
オープニング

『環境農業』大賞受賞者の皆様

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。

平成22年3月

第 8 号

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

　去る１月23日㈯くにびきメッセ（松江市）において、第３回となる「環境農業シンポジウム」を開催しました。
　今回は、有機農業をはじめとした「環境にやさしい農業」を、生産者と消費者の皆様が一緒になって進めるネットワークづ
くりをテーマに意見発表や議論が行われました。
　また、「環境を守る農業」を共通コンセプトとして「アグリミーティング2010in島根」（主催：ＪＡ全農しまね・ＪＡ中央
会・島根県）と同日開催しました。
　シンポジウムには、会場が一杯となる400名を超える熱心な参加者の皆様を迎え開会しました。
　冒頭、主催者を代表し松尾副知事は「島根の農業は、豊かな土壌と清
らかな水に恵まれ、安全な食の提供や自然環境の保全など、重要な役割
を果たしてきた。今後も、県民一人ひとりが誇りを持ち参加できる「環
境にやさしい農業」の進展に期待する。」と述べました。

しまね『環境農業』大賞　表彰式
　シンポジウムでは、まず、昨年12月に決定した「しまね『環境農業』
大賞」受賞者への表彰を行いました。
【知　事　賞】　島根おおちハーブ米研究会・島根おおち農業協同組合
【生産部門賞】　畑ほし柿生産組合
【応援部門賞】　島根県立矢上高等学校農業クラブプロジェクト班
【審査員特別賞】　株式会社ほんき村
  また、応募いただいた全９団体の活動を、会場内でパネル展示しまし
た。（※受賞者の皆さんの活動は、Ｐ４で紹介）

基調講演
　今回はお二人の講師をお招きし、NPO法人日本有機農業研究会理事　魚
住道郎さんから生産者の立場で、NPO法人生活工房「つばさ・游」理事長
　高橋優子さんからは消費者の立場でご講演いただきました。（※Ｐ２で紹介）

活動発表・意見交換
　シンポジウム後半では、県内で生産者・消費者・販売者が連携して取組
まれている「環境にやさしい農業」の活動を２事例発表していただきました。
　最後に、参加者の皆さんからご質問などをいただき、意見交換を行い
ました。（※Ｐ３で紹介）

平成21年度『環境農業』シンポジウム盛会に開催!!
（主催：島根県・ＪＡ中央会・ＪＡ全農しまね）

◇＜特集＞平成21年度
　『環境農業』シンポジウム
　・基調講演、活動発表、意見交換より、
しまね『環境農業』大賞　受賞団体紹介

　・シンポジウムで寄せられた質問・ご要望に
対するお答え

◇シリーズ第４弾『環境農業』研究トピック
　・除草剤ゼロ米に関する消費者ニーズの把握
●イベント掲示板



　茨城県石岡市で有機農業に取り組み40年になる魚住さんからは、有機農業に取り組むことが周辺流域の山や川、海も豊か
にするしくみやその考え方、生産者と消費者が共に支え合う提携関係についてお話いただきました。

　魚住さんは、イギリス人農業研究者アルバート・ハワードの著書「農業聖典」に出
会ったことをきっかけに有機農業を志した。当時、日本では農薬や化学肥料に頼る欧
米の近代農業を導入し、産業としての農業振興に取り組んでいた。しかし、ハワード
は、有機物を土に返す「腐植」の重要性について、アジア伝統農法に学び説いていた。
　腐植土（腐葉土ともいう）は、落ち葉などを微生物が分解しできる有機物で、健全
な広葉樹の森で育まれる。この腐植土を田畑で利用して豊かな土壌環境を作り農薬を
使わなければ、有益な虫や微生物が住み着き、特定の害虫による被害を食い止める「共
生」の仕組ができる。農薬を使うことは、田畑から有益な生きものたちを排除し、害
虫に薬剤耐性の機会を与え自然の防御機能を壊してしまう。こんな農業のあり方につ
いて考える時が来ていると魚住氏は訴える。
　また、自らが消費者と共に取り組む「自給農園（縁）」は、消費者が魚住氏の農地
を自分の田畑のように耕作し、農産物を収穫する仕組みで、「共生」の理念に基づい
た一歩進んだ提携関係であることを紹介する。

