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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。

首都圏の消費者に島根県産の有機農産物を知って
もらい、有機農産物へのニーズが高い首都圏への販
路拡大につなげるため、県アンテナショップ「にほん
ばし島根館」において、９月23日～24日、今年度２
回目となる販促イベント『しまね有機の郷フェア』を
開催しました。
県内から３事業者が出展し、生産者が店頭に立っ

て、有機野菜や有機加工食品の試食・販売を行いま
した。来店者は、試飲により青汁の飲みやすさを実感
したり、砂糖を使わず仕上げたブルーベリースプレッ
ドの素朴な甘さに共感したり、ミニカボチャのお手軽
な調理法を生産者から聞くことで、安全性やおいしさ
に納得して、購入いただきました。

フェア期間
中に実施したア
ンケート調査で
は、栽培方法や

生産地が明確にわかる“島根県産の有機野菜”を求
める声を多くいただきました。そのほか、｢特に生で
食べることの多い野菜は安全性が気になる｣ ｢有機野
菜を購入できる場所が増えるとよい｣ などのご意見も
いただき、今後の参考となりました。
また、この販促イベントに合わせ、にほんばし島根
館が入居するビル内にあるイタリアンレストラン「カ
レンダー」において、有機野菜を使ったメニューを提
供する「しまね有機フェア」を９日間のディナータイ
ム限定で開催しました。
農薬・化学肥料を使用しないで栽培された産地直
送の野菜を使ったメニューは全部で６品。いずれも野
菜の味を活かしたシンプルな調理方法で有機野菜を
味わうことができ、注文いただいたお客様からは、概
ね高い評価をいただきました。今後も同様の企画を希
望する意見もあり、飲食店などへの有機食材供給に
ついても、今後拡大していくことを期待しています。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

～東京で有機野菜が買える！味わえる！フェアを開催～

『島根県産有機農産物』首都圏の消費者にＰＲ
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㈲あうんダイニング　こめや　代表　小林 勝美（松江市）
「こめや」での取り組みについて

飲食店に勤務して17年、２年間の農業生活を経て飲
食店の経営を８年してきました。農業の経験をしたこと
で、自分の田舎（土地、農業）を存在させ続けたいと考
えるようになり、開業してから①地元での仕入れ②後継
者づくり③地域の活性化について貢献できる店作りにこ
だわってきました。
加えて人口の減少と共に飲食店は必ず淘汰される、飲

食で培った経験を活かした仕事を新たに創出しないとや
がて駄目になる、と思うようになりました。
毎年、奥出雲（実家）の米作りに携わり、その米を店

で使ってきたこともあり、エコロジー米を使った商品作
りを考えるようになりました。県農畜産振興課主催の「米
粉の商品開発セミナー」に参加したのをきっかけに実際
に取り組んでみましたが、米粉は技術や工夫が必要とさ
れ、何度も失敗しました。米糠や発芽玄米を使った商品
開発にも取り組み、これまた莫大な費用と時間をかけ挫
折と再挑戦を何度も何度も繰り返しました。
その甲斐あって発芽玄米と米糠、米粉の３つの素材を

使っての商品作りに可能性が見えてきました。これには
施設の利用、残留農薬検査済みの米糠の提供、酒造り

でできた米粉の活用など、地元奥出雲町や町内企業のご
協力があったればこそで、奥出雲でしか出来ない物作り
が出来るようになりました。
その頃、ニュースで米の消費をパンの消費が上回った

と聞き、「それならいっそパンを作って食べてもらおう、
米も消費してもらえる」と考え、パン作りを始めました。
それから販売まで約３年かかりました。商品が安定せ

ず、試食でも「まずい！」「臭い！」と言われ、自信を失
いかけていましたが、パンが膨らみ、商品として出せる
物が出来た時は、涙が止まりませんでした。
今は少しずつではありますが、遠方からお買い求めく

ださる方や、電話で注文してくださる方も増え実家の米
だけでは足らなくなってきました。これからもお客様が
笑顔になってもらえる
ような、お客様の身体
が悦んでくれるような
「エコロジー米を使った
物作り」をしていきたい
と思っています。

