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福原 圧史 さん（鹿足郡吉賀町）

　「有機農業は、ただ農薬をまかないということではなく、環境保全であ

り、生き方、くらし方だ。」  お客さんへ送る野菜の収穫を終えて、インタ

ビューを受けていただいた福原さん。 今回は、35年以上前に吉賀町

柿木村での自給的な有機栽培を提唱。現在は自ら実践しながら、農業者

や消費者に対して啓発・普及も行っている、福原圧史さんを紹介します。

　自給的な有機農業の提唱

　現在では、「吉賀町柿木

村」といえば有機農業で知

られているが、福原さんが

「自給」に重きをおいた生き

方としての有機農業を提唱

したのは、旧柿木村役場職

員時代の約35年前のことだった。

　当時は、高度成長期ということもあり、自給力を基本

とした有機農業の考え方は受け入れられず苦労したそ

うだが、山口県岩国市の消費者グループとの出会いが

きっかけとなり、生産した有機農産物の一部を「おすそ

分け」する形での販売を始めたことで、生産者と消費者

が直接つながる柿木版の有機農業が出来ていった。

　生産者と消費者への活動

　「最近の消費者からは、食の安全性に対する意識の

高まりを感じる」と話す福原さん。

　役場を退職した後は、自ら自給的な有機農業の実践

の傍ら、これまでのつながりをさらに発展させるため

に、ＮＰＯ法人を設立し、定期的な広島県のスーパーで

のマルシェや世界の有機農業や食育などを題材とした

映画祭の開催などにも携わっている。

　当たり前の生活に価値がある

　近年では、これまでの活動や、旧柿木村が総合振興

計画で「健康と有機農業の里づくり」を方針としての

位置づけたことが知られたこともあり、県内外問わず

若者からのＵＩターンによる移住の問い合わせも多く、

地域に活気が出ているとのこと。

　当たり前の生活を実践することで、その価値を理解

してもらうことができ、中山間地で本当の生活が続け

ることが出来る。

　福原さんの長年の取組みが、１つの形となり、これ

からの中山間地の生き方を見せてくれている。

分け」する形での販売を始めたことで、生産者と消費者

　「最近の消費者からは、食の安全性に対する意識の

　役場を退職した後は、自ら自給的な有機農業の実践

の傍ら、これまでのつながりをさらに発展させるため

　福原さんの長年の取組みが、１つの形となり、これ

からの中山間地の生き方を見せてくれている。

ふくはら　あつし

吉賀町出身　ＮＰＯ法人ゆうきびと会長

35年以上前に、村全体（旧柿木村）をあげた、自給

を優先した有機農業による食べもの作りを提案

現在は、自ら有機農業を実践しながら、中国山地の

農業生産者や都市の消費者に対して、有機農業

の啓発や普及に関するさまざまな活動も行う
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り、生き方、くらし方だ。」  お客さんへ送る野菜の収穫を終えて、インタ
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　昨年より高津川流域の仲間と山下一穂先生の『有機のがっこう』に参加しています。

