
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。

　今年も、田んぼでは稲穂がたわわに実り、収穫の季節を迎
えています。
　米づくりは、昔から労力のかかる大変な作業ですが、昭和
20年代後半から田植機などの機械化が進み、農薬や化学肥
料が発明され生産量も安定してきました。特に、除草剤の登
場により除草にかかる労働時間は、10ａ当たり30時間余り
から現在では0.5時間程度と大幅に短縮しました。これらの
ことにより、米づくりにかかる時間やコストが軽減され、規
模拡大や兼業化が可能となりました。ところが、農薬や化学
肥料に頼りすぎる米づくりが自然環境に負荷を与えることが
分かり、これらを少しでも減らして米づくりをすることの必
要性が認識され始めました。
　県では、環境にやさしい農業を進めてきましたが、手間が
多くかかるため農家の負担が大きい割に、販売価格に反映さ
れにくいことから、簡単に栽培面積を拡大できない状況にあ
りました。そこで、平成19年度より「キラリと光る島根の『環
境農業』対策事業」を始めることとしました。ちなみに『環
境農業』とは、環境に配慮した農法が経済的に成り立つ農業
のことです。
　この中で、環境にやさしい米づくりの象徴として「除草剤
を使わない米づくり」の実践を掲げ、平成19年度は農業技
術センターを中心に除草機の活用を核とした技術を確立し、
今年から県内９ヶ所で実証用の田んぼを設置して全県的な取
り組みを展開してきました。これらの田んぼの水稲も、農家
の方々の努力により一般の田んぼに負けないくらいに実って
きました。

　実証用の田んぼは、各地で除草剤を使わない米づくりの展示
や研修に活用され、多くの農家に関心を持って見ていただくこ
とができました。地域によっては、地域ぐるみの取り組みに発
展し、消費者との交流などが計画されています。ほとんどの田
んぼで良好な除草結果を得ることができたので、結果を取りま
とめ、より一層の技術の確立に努めていきたいと思います。
　県では、除草機等の購入や技術習得および生産された米の
販路拡大などへの支援により「除草剤を使わない米づくり」
を推進しています。また、環境を守りながら農業に取り組む
生産者とその生産者を農産物の購入や田植や草取りなどの援
農で支える一般県民を「環境を守る農業宣言」という県民運
動でつなぎ『環境農業』の実現に努めていきたいと思います。

【農畜産振興課　農産グループリーダー　山本】

除草剤を使わない米づくり
研修会開催報告
１．田んぼの生き物調査会
２．有機農業チャレンジスクールin美郷町
３．おいしい島根米振興大会
４．「いのち育む有機農業」研修会
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「除草剤を使わない米づくり」の推進に向けて

昔ながらの米づくりが
再現され、消費者との
交流の場ともなった実
証ほ

除草作業中の
乗用型の除草機



　６月18日、大田市大代町飯谷で大田地方農林業振興協議会主催による「田
んぼの生き物調査」を開催し、生産者や関係者、約38名が参加しました。
　講師に三瓶自然観サヒメルの皆木主任研究員を招き、生き物の名前、生き物
がいる意義などの説明があり、実際に入門的な調査を行いました。
　また、農畜産振興課　松崎主任から、「田んぼが存在することで、多くの生
き物が暮らすことが可能になる。多くの生き物がいることで、自然循環に対す
る効果が大きくなる。豊かな自然環境を証明する道具として「田んぼの生き物
ガイド」を利用して欲しい」と説明がありました。
　当日は、サンショウウオの幼生、イトトンボのヤゴ、トノサマガエル、マツ
モムシなど多くの生き物が見つかり、自然の豊かさを実感しました。

【西部農振大田支所　松本】

　７月10日、大社文化プレイスで、俳優で農業コンサルタントの永島敏行さんを
お迎えし、約550名参加のもと、「おいしい島根米振興大会」が開催されました。
　永島さんは、ある東北の農家との交流によって、農業の大変さ、おもしろさ、
豊かさを実感したといいます。現在では、忙しい仕事の合間を縫ってご自分の
農地を耕し、季節毎に、「青空市場」という市場を「東京国際フォーラム」で
開催するなど、農家を応援する活動を行っておられます。講演では生産者が消
費者の様々な繋がりの持ち方を提案されました。
　最後には、大会スローガン「良質米生産や環境を守る米づくりの基本となる
「土づくり」を進めよう」などが読み上げられ、盛況のうちに閉会しました。

