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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。

「しまね有機の郷」推進シンポジウムを、11月９日
に益田市美都町のふれあいホールみとを会場に開催
し、有機農業実践者や消費者など約200名が参加し
ました。
シンポジウムでは、最初に、しまね有機農業大使
の加藤登紀子さんから、島根の有機農業への応援メッ
セージをいただきました。
次に、出版社コモンズ代表でジャーナリストの大江
正章氏から「有機農業で築く本当に“強い”農業・農村」
について講演いただきました。講演では、近年有機農
業が注目される背景として、若者を中心に日本人の意
識が経済の豊かさから心の豊かさを重視する方向に
変化してきている現状について説明があり、埼玉県小
川町の事例（有機農業と地場産業の連携による地域
循環型経済）と愛媛県今治市の事例（地産地消と有
機農業のまちづくり）が紹介されました。また、県内
で有機農業の取組が続けられている雲南市木次町や
浜田市弥栄町、吉賀町柿木村の各事例についても紹

介され、これらの地域で長年行われて来たことこそが
強い農業と農村を作るための先進的なモデルであり、
大規模化の流れに惑わされることなく、自信を持って
これまでの取組みを継続していくことが重要であると
の心強いメッセージをいただきました。
続いて、浜田市の弥栄町青年農業者会議のメンバー

の皆さんに「有機農業の地域づくり・仲間づくり」に
ついて報告していただきました。弥栄町青年農業者
会議は、地元出身者やＩターン者などからなる平均
年齢31歳のグループで、農業を通じて地域を元気に
する活動を行っておられます。現在は、地域資源を活
用した良質堆肥づくりと地域内循環の仕組みづくりに
取り組まれており、地域の課題を解決するために、仲
間とともに考え、悩み、実践されている状況が報告さ
れました。皆さんの地域づくりへの強い熱意を感じる
ことができました。
昨年度改定した「島根県有機農業推進計画」では、
今後の有機農業推進の方向として、「地域自給を基本

とした取組」と「経済活動とし
て展開される取組」を車の両輪
として進めることにしています。
今回のシンポジウムでは、主に
「地域自給を基本とした取組」に
焦点をあて、有機農業を進めて
いく意義について考えるよい機
会となりました。

～「しまね有機の郷」推進シンポジウムを開催しました～

有機農業で持続可能な農業と地域をつくる

大江正章氏 弥栄町青年農業者会議
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平成20年に川本町にＵターンするのと同時に有機
農業を始め、現在、水稲を中心に有機農業に取り組ん
でいます。平成24年には有機JASを取得し、「安全・安
心」「新鮮」「美味しさ」「高品質」を経営理念に取り組ん
でいます。

三宅正文（邑智郡川本町）
田車を押して作ったお米を消費者の皆様に

こだわりは、何といっても「土づくり」です。県の補
助事業を活用し、竹チップや農薬不使用の雑草を使
用した自家製の堆肥づくりに取り組み、環境にやさし
く、安心で安全な有機米の栽培拡大を目指していま
す。今年はさらに、高品質な有機米を消費者の方にす
ぐにお届けできるよう、色彩選別機などの機械を導入
しました。
また、もうひとつの自慢は「はで干し」（天日乾燥）で
す。お日様の光をたっぷり浴びたお米の美味しさは格
別です。
販売は、イベントなどでの消費者の方との交流を通じ

た小口販売を中心に行っていますが、今年は東京で開
催されたオーガニックEXPOにも初めて参加し、新たな
販路の獲得にも挑戦しています。12月７日に松江市の
くにびきメッセで開催される第３回しまねオーガニック
フェアにも出展予定ですので、是非お越しください。

私たちは紙マルチ田植え機による島根県エコロ
ジー農産物推奨（不使用）米の栽培に取り組む奥出
雲町内の生産者グループです。安心安全で食味も優
れた会員の仁多米を「櫛名田姫米」として商標登録
し、その価値を理解していただけるお客様へお届けで
きる機会を求めて、積極的に商談会に参加しています。
広島、大阪、東京の商談会に参加し米穀店３社と取
引開始となり、また、飲食店や航空会社など数社と
交渉継続中です。商談会後に日を改めて県の現地事

