
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。

　10月７日～８日、島根県立大学浜田キャンパスで、NPO法人有機農業技術会議（長野県）の主催による中四国初の「有機
農業大学講座」が開催されました。島根県も後援として企画・運営に携わり、県内外から約200名の参加がありました。そ
の概要を報告します。

【全体を通じて】
　２日間にわたる今回の講座は、県内生産者の皆さんには幅広い講師陣の話を聞く機会となり、県外から参加された方に
は島根の有機農業を知ってもらう機会となりました。
　ひと言で有機農業と言ってもその技術は幅広く、取り組むことは容易ではありませんが、この講座をひとつのきっかけ
にして、一層の有機農業に対する関心の高まりが期待されます。県としても環境保全型農業の取り組み拡大と、有機農業
へのステップアップなど活動の質的な向上を目指してさらに取り組んでいきたいと思います。

◇有機農業大学講座in島根・浜田
◇しまね『環境農業』大賞　
◇「環境を守る農業宣言」の状況
◇研修会等報告１（有機農業チャレンジスクール）
◇研修会等報告２（農業技術センターフェア）
◇宣言者のページ
●県からのお知らせ
●イベント・研修会のお知らせ
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有機農業大学講座in島根・浜田が開催されました

　最初に有機農業技術会

議の西村和雄代表の講演

があり、有機農業は農薬

や化学肥料に代えて天然

のものを用いる資材依存

型と、そもそも肥料や農

薬をほとんど使わない低

投与型に分類ができる、

また、真に持続的な農業生産方式
を実践していくことは、今や地

球的な意義があり、懸命な取り組
みが必要だと熱く語られました。

　続いて堆肥・育土研究所の橋
本力男所長から、堆肥づくり

と土づくりについて具体的な事
例を交えての話、さらに、島

根県を代表する有機農業先駆者
である木次乳業有限会社の佐

藤忠吉相談役から、長年の取り
組みと現在の思いについて講

演をいただきました。

　その後、現地視察として、
有機JAS認証を取得し有機野

菜の共同出荷を行う若手生産者
グループ、「いわみ地方有機

野菜の会」の会員である三浦大
輔氏のハウスを見学しました。

30代の若い農業者が、26棟の
ハウスを使い、地元雇用を創

出する企業的経営を実践してい
る事例は、参加者に元気を与

えるものでした。

1日目（10月7日） 　午前中は、本県
の有機農業の取り
組みについて事例
報告が行われまし
た。
　まず、島根大学
名誉教授の井口隆
史先生から、島根
県における有機農業について、歴史的な振り返りと今後の展望について体系的な講演が行われ、続いて、県農畜産振興課が県施策の概要紹介を行い、吉賀町（旧柿木村）の取り組みと、浜田市いわみ地方有機野菜の会の事例発表が行われました。それぞれが特徴のある取り組みで、あらためて有機農業とは幅広く奥の深い農業であることを実感しました。
　午後からは、「栽培技術」「販路」「新規参入」のテーマに分かれて分科会が行われ、参加者はそれぞれ希望する会に参加し、講師からのアドバイスや参加者同士での意見交換を行いました。各分科会ともに参加者と講師先生との間で熱心な議論が展開され、本県の有機農業への取り組み者や取り組み志向者の意識の高さがうかがえました。

