
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。

ごあいさつ 島根県農林水産部　農畜産振興課
安　松　　　智

　平素は、農林水産行政に御理解と御協力を賜りありがとうございます。
　さて、食の安全や環境問題への国民の関心が今ほど高まりを見せていることはなかったの
ではないかと感じるこの頃であります。
　そうした背景を踏まえ、昨年２月には「しまね食と農の県民条例」（※）」が制定され、こ
れを受け、「キラリと光る島根の『環境農業』対策事業」を立ち上げました。本来、農業の
持つ「環境保全機能」を一層発揮させていこうと推進するものです。
　この事業は、次の４本の柱から成り立っております。①「環境を守る農業宣言」推進事業、②「環境を守る米づく
り」推進事業、③「環境を守る園芸産地」育成支援事業、④  環境農業を支援する流通販売対策事業です。
　このうち「環境を守る農業宣言」事業は、生産者や消費者の皆様に「環境に配慮した農産物の生産」「環境に配慮
した農産物の購入宣言」など、それぞれの立場でできる取り組み目標を宣言していただき、身近なことから実践して
いただくことによって「環境を守る農業」を本県で発展させていこうという運動です。
　また、生産現場においては、環境負荷軽減技術の中でも最も難しいと言われている「除草剤を使わない米づくり」
のための技術開発や取り組み支援、また「環境を守る園芸産地」についても機械や施設の導入支援を行っております。
　現在、本県では農薬や化学肥料を抑えたエコ栽培や有機栽培を、安全・安心で島根の自然や環境にやさしい農業生
産の手法として位置づけ、取り組みの拡大を進めています。今後も生産者や消費者、流通関係者など、県民の皆さま
と一体となって共に行動し、島根の農業振興を図って参りたいと思います。どうぞ、一層の御理解と御協力を賜りま
すよう、よろしくお願い申し上げます。

（※） 県民の豊かな暮らしの根幹である食、環境などを支える農業及び農村の
持続的発展を県民と一体となって推進しようとする条例。

ごあいさつ―課長 安松　　智
研修会開催報告
１．『環境農業』シンポジウム
２．田んぼの生き物セミナー
３．除草剤ゼロ研修会

宣言者のページ
●行政からのお知らせ
●イベント・研修会のお知らせ
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　平成19年12月15日、松江市のくにびきメッセで『環境農業』シンポジウムを開催し、
約500名の方にお集まりいただきました。
　兵庫県豊岡市長の中貝宗治氏に「コウノトリと共に生きる～豊岡の挑戦～」と題し、
ご講演をいただきました。
　豊岡市では、農薬や化学肥料の使用を抑え、コウノトリの餌となるドジョウや蛙など
を湿地や水田に増やす農業を行っておられます。低湿地が多く水害に見舞われやすいな
ど、人間には住みにくい土地の特徴を、短所から長所に変え、“コウノトリも人間も住
める豊岡市”を目指されている熱意とご努力に会場から大きな拍手が送られました。
　中貝市長様からは、「一歩、一歩、島根らしい『環境農業』を育てていってください。」
とエールをいただきました。 【農畜産振興課　秦】

　平成20年２月27日㈬雲南市
木次町で上記セミナーを開催

し、農業者及

び関係者230名の参加がありま
した。

　当日は、島根大学の星川教
授を講師に、生き物が田んぼを

含めた農村の

中で担っている役割などについ
て研修を行いました。また、「

田んぼの生き

物調査」を通じて、環境にや
さしい米づくりを実践する（農

）三森原からの

事例発表と、県農畜産振興課よ
り調査方法について報告を行い

ました。

　星川教授からは、「タガメ、
ゲンゴロウ及びメダカなどがこ

んなにたくさんいる田んぼは全
国的にほとんどなく、島根の

田んぼは超一級品」との説明が
ありました。

　島根の『環境農業』を体感し
、豊かな農村の自然を次世代へ

と引き継ぐため、今年の夏は、
農村へ出かけ、「田んぼの生

き物調査」をやってみましょう
。 

【農畜産振興課　松崎】

　平成20年3月5日、フローラいずも（出雲市）において生産者や
関係者約150人の参加の下「除草剤を使わない米づくり」技術研
修会を開催しました。当日は、「除草剤を使わないイネづくり～多
様な水田生物を活かした抑草技術～」と題してＮＰＯ法人民間稲作
研究所の稲葉光國氏による講演や事例発表として江津市の反田孝之
氏の「有機稲作への取り組み」、情報提供として農業技術センター
が作成した「除草剤を使わない米づくり栽培技術マニュアル」等が
発表されました。講演では、稲葉氏が雑草発生のメカニズムとその

