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12月22日（土）に松江市のくにびきメッセにおいて、“ゆうき
4 4 4

がつくる子どもたちの未来”をテーマに、「第
２回しまねオーガニックフェア」を開催しました。あいにくの肌寒い雨模様の天候ではありましたが、約2,000
名のご来場をいただき、県内の有機農業について、知って、見て、触れてもらう機会を提供することができました。
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事業者、ＮＰＯ法人など39団体の皆様

に出展いただき、米や野菜などの農産物から漬け物、お茶などの加工品
まで、さまざまな有機農産品等が販売されました。各出展者とも趣向を凝
らしたブースを設置し、販売だけにとどまらず、資料や農産物を手に取り
ながら来場者と会話を交わし親交を深めました。
また、オーガニックカフェでは、７団体の皆様によるカレーやおでん、
焼き菓子など素材を活かしたメニューが提供され、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「有機農業」を伝えることに主眼を置いた「有機農業が分
かる座談会」などのイベント、農業・食・環境をテーマとした映画上映を
行いました。
フェアの運営では大学生を中心に多くのボランティアスタッフの皆さん
に支えていただきました。
小さなお子様連れのご家族や女性の来場者が多く、有機農業への関心

の高さを改めて感じました。出展された皆様にとっても、同じ思いを持つ
者同士の交流を深める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。

―有機農業に触れて、味わってみよう―
「第2回しまねオーガニックフェア」を開催!!



第 2 回 し ま ね オ ー ガ ニ ッ ク フ ェ ア  開 催 報 告

2

第1回に引き続き、県立松江農林高等学校吹奏
楽部の皆さんの華やかな演奏で幕を開けました。
クリスマスソングや世代を越えたアイドルメド

レー等、こころ暖まる楽曲を演奏していただきま
した。

ご来場の皆さんに「有機農業」を知ってもらうため、有機
農業を実践している生産者の方による「座談会」を行いまし
た。また、家庭で簡単に取り組める、ペットボトルを利用
した「有機やさい栽培講座」やダンボールを使用した「コンポ
スト教室」も行い、ご来場の皆さんに参加をいただきました。

有機農業に取組む想いを
歌で伝えました。

有機栽培のそば粉を使用したそば打ち&有機栽培のもち米を使用した餅つき体験や出展者の方
から商品の提供をいただいた大抽選会、よしととひうたさんによる紙芝居ライブ、参加型ブースで
の工作体験などでお楽しみいただきました。

ステージ・フロアイベント
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県内各地から 39 団体・事業者が出展 !!
お米や野菜の農産物から漬け物、お茶、豆腐などの加工品、そして
乳製品に至るまで、試食品等でその味を味わってもらいながら栽培や
加工にまつわる会話をご来場の皆さんと交わし、親交を深めました。

素材を活かしたメニュー
各出展者の皆さんには、そ
れぞれ豊富なメニュー提案を
行っていただきました。
ご来場の皆さんには、素材
を活かした“味”をご賞味い
ただきました。

「第２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225件～ご意見やご感想は今後の取組みに反映したいと思います。

多くの皆様にご協力をいただきありがとうございました。

展示・販売ブース

オーガニックランチカフェ

場前からとても盛り上がっ
ておりびっくりしました。有

機農業への理解や興味から環
境を守ることに興味を持つことは
大切だと思います。

開

機農法という言葉はよく耳にします
が、 実際にどんなものかよく知らな

かったので、知るよい機会になりました。こ
れからも続けて欲しいです。

有 子が吹奏楽の演奏に出演するので来場しま
した。生産者の方々との対話は目からうろこ

が落ちる話で、何時間も滞在しました。

息

餅つき体験のイ
ベントにもれてしま

い、とても残念でした。

おのようなイベントは、もっとマスコミ等
で広めて多くの人々に参加してもらえ

るようにしてください。

こ

年は学校へのチラシ
配布がなかったです

ので、松江市内の学校には
案内をしてほしいです。

今 が昨年に引き続きボ
ランティアをさせてい

ただきました。生産者のみ
なさんの努力を感じました。

孫
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平成 24 年 12月、有機栽培生産者及び団体、消費者、そ
の間を取り持つ流通・販売関係者並びに自治体等関係機関・団
体による「しまね有機の郷ネットワーク」がスタートしました。
このネットワークは、以下の３項目を目的に活動します。