2日目（10月8日）



　NPO法人島根有機農業協会（
美郷町）では、全５回シリーズ

で有機

農業チャレンジスクール入門編
を開催しています。11月の第３

回講座

では、有限会社佐々木農場の佐
々木一郎代表の講演がありまし

た。

　佐々木代表は、長年の有機
農業の取り組みと地域社会へ

の貢献が

評価され、10月には「2008
年山陰中央新報社地域開発賞」

の産業

賞第１部門を受賞された、県内
有数の有機農業実践者です。

　佐々木代表が立ち上げた「
いわみ地方有機野菜の会」は

、現在研

修生を含め11人で構成され、
軟弱野菜を中心とした作目で施

設面積

は８ha、販売額は２億２千万円
となっています。

　農家の長男として生まれ育ち
、父親の後を継いで昭和58年に

就農された佐々木氏ですが、就
農当初は、水稲、果樹、シイタケ

、

タケノコ、イチゴ、メロンと多
品目経営で、家族６人が早朝か

ら深夜まで働いて農業所得は６
百万円でした。また、当時の農

薬は殺菌・殺虫力が強く、作業
は危険を伴うことがありました

。

　その上、労働時間が長く、低
所得の農業に疑問を感じた佐々

木氏は、プライドが持てる農業
を目指し、ヨーロッパや中国な

どの海外農業の視察に出掛け、
また、作目毎の時間あたり所得

分析を独自で行い、経営方針の
転換を図られました。そして、

輸入品と競合しにくい生鮮作物
で、時間あたりの所得の高い品

目を選定し、また、有機JAS認
証を取得し、農協頼みでなく

自らが販売先と直接取引して価
格設定ができる経営を実現され

ました。

　プライドの持てる農業を目標
に掲げ、それを実現してこられ

た力強い話を、有機農業を目指
す約50名の受講者は熱心に聞

き入りました。	

【農畜産振興課】

　「環境を守る農業宣言」は、11月末日現在で、1,981件となりました。
　特に、９月には、益田で生産者と流通が一体となった取り組みをしてい
る「地産地消ネット西いわみ」の皆さんに趣旨に賛同いただき、構成員の
400名以上の方々からの宣言がありました。１団体としては最多の宣言
です。
　「西いわみネット」は、地域食材の掘りおこしや消費者への情報提供、
サポート団体や学校、行政との連携など、様々な活動を行っておられます。
　「西いわみネット」の皆さまには県庁へお越しいただき、溝口知事との
ランチミーティングに御出席いただきました。益田地域のヘルシー元氣米
や新鮮な野菜を使った弁当を食べながらの意見交換は、たいへん充実した
ものとなりました。それに併せ受理書の交付式も実施しました。
　10月12日には、同ネット主催の「地産地消フェア」が行われ、その場
で「環境を守る農業宣言」の募集など、『環境農業』のPRも行わせていた
だきました。約3,000人の方に集まっていただき、会場は大盛況でした。

【西部農林振興センター、農畜産振興課】

　去る10月４日㈯、『環境農業』をテーマに農業技術センターフェアを開催し、農薬や肥料
による環境負荷の軽減を目指した栽培技術について、多くの一般来場者の方に見ていただき
ました。
　水稲については、除草剤を使わない栽培マニュアルを作成し現地実証についてのパネル展
示と実証ほでの説明会、野菜については肥料低減を可能にする養液土耕栽培の展示を行いま
した。
　その他、当センターでは、病虫害の発生時期や場所を予測し、適量の薬剤を効率的に散布す
る防除法や、環境農業が田んぼや畑の生き物を豊かにする効果について検討を進めています。
　今後も研究を進め、情報を提供して参ります。	 【農業技術センター】

環境を守る農業宣言者の状況について

有機農業チャレンジスクール入門編　第３回講座開催（11月29日）

「キラリと光る『環境農業』」をテーマに農業技術センターフェア

研修会等報告

地産地消
フェア

ランチ
ミーティング
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①ハーブ米研究会
　ハーブの一種「レッドクローバー」
を土づくりに活用し、化学肥料を使
用しない栽培を178名の生産者と
地域で広がりを持って実践。ハーブ
による景観形成にも繋がる活動で
す。

②池田晴久
　有機肥料のみでぶどうの点滴栽培
を行うなど、先進的な取り組みを実践。
消費者への葡萄園の開放や小学校で
の環境教育にも協力しておられます。

⑤LLP横田特定農業法人ネットワーク
　横田地区内の６つの特定農業法人
が連携し、環境にやさしい農業を実
践。「価格から価値へ、儲ける農業
から喜んでもらえる農業」に転換す
べく、エコ農業を点から面へ広げる
活動を行っておられます。

⑧柿木村有機農業研究会
　長年にわたり有機無農薬栽培を実
践。肥料は有機堆肥を使用し、自給
自足を基本とし、活動に共感してもら
える消費者との交流、味噌や豆腐な
どの加工品づくりもしておられます。

