
地産地消フェアの賑わい
宣言の募集も行われました!!
（Ｈ21.10.11主催 地産地消ネット西いわみほか）

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。

◇「環境を守る農業宣言」2,500件突破!!
◇平成21年度しまね『環境農業』大賞
応募いただいた９団体の活動概要を紹介します！

◇宣言者のページ
●「大きなおイモがあったよ!!」自然農法の畑で元気にイモ掘り
●リヤカーで運ぶ安心・安全な農産物

◇シリーズ第３弾『環境農業』研究トピック
除草剤を使わない水稲技術

◇イベント掲示板
『環境農業』シンポジウム＆アグリミーティング2010 in 島根

平成21年12月

第 7 号

～「環境を守る農業宣言」2,500件を突破～

　「環境を守る農業宣言」は、“島根県独自”の取り組みとして平成
19年７月にスタートしました。
　折しも、食の安全や環境保全への意識が高まる中、趣旨にご賛同い
ただいた多くの皆さまから創意工夫にあふれたたくさんの宣言が寄せ
られ、導入３年目の今年、遂に2,500件を突破いたしました。
　豊かで美しい島根の自然を守る農業の取り組みの輪が着実に広がり
つつあります。また、生産者と販売・流通者の皆さまが共同で宣言を
行われるなど、県民が連携した活動に繋がる宣言も増えてきています。
　今回は、こうした特徴的な実践活動を紹介します。

１．地産地消ネット西いわみ（平成20年９月５日）
　　～「生産者」と「流通者」とによる「地産地消」をキーワードとした宣言～
　新鮮で安心・安全な地元産農産物の魅力を消費者にＰＲすることを目的に、益田青果株式会社、益田青果出荷組合、
益田青果買受人組合及び西いわみ農業協同組合から構成されている団体です。
　平成13年に設立して以来「地産地消は地球環境にもやさしい」をキーワードに活動を続け情報誌の発行、地産地消
フェアの開催などに取り組んでおられます。

２．島根おおち農業協同組合・生活協同組合ひろしま（平成21年６月１日）
　　～「生産者団体」と「消費者団体」とによる県内初の共同（コラボレーション）宣言～
　両団体は、昭和50年代から続いている販売取引や田植え・稲刈りなどの農作業体験を通じた交流活動を、県内初の
共同（コラボレーション）宣言として提出されました。
　生産者側は環境にやさしい農産物を生産し、消費者側がその農産物を買い支えるなど、連携して『環境農業』の取り
組みを深める活動の拡大と充実に取り組んでおられます。

３．みしまや上の木店　頑固（きこ）な野菜の会（平成21年８月19日）
　　～直売に取り組む「生産者グループ」と「販売店」との共同宣言～
　農薬や化学肥料に頼らない栽培に取り組んでいる生産者グループと「みしまや上の木店」とは、地産地消をより一歩
進め、環境にやさしい生産方法で栽培した地元農産品を消費者へ届けたいという共通の思いで、直売コーナーを開設し
「環境を守る農業宣言」活動の輪が広がることを目指しておられます。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

“豊かな島根の自然を守る農業生産をすすめよう”



生産部門（３団体）

　平成21年度 しまね『環境農業』大賞には、下記の９団体からご応募をいただきました。
　応募いただいた団体の活動概要を紹介いたします。（掲載は、部門別の応募順となっております。）
　受賞者は12月中に発表し、『環境農業』シンポジウム（１月23日）で表彰式を行います。

