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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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平成23年3月

第 号12

『環境農業』大賞受賞者の皆様

生物多様性と『環境農業』
　～多様な生きものを育み、豊かな文化、地域、

環境づくりを目指す農業を見つめる～
報告：平成22年度『環境農業シンポジウム』を開催!!

（主催：島根県・ＪＡ中央会・ＪＡ全農しまね）

今回の紙面

　第４回「環境農業シンポジウム」を１月22日㈯にくにびきメッセ（松江市）において、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」が、地域の生態系を守り多様な生きものを育む重要な役割を果た
すことをテーマに、350名の来場者を迎え講演や活動発表を行いました。
　冒頭、松尾副知事から、まず大雪の被害にあわれた方々へのお見舞いと速やかな復旧に向けての県としての支援を表明され
るとともに、今回のシンポジウムが参加された皆様にとって今後の活動への糧や誇りに繋がり、そして、「島根らしい『環境農業』
の取組みが一層進展することを祈念する。」と挨拶がありました。
　講演は、NPO法人田んぼの岩渕成紀先生と佐渡市の渡辺竜五先生から、生物多様性を育む農業生産の意義や実践活動につ
いてお話しいただきました。
　プログラムの後半では会場の皆さんから講師の方々への質問を頂き、「農業や食を通して環境を守る」取組みについてより
深く掘り下げた話を聞くことが出来ました。限られた時間ではありましたが、生産者の方や消費者の皆さんとともに、今後の
『環境農業』のあり方についてじっくりと考える機会となりました。

しまね『環境農業』大賞　表彰式
　シンポジウムでは、「しまね『環境農業』大賞」受賞者への表彰
を行いました。
　受賞された活動の中からシンポジウムのテーマに沿った活動をし
ていらっしゃる長江米エコ栽培グループの皆さんには、活動発表を
していただきました。（※受賞者の皆さんの活動はＰ４、活動発表はＰ３で紹介）

講　　演
　お二人の講師をお招きし、NPO法人田んぼ理事長 岩渕成紀さんか
ら農業と生物多様性の深い関わりについてのお話を、佐渡市役所生物
多様性推進室長 渡辺竜五さんからは、トキの野生復帰を目指す佐渡
で生物多様性を活かした朱鷺米（ときまい）のブランド化に取組んで
いらっしゃるお話をしていただきました。（※Ｐ２で紹介）



■農業は生命（いのち）の産業
　生きることと食べることの意義について、ヘビがカエルを飲み込む迫力ある映像を流し、
「私たちもこのヘビと同じように生命（いのち）を頂いて生きている。そして、その基は
農業にあり、農業は生命の産業であることを忘れてはならない。」と力強く話され、講演
がスタートした。
■経済優先と農業のあるべき姿
　昨年10月に名古屋で開催された生物多様性会議（COP10）では、あと750年で地球
上の生命が絶滅する危機的状況であるにもかかわらず、議題の大半は生物の保護ではなく
経済の話であった。日本の水稲栽培は、燃料や肥料、機械類などの投入エネルギーと玄米
収量換算による算出エネルギーで見た場合、その経済的効果は1955年がピークであっ
た。この時代にこそ農業の本来あるべき姿があったと話された。
■水田農業における生物多様性保全の具体的な取組み
　NPO法人田んぼでは、「田んぼの生きものを育む宣言」と「田んぼの生きもの認承」を提案し取組んでいる。生産者、消費
者、企業が参加する「宣言」は、島根の「環境を守る宣言」とも同じ趣旨。生きもの認承は、生きものを育む農法等160の
うち50項目の取組み、田んぼの生物種5,668種のうち70種以上の生息、土壌微生物多様性・活性値70以上というような数
値目標を定めて取組む仕組み。全国に環境負荷軽減の農法が広がることにより土の微生物多様性・活性値が向上した。土は、
生きものの食べる行為を通じて、つまりは生きものの体を通ることで、多様な微生物が生息することにつながり、良い土がで
き、持続可能な農業が実践できる。
■豊かな生態系を育む田んぼや農業を次世代へ
　最後に、バイオリン曲「シンドラーのリスト」を流しながら、「田んぼの生物種リスト5,668種の全てを一つ残らず残して
いきたい。」と岩渕氏は訴える。また、農業が育む風景やその価値を子どもたちに残すためにも、多くの生き物が生息すると
いうことが示す安全・安心について考えながら農業が向かうべき「懐かしい未来へ」繋げていこうと提案頂いた。