耕種的防除法について詳しく話され、参加者は、有機農法や減農薬、減化学肥料などに関心の高い生産者が多く目を輝かせ
て講演に聴き入っていました。除草剤を使わない米作りに対する期待感にあふれ、熱気に満ちた研修会となりました。

『環境農業』シンポジウムを開催!!
キラリと光る島根の「環境を守る農業」第一歩！

研修会報告

「田んぼの生き物セミナー」を開催！！

＝田んぼの生き物調査で感じる『環境農業』＝

除草剤を使わない米づくり技術研修会　　生産者が熱心に研修

　農業技術センターで開発された「除草剤を使わない米作り栽培技術マニュアル」を活用し
て県内のすべての農業普及部管内に実証ほを設置しました（９カ所）。２回の代掻きと除草
機を活用するという基本体系で実施し、各地域の状況に合わせて補完技術を組み合わせるも
のです。技術内容と除草効果については、お近くの実証ほでお確かめください。
　なお、本年度も「環境を守る米づくり（除草剤を使わない米作り）」を推進するために、
指導者向けの研修を開催するとともに、生産者を対象とした除草剤を使わない米作り研修会
も開催する予定ですので、多くの皆さんの参加をお待ちしております。 【農畜産振興課　山本】

平成20年度の

除草剤を使わない
米作り

　　実証ほの設置と
　　研修会について
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　LISA(Low Input Sustainable Agriculture)研究班では、平成13年から自然環境になるべく負担をかけない農業生産を
目指す活動を始め、学校内で発生する米ぬかや菌床おがくずなどの有機廃棄物を利用してきました。
　こうした中、大量に発生するモミガラについて、①一度に大量に安く処理でき、②農業生産に利用する方法の確立　を課題
に設定して研究を行い、“くん炭”としての利用に着目しました。

　そして、これまでの研究により、水稲作での利用に次のような成
果をあげてきました。
①育苗土にくん炭を混合して育苗した苗は、無施用の苗に比べて生
育が良く、かつ、カメムシの吸汁被害が少ないことが確認できた。
②くん炭を混合する割合によっては、効果が発現しないことが確認
できた。
　このため、今年度は、安定した効果を得ることができるくん炭の
混合割合の確立に向けて研究しています。
　LISA研究班は、「収量や品質の向上」と「化学肥料や農薬使用量
の軽減」を可能とする技術として一般の栽培への波及を目指してお
り、今後の研究成果が期待されます。
　また、水稲のみならず益田市特産のメロン栽培への応用も研究して
おり、環境に優しい農業の推進に一役を担うべくがんばっています。

 【西部農振益田事務所　島津】

有機農業に取り組む仲間の会
新　田　良　作 さん（邑南町）

　平成19年末に有機ＪＡＳを取得しました。同じ作物でもＪＡＳが
あることで販売店と交渉しやすくなりました。
　また、平成20年産米より、水田除草機を導入して、「除草剤を使わ
ない米づくり」にも挑戦しています。

高校初！ 益田翔陽高校 生物生産工学科

LISA研究班が「環境を守る農業宣言」！！

　平成20年３月13日㈭、県庁の地下食堂で「環境を守
る農業宣言者のつどい」を開催しました。
　環境に配慮した農法で作られた米や野菜を、マクロビ
オティック認定インストラクター小松志津子先生の指導
で調理し、参加者約40名でいただきました。
　食事を味わいながら生産者の方の意見発表や県の施策
紹介を行いました。
　消費者の方からは、「こんなにおいしい野菜を久しぶ
りに食べた」、「島根の自然のすばらしさを実感した」な
どの感想が聞かれました。生産者の方も、「心を込めて
野菜や米を作っている」、「消費者の方と交流する機会が
増えたことを喜んでいる」など話され、交流を深めまし
た。
【農畜産振興課　秦】

「環境を守る農業宣言者のつどい」開催！

宣言者が交流を深めました！　

にんじんのデザート

おいしいケロ!!

