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島根県では、平成19年度から全国に先駆けて「除
草剤を使わない米づくり」等の、環境を守る米づく
りを推進しています。この取組の面的な拡大をめざ
して、平成 23年度に島根県水稲有機栽培技術推進
ネットワークを設置し、会員同士の情報交換や技術
研鑽を進めています。
この取組の一環として、８月24日に島根県農業
技術センターにおいて、平成 24年度「第１回水稲
有機栽培技術交流セミナー」を開催しました。今回
のセミナーでは、先進的に水稲有機栽培を実践する
宮城県の石井稔さんと、水稲の有機栽培を研究する
（独）農業・食品産業技術総合研究機構中央農業総
合研究センターの三浦重典上席研究員を講師に招い
て、有機栽培の米づくりにおける栽培技術のポイン
トについてご講演をいただきました。
石井さんは、浅く耕すことによって、ガスが発生

することがなく根が健康になることや、土の中の雑
草の種子が表層に出てきにくいことなどを話されま
した。また、最も重要なこととして、愛情を持って
毎日田んぼを観察し、本気になって栽培に取り組む
ことなどをお話されました。
一方、三浦上席研究員は、はじめて有機栽培の米

づくりをされた人が、「100点ではないけれど、60点

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。

の米づくり」がで
きるように、研究
に取り組んでいる
お話をされました。
田植え後に水を深
く管理したり、田
んぼと畑を交互に
輪作することで雑

草の発生を抑制できることなど、分かりやすく解説さ
れ、「子どもが喜んで食べる農産物を生産して、若者
たちが魅力を持って取り組める農業を目指す」と力強
く語られました。最後の総合討議では時間が足りなく
なるほどの質疑が交わされ、皆さんの熱意のこもった
質問や意見に、講師の皆さんも一つ一つ丁寧に答えら
れました。
次回のセミナーでは、有機米の販売方法や、流通

についてもテーマの１つに加え、今年度中に第２回目
を開催する予定としています。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

石井さんと三浦上席研究員

セミナーの様子

平成24年度

第１回水稲有機栽培技術
交流セミナーを開催
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「冬季湛水不耕起移植栽培」は、今年度より吉賀
町柿木村を中心に始まった有機農法です。この農法
は化成肥料や農薬を使用せず、田んぼを耕すこともな
く、稲の生命力と地力、微生物の力だけで水稲を作
るというものです。
この地域で始まったばかりの不耕起農法に挑戦する

「高津川流域圏不耕起農法研究会」は田んぼの１枚
（５a）を“みんなの不耕起田んぼ”とし、都会の人
にも田舎の良さ、農業の良さを体験してもらう取り組み
も行っています。
これまでの“みんなの不耕起田んぼ”の活動は、

邑智郡邑南町「道の駅瑞穗」に隣接する「産直市み
ずほ」は、「安全・安心の担保できる産直市」をめざし
ています。今年３月から月２回の産直塾を開催しています。
産直塾の前半は、土づくりや、エコファーマー、消費
者の買い物行動などについての講義を中心に研修しまし
た。後半には、塾生から希望の多かったコンパニオンプ
ランツによるエコ栽培について学び、出荷する生産者に
も産直市を訪れる消費者にもＰＲできるように、直売所
に近い場所に展示圃場を設置しています。
この研修を受けて、17 名の生産者が
エコファーマーの認定を受け、11月中旬
からエコロジー農産物推奨マークシールを
貼ったニンジン、小松菜などを販売してい
ます。販売に際しては、エコロジー農産物
コーナーを設けました。

高津川流域圏不耕起農法研究会
挑戦スタート!! 冬季湛水不耕起移植栽培

環境にやさしい農業の実践のために  ～産直市みずほの取組～

生産者は、「農薬は使ってないけんなあ。」「この野
菜は美味しいけー。」との思いを持ち、また、エコファー
マーとなってエコロジー農産物のシールを貼り、新たに
設けたエコロジー農産物コーナーで他の商品と区別して
販売することで消費者にＰＲできるとあってはりきってい
ます。今後も、商品に対する信頼性の向上につながる
よう出荷者の意識啓発に取り組んでいきます。