①点在している有機農業の取組を広域的な取組につ
なげます。

②県内有機農産物の生産・販売・消費の拡大につな
げます。

③会員間の情報共有を図り、横の連携をつくります。
趣旨に賛同いただければ、どなたでも会員になることができます

ので、是非、ご加入ください。
会員になるための加入申込書は県ＨＰからダウンロードできます。

「しまね有機の郷ネットワーク」がスタートしました

成の必要性を感じるお話でした。
高橋理事長からは、「金子さんの有機農業の取組と
消費者がもつ農業に対する認識のズレを修正しながら、
地域と結びつける活動を行った」「今後は里山の保全
やＩＴ企業とのコーディネートなどに取り組みたい」「自分
たちができることを自分たちの手によって行ってきた」な
ど、有機農業を地域に普及してこられた活動をお話し
いただきました。
今後もシンポジウム等を開催し、島根県内における
有機農業が面的に広がっていくよう努めていきます。

２月７日（木）に出雲市の朱鷺会館において、有機
農業に対する理解と関心を深めるとともに有機農業の
情報共有を進めるネットワーク体制を構築する目的で、
県外で先駆的に有機農業に取り組んでいる地域の実
践者を招いて、「平成２４年度しまね有機の郷推進シン
ポジウム」を開催しました。
講師には、埼玉県比企郡小川町で４２年前から有機
農業に取り組まれている全国有機農業推進協議会の
金子美登理事長、その活動を町ぐるみへの活動に発
展させたNPO 法人生活工房つばさ・游の高橋優子
理事長をお招きしました。
また、県内からは安来市と松江市の仲間とともに有
機農業に取り組む島根おやさい本舗の岸川勉会長から
事例発表を行っていただきました。
金子理事長からは、「村の中で一人有機農業を始め

て、30 年かけて信用を築き、地域のリーダーに認めら
れ、一緒に有機農業を行うようになった」「地域の食
品加工事業者だけではなく、リフォーム会社から全量お
米を購入したいと言われ、地域が有機農業を支えてくれ
ていると思う」などとお話されました。また、1979 年か
ら住み込みで研修生を受入れ、既に120 名以上が巣
立っていった取組も紹介され、改めて人材・後継者育

平成24年度 しまね有機の郷推進シンポジウムを開催

金子氏（左側）と高橋氏

流通・販
売関係者

消費者

関係機
関・団体
など

有機栽培
生産者と
その団体

① 広域的な取組
② 生産・販売
・消費の拡大

③ 情報の共有③

しまね有機の郷ネットワーク

※加入者数：１４５個人・団体
　（平成 25年２月８日現在）

お申込・お問い合わせ先　島根県農畜産振興課有機農業グループ
TEL 0852-22-6477　FAX 0852-22-6036
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象として、３日間で１４，８００名の来場がありました。
島根県からは、有機ＪＡＳ認証事業者７団体が、自
社の自慢の農産物や加工品の試飲・試食を行い、販
路拡大に向けた商談を実施しました。出展された方々か
らは、『有機に特化した展示会だったので、来場者の
関心が高く効率的な商談ができた』、『販路拡大のきっ
かけとなった』等の感想をいただきました。
県としても、県内の有機ＪＡＳ認証事業者２５団体を

マッピングしたチラシを配布するなどして、県下全域で
様々に展開されている「しまねの有機農業」を広くＰＲ
することができました。
多くのブースの中、県として農産物を出展したのは島

根県だけであり、連続３回目の出展で、徐々
に県の有機農業推進の取組みや認知度
が向上していることを感じました。
次回ＥＸＰＯにも「島根県パビリオン」と

して、一体感のある出展をしていく予定で
す。
※ビオファとは、ドイツ語で「オーガニック専門」と
　いう意味です。

平成24年11月21日（水）～23日（金・祝）に、東京
ビッグサイト（東京都江東区）で開催された第１２回ビ
オファ※ジャパン・オーガニックＥＸＰＯ（主催：ニュルン
ベルクメッセ）に、「島根県パビリオン」を出展しました。
このイベントは、有機認証を取得したオーガニック製
品やナチュラルケア製品に特化した日本で唯一のオー
ガニック専門展示会で、農畜産品や加工品などの食
料品から衣料品、化粧品まで多種多様なオーガニック
製品が出展されます。専門家の間で、日本のオーガニッ
ク製品市場は高い成長率が見込まれており、今回は、
世界１3ヶ国から２１２社が出展しました。初日、２日目
は主に流通・販売関係者、３日目は一般消費者を対

