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『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。
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『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。
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有機農家に

インタビュー！
有有有有有有有有有有機農家にににににににに

イイイイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタビビビビビビビビュュュューーーー！！！！！！！！！！！！！！！！
有機農家に

インタビュー！

有限会社 木村有機農園 代表取締役社長 木村 晴貞 さん（雲南市）

　「地域を守るために、環境を守るために、日々頑張っています」

　お忙しい中、事務所でインタビューを受けていただいた木村社長。

　今回は、中四国地域で最初のエコファーマー認定を取得するなど、

環境にやさしい農業を実践しながら、産直市やレストランの経営、地元

材料を活用した加工食品の開発など地域のために日々活動されている、

木村晴貞社長を紹介します。

　中山間地だからこそ環境にやさしい農業を

　中山間地にある木村

有機農園。

　どうしても平野部と

比べて農地面積は小さ

く、高冷地であること

で、収穫量も少なくなっ

てしまうとのこと。

　一方で、豊かな自然環境や、寒暖の差を活かした農業が

できることから、少量でも安心安全で、おいしい特色の

ある野菜作りを目指して、早くから島根県エコロジー農産

物推奨を受けるなど、環境にやさしい農業に取り組んで

きた。

　米の付加価値を上げるために６次産業化を

　環境にやさしい農業を行う中で、６次産業に取り組む

きっかけの１つとなったのは、米の生産調整だったという

木村社長。

　飼料用米への取り組みも考えたが、面積あたりの収穫

量が少ない中山間地だと、数量払いされる交付金が減り、

農家手取りが少なくなるということが聞こえてきていた。

　ちょうどその頃、運営している、道の駅たたらば壱番地内

のレストラン「むらげ」で提供する目玉になるような新

メニューも模索していたことから、生産調整のカウントにも

なりながら珍しさもある、高アミロース米を使った１００％

米粉麺を開発することにした。

　耕作放棄地を出さないために地域との連携を

　最近では、米粉麺の販路拡大を目指した輸出や更なる

新商品開発も進めている。

　農業を始めた時から一貫して、地域と環境を守り続ける

ことを目標としており、米粉麺の原料も全て近くの農業

法人から買い上げている。

　「耕作放棄地を増やさないためには、自分だけでなく、

地域全体で連携して地域全体を盛り上げていかないと

いけない」と語る木村社長。

　近年では、地域外の若者も受け入れており、これまで

以上に夢を描けるような魅力ある会社経営が必要になっ

てきている。

　木村社長の地域と生きる活動はこれからも続いていく。
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きむら　はるさだ

有限会社 木村有機農園 代表取締役社長

平成16年設立

山間地で有機農業を実践しながら、道の駅たたらば

壱番地にて産直市とレストランの経営も行う。

地元と連携して加工食品の開発なども積極的に

進めている。

有機農家にインタビュー！
○ 雲南市 ㈲木村有機農園 代表取締役社長

　 木村晴貞さん

【特別編】有機農家と“つながっている人”に
インタビュー！
○ 出雲市 浜山保育園 園長　古川泰道さん

益田翔陽高校活動レポート ～冬～
『しまね有機の郷』現地レポート 
○ 安来市　秦浩恭さん

土居さんが行く！
○ 「自然農法ワンコインセミナー」編

シリーズ第３6弾「環境農業」トピック
～県農業技術センター発～
  

お知らせ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

 

・・・・・・・ 2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

 

