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島根県では、豊かな自然や立地条件に立脚し、持
続可能な農業生産・農村生活を将来にわたって実現
することを目指し、平成20年３月に島根県有機農業
推進計画を策定し、有機農業の推進に取り組んでき
ました。
このたび、より一層の有機農業の推進を図るため、
平成２5年３月に島根県有機農業推進計画の改定を行
いました。
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ターンの受入を始め、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こととしています。

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。

島根県有機農業推進計画を改定しました

具体的な取組事項としては、①既存技術の実証や
重点研究プロジェクトの取組等による技術の向上・確
立や共同利用機械の整備等の支援などによる生産取
組の推進、②県立農林大学校を拠点にした新たな担
い手の育成、就農給付金制度や「半農半Ｘ」での就
農支援策などを有効活用した新規就農の支援、③有
機農産物等のカタログ作成、県内商談会の開催及び
全国商談会への出展や、ネットワーク構築による販売
提携の促進等の取組、④島根の有機農業の認知度向
上のための情報発信、食農教育の視点からの生産者
と子どもたちとの交流、生産環境を生産者と消費者が
一緒になって守るという意識の醸成を図るための取組
等による有機農業への理解の促進、⑤生産から消費
まで、有機農業の推進に取り組む関係者がそれぞれ
の立場や考え方を尊重しながら連携を図るためのネッ
トワークの構築等に取り組むこととしています。
島根県ではこの計画により有機農業を県の農業・
農村活性化施策の柱の一つに位置付け、特徴ある農
業生産を進め、自然と風土を活かした有機農業による
地域づくりをめざします。	
きらりの読者の皆様には、島根県有機農業推進計画
への御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。

http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/seisan/kankyo_suishin/ecoyuki/index/
【県農畜産振興課有機農業グループ】
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弊社は、緑深い高冷地の環境を活かし安全、安心
な農産物の生産と環境にも優しい農業、環境保全型
農業に取り組んでいます。野菜の栽培では、有機物
による土づくりを行い、栽培期間中は化学肥料や化
学農薬は使用しないで栽培しています。水稲はエコロ
ジー推奨農産物（５割減）での栽培です。
緑深い山間地のためコスト削減には限界があり、手

間と愛情をたっぷり注いだ農産物が、これからも消費
者の皆さんと私たち生産者を結ぶ懸橋になってくれれ
ば嬉しいです。
そんな思いから3月30日開通した高速自動車道尾道
松江線の雲南吉田インターチエンジ付近にオープンし
た道の駅たたらば壱番地に「出雲そばレストラン　む

有限会社 木村有機農園
道の駅 たたらば壱番地に産直市開店
～地域の活性化にも繋げたい～

らげ」と産直市「よってごしな菜」を開店しました。
レストランでは地元産の蕎麦を使った十割そばと地元
産エコロジー農産物を食材とした和食を提供し、産直
市ではＪＡ雲南管内の生産者の皆さんが丹精込めて
栽培された農産物や加工品を販売することにより、県
内外のお客様に安
全、安心な食の宝
庫、雲南地域をＰ
Ｒするとともに、付
加価値の高い農業
の六次産業化に取
り組んでいます。

取 組 紹 介

県では、有機農業の担い手育成拠点として、
全国の県立農林大学校では初めての有機農業
専攻を平成24年度に設置しました。県内の先進農家（サテライト校）の協力のもと、
養成部門（２年間）と研修部門（担い手育成研修・ＵＩターン者向け研修）で実践的な
教育を行っています。養成部門では現在14名（１年生、２年生各７名）の学生が有機
農業専攻で学んでいます。

新年度が始まって１か月、２年生の須田恭太さんと１年生の森仁美さんにお話を伺いました。

～有機農業専攻学生の声を紹介します～
農林大学校における取組み

5月の日曜日。朝早くから大勢のお客
さんで賑わっていました。

（森さんのお話）
将来は農産物の流通に関わる仕事に

就きたいと考えています。有機農業の基
礎を学び、生産者の思いをしっかり伝え
られる販売員になるのが目標です。生態
系を守る農業の方法、農薬の与える影
響、食育や調理法など幅広い知識を身
に付け、お客様に提供していきたいです。
まだ入学して１か月で農業の専門用語
などがわからず戸惑うこともありますが、
先輩や同級生に教えてもらいながら楽し
くがんばっていきたいです。