■佐渡の朱鷺保護の歴史
　佐渡の朱鷺は、昭和初期200羽余り生息していたが、昭和30年以降、急速に減少。餌
の確保にアメリカザリガニを放した時もあったが、今考えると外来種を野生に入れる間
違った方法だった。その後も朱鷺の保護だけの補助制度や島外の人が中心となる活動が多
く、島全体が盛り上がるという雰囲気にならなかった。
■「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度が出来るまで
　一方、農業では、米が売れ残り、生産調整が強化され、米価が下落、耕作放棄地は増加
しこのままでは佐渡の農業が持たないという事態にあった。そこで「朱鷺保護の成功」と
「佐渡農業の再生」の両面を、環境保全型農業と組み合わせ「朱鷺と暮らす郷づくり」認
証制度を創設した。農家へは、「みんなで佐渡を良くしませんか。」と提案し、「低コスト
化と大規模化では、佐渡の農業は生き残れない。」と呼びかけた。当初、農家の反応は厳しく「えさ場づくりとブランド化の
つながりが理解できない。」、「これで米が売れるのか。」といった声が多かった。しかし、「いくら農薬や化学肥料を減らしても、
朱鷺がいなければ佐渡米は消費者には相手にされない。」「朱鷺が、安全・安心を証明する。」呼びかけ続けた。
■現在、そしてこれから
　認証制度は、米代金の一部が朱鷺募金への寄付となる。消費者へは「食べることで野生復帰に参加できます！」と徹底的に訴えた。
取組み3年目の現在、年間500万円程度の基金が寄せられる。朱鷺米が首都圏の大手スーパーに並び “環境を守ることで経済が良

くなる”としメディアで取り上げられた。認証の朱鷺米が売れ始めると“佐渡の米”全体の需要が高くなった。
昨年度からは、朱鷺米を学校給食に導入。農家が環境を守る米づくりや食についての授業も行う。
　今、改めて、朱鷺も人も安心して暮らせる環境をつくり、子どもたちが「佐渡っていいよね。」「米づく
りはいいよね。」と感じてくれるようにしたいと話す。
　一つのお米づくりから日本の農業環境を変えるつもりで、島根とは出雲市での朱鷺の分散飼育を縁に一
緒に取組んでいきましょうと会場に呼びかけて頂いた。

「農と生物多様性」

「朱
と き

鷺と暮らす郷　生物多様性保全と佐渡米のブランド化」

講演 ～生物多様性と 『環境農業』 ～

NPO法人田んぼ理事長　岩渕　成紀 氏

佐渡市農林水産課生物多様性推進室室長　渡辺　竜五 氏
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　10年程前、ホタルの生息が少なくなったのをきっかけに、地域で川掃除を始めた。そ
の効果もあってか、一目で1,000匹のホタルが見られる風景を取り戻すことができた。
　最近の農業は、兼業農家が大半で休みの日に農作業を行う。人があまり田んぼに入らず、
農薬や肥料、機械を使う米づくりがあたり前になってきた。スーパーでは旬に関係なく野
菜が並び、それもあたり前になっている。こうしたあたり前を、本当にこれでいいのかと
考えることが大切でないだろうか。
　公開型の米づくりを始めて４年目。消費者の皆さんと田んぼに入り、泥まみれになって土
のにおいを嗅ぐ。稲１株、１株を植え、一日、一日、稲が成長するのを見守る。参加される

方には、様々な体験をしてもらいたいと願い続けている。
　こうした取組みを通じて、自分を取り巻く環境やたく
さんの生命に眼を向けてそれらと一緒に生きていくこと
が、人間が人間として生きながらえていくうえで大切であると感じている。
　昨年度、グループ全員がエコファーマーとなり農薬や化学肥料に出来るだけ頼らない農業
の取組みを更に進めている。今後も、女性グループ「エコフレッシュ」とともに、こうした
心を大切にしながら活動を続けてたいと思っている。
　交流会を共同企画されている「田舎の森の休暇小屋」の皆さんが作成された田植や稲刈り、
長江の豊かな田園風景のスライドが流れる中、お話しいただいた。

