ方などを教わったりしながら、新鮮な
夏野菜を吟味して購入し、早速その日の晩御飯にい
ただきました。生産者の顔を思い浮かべていただく野
菜の味は格別でした。
会場では、農産物や海産物、加工品などのほか、

生活雑貨の販売もされ、朝ヨガやマッサージなどから
だを癒す空間も設けられていました。また、お店で囲

むように設けられたステージで
は、農民バンド（仮）のライブ
や有機農業に関する講演、マジッ
クショーなど、子どもも大人も
楽しめるイベントが盛りだくさ
んで、時間を忘れて長居をして
しまいました。
次回のべじまーとは、９月28

日（日）に雲南市掛合町の入間
交流センターで開催予定とのこ
とです。海から山へと会場をバトンタッチしてまた
違った雰囲気で楽しめそうですね。是非みなさんもご
家族連れでいかがですか？
詳しい情報は主催者オフィシャルブログhttp://
unnanmarket.pokebras.jp/をご覧ください。出店者も
随時募集中とのことです。

【連絡先】べじまーと事務局
 （natural foods and goods 菜野花）
 TEL/FAX　0854-42-4522
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やまぐち里山農園　山口 敦央（吉賀町）

消費者との対話を大切に

私は、農薬も肥料も使用しない農法（自然栽培）
により、少量多品目で60種程度の野菜や米の栽培を
行っています。対面販売のできるイベントに出店し、
消費者との関係を築き、その後の定期販売に繋げる
ため、昨年、東京と広島で開催されたイベントに参加
しました。

◎「青山ファーマーズマーケット（Farmer’s Market@
UNU）」（８月）
毎週土・日

曜日に東京青山
の広場で開催さ
れ、関東周辺を
中心に（遠くは
沖縄からも）毎
回50～60の農
家が出店するイ
ベントです。実際に出店してみて、消費者の方に
直接話をすることにより興味を持っていただける
ことに驚きと喜びを感じました。「自然栽培」に
興味を持たれるお客様も多く、価格は高くても予
想以上に多くの方に購入していただけました。納
得して買っていただく、この様な顔の見える関係

にここだわっていくという方向性をあらためて強
くしました。また、他の出店者の陳列や販売方法
が多様で、消費者を惹きつけるものが数多くあり、
私たちのパッケージの参考にもしていきたいと思
いました。

◎「ひろしまみなとマルシェ」（12月）
第１・第３日曜日に広島港で開催される青空市
場です。私は自然栽培の野菜と加工品を販売し
ましたが、「自然栽培」を初めて聞いたというお
客様も多く、今後消費者への理解を進めること
による販路拡大の可能性を感じました。隣で出
店されていた農家の方は、ザルや筆で描いたプ
ライスカードなど什器を工夫され、売り場の統一
感がありました。今後の販売において売り場全
体に農園のイメージが反映されるよう、参考にし
たい事例でした。
イベントへの出店それ自体は継続が大切ですが、
課題として、単体での出店ではまだ量や品目が少なく
利益が出にくいこと、準備の負担が大きいことがあり
ます。今年は、地域の他団体と共同で近隣のイベン
トに出店し、引き続き消費者との関係を築いていきた
いと考えています。

島根有機農業協会（美郷町）

「有機栽培のイネつくり講座」を開催しました

島根有機農業協会では平成26年７月26日（土）に、
小祝政明先生を招いて「有機栽培のイネつくり講座」
を開催しました。小祝先生には平成19年から「有機
農業技術等波及講座」の講師として毎年来ていただ
いています。
化学式を用いて理論的に展開される先生の有機栽

培のお話は、難しそうに感じますが、非常にわかりや
すく「科学が苦手でした。」という方にもすんなりと
入ってくるお話です。自分たちが行っている農作業に
は意味があることを参加者の方に問いかけ、自分たち
が何をすべきか見つめ直させてくださいます。
当日は実際にイネを持ちより、検証もしてください

ました。参加者の方と直接生育状況などについてや
り取りもでき、とても充実した内容となりました。ま
た、先生のお話は毎年グレードアップしており、新し
い情報をたくさん提供してくださいます。今回のお話

