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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。

島根県では、消費者の安全安心や環境保全への関
心、生産者の参入志向の高まりなどを背景に、有機
農業を本県農業の活性化策の柱のひとつに位置付け、
推進を図っています。
これまでの取組みでは、県立農林大学校を中心と

した有機農業の担い手育成、生産技術の普及・指導
体制の強化、生産や販売、消費の拡大を図るための
施策を総合的に進めてきました。これにより、有機農
業の取組面積は拡大し、有機農業による新規就農者
の数も増加するなど、着実に効果が現れています。
しかし、地域により有機農業の取組に偏りが見ら
れることや、取組み間もない生産者や小規模な生産
者を中心に販売機会が限られていることなど、有機

平成26年度に予定している事業の一部をご紹介します。（来年度予算案が県議会で審議中のため、内容は変更になる
場合があります。）具体的な内容や各事業の募集等については、詳細が決まり次第、県ホームページ等でご案内します。

●地域や民間の取組みに対し経費の一部を助成します。
・「生産者支援」：有機農業への試行的な取組みや本格展開を支援し、新規参入や生産拡大を促します。
・「流通・販売者支援」：有機農産物の加工や販売への試行的な取組みや本格展開を支援し、消費者が身近な場所で
有機農産物等を購入できる環境づくりを促します。

・「地域活動支援」：地域の生産者や消費者、行政関係者等で構成される協議会に一定額を助成し、有機農業推進の
ために地域で行う活動を支援します。

●「販売力強化研修会（仮称）」：有機農産物等を効果的に販売するための技術を学ぶ機会を設けます。

●「首都圏等テスト販売・PR事業（仮称）」：県外への販路拡大を考えている生産者の方にお試し販売の機会を設ける
とともに島根県産有機農産物のPRを定期的に行います。

●このほか、消費者への理解促進・消費拡大のための啓発活動、栽培技術の研究や実証、有機JAS認証取得のための
講習会などを実施する予定です。

農業をさらにひろげていくためには多くの課題があ
ります。
平成26年度から新たに始める事業では、各地で行

われている個々の生産者等による有機農業の取組を
地域でまとまった取組としていくための支援や、有機
農産物の販売や消費を県内外で拡大するための取組
を強化することとしています。
有機農業は、食育活動や環境問題、地域振興、定
住（UIターン）対策など、地域の様々な取組や課題
と密接に関わる分野だと思います。これらの課題と
関連させながら、地域の関係者が力を合わせ、必要
な対策を考え実行することにより、「しまね有機の郷」
のひろがりを目指していきたいと思います。

～新事業がスタートします～

島根の有機農業をもっとひろげる



宣 言 者 の 方 か ら 届 け ら れ た 声 で す ！宣言者
の
ページ
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「麦わらぼうし」は松江市・出雲市の30代から40代
の7人のメンバーで活動しています。本格的に農業経
営を目指す人から、収入は他で得ながら生活の中に農
を取り入れたいという人までと様々です。
普段はそれぞれの場所で生産・販売活動を行いなが

ら、栽培技術・資材や機械について情報交換したり、
販路の紹介をしあったり、そのほかPOPの描き方など
の勉強会も開いています。またお互いの活動に刺激さ

れ、モチベーション
の維持にも役立っ
ているという側面も
大きいようです。グ
ループというよりも
緩やかなネットワー
クという方が適当か
もしれません。

私自身野菜作りを始めてから、思っていた以上に農
薬や化学肥料を意識されている方が多いことに驚きま
した。特に小さなお子様のいらっしゃるお母さんの声
は切実でした。安心して食べていただけるものを、美

