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県内で取り組まれている水稲の有機栽培技術を交
換するため、７月３日に浜田市立井野公民館において、
平成25年度「第１回水稲有機栽培技術交流セミナー」
を開催し、有機農業実践者や関係機関から64名が参
加しました。
事例報告では、㈲三隅町農業支援センターみらい

の加藤喜六代表取締役から、自社ブランド米「水澄
み舞」の取組みや、平成23年度から取り組んでいる
「生物多様性を育む米づくり」実証ほにおける取組経
過について、また、県農業技術センター作物科の月
森弘専門研究員から、昨年度発刊した『実践者に学
ぶ水稲有機栽培』の中で紹介した、県内外の先進事
例についてご報告いただきました。
加藤代表は、地元の自然を守るため、環境を守る
米づくりを始めたこと等、これまでの経過や、ほ場の
均平化などの除草技術のポイントについてお話をいた
だきました。
また、月森専門研究員は、全国の実践者の取組み
事例について、浅く起こしたり、深水管理などの共通
する技術があることや、米ぬかの施用効果等につい

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。

て説明されました。
報告のあとに行われた技術交流では、参加者から

「米ぬかを入れる時期や量」、「稲わらのすき込みの時
期」などについて質問が出されたほか、実践者が自ら
取り組んでいる内容について紹介されるなど、活発な
意見交換が行われ、お互いの技術を知るまたとない
機会となりました。
最後に、実証ほを設定している現地へ移動して、

浜田農業普及部と㈲三隅町農業支援センターみらい
の担当者から、セミナーで報告された実証内容につい
て説明されました。参加者は雨天にも関わらず熱心に
説明に耳を傾け、有機栽培の米づくりに対する関心
の高さを感じることができるセミナーとなりました。
島根県では、平成23年度から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、技術研鑽を図りながら、「有機栽培の米づくり」に
向けた技術のステップアップを支援しています。今年
度中に第２回目のセミナーの開催し、有機栽培の米づ
くりの取組みが面的に拡大するよう努めてまいります。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

～第１回水稲有機栽培技術交流セミナーを開催～

実践者がお互いの栽培技術について情報交換

加藤さん報告 技術交流の様子 現地視察の様子
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百姓とは全く縁のない生まれですが、百姓になりた
くて仕方がなく、33歳でようやく今の農業を始め、今
年でなんとか10周年を迎えることができました。多く
の方々に感謝の思いでいっぱいです。
18haの農地で、米、麦、大豆、ゴボウ、ニンジン、サト

イモの6品目の栽培ですが、特にメインのゴボウは「は
んだ牛蒡」の商品名で多くの人に親しんでいただいて

います。
開始当初から
栽培に化学物質
は一切使ってい
ませんが、自然
界の摂理を田畑
に応用すべく研
鑽する中で、近

有限会社はんだ　反田孝之（江津市）

自然から学ぶ農業経営

年では、ほとんどの圃場
で堆肥や有機肥料さえ
も使わない栽培を実践
しています。その結果、
土もよくなる、病気や害
虫が減る、品質も収量も
安定する、経営が楽になる、という好循環の兆候が見
え始めています。「なあんだ、自然って、人生って、こう
いうことだったのか！」という気づきがたくさん得られ
て、今の人生が、とてつもなく楽しいですね。
この世には人間の浅知恵があふれています。「医は
食に、食は農に、農は自然に学べ。」と言うらしいです
が、「自然」から学んだ「農」を実践することで、「食」や
「医」に関わる多くの人の気づきに貢献できればと思っ
ています。

松江農林高等学校では生物生産科、環境土木科およ
び総合学科の3学科があり、それぞれの立場で環境保
全型農業の取組みや研究が行われています。
全学科とも1年生で学ぶ「農業と環境」という科目

を通じて農業生産は環境保全を踏まえた上でおこなう
生業であることを学習し、実習をとおして知識や技術
の深化を図っています。また、各学科とも3年生になる
と課題研究（卒業研究）に取り組みます。近年は環境
保全に着目した研究が多く、生産部門では米ヌカやナ
マズを利用した水稲抑草技術、化学合成農薬の代替技

島根県立松江農林高等学校
環境にやさしい農業を教育の現場から

術としてニンニクエキス等の混合液の忌避効果、在来
種である津田ナスの生産および普及に関する研究な
どを行っています。環境創造部門では校舎屋上での芝
生栽培（屋上緑化）や荒れ地の日本庭園化がおこなわ
れています。文化・生活部門では鹿足郡柿木村（現吉
賀町）でおこなわれてきた本来の生き方や食べ方に着
目した有機農業についての研究も行っています。どの
研究も真夏の炎天下の中、汗だくになり研究中です。来
年２月に県民会館で行われる松農発表会において発
表いたしますので是非ご来場ください。