【農畜産振興課　秦】

　県では今年度から新たに、農業者が有機農業に容易に従事できるようにするための有機農業技術等連続講座を実施することとしました。民間団体との協働活動の一環として、公募で選定した「ＮＰＯ法人島根有機農業協会」に運営を委託し、「有機農業チャレンジスクール」の開講となりました。　スクールには〈入門編：全５回〉と〈中級編：全３回〉があり、〈入門編〉では有機農業初心者や家庭菜園の方を対象に基礎的な知識を学び、〈中級編〉では有機農業実践者の方を対象にステップアップを図るための技術を学びます。　７月５日に美郷町山村開発センターで、開講式と〈入門編〉第１回講座を開催しました。約70名の受講生が出席し、㈱ぐり～んは～と元木営業部長による有機栽培の基本についての講座に熱心に耳を傾けていました。	
【農畜産振興課　石原】

　「いのち育む有機農業」関西
地区現地研修会（NPO法人民

間稲作研究所主催、島根県後援
）が７月19日、20日に島根

県農業技術センターほかで開催
され、県内外から有機稲作に

取り組む農業者など約40名の
参加がありました。

　今回の研修会では島根県が進
める「除草剤を使わないコメ

づくり」をテーマに１日目は島
根県での取組概況の報告、出

雲市内の実証圃の視察、２日目
は各地からの取組事例報告や

パネルディスカッションなどが
行われました。取組事例報告

では江津市桜江町㈲反田組の実
践、滋賀県高島市のいきもの

ゆりかご水田の取組み、兵庫県
豊岡市のコウノトリ育む農法

について取組経過や成果と課題
などが発表されました。参加

者は熱心に研修するとともに栽
培技術などの情報交換や交流

が図られました。	 【農畜産振興課　山崎】

新たな『農村環境を測る基準』、
田んぼの生き物調査会

“農業から学べ　農業から発信”～農業がこれからの世の中を変えていく～
　　俳優　永島敏行さんが講演

有機農業チャレンジスクールin美郷町が開講！

「いのち育む有機農業」関西地区現地研修会について

研修会報告

６～７月には、各地で

「生き物調査会」が開催されました
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　宍道湖グリーンパークでは「ハクチョウの採食場」として、地元地権者
の皆さまのご協力をいただいている田んぼで、無農薬の餅米づくりを行い
ながら、田んぼの一年を感じることができる取り組みを行っています。
　春には田植えを体験します。今年は５月18日に実施し、親子づれや地
元の方約30名に参加いただきました。今まで一度も田んぼに入ったこと
のない子供達も入ってしまうとすぐに慣れ、次第に田植えからどろんこ遊
びが始まりました。
　６～７月にかけて生き物が豊富な時期には、カエルなど水生生物や植物
の観察会を行います。８月にはわらを使ってかかしを作り、田んぼに立て
ました。お正月には、できた餅米を紅白餅にして来館者へ配布しています。
季節ごとに、様々な角度から田んぼを見る体験を企画しています。

　私たちは高津川をはじめ、宍道湖や多くの自然環境が残されている島根
県で環境にやさしい農業の維持、普及、発展を目的に７年前から研究を行っ
てきました。
　学校農場から多量に廃棄される有機廃棄物に着目し、これらをバイオマ
スとしてとらえ、農業分野に利用する試みを行いました。また、籾殻の有効
性についても、バイオマスとしての価値が高いことも検証しました。現在で
は、作製した有機肥料や籾殻くん炭は地域にも浸透し、文化祭などでも好
評をいただいています。その土壌で作製した野菜苗を４月末に毎年販売し
ていますが、１万鉢以上の苗が２時間弱で完売するほどの人気ぶりです。