～生命育む米づくり　ほたるの里が輝くとき～

「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」

長江米エコ栽培グループ　大井川敏巳 氏

活動発表より

　吉賀町柿木村で「有機農業の郷づくり」に30年以上取組まれ、
消費者と顔の見える関係を大切に育てながら自給的な生活を実現で
きる地域づくりに取組まれているNPO法人ゆうきびと 福原圧史会
長の司会で進めていただきました。

　Ｑ１：土を使わない植物工場は、安心・安全を謳って進められている
がこれで本当に良いのだろうか。

　Ａ１：生命はもともと菌が進化したものであり、菌と共生することが命そのものである。いい土には色々な生物や菌が存在する。水
耕栽培では十大栄養素は確保できても微量要素の栄養素が欠落し免疫が崩れる。菌と共生してこそ、生産性も確立すると考え
る（岩渕氏）。

　福原氏からは、経済性だけでは見えてこない、本当の農業はどうあるべきか暮らし方も含め見直しが必要だと加えられた。
　Ｑ２：長江米エコ栽培グループの具体的な米の販売について教えてほしい。
　Ａ２：完全無農薬栽培20㌃は、消費者参加型で栽培し、㌔単価700円で販売。大半が予約済みになる。エコファーマーで取組む7.5

㌶の品種はきぬむすめで、市内の米穀店に買い取ってもらっている。（大井川氏）

　Ｑ３：「ふゆみずたんぼ」の取組みが、減少してきたのはどうしてだろうか。
　Ａ３：効率的に大型農業機械を使うため、日本の稲作は、冬の田に水を張らず乾燥させるようになった。その結果、土中の菌がいな

くなり、大量の化学肥料が必要となる負のスパイラルに入っている。（岩渕氏）

　Ｑ４：水田農業は地球温暖化に寄与しているのだろうか。
　Ａ４：佐渡市では、生物多様性農業を行うことでCO2が減るのか、あるいは減らすにはどうすればいいのか現在調査している段階。

（渡辺氏）
　　　　水田はメタンガスが発生し地球温暖化につながると言うが、その一方で、珪藻など光合成微生物が多く存在しトータルで見る

と森林に匹敵する温暖化防止力があると言われている。（岩渕氏）

　コーディネーターの福原氏は、意見交換全体を通じて消費者との交流の重要性を話し、環境への負荷軽減のリスク分担を生
産者と消費者が一緒にやっていくという共通認識を深めていくためにも、こうしたシンポジウムに多くの消費者の方が参加す
るようになることを望むとして締めくくられた。

質疑応答より
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知事賞

優秀賞

優秀賞

審査員特別賞

リサイクル堆肥で
耕作放棄地再生にチャレンジ
松浦造園グループ（松江市大庭町）

リヤカーを引き、野菜とともに
農家の思い届けます

山陰やさい家族（松江市学園）

昔ながらの農法で
消費者と共に育む「長江ほたる舞

まい

」
長江米エコ栽培グループ（松江市西長江町）

奥出雲から
エコロジーキャベツを届けよう
三井野原出荷組合（仁多郡奥出雲町）

○剪定くず等を再利用したたい肥を製造して環境保全型
農業を応援。

○エコロジー農産物（茶・柿）の栽培で空山地区の農地
を再生。農林高校等からのインターンシップを受け入
れ、交流にも取組む。

○エコロジー農産物を中心にこだわりの県産品のPRと
販売拡大に取組む。

○生産者と消費者の橋渡しを大切に、島根の農家を応援。
定期的に生産者を訪ね栽培コストをきちんと評価した
仕入れに取組む。

○木質堆肥を活用した土づくりと農薬・化学肥料を使わ
ない「環境を守る米づくり」。
○田植から草取り、稲刈り、収穫祭まで年間を通じた交
流会を消費者と一緒に取組み、昔ながらの米づくりを
伝える。

○地域ぐるみで「環境にやさしい農業」に挑戦し受け継
いだ開拓農地を守る。
○産地ツアーを開催しファン拡大に取組む。減農薬・減
化学肥料での栽培がきわめて難しいキャベツで工夫を
重ね生産技術を確立。