環境保全型農業推進ネットワーク櫛名田姫　代表　安部傭造
販路拡大への取組　～県産品展示商談会・アグリフードEXPOに参加して～

務所のサポートも受け相手方に直接お会いし、商談
会では話せなかった生産技術の説明やお客様ニーズ
をお聞きするなど、双方にとって有益な交渉ができ、
信頼という縁結びができました。「仁多米」「島根米」
ブランドは広島、大阪では浸透していますが、東京で
の認知度はかなり低い印象でした。また、初めて聞く
「みどり豊」「かぐや姫」といった品種を栽培してほし
いとの希望もありましたが、産地品種銘柄のお話をさ
せていただいてお断りするなど、相手方の欲しいお米

をすぐに生産できないもどか
しさも感じています。今後も
真面目生産・正直品質の「し
まねブランド」を広めていく
ために、商談会に参加してい
きたいと思っています。
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島根県は、平成25年10月31日（木）～11月2日（土）、
東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催された「第
13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。
オーガニックEXPOは、有機JAS認証を受けた有機
食品（農産物、畜産物、加工食品）から衣料品、化
粧品まで多種多様なオーガニック製品を対象とした見
本市で、全国からバイヤーの集まる、日本最大級のオー
ガニック専門展示会です。
島根県としての出展は、今回で連続４回目となり、
今年は県内企業８社が集結し、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。また、県としても、島根県の有機
農業の認知度向上を目指し、有機JAS認定を取得して
いる28団体をマッピングしたチラシ等を配布し、全
国へ向けて情報発信を行いました。
出展者は揃いの法被を着用し、ブース上部には「し

まねっこ」や「ご縁の国しまね」がデザインされたサ
インタワーを設置することで、一体感を演出し、ひと

きわ来場者の目を引くとともに、県外へ「しまねの有
機農業」を印象付けることにつながったと思います。
このイベントは、「有機」に特化した内容であるため、
栽培方法や食味等にこだわりや関心の高い方が多数
来場されており、他にはない特徴的な商品を強く求め
られていました。その分、出展者からは、効率的な商
談ができると好評で、次回も参加を希望する声が聞か
れました。
県では、今後も県内有機農産物の販路拡大を図る

ため、商談会の出展等についてサポートしていきます。
新たに全国展開を図りたいとお考えの方、ぜひお気軽
に御相談ください。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

環境にやさしい有機栽培の米づくりを消費者に広
く知ってもらい、生産されたお米を消費者に買い支
えて応援していただくために開始したこのプロジェ
クト。９月29日に第３回目となる『稲刈り体験』
を開催し、『田植え』から取り組んできた田んぼで
のイベントを締めくくりました。
『稲刈り体験』には、これまでで最も多い44名が
親子連れで参加。多くの参加者は稲刈り初体験でし

有機米応援プロジェクト　～田んぼでの取組みから販売へ～
たが、県農業技術センターの山﨑主任農業普及員の
説明を受け、慣れない手つきながらも、親子で力を
合わせて鎌で稲を刈って、束ねた稲を運ぶ作業を楽
しんでおられました。
11月２日、３日には、本プロジェクトで生産さ
れたお米の試食販売イベントをマルマン大社店で開
催。炊けたお米を食べた消費者の方からは、一様に
「美味しい」との声をいただきましたが、一般栽培
のお米より単価が高いことに戸惑われる方も多
く、高単価の理由や、この取組みの趣旨につい
て丁寧に説明しながら、プロジェクト最初の試
食販売イベントを終えました。
県では、今後とも消費者の皆様に有機栽培へ
の御理解をいただきながら、応援していただけ
るよう、取組みをすすめてまいります。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

第１３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！
８業者が県産有機農産物を全国へＰＲ
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エコファーマー、エコロジー農産物推奨制度の見直しについて
エコファーマー制度及びエコロジー農産物推奨制度については、記入様式や事務手続きが煩雑でわかりづら
い等の課題を受け、この度、大幅な内容の見直しを行うこととしました。要領の改正は平成26年３月１日を予定
しております。
また、新たな制度内容の周知を図るため、12月中旬には各地域で説明会を予定しています。詳細については、
県庁農畜産振興課有機農業グループ（0852-22-6477）へお問い合わせください。
以下、主な改正点についてまとめましたので、参考にしてください。