産直市みずほ

消費者を招いての５月の田植え、９月の稲刈りです。
どちらも作業は手で行いました。不耕起の田んぼは生
き物がいっぱいで、参加者の小学生は田んぼを泳ぐ
オタマジャクシや稲から稲に跳び回るバッタも珍しいら
しく、作業そっちのけで大はしゃぎしていました。
作業の後には地元の食材を使った昼食も振る舞わ

れ、空腹の参加者は農作業の醍醐味を味わったこと
でしょう。
不耕起農法研究会は不耕起農法への挑戦のかた

わら、このような交流活動も続けていく方針です。
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エコから有機・自然と共生する有機農業推進事業を実施

弥栄町では、自然豊かな農村環境を守り続けるため、
平成 23 年度から有機農業推進事業に取り組んでいま
す。初年度は、まず「有機農業とはどのようなものか」
有機農業の意義や地域に果たす役割などを理解しても
らうため、吉賀町への視察や、～「なぜ、いま有機
農業なのか？」を考える～をテーマに４回の市民普及講
座を開催すると共に、既に有機農業に取り組んでいる
農業者向けに技術講座２回を開催しました。本年度は、
東日本大震災以降の消費者意識の変化や、食糧自
給率の長期低迷、様々な産地偽装事件、ファーストフー

浜田市弥栄支所産業課
ド嗜好など昨今の食糧事情の変化により、食と農を取
り巻く環境が危機的であることを踏まえて、自然農法
による自給畑での野菜づくり、安全で安心な食づくり、
健康な食は健全な心身を育む源であることを理念とし、
更に、自然を汚さない循環農業を目指すことを目的に取
り組みを展開しています。　
５月からＭＯＡ自然農法文化事業団の土

ど い

居勝
かつ

栄
しげ

自然
農法普及員を講師に招き、座学講座と「やさか有機
農業実地圃場」での実地講習を行う～「やさか有機
の学校」～を以下のとおり開催しています。

土壌中の様子を観察実地圃場

回数 開催日 内　　　容

第 1 回  5月19日（土） 座学：有機栽培の土づくり
実地：「肥料の溝施用」、「夏野菜の定植」

第 2 回  6月　9日（土）
座学：病害虫の発生の 3 要素、自然農薬づくり
実地：「トマトの芽かき」、「ニンジン播種」、「大豆の定植」、「キュウリのネッ

ト設置」

第 3 回 7月21日（土） 座学：ボカシ肥料の使い方、ボカシづくり
実地：「ナスの切り戻し」、「小豆の播種」

第 4 回 8月25日（土） 座学：秋の作付計画の立て方、野菜の生理生態
実地：「土壌分析」

第 5 回 9月　8日（土） 座学：ビデオ鑑賞「生きている土」
実地：「秋野菜の種まき（カブ、大根、玉ねぎ）」

第 6 回 9月22日（土） 実地：「秋野菜の種まき・定植（ホウレンソウ、キャベツ、白菜、サニーレタス、
チンゲン菜）」

第 7 回 10月20日（土） 座学：根の役割と葉の役割
実地：「土の断面調査、根張り調査」、「土壌分析」、「小豆の収穫」

第 8 回 10月27日（土） ＭＯＡ福富瑞泉郷視察・福富普及会との意見交換会（広島県東広島町福富）

第 9 回 11月24日（土） 座学：落葉を利用した土づくり
実地：「落葉堆肥づくり」

第 10 回 12月19日（水） 座学：世界の食卓Ｑ＆Ａまたは野菜トランプ
実地：「ジャガイモ収穫」

第 11 回 1月26日（土） 講座：ＭＯＡ理事木嶋氏講演会
第 12 回 2月　9日（土） 座学：春の作付計画の立て方今年度の振り返り・検証
第 13 回 3月未定 実地：「夏野菜の播種」（予定）
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林大学校有機農業専攻の学生と加藤さんが懇談しま
した。また、「オーガニック・コンサート」で来県された
10月には、雲南市大東町を訪れ、山王寺本郷棚田
実行委員会の皆さんとの交流も行っています。そして、
これらの様子が加藤さんのブログで紹介されています。
今後も、県内の有機農業者等と加藤さんの交流を
進め、島根の有機農業をＰＲしていただこうと考えてい
ます。
　【加藤登紀子さんの公式ブログ】 
　　http://ameblo.jp/tokiko-kato/