平成22年度
しまね『環境農業』大賞　受賞者
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〔回答者：佐渡市農林水産課生物多様性推進室　渡辺 竜五 氏〕

講演② 「朱
と き

鷺と暮らす郷　生物多様性保全と佐渡米のブランド化」

■冬期湛水
　（11月～２月まで水深５㎝程度の湛水状態を維持）

■ビオトープ（水路で水田と繋がる生きものを育む団地）

質問・要望に対するお答え ～当日、アンケートで寄せられた質問について回答します。～

ＪＡでは、どのような取組みや関わりをしておられるのか。（松江市、60代、慣行農業）

　朱鷺と暮らす郷づくり推進協議会を設立し、佐渡市、佐渡農協、羽茂農協（佐渡市内には２農協あります。）、新潟県、農業
委員会、農家、NPO等が一緒になって取組んでいます。このお米は少量の米ブランドではなく、地域全体の佐渡トキブラン
ド米として計画したことから大量に販売できるＪＡの参画は絶対要件でもありました。
　現在、ＪＡは佐渡市生物多様性推進室に２名の職員を派遣するなど、ワンフロア化も進んでおり、販売戦略、イベント開催
等、共同で取組んでいます。

冬水田んぼは荒起しはやらないのですか？どうしてですか。（松江市、60代、慣行農業）

　佐渡市が規定する「生きものを育む農法」に秋の耕起要件はありません。秋の
耕起は、稲わらを田んぼにすき込み、有機質肥料として循環させることを目的と
して、佐渡では７～８割程度の水田で実施されています。生物多様性の観点から
すると、稲株の下がカエルの隠れ場所となるようで、耕起はしないほうがよさそ
うです。（トキは稲株のある田んぼを好むようです）。
　ご質問は不耕起栽培と冬水田んぼをイメージされているのかもしれませんが、
佐渡では不耕起栽培はほぼ無くなりました。無農薬の除草対策が上手くいかな
かったためです。無農薬栽培では、秋に代かき、水を張り冬から田植えまで水を
張り続ける、いわゆる「秋代冬水田んぼ」が実施されています。この方法は、水
を張り続けること、田んぼにあまり入らないこと（春の耕起をしない）により除
草効果は高いようです。

トキを守るためる林業は何か取組みをしていますか。（松江市、50代、関係者）

　佐渡市では企業と連携による「トキの森事業」を実施し、間伐などを行っています。トキの棲める森と二酸化炭素の削減に
有効であることから、少しずつではありますが、拡大しています。また、放棄された竹林が広がり、広葉樹林に影響があるこ
とから、竹を使ったペレットの開発なども行われております。しかし、森の再生は非常にコストがかかることから抜本的な対
策とはなっていないのも現状であり、苦慮しているところです。

耕作放棄地への対策はどのようにしておられますか。（安来市、60代、有機農業）

　難しい問題です。条件不利地が耕作放棄地になるのが現状です。現在、佐渡
市ではビオトープとしての活用対策を実施していますが、本質的にはこれ以上
発生させない対策が有効であると考えています。
　生産調整の強化から転作をし、耕作放棄地につながることが多いことから、
販売戦略を立て、佐渡米全体を売り切るというトキ米の仕組みを策定しました。
売れることから生産調整が緩和され、所得の確保から担い手が育ちます。再生
産可能な農業の育成こそ耕作放棄地対策と考えています。

農家に理解してもらうというのは一番難しいと思うが、その有効な手法を教えていただきたい。（益田市、20代、関係者）

　正直な話、有効な対策はたくさんあるし、ほとんど無いとも言えると思います。今回のトキ米の経験では、時期がタイムリー
だったこと、販売面での効果が早く現れたこと、メディア等に露出し、自信を持てたことなどがあると思います。一番大事な
ことは農家が何を求めているか。行政として明確な目標は何かなど、農家、行政、農協の共通の目標が立てることができた場
合は、驚くべき効果になるのかも知れません。佐渡米の販売不振から元気をなくしていた佐渡では、米のブランド化と環境再
生という農家の役割が浸透し、ブランド化に向けて共通の目標が立てられたような気がします。