　多伎町で無農薬・無化学肥料のイチジク栽培に挑戦しています。
　観光イチジク農園を行い、訪れてくださった方々に、農園で穫れ
たてのイチジクを味わっていただいています。
　草取りやその他の農作業は、本当に大変ですが、「おいしい」「是
非また来たい」と言ってくださる方の笑顔を見ると、またがんばろ
うという気持ちになります。

田んぼの一年感じる活動

〈宍道湖グリーンパーク（ホシザキグリーン財団）〉

籾殻くん炭の作物への影響について、現在研究中！！〈益田翔陽高校のみなさん〉

　去る６月24日、NPO法人「農と自然の研究所」の宇根豊氏を招き、「田ん
ぼの生き物調査研修会」を開催しました。研修会には生産者や関係者など約
40名が参加、「百姓仕事」の意味について理解を深めました。「田んぼの生き
物は、百姓が育んでいる身近な自然の一部であり宝物。」という宇根先生の言
葉に、参加者は大いに共感していました。
　続いて現地ほ場において、参加者による生き物調査が行われ、31種の生き
物が確認でき、改めて弥栄村の生き物の豊かさを確認することができました。	
	 【西部農振　陶山】

みんなで実践しようを合言葉に「田んぼの生き物研修会」〈やさかブランド米産地協議会〉

宣言者の
ページ

伊藤農園　伊藤　一男さん（出雲市多伎町）

当日の記録や生き物・草花
観察表など、盛りだくさん
の「田んぼノート」

害　　 虫 ：４種（イメミズゾウムシ、イネツトムシ等）
益　　 虫 ：11種（オタマジャクシ、アメンボ、クモ等）
ただの虫 ：16種（ヒル、イモリ、ドジョウ、チビゲンゴロウ、マツモムシ等）

生き物
調査結果

私たちも

宣言

しました
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	柿木村有機野菜組合（18名）は、昭和63年頃から生活協同組合連合
会グリーンコープ連合との契約栽培を始め、現在６品目の取り引きをし
ています。グリーンコープでは生産者と消費者の交流会を積極的に行っ
ており、今年も７月27日に、ひろしまの組合員との交流会を開催し、
消費者の方30名が参加されました。当日はピーマン・ししとうの栽培
圃場と“日本の棚田百選”の「大井谷棚田」の見学を行いました。その
後昼食を囲んでの交流会となり、バーベキューを楽しみました。参加者
からは「とても良い交流会だった。」「ピーマンの甘さにビックリした。」
といった声が聞かれました。
　町内では野菜組合の他にも、柿木村有機米研究会（31個人・２法人）
もグリーンコープの生産者となっています。	 【吉賀町　三浦】

「ピーマンの甘さにビックリ！」

グリーンコープひろしまとの交流会を開催  柿木村有機野菜組合

　農業生産法人㈲アースサポートでは、グループ会社のアースサポート
㈱で生ごみをリサイクルして製造した液体肥料を用いて、農作物の栽培
を行い、その農作物を生ごみの排出事業者であるスーパーなどに販売す
るといった全循環型システムを構築しています。この液体肥料を使用す
ることにより、農薬を使用せず環境にやさしい農業や地産地消に取り組
んでいます。また、同じように液体肥料により農作物の栽培を行ってい
ただける農家さんと「自然を愛する生産者の会」を立ち上げ、勉強会な
どの交流を図ったり、栽培した農作物のブランド化に取り組んでいます。
　現在約50件の会員農家さんがおられますが、環境にやさしい農業の推
進のため、会員数を増やし、更なるネットワークの拡大を目指しています。

　私たちは、無施肥、無農薬で米・野菜を生産する生産者と、そ
の活動を流通・消費で支える会員で構成されているグループです。
　除草剤や農薬を一切使わず、愛情と思いやりで自然野菜を
作っています。野菜は毎週出荷します。会員が交代で仕分け

作業を手伝うので、生産者との交流が信頼関係の基になって
います。
　活動10周年を迎え、益々楽しく、互いに感謝し合って邁
進していきたいと思います。

環境にやさしい農業や地産地消の取り組み　〈農業生産法人㈲アースサポート〉

生産・流通・消費の輪　〈秀明自然農法　松江グループ〉

MOA自然農法おおち普及会現地視察研修
　水田と家庭菜園の現地見学を町民、行政関係者を対象に８月５日に実施しま
した。当日は25名が参加し、圃場を視察した後、野菜やお米の試食をしました。
「無農薬栽培に疑問を持っていたが、実際に見て参考になった」などの声もあ
りました。