③ＭＯＡ自然農法益田普及会
　自然農法を推進することにより、
環境の保全、地域住民の健康増進を
実践。食育活動等にも精力的に取り
組んでおられます。

⑥福富営農組合
　収穫後の水田に水を張ることで雑
草の生育を抑え、また田んぼの栄養
分を周囲に流出させない、環境にや
さしい農法を実践。
　田んぼの生き物も増えてきている
とのことです。

⑨農事組合法人ファーム宇賀荘
　県内最大、全国でも有数の集落営
農組織で安全安心な農業を実践。ど
じょうを放流した水田で無農薬・無
化学肥料の「どじょう米」栽培や消
費者との交流を行っておられます。

④水土人ガーデン有限会社
　完全無農薬有機栽培による米づく
りを30年以上にわたり実践。消費
者との直接取引による、顔の見える
農業法人を運営しておられます。

⑦秀明自然農法松江グループ
　化学肥料、農薬を使用しない栽培
方法を実践。毎週行われる出荷作業
は生産者と消費者で行うなど、相互
の交流も深めておられます。

①グリーンコープ生活協同組合
　生産者と消費者を顔の見える関係
でつなぐよう交流活動を積極的に実
施。環境にやさしい農産物の生産者
をサポートするシステムも導入して
おられます。

③ホシザキグリーン財団
　冬水田んぼで無農薬米栽培に取り
組む農家と協力。その水田で子供達
と一緒に田植えや生き物観察をする
等、「田んぼの１年を感じる活動」
を行っておられます。

②益田翔陽高等学校
　校内で大量に排出される籾殻の活
用方法を生徒達が研究。先輩から後
輩へ引き継がれた研究は７年間にわ
たり、地元企業や地域の人達とも連
携して進められています。

④アースサポート株式会社
　生ごみをリサイクルした液体肥料
を使用し、グループ会社の農業生産
法人㈲アースファームで野菜を栽
培。完全循環型のリサイクルを目指
しておられます。

⑤大國光司
　使用済みのペットボトルを活用し
た生産方法を広めることにより、減
農薬や水質汚染を軽減させるなどの
活動を実践しておられます。

生産者部門

応援部門

　今年度７月から募集いたしました「しまね『環境農業』大賞」には、下記の14
団体から応募をいただきました。いずれも創意工夫がなされ、意欲あふれる取り組
みです。応募者の取り組み概要を御紹介いたします。（応募順で掲載しております。）

しまね環境農業大賞
全応募者の紹介
（14団体）
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　長江米エコ栽培グループでは、今年度、地区内外から参加者を募り、手作業
による田植えや収穫作業を行うなど、他に例のない全作業公開での「環境を守
る米づくり」に取り組みました。
　以前、西長江地区の米は、松江市内で「ながえ米」としておいしい米で知ら
れていましたが、現在は一般米として栽培・出荷するだけとなっていました。
　しかし、安全・安心な食糧への関心の高まりと、次世代に地域の環境を引き
継ぎたいとの思いから、地元有志でグループを作り、化学肥料や農薬を使わな
い昔ながらの栽培方法で「ながえ米」復活に取り組むことにしました。
　栽培では、グループ員が作った堆肥で土づくりを行い、県の「除草剤を使わ
ない米づくり」実証ほ（現地試験ほ場）を活用して機械による除草にも取り組
みました。

　米づくりや交流会への総参加人数は500人を超え、10月12日に開催した収穫祭では、試食や販売に用意した米がなくな
るほど好評で、参加者の中には、来年の作業参加や米購入を希望される方までおられました。
　当グループでは、この希望に応えられるよう、今後、来年の取り組みや栽培を検討していく予定です。

