
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」遂に3,000件!!突破
清流高津川を守る「環境にやさしい米づくり」地域で達成
◇平成22年度しまね『環境農業』大賞
応募いただいた８団体の活動概要を紹介します！
◇宣言者のページ
●地元の皆様と昼食会を開催しました
●（有機農業協会）

◇シリーズ第７弾『環境農業』研究トピック
イネ紋枯病のほ場内での発生と減農薬防除
◇イベント掲示板
『環境農業』シンポジウムを開催します！

平成22年12月

第 号

「環境を守る農業宣言」遂に3,000件!! 突破

　去る９月18日㈯・19日㈰、益田市にあるショッピングセンターのキヌヤ４店舗において県エコロジー農産物「西いわ
みヘルシー元氣米」の試食販売が行われ、２日目の19日には、キヌヤ本店で甘い新米の香りが立ちこめるなか「環境に
やさしい農業」のＰＲと「環境を守る農業宣言」の募集を行いました。
　当日は、節目となる3,000件目の宣言が益田市在住の橋本和子さんから提出され、鐘が打ち鳴らされるなか周囲の皆
さんから拍手が巻き起こりました。
　橋本さんは、「いつもヘルシー元氣米を購入しています。今後も、環境にやさしく美味しいこのお米を買いたいと思い
ます。こうした取組みは大切なことなので、これからもがんばってＰＲしてください。」とおっしゃられ、記念に元氣米
５㎏が贈られました。
　併せて、キヌヤの社員151名の方々からも、販売の立場で地元の「環境にやさしい農産物」を応援する心強い宣言を
頂きました。
　ヘルシー元氣米の生産者（生産者協議会）は、「全国でも有数の清流 高津川を守り、美味しいお米を育てる」ことをス
ローガンに、農薬や化学肥料を基準の半分以下に減らした統一的な栽培に取組むことや、消費者の方、次世代を担う子供
たちへ「農」が果たす環境への役割を伝える取組みを行うことを既に宣言されています。
　また、地元では新たに野菜でのエコロジー農産物の認証に向けた動きも出てきました。
　今回の取組みは、同じ水系流域に暮らす生産者、販売者、消
費者が、地域の川や湖、そこに暮らす生きものを含め、農業や
食を通じて環境を守るという共通理解のもとに活動が発展して
いくことへの期待と機運を感じた節目にもなりました。
　さあ！皆さんの地域でも一歩踏み出して
みませんか。

清流 高津川を守る「環境にやさしい米づくり」地域で達成
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高津川の
鮎が泳ぐ
水槽を展示

節目の3,000件の宣言を提出された橋本和子さん
（Ｈ22.9.19、於：キヌヤ益田ショッピングセンター）

今回の紙面



　第３回となる平成22年度 しまね『環境農業』大賞には、下記の８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、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22日）で表彰式を行います。
　消費者審査にご協力いただいた皆様、大変ありがとうございました。

復興棚田で環境に
やさしい米づくり活動
～地域ぐるみで守る農地と景観～

食品リサイクルシステム
を利用したCO2削減と
善循環型農業への取組み

しまね『環境農業』大賞

○棚田とため池を住民の手で復興し、「環境
農業」の学びの場として農薬や化学肥料を
使わない米づくり活動を展開。

○小学生の稲作体験・生きもの観察を、棚田
やビオトープで実施。子供たちが育てた無
農薬栽培の黒米を、高齢者向け給食サービ
ス等で活用。

○６自治会が共同し、地域の各組織や小学校・
大学・行政等と連携し、清掃活動や鳥獣被
害対策に取組む。

○飲食店やコンビニエンスストア等（約75
社）から回収した食品生ゴミで液体肥料を
製造。中国地方で初めて、食品リサイクル
法 に基づく「リサイクル・ループ」計画
が認定される。