島根有機農業協会（美郷町）

11月2日に、益田市のグラントワにて、「有機農業
波及講座」として「農と自然の研究所　宇根豊氏」
を招いて講演会を開催いたしました。
内容は…、やはりさすがです。我々が普段当たり前

だと思っていることについて、色々な事例を織り交ぜ
ながら、語りかけられました。
例えば、「自然」という言葉は輸入語で、「明治時代

までは日本になかった概念」で「なぜなら、日本人が
自然と一体となって生きていたから」ということ。最
近の百姓は「作る」というが昔は「できる」「とれる」
と言い、主人公は人間ではなく天地だったということ。
現代の農業は、とかく作業効率や経営面にとらわ

れがちですが、有機農業に取り組むことで多くの自然
を守っていることを、生き物をたとえに話をされまし
た。その自然を守ることを昔の百姓は無意識のうちに
行っていたそうです。また、昔の百姓は、生き物の名
前を600種も言えたそうです。先生の話を聞いている
と、百姓仕事が楽しそうに思えてくるから不思議です。

また、ドイツの消費者は、農村景観を守るために農
産物を購入するという意識を持っていることも紹介さ
れ、安全性だけにこだわっていたら、有機農業は先に
進めないとの指摘もありました。
改めて有機農業は自然と共にあることを考えさせら

れた講演でした。
様々な障害にぶつかり有機農業をあきらめたくなる

人もいるかもしれませんが、自分の中にある有機農業
への熱い気持ちを大切にして、充実した有機農家に
なってほしいと思いました。
聴かれた皆様も、先生

のお話にいろいろな思い
を感じ、何かしら持ち帰
られたことと思います。
消費者の皆様にも、自
然を守っている有機農家
の皆さんの応援をよろし
くお願い致します。

「内からのまなざしと外からのまなざしの出会い　－　百姓学の思想」
宇根豊氏　講演会を開催しました！
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自らの手で有機農産物等の販売拡大を!!
～「食と農・かきのきむら企業組合」の設立～
７月31日に吉賀町柿木村において、「食と農・かき
のきむら企業組合」の設立総会が開催されました。
柿木地域では、安全安心な農産物を自給しつつ、
消費者と共に「農業」と「食べ方」「暮らし方」を追
求しながら農家の営農と生活を守ることを目的に30	
年前から地域全体で有機農産物等の生産・販売に取
り組んでいます。現在は３つの生産組織を核として生
協を中心に広島等の消費者に直接販売しています。
近年、ＵＩターン者等の新規就農者が増えつつあり、

より一層の販路拡大・強化が必要であることから、今
回、各生産組織の有機農産物等を一元的に販売する
組織が設立されました。
会員は45人で農産物生産者以外に趣旨に賛同する

加工組合等組織の代表者や個人も加入しています。

当日は、新たな理事長も選出され、「生産者の話し
合い（参加）を基に決定・判断して、より良い組織に
していこう」と決意表明があり、新たなスタートとな
りました。

【西部農林振興センター益田事務所農業普及部】

新理事長からの決意表明

エコファーマー向けに
「土づくり・IPM（総合的病害虫管理）研修会」を開催
～塩基類の蓄積を避けるための土づくりのアドバイス～

る防除技術の確立を目的に設置したもので、コナジラ
ミ類の孵化を阻害する作用がある「ラノーテープ」の
効果を確認しています。これは化学農薬が含まれる資
材ですが、散布作業が不要で省力化と農薬使用回数
の節減につながることが期待されます。Ｋ氏は「オン
シツコナジラミは難防除害虫であり手を焼いている。
この実証ほの取り組みを通して技術確立を図りたい。」
とコメントされ、先の講演に続いて橋口氏からも具体
的なアドバイスをいただきました。活発な質疑が行わ
れ参加者が互いに意見を交わす姿も見られるなど、エ
コファーマー同士の交流も深まりました。