・・・・・・・・・・・・・ 4

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

1

ようなな新

ントにも
進めてい

1



　Ｑ１.食生活について感じることは？

　近年、欠食や軽食の増加など家庭の食事が健全な形を維持できなくなってい

る状況が散見され、これによって児童の「咀嚼力低下」や「生活習慣病予備軍化」

など、その子の将来を台無しにすることにつながりかねない大きな問題と捉えて

います。

　Ｑ２.浜山保育園の食育についての考え

　「食は健康の源、身体に必要な安全なものを選んで食べていくことは人生を

決定づける要素になる」という価値観を食育の柱として考えています。

　園では、給食の準備を手伝ったり、野菜を栽培したり、食についての様々な体験を

通じて食べられるまでの苦労を認識できるようにしています。保護者には懇談会

や給食だよりを通じて「大切なわが子に良いものを食べさせましょう。安全な食べ物

は親が知って選ばないと子供は選べません」としつこく伝えています。

　Ｑ３.米飯給食の取組みについて

　平成２６年１０月から「完全米飯給食」を始めました。和食を通じて健康的な食習慣

の定着を図ることが狙いです。

　副食には旬の食材を出来るだけ取り入れ、みそ汁は出汁から取るなど調味料にも

気を配っています。

　Ｑ４.農薬や化学肥料を使わないお米を使用しているのは？

　「玄米を給食で食べさせたい」「玄米を食べるなら、安全なお米を」という思いから

です。県を通じて、農薬や化学肥料を使わない米づくりをしている生産者を紹介して

いただき、平成２７年から直接契約し購入することが可能になりました。生産者と保育

園で調整会議を開き、量や価格納入時期を話し合いで決め、平成２９年から一年を

通じて安全なお米を給食に使うことができるようになりました。

　Ｑ５.生産者と児童の農業体験交流の様子は？

　お米の契約先の「みさと有機農業研究会」に協力いただき、田植え、草取り、稲刈り

の体験をしています。田んぼに入るのは初めての児童が多く、田んぼ独特の感触を

楽しみながら自分たちの手で植え、草取りをして収穫する喜びを実感しています。

この交流から食べ物を大切にする気持ちが育まれ、生産者さんの顔を思い出し、作ることの苦労に思いをはせることが

できるようになり、残食や好き嫌いが減りました。

　Ｑ６.子供や保護者の反応は？

　好評です。

　「おなかの調子がとても良い」「上の子と比べて病気をしても治りが早い」といった声を聞きます。

　保育園でも、イライラする子、心身の不調を訴える子、便秘の子が減っていると実感しています。

　Ｑ７.最後に

　有機農産物を使った保育園の給食は、これからの将来を担う子供たちのためになり、生産者も喜び、環境にもやさし

いと、みんなが笑顔になる大切な取組みと考えます。このような輪が広がることを期待しています。

社会福祉法人 浜山福祉会 浜山保育園 

　　　　古川 泰道 園長（出雲市浜町）

Ｑ１.食生活について感じることは？

社会福祉

　有機農家と

“つながって
いる人”に

インタビュー！
　「玄米を給食で食べさせたい」という思いから、県内で

農薬や化学肥料を使わない米作りに取り組む生産者（５戸

１法人）と直接契約し、年間を通じて、完全米飯給食を実施している

「浜山保育園」の取組みを紹介します。

特 別 編

町）
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　竹の力を使って、この上小竹地区の振興をしたいと思っています！

　竹との出会いは、農産物価格の低迷や地域の農業者不足で悩んでいた中、

地元の稲作研究会の視察先で竹チップたい肥を使って、農薬や化学肥料を

使わない米作りができることを知ったことです。

　その後、雑誌の「現代農業」でも竹パウダーを利用した米作りが紹介されて

いたことから、試験的に竹パウダーと米ぬか等で作った「ぼかし肥料」を散布

したところ、ほとんど雑草も生えてこず、収穫量や食味も良く、高い効果を

感じることができました。

　そこで、昨年度、本格的な面積拡大を目指して、有機の郷事業を活用して

ウッドチッパーを導入することとしました。

　面積を増やしたことで課題も浮かび上がってきましたので、先進地視察等を重ね、栽培技術を確立していきたいと

思っています。

　仲間もこれから増やしていき、将来は上小竹地区全体を「竹」を使って盛り上げてい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

安来安来安来安来安来安来来来安来安来安来安来安来安来来安 市市市市 秦秦秦秦秦秦秦 浩恭浩恭さんさ
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冬 島根県立益田翔陽高等学校　農場部　合鴨研究班