　現在、魚住氏は、森（山間部）に住む人や海（海岸部）に住む人と互いの農林水産物を交換し提携しながら、流域のネット
ワークを築き始めている。同じ流域に住む住民同士は、お互いの利害を超えて自分に何ができるのかを考える時がきているの
ではないかと提案いただいた。

　高橋さんは、体も心も健康に暮らしたいという思いから埼玉県小川町に約20年前に移住。町の資源や人、経済をつなぐコー
ディネーターとしての活動を通した、消費者と生産者との顔の見えるネットワークづくりについてお話をいただきました。

　埼玉県小川町は、豊かな自然環境と人口３万５千人あまりのコンパクトな町で、池袋から電車で70分程度と東京に近い立
地にある。現在の活動のスタートは、町にある美味しいお豆腐屋さんのマップづくりやミニコミ誌を仲間と発行したことがきっ
かけとなった。

　町内で先駆的に有機農業に取り組む金子美登さんご夫婦と出会い、金子さんの霜里農場で実践されている太陽光発電や薪ボ
イラー、家畜糞尿や生ゴミを原料とした気体燃料と液肥製造、廃食油燃料の農機具への活用などを参考に、生ゴミ資源化（バ
イオガス）事業をスタートした。バイオガスプラントは、市民出資のファンドを活用し整備、住民有志は生ゴミを提供し行政
は運搬業務を担う。製造された液肥は、農家で活用され、生産された野菜は生ゴミの提供者に還元される。生産手段を持たな
い消費者が、生産者や行政と協働して循環型社会を作る新しい形の公共事業だと高橋氏は考える。

　しかし、有機農業が盛んな小川町でも、町内で直接有機野菜購入しているのは１万１千世帯中わずか46世帯で、ほとんど
は東京に出荷している。地元の人たちにもっと有機野菜を知って欲
しいと昨年11月に有機野菜を使ったカフェをオープン。

　また、地元産有機大豆を使った豆腐の開発を、地域の豆腐店と協
働で取り組み商品化する。価格的には割高になるが、地元の素材を
使い地元のお豆腐屋さんが作る顔の見えるお豆腐を食べることは、
地域の農家や商店を支えひいては環境を守っていることに繋がると
伝えている。

　こうした活動が、“消費者が生産者や地域を支える”モデルとな
り波及していくことを期待していると話を締めくくられた。

「森と里と海（湖）をむすぶ有機農業」

「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」

基調講演より ～有機的なネットワークの地域づくりを目指して～

NPO法人日本有機農業研究会理事　魚住 道郎 氏

NPO法人生活工房「つばさ・游」理事長　高橋 優子 氏
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　「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。化学農薬の使用は、県慣行栽培の半分以下に抑えている。
　平成17年は、作付面積36ha（生産者72名）で生産量151
ｔであったが、平成20年には118ha（生産者179名）、生産量
448ｔに拡大した。
　生産技術の面では、実証用のほ場を設けハーブの生育に応じた
施肥の判断基準を検証している。
　販売面では、昭和50年代から取引のある生協ひろしまとの交
流を継続し、今年度からは店舗販売の責任者向けの説明会をはじ
めた。
　また、田んぼの生きもの調査や花いっ
ぱい運動に取り組み、農業が環境や周辺
の自然を支えていることを伝えたいと考
えている。
　今後も、「消費者と生産者がお互いを
支え合うお米“石見高原ハーブ米”!!」
とし、「環境にやさしい農業」の拡大に
取り組んで行きたいと決意を述べられま
した。

　「『生産者』と『消費者』のつながりを深め、地域に根ざした持続性のある活動を目指しましょう!!」をテーマに会場の皆さ
んとともに意見交換が行われました。

　会場からは、キャベツの近くに春菊を植えておくと害虫が発生しにくくなるという栽培技術について質問があり、魚住氏か
ら、害虫との共存が有機農業の考え方であり、虫食いがある農作物を安心して食べられるならそれが良いと認めることで農薬
を不要なものとすることができるのではと提案されました。また、消費者との提携は、畑を手伝う「援農」が「縁農」となり、
かけがえのない人と人のつながりが育まれると述べられました。
　また、小川町の生ゴミ資源化事業への質問に対して、高橋優子氏は、この事業が町民発想からスタートし、住民個人が資金
を提供、消費者・生産者・NPO・行政の協働の上に成立つ「皆でつくり、皆で見守る仕組」が上手くいっているポイントである。

