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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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　『宝箱』という社名は『畑はいのちの宝箱』という思いを込めてつけた名前です。
　当社は大庭空山地区において、独自製法による植物性堆肥づくりを行うなど
環境に配慮した農業を営んでおり、有機茶・有機柿をはじめとしたさまざまな農産
物を栽培しています。
　この生き生きとした畑を皆さんにもっと身近に感じてほしいと、このたび「みんな
でつなげる有機の郷事業」を活用し、「宝箱６種のお茶まつり」を開催しました。
　祭りでは、メインである『お茶』にまつわるものをはじめ、多くの企画を行いました。

　茶工場前に庭を作り、松江にゆかりのあるお茶専門店とコラボした６種の有機
茶（煎茶・紅茶・番茶・玄米茶・ほうじ茶・烏龍茶）やアレンジティーを気軽に楽しん
でもらう「お茶満喫コーナー」、宍道湖・中海や茶畑を一望できる高台に茶席を
設け、特選の有機煎茶や有機紅茶と地元のお菓子を味わってもらう「一望茶席
コーナー」を設置し、来場者には“有機茶どころ松江”を大いに堪能していただきま
した。　　　
　また、子供たちに少しでもお茶に興味を持っても

らおうと畑の各所にお茶にまつわるスタンプラリーを設けたほか、地元のエコ
ファーマーや美味しまね認証を取得している生産者のお米や野菜を販売するコー
ナーを設置するなど、“農業”そのものを身近に感じてもらえるような仕掛けも行い
ました。
　イベント中はたくさんの子どもたちが茶畑の中を笑顔で走り回り、いつも以上に
きらきらと輝いていました。中には保育所で飲まれていたお茶がこの畑から来ていることが分かり、興味深そうに
するお子さんも。
　“茶どころ松江”とはいえ、茶畑を見たことがなかった方も多く「松江の景色とお茶が結びつく生産地に来られて
良かった」と喜びの声も聞くことができました。
　この祭りを通して、生産地の風景をキーポイントに「食の安心」や「有機の畑がある環境の豊かさ」と「松江は他の
茶処とは違う、新たな価値を持った“有機茶どころ”であること」ということを多くの方に伝えられる場所にしていき
たいと考えています。
　現在、大庭の里は水稲を中心に地域挙げて環境保全型農業への機運が高まっています。地元の生産地が環境に
やさしい栽培を行い美味しい農産物を届けること
で、その土地に生きる人々の暮らしを豊かにし、
そして環境と景観を守り続ける理念をもった農業
が次の世代へつながる産業になるよう、これから
も尽力してまいります。

「宝箱6種のお茶まつり」　㈲宝箱
有機の郷レポート

↑会場になった大庭空山の当社有機圃場からの風景 (当日は高所作業車から空山の景色を眺める
　企画も行いました)

↑お祭りの風景

↑お買いものコーナーの賑わい

↑茶工場前に設けた6種のお茶満喫コーナー
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美味しまね認証は、「食品安全」、「労働安全」、
「環境保全」などの「生産工程管理」の取組を
島根県知事が認証するGAP認証制度です

「GAP」（ギャップ）って何？
　「ＧＡＰ」（ギャップ）とは、「Good Agricultural Practice」の略で、「農業において、食品安全、環境保全、
労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組」のことを言います。一言で言えば、生産者、
消費者、環境にとって「良い農業の取組」です。

「美味しまね認証」取得者の声
　美味しまね認証を取得された動機としては、「消費者の食の安全意識が高まっていることへの対応」、「生産
物の安全性を証明するため」、「作業中の事故防止対策を徹底するため」、「取引先からの要望」などを挙げられ
ています。
　また、取得の効果としては「取引先の信頼性が高まった」、「農場のリスクの見える化、対策などのルール化が
出来た」、「作業者の安全意識が向上した」といった声が寄せられています。

「美味しまね認証」を充実強化します
　２０２０年東京オリ・パラ大会の選手村等で提供される食材の調達基準にもＧＡＰが位置
付けられており、全国的にもＧＡＰの取組が広がってきています。全国に負けない「美味
しまね認証制度」とするため、県内のＧＡＰ取組のレベルアップを図り、管理基準項目を
増やした新たな上位基準の設定を準備中です。