収穫最盛期
害虫対策の基本は→
「テデトール！！」

←有機栽培に向けて土づくり
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日本は豊かな自然と四季に恵まれ、日本人は季節に
合った山海の恵みを食生活に取り入れて地域特有の
食文化を発展させると共に自然との調和や人と人との
繋がりを大切にしてきました。しかし現代では食卓か
らは季節感や地域の多様性が薄れ、豊かな味覚や文
化の香りあふれる「世界一の健康食」と認められた日
本の「食」が変わり、子供達も含め私達の健康な心
や身体を蝕むようになってきています。健全な心身を
培い豊かな人間性を育む為の食育や化学肥料や農薬
を使わない有機農業を推進することが緊要です。そ
こで環境保全型農業への理解を求めることを目的に、
熱い思いの有機農業生産者と消費者が集まり「すこ

すこやかな大地と食卓プロジェクト　会長　浅津知子
子や孫に誇れる  持続可能な社会をめざして

やかな大地と食卓プロジェクト」を設立し、意欲のあ
る有機農業の生産者を支援し、生産者と健康な心身
を作りたいと願う消費者を繋ぐ活動を行っています。
具体的には、まちなかオーガニックマルシェの開催、
青少年の食育も兼ねた農業体験（会員の協力の下８
月大社町、10月佐田町、12月斐川町にて野菜の収穫、
試食会、勉強会を実施予定）、有機農産物を使った料
理教室、セミナーなどを行います。出雲市中央通りで
６月に開催した第１回マルシェは大盛況で地域でも好
評でしたし、有機農業を知らない方々にもその重要性
をお伝えすることができメンバー一同益々張り切って
います。現在私達と一緒に環境にやさしい農業を広

げる活動に取り組んで下さる方
を募集しています。日本人の原
点を見つめて人々の健康と幸せ
を願い、生まれ変わる未来を夢
見て活動を推進して行きたいと
思っています。

JEFは2010年9月「一つの地球で足る暮らし方」
をテーマに、高校の教師・IT会社や環境コンサルの
経営者が、自給自足を基に地域資源を活用した産業
を創生しようと設立しました。
農業の現場では、食糧自給・担い手不足・高齢化・
水環境など様々な課題を抱えています。その様な中、
農林水産省は'97年より環境や安全に配慮した有機
農業推進に取り組んでいますが、未だにその農産物
は生産量全体の１％程度に留まっています。
降る雨は山や田畑を潤し、やがて河川や地中を
通って湖や海に流れ、物質循環の中で多くの恵
みを与えてくれます。私達の口に入れても良い
物は廃棄しても良いでしょうが、口に入れては
いけない物を廃棄すると、やがてその影響が私
達にも及んで来ます。農薬や化学肥料の使用は

NPO法人日本エコビレッジ研究会（JEF）　理事長　召古裕士
「一つの地球で足る暮らし方」私達も地球の一部

削減したいものですね。
JEFは耕作放棄が増加しつつある山王寺で、環境
に配慮した（農薬や化学肥料を使用しない）農業を
実践しようと「ぐうたら農法」で著名な西村和雄先
生をお招きして環境農業の実践学習会を重ねていま
す。いつまでも自然豊かな大地が続くように、一緒
に勉強しませんか？興味ある方は、環境農業の実験
圃場をご覧に入れたいと思います。ホームページや
フェイスブックをご覧下さい。皆様のお越しを待っ
ています。ありがとうございます。

山王寺の JEF 実験圃場 西村和雄先生と奥出雲で視察研修
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水質日本一になりました。この清流高津川に育まれ、
農薬や化学肥料を一切使わずに作られた農産物の価
値を消費者に分かってもらおうと、㈱高津川倶楽部（田
中誠二社長）が生産者を募り、キヌヤの理解を得て
実現したものです。今は生産量が少なく、週２回の集
荷ですが、消費者に認知されつつあり、すぐに品切れ
になってしまう状況です。
流域での仲間づくりと生産量の拡大が当面の課題

となっています。
【県西部農林振興センター益田事務所】

県では、有機農業を推進するため、基本的な栽培技術や有機JAS認証取得に必要な知識を習得するための講座をNPO法人島
根有機農業協会（邑智郡美郷町）に委託して実施しています。今後の講座を以下のとおり予定していますので、ご参加ください。