（須田さんのお話）
有機農業専攻には、先進事例講義や地域有機農業体験実習とい

う授業科目があります。先進事例講義では、地域の有機農業実践者
の方々に講師として来ていただきます。それぞれの思いやこだわり
を聞き有機農業の奥深さや魅力を感じることができました。
昨年８月には有機稲作に取り組まれている出雲市の農業生産法
人で１週間実習させていただきました。草刈り作業などを手伝いま
したが、有機農業の大変さを改めて感じました。また、実習の間、
社長さんから毎日色々な話を聞くことができました。いいものを作
るだけではなくそれを売ることが大切なことなど、農業には営業の
力も必要であることを学びました。
将来は自営就農を目指しています。自分の目指す道を先に歩い

ておられる方々のお話は勉強になり、励みにもなります。



3

取 組 紹 介

吉賀町では、合併前の旧柿木村から３０年来取り
組んできた有機農業を引き続き推進していくこととして
います。
近年、自給的暮らしを目指してＵ・Ｉターンされる方

が増えている一方、町内においてはなかなか有機農
業に広がりがみられないという課題もあります。
そこで、平成２２年度から新たに有機農業に取り組

みたい方に対し
て、有機農業
の考え方を理解
し、技術を習得
することを目的と
した「 有 機 農
業塾」を開催し
ています。

４年目となる今年は、有機農業の実践農家である
福田裕充さん（よしわ有機農園農場長）を講師にお
招きし、４月～１１月に月２回、計１６回開催する予定
です。初回となる４月１０日は２２名の方に参加いただ
き、午前中は堆肥の散布やジャガイモの植え付けを、
午後は講義を行いました。参加者のみなさんからは活
発に質問が飛び出し、作業にも積極的に取り組んで
おられました。引き続き今後の塾の盛り上がりに期待
したいと思います。

～吉賀町の取組み～
有機農業で地域づくり

【申請受付期間】	 ７月上旬～８月上旬　（変更する場合があります。）
【問い合わせ先】 ○農畜産振興課有機農業グループ（鳥谷）	 TEL	0852-22-5109
	 ○東部農林振興センター農業振興課	 TEL	0852-32-5646
	 ○西部農林振興センター農業振興課	 TEL	0855-29-5593
	 ○隠岐支庁農林局農業振興課	 TEL	08512-2-9638

みんなでつくる有機の郷事業
平成２３年度から有機農業へのチャレンジや本格展開を促進するため、地域や関係者の創
意工夫をこらした取組みに対して支援を行っていますが、平成２５年度も継続して実施します。

平成２４年度の取組を下記に一部紹介します。上記の吉賀町の取組みにも当事業が活用されています。

補助事業
情報

有機農業チャレンジ事業 有機農業実践支援事業

目 的
①	県内産有機農産物の販路開拓及び販路拡大
②	県内における有機農業の新規就農者の受入れ・育成
③	県内における有機農業の面的拡大

①～③のいずれか
を目的とする事業

概 要

新規参入や有機農業への転換等の試行を支援 本格展開・規模拡大の支援
事業期間は、2カ年を限度とし、事業実施後
には、技術的な実証や事前調査を終了し、本
格的な実践へと移行する計画とする。

事業実施終了後５年目までに、有機農業によ
る経営の安定化（収量確保・品質安定、販売
先の確保）が見込まれる事業計画とする。

事業費上限 1事業あたり　2,000 千円 1事業あたり　おおむね 20,000 千円
補 助 率 ○機械購入等支援（ハード：1/3 補助）　○販路拡大や消費者交流支援（ソフト：1/2 補助）
採 択 方 法 書類審査 外部審査員による審査会方式

事業主体種別 事　　業　　概　　要
１ 個　人 有機農業による新規就農をするために必要な農業機械の整備

２ 団　体 新商品開発に向けた新規品目の栽培試行、先進地調査の実施、次代の有機農業担い
手候補との交流会の開催

３ 団　体 有機農業塾及び講演会の開催、有機農業普及啓発に向けた情報誌の発行
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◇講演
「自然・地域・人をつなぎ30世紀へのまちづくり」
〔回答者：NPO法人生活工房つばさ・游　高橋優子理事長〕
Ｑ１：有機農業やエネルギー問題等に関心あり実践