①エコファーマー制度の主な改正点について
主　な　項　目

１　申請様式 ( 別記様
式 ) の簡素化

■生産方式導入計画
　１年目～目標年（５年目 ) を記載⇒現状と目標年の記載のみに変更
■生産方式の内容
　記載欄は現状・目標の別なし⇒現状・目標それぞれに記載欄を設定
■土づくり技術における緑肥作物の施用
　緑肥作物の施用量・窒素投入量を記載⇒播種量を記載
■３技術の導入内容
　記述式⇒チェック式へ変更
■機械・施設整備計画
　単独の記載欄を削除⇒生産方式の内容欄へ必要に応じて記載する

２　変更・更新・再認
定の手続きの明確化

■申請書の様式を ｢新規｣ ｢変更｣ ｢再認定｣ に分類
■エコファーマー認定期間満了時の手続きの流れを整理し、フローチャートによ
り流れを明確化（認定期間満了時等に該当者へ通知する )

３　認定期間の満了を
迎えるエコファーマー
に対し、「実施状況報
告書」の提出を求める

■認定導入計画の達成状況を確認するため、エコロジー農産物推奨申請の有無に
関わらず、認定期間が満了する際には、原則として、｢実施状況報告書｣ を提
出することとする。
■旧認定期間の満了時に、実施状況報告書が提出されていなければ、再認定は認
めないものとする。

４　更新・再認定手続
きにおける認定要件の
緩和

■現状：更新・再認定の申請にあっては、新たな品目・技術の追加、面積の増加
や収量・所得の向上等、新たな目標の設定が必要
⇒導入技術内容の変更のみの場合にあっても、新たな目標の設定を行ったとみなす。

②エコロジー農産物推奨制度の主な改正点について
主　な　改　正　点

１　栽培届出書の廃止 ■現状：「栽培届出書」｢推奨申請書｣ の 2段階手続き
⇒ ｢推奨申請書｣ のみの手続きへ変更

２　推奨を受けること
ができる対象者要件の
拡充

■共同販売経理を実施している「集落営農組織」を追加
＊ただし、エコファーマー認定時と同様に、３技術の導入を確認できた場合に限
る。

３　審査基準の緩和 ■導入計画の認定を受けた農作物であり、エコファーマーの３技術の導入が確認
できた場合は、導入計画に記載のない“ほ場”であってもエコ推奨の申請が可能。

４　「不使用区分」に
おける推奨基準の変更

■現状：化学肥料のうち窒素成分のみを対象
⇒「不使用」で使用する肥料については、“有機ＪＡＳ規格”を適用する。
※化学肥料（有機農産物の日本農林規格の別表１に掲げるもの以外の肥料及び土
壌改良資材）を全く使用しないものとする。

５　推奨マークの使
用・管理の徹底

■推奨マークの適正な使用・管理について、推奨申請時に、「誓約」を行う。また、
農産物の出荷終了後、推奨マークの使用状況について、報告書を提出する。（エ
コファーマー等及び農林大学校等の場合）

６　栽培管理責任者に
対する現地監査の実施

■栽培期間終了後に栽培管理責任者に対して監査を行うことにより、完了報告書に添
付していたエコファーマー構成員全員の生産管理記録の提出を省略することが可能。
※生産記録の確認は、構成員全体の５％を抽出
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シリーズ 第 19 弾 『環境農業』研究トピック 県農業技術センター発

