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去る１２月１０日（土）くにびきメッセ（松江市）において、“ゆうきでつながる、おいしい生活”をテーマに「第１回しまねオー
ガニックフェア－有機農業に触れて、味わってみよう!－」を開催しました。
小雪混じりのあいにくの天気でしたが３,６００名を超える方々に来場いただき、“見て、触れて、味わって”有機農業を

身近に感じていただきました。
展示・販売のコーナーには、県内で有機栽培等に取組む生産者や加工業者、NPO 法人など３８団体の皆様にご出
展いただき、米や野菜などの農作物から、お茶、ジャムといった加工品まで、さまざまな有機農産品が並べられ、各ブー
スでは、農産品を手にとって、有機農業について熱心に質問したりする来場者の姿も見られました。
また、オーガニックランチフェアのコーナーでは、５団体の皆様によるカレーや焼きそば、スイーツなどが販売され、素
材の良さを活かしたメニューをじっくりと味わい、食を通じて有機農業に触れていただきました。
この他にも、親子で学んでもらう「味覚教室」や農業や食、環境をテーマにした映画上映を行いました。
家族連れや消費者の方々が多く参加され、環境にやさしい農業への関心の高さが感じられました。出展された皆さんに

とっても、共通の目的意識をもって努力している仲間と出会え、また、実際に食べてもらう消費者の皆さんに直接触れ合
うことができたイベントとなったようです。

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。

（主催：島根県・JA島根中央会・JA全農しまね）

有機農業でつながる新たな一歩

「第１回しまねオーガニックフェア」を開催!!
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地元「松江農林高等学校吹奏楽部」の皆さんによる
「虹のメドレー」で開幕 !!

←グリーンコープの皆さんには、11月に県内 2カ所で開催された
生産者と消費者の交流会の報告にあわせ、野菜に関するクイ
ズ・ジャンケン大会で会場を盛り上げていただきました。

仁多米生産者のフォークデュオ「仁多まいず」のお二人→
美しいハーモニーとユーモアあふれるトーク満載のステージでした。

←山陰を中心にご活躍の
　「よしととひうた」のお二人による紙芝居ライブ。
子どもたちは手拍子をしながら一緒に歌を口ずさみ、
笑顔あふれるライブとなりました！

出展者からご提供いただいたこだわり商品の大抽選会。
プレゼンターを務める溝口知事→

←レストランラグーの吾郷オーナーシェフによる「味覚教室」。

ステージイベント

第 １ 回 し ま ね オ ー ガ ニ ッ ク フ ェ ア 　 開 催 報 告

お母さん、

これ何味かなぁ？



3

県内各地から 38 団体が出展 !!
「チョッと食べてみる？」、「美味しいですね。」
「どこで作っているんですか？」
「もう少し寒くなるともっと甘くなるよ。」
「他にどんな野菜を作っているんですか？」
「こんな風にして食べると美味しいよ！」等々。普段なかなか直接聞くことのない有機栽培の話や、食べ方、保存の仕方
など、各ブースで賑やかに言葉が交わされ、出展者と来場者、出展者同士の交流が図られたようです。

　農産物の販売だけでなく、農業や食に関する様々な展示、アンケートなども行われました。
作る立場、食べる立場、販売する立場、それぞれの目線で発信された「しまねの農業や食」
に関するPR。体験や試食、ステキな演出など創意工夫にあふれた各ブースでは、皆さん
活き活きと接客をしていらっしゃいました。

今回のフェアは、３４名のボランティアスタッフの皆さんのお陰で、事故なく無事に開催することが出来ました。ご協力いただい
たお一人 島根大学大学院　生物資源科学研究科修士課程１年の有

ありむね
宗 将

しょうた
太さん に感想をいただきましたのでご紹介します。

大学院で消費者の食意識や食行動（朝食欠食や偏食、不規則な食事など）の背景要因について研究していることから、
今回ボランティアスタッフとして参加させていただきました。
近年、若年層を中心に朝食欠食や偏食、不規則な食事といった食の乱れが問題となっていますが、最近では30 歳代か