している人同士の繋がりは進めやすいが、問題
はそうではない人との関わり方。地域全体で取
り組んでいくためにはどうしたらよいですか？
（地域おこし関係者）

Ａ１：関わる人全てに益があるように考えることだと
思います。益とはお金だけでなく、生きがいや
健康など関わる人それぞれが自分も関わりたい
と感じる事だと思います。それから、楽しく実
践をすること。楽しそうだと引き込まれるから
です。楽しくやる秘訣は自分の強みを発揮する
ことだと考えます。

　　　　私は彼の地に骨を埋める覚悟をもって自然
や人に相対してきました。地域に対する愛着と
その覚悟があれば、人はよく見ていますから、
協力してくれるものです。自分の立ち位置を見
失わないように気を付けています。

Ｑ２：直接商談をすすめるコツはありますか？（生
産者）

Ａ２：取引をする前によくお話をさせて頂き、先方の
お考えをお聞きして、合わない時はやめます。
背伸びはしません。コーディネーターとして配
慮するのは双方の大きさを合わせ、関わる人
全てに益があるようにすることだと考えてい
ます。

◇講演
「たしかな未来へ－内発的発展のむらおこし－」
〔回答者：全国有機農業推進協議会　金子美登理事長〕
Ｑ１：どうしたら農家は子供に農業を継がせようと思

うようになると思われますか？（生産者）
Ａ１：本来農業は人間の健康や民族の存亡という点を

経済的見地に優先して実践するものです。土を
つくり、いのちを支えるたべものをつくるとい
うコツコツとした積み重ねが少しずつ信用を得
て、結果的には再生産可能な価格で買い支え
られ、農家は生産の喜びと誇りを取り戻しまし
た。本当に豊かで人間らしい生き方ができる農
業は子供たちに自信を持って継がせようと思い
ます。

Ｑ２：エネルギッシュに実践されているその原動力は
どこから来るのでしょうか？（生産者）

Ａ２：農業はあくまでも実践が基本です。その実践の
中から自らの論理を組み立てること。実践と論
理が車の両輪のように成長する百姓が理想で
す。そして、２1世紀に向け生き残りをかけた実
験の一つを大好きな農業でやり続け、確かな未
来への手ごたえを感じています。有機農業の実
践による静かなる世直し（資本の論理からいの
ちの論理への大転換）、これが私の原動力です。

Ｑ３：水田の除草対策はどうしておられますか？（生
産者）

Ａ３：２度代かき、成苗植え深水管理、米ヌカ・クズ
大豆散布による抑草、田ころがしやアイガモ導
入、３年前よりチェーン除草などを取り入れて
います。

しまね有機の郷シンポジウム
～アンケートで寄せられた質問に対するお答え～

金子氏（左側）と高橋氏

今年２月に開催した「しまね有機の郷シン
ポジウム」では、全国有機農業推進協議会の
金子美登理事長とNPO法人生活工房つばさ・
游の高橋優子理事長をお招きし、御講演いた
だきました。
当日のアンケートで御来場の皆様からいた

だいた質問に対する回答が両講師から届きま
したので、一部を紹介します。
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シリーズ 第 17 弾 『環境農業』研究トピック 県農業技術センター発

農業技術センターでは有機野菜栽培の実証ほ場を
設置し、慣行栽培との比較試験を行っています。そ
の中で、病害虫の発生実態を明らかにし、有機栽培
に適用可能な対策技術を確立したいと考えています。
今回はハウス栽培トマトの病害について紹介します。
トマトに発生したのは、株全体がしおれる青枯病、
主に葉を侵す葉かび病、すすかび病、うどんこ病の4
病害でした。このうち土壌伝染性病害の青枯病は今
回発生した病害の中で被害が最も大きく、慣行栽培
でも防除が難しい病害として恐れられています。
有機栽培農家では、青枯病等の対策として「太陽
熱消毒」が広く行われています。しかし、青枯病菌は
生育適温が35～37℃であり、土壌温度が42℃以上
に上昇しないと死滅しません。また、地中35cmくらい