○グループ会社（㈲アースファーム）で液体
肥料を用い、農薬や化学肥料を使用しない
農業産物を栽培。

○各種イベントでの環境にやさしい農業のＰ
Ｒ活動や小学校等の工場見学の受入れに取
組む。

① 市山環境保全会

② アースサポート
株式会社

応援
活動

応援
活動

（住　　所）江津市桜江町
（宣言受理）平成22年８月26日

（住　　所）松江市八幡町
（宣言受理）平成20年１月18日

2



エコロジー農産物を中心
とした県産品の訪問販売

～農家の想い届けます～

環境と調和のとれた農業生産システムの
構築と地域活性化―景観形成―耕作放棄
地の再生―土づくり―環境農業の推進

サツマイモでのエコ活動

○県推奨のエコロジー農産物を中心に、リヤ
カー等による訪問販売。生産へのこだわり
を評価し正当価格での仕入れと販路拡大に
取組む。 

○仕入先への定期的な訪問、産地交流イベン
トの実施、対面販売により生産者と消費者
に直接出会うことを大切にし、それぞれの
想いをつなぐ。 

○エコ農産物を活用したカフェやエコ推奨の
ＰＲを展開。

○造園業で発生する剪定屑等と食品工場の廃棄物
を原料としたリサイクル堆肥の製造・販売。グ
ループ会社をはじめ地域での還元使用を進める
循環型ビジネスに取組む。

○耕作放棄地に茶や果樹を植栽・整備し、堆肥を
活用した実証ほ場再生事業に取組む。

○農林高校等からのインターンシップの受入れ
や、お茶まつりの開催など地域や消費者との交
流を実施。

○農業者の高齢化に伴う課題を解決するため、
ペットボトルを有効利用したサツマイモの育
苗装置を開発。テキストの作成や講習会など
を開催し普及のための活動を展開中。

　ネット方式の空中栽培にも世界で初めて成
功。 

○すだれ方式のグリーンカーテンを、企業や地
域の小学校・農家・役場に設置・活用し、ヒー
トアイランド対策実験装置の教材化にも取組
む。

③ 山陰やさい家族

⑤ 松浦造園グルー
プ

サツマイモでのエコ活動

④ 県立矢上高等学
校　　　　

　 農業クラブ プロ
ジェクト班

応援
活動

応援
活動

応援
活動

（住　　所）松江市
（宣言受理）平成21年１月22日

（住　　所）邑智郡邑南町
（宣言受理）平成21年８月26日

（住　　所）松江市大庭町
（宣言受理）平成22年８月18日
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紙マルチ農法による完全
無農薬栽培米の取組み

奥出雲から消費者へ
安全・安心なキャベツを提供

環境を守る米づくり
～昔ながらの農法でつくる安心・

安全な長江ほたる舞～

○紙マルチ農法による完全無農薬、有機肥料
のみによる米の生産に40年間 取組む。

○マクロビオティックを実践する消費者との
稲刈り体験を実施し交流。

○栽培方法やその価値を理解してもらえる販
売先（県外米穀店、県内酒造）を独自に開拓。
地域の集落営農（農業法人）へも参加し、
無農薬栽培の拡大に向けて活動。

○地区ぐるみで「環境負荷の少ない農業を実践し、
より安全・安心な野菜を消費者に届けよう」と
エコファーマーとして栽培実践。

○キャベツは、減農薬・減化学肥料での栽培が難
しいが、様々な技術を組み合わせるなど工夫を
重ね、良質な県エコロジー農産物の栽培拡大に
挑戦。 

○産地ツアーを開催し、収穫体験や環境にやさし
い農業のＰＲなど消費者交流に取組む。

○木質堆肥による土づくりと化学合成農薬・化
学肥料を使わない「環境を守る米づくり」に
取組む。

○田植、草取り、稲刈りから収穫祭まで年間を
通じた交流会を開催し、年間300名を超え
る消費者が西長江を訪れ、有利販売や地域の
活力に繋げる。

○県立出雲高等技術校と連携しＰＲチラシや米
の包装パッケージを開発。ＮＰＯ法人等とも
協働し交流会活動を展開。

⑥ 水土人ガーデン
有限会社

⑧ 三井野原出荷組
合

⑦ 長江米エコ栽培
グループ

生産
活動

生産
活動

生産
活動

（住　　所）仁多郡奥出雲町
（宣言受理）平成20年８月28日

（住　　所）松江市西長江町
（宣言受理）平成20年８月25日

（住　　所）仁多郡奥出雲町
（宣言受理）平成21年７月１日
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　特定非営利活動法人島根有機農業協会は、農産物及び加工食品
の有機ＪＡＳ認証を行うことができる県内唯一の登録認定機関で
す。私たちは、有機ＪＡＳ認証を行うだけでなく、有機農業その
ものの推進も重要な仕事だと考えています。今年の９月には、島
根県と共に県内の有機ＪＡＳ認証事業者の皆さんのオーガニック
EXPO（東京ビッグサイト）への出店にも尽力しました。
　ところで、「有機農業」について、みなさんどの程度ご存知でしょ
うか。
　私たちは、有機農業とは、「化学的に合成された肥料及び農薬
を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基
本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減し
た農業生産の方法を用いて行われる農業」（有機農業推進法）だ
と考えています。「有機JAS法には、使用できる農薬や化学肥料
があるのではないか」との話を聞きます。現状はその通りです。
しかしそれは、『やむをえず使用する場合』に限定されており、
諸外国との調和を考えながら限定的に幅を広げざるを得ないのだ
と解釈しています。
　06年12月に有機農業推進法ができましたが、まだ知らない人
が多いのが現状です。私たちは、何を根拠に有機農業が推進され
ようとしているのか、少しでも多くの方々に知っていただけるよ
う、幅広い活動（技術波及、食育、環境問題等）をしていきたい
と思っています。