ら50 歳代といった中年層についても食の乱れが深刻化しつつあることが厚生労働省の調査で明らかになっています。この
ように食の乱れが広がっている背景には消費者の食意識の低下が要因の一つとしてあると考えられます。
今回の「第 1 回　しまねオーガニックフェア」は消費者の有機農業に対しての理解の促進を

目的の一つとして開催されましたが、ステージイベントの最後に行われた「味覚教室」のように
親子で食についての理解を深められるような催しも行われ、消費者の食意識の向上という面でも
有効なイベントであったと思います。
しかし、このようなイベントに参加する人の多くはもともと有機農業や食についての関心が高い
方々だと思います。これは今回のオーガニックフェアの来場者についてもいえることではないかと感
じました。今後はそういった方々に加えて関心があまり高くない方々にも来場していただき、このオー
ガニックフェアが第 2 回、第 3 回と続いていってほしいと思いました。

県内で有機栽培された米と
小豆を使い、県東部に伝わる
「小豆雑煮」を味わってもら
いました。

有機食材の素材の
味そのものを知って
もらえるよう調理方
法など、工夫がなさ
れたメニューが並び
ました。

展示・販売ブース

まぁるいお餅出来るかな？

ボラン ティア スタッフの 皆 さん にご 協 力 をい た だきました

オーガニックランチフェア
「有機米」を

ペッタンコ
素材を活かしたランチメニュー

ステージ補助をする有宗さん

第 １ 回 し ま ね オ ー ガ ニ ッ ク フ ェ ア 　 開 催 報 告
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第 33 回みどりをまもる小学生作文コンクール（主催：JAしまね女性組織協議会）
島根県教育委員会教育長賞

有機農法で作るお米のすばらしさ
奥出雲町立高尾小学校６年　藤原寛章

有機農法で作るお米は最高の味です。でも、このお米
を作るのは大変な作業です。田起こしや代かき、田植え、
田車押し、草取り、そして稲刈り、はで干しなどをしないと
いけません。稲が乾くと稲こぎをします。トラクター等の機
械を使うこともあるけど、何といっても農薬等の化学肥料
を使わないことが有機農法の特徴です。この農法の良さ
は「自然循環型」で自然に優しいということです。
ぼくたちが収穫したお米の一部は高尾っ子祭りの午前
中に実施する「親子料理教室」で料理を作って食べま
す。自分たちが育てて作った仁多米だからおいしさも格別
です。
ただ食べるだけではありません。収穫したお米を精米し、
食味鑑定コンクールに出品しています。ぼくたちが栽培し
た仁多米は、平成二十年、二十一年、二十二年で三
年連続で特別優秀賞という賞を受賞しました。この受賞
を全校で祝いましたが、地域の方や他の小学校の先生
方にも喜んでもらったりほめてもらったりして自分たちの自
信にもつながりました。
こうした稲作体験活動を生かし、有機農法のよさを伝え
る劇を創ることにしました。松江の劇団の清原さんにも指
導をしてもらい、シナリオ作りから台詞を考えること、そし
て配役を決めることまで五、六年生が中心となって取り組
みました。そして完成したのが「大好きふるさと農業青年