　この1年でよーく分かった事、我流という言葉だけが一人歩きしてきた我が『たまたま農園』の化けの皮が見事に

はがされた事。今まで有機でさえあれば、小ぶりで虫食い、見た目が悪くても仕方ないという考えでしたが、きちん

と土作りをして、作物の状態をこまめに観察していれば、虫もつかず綺麗な大きな野菜が出来る、という事を学び

ました。 その土づくりのポイントは、「畑まるごと堆肥化」です。ソルゴーやライムギ等の牧草を育てて、トラクター

で窒素肥料と共に鋤き込む。それから2か月程熟成させて完全に有機物を分解してから作物を植え付ける、といっ

た方法です。

　早速、有機の郷事業を活用してハンマーナイフモアを購入。鋤き込み易い様に牧草を細断して、見様見真似で実

践してみました。確かに、土が柔らかく、発芽した双葉が今までになく大きい。これは期待できると思ったのですが、

色々細かい段取りミスで…。

　そう、「言うは易し、行うは難し。」まだ全然ものにはなってないですが、これから身体に覚え込ませて自他共に認

める有機農家になりたいと思っています。

益田翔陽高校生の活動レポート

Activity report at Masuda shoyo high school students 

鹿足郡津和野町

たまたま農園　田中　海太郎さん

Activity report at Masuda shoyo high school students 

秋 島根県立益田翔陽高等学校　農場部　合鴨研究班

　収穫の秋を迎えました。９月も中旬を迎えると、平地から山間に至るまでコシヒカリの

収穫が行われ、刈り取った時の葉酸の甘酸っぱい香りが秋を感じさせます。益田翔陽高

校での合鴨水稲同時作もどうにか２年目の収穫を迎えることができました。研究班に

とっては収穫の喜びもひとしおだったと感じています。

　夏の報告で記したように、農業用水の確保に困ったことに加え、今年は苦難の連続でし

た。順調に水田に慣れてきた合鴨の雛が放飼開始から５日目にイタチの被害に遭い、ほぼ

全滅してしまいました。合鴨小屋の作製から活動してきた

研究班のメンバーにとっては、この時の悲劇は言葉で表すこと

ができません。しばらく心の整理がつくまで研究はストップし

たいのですが、水田は日ごとに雑草で覆い尽くされます。

　研究班は被害を繰り返さない対策に向け、ひたむきに活動

しました。被害に遭った合鴨小屋の改修やネットの張り直しを

行い、新たに合鴨を放飼するまでの２週間、繁茂する雑草を

田車で抑えていきました。この２週間の間、さまざまな想い

や雑草との闘いで、多くの事を学びました。生き物を飼うこ

とは生と死を必然的に経験します。研究班の一人は「死に対

峙して、生という概念を感じた。合鴨を結果的に殺めてしまい、悩んだけど、この経験を

語ることで失った命は生きてくる。」と表現しています。

　農業高校の生徒にとって“収穫”は大きな意味を持ちます。次回の報告でその一部を

お知らせできたらと思います。

　夏の報告で記したように、農業用水の確保に困ったことに加え、今年は苦難の連続でし

た。順調に水田に慣れてきた合鴨の雛が放飼開始から５日目にイタチの被害に遭い、ほぼ

全滅してしまいました。合鴨小屋の作製から活動してきた

6月24日  除草が追い付かない

研究班のメンバーにとっては、この時の悲劇は言葉で表すこと

ができません。しばらく心の整理がつくまで研究はストップし

　研究班は被害を繰り返さない対策に向け、ひたむきに活動

しました。被害に遭った合鴨小屋の改修やネットの張り直しを

6月26日　田車作業

10月12日  収穫を喜ぶ研究班

10月12日　稲刈り作業

『しまね有機の郷』現地レポート
第５回
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　昨年に引き続き、長野県松本市でトマトを主とした農園：Happy 

Village Farm経営者の石綿薫先生をお招きし、8月と9月の2回

にわたり菜園管理に関する講座を開催しました。

　8月17日の講座では、二十四節気を目安とした作業計画や、一

定の作物の栽培を続けることによる畑の環境についてお話いただ

きました。

　9月7日の講座は前回の続きで、起源から読み解く作物の性質

や、作物の特性別の栽培管理についてをキャベツと白菜の雑草対

策の違いなど様々な具体例をあげてご説明いただきました。

　いずれも、研究や経験をもとにした講義で、農業経営をされる方にはとても実践的な内容でした。

有機農業講座開催のご報告

こんにちは、島根有機農業協会です。

早いもので今年も終わりが近づいてきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

石綿 薫先生の講座　　　 （島根県石央地域地場産業振興センターにて）2回

　北里大学名誉教授で、現在は（公財）農業・環境・健康研究所農業

大学校校長を務められておられる陽捷行先生をお招きし、「心と体

を癒す食と農とは」という題で講演いただきました。

　「わたしたちは、土壌から生育する植物と、それを食べる動物を食

べて生きている。」という気付きから始まり、土壌と腸内の類似点か

ら、健康であるための食べ物を作る土壌の大切さや、腸内細菌を健

康に保つための心がけなどを、分かりやすくご説明いただきました。

　また、益田市にある吉田こども園理事長の杉原幸江様と、同園の

看護師の山﨑英子様より、地元農家さんとの食材連携や調味料にこだわった旬の和食の給食やおやつの事例、和

食給食導入にともなう園児の体質の変化について、それぞれの視点に基づいて事例発表をしていただきました。

•食について、土壌や環境、歴史、文化など、多角的に理解

していくことが必要だと感じた。古今東西の賢人達からもっと学んで、実践

していきたいと思いました。

•（給食に関し）地元食材を使うことでコスト削減になることは興味深かっ

たです。子どもの頃の食生活、環境の大切さを知りました。家でも実践した

いです。

陽 捷行先生の講演会　　　　　　 （益田市ジュンテンドー研修センターにて）10月19日
みなみ  かつゆき

●お問合先　ＮＰＯ法人 島根有機農業協会 （電話/FAX ： 0855-75-0017）
　Mail ： shimane-yuki-nougyou@feel.ocn.ne.jp　ＨＰアドレス ： http://www.shimane-yuki.or.jp