麦わらぼうし  大國 史英(松江市・出雲市)
小さなつながりでお客さまの声に応えたい

味しいものを届けたい。けれ
ども自分一人の力では種類
も量もカバーすることができ
ない。そこで、同じように農
薬・化学肥料を使わずに野
菜作りをしている仲間に声を
かけ平成24年8月に「麦わら
ぼうし」を立ち上げました。
「麦わらぼうし」として販促
を続ける中で、おかげさまで、
あちこちから声をかけていただ
く機会が増えてきました。松
江市の大星ストア古志原店さ
んでは麦わらぼうしのコーナー
も設けていただいています。
まだまだ「欲しい」と言っ
てくださる方の声に十分応
えきれていないのが現状で
す。計画的栽培と生産能力
の強化が今年の課題です。

と　き：平成26年４月20日（日）10：00～14：00
ところ：健康の森　創作研修棟（雲南市木次町）

○募 集 数：30店舗　　○出 店 料：1,000円　　○募集〆切：３月16日（日）
○出店条件・出店規則は、オフィシャルブログ（http://unnanmarket.pokebras.jp/）でご確認いただくか、下記
までお問い合わせください。
○申込方法：上記ブログから申込用紙をダウンロードし必要事項を記入の上、メールまたはFAXでご返送くださ
い。または、事務局にご連絡いただければ申込用紙を送付します。

問い合わせ　べじまーと事務局（natural foods and goods 菜野花）　TEL/FAX 0854-42-4522

べじまーとは、自然栽培や有機栽培の野菜や朝どれの海藻、
またそれらを使用した加工品等、地球とからだにやさしい
お店が並ぶ朝市です。また、天然素材の木工教室や布ナプ
キン教室、ヨガ体験等のワークショップも開催します。県
内各所を巡り、年４回程度開催します。

出店者募集
中！

べじまーと雲南版　開催決定!!
イ 板ト 掲ベ 示ン

ランニングに足袋がトレード
マークのメンバー佐々木さん
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環境保全型農業推進コンクール（主催：全国環境
保全型農業推進会議）は、環境保全型農業および有
機農業において、経営や技術の改善に取り組み、農
業・農村環境の保全を通じて地域社会の発展に貢献
している農業者・団体を表彰するもので、平成７年
度から毎年実施されています。
第	19	回は全国から	63	事例の応募があり、松江

市の「有限会社宝箱（松江市大庭町）」が優秀賞（全
国環境保全型農業推進会議会長賞）を受賞しました。
有限会社宝箱は、平成15年に茶栽培を開始、平
成22年に農産荒茶工程までの有機ＪＡＳ認定を取
得、平成23年に加工工程の有機ＪＡＳ認定を取得
し、自社で栽培・加工・販売まで一貫した工程管理
を行うことで、品質管理に努めています。また、
平成24年には、消費者に安全・安心を届ける
ため、農業生産工程管理（ＧＡＰ）を島根県知
事が認証する「美味しまね認証」を取得し、安
全性を高めています。
松江市近郊から収集した剪定屑、伐採材、草

屑等を原料とした自家製の植物性堆肥を施用し、油
粕・魚粉等の有機質肥料を使用、「化学肥料」｢化学
農薬｣ は一切使用せず、人にも環境にも優しい循環
型の農業を実践しています。
自社店舗での販売の他、地元のスーパーや県内外
のイベントへも試飲販売に出かけ、地元のお茶の普
及と地産地消のＰＲを積極的に行っており、地域の
保育所・学校等と交流を図り、食育活動にも力を入
れています。
今後も経営理念である「畑はいのちの宝箱」を
キャッチフレーズに、地域の豊かな自然を大切に育
みながら、有機農業の継続・発展に向けた活動が展
開されることを期待しています。

12月７日に松江市のくにびきメッセで、しまねオー
ガニックフェアを開催しました。今年のフェアは、“ゆ
うきがひろがるしまねの明日”をテーマに、「生産者
の想い」「自然に育まれた農産物の美味しさ」「豊かな
食」「環境問題」についてもっと知っていただき、生
産者、消費者を問わず同じ思いを持って有機農業を
ひろげていきたいという願いを込めて開催しました。
今年で３回目となるフェアには、これまでで最も多