有機栽培は無農薬・無化学肥料のため、慣行栽培

に比べて土壌中の微生物相（細菌、糸状菌の種類

や数）が特徴的で、養分の循環や病害の抑制に重要

な役割を担っていると予想されます。そのため有機栽培

における土壌診断は、従来の肥料成分や無機成分を

分析し評価するだけではなく、土壌微生物を総合的に

評価することが必要であると考えます。

農業技術センターでは、土壌から微生物の遺伝子を

抽出し電気泳動によって分類することで、土壌微生物

の種類や数をより総合的にとらえることのできる新たな

土壌微生物調査方法（PCR-DGGE法）を用いた研

究をスタートしました。現在、様々な有機ほ場及び有機

栽培転換ほ場の土壌微生物相を調査するためのデー

タ収集を行っています。今後は、土壌管理と微生物相

の関係や生産物収量との関連などを検討し、微生物相

を指標とした新たな土壌診断手法の確立を目標に試験

を行っていきます。

「土壌微生物を指標とした新たな有機栽培土壌の診断法」

写真２：電気泳動後のゲル写真
※バーコードのように見える線が微生物遺伝子情報
です。この線の数や濃さから各土壌の微生物相を
解析します。

写真１：PCR-DGGE 法で使用する電気泳動装置

担当：農業技術センター　資源環境研究部　土壌環境科
　　　TEL：0853-22-6984　　e-mail：nougi@pref.shimane.lg.jp

島根県では、「しまね有機の郷」を推進する目的で、県産有機農産物（有機JAS認証）
及び県エコロジー農産物等のカタログを作成しており、このたび平成25年度改訂版が完成
しました。
県産有機農産物等を多くの方に知っていただき、販売・消費の拡大が図られるよう
商談会やイベントなどでＰＲに活用します。
なお、このカタログは県農畜産振興課ＨＰにも掲載しています。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

島根県有機農産物・加工品等カタログ
「しまね有機の郷 ～豊かな自然と人々が育む食～」
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（平成25年10月末日現在）

3,746件
消費者の方…… 3,024件
農業者の方……… 589件
企業・学校等… … 133件

編集後記
　12月７日にしまねオーガニックフェアを
開催します。今年も、多くの方に環境に
やさしい農業について知っていただき、取
組みが広がるきっかけになることを願い、
出展者・スタッフ一同準備を進めていま
す。楽しく・おいしく・ためになる企画を
たくさんご用意し、皆様のお越しをお待ち
しています！

○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12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

　農産物の品質や内容成分について理解を深め、有機野菜の土づくりや野菜の品質評価について学ぶ機会とするた
めセミナーを開催します。

　と　き：平成25年12月10日（火）13：00～16：30
　ところ：島根県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①「科学的有機は野菜の力を取り戻す―高食味・高栄養な作物の作り方―」
　　　　　　　　　講師　小祝政明氏（㈱ジャパンバイオファーム代表取締役）
　　　　　講演②「消費者が求める安全で美味しくて健康な野菜とは」
　　　　　　　　　講師　武井安由知氏（東京デリカフーズ㈱研究開発室室長）
　定　員：80名
　参加費：無料（申し込みが必要です。）
【問い合わせ・申込み】県農畜産振興課有機農業グループ　TEL：0852-22-5109　FAX：0852-22-6036

　「環境を守る農業宣言」による活動の輪を広げるために、生産者と消費者、それに流通に関わる人たちが一堂に会
して、意見交換と交流をする会を開催します。

　と　き：平成25年12月14日（土）15：00～19：00
　ところ：城西公民館（松江市堂形町614番地）
　内　容：①パネルディスカッション　15：00～17：10

生産者と消費者をどう繋いでいくかを一緒に考えます。
　　　　　②意見交換・交流会　17：30～19：00

オーガニック料理を試食しながら、意見交換と交流をします。
定　員：パネルディスカッションは80名、意見交換・交流会は60名（事前の申し込みが必要です。）
　参加費：パネルディスカッションは無料、意見交換・交流会は1,000円です。
　※詳しいことは日本エコビレッジ研究会のfacebookをご覧ください。
【問い合わせ・申込み】NPO法人日本エコビレッジ研究会（野津健司）

TEL：090-2005-4514		Mail：notsu@ecov.jp
または県農畜産振興課有機農業グループTEL：0852-22-5109　FAX：0852-22-6036

行 事 予 定

有機野菜栽培技術セミナー

「環境を守る農業」の生産者と消費者を繋ぐシンポジウム

しまね有機の郷ネットワークに参加しませんかお知らせ

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各種情報提供を行っています。
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。

【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