　浜田市農林業支援センターが取り組んできた有機農業実践セミナーは、やさ
かブランド米生産者協議会の構成員らの参加のもと、㈱ジャパンバイオファー
ムの小祝政明氏の指導により、水稲栽培や野菜栽培の実証や実験に大きな成果
を上げることができました。受講生は、植物の生理及び肥料効果の科学的理解
と、土壌分析法と施肥設計など、客観的裏付けによる栽培理論を学びました。
　参加者は、このセミナーへの感謝の念と自信を持ち、有機志向生産者や来年
から有機栽培に取り組もうという生産者が出てきました。
　有機農業実践者が増えると、ネットワーク化により技術情報等ノウハウが蓄積され、新規就農者もさらに取り組みやすくな
ると期待が持てます。
　セミナーで学んだ理論も、根底には「自然との共生」の思想があります。これを実践するために、関係者が手を取り合い、
技術者や就農者を養成することで、新たな定住を呼び、地域を変える力になると考えています。	【浜田市農林業支援センター】

有機農業が地域を変える
～実践セミナー受講者に感謝と自信～

全作業公開！！長江米で「環境を守る米づくり」
〈長江米エコ栽培グループ〉

宣言者の
ページ

～投稿いただいた方について、掲載しています。～

　野菜本来の味を活かす料理を心がけています。
　最近ではフランス料理でも、従来のようなキャビアやフォア
グラを用いた料理だけでなく、野菜を中心とした料理が喜ばれ
るようになってきています。
　また、曲がったものや規格外の野菜も、野菜にしてみれば自
然に育っただけのこと。それらを上手に調理することも、料理
人の役割だと思っています。

　吾郷さんは忙しい合間を縫って、小学校の子供たちや地
域の人に食について伝える、食育活動も行っておられます。

フレンチレストラン・ラグー
シェフ　吾郷　靖司さん（松江市西津田）

宣言者から～しまね故郷料理店さんより～（その１）
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【県からのお知らせ】

　９月12日、松江・安来地域のエコファーマー等と飲食店シェフとの意見交換
会を開催し、13名が参加しました。地産地消の一環として地元飲食店への直接
販売チャネルの構築に向け、島根県としまねリトルシェフが主催したものです。
　この会は、はじめに国内のイタリア料理界の第一人者である日高良実シェフに、
飲食店と上手に付き合うコツ等について話を聞き、その後、実際に地元の食材を
用いた料理を囲んで、しまねリトルシェフの山口雄三シェフ、吾郷靖司シェフと
の意見交換を行いました。
　参加者からは、「自分たちの作った農産物が評価され、飲食店で使ってもらう
ことで消費者にも知ってもらえると思う。」「今後の励みになった。」と好評でした。
　今回の意見交換会をきっかけに、飲食店との直接取引がはじまったエコファー
マーも誕生し、今後も飲食店とエコファーマーの直接取引に向けたマッチングを、
しまねブランド推進課と連携しながら支援していきます。

【東部農林振興センター】

生産者と料理店のマッチング
～松江・安来地区のエコファーマー等が意見交換～

　中山間地域研究センターでは、「ＵＩターン者・就農希望者向け農林業基礎研修」
を、年４～５回、各回ごとに内容を変えて実施しており、今年で３年目になります。
　今年度は、「野菜栽培の基礎」、「水田の生物多様性」、「有機栽培の土づくり」
等をテーマに行いました。研修生は皆さん都会から帰ってこられた方で、有機栽
培への関心が高く、興味深く受講されました。

【中山間地域研究センター資源環境グループ】

Ｕ・Ｉターン者への有機農業研修
中山間地域研究センター

　しまね和牛専門の焼肉店を経営して11年になります。
　自分で納得して選んだ食材は、保存方法を工夫することで、常に良い状態
で調理できるようにしています。
　食材を生産していただける農家の方に感謝しながら、お客様に「おいしい」
と思っていただくための努力は、大変ですが楽しくもあります。

　「葉物野菜はどんどん育つので、たとえ必要ない時期でも一定量は注
文し、こちらで消費するよう工夫している」など、生産現場に対するや
さしい配慮も忘れないマスターです。
　５月の連休の際には、「奥出雲サンチュ」がなくなり困っていたところ、
ＪＡ雲南さんがわざわざ配達してくださり大変助かったそうです。生産
者や業者の方と、顔の見える関係を大切にしておられる浦田さんならで
はのエピソードだと思いました。