全応募者の紹介
（９団体）

① 農業生産法人有限会社アースファーム
　循環型リサイクルシステムの構築と
　液体肥料を利用したCO2削減農業の実践
　○グループ会社（アースサポート㈱）で生

ゴミをリサイクルし製造している液体肥
料を活用し、農薬・化学肥料を使わない
栽培に取り組んでいます。

　○液体肥料による農作物の栽培を行ってい
ただける農家さんと「自然を愛する生産
者の会」を立ち上げ、勉強会などの交流
を図ったり、栽培した農作物のブランド
化に取り組んでいます。

http://www.vegecle.com/shop/earth-farm/

③ 畑ほし柿生産組合
　消費者に「安全」を届けるほし柿の生産
　○農薬や化学肥料の使用量を通常の３割以上減

らし柿を栽培し、添加物を一切使用しないほ
し柿を生産しています。

　○畑では除草剤を一切使用せず、全て手作業で
草刈りをしています。最近は雑草の抑制に効
果のあるカバープランツや、防虫効果のある
ハーブの栽培にも取り組んでいます。

　○今年度から柿のオーナー制度を導入し、消費
者と一緒に農作業をして親睦を図る交流会な
ども実施しています。また、地元小中学校の
見学や職場体験学習を受入れています。

http://www.hatahoshigaki.jp/

② 島根おおちハーブ米研究会・
　島根おおち農業協同組合

　～消費者に支持される産地を目指して～
　　　　石見高原ハーブ米生産拡大の取り組み
　○「石見高原ハーブ米」は、クリムソンクローバー

を肥料（緑肥）として活用し、田んぼでは化学
合成肥料を使用せず有機質肥料のみで栽培して
います。　

　○生協ひろしまとは年２回、農作業体験を通じた
交流会を開催し、生産者と消費者との信頼関係
を築き一緒に「環境にやさしい農業」に取り組
めるよう、共同で宣言をしています。

http://oochi.ja-shimane.gr.jp/smoc_02_13b_habumai1.html

しまね『環境農業』大賞
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応援部門（その１）（３団体）
① 島根県立矢上高等学校
農業クラブ　プロジェクト班

　「サツマイモで町おこし」を
テーマに継続研究

　○高齢化によるサツマイモの苗の大量生産が
困難な状況が地域で増加し、その対策とし
て、ペットボトルを再利用した育苗装置を
開発しました。

　○この装置のキットを作成し、都会で簡単に
農業体験ができ、グリーンカーテンとして
も活用できるよう全国販売を目指していま
す。

　○育苗技術を活用したヒートアイランド対策
について、大阪府立西野田工科高校との共
同実験にも取り組みました。

③ 生活協同組合ひろしま
　島根ハーブ米の販売を通しての

取り組み
　○「環境を守る農業」の取り組みを

行っている生産者の農産物を買い
支え、環境への影響が少ない農業
を推進するためＪＡ島根おおちと
共同で宣言を提出しました。

　○昭和50年代から産地訪問など生
産者との交流に取り組み、現在は、
田植えと稲刈り年２回の農業体験
交流会を開催し、また、職員もＪ
Ａ職員と一緒に水田管理を行うな
ど食と農の重要性を知る活動に引
き続き取り組んでいます。

② アースサポート株式会社
　食品リサイクルシステムを利用したCO2削減と

循環型農業への取り組み
　○飲食店やコンビニエンスストア等から回収した

食品廃棄物で液体肥料を製造し、農薬や化学肥
料を使用しない農業を推進しています。

　○グループ会社（㈲アースファーム）でこの液体
肥料を用いて栽培した農産物を、再び生ごみ排
出業者に販売するリサイクルシステムの構築を
目指しています。

　○近隣小学校でのごみの分別学習に協力し、また、
液体肥料を製造する工場の見学等も受入れてい
ます。
http://www.earth-support.jp/company/company3.html
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応援部門（その２）（３団体）