ご意見やご感想を参考に今後の取組みの改善に反映させていきたと思います。
ご協力ありがとうございました。

とても気になるイベントで、 朝早くから参加

しました。 改めて食の大切さを感じました。

高いよりは安い方が良いけれど、 やはり

素材の良いものを選びたいと思いました。

雑煮は、 自然な味で美味しかったです。
今まで農業について触れる機会がなかったので、 こ

のイベントは良かったです。 また、 無農薬野菜を積

極的に購入しようと思います。

ここで買えるのは良かったけれど、 続けて買う

には現地へ行くぐらいしかないので普段欲し

くても買いづらいのが残念。 島根にこんなに

オーガニックの野菜があるとは思わなかった。

もっといろんな方法で広めるべきだと思う。

おしゃれなブースが沢山あり

すごく良かった。来年も来ます。

ステージイベントと映画上映の時間が

重なっていたため見られず残念でした。
杵でのおもちつきを体験したかったです。

「第１回しまねオーガニックフェア」ご参加いただいた皆さんの感想
～アンケート回収数 247 件～

の決意」です。
この劇は二十五年後の未来の農業を「有機農業の素
晴らしさ」をテーマにし高尾っ子祭りで発表しました。ぼく
はコピー食品を開発し一躍世界の脚光を浴びる発明家に
なった若手エリート社員の役をしました。いろいろな食品を
安くて大量に生産できるコピー食品が都会を中心に広まっ
ていく中、田舎の稲作はすべてコンピューターによる完全
管理された水耕栽培が主流になっています。この若手社
員のぼくは、今までに味わったことがないお米に出会った
のでした。それが有機農法によって栽培された高尾産仁
多米「高尾の夢」だったのです。
この劇を演じて、今まで食べていたお米のありがたさを
感じさせられるとともに、緑豊かな自然を大切にして美味し
いお米をいつまでも作ってほしいと思いました。こんなこと
を考えるようになったぼくは、学校の給食や家で食べる食
事の時に好き嫌いをしたり残したりしなくなっていました。
ぼくたちが演じた劇は町内に放送され、多くの方からた

くさんの感想を聞きました。中には、もう一度劇を演じて
ほしいとお願いされたこともありました。それだけ農業への
関心が高いということもわかったし、これからの農業につな
がっていく劇だったのかなあと思いました。
これからも有機農法ですばらしいお米を作っていきたい
です。

藤原さんおめでとうございました。なお、この演劇を撮影したＤＶＤは、オーガニックフェアの映画コーナーで上映させてもらいました。
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「有機農産物等の消費に関するアンケート」の結果を報告します！

消費者の立場で「環境を守る農業宣言」をしていただいた皆様を対象にしたアンケート調査（平成23年７月）の結
果を報告します。アンケートには 234 名の方に回答していただきました。ご協力いただきありがとうございました。