は、今までで一番お
もしろかったです。
（協会柳楽談）初め
て参加された方も大
満足となった講座で
した。
次回は９月26日

（金）邑南町の元気
館にて開催します。次回では実際に圃場に出向いて検
証も行います。ぜひ参加してみたいという方は島根有
機農業協会までご連絡ください。消費者の方も、ど
のように有機農産物が作られているか見てみたい方は
ぜひご参加ください。

【連絡先】島根有機農業協会
 TEL/FAX：0855-75-0017
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「有機」の適切な表示ルールを学びました
有機農産物の生産者・加工業者の販売力を強化し、
販売促進につなげることを目的として、今年度、県で
は「販売力強化研修会」を４回の予定で開催するこ
ととしています。
第１回は、６月２日（浜田市）、３日（出雲市）の両日、

「有機農産物等の表示」をテーマに、中国四国農政局
松江地域センターの小林ひろし主任表示・規格指導
官から、ご説明いただきました。
｢有機｣ の表示には、ＪＡＳ法により規制があり、
販売する際の表示やＰＲ方法に留意する必要があり
ます。研修会では、農産物に「有機○○」と表示し
て販売する場合には、有機ＪＡＳ規格に基づき生産さ
れていることに加え、有機ＪＡＳマークがないと販売
できないことや、「有機無農薬○○」といった表示は
認められていないこと等、基本的な有機食品の表示
ルールを学びました。　
生産者が適切でわかりやすい表示・情報を提供す

ることで、消費者により信頼される有機農産物の提供

につながればと思います。
なお、第２回は「展示・商談会におけるノウハウ」

をテーマに、第３回は「商品の特徴・こだわりのアピー
ル手法」をテーマに開催しました。第４回は年明けに
開催の予定です。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

有機農業実践者のほ場で学ぶ環境保全と雑草対策
平成２６年度第１回水稲有機栽培技術交流セミナーを開催しました
本セミナーは、水稲の有機栽培で特に重要視され

る除草対策として、「トロトロ層」「機械除草」の２点
について、実際のほ場の状況を見ながら、生産者と意
見交換することにより有機栽培技術の向上を図ること
を目的として、７月２日、３日の２日間開催しました。
県内の水稲有機栽培実践者、志向者、県関係者を含
め１７名が参加しました。
１日目は、「生物多様性を育む米づくり」を学ぶため、
兵庫県立コウノトリの郷公園と、兵庫県豊岡市にある
森津こうのとりファーム代表の成田市雄氏のほ場を視
察しました。
コウノトリの郷公園では、コウノトリの絶滅から野
生復帰までの歴史や、田んぼで様々な生きものを育み、
コウノトリと共生できる豊かな環境とおいしいお米を
つくる「コウノトリ育む農法」
について学びました。
その後、地域ぐるみで「コ

ウノトリ育む農法」を実践
する成田市雄氏のほ場にお
いて、現場の土に触れなが
ら、トロトロ層の形成と抑草
効果、深水管理の方法、豊

岡市が設置する「ポット成苗による有機稲作実証ほ」
など、詳しく説明をしていただきました。
２日目には機械除草による雑草対策について、鳥
取県の気高オーガニック倶楽部代表、梅實一夫氏に
話を伺いました。田植えから７日おきの機械除草体系、
販売面では有機農業＋αで消費者の求める食味を目
指すこと、というアドバイスもいただきました。
今回訪れた実践者と参加者の間で活発な意見交換

が行われ、また参加者どうしの交流も深まったように
感じました。今後も有機農業の拡大のため、セミナー
を継続的に開催する予定ですので、多数のご参加を
お待ちしています。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

雨の中丁寧に対応いただいた梅實氏（右）成田氏（中央）と話を熱心に聞く参加者
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シリーズ 第 22 弾 『環境農業』トピック 県農業技術センター発

有機水稲栽培において最大のテーマは雑草をいか
に抑えるかです。現場では色々な方法で除草がなされ
ており、中でも大規模ほ場では機械による除草が効
果的です。農業技術センターでは機械による除草研
究を実施しておりその成果を農家に伝えるため、県内
２カ所の実証ほで６月10日、11日に除草実演会を開
催しました。
これまでの研究では条間の除草は専用の条間ロー
タで可能なことを確認していましたが、株間雑草の確
実な除草が重要な課題となっていました。そこで当セ
ンターと県内農機具メーカーが写真のように除草用ブ
ラシをローターに取り付け、回転させることで苗を痛
めずに株間を除草する方法を開発しました。ブラシの
固さは苗への影響を最小限に抑えつつ除草が出来る
ように工夫されています（写真１）。