　島根県では、水稲有機栽培の面的な取組拡大をめざして、県内外の先進・
優良事例や、これまで県農業技術センターを中心として取り組んできた研究成
果についてとりまとめ、『実践者に学ぶ　水稲有機栽培事例集』を作成しました。
　水稲有機栽培を既に実践しておられる方や、これから取り組みたい方、また
生産現場で有機農業の指導にあたる皆様の技術的な参考資料として活用いた
だきたいと考えています。本書について興味をお持ちの方は、お近くの県農林
振興センターまでお問い合わせください。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

の深い場所まで高密度で生息するため十分な防除効
果が出にくいと考えられます。
そこで、青枯病菌の防除には、「土壌還元消毒」
が適すると考えています。青枯病菌は酸素を必要とす
る好気性細菌ですが、「土壌還元消毒」は、土壌細
菌群が米ぬか等の有機物を分解する際に酸素が消費
されることを利用して、土壌を還元状態にすることによ
り好気性細菌の密度低下をもたらす消毒法です。ま
た、有機物を地中の深い位置に施用することにより、
高い防除効果が期待出来ます。しかし、この方法も、
青枯病の密度を低下させることは出来ても死滅させる
ことは難しいです。従って、発病程度の激しいほ場で
は、ナス科植物の連作を避け、抵抗性台木等と組み
合わせることも必要です。

「トマトの有機栽培実証ほ場で発生した病害」

水稲有機栽培事例集を作成しました

担当
農業技術センター　資源環境研究部　病虫科
TEL：0853-22-6905
E-mail：nougi@pref.shimane.lg.jp

うどんこ病

すすかび病

葉かび病青枯病
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（平成25年４月末日現在）

3,638件
消費者の方…… 2,936件
農業者の方……… 575件
企業・学校等… … 127件

編集後記
　イベントや研修会など県内各地でさま
ざまな活動が予定されています。紙面で
は紹介しきれないことも「しまね有機の
郷ネットワーク」を活用して情報交換し
合えればと思っています。本紙共々、ネッ
トワークもよろしくお願いします。ご参
加お待ちしております！

○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25年６月１日発行）

〒690-8501	松江市殿町１番地
TEL	0852-22-5109　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

　昔ながらの米づくりも６年目を迎えました。今年は、米づくりに加えて
大豆作りも行い、冬には「ほたる舞」の麹を使った「手前味噌」を作ります。
すべて体験できますので一緒に楽しみましょう！
●生き物調査　●草取り　●大豆の植え付け
６月23日（日）９時～　　昼食をはさんで13：30頃から大豆の植え付けを
行います
参加費：大人500円、小人（１人）無料
エコフレッシュさんの手料理が味わえます。

【問合せ先】	 長江米エコ栽培グループ代表	 加藤正利　080-1933-3911
	 エコフレッシュ代表	 加藤重子　0852-36-6288

しまね有機の郷ネットワークでは、メーリングリストによる会
員間の情報共有を始めました。
ネットワークへの加入申し込みについては、県ホームページを
ご覧ください。

　出雲のまちなかで有機農産物や加工品を販売するマルシェ
（市）を開催します。すこやかな大地から生まれる美味しい農産物
と健康な心と体を育む食卓が出会う場に、ぜひお出かけください。
日時	 第１回　６月16日（日）　10：00～14：00
	 第２回　８月18日（日）　10：00～14：00
	 第３回　11月17日（日）　10：00～14：00
	 第４回　２月16日（日）　10：00～14：00
場所　出雲市中央通り歩道（JR出雲市駅北）
主催　すこやかな大地と食卓プロジェクト

【問合せ先】　㈲あさつ内
　　　　　　TEL	0853-21-5630			FAX	0853-22-6700
　　　　　　E-mail		yume@asatu.com

行 事 予 定

長江米エコ栽培グループ

しまね有機の郷ネットワークに参加しませんか

まちなかオーガニックマルシェ

しまね有機の郷ネットワーク 検索

現在
会員募集中です