④ まつえ市民環境大学村
　有機農業実践と環境保全活動
　○「自然豊かなふるさと松江を次世代に ～環

境にやさしい行動と心の輪を拡げよう～」を
活動理念とした市民カレッジ（環境コース）
卒業生有志の活動団体です。

　　（平成15年設立会員数58名）
　○ＥＭ菌を活用し、会員の家庭で発生する生ご

み等を堆肥化し、休耕田を借り上げ化学肥料
や農薬等を使用しない農業を実践していま
す。また、環境にやさしい農業に取り組む生
産者との交流にも取り組んでいます。

　○白鳥号による、宍道湖エコクルーズの環境ガ
イドを行い環境保全の観点から環境にやさし
い農業の重要性をＰＲしています。

http://kept-simple.net/mura/

⑥ 株式会社ほんき村
　エコ米の郷「弥栄」をめざして

　～農家と消費者を結ぶ～
　○生産者と販売者が一緒になって取り組み
「新たな産直」の構築を目指している米の
販売業者です。

　○食味の良い米や農薬や化学肥料を減らし栽
培している米には、正当な価格評価をし、
山間地の特色を生かし経済的に成り立つ農
業を支えることを理念としています。これ
により、生産者は少しでも高く売れるおい
しくて環境にやさしい米づくりに意欲的に
なり、環境保全型農業の拡大にも繋がって
います。

http://www6.ocn.ne.jp/~honkimai/

⑤ 吉賀町立柿木小学校
　伝えよう、柿木の有機農業と棚田
　○旧柿木村が進めていた「健康と有機農業の

里」づくりの一環として、４年生はわさび
作り、５年生は有機農業、６年生は「全国
棚田百選」に選ばれた伝統的な棚田での稲
作作業に取り組んでいます。

　○学年末には、学習成果の発表会を開催し、
地域への情報発信にも取り組んでいます。

　○農作業体験を通じた食育活動にも取り組
み、給食は地域の有機食材を活用していま
す。

http://port.shimanet.ed.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=SHOPB7ActiPageP0000&f=&p=&o=307::1193::1345
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（カード）

　リヤカー販売をする私を見かけられたこと
がありますか？
　今ではほとんど見かけなくなったリヤカー
を引いて、松江市内で週４回訪問販売をして
います。
　取り扱っている農産物は、環境に配慮した
方法で栽培されている「島根県エコロジー農
産物」です。仕入れは定期的に農家の方を尋
ね、顔を合わせ最新の栽培状況など、情報交
換を行うよう心がけています。
　リヤカーでの販売は、特に夏場、農産物が傷まないよう気を使
いますが、車を使わず温暖化防止に取り組み、消費者の方のお宅
を一軒一軒尋ね言葉を交わすよう努めています。
　また、このリヤカーの他に販売の七つ道具として、島根県エコ
ロジー農産物の説明や生産者の方の情報をまとめた手作りカード
があります。消費者のみなさんに言葉での説明に加え、写真など
を使ったこのカードで生産者の方の情報を届けています。
　９月には、東京のにほんばし島根館で飯南町都加賀産のトマトを中心に販売したところ、
２日間で完売しました。
　12月23日（祝・水）には、松江市のカラコロ広場で青空市を開催する予定としていますので、
お近くの方は是非お立ち寄りください。

リヤカーで運ぶ安心・安全な農産物
《松江市　山陰やさい家族河津和彦さん》

「大きなおイモがあったよ」自然農法の畑で元気にイモ掘り
《益田市上黒谷町　篠原玄三さん》

宣言者の
ページ

　秋晴れのもと、わかくさ保育園（益
田市上黒谷町）の園児26人が、キャ
アキャアと歓声をあげながらイモ掘
りを楽しみました。
　畑を提供している農家の方は、自
然農法に取り組まれており、「毎年
子どもたちが来てくれるのを楽しみ
にしています。」と言われました。
　子どもたちが元気に声をあげなが
らイモを掘りおこす様子を、近所の
方々も見物に来られ、楽しい一時を
一緒に過ごされました。
　子どもたちは、持ち帰ったイモ
を、早速焼きイモにしたり蒸したり
して、ペロリと平らげたそうです。
　安全・安心、地産地消のイモをお
腹一杯食べた後、子どもたちは安心
して「お昼寝タイム」に入ったそう
です。