【県農畜産振興課有機農業グループ】

島根県には、豊かで清涼
な自然が残り、先駆的に有
機農業に取り組んでこられた
農業者がおられます。このよ
うな特徴をいかして、県では、
有機農業の取組をさらに広
げたいと考えています。
こうした中、有機農業へ
の関心が深く、自らも有機
農業に関する活動を行ってお
られる県外の著名人を「しまね有機農業大使」に委
嘱し、県が行う有機農業推進活動へのご協力をいただ
く仕組みをもうけました。そして今回、歌手の加藤登紀
子さんに「大使」への就任を依頼し、承諾していただ
きました。
加藤さんは、コンサートで自然とのふれあいや命を育

む力の大切さを伝えるとともに、千葉県で夫と開墾した
「鴨川自然王国」で有機農業も営んでおられます。ま
た、島根県を何度も訪れられており、島根の〝自然〟〝歴
史〟〝人〟に魅力を感じておられます。
大使への就任をお願いした９月14日には、県立農

歌手の加藤登紀子さんが
「しまね有機農業大使」に就任されました

ついて出題し、パ
ネルを見ることによ
り回答できる形で
理解を深めました。
「環境を守る農業宣言」では、「環境にやさしい農業」
に取り組むことよって、島根県の豊かな自然や美しい
環境を守ることができることを説明し、意識の醸成を図
る運動として宣言を募集していることを伝えました。
多くの方に宣言を提出いただき、環境にやさしい農
業への理解を深めることができたと感じられたイベント出
展となりました。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

島根県は、10月7日（日）に松江市のくにびきメッ
セで開催された「2012コープフェスティバル」（主催：
生活協同組合しまね）に参加し、来場者の皆さんに「環
境にやさしい農業の推進」に関する取組を紹介して、
理解促進を図りました。
当日は、「環境にやさしい農業の取組」や「エコファー

マー」そして「島根県エコロジー農産物推奨制度」が
わかるパネル展示、環境農業に関するクイズの実施、
環境を守る農業宣言の募集などを行いました。
ご来場の皆さんへのクイズでは「エコロジー農産物
推奨マーク」や「有機ＪＡＳマーク」、島根県の取組に

「環境にやさしい農業の推進」
　に関する取組を紹介しました

クイズに挑戦中

農林大学校での懇談 山王寺での交流
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水稲の有機栽培で最も問題となるのが雑草対策で
す。現在、生えた雑草を取り除く除草法を主体に研
究していますが、最も効率的な方法は土の中にある雑
草種子を発芽させない、あるいは大きくさせないように
管理することです。

田植え頃に田の表面に「トロトロ層」と呼ばれる
極めて柔らかく、有機物に富む土の層（写真）が形
成された水田では、土中にコナギ、イヌホタルイ、ノ
ビエなどの種があっても、ほとんど発芽しないといっ
た現象が日本各地で確認されています。県内でも冬
の間、田に水を溜めておく「冬水田んぼ」の中に、

この様な土壌が形成された例がありました。この水田
の土壌を調べたところ、前年に大発生した雑草の種
子のほとんどが、翌年は発芽に適さない下層に沈積
しており、このため雑草の発生が抑制されたと考えら
れます。

今後、トロトロ層の形成過程や種子が下層に沈ん
だ原因などを調べ、有機栽培農家が除草作業から解
放されるような水田にする方法を明らかにしたいと考え
ています。

【農業技術センター　作物グループ】
　　　TEL 0853-22-6719

雑草が生えにくい土はどうやってできる？

「トロトロ層」と呼ばれる土壌 コナギが大発生した水田（H23.9） 冬期湛水後トロトロ層が形成された水田（H24.8）

に行くとよい。」
と助言されまし
た。
２日目には、
山梨県内の実
践圃場を視察
しました。 露
地畑の葉菜類
栽培でしたが、
管理が徹底され、高品質な野菜が生産されていました。
このように他県においても、有機農業の推進を強く進
める動きが見られます。このつどいに参加し、島根県
においても、一層、有機農業の推進を図らなければな
らないと改めて感じました。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