参加者より

  NPO法人島根有機農業協会
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　水稲の有機栽培を継続すると、クログワイ（写真1）やオモダカなどの多年生雑草の多発生が問題になる

場合があります。 中でもクログワイは主に塊茎（写真2）で繁殖します。 クログワイの塊茎は寿命が5～7年

と長く、また水稲の栽培期間中における発生期間が長いため、防除しにくいのが特徴です。 そこで、当センター

は水稲の有機栽培におけるクログワイ対策を検討しましたので紹介します。

　クログワイに対する効果的な防除法が少ない中で、秋起こしにより

塊茎を露出し冬期の乾燥や低温にさらして死滅させる方法が有効と

言われています。 冬期の降水量が多く土壌が乾燥しにくい当県です

が、ロータリーを用いた秋起こしによるクログワイの防除効果を確認

する試験を行いました。 その結果、秋起こし区（耕深15cm）は、無処

理区に比べて、8月上旬のクログワイの発生量が半分以下に減少しま

した（図１）。 この結果から、当県においてもロータリーによる耕深

15cmの秋起こしがクログワイに対して有効であることが明らかにな

りました。 なお、秋起こしを行う際には、田面が乾いた日に行うこと、耕

うん後の排水を良くするために作溝を施すことなどに留意しましょう。

●写真１  稲株の間に繁茂したクログワイ

●写真２  クログワイの塊茎

●写真3  

　市販の歩行型

　除草機による

　移植後４０日

　頃の条間除草

担当： 県農業技術センター栽培研究部作物科

T E L：0853-22-6946
MAIL：nougi@pref.shimane.lg.jp

シリーズ第35弾

「環境農業」トピック

県農業技術センター発 有機水稲栽培での

多年生雑草（クログワイ）対策
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　クログワイに対する効果的な防除法が少ない中で、秋起こしにより
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　クログワイは発生期間が長いため、移植後20日頃までを基本と

する機械除草を行った後にも発生します。 そこで、移植後40日頃に

市販の歩行型除草機を用いて条間除草（写真3）を行ったところ、

クログワイの残草量が減少しました（図2）。 この結果から、移植後

40日頃の条間除草はクログワイに対して有効であることが明らか

になりました。 ただし、この除草方法は株間で発生が多いオモダカに

対しては、顕著な効果が認められませんでした（図2）。 なお、移植後

40日頃の除草時における水稲の草丈は約60cm、茎数は約10本/

株で、歩行型除草機による水稲へのダメージはほとんど認められま

せんでした。

　以上、有機水稲栽培におけるクログワイに対する対策を2つ紹介

しました。クログワイは一つの方法で急激に減少させることが難しい

ため、上記の対策の他に手取り除草や田畑輪換などを組み合わせて

数年をかけて徐々に発生量を減らしましょう。 また、クログワイは

他の植物との競合に比較的弱いので、水稲を元気に育てることも

有効です。 詳しくは、当センターへお問い合わせください。

移植後40日頃の条間除草

　クログワイは発生期間が長いため、移植後20日頃までを基本と
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●図2 移植後40日頃の条間除草がクログワイおよび
 オモダカの残草量に及ぼす影響（8月上旬調査）

※両区とも移植後20日までに機械除草を2回実施。

●図１ 秋起こしがクログワイの発生に及ぼす影響（８月上旬）
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国際オーガニックEXPO2017に島根県パビリオンを出展国際オーガニックEXPO2017に島根県パビリオンを出展国際オーガニックEXPO2017に島根県パビリオンを出展
　8月24日～26日にパシフィコ横浜（横浜市）で「国際オーガニック

EXPO2017」が開催されました。 これは、有機JAS等の認証を取得した

製品を中心とした国内最大級のオーガニック展示会です。

　県では県内有機農産物の販路拡大のため、県と県内企業からなる

「島根県パビリオン」の出展を続けており、８回目の出展となる今回は県内

企業７社が参加。 各社自慢の農産物や

加工品の試飲・試食を行い、販路拡大

へ向けた商談を実施しました。 また、

県は県内有機JAS認証事業者を紹介するチラシ等を配布するなど「しまねの

有機農業」を広くＰＲ。 こうして島根県パビリオンとして一体感のある取組を

続けていることもあり、来場者から「島根は有機農業が盛んだね」といった声

をかけられることも多くなっています。

　出展者にも「有機に特化しており効率的な商談ができる」と好評なこの展示会

への出展をはじめ、県では今後も販路拡大に向けた取組を支援していきます。

水稲有機栽培技術交流セミナーを開催しました水稲有機栽培技術交流セミナーを開催しました水稲有機栽培技術交流セミナーを開催しました
　島根県では、水田用除草機による除草を雑草対策の基幹技術とした