　収穫を終え、合鴨水稲同時作での研究もまとめに入りました。収穫時期である９月から

12月上旬までのこの時期は高校３年生にとって進路決定の重要な時期になります。研究班

のメンバーも進学・就職試験に向け、面接の練習や小論文対策の合間を見つけ、収穫作業

やその後の収量調査に励みました。

　まず研究結果ですが、表１にみられるように合鴨１羽あたり１日１００ｇの餌を与えた

実験区（Ａ区）は、餌を５０ｇに設定した実験区（Ｂ区）に比較し、１０a当たりの収量が９％増加

していることから、与える餌の量によって、収量に差が現れることが分かりました。収量の

差は穂数と登熟歩合の増加に関係していました。また、生育中のSPAD値（葉身の緑色程度）

（図１参照）の推移もＡ区はＢ区と比較して、生育期間中高く推移していました。今回の研究で

は合鴨がイタチ等の被害に遭い、通常より合鴨の水田内での放飼時間が短かった点を考慮

しなければいけませんが、合鴨に餌を与えることで、合鴨の肥育だけでなく、フン（排泄物）

の肥料としての効果が実証できました。この成果は追肥散布の

労力削減にもつながると考えています。

　１年間合鴨の飼育や研究に没頭していた研究メンバー

ですが、１人は地域活性化に有機農業を積極的に取り入れている株式会社 美都森林に

就職が内定し、もう１人は有機農業で目覚ましい成果を出している鹿児島大学農学部

に進学し、有畜複合農業を学ぶことが決まっています。彼らがさらに活躍できることを

願い、これからも「豊かな生き方」やそのための「食べ方」について、学習を深めたいと

思っています。１年間ありがとうございました。
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翔陽合鴨米も