宣言者の方からひとこと…

宣言者の
ページ

機械の導入に向け各地で実演会を開催。
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宣言者の方からひとこと…

「食と健康を考える」講演会
　４月27日㈰川本町で標記講演会を開催し、約100名の参加がありました。講
師の医学博士津谷隆史先生は、生活習慣病の予防のためには、バランスのとれた
食生活が大切であるとし、主食である米を中心とした献立を薦められました。

「益田瑞泉郷まつり」を開催
　４月26日㈯益田瑞泉郷（益田市赤城町）の祭りで、無農薬・無化学肥料の農
産物の販売、餅つきなどイベントを開催し、地域の人達約80名が参加しました
（写真）。祭りを通じて、「無農薬無化学肥料栽培にますます意欲的に取り組みたい」
との感想が聞かれました。

　宣言をした「やさかブランド米生産者協議会」の一員である浜田市弥
栄町西河内集落において、去る５月18日、やさか米ブランド化の取り
組みの一環として、生産者と消費者の交流会が開催されました。
　当日は、浜田市内の消費者や県立大生、韓国からの留学生など約20
名が、田植作業を体験したあと、地元産米を使ったおむすびなどをいた
だきました。参加者からは、「初めての田植えは楽しかった」「次の草取
りや稲刈りが楽しみ」との感想が聞かれました。また、集落の人たちも、
「集落に久しぶりに活気が戻ってきた」「米づくりや集落のことをもっと
知って、支えてもらいたい」など、準備段階では苦労もあったものの、
交流会に満足の様子でした。

「おむすび交流会in弥栄」開催！

消費者との交流に手応え！！

朝霧野菜グループ
秦　　　恭　子 さん（出雲市）

　７名で環境にやさしい農法により野菜づくりをしてい
ます。
　私たちの地区の山菜や米などの農産物が、多くの仲間
の協力で動き出すことで、集落に産業が起こり雇用の確
保や若者の定住に結びつけばと夢を持って取り組んでい
ます。

北　垣　良　一 さん（松江市）
　30年前から有機農業をしています。最近は、研修や
勉強会が増え、取り組みやすくなっていると思います。
消費者、特に若い方には本物の作物を食べてほしいと思
います。

ＭＯＡ自然農法のみなさんの活動

　６月12日㈭、中国電力島根支社において、６月の環境月間における取り組みの一環
として「エコロジー農業」についての社員研修が行われ、約80名の方にご出席いただ
きました。
　有機農業グループの栗原グループリーダーが、最近の農業をめぐる動きについて、安
心・安全や環境の視点からご説明し、島根の『環境農業』について知っていただきました。
今後、会社単位や個人消費者として、身近なことから参加していただくよう協力をお願
いしました。

中国電力島根支社で

「エコロジー農業」研修会
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【県からのお知らせ】

　食の安全・安心や、環境に対する関心の高まりを背景に国において「有機農業の推
進に関する法律」が制定され、全国的に「有機農業（※）」の推進に向けた取り組み
が始まっています。
　県でも今年３月に「島根県有機農業推進計画」を策定しました。
　「農業者が有機農業に取り組みやすくするための支援を行うこと」と「生産者が、
有機農業で生産される農産物を買いやすくするための支援を行うこと」の二つが大き
な柱です。（課のＨＰに掲載しています）。
　消費者の皆さまも、買い物をするときに、こだわり農産物を選んで買うなどの応援
をお願いします。 【農畜産振興課　石原】

島根県有機農業推進計画を策定しました

※有機農業とは？：化学的に合成された肥料と農薬を使用せず、遺伝子組み換え技術を利用
しない、環境への影響や負担をできる限り抑えた生産方法を用いた農業。

　農地や農業用水などの資源は、農業のためだけでなく農村の豊かな自然環境や景観
を形作る上でも大きな役割を果たしています。
　島根県では、平成19年度から平成23年度までの５年間、「農地・水・環境保全向
上対策」を活用し、化学肥料や農薬の使用量を半分以下に抑えた、環境保全型営農の
取り組みを進め、これまでに121の地域で水稲や野菜など約800ヘクタール（東京
ドーム170個分）の面積に拡がりました。地域では今後もこの取り組みを続け、田
んぼのカエルや小川のメダカが元気に活動する農地・農村を広げていく計画です。 
 【農畜産振興課　瀬尾】

農地・水・環境保全向上対策について

●「島根の多様な生物と共存する米づくりをめざして～田んぼの生き物ガイド～」を
作成しました。

 希望者には無料で配布します。（要申し込み書）。

●「第12回しまねの農村景観フォトコンテストの風景部
門に「農村環境にとけ込み生息する動植物」が加わりま
した。これは、「田んぼの生き物たちが対象になります。
 どしどしご応募ください（詳細は別紙チラシ）。

  【農畜産振興課　松崎】

田んぼの生き物情報!! 田んぼの生き物ガイド発刊！
農村フォトコンテスト募集！

　島根県産品の販路拡大、地産地消の推進を目的とした「2008島根県産品展示・商
談会」を６月19日に松江市内で開催しました。
　これは、農林水産品の生産者や加工メーカーの方々と、県内外のバイヤーの方々と
の出会いの場を県がご提供するものです。
　有機農産物をはじめ、こだわりの野菜を作っておられる生産
者の方々も出展されました。
　今後も、有機農産物などの県産品が県内外の消費者の方々の
お手元に届くよう支援させていただく予定です。 
【ブランド推進課】