去る10月17日、18日に山梨県で開催された「や
まなし発　有機の郷推進交流大会　有機・自然共生
農業を考えるつどい」に参加し、全国から集まった第
一線で有機農業を実践する生産者の方々から講演や
体験談を伺うとともに、実践圃場の視察を行いました。
「奇跡のリンゴ」で有名な青森県でリンゴを有機栽
培している木村秋則さんは、「失敗の繰り返しで今日に
至った。」「環境を守る自然栽培により、そして、多様
な生物や小動物のはたらきによって土ができ、リンゴを
実らす。」と話されました。また、埼玉県で毎年 10 名
程度の研修生を受入れ、地域の企業や消費者と提携
した有機農業を実践している金子美登さんは、参加者
からの有機農業での担い手に関する質問に対し「有
機農業は土づくりが１／３、生産が１／３、販売が１／
３であり、これから有機農業をはじめようとする人は、ア
ドバイスがもらえる信頼できる先輩農業者がいるところ

やまなし発「有機・自然共生農業を考えるつどい」
に参加しました
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（平成24年10月末日現在）

3,547件
消費者の方 … 2,861件
農業者の方 …… 563件
企業・学校等 … 123件

編集後記
　めっきり朝晩の冷え込みが増し、冬を
感じる今日この頃ですが 12 月 22 日に
は第 2 回しまねオーガニックフェアを
開催します！関係者一同、出演者の方々
とも一緒になって良いイベントとしたい
と思っています。是非、お誘い合わせの
うえ会場にお越しください。

○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12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
U R L　http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/

宣言の状況

など、試行錯
誤を重ねなが
ら取り組んで
いる様子を伺
うことができま
した。この視
察会は、今後
の事業の実施
だけではなく、
本県の有機農業を推進していく上でも大変貴重な機
会となりました。
本県では、来年度までこの事業を継続し、有機農業

に取り組む生産者や、それを支える取組を支援していく
予定としています。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

島根県では平成 23 年度から、地域や関係者の創
意工夫を凝らした有機農業への取組に対して支援する
「みんなでつくる有機の郷事業」を創設し、昨年度は
23 事業者、また今年度は10月末現在、17 事業者
が事業の承認を受けて、取組を実施しています。
この程、今後の事業実施の参考とするための現地
視察会を開催し、事業の外部審査委員と事業担当者
の 12 名が参加しました。視察会では、事業を実施し
ている（または昨年度実施した）３名の事業者の取組
について、事業の内容、取り組んできた品目や栽培方
法、また販売等について、それぞれの圃場等でお話を
伺いました。
３名の事業者からは、有機農業に対して真面目に
向き合う中で、消費者に有機農産物の良さをどう伝え
るか、より良いものを作っていくにはどうすればよいか

現在「島根県有機農業推進計画」（平成20年３月策定）の改正作業を行っており、パブリックコ
メント（12月３日から１月３日）を実施しています。
新たな計画では、今後の島根県の有機農業の推進について、「豊かな自然環境や地域農業を次世代

に引き継ぐ取組」及び「経済活動として展開され面的拡大が図られる取組の推進」を車の両輪として
進めるとともに、「ＵＩターンの受入をはじめ、担い手の育成による島根農業の活性化と定住に寄与
する取組」を県民一体となって推進するという方向を打ち出しています。
この計画（案）は、農畜産振興課、県政情報センター、各県政情報コーナーでご覧いただけます。
また、下記のホームページからダウンロードすることもできます。
http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/
計画案についてご意見等があれば、農畜産振興課までお寄せください。

みんなでつくる有機の郷事業
現地視察会を開催しました

視察の様子

「島根県有機農業推進計画」を改正します
告知コーナー