大盛況

合鴨のふ化にも成功し農場も大賑わい

『しまね有機の郷』現地レポート
第6回

表１　収量構成要素
図１　葉身の緑色程度

※１）：玄米水分15％換算　※２）：各実験区とも調査個体数＝６カ所、１８株

合鴨に配合飼料（パワーチック）を与え、水田内で放飼

配合飼料1日あたり給与量：（A区）100g／羽、（B区）50g／羽

合鴨の放飼数は１５羽／１０a

Ａ　区

Ｂ　区

実験区
穂数/㎡
（本）

籾数/穂
（粒）

登熟歩合
（％）

千粒重
（ｇ）

338.07

297.99

83.45

88.67

85.65

82.55

21.59

21.80

収量/10ａ
（kg）

518.32

474.17

※２
※１ 45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

SPAD

月 日

5/26 6/22 6/28 7/6 7/12 7/22 7/29 8/4 8/12 8/19 8/26 9/2 9/9

A区 B区
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県内各地を歩いて有機農業の普及に日々奮闘

しておられる土居さんからの活動報告です。

土居さんが行く
！

内各地を歩 有機農業 普 奮

『地域の有機農業活動レポート』『地域の有機農業活動レポート』『地域の有機農業活動レポート』

　今回は「自然農法ワンコインセミナー」のご紹介をさせていた

だきます。

　このセミナーの特徴は、野菜市を兼ねて行っている事であり

ます。会場である「ＭＯＡ健康生活館うんなん」は、ＭＯＡの健康

増進について紹介する場として10年前から開設しております。

　ここで月一度野菜市を開催していましたが、昨年一年間は休止

状態に。利用していただいた地元の方々から再度開催を、との声が

あり、関係者との話し合いの結果、自然農法セミナーと同時開催

としました。

　私自身も、6年前から行政や外部団体・公民館などでセミナー

を継続してきた事もあり、こうした経験を踏まえ、昨年7月より

月一度、自然農法の基本的な考え方や技術について、出来るだけ

分かり易く、楽しく、きがるに学ぶことをねらいとして行う事と

しました。

　野菜市は、ＭＯＡ自然農法雲南普及会の生産者の方々が栽培

した自然農法農産物を販売し、セミナーに参加しなくとも、野菜

だけを買い求める事も出来るようになっています。

　更に、セミナーの座学を終えた時点で、生産者の栽培した

農産物をベースにした試食も行われ、調味料等も化学調味料

などの食品添加物も使用せず、野菜の素材を生かしたものを

基本としており、参加者からは、大変美味しいと好評を得ており、

レシピを教えて欲しいとの声もあがったりして盛り上がります。

　有機農業・自然農法により関心を持っていただくためには、

実習畑の設定もさることながら、食べる事も理解度が高まる事、

そして受け入れ側と参加者同士とのコミュニケーションを図る場としても有効であると感じています。参加者

から「こんな会があるとは知らなかった。是非、近くの方に声をかけたい」との声もいただいており、コミュニティ

の場づくりにも繋がっているのでは、との思いがします。

　今、食の問題、特に生活習慣病、化学物質過敏症、アトピー等により、食を改善する事の必要性が問われる

ようになりました。更には、心の病、私も不登校を経験しておりますが、もしくは「キレる」とか「殺す」とか、

こうした事も食に関係していると、私自身体験を通して感じております。こうした地道な活動を、今後も推進

していきたいと考えております。

「自然農法ワンコインセミナー」編

●連絡先

MOA健康生活館うんなん（0854-45-4873）
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　有機栽培では、落葉堆肥や発酵肥料を自ら作り、使用されることがありますが、その材料や作り方は様々です。

そこで、当センターでは、落葉堆肥と原料材料の配合割合が異なる自家製発酵肥料を試作し、その特性等を調査

しましたので紹介します。

　落葉は比較的入手しやすい堆肥原料ですが、採取場所

や堆積期間等によって堆肥の品質が異なる可能性があり

ます。そこで、県内３カ所から異なる材料を集め堆肥化しま

した。堆肥は腐熟の進んだものを施用するのが大切です。

腐熟度の判定の指標としては、炭素窒素比の分析値が

用いられ、この値が30以下となると安心して使うことが

できます。作製した落葉堆肥の炭素窒素比が30以下と

なるまでに要した期間は、採取時にすでに腐熟が進んで

いた地点１で２か月と最も早く、地点３で4.5か月、難分

解性である杉の葉の混入が多かった地点２は12か月かか

りました（写真１、図１）。比較的新しい落葉や杉の葉を多く

含む落葉を原料にすると堆肥化に時間がかかりますが、

発芽試験の結果では１年間堆積すると目立った障害も

なく、安心して利用できる堆肥になりました。 

●写真１  落葉堆肥の形状変化

●写真2  自家製発酵肥料の作製状況 担当：農業技術センター資源環境研究部土壌環境科

T E L：0853-22-6985

MAIL：nougi@pref.shimane.lg.jp
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県農業技術センター発 落葉堆肥の堆積期間と自家製発酵肥料に

含まれる窒素の肥料効果

落葉堆肥の堆積期間と自家製発酵肥料に

含まれる窒素の肥料効果

落葉堆肥の堆積期間と自家製発酵肥料に

含まれる窒素の肥料効果

落葉堆肥の堆積期間と自家製発酵肥料に

含まれる窒素の肥料効果

【落葉堆肥】

　入手しやすい米ぬか、油かすおよび発酵鶏糞のみを

用い、米ぬかの配合割合を変えて作製した場合の肥料

養分の違いや窒素の肥効を調査しました（写真２）。作製した自家製発酵肥料の窒素は、米ぬかと各資材を等量

ずつ配合するとやや低くなりましたが大差はありませんでした。一方、米ぬかの配合割合を増やすほどリン酸が

多く、石灰は少なくなりました（表１）。これらを用いて栽培試験した場合のコマツナの生育量および窒素の吸収

量は、対照とした化成肥料に比べて少なくなりました。これは、自家製発酵肥料の窒素成分が遅効性であり吸収が

遅れたためで、使用する際は植物の栽培期間に必要な窒素量を増やすために早めに土壌と混和することが必要

です（表２）。また、資材の配合割合によってはリン酸などの養分が異なるので、作物の吸収量に応じて配合割合

や施用量を調整します。

【自家製発酵肥料】

表１　自家製発酵肥料の成分例 （乾物％）

配合割合（重量比）
米ぬか：油かす：発酵鶏糞

１：１：１

２：１：１

４：１：１

4.0

4.8

4.6

7.6

8.8

9.1

4.4

4.8

4.3

9.4

6.8

3.5

2.4

2.9

2.8

窒素全量 リン酸全量 加里全量 石灰全量 苦土全量

表２　自家製発酵肥料とコマツナの生育

配合割合（重量比） 乾物重
(g/ポット)