い47団体の皆様に出展いただき、3,800名を超える
方にご来場いただ
きました。各出展
ブースでは、農薬
や化学肥料を使用
しない（または減
らす）などして栽
培された環境にも

第３回しまねオーガニックフェアを開催！！
～ゆうきがひろがるしまねの明日～

人にもやさしい農産物の販売やそれらを使った料理が
提供されました。資料やパネルを使って栽培方法やこ
だわりを伝える生産者や熱心に質問する来場者の姿
も見られ、生産者と消費者が交流する場になりました。

“畑はいのちの宝箱”
第１９回環境保全型農業推進コンクールで
有限会社 宝箱が『優秀賞』受賞！！
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出展者の方から
お米や野菜、加工
品など自慢の商品
を提供していただ
き、抽選会を行い
ました。提供者か
らそれぞれの商品
に対する熱いＰＲ
を聞いて、どれも食べてみたくなりました。

お米や野菜、お茶や味噌などの加工品の販売から農業や食に関する
様々な企画展示など、工夫に富んだ魅力いっぱいのブースが並びました。

こだわりの栽培方法や農産物に込められた想いを聞きながらの品定
め。おいしい野菜がもっとおいしく感じられますね！

12団体の出展により目移りするほど豊富なメ
ニュー！素材を生かした料理を味わい、食べるこ
とを通じて有機農業に触れることができました。

今年も県立松江農林
高等学校吹奏楽部のコ
ンサートで賑やかに幕
開けしました。
歌あり、踊りありの
楽しいステージは来場者の皆様に大好評でした。

ジャーナリストの安部司氏
に「食の本当の豊かさとは」
をテーマに講演いただきまし
た。食品添加物の実験を交え
ながらの興味深いお話に、大
勢の来場者が耳を傾けまし
た。食の安全に対する関心の高さがうかがえました。

ご来場の皆様、ご出展者の皆様、島根大学・島根県立大学からお手伝いに来てくれたボランティアスタッフの皆様、
関係の皆様、ありがとうございました。

料理研究家で奥出雲町の一味
同心塾の館長を務める中村成子氏
に「丁寧に暮らす	家を紡ぐ	食を
紡ぐ」をテーマにお話いただきま
した。自身のこれまでの経験や奥
出雲町での様々な活動をご紹介い
ただきながら、食や農、環境への想いを伝えていただきました。

オーガニ
ックマル

シェ

オーガニ
ックカフ

ェ

ステージ
イベント

「食」への関心を高める２つの講演をおこないました。

県内各地から３５団体が出展！！

素材を生かしたランチやおやつ

交流を深めた  しまねオーガニックフェア
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シリーズ 第 20 弾 『環境農業』研究トピック 県農業技術センター発

害虫から作物を守る有効な手法が「ネット（網）」で
す。今回、目合いの異なるネットの防虫効果と生育に
及ぼす影響を年内どりキャベツ（栽培方法は有機ＪＡＳ
準拠）で調査しましたので紹介します。
ネットは目合い0.4mm、１mm、４mmを用い、定植
後２時間以内にトンネル被覆しました（写真１）。

○防虫効果
今回供試した３種類のネットはモンシロチョウ、ウワバ
類などの幼虫の食害を防ぐことはできました。しかし、４
mm目のみで、アブラムシ類による生育不良株が約５％
発生しました(写真２）。これはアブラムシ類が４mm目の
ネットをすり抜けて侵入し、加害したものと思われます。

○生育促進効果
収穫時の結球重は目合いが細かくなるほど増加し、
0.4mm目が最も重くなりました。また、低温になって葉

が赤くなる着色程度は目合いが細かいほど減少しました
（図１）。これはネットの保温効果と考えられ、0.4mm
目ネット内の気温を測定したところ、無被覆に比べ、
11月下旬の晴天時の昼間で最大８℃、夜間で最大６℃
高くなることが分かりました。（図２）。