また、生ゴミが野菜として返ってくる循環が目に見える形になっていることが大切であると語られました。
　生産者と協働でお米の販売に取り組む高橋功一氏は、農家の思
いを伝える販売活動を引続き行いたいと述べられました。
　島根おおちハーブ米研究会会長の渡辺敏氏からは、県知事賞の
受賞を契機にもう一度初心に帰り、安心･安全な米を生産してい
きたいと決意を述べられました。
　また、生産と販売を支える立場の加島氏（ＪＡ島根おおち）は、
消費者との連携の輪を野菜にも広げたいと話されました。
　最後に、高橋優子氏は、人と自然、人と人がお互いに助け合い、
励まし合っていく社会を自分たちでつくることを、魚住氏からは、
自らが取り組む150世帯との提携が、生産者と消費者が支え合
う実践例として 提案できるのではと呼びかけられました。
　このほかにも会場の皆さんから貴重なご意見やご質問をいただ
き、今後の活動に活かせる意見交換となりました。

　15年前、３人の熱意ある農家と出会い、“ほんき”で
お米をつくり・販売する共通の想いでスタート。
　生産者のやりがいは、利害だけでなく、農業が「食」
を支え・生まれ育った「生活環境を守り」次世代へつな
ぐ大切な仕事であるということ。お米の販売にあわせ、
こうした想いを消費者に届ける活動を協働で行っている。
　自主基準を設けたブランド米「稲の底力こしひかり」
の高付加価値販売に取り組んでいる。味が良く、農薬や
化学肥料を減らして栽培している米は、正当な価格評価
をし、山間地農業の経済を支援する。
　生産者と販売者の連携に消費者が加わった「やさか米
トライアングルサミット」や田
んぼの学校を企画。多くのイモ
リが生息地とすることにちなみ
「稲守米（いもりまい）」が誕生
した。
　今後も「エコの郷・弥栄」を
目指し、豊かな郷土、誇れる自
然を農家とともに守り継いで行
きたいと語られました。

～消費者に支持される産地を目指して～

「ハーブ米生産拡大の取り組みについて」
「エコの郷「弥栄」を目指して」

～農家と消費者を結ぶ～

活動発表より

意見交換より

島根おおち農業協同組合 調査役　加島 健史 氏 株式会社ほんき村 代表取締役　高橋 功一 氏
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知事賞

応援部門賞

生産部門賞

審査員特別賞

～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
島根おおちハーブ米研究会
島根おおち農業協同組合

「サツマイモで町おこし」を
テーマに継続研究

島根県立矢上高等学校
農業クラブプロジェクト班

消費者に「安全」を届ける
ほし柿生産

畑ほし柿生産組合

エコ米の里「弥栄」を目指して
～農家と消費者を結ぶ～
株式会社ほんき村

○クリムソンクローバーを有機質肥料（緑肥）として活用し、
農薬を県慣行の半分に減らした「石見高原ハーブ米」の
栽培

○昭和50年代から生協ひろしまと農作業交流会を開催し、
お互いを支え環境農業を推進するコラボ宣言を締結

○ペットボトルを再利用した育苗装置を開発し、地域農業
の課題解決に取り組む。

○グリーンカーテンとして活用できる育苗装置キットの作
成。大阪府の工業高校とは、育苗技術を活用したヒート
アイランド対策の共同実験に取り組む。

○農薬や化学肥料を、県慣行の５割以上減らし、除草剤ゼ
ロで柿を栽培。添加物を一切使用しないほし柿生産
○オーナー制度を導入し、消費者交流に取り組み、地元小
中学校の見学、職場体験学習を受け入れる。

○生産者と販売者が一緒になって取り組む「新たな産直」
を目指す。
○環境にやさしい美味しい米の正当な価格評価と経済的に
成り立つ山間地農業の実現を目指し、生産者と販売者、
消費者との相互理解を深める活動に取り組む。

平成21年度
しまね『環境農業』大賞　受賞者
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質問・要望に対するお答え