一緒に考えてみませんか？有機農業について
《特定非営利活動法人島根有機農業協会（邑智郡美郷町）》

活動報告：地元の皆様と昼食会を開催しました！
《松江市　まつえ市民環境大学村》

宣言者の
ページ

　松江市荘成町成相寺地区に畑を借りて８年目になりますが、地区の皆様との交流として今回初めて地元の方との昼食会を企
画し、９月25日開催しました。
　畑の前にテントを設営し、わたしたちが畑で作った有機無農薬野菜の和え物やバーベキューなどの昼食メニューを準備しまし
た。当日は、あいにく雨がパラつく天気でしたが、５家族10名の参加を得て、色々なお話をしながら楽しい昼食会となりました。
　２週間前に昼食会招待のチラシを持参して、初めて同地区全14戸訪問した際の会話と今回の昼食会から親近感が深まり、
今後は畑作業の際には自然に地元の方との会話が進むものと思います。
　今後は同様な企画を継続して、さらに地元の方々との交流を深めていきたいと考えています。

平成21年度　有機農業技術波及講座～野菜編～（体験圃場）

平成22年度　有機農業波及講座～経営編～
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今後のイベント　掲示板

紋枯病の発病株と水面に浮かぶ菌核

圃場内の紋枯病の発生状況と分布モデル

『環境農業』シンポジウムを開催します！

●日　時／平成23年１月22日㈯　13：00～16：10
●会　場／くにびきメッセ 多目的ホール（１Ｆ）
●テーマ／生物多様性と『環境農業』
　　　　　～多様な生きものを育み、豊かの文化、地域、環境づくりを目指す農業を見つめる～
●内　容／○しまね『環境農業』大賞表彰式
　　　　　○基調講演
　　　　　　①農と生物多様性　　　　　　　　　講師　岩渕成紀 氏（NPO法人田んぼ理事長）
　　　　　　②朱鷺と暮らす郷 生物多様性保全と佐渡米のブランド化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　渡辺竜五 氏（佐渡市農林推進課生物多様性推進室長）
　　　　　○意見交換・質疑応答　　コーディネーター　福原圧史 氏（NPO法人ゆうきびと会長）
▼問い合せ先／県農畜産振興課有機農業グループ　TEL：0852-22-6477、FAX：0852-22-6036

編集・発行　島根県農林水産部農畜産振興課
（平成22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、
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】 
　最近、新聞やテレビなどで“有機”や“オーガニック”
という言葉をよく聞くようになりました。今まさに注目され
始めた証拠なのでしょう。一時的な“流行”や“スタイル”
ではなく、生活の中に溶け込んでいくといいですよね。

●消費者の方 2,534件
●農業者の方 474件
●企業・学校等 115件

宣言の状況

3,123件
（平成22年10月末日現在）
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　ほ場内での病害虫の発生には偏りがあることが知られてい
ます。このため発生の多い部分のみを防除することによって
投下農薬量を減少させることができると考えられますが、実
際の試験例は極めて少ない状況です。
　イネ紋

もんがれびょう

枯病（写真）もほ場の周辺部で発生が多く、とくに
風下側の畦

けいはん

畔沿いで多い傾向があります。これはほ場内で越
冬した紋

もんがれびょう

枯病の菌
きん

核
かく

（写真）が代かき等で浮上して水面を浮
遊し風下側に吹き寄せられることによるものです。
　紋
もんがれびょう

枯病発生の偏りを明らかにするために、12ほ場で畦
けいはん

畔
から条ごとに発病株率を調査しました（図）。調査ほ場の発
生状況は異なりますが、いずれのほ場でも畦

けいはん

畔沿いの発病が
多い傾向にありました。調査ほ場の平均値を求めると、風
下側の畦

けいはん

畔から１条目の紋
もんがれびょう

枯病の発病株率は43％、２条目
は22％、５条目は11％と内側ほど急激に減少し、10条目
では３％となりました。30ａ（100ｍ×30ｍ）のほ場を
想定して実測値から算出したモデル値を当てはめてみると、
畦
けいはん

畔から10条目までの発病株数はほ場全体の発病株数のほ
ぼ半分になりました。したがって紋

もんがれびょう

枯病については一般的に
これら畦

けいはん

畔沿いの部分のみを対象に薬剤を散布すれば実用上
十分な防除効果が得られると考えられます。

【農業技術センター病虫グループ】

イネ紋
も ん が れ び ょ う

枯病のほ場内での発生と減農薬防除

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7弾

「アグリミーティング2011 in 島根」
も同日・同じ会場で開催します
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