水稲有機栽培技術の確立に取り組んでおり、今年度も、「有機ひろげる

米づくり」実証ほを県内5か所（安来市、松江市、出雲市、大田市、邑南

町）に設置し、現地での技術実証ほの取組を進めています。

　例年、水田用除草機の実演会を開催して技術の波及を図っていると

ころですが、これに加え除草後の生育状況や雑草発生状況等について

も確認いただく機会として、9月26日に、安来市に設置している実

証ほ等を会場にセミナーを開催しました。

　実証ほの見学では、雑草の発生が抑えられていること、水稲の生育が慣行栽培と比べて遜色ないことを確認して

いただきました。 その後、会場を移して冬期湛水や深水管理によって、抑草効果の期待されている「トロトロ層（※）」を

形成し、雑草対策に活用しているほ場を見学しました。

　室内検討では、農業技術センターの担当より、本年度の実証ほについて各実証ほとも雑草が抑えられており、生育

が概ね良好であることが報告されました。 また、抑草技術として注目されている「トロトロ層」について、その概要や

抑草メカニズム、試験研究状況について報告がありました。

　島根県では、平成30年度も引き続き「有機ひろげる米づくり」

実証ほを設置する予定としており、実証ほを活用した水稲有機栽

培の波及に努めていくこととしています。

※「トロトロ層」とは、水生ミミズ類の排泄物が水田土壌表面に堆積した層のことで、

　雑草種子の発芽を抑制する効果が期待されています。

【県農産園芸課】

【県農産園芸課】
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〒690-8501  松江市殿町１番地
TEL.0852-22-6704／FAX.0852-22-6036

Facebookアカウント名「島根県有機農業グループ」（https://www.facebook.com/shimane.yuuki）

E-mail  econousan@pref.shimane.lg.jp
U R L  http://www.pref.shimane.lg.jp/nosan-engei/

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

宣言の状況

3,873件

消費者の方……3,061件

農業者の方………670件

企業・学校等……142件

（平成29年10月末現在）

アカウント名

FacebookURL：https://www.facebook.com/shimane.yuuki

島根県有機農業グループ

島根県有機農業グループの公式Facebookページを運用中！

＊生産者からの情報提供も受け付けております。掲載、リンクを希望される場合には、有機農業グループ（0852-22-6477）までご連絡ください。

「ママフェス in IZUMO」 で有機農産物をPR！

前回お知らせした県内消費者に向けた情報発信イベントについて、ご紹介します。

「ママフェス in IZUMO」 で有機農産物をPR！

前回お知らせした県内消費者に向けた情報発信イベントについて、ご紹介します。前回お知らせした県内消費者に向けた情報発信イベントについて、ご紹介します。

　子育て世代のママを応援するイベント「ＭＡＭＡ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ｉｎ ＩＺＵＭＯ」が9月9日（土）出雲市の朱鷺

会館・しまね花の郷で開催され、有機農産物や島根県エコロジー農産物をＰＲするブースを出展しました！

　「有機農産物クイズに答えてプレゼントをゲットしよう」を実施したところ、たくさんのご家族が参加され、

午前中にはクイズ用紙や景品もなくなるほどの盛況でした。食に関心が高まる子育て中のママに有機食材

に関心を持っていただける良い機会となりました。

「親子でチャレンジ！ 有機クッキング」 を開催！
　「子どもがよろこぶ有機おやつ」をテーマにした料理教室を9月30日、松江市内で開催しました。7組16人

の親子が参加し、味覚形成期に有機農産物を取り入れるメリットや買い物をするときに目印になるマークを

学ぶとともに、管理栄養士の大谷清美さんの手ほどきを受けながら有機野菜のおやつ「お好み焼き」「蒸し

パン」「ゼリー」の3品に挑戦しました。

　子どもたちは、慣れない手つきながらも、野菜を切ったり、盛り

付けたり一生懸命取り組み、全員が無事に料理を完成させました。

　試食タイムでは「野菜の味が違う。おいしい！」の声が。

　野菜が苦手と言っていたお子さんも、ピー

マンがたくさん入ったお好み焼きを夢中で

ほおばっていて、保護者を驚かせていま

した。親子でふれあいながら、有機野菜

の良さやおいしい食べ方を学ぶ有意義

な時間となりました。

ブー
スに

行列
が

できる
ほど

大盛
況で

した

　子どもたちは、慣れない手つきながらも、野菜を切ったり、盛り

付けたり一生懸命取り組み、全員が無事に料理を完成させました。
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