MOA自然農法講演会を開催
　８月17日、NPO法人MOA自然農法文化事業団木嶋利男理事を迎え、フロー
ラいずもにて「MOA自然農法講演会」を開催し、140名の参加がありました。
　木嶋先生は、有機農業推進法などの社会の動き、食糧自給率の向上とともに
地産地消が大切であること、また植物の特性を生かした作物管理の方法等につ
いて話されました。参加者の方々からは、「農作物の生命の素晴らしさに感動
した」などの声があがっていました。

ＭＯＡ自然農法のみなさんの活動

お近くの農家さんとの交流会や

農作業体験に、是非参加してみてください。
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【県からのお知らせ】

　県では、本県の『環境農業』推進において、幅広い立場からの意見を反映するために、
「島根県『環境農業』推進協議会」を設置し、学識経験者や生産者、流通業者、消費者、
公募委員等の15名に委員を委嘱しています。
　７月15日に今年度第１回協議会を開催し、「食を考える雲南地域加工品研究大会」
へ参加、ＪＡ雲南の産直市「たんびにきて家」と出雲市内の有機JAS認定ほ場の現
地視察を行い『環境農業』に対する共通理解を深めた後、出雲合同庁舎で「しまね『環
境農業』大賞」の募集等について協議いただきました。	 【農畜産振興課　石原】

平成20年度第１回『環境農業』協議会を開催しました

　８月２日、松江市内においてフードコーディネーター田中敦子氏の料理教室「クラ
スＡ」に奥出雲キャベツ生産者の代表２名と松江市圏内の消費者４名が集い、交流料
理教室を開催しました。
　奥出雲キャベツのために考えられた４つの料理レシピが披露され、料理を賞味しな
がらの自由な意見交換で交流を深めました。
　消費者の方からは、「島根県エコロジー農産物マークを知らなかった」「キャベツに加
熱向けと生食向けがあることを知らなかった」「地元キャベツの購入がCO2削減に貢献
するフードマイレージの考え方を初めて知った」など話され、生産者も消費者の方と直
接話すことができ、それぞれに収穫のある会になりました。	【東部農振雲南事務所　三上】

料理教室を開催しました
（環境農業を支援する流通販売対策事業）

　７月３～４日に福島県農業総合センターで開催された、NPO法人有機農業技術会
議主催による有機農業セミナーに参加しました。
　最初に、有機農業技術会議の西村和雄代表から「有機農業とは何か」という問題提起が
行われ、続いて有機のがっこう土佐自然塾の山下一穂氏、堆肥・育土研究所の橋本力男氏
から有機農業技術の具体的な取り組み事例、土づくりの方法などについて講義があったほ
か、福島県における事例発表や、参加者による意見交換会があり、盛り沢山の内容でした。
　10月７～８日には西日本で初となる、第５回セミナーが島根県浜田市で開催され
ます（詳細は今後のイベント・研修掲示板を御覧ください）。	 【農畜産振興課　石原】

有機農業セミナーに行ってきました

　中山間地域研究センターでは、近年の有機農業に対する関心の高まりを受け、水稲
や大豆、並びに県振興野菜13品目について研究に取り組んでいます。
　有機農業では、化成肥料や化学農薬はもちろん、除草剤などを使うことができない
ため、堆肥などの有機質肥料を主体とした土づくりや、病害虫、雑草への対策を確立
し、高品質で安定した収量を得る栽培技術が求められています。
　そこで、品目ごとの栽培上の問題点を明らかにし、その成果を基に有機農業マニュ
アルを作成することとしています。
　また、中山間地域には竹などに代表される低利用な木質資源が豊富にあることから、
様々な活用方法について検討を行い、中山間地域における安全・安心な食料生産と、
人と環境にやさしい環境保全型農業の実現に向けた技術開発を進めます。
	 【中山間地域研究センター　資源環境グループ】