「美味しまね認証」取得についてのお問い合わせ
島根県庁農産園芸課食の安全推進室　美味しまね認証スタッフ　ＴＥＬ：０８５２-２２-６０１１
隠岐支庁農林局、東部・西部各農林振興センター、ＪＡしまねへ
※美味しまね認証ホームページ　http://www.oishimane.com/　

「美味しまね認証」の認証品目と認証基準
　美味しまね認証の対象品目は、青果物（野菜、果樹など）、穀物（米など）、茶、林産物（きのこ）、畜産物（鶏卵、
肥育牛、生乳など）、水産物（イワガキ、内水面養殖魚）など、１４品目です。
　品目毎に管理基準（チェック項目）があり、次の４つの内容で構成されています
　　　●❶生産物の安全：農薬の安全使用・管理、調整・出荷時の衛生管理など
　　　●❷環境への配慮：合理的な施肥、化学農薬低減の工夫、ゴミの減量と適正処理など
　　　●❸作業者の安全：危険作業のチェックと対策策定、農業機械の適正な作業・管理など
　　　●❹確かな農場運営：責任体制の明確化、整理整頓、自己点検の実施、消費者との交流など
  また、美味しまね認証独自の基準として、「美味しさアピール提案書」により品質に関する生産者の取組を
審査する「嗜好性基準」も設定しています。

「美味しまね認証」193品目、335名の生産者がGAPの取組実践中
　美味しまね認証は、高い安全性と品質の確保を基本に、県独自の基準による第三者機関の審査を受けて、
島根県知事が認証する制度です。
　県が定めた生産工程管理基準（青果物の場合、６３項目）に沿った取組の実践、記録、点検を行うことで、
消費者に安全な農林水産物を提供するとともに、品質の高い産品・産地として市場での競争力を高めること
などを目的としています。
　近年、県内各地で取組が拡大してきており、平成３０年１０月現在で、１９３品目、３３５名の生産者が美味しまね
認証を取得されています。

美味しまね

島根県版GAP制度
「美味しまね認証」
について紹介します！
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「美味しまね認証」に取り組んでいる有機農家
を紹介します。

　当法人は出雲市佐田町の最南端の集落である橋波地区に
おいて、平成１０年に組合員２０名で法人化された組織で、
コシヒカリやきぬむすめ等の米を中心に、野菜やソバ、畜産
で使用される飼料用イネを栽培しています。

　標高２００ｍの山に囲まれた中山間地域において、神戸川の
両岸にある水田での米づくりは以前から「美味しい」と定評があ
りましたが、さらに安全・安心で美味しいお米を消費者に届ける
ため、平成２４年から県の有機栽培実証ほを設置し、有機栽培の
技術を導入して、農薬等を使わない米（きぬむすめ）を生産して
います。
　また、平成２８年には、さらなる食に対する安全や組合管理の
体系化により農場運営を効率的に進めるために、米、ほうれん草
において、島根県版GAPである「美味しまね認証」を取得しました。

　「美味しまね認証」を取得したことで、農薬や肥料の使用
管理はもとより、栽培管理に対する意識改革に取り組むこ
とで農場運営の基盤となる環境が整い、責任ある生産者と
しての安全意識が高まり、より効率的な農場運営ができるようになりました。
　地元では保育園を始め、さまざまなところから安全で安心な食品を求められ
ています。このような需要に応えるため、品質管理を行い、良質でおいしいお米
や野菜をお届けしたいと思います。

農事組合法人
橋波アグリサンシャイン
（出雲市佐田町）

　東京でサラリーマンをしていま
したが、故郷で働きたいという
思いが高まり３０代の時に帰郷。
それまで全く農業の経験はありま

せんでしたが、知人に誘われて視察した農家
が自分と同世代でありながら切磋琢磨している姿を目の当たりし、農業
の道へ進むことを決意。平成８年に就農しました。
　公害や環境問題で苦しむ人たちのことを耳にすることが多かったこと
もあり、就農当時から「食べるひととつくるひとの安全性が高く、美味しく

栄養価の高い野菜を提供する」ことをモットーに有機農業に取り組んでいます。
　栽培している野菜は、小松菜や水菜、ほうれん草などの葉物野菜。平成１３年には全ての栽培品目で
有機JASを取得しています。
　就農から２０年以上、毎作の施肥量や収量・収穫日などをハウスごとに記録するなど、品質管理には気
を遣っており、さらなる品質向上をめざす中、平成２９年には「美味しまね認証」を取得しました。
　認証を取得し、細やかな在庫管理を行うことで効率的な運営ができる
ようになったほか、『手洗い啓発の張り紙を貼る』、『肥料とビニールの
廃棄物が同じところに置かない』、『調整場では製品の床への直置きを
やめる』などの衛生面も向上しました。
　今後も「安全性が高く、美味しく栄養価の高い野菜の提供」の経営理念
のもと、安全で美味しい野菜を消費者に届け続けたいと思います。