■『有機農業のイメージ』は、「安心・安全」、「味が

良い」といった食卓の農産物のイメージのほかに、「地

域資源の循環」、「手間がかかる」という食卓の向こ

う側の生産現場を思い浮かべたイメージもありました。

■『農産物を購入する時に注意すること』は、鮮度

に注意する方が全体の 34％で最も多かったですが、

19％の方は地元産かどうかにも関心があり、みなさん

の島根を思う気持ちが伝わってきます。

データ整理・分析担当：近江田優斉（島根大学 生物資源科学部 農業生産学科 生産技術管理学講座４年）

指 導 教 員：山岸　主門（島根大学 生物資源科学部 准教授・島根県『環境農業』推進協議会会長）

	■『自主的に援農（消費者等が農作業を手伝うことで

農家を応援する活動）を行っているか』は、15%の

方が月に１回以上行っていました。一方で64％の方は

「していない」と答えましたが、なかには「家庭菜園

で手一杯であり、援農をする余裕がない」という方も

あり、一概に農業とのかかわりが薄い方ばかりとは言

えないようです。

交流会に参加したことがある方は65%が身土不二

を理解していました。参加したことがない方の 49％よ

りも高いことから、交流会には食や環境に意識の高

い方が多く参加していることが見て取れます。身土不

二のような用語の意味や考え方の理解を促す学びの

場を作ることが交流会参加のきっかけになるのではな

いでしょうか。

次ページ（P6）に続きます。

■『農産物に付くマーク』では、有機 JASマークは

47％の方が「意味を理解している」と回答しました。

また、島根県エコロジー農産物のマークも同じくらい

の認知度でした。

有機JASマーク（左）と島根県エコロジー農産物のマーク（中・右）

■『食べ物の生産地と消費地に関連する３つの言葉』

について、どれくらい知っているかをうかがいました。

地産地消（地域で生産されたものをその地域で消費

すること）は、色々なところでよく使われていることもあっ

て96％の方がご存じでしたが、フードマイレージ（輸

入食料の総重量と輸送距離を乗じて数値化したもの）

では 34％、身土不二（土と身体の健康は密接で、

地域のものを食べることが健康的である）では55%

で、認知度はあまり高くありませんでした（図１）。

図１　言葉の認知度

■『生産者との交流会に参加したことがあるか』は、

12%の方が５回以上参加したことがある一方で、

62%の方は参加したことがありませんでした。

　ここで、『身土不二を理解しているか』と『交流会に

参加したことがあるか』を合わせてみてみます（図２）。

図２　身土不二の理解と交流会への参加の関係
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‘あすっこ’は約 10 年前に農業技術センターで「ブロッ
コリー」と「ビタミン菜」を交配して育成した野菜です。
新しい野菜なので施肥法が確立されておらず、親であるブ
ロッコリーに準じた方法で行われています。しかし、ブロッ
コリーは茎の先端につく蕾

つぼみ

の部分を一つ収穫するのに対し、
‘あすっこ’は摘

てき

芯
しん

（茎の先端を摘み取ること）後に次々
と出る花

か

茎
けい

の部分を収穫します。また、生育時期も異なる
ため、同じ施肥方法ではムダがあったり、時期によっては
不足したりすることも考えられます。
そこで‘あすっこ’が、どのくらいの肥料をいつ吸収す

るのかを調査しました。その結果、定植後１ヶ月くらいの
間は肥料をほとんど吸収しないことが明らかになりました。
従来は、水に溶けやすく作物の吸収が速い反面、雨によっ
て流失しやすい性質の肥料と、効果が緩やかに現れる肥
料の両方を定植前に施用していましたが、速効性の肥料
は必要ないと考えられます。また、摘心期頃に行う最初の
追肥は１ヶ月程度早めるのがよいことや、収穫期間を延ば

すことによって収量が
増えると肥料も多く必
要なので、まず目標
収量を決めて、それ
に見合った施肥を行
うのが重要であること
もわかりました。
このように、作物

が必要とする時期や
量に適合した施肥は、
収量面だけでなく環
境負荷の低減にも有
効です。

農業技術センター土壌環境グループ

（平成24年1月末日現在）

3,365件
消費者の方…… 2,704件
農業者の方……… 542件
企業・学校等… … 119件

編集後記
今年の冬は、低温や大雪等に見舞われ、農作

物への被害も報告されています。消費者にとっ

ても野菜の高騰など生活に直結する問題なの

ですが、高くても、あるいは安くても、「どうし

てこの値段なんだろうか？」と考える視点を大

切にしたいと思います。

○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。

発行・編集

島根県農林水産部農畜産振興課
（平成24年3月１日発行）

〒690-8501	松江市殿町１番地
TEL	0852-22-5129　FAX	0852-22-6036
E-mail　econousan@pref.shimane.lg.jp
U R L　http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/

宣言の状況

シリーズ 第12 弾

島根県育成野菜‘あすっこ’にみる
環境にやさしく合理的な施肥

『環境農業』研究トピック 県農業技術センター発

ビタミンＣが豊富でおいしい‘あすっこ’

‘あすっこ’の花茎（かけい）

交流会については、「生産者の方の負担にならない交流会
のあり方が何かを考えさせられます」という意見もあり、どのよ
うな交流会が生産者と消費者のどちらにとっても良いものにな
るかについて考えなければなりません。
交流会の一例として松江市西長江町の「ほたる舞」の取

り組みを紹介します。ここではエコファーマーである長江米エコ
栽培グループが農薬、化学肥料にできるだけ頼らないでお米を
生産しています。消費者との交流を図るため、一部の水田は
田植えから収穫までを消費者と一緒に行います。イベントの企
画や運営は活動に賛同する民間団体が担当していて、生産
者の負担を軽くしています。イベントには蛍狩りや生きもの調
査等の農作業以外のものもあり、小さい子どもからお年寄りま
での幅広い年代の方が楽しめる交流会になっています。

西長江町の交流会の様子（田植え）

（前ページからの続き）