実演会は６月10日に益田市下波田町の斉藤氏ほ場
で、６月11日は大田市三瓶町の農事組合法人百姓天
国ほ場で行いました（写真２）。両会場とも近隣の生
産者の方々が多数見学に来られ、実演が始まりブラ
シが回転して除草される様子を見た見学者からは「苗
は大丈夫か」、という心配の声も上がりましたが、ブ
ラシを使用しても苗痛みは最小限に抑えられ、一番の
目的である除草がきちんと出来ていることを確認され
ると、多くの見学者が機械除草に関心を寄せられてい
ました。今後はさらに除草技術の精度を上げていき、
実用可能な技術にしていくとともに、小面積で有機栽
培に取り組む農家の作業負担を軽減するため、ブラ
シを装着した歩行型除草機による除草について、研
究を進めて行く予定です。

有機水稲の機械除草実演会を開催しました

担　当：農業技術センター　技術普及部　有機農業普及課
T E L：0853-22-6997
E-mail：nougi@pref.shimane.lg.jp

＜写真２＞
機械除草実演会の様子

＜写真１＞
除草用回転ブラシを取り付けた田植機

　平成24年度春に創設された島根県立農林大学校有機農業専攻は３年
目を迎え、今年春には初めての卒業生を送り出しました。当専攻につい
ては、各方面から注目を頂いていますので、「農大有機ＮＥＷＳ」にまと
めて、取り組み紹介をさせて頂くこととなりました。農大で実施してい
る講義、実習の様子、トピック的な話題、お世話になっているサテライ
ト校の状況等についてお知らせしていますので、下記URLでご確認くだ
さい。
http://www.pref.shimane.lg.jp/norindaigakko/yuki/index.data/
yukinews1.pdf
【問い合わせ】島根県立農林大学校　TEL 0854-85-7012

「農大有機ＮＥＷＳ」を発行しましたお
知
ら
せ

農大有機 NEWS
第１号

■発行に寄せて

平素は農林大学校の運営にご理解ご協力を賜りまして厚くお礼申し上げます。

さて、平成24年度春に創設された有機農業専攻は３年目を迎え、今年春には初めて

の卒業生を送り出しました。当専攻については、各方面から注目を頂いていますので、

この「農大有機ＮＥＷＳ」にまとめて、取り組み紹介をさせて頂くこととなりました。

本紙では農大で実施している講義、実習の様子、トピック的な話題、お世話になっ

ているサテライト校等の状況等についてお知らせしたいと考えています。

末永くよろしくお願いします。

島根県立農林大学校農業科有機農業専攻 浜崎修司

■今年度の専攻概要

学生数 1 年生 7 人、2 年生 7 人 合計 14 人

研修生 10 人（出雲 6、川本 1、邑南 1、美郷 1、江津 1）

■今年の卒論(2 年生)はこのテーマに取り組んでいます

・夏秋ピーマンにおける基肥比較

・夏秋カボチャのうどんこ対策

・有機栽培向きキュウリ品種の育成

・夏秋ナスのアブラムシ対策

・水稲の深水管理の抑草効果

・石見高原ハーブ米の有機栽培技術確立

・水稲有機栽培における食味向上対策

有機水稲栽培で一番頭を悩ませるのが雑草対策です。数々の

除草技術はあるものの、土質や気候によって効果を発揮するも

の、しないものがあります。

農大水田では、昨年

の実績とデータを元

に、今年も色々な除草

方法を試しています。

今年は雑草の生育が早

く、昨年どおりにはい

かないこともあります

が、農大水田に適した

除草方法を見つけて行

きたいと思っています。 オリジナル除草具による除草 田車による除草

野

菜

水

稲

発行；平成26年7月 島根県立農林大学校

〒 699-2211 大田市波根町 970-1 電話；0854-85-7012

HP：http://www.pref.shimane.lg.jp/nourindaigakko/
浜崎(有機農業専攻) 佐藤(研修担当)