香の宮F＆A 大畑  安夫 さん
（江津市都野津町）

こしひかり白米 1.5㎏
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　益田翔陽高校では、環境農業に
おけるさまざまな取り組みを行っ
ておりますが、その活動の一部を
紹介します。
　まず、3年生を中心に行っている卒業研究、合鴨水稲同時作
について紹介します。当校ではこの課題研究に取り組んで3年
目を迎えます。昨年度は、放飼中に合鴨の雛がイタチの被害に
遭い、最後まで研究を進めることができませんでした。そこで、

今年は実習田の周りに柵を設置するだけでなく、さらに畦畔板（あぜ波）
で仕切るなどの追加対策を施した上で、6月7日に合鴨を放飼しました。
放飼当初、ふ化（初期肥育）がうまくいきませんでしたが、気温が上昇す
るにつれ、水稲とともに順調に育っていきました。
　また、今回は合鴨による検証に加え、竹パウダーを代掻き（本代掻き）

前に散布し、その抑草効果も検証しました。竹パウダーは地元事業者の協力を得て４００ｋｇ入手する
ことができ、それを米糠と混ぜ、嫌気発酵させたものを使用しました。散布量は１０aあたり２００ｋｇとし、
その後田植えを行いました。
　竹チップぼかしの抑草・除草効果については、傾向として生育初期の段階で抑草の効果が見られました。
　一方、合鴨による効果については、合鴨も順調に育ち、これから検証できるというときに、またしても
イタチによる被害に遭ってしまうことに。今年も最後まで研究を進めることが
できませんでした。さすがに今回は生徒、先生の落胆はとても大きく、電気柵を
設置するなど、さらなる害獣対策が必要であることを痛感しました。
　ただ、初期の抑草・除草ができていたので、水稲は順調に育ち、ある程度収穫
量を確保することができました。
　このたびの実験結果を検証し、来年度以降の研究につなげていき
たいと思います。
　なお、この実験結果については来年２月９日（土）に
行う翔陽高校課題研究発表会で報告します。是非ご覧
ください。
　次に、２年生の県外視察研修について、紹介します。
　当校では県外の先進的な取り組みを生徒に体感し
てもらうことを目的に、毎年秋に２年生を対象にした視察研修を実施しています。今回は熊本県に出か

け、有機農業に取り組んでいる農家のほか、土作りに携わっている企業、
熊本県農業技術センターなどを視察しました。
　有機農業に取り組んでいる株式会社山都でしか代表の鳥越靖基さんに
は「科学的な有機農業をすることで、難しいといわれる作目でも有機農業
で十分収益を出すことができる。」ということについて、経験を踏まえて
わかりやすく講演いただきました。

　このほか、株式会社生科研では土壌の必要性や有用性について実験
を交えた講義、熊本県農業技術センターでは、天敵を用いた研究や
接木の耕種的な防除法など普段学校で見ることのできない研究成果
を紹介いただき、現地では貴重な体験をすることができました。
　当校では今後も正しく“食”に向き合い、豊かな生き方について生徒
と共に考えていく取り組みを行っていきます。

益田翔陽高校レポー
ト

環境保全型　　

農業への取り組み

【島根県立益田翔陽
高校】

水が冷たい！！がんばれ！！合鴨ちゃん

Part2

有畜複合農業の現場視察

鳥越さんの講義の様子

竹パウダーぼかし散布中（２００ｋｇ/１０ａ散布）

まっすぐ！！ひたすらまっすぐ…。

竹パウダーぼかし（
嫌気発酵）生育調査もしっかり行

いました。
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　有機栽培の露地ナスでは、ニジュウヤホシテントウ（以下、
｢ニジュウヤホシ｣と称します。）による葉や果実の食害が問題
となることがあります（図１）。有機栽培には有機JASで認め
られている農薬がいくつかありますが、この中にニジュウヤホ
シに使える農薬はありません。
　今回は、ニジュウヤホシの被害を防ぐためにネットでほ場
を覆う方法を紹介します。また、ネットで被覆するとアブラ
ムシ類が増加しますが、その対応も併せて検討しましたので紹介します。