○まとめ
ネットは防虫効果だけでなく、目合いによっては生育
促進効果があることが分かりました。今後、今回得ら
れた知見を基に現地試験を実施する予定です。

「ネットの防虫効果と生育促進」

図１　ネットが収量と葉の着色に及ぼす影響
＊着色程度	 ０：なし
	 ２：葉脈のみ着色
	 ４：葉全体着色 ( 葉脈＋葉脈間 )

図２　ネットの保温効果
　　　（調査日：平成 25 年 11月23日　天候晴れ）

写真１　ネット被覆の様子
（左：４mm、中央：0.4mm、右：1mm）

写真２　４mm目ネットの生育不良
	（左：正常株、右：アブラムシ被害株） 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　病虫科
　　　TEL：0853-22-6993・6772
　　　E-mail：nougi@pref.shimane.lg.jp

農業技術センターでは、重点研究プロジェクトとして水稲と畑作物の有機栽培支援技術の開発に取り組んで
います。
この度、2012年の研究から得られた結果・知見をまとめた「有機野菜研究情報2012」を発刊しました。下
記ＨＰに掲載しておりますのでご覧ください。
http://www.pref.shimane.lg.jp/nogyogijutsu/seika/seikajouhou/mokuji.html

【農業技術センター　総務企画部　企画調整スタッフ】

『有機野菜研究情報2012を発刊しました！』
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（平成26年１月末日現在）

3,761件
消費者の方…… 3,038件
農業者の方……… 590件
企業・学校等… … 133件

編集後記
　この原稿を書いている今は冬季ソチ五
輪の真っ最中。連日の日本人選手の活躍
に、寝る間を惜しんで応援しています。
メダルが取れたかどうかに関わらず、こ
れまで努力を積み重ねてこられたからこ
その選手の皆さんの強さに心動かされ
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26年３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

昨年12月10日に、島根県男女共同参画センターあ
すてらすを会場として、有機野菜栽培技術セミナーを
開催し、島根県有機の郷ネットワークの会員ら約100
名が参加しました。
本セミナーでは、農産物のおいしさや機能性への消
費者の関心の高まりを受け、有機野菜の品質や内容成
分への理解を深めてもらうことをテーマとして、(株)
ジャパンバイオファーム小祝政明代表取締役、東京デ
リカフーズ株式会社の武井安由知研究開発室室長から
講演をいただきました。
小祝代表は、有機農産物が根から有機態チッ素を吸
収するメカニズムや、土壌に含まれる微量要素の重要
性、また良質な堆肥の製造方法等について、図を用い
て分かりやすく説明されました。また、武井室長から
は、機能性を独自の基準で「抗酸化力」「免疫力」「解
毒力」「酵素力」に分類し、可視化して販売する取組

　水稲有機栽培の中で、雑草の除草技術とともに、その技術確立が期待されている抑草技術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26年３月19日（水）13：30～16：00
　ところ：朱鷺会館　大ホール（１）（出雲市）
　内　容：講　　演「コウノトリ育む農法における抑草について」
　　　　　　　　　講　師　成田市雄氏（ＪＡたじまコウノトリ育むお米生産部会　豊岡北部支部副支部長）
　　　　　研究報告「トロトロ層に関する研究の取組状況」
　　　　　　　　　講　師　県農業技術センター作物科
　　　　　事例報告「有機米応援プロジェクトの取組について」
　　　　　　　　　報告者　県農業技術センター技術普及部　主任農業普及員　山﨑智美
　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

行 事 予 定

第２回水稲有機栽培技術交流セミナー

等を紹介。また、有機栽培で生産された野菜の抗酸化
力が非常に高かった事例等を紹介されました。
講演の後に行われた質疑では、良質な堆肥の作り方

や、機能性成分を表示して販売する取組について、活
発に意見が交わされ、講師のお二人は時にホワイトボー
ドで図説を交えながら真剣に回答されていました。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

～野菜のおいしさや機能性を考える～
有機野菜栽培技術セミナーを開催