味道園　浦田　洋輝さん（東朝日町78-7）

宣言者から～しまね故郷料理店さんより～（その２）
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『環境農業』シンポジウム

●日　時／平成21年１月24日㈯	13時～16時30分
●場　所／くにびきメッセ　国際会議場（松江市学園1丁目2番1号）
●内　容／◦平成20年度しまね『環境農業』大賞　表彰式
	 ◦基調講演：「いのちの田んぼのお米を食べよう！」NPO法人メダカのがっこう　理事長　中村　陽子	さん
	 ◦受賞者の取り組み発表
	 ◦パネルディスカッション
▼問い合わせ先：農畜産振興課　有機農業Ｇ　TEL：0852-22-5109、FAX：0852-22-6036

堆肥の品質向上と土づくりのための研修会

●日　時／平成21年2月12日㈭	13時～16時30分
●場　所／ビッグハート出雲　白のホール（出雲市駅南町1-5）
●内　容／平成20年度島根県堆肥品質共励会表彰式
	 講　演１：「良質堆肥生産とその活用について」農業・食品産業技術総合研究機構
	 講　演２：「地域内資源を活用した良質堆肥づくりプロジェクト」とくしま有機農業サポートセンター
	 研究発表：「家畜ふん堆肥利用促進システムについて」県農業技術センター
▼問い合わせ先：農畜産振興課　有機農業Ｇ　TEL：0852-22-6477、FAX：0852-22-6036

２月の自然観察会「こんにちは！冬越し中の虫たち」

●日　時／平成21年2月15日㈰	10時～12時　※2時間プログラム
●場　所／宍道湖グリーンパーク（出雲市園町1664-2）
●内　容／田んぼの稲藁でつくったこもの中の虫探しなどをします。寒い冬、虫たちはどんなところに隠れているのでしょ

うか？一緒に探してみましょう。
▼問い合わせ先：宍道湖グリーンパーク　TEL：0853-63-7111、FAX：0853-63-7101

今後のイベント ・ 研修　掲示板

編集・発行　島根県農林水産部農畜産振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町１番地
TEL.0852-22-5109　FAX.0852-22-6036
URL:http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/
E-mail:econousan@pref.shimane.lg.jp

○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、また配布停止を御希望される方は、
左記までご連絡ください。

島根の『環境農業』情報誌

【編集後記】	

　この秋収穫された「除草剤ゼロ米」を食べてみました。
一粒ひとつぶが、もちもちして力強く、ご飯一杯でたくさ
ん元気をもらえる感じのするお米でした。	 （H.Y.）

●消費者の方	 1,782件
●農業者の方	 113件
●企業・学校等	 86件

宣言の状況

1,981件
（平成20年11月末日現在）

　11月１日、広島県在住の親子連れ16組32名を県西部の野菜産地に招き、収穫
などを体験していただくツアーを開催しました。
　一行はまず、益田市でトマトの収穫を体験。真っ赤に実ったトマトを見つけると、
子どもたちは歓声を上げて収穫していました。その場で食べた方からは「甘くてお
いしい」といった感想が聞かれました。
　続いて邑南町に移動し、地元でとれた野菜や果物、石見和牛を使った昼食を食べ
た後、白ねぎの畑へ。子どもたちは夢中で白ねぎを掘り取り、あっという間に畑か
らなくなってしまいました。
　また、昼食時には、フードマイレージという考え方の紹介などしながら、「農産物を
買うとき、食べるときに環境のことも考えてみましょう」とお話させていただきました。
　樹になっているトマトを初めて見た方、土の中でねぎの白い部分ができることを
初めて知った方もおられたようです。産地を身近に感じること、豊かな自然の恵み
を受けて農産物が育っていることを実感することが、環境農業を応援する第一歩に
なると思います。	 【農畜産振興課】

広島の消費者を招き産地ツアーを開催しました

※第２号で「農業生産法人㈲アースサポート」となっていたのは、「農業生産法人㈲アースファーム」の誤りでした。訂正してお詫
びいたします。
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