【ニジュウヤホシに対する対応】
　ネットは2×6㎜目合い（タイレン®ダブルネット，大豊化
学工業株式会社）を使って検討しました（図２）。その結果、
ニジュウヤホシが侵入できないことを確認しました（図３）。
　ネットは防風効果もあり、果実の擦れも軽減します。

また、風に対して
は最大瞬間風速で20m/s程度までは耐え
られると思われます。これ以上の風速が
予想される場合にはネットを外します。
　なお、ほ場のネット外の外周部にソル
ガムを植えると

防風と天敵温存植物としての機能が発揮され、ネットの効
果と合わせ、果実の擦れや害虫被害が軽減します（図４）。
また、フレンチマリーゴールドやバジル類などをほ場内外
に植えることでも天敵を温存できます。

【アブラムシ類に対する対応】
　定植直後にネット（3.6×3.6㎜）でほ場
を覆うと、アブラムシ類の発生が無処理区
よりも多くなる傾向にありました（図５）。
　しかし、ネット（2×6㎜）を定植から1カ月
以上遅らせて被覆したところ、無処理区と
同程度の発生状況となりました（図６）。
　アブラムシ類の被害を抑えるために
ネット被覆を定植から遅らせる場合、侵入
してくるニジュウヤホシの密度が低いこと
が前提です。試験を行った５年間８ほ場
で、５月中にニジュウヤホシの被害が見え
たのは1例で２％程の被害葉率でした。定

植直後からニジュウヤホシ成虫が多数観察される場合には、直ちにネットで被覆
し成虫を補虫網などで除去します。この場合、アブラムシ類については有機JASで
認められている農薬や特定防除資材（特定農薬）で対応します。
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担当 ：県農業技術センター資源環境研究部病虫科
TEL ：０８５３－２２－６772　MAIL:nougi@pref.shimane.lg.jp

図1　ニジュウヤホシテントウ
　　　による果実の被害と成虫

図２　ナスほ場をネットで覆った状況

図4　ほ場外周部のソルガム
　　　生育状況
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図３　ニジュウヤホシテントウの被害葉率（2014,出雲)  
ネット目合いは2 6㎜を使用 
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図５　アブラムシ類の寄生葉率（2013,出雲） 
ネット目合いは3.6 3.6㎜を使用 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

5/13 5/27 6/10 6/24 7/8 7/22 8/5 8/19 9/2 9/16 9/30 

ネット 

無処理 寄
生
葉
率(

％) 

図６　アブラムシ類の寄生葉率（2014,出雲）
ネット目合いは2 6㎜を使用 
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「国際オーガニックEXPO2018」

島根県農林水産部農産園芸課（平成30年12月1日発行）
〒690-8501  松江市殿町１番地
TEL.0852-22-6477／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

3,905件
消費者の方……
農業者の方………
企業・学校等……

3,062件
699件
144件

（平成30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。

首都圏で開催された国内最大級のオーガニックに特化した２つの展示会に
島根県パビリオンとして出展しました。

オーガニックEXPOで島根県の有機農業をPR
お知らせ

■日時：8月30日（木）～9月1日（土）
■場所：パシフィコ横浜（神奈川県）

　有機JAS等の認証を取得した製品を中心とした、
BtoB（企業対企業）の商取引を主な目的とした展示会
です。178社が出展し、3日間で13,583名の来場者が
ありました。島根県としては８回目の出展となり、今回
は７事業者が参加しました。　　

「第3回Organic Lifestyle EXPO 2018」　

■日時：9月22日（土）～23日（日）
■場所：東京国際フォーラム（東京都）

　オーガニックを商品単体ではなく、さまざまな業界がライフスタイルと
して総合的に提案し消費者に定着させることを目的とした、BtoＣ
（企業対消費者）を主体とした展示会です。233社が出展し2日間で
24,542名の来場者がありました。島根県としては２回目の出展となり、
今回はEXPO初出展の２事業者が参加しました。

　県では県産有機農産物の販路拡大のため、「島根県パビリオン」の出展を続けており、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しました。
　出展者は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。「有機に特化
した効率的な商談ができる」「有機に興味のある消費者から直接反応が聞ける」など、どちらのEXPOも好評でした。
　県では、今後も展示会への出展をはじめ、販路拡大に向けた取組を支援していきます。
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