有機農業研究の取り組みについて
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農業技術センターフェア

●日　時／平成20年10月４日㈯	９時30分～15時　　
●場　所／島根県農業技術センター（出雲市芦渡町2440）
●内　容／“キラリと光る”環境農業をテーマに、環境農業技

術の紹介や農産物・加工品の販売を行います。
田んぼの生き物観察や花の寄せ植えの体験イベ
ントもあります。

▼問い合わせ先／農業技術センター
	 　　　TEL：0853-22-6788

有機農業大学講座 in 島根・浜田
（NPO法人有機農業技術会議　第５回公開セミナー）

●日　時／平成20年10月７日㈫	10時（受付９時30分～）
	 　　　　　　～８日㈬	15時30分　
●場　所／島根県立大学（浜田キャンパス）交流センターコンベンションホール
●内　容／講演・講座：佐藤忠吉	氏（木次乳業相談役）、
	 　　　　　西村和雄	氏（有機農業技術会議）ほか、
	 事例発表：吉賀町・㈲佐々木農場、
	 現地視察：いわみ地方有機野菜の会　等
▼問い合わせ先／農畜産振興課　有機農業Ｇ
	 　　　TEL：0852-22-6477　FAX：0852-22-6036

くにびきまるごと農林水産祭「ござっ祭」

●日　時／平成20年10月26日㈰	9時～16時
●場　所／松江総合運動公園（松江市上乃木10丁目４番１号）
●内　容／新鮮で豊富な野菜や加工品等を生産者が直接販

売します。ステージでの芸能・お楽しみイベン
ト、農林水産業の体験ゾーン等あります。

▼問い合わせ先／ JAくにびき　総合企画室
	 　　　TEL：0852-55-3011

除草剤を使わない米づくり研修会（予定）

●日　時／平成20年10月23日㈭	13時30分～16時
●場　所／島根県立男女共同参画センターあすてらす（JR大田市駅西隣）
●内　容／講演（民間稲作研究所稲葉理事長）、事例発表など
▼問い合わせ先／島根県農畜産振興課農産グループ
	 　　　TEL：0852-22-5129

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.0852-22-3477
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】	

　収穫の秋になり、農産物を扱ったイベントが各
地で予定されています。穫れたての農産物を味わ
いながら、生産者の方と直接お話できる貴重な機
会だと思います。ぜひお出かけしてみてください。

（H.Y.）

●消費者の方 1,114件
●農業者の方 106件
●企業・学校等 46件

宣言の状況

1,266件
（平成20年８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。

環境にやさしい農業

Ｑ＆Ａ
●今、なぜ『環境にやさしい農業』なの？●
　農業は、自然と調和して発展してきた産業です。しかし最近では、肥料が周辺の河川に流亡するなど、農薬や化学肥料が環
境に影響を与えていることも、指摘されています。そのため、栽培工程を工夫したり、地域にある有機資源を活用することで、
環境に負荷をかけない農法が、各地で進められてきています。

●「環境にやさしい農業」とは？
　“土づくり等を通して化学肥料や化学農薬の使用を出来る限り少なくした、自然と調和
した農業”のことです。（「環境保全型農業推進の考え方（農林水産省）」より）

●環境にやさしい農業の取り組み状況は？
　県内では、農産物販売農家が29,349戸あるうちで「環境にやさしい農業」に取り組むエコファーマーが約５％の1,576名、
有機JAS認定農家が0.2％の59戸と、占める割合は小さいです。今後広げていくために、消費者の皆さまの応援が力になり
ます。（JAS認定農家：農林水産省平成19年３月、エコファーマー：平成20年３月、販売農家：農林業センサス平成17年）

　８月18日、東部農林振興センター中海干拓営農部において、
畦立て同時施肥機の実演会を開催しました。
　畦立て同時施肥機とは、畦をつくる畦成型機に施肥機能がつ
いたもので、肥料を根のそばに施肥できるため、肥料の削減が
期待できます。
　中海干拓営農部では、この機械と緩効性肥料を組み合わせ、
肥料を３割削減した試験を実施しています。【農畜産振興課　原】

肥料３割削減！
畦立て同時施肥機
の実演会を開催し
ました
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