※最新の情報は協会のホームページ（http://www.shimane-yuki.or.jp/）でお知らせします。
【問い合わせ・申込先】NPO法人島根有機農業協会　〒699-4621	邑智郡美郷町粕淵404番地5
　　　　　　　　　　TEL・FAX：0855-75-0017　　E-mail：shimane-yuki-nougyou@feel.ocn.ne.jp

有機農業波及講座を開催しています

取 組 紹 介

このほど、益田市
のスーパー“キヌヤ”
本店青果物売り場内
に「有機・自然農法
コーナー」が設けら
れました。
高津川流域で有機
栽培や自然農で生産されている農産物を中心に扱う
コーナーです。８月３日に結果が発表された国土交通
省による一級河川水質調査で、高津川は３年連続で

県では、環境にやさしい有機栽培の米づくりを消費
者の方にも広く知っていただいて、生産だけでなく、
生産されたお米を買い支えて、応援してもらうための
プロジェクトに取り組んでいます。
このプロジェクトでは、県の技術的なサポートのも

と、生産者の橋波アグリサンシャイン（出雲市）が有
機栽培でお米を栽培し、田植えや稲刈りなどの主要な

有機・自然農法の直販コーナーが開店

有機米応援プロジェクト

日　　時 内　　容 講　師　等 場　　所 対　　象

10/23（水） 13:00～16:00 作物の根・葉の役割
土壌の断面調査、根張り調査

MOA自然農法文化事業団
土居勝栄氏

美郷町比之宮
交流センター

生産者

11/18（月） 時間未定 有機JAS認証をめざすには 島根有機農業協会職員 安来市内 生産者

11/19（火） 時間未定 有機JAS認証をめざすには 島根有機農業協会職員 益田市内 生産者

12/3（火） 時間未定
有機農業に取り組む
パネルディスカッション

有機農業実践者等 益田市内 生産者・消費者

1月 日にち時間未定
地産地消で考える食育のあり方
秋・冬野菜を使った郷土料理と味噌作り

島根有機農業協会職員対応 邑智町内 消費者

2/14（金） 時間未定
自然栽培でいく有機JAS認証
～自然栽培の魅力を語る～

㈲はんだ　反田孝之氏 美郷町内 事業者・生産者

作業実施にあわせて田んぼでイベントを開催します。
収穫されたお米は、有機米応援パートナーであるマル
マンの店舗で販売され、店舗内では販売促進に向け
た活動を行っていく予定です。
これまで開催したイベントには、『田植え』（５月26

日）に20名、『田んぼの生き物調査・七夕祭り』（７月７
日）に40名の参加があり、生き物調査に参加した子ど

も達は、泥だらけになりながら、初めて入る
田んぼでの体験を楽しんでいるようでした。
次回は、お米の刈り取り（９月終わり頃）に

あわせて『収穫祭』を開催します。参加募
集については県ＨＰ等で行う予定としておりま
すので、たくさんの参加をお待ちしています。

【県農畜産振興課有機農業グループ】
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シリーズ 第 18 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、有機栽培の実証試験に取

り組んでいます。

今回、育苗試験で用いた市販の有機栽培用培土

で生育が途中で停滞し、苗質が低下する事例が見ら

れたため、その原因究明を目的に、キュウリ苗を用い

て行った再現試験の結果をお知らせします。

試験には、市販の有機栽培用と慣行栽培用の培土

に加え、材料を変えた３種類の自作培土（表１）を用

いました。市販の培土は肥料が配合済みのため、自

作培土には、用土１㍑当たり10ｇのぼかし肥料（米ぬ

か＋鶏ふん＋油かすを60日間切り返し・発酵させたも

の）を加えました。

播種後30日のキュウリ苗の生育は、慣行栽培用培

土が最も旺盛で、他の培土は生育量、葉色ともに劣っ

ていました（写真１）。ここで、鉢上げ前の各培土の

無機態窒素量と最大容水量（保水力）を調べた結

果、各培土で保水力に大きな差は認められませんでし

たが、無機態窒素量は、慣行栽培用培土が飛び抜け

て高いものでした（図１）。

図1の無機態窒素は、硝酸態及びアンモニア態で

作物が吸収しやすい形のものの総量を示しています。

有機栽培用培土や自作培土は有機態窒素が主体であ

り、生育や葉色の違いは即効的に効く無機態窒素量

の差を反映したものと考えられます。

今後は、培土材料や加える肥料の種類、その混合

割合等を検討して、低コストで優良な有機栽培用培

土の作成方法を提案したいと考えています。

※最大容水量：数値が高いほど保水力が高いことを

示す。

「有機栽培用の育苗培土を比較しました」

図１　育苗培土の無機態窒素量と最大容水量（保水性）

　　　■無機態窒素（mg/ 鉢）　■最大容水量（g/ 鉢）

写真１　育苗培土の種類とキュウリの生育（播種後３０日）

担当：農業技術センター　栽培研究部　野菜科
　　　　　　　　　　　　資源環境研究部　土壌環境科
　　　TEL：0853-22-6991・6985　　E-mail：nougi@pref.shimane.lg.jp