第１２回 ビオファジャパン・オーガニックＥＸＰＯに
「島根県パビリオン」を出展しました

2012年11月18日、雲南市加茂町文化ホールラ
メール前の芝生広場で「うんなん収穫祭」を開催し
ました。雲南市近郊の畑で有機栽培若しくは自然栽
培により育てられた野菜がたくさん収穫できたことに感
謝し、その喜びと美味しさを皆さんと分かち合い、また
環境にやさしい農業とは何かを深く追求するため、ＭＯ
Ａ自然農法雲南普及会とNPO 法人日本エコビレッジ
研究会、うんなんナチュラルべじまーと運営委員会の
3 者が協同し企画しました。
こだわり野菜やその野菜を使った加工食品、環境
に配慮された生活雑貨品等を販売するとともに、朝
ヨガや講演会（題：雲南市のこれからの農業）、三
味線の演奏会や花いけ体験等の特別企画も行いまし
た。そして、あったか汁や自家製天然酵母パンをプレ

うんなん初！地球とからだにやさしい収穫祭を開催しました

ゼントし、来場された皆さんと共に楽しい一時を過ごし
ました。
今年の秋には「第 2 回うんなん収穫祭」を開催し、
島根県域の環境にやさしい農業の更なる推進、地球
とからだに優しい暮らしの提案を行いたいと思います。

うんなん収穫祭実行委員　内田アキ胡（雲南市）

「しまねの有機農業」をＰＲ 島根県パビリオン
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（平成25年1月末日現在）

3,581件
消費者の方…… 2,889件
農業者の方……… 568件
企業・学校等… … 124件

編集後記
　本文でも紹介していますが、農産物の
生産や販売だけにとらわれない有機農業
に関するネットワークが動き出します。
　県内の有機農業に関する情報が行き来
するネットワークになるように努めます
ので、有機農業に関心・興味のある方は、
是非ご加入ください。

○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25年３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

今年度第2回目のセミナーです。有機栽培によるお米の販売やマーケティングに関する内容で開催します。

と　き●平成 25 年３月 22 日（金）
ところ●島根県民会館 303 会議室（松江市殿町158）
内　容●講演「農産物の付加価値と販路」　株式会社自由人　代表取締役　岩佐十良氏
　　　　　事例報告　ほか
※参加には申込が必要になります。

シリーズ 第 16 弾 『環境農業』研究トピック 県農業技術センター発

県農業技術センターでは、本年度から有機農業推
進のための重点研究プロジェクトを立ち上げ、野菜の
「有機栽培支援技術の確立・普及」をめざした取組
みを進めています。
本年度は県内の有機栽培の実態や栽培上の課題

を把握するため、農家へのアンケート調査や現地調
査を行っています。現地調査では、これまでに３法人
１５農家におじゃまし、数多くの有益な情報を得ること
ができました。
中でもハウスでの「太陽熱土壌消毒」が思ってい

た以上に実施されていたこと、土づくりのための有機
物として「落ち葉」が活用されていたことなどは大変
参考になりました。「落ち葉」の利用は収集の手間は

かかりますが、安価で持続的な入手が可能で、しかも
豊富に存在する地域資源の活用につながります。
このほか、緑肥作物の栽培・すき込み、ぼかし肥料
の作製・施用など、多くの事例を見せていただきまし
た。これらの技術・技能は有機農業を実践されている
方々だけでなく、慣行農法でも広く活用できるものです。
土壌の種類、作型等への適用性や効果を検証し、モ
デル技術を組み立てる参考にしたいと考えています。
当センターにおいても野菜の有機栽培実証を行って

います。是非お立ち寄りください。
担当　農業技術センター技術普及部 農業環境グループ
　　　TEL ０８５３-２２-６９７３
　　　E-mail:nougi ＠ pref.shimane.lg.jp

有機農業の輪を拡げましょう！

太陽熱消毒中のハウス 落ち葉の堆肥化 生育良好な緑肥作物

～野菜の有機栽培等の
現地調査から～

平成24年度 第2回水稲有機栽培技術交流セミナー

お問い合わせ先●島根県農畜産振興課有機農業グループ
　　　　　　　　TEL 0852-22-5109

行 事 予 定