有機農産物の販路拡大について

募集
田んぼで

まってるケロ

出展団体53団体、来場者78団体が参加し
た会場。
松江商業高校の生徒も各ブースを手伝い
ました。
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　５月27日から29日にかけて、関東首都圏で事業展開を行う高級スーパー、株式会
社紀ノ国屋の青果担当者が、県内のこだわりの生産者を訪れました。
　紀ノ国屋では４年前から「島根フェア」などで島根県産品を販売し、年々定番アイ
テムの取扱いも増えています。
　今年も10月中旬の島根フェアに向けて、販売商品となるこだわり野菜などを求め
て来県されました。
　今回は、出西しょうがや、有機ＪＡＳ野菜の生産者など、県内８箇所の生産地を回り、
実際の生産物を畑で見て、食べて、生産者のこだわりを熱心に聞いて帰られました。
　量販スーパーと異なり、少量でも安全・安心で高品質のものを消費者に提供するこ
とにこだわる紀ノ国屋では、商品の味と品質に納得されれば、価格を生産者が付ける
ことができます。
　紀ノ国屋で販売してみたい！という、こだわり産品の情報がありましたら、県まで
情報をお寄せください。 【農畜産振興課　石原】

紀ノ国屋による生産地視察

生で

スナップエンドウ

の味を確認

講演会のご案内

●日　時／平成20年７月20日㈰ 13時30分～
●場　所／邑南町中野公民館講堂
●講　師／赤峰勝人氏（大分県野津町）
●対　象／200名
●参加費／一人1,000円※団体参加は割引有り
●内　容／「循環農法」の実践者赤峰氏が、百姓について

科学あり哲学ありでお話されます。
▼問い合わせ先／七日市農村保全組合　事務局　井上
 　　　TEL.0855・95・1362

食を考える雲南地域加工品研究大会のご案内

●日　時／平成20年７月15日㈫ 9時～13時
●場　所／加茂文化ホール　ラメール
●内　容／基調講演「直売所の加工品から見える地産地消の

可能性～作る方、買う方の“いま”と“これから”～」
（島根県中山間地域研究センター有田昭一郎）等

●その他／農家レストランによる昼食（要予約）及びこだ
わり農家の産直市場もあります。

▼問い合わせ先／奥出雲産直振興推進協議会事務局
 　　　TEL.0854・42・9115

有機農業実践セミナー（水稲栽培）のご案内

●日　時／平成20年７月19日㈯ 9時～15時
●場　所／浜田市弥栄町弥栄会館
●講　師／㈱ジャパンバイオファーム代表　小祝政明氏
●受講料／無料
●対　象／有機・エコ栽培実践者及び志向農家50名
●内　容／「肥料・資材確認会及び勉強会」（７回講座の４

回目）。経験やカンに頼るだけでなく客観的な
データを駆使した有機農業を指導。

▼問い合わせ先／浜田市農林業支援センター
 　　　TEL.0855・22・3500

「いのち育む有機農業」関西地区現地研修会

●日　時／平成20年７月19日㈯13時～20日㈰12時
●場　所／島根県農業技術センター（出雲市芦渡町）ほか
●内　容／除草剤を使わない米づくり各地からの実践報

告、総合討議、現地視察ほか
●参加募集人数／60名程度
▼問い合わせ先・申込先／ＮＰＯ法人民間稲作研究所

TEL. 0285・53・1133
FAX. 0285・53・1512

今後のイベント ・ 研修　掲示板

編集・発行　島根県農林水産部農畜産振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町１番地
TEL.0852-22-5109　FAX.0852-22-6036
URL:http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/
E-mail:econousan@pref.shimane.lg.jp

○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、また配布停止を御希望される方は、
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】 今年度から、島根の『環境農業』の情報を季
節毎にお届けすることになりました。宣言者の紹介や講演
会・説明会などの情報提供、当課の活動について掲載し、『環
境農業』をより身近に感じていただける紙面を目指してま
いります。次号は、消費者宣言をした方の活動を掲載した
いと思いますので、とりあげて欲しい話題等ありましたら、
お気軽にご連絡ください。（H.Y.）

●消費者の方 957件
●農業者の方 81件
●企業・学校等 44件

宣言の状況

1,082件
（平成20年５月末日現在）

宣言は、随時募集しています。詳しくはHPをご覧いただくか下記までお尋ねください。
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