　慣行　有機　
市販培土

　慣行　有機　
市販培土

　①　　　②　　　③　
自作培土

　①　　　②　　　③　
自作培土

表１　自作培土の材料と配合割合　　　

①浜砂＋バーク堆肥＋炭（4.5：4.5：１）

②赤玉土＋バーク堆肥（５：５）

③浜砂＋バーク堆肥（５：５）　　 　　　

　注）配合割合は容積比



6

（平成25年7月末日現在）

3,654件
消費者の方 … 2,936件
農業者の方 …… 585件
企業・学校等 … 133件

編集後記
　今夏の大雨で被害にあわれた皆様に
心よりお見舞い申し上げます。
　最近ニュースなどで「観測史上最高の」
という言葉をよく耳にします。今年の夏は
大雨に高温にと、人にも農作物にも厳し
いものとなりました。３カ月予報によると９
月に入ってもしばらく暑い日が続きそうで
す。体調管理には気を付けましょう。

○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９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

と　き：平成25年11月９日（土）13：00～16：00
ところ：ふれあいホールみと（益田市美都町都茂1692-甲）
内　容：○しまね有機農業大使　加藤登紀子さんメッセージ
　　　　○大江正章氏（ジャーナリスト、全国有機農業推進協議会理事）講演
　　　　○事例発表
　　　　シンポジウム終了後、加藤登紀子さんのコンサートも開催されます。（有料）　
【問い合わせ】県農畜産振興課有機農業グループ　TEL：0852-22-6477　FAX：0852-22-6036

　３回目となる今年のフェアでは、生産者の想い、食への関心、豊かな自然に育まれた農産
物の美味しさをもっと知って、もっと広げるフェアにしたいと思っています。小さいお子様
から大人の方まで「楽しく」「おいしく」「ためになる」企画を盛りだくさんご用意し、皆様
のお越しをお待ちしています。

と　き：平成25年12月７日（土）10：00～15：00
ところ：くにびきメッセ大展示場（松江市学園南１丁目２番１号）
内容（予定）：○農産物の展示・販売　○生産者ＰＲ・大抽選会　○吹奏楽ミニコンサート　○講演・トークショー
	 ○オーガニックカフェ（飲食コーナー）　○「よしととひうた」紙芝居ライブ　○餅つき体験
	 ○野菜バルーンショー　○就農相談コーナー　○キッズスペース　等

　身近な地域資源を活かし、自給をベースにした循環型有機農業や地産地消を通して地域を
元気にしてきた県内の事例が豊富に紹介されています。また、県の施策も紹介しています。
　本の内容は右記URLで確認できます。http://www.commonsonline.co.jp/tiikijikyu.html

行 事 予 定「しまね有機の郷」推進シンポジウム

第３回しまねオーガニックフェアを開催します

「有機農業選書
  地域自給のネットワーク（井口隆史・ 桝潟俊子 編著）」
  が発刊されました（発行所　コモンズ）

～ゆうきがひろがるしまねの明日～

お
知
ら
せ

定価 2200 円（税抜き）

　展示・販売コーナー、飲食コーナーへの出展者を募集しています。有機農業や環境
にやさしい農業の取組を知ってもらうことを目的とするフェアの趣旨に賛同いただけ
る方を対象とします。出展に際しては、一定のルールや栽培方法等の基準を設けてい
ます。詳細は県HPをご覧いただくか下記へお問い合わせください。
・基本ブース　間口約3.6ｍ×奥行約3.6ｍ
・出展料無料（基本仕様以外の追加備品については別途料金をいただきます。）

【問い合わせ】県農畜産振興課有機農業グループ　TEL：0852-22-5109　FAX：0852-22-6036
　　　　　　	E-mail：	econousan@pref.shimane.lg.jp

出
展
者
募
集
!!

　フェア当日運営
や出

展者のお手伝いを
して

いただける方を募
集し

ています。興味の
ある

方は下記までお問
い合

わせください。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ス
タ
ッ
フ
募
集
!!