みぃ～つけた!!
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『環境農業』シンポジウム　　　　　　　　

●時　間：13：00～16：30
●会　場：くにびきメッセ 多目的ホール（１Ｆ）
●テーマ：生産者と消費者とが「つながり」「ひろがる」

ネットワークづくりを目指して
●内　容：○しまね『環境農業』大賞表彰式

○基調講演
有機的なネットワークの地域づくりを目指して
①「森と里と海（湖）をむすぶ有機農業」
　講師：魚住道郞 氏
（有機農家・農家/NPO法人日本有機農業研究会理事）

②「自然・人・物を活かした30世紀につな
がる私たちのまちづくり」

　講師　高橋優子 氏
（消費者／NPO法人生活工房「つばさ・遊」理事長）

○活動事例報告と意見交換
▼問い合わせ先：県農畜産振興課有機農業グループ
　　　　　　　　TEL：0852-22-6477
　　　　　　　　FAX：0852-22-6036

アグリミーティング2010 in 島根　　　

●時　間：10：00～15：30
●会　場：くにびきメッセ　大展示場（１Ｆ）
●テーマ：明日の島根の農業を、担い手農家と、ともに考

えよう！
●内　容：○セミナー

①農業者にとっての生き物調査（仮）
　講師　城所　隆 氏（宮城県古川農業試験場場長）
②FOEASの活用について（仮）
　講師　小野寺恒雄 氏（株式会社パディ研究所）
③「農産加工」を始めるにあたっての基礎知識（仮）
　講師　緒方博修 氏（株式会社三緒）
○展示及び実演項目
　農業者一人ひとりにできる地域、環境への貢献
　確かな一歩をはじめるために……

▼問い合わせ先：ＪＡ全農島根県本部営農販売企画課
　　　　　　　　TEL：0853-73-9539
　　　　　　　　FAX：0853-72-4193

今後のイベント　掲示板

機械除草機

編集・発行　島根県農林水産部農畜産振興課
（平成21年12月１日発行）
〒690-8501 島根県松江市殿町１番地
TEL.0852-22-6477／FAX.0852-22-6036
E-mail:econousan@pref.shimane.lg.jp
URL:http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/

○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。

島根の『環境農業』情報誌

【編集後記】 
　「除草剤を使わない米づくり」の新米が販売されています。
　たくさんの生きものを育む豊かな田んぼの恵みを味わ
い、インフルエンザに負けないようこの冬を乗りきりま
しょう!!

●消費者の方 2,199件
●農業者の方 307件
●企業・学校等 99件

宣言の状況

2,605件
（平成21年10月末日現在）

　無農薬栽培や有機栽培の米づくりは雑草との戦いといっても過
言ではありません。そこで、除草剤を使わない米づくり技術とし
て、水田用除草機による除草方法を中心に、２回代かき、中苗育
苗、深水管理を組み合わせた除草技術の開発に取り組んでいます。
　水田用除草機を用いた除草方法は、雑草を土中に埋め込んだり、
水面に浮かせて除草する技術で、従来の手取りや田車に比べ大幅
に省力化が可能です。
　水田用除草機には様々な機種がありますが、この研究では写真
のように条間を除草するロータと株間を除草する針金状のツース
を備えた機種を用いました。
　その結果、田植え後５～10日及びその10日後の２回の除草を
行うのが効果的であることが明らかになりました。ただし、田植え後間もない１
回目の作業で株間除草ツースを使用すると欠株など稲の損傷が大きくなる場合が
あるため、原則として１回目はツースを取り外して行うこととしています。
　今後は、安定した除草効果を得るために、株間除草ツースの取り付け開始時期、
チェーン除草との組合せ、雑草発生が遅れた場合の３回除草の効果、大豆粕など
有機質資材の利用について検討する予定です。

【農業技術センター作物グループ】

除草剤を使わない水稲栽培技術

シリーズ　　　　　『環境農業』研究トピック

県農
業技
術

セン
ター
発

第3弾

平成22年１月23日㈯　くにびきメッセ（松江市学園１丁目２番１号）

今回は、
同じ日に同じ会場で

開催します！
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