〔回答者：NPO法人日本有機農業研究会理事　魚住 道郎 さん〕

〔回答者：NPO法人生活工房「つばさ・游」理事長　高橋 優子 さん〕

廃油の回収は、公共事業として行政が行うのですか？また、運営に係る資金は、生ゴミ堆肥化事業と同様に出資金の中で
すか？（津和野町・60代・エコファーマー）

　廃食油の回収は私たちNPOが行い、運営資金は地域通貨を活用する予定です。精製油は、霜里農場や地域の農家で農機
具の燃料として使用することを考えています。

高橋さんの発想の豊かさと行動力に脱帽です。楽しくやっておられることが印象的で、生産者として励みになりました。
活動団体「生活工房『つばさ・游』」の名前の由来を教えてください。（出雲市・30代・関係機関）

　自分たちの暮らしを自分たちで創るという意味から「生活工房」と。「つばさ」は息子の名前（大翼・ダイスケ）から。「游」
は私の名前・“優子”と書の雅号である「史游」から取りました。
　私の想いとして「この町で自分らしく生きたい。互いに助け合って、励ましあって、顔と顔の見える有機的な人のつなが
りの町に住みたい。そして、それは自分で創るもの」と考えてきました。

基調講演①

「森と里と海（湖）をむすぶ有機農業」についての質問

基調講演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」

畜産糞尿堆肥より植物資源のみによる堆肥が質的に上位だと考えていらっしゃる理由を詳しく教えてください。
（松江市・60代・有機農業実践者）

　畜産糞尿堆肥より植物質を主体にする堆肥の方が腐植を土壌に残しやすい。堆肥を活用するのであれば、流域環境をより豊
かにする点で山林、原野の落葉や山野草の利用が有効であるため。また、畜産糞尿堆肥を安易に多用することは、病害虫の発
生の要因となるため。

150件の消費者との提携は、首都圏だから可能なのではないかと思うが、島根のような地方で同様なやり方をする場合
にアドバイスはありますか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（益田市・20代・関係機関）

　最近は、宅配を利用すれば全国どこへでもほぼ翌日に届けられ、大消費地圏との距離の問題はなくなった。
　しかし、私が目指す“提携”は、消費者自身が田畑で作業をし、生産に加わることができる距離にいることが大切だと考え
ている。顔が見え日常的なかかわりをしなければ、共に地域流域の環境や水資源を農業・食を通じて守るという考え方にはつ
ながらない。有機農業においても、大都市販売だけに依存すれば、効率性や大量生産を求める近代農業が抱える問題に陥って
しまうだろう。まずは、地域（流域）の生産者・消費者の提携を考えるべきである。行政は、その取り組みが始まるよう広報・
支援が必要だと思う。

　茨城県で有機農業推進計画においてフルボ酸鉄（腐植）に着目された地域背景はどんな点でしょうか。
（出雲市・50代・有機農業実践者）

　茨城県では、霞ヶ浦の水質悪化や平地林・里山の荒廃地化が進行する中、農業廃水や漁獲高の減少などの問題に直面し、農
業・林業・漁業者の間で利害関係が生じていた。こうした課題の解決に向け、農・林・水産業を個々の視点で捉えるのではな
く、流域の環境を総合的に見据え振興を図ることが求められた。
　広葉樹の森林では落葉から腐植が生成され、その量は針葉樹の10倍以上と言われ、山林の保水力が高まるとともに、豊か
な土壌（農地）の回復に活用できる。また、田畑から流れ出たフルボ酸鉄（腐植の成分）は、湖沼や汽水域の植物プランクト
ンを増やし、いのち豊かな海へとつながる水系全体の自然循環機能を高めることの理解が地域で進んだことによる。

　有機農業で生産量を伸ばすヒントがあれば教えてください。　　　　　　　　　　　　　　　 （松江市・40代・関係機関）

　個々の作物の生産量を増やすことは目指さないほうが良い。堆肥やその他の有機質肥料の過度な投入は、土壌の富栄養化を
もたらし病害虫発生の要因となり、かえってマイナス。自分の農地の肥沃度から生産適量を経験を通じて知ることが重要であ
る。
　有機農業は、地域内の食糧自給を目指し、その余剰分があれば地域外へ販売していくことを考えるべきである。農地は、そ
れぞれ独自の生産能力があり、それに見合った生産を地域の自然循環の中で考えていく必要がある。
　その土地の潜在能力を発揮し、様々な作物をその地域に応じた量でつくり地域内で自給していくことを目指すことが大切な
のではないか。
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〔回答者：農畜産振興課〕