コンパニオンプランツを植

えたキュウリハウス

学生実習の一コマ

株間除草用ブラシ 条間除草用ロータ
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○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９月１日発行）

〒690-8501	松江市殿町１番地
TEL	0852-22-6704　FAX	0852-22-6036
E-mail　econousan@pref.shimane.lg.jp
U R L　http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/

（平成26年7月末日現在）

3,787件
消費者の方 … 3,056件
農業者の方 …… 597件
企業・学校等 … 134件

宣言の状況

行 事 予 定

と　き：平成26年９月21日（日）10：00～13：00／10月11日（土）・12日（日）9：00～17：30／11月16日（日）10：00～13：00（時間は変更になる可能性があります）
ところ：出雲市今市駅通り四つ角公園（9月21日、11月16日）

出雲市中央通り商店街歩道（10月12日「夢フェスタinいずも」に出店）
主　催：すこやかな大地と食卓プロジェクト
Facebook：https://www.facebook.com/machimarche

【問い合わせ】〒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

～すこやかな大地で生まれた美味しいものと、すこやかな心と体をはぐくむ食卓が出会う場所～
まちなかオーガニックマルシェ

と　き：平成26年９月28日（日）10：00～14：00
ところ：入間交流センター（雲南市掛合町入間499-1）
主　催：べじまーと運営委員会

【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/

～地球とからだにやさしいお店が並ぶ朝市～
べじまーと雲南版

県で研究された「除草剤を使わない米づくり」技術
を実践するほ場で収穫されたお米を販売します。試食
やプレゼントもご用意していますので、是非お立ち寄り
ください！
と　き：平成26年10月12日（日）
ところ：くにびきメッセ（松江市学園南１丁目２番１号）

【問い合わせ】県農畜産振興課有機農業グループ
 TEL0852-22-6477

～県のブースを出店します～
コープフェスティバル2014

①有機農業普及講演　講師：宇根豊氏
「内からのまなざしと外からのまなざしの出会い、百
姓学の思想」
と　き：平成26年11月2日（日）14：00～15：30
ところ：島根県芸術文化センターグラントワ

（益田市有明町5番15号）　小ホール
有機農業に取り組む人、有機農産物を購入している

人、農業に興味のある人すべての方が自然と共に心豊
になってもらいたい。そんな思いを込めて企画しました。
多くの方のご参加をお待ちしています。
②有機JAS認証取得講座
認証取得を考えておられる方にわかりやすく説明しま

す。お近くの会場にご参加ください。
日程・実施地域（予定）：11月6日（木）雲南市、11月7日（金）

大田市、11月13日（木）松江市、11月14日（金）益田市
※時間、会場等は決まり次第協会ホームページやメーリングリス
トにてお知らせします。上記予定は変更になる場合があります。

【問い合わせ・申込み先（①②とも）】
島根有機農業協会　TEL/FAX：0855-75-0017
MAIL：shimane-yuki-nougyou@feel.ocn.ne.jp

～島根有機農業協会が実施します～
有機農業波及講座

有機農業の指導者として有名な西
村和雄先生をお迎えして、環境に配
慮した農業の現場を五感で感じてい
ただけるイベントを開催します。食
の安全や自然環境の保全に関心のある方、有機農業に関心
のある方、生産者・消費者問わずご参加をお待ちしています。
と　き：平成26年10月11日（土）

①10:00～13:30
西村先生による「食と農」に関する講座とラ
ンチを食べながらの生産者・消費者交流会
②14:00～17:00
　西村先生によるほ場現地講習会

ところ：雲南市大東町山王寺地区（棚田展望台周辺）
参加費：①1,000円（ランチ代含む）　②1,000円
主　催：NPO法人 日本エコビレッジ研究会
※内容は変更になる場合があります。詳しくはフェイスブック
（https://www.facebook.com/j.ecovillage）を確認していただ
くか、下記までお問い合わせください。

【問い合わせ・申込み先】
NPO法人 日本エコビレッジ研究会　野津健司
TEL：090-2005-4514　　MAIL：notsu@ecov.jp

環境農業講習会＆ランチ交流会環境農業講習会＆ランチ交流会