私の地域は仁多米の生産地でブランド米を目指しています。これから地域をあげて取組もうとしている農家への助言をお
願いします。（奥出雲町、70代以上、消費者）

　お米を作ること、それは食料として人を守り、田んぼの生きものを守り、農作業は風景を守ります。食べることは生きるこ
とですが、農業を支えることでもあります。おいしさ、安心は当然ですし、突き詰めると全国で大差が無くなります。でも農
家と消費者が作ること、食べることにより思いが繋がることは究極のブランドだと思います。
　農業の大切さを農家自身が理解し、消費者に伝えること、お米を作る風景を伝えること、そしてファンになってもらうこと。
一緒にがんばりませんか。
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除草機にチェーン・ブラシ除草
器具を取り付けた除草作業
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○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】 
　今年度は、消費者の方々のお話を聞く機会に恵まれまし
た。今、まさに、農業や食、暮らしのあり方に関して皆さ
んの関心は非常に高く、その将来を考えた場合に「人のつ
ながり」と「環境にやさしい農業」がキーワードとなって
いるんだなぁ～と思いました。

●消費者の方 2,569件
●農業者の方 482件
●企業・学校等 115件

宣言の状況

3,166件
（平成23年１月末日現在）

　農業技術センターでは３年前から「除草剤を使わない米づくり」を目指し、機械除草や深水管理、３葉苗移植などを組み合
わせた除草技術の確立に取り組んでいます。この方法で、最も問題になる雑草はコナギです。他の多くの雑草は田面水を深く
保つことにより発生を抑えることができますが、コナギは深水に強いため残ってしまいます。また普通の除草機では水稲の株
元部分の除草が万全ではありません。
　そこで、市販のチェーンとコートブラシを用いて自作した器具を水田用除草機に取り付け、株元部分の除草を補完する方法
を開発しました。この方法では、稲の欠株が少し増えるもののコナギが減り、米の収量は多くなりました。引き続き、水稲生
育への影響などを検討し実用化を目指す予定です。なお、この方法は除草機の正規の使用法ではありませんので、ご活用にあ
たっては作業・移動時の安全確保や、除草機本体に悪影響がないよう充分にご注意いただき、実施者の責任においてお願いし
ます。詳しくは島根県農業技術センター作物グループ（TEL 0853-22-6946）までお問い合わせください。

【農業技術センター作物グループ】

除草剤を使わない米づくり技術　コナギ編

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8弾

除草機＋チェーン・ブラシ除草器具

■７月上旬の状況（稲の株元のコナギが減少、欠株等の悪影響は見られない。）

除草機のみ

　環境保全型農業コンクール（主催：全国環境保全型農業推進会議）は、有機農業をはじめとする環境保全型農業の確
立を目指して意欲的に経営や技術の改善に取組み、農村環境の保全活動を通じて地域社会の発展等に貢献している団体
を表彰するものです。
　昨年度、しまね『環境農業』大賞　生産部門賞を受賞された「畑ほし柿生産組合」の皆さまが、この度、優秀賞（全
国農業協同組合中央会会長賞）を受賞されましたのでご報告いたします。　
　同組合は、東出雲町上意東畑地区で昭和10年代から西条柿のほし柿生産に取り組んでおられます。
　組合では、以前から除草剤を一切使用していませんでした。平成19年には、全組合員がエコファーマーとなり、化
学肥料、農薬の使用量を基準の３割以上抑え環境に配慮した栽培に地域ぐるみで取り組んでいらっしゃいます。また、
柿園のみならず、周辺の山林や水源地、道路などの環境保全も行っておられます。
　ほし柿の生産・加工は、「安全・安心」をモットーに自然乾燥を基本としたきめ細やかな管理を行い、消費者の信頼
を得ることを心掛けています。また、地元の小・中学生の体験学習や消費者との交流も積極的に行っていらっしゃいます。
　この度の受賞が、組合員の皆さまが一丸となり地域をあげて取組んでこられた活動の更なる発展につながりますとと
もに、上意東畑地区の豊かで美しい自然に溶け込んだ「柿小屋」の風景が、次世代へ引き継がれる契機の一つとなりま
すことを期待しております。

第16回環境保全型農業推進コンクール優秀賞（全国農業協同組合中央会長賞）受賞!!

畑ほし柿生産組合（八束郡東出雲町）
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