県へ

編集・発行　島根県農林水産部農畜産振興課
（平成22年３月１日発行）
〒690-8501 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、
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】 
　田んぼや畑の準備がはじまり、春の足音を感じるように
なりましたね。
　宣言者の皆さんの活動も、環境にやさしい農業の輪が広
がることを目指して準備が始まったようです。どんなイベ
ントがあるのかな？ワクワクしますね。

●消費者の方 2,209件
●農業者の方 311件
●企業・学校等 100件

宣言の状況

2,620件
（平成22年１月末日現在）

　除草剤を使わない米づくりの栽培技術の開発と普及を進める中で、農業技術センターでは除草剤に代わる技術の経営評価と、
除草剤ゼロ米の有利な販売手法について検討しています。
　このうち、除草剤ゼロ米の有利販売については、消費者モニター（広島のゴックンしまね応援隊）10名の協力を得て、
2008年12月にグループインタビューを実施し、環境にやさしい米づくりに対する消費者のニー
ズを調査しました。
　また、その結果をもとに①米の購買行動、②米の食べ方、③環境にやさしい米づくり、④米のパッ
ケージに関する20項目について、前記の消費者モニター158名を対象に検証アンケートを実施し、
139名から回答を得ました。アンケートでは、米の購入状況と買ってみたいと思う除草剤ゼロ米
の価格についても記入してもらいました。
　回答を分析した結果、①購買行動については「食べ比べをして買いたい」とか「評価・選択のた
めの情報が欲しい」などの要望があり、②食べ方では「メニューや用途に最適な米を知りたい」「品
種に合った水加減を表示して欲しい」、また③環境にやさしい米づくりに関しては「除草剤不使用
で何がよくなるか知りたい」や「値段が高くなる理由を知りたい」などの声が聴かれました。
　さらに④米のパッケージについて「誤解を与えない表示」や「きっちりとした情報」が求められて
おり、これらの要望に応えることが除草剤ゼロ米の有利販売につながるものと考えられました。
　価格については、除草剤ゼロ米を購入したいと答えた消費者は、通常栽培米より３割程度高であ
れば購入する可能性があり、一般的な減農薬米の購入価格の水準を勘案すると25％程度は上乗せ
が見込める結果となりました。　　　　　　　　　　　【農業技術センター企画調整スタッフ経営担当】

除草剤ゼロ米に関する消費者ニーズの把握

シリーズ　　　　　『環境農業』研究トピック

　除草剤を使わない米づくりの栽培技術の開発と普及を進める中で、農業技術センターでは除草剤に代わる技術の経営評価と、
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宍道湖グリーンパーク定例観察会　「田んぼの生きものまるごと観察」

●日　時：５月９日㈰　９：30～12：00
●場　所：宍道湖グリーンパーク（出雲市園町1664-2）
●内　容：冬にハクチョウたちが飛来する「ふゆ・みず・たんぼ」で、田植えの頃の生きもの

調査をしてみませんか？収穫の時期まで同じ田んぼで生きもの調べを行います。
●参加費：100円、定員：20名（※開催日２週間前（４/25）から申込み受付開始です！）
▼問い合わせ先：宍道湖グリーンパーク　TEL:0853-63-0787、FAX:0853-63-0797

今後のイベント　掲示板

宍道湖でも七珍が危機となっておりフルボ酸鉄の活用着目により改善できることが期待できます。県としてどのように受
け止められたでしょうか？（出雲市・50代・有機実践者）。

　県では、平成元年に「宍道湖及び中海に係る湖沼水質保全計画」を策定し水質浄化に取り組んでいるところです（平成
22年２月16日、第５期計画の審議会答申）。
　その中では、農業分野においても、農薬や化学肥料の低減に加え、地域バイオマスや堆肥の利活用など循環型農業の取り組みを掲
げています。今後も、引続き関係機関等と連携し県民の皆様と一緒に美しいしまねの水環境を守る取り組みを推進したいと思います。
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