窒素吸収量
(mg/ポット)

窒素肥効率
(％)米ぬか：油かす：発酵鶏糞

１：１：１

２：１：１

４：１：１

7.0

7.9

8.0

63

74

81

13

15

16

（対照）化成肥料 13.0 366 73

注)施肥した窒素量（500mg）のうち、コマツナが吸収した窒素の割合

●図１ 落葉堆肥作成時の材料の違いと炭素窒素比の推移
いずれの採取地点も落葉広葉樹に杉の葉が混在
地点1：採取時に腐熟が進んでいた
地点2：杉の葉が多かった
地点3：杉の葉が少し含まれた

60

50

40

30

20

10

0

地点1

地点2

地点3

開始時 1か月後

2か月後

堆積後月数

炭
素
窒
素
比

3か月後 4.5か月後 6か月後 12か月後
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島根県農林水産部農産園芸課（平成30年3月1日発行）

〒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

3,879件

消費者の方……3,061件

農業者の方………675件

企業・学校等……143件

（平成30年1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。

お
知
ら
せ

【補助事業情報】みんなでつなげる有機の郷事業
　　　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

取組等に対して支援します。

事 業 の 種 類

生産者支援事業
チャレンジ事業

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

ソフト事業：

ハード事業：

ソフト事業：

ハード事業：

有機農産物・有機加工食品の試験販売、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

有機農産物・有機加工食品の開発、販売拡大、消費者
への理解促進等に係る経費
販売・加工関連施設・機械の整備に係る経費

実践拡大支援事業

チャレンジ事業

実践拡大支援事業

※生産者（団体）、農地所有適格法人、
　NPO法人、消費者団体等への支援

※流通販売・加工・飲食事業者等への支援

流通・販売者支援事業

補 助 対 象 経 費 補助率 審査方法補助対象事業費

ソフト事業
1/2以内

外部審査会
による審査

ハード事業
1/3以内

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
生産関連施設・機械、小規模基盤の整備に係る経費

ソフト事業：

（上限）1,000千円
（下限）　100千円

（上限）20,000千円
（下限）　400千円

（上限）　500千円
（下限）　100千円

（上限）2,000千円
（下限）　200千円

【主なメニュー】

■上記メニューは一部を抜粋したものです。

　この他詳細は、県ＨＰでご確認ください。

　※現在掲載されているのは、平成29年度要綱です。平成30年度に向けて要綱等一部改正を予定していますので、詳細に

ついては要望を出される前にご相談ください。

　http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/seisan/kankyo_suishin/yuki_nougyo/minna_yuuki_no_sato.html

■本事業については、平成30年度の県予算措置を前提としており、変更等を伴う可能性がありますのでご留意ください

　【平成30年度 要望受付予定期間】３月３０日（金）まで

　【問い合わせ先】県農産園芸課有機農業グループ　TEL 0852-22-6704

　

　県では昨年、妊婦・乳児を持つお母さんを中心に、食育を通じて有機農産物の理解促進、利用

促進を図るため、『お母さんと赤ちゃんのための有機農産物読本』啓発資料を発行しました。

　今年度は、シリーズ第２弾として、幼児の保護者を対象とした読本を３月末に発行します。

　内容は、県農産園芸課ホームページに掲載するほか、冊子の送付を希望される場合は、下記までご連絡ください。

有機農産物ってなに？、食育に取組む保育園インタビュー、

幼児期の食事の悩み相談、保育園の人気レシピ紹介 など
主な内容

農産園芸課有機農業グループ　TEL0852-22-6477問い合わせ先

県では昨年、妊婦・乳児を持つお母さんを中心に、食

促進を図るため『お母さんと赤ちゃんのための有機

有機農産物のファン拡大を目指し、『有機農産物読本』

シリーズ２を発刊します！
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704／FAX.0852-22-603

ウント名「島根県有機農業グ
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