【東部農林振興センター松江農業普及部】

８月25日、松江市内のエコファーマーを対象に、
過剰施肥に陥らないための土壌分析結果を活かした
適切な肥培管理の方法や、化学農薬の使用量を節減
できる害虫防除方法を学ぶ研修会を開催しました。
講師として㈱パイオニアエコサイエンスの橋口敏光
氏を招き、「適切な肥培管理を実現するポイント」と
題して、お話をしていただきました。その中で、土壌
分析の際は自分の土を知るという目的意識をはっきり
持つこと、過剰蓄積した肥料分の再利用により無駄
な資材を入れないことが大事だと指摘されました。ま
た、特に問題となるリン酸の蓄積に対しては、良質な
完熟たい肥の投入等により腐植酸を増やすことが有
効と具体的なアドバイスもありました。
講演の後は現地視察とし

て、トマト農家でエコファー
マーでもあるＫ氏のほ場で、
県が設置した実証ほを視察し
ました。この実証ほは、施設
栽培トマトの難防除害虫であ
るオンシツコナジラミに対す
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コープフェスティバル２０１４において
島根県推奨エコロジー農産物をPRしました
10月12日に松江市のくにびきメッセで、「コープ

フェスティバル2014」が開催され、県農畜産振興課
のブースでは「島根県推奨エコロジー農産物」のＰＲ
を行いました。
今回は、大田市の（農）百姓天国に設置している「有
機ひろげる米づくり実証ほ」で栽培されたお米（化学
合成農薬・化学肥料不使用）と、三瓶れんげ米（農薬・
化学肥料５割以上減）の２種類を実際に農家が立っ
て試食・販売する場を提供しました。また、有機農業
推進の取組紹介や、エコロジー農産物に関する消費
者アンケートを実施しました。
れんげによる土づくりの
方法、有機栽培による米づ
くりとはどのようなものか、
生産者が面と向かって消費
者と対話することで、理解
の促進につながったと思い
ます。

アンケート調査の結果、「エコロジー農産物を購入
したことがあるか」という設問に対し、「ある」と答
えた方は全体の43％、「エコロジー農産物とはどのよ
うなものか知っているか」という設問には、「よく知っ
ている」「なんとなく知っている」とした方が44％と
いう結果でした。
今後もこのようなイベントを通じ、有機農産物・エ

コロジー農産物のＰＲを継続していくこととしていま
す。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

特に新米おにぎりは「美味しい」という声が多く聞か
れました。消費者の方々に田植え、稲刈りを通じて実
際のほ場に来て・見て・触れていただき、有機栽培の
米ができるまでの経緯を知ってもらういい機会となり
ました。
なお、実証ほで栽培したお米については、「有機ひ
ろげる米づくり応援パートナー」である（株）マルマ
ン各店舗にて購入することができますので、是非お買
い求めください。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

有機栽培実証農家の（農）橋波アグリサンシャインで
消費者交流イベント「稲刈り体験」が開催されました！
島根県では、水田用除草機を用いた雑草対策によ

る水稲有機栽培の技術確立のため、県内５か所に「有
機ひろげる米づくり実証ほ」（以下、実証ほという。）
を設置しています。
実証ほを設置している農家の１つである（農）橋波

アグリサンシャインでは、一般消費者に有機栽培の米
づくりを理解してもらうことを目的として消費者交流
イベントを企画し、５月には田植え体験により交流を
深めたところです。９月28日、今年度２回目となるイ
ベント「稲刈り体験」が開催されました。
当日は好天に恵まれ、

７家族30名が参加して
稲刈り、ハデ組み見学
とハデかけを体験しまし
た。その後、橋波女性部
によって昼食のおにぎり・
豚汁・漬物がふるまわれ、
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シリーズ 第 23 弾 『環境農業』トピック 県農業技術センター発

有機栽培実証ほ場（ハウス栽培）で
発生したうどんこ病について

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。
今回はハウス栽培で発生しやすい病害について紹介
します。
ハウス栽培のトマト、キュウリ、ピーマンに共通し

て発生したのは、葉を侵すうどんこ病でした。うどん
こ病とは、葉面等がうどん粉をふりかけたように白く
なり、激しく侵されると萎縮、落葉等の被害を引き起
こす病気です。他の病害と異なりやや乾燥した条件を
好み、施設栽培で多発しやすい傾向にあります。また、
本病害が発生する作物は多く、上記の３作物に寄生
する菌種はオクラ、ナス、トウガラシ等にも寄生する

ため、作物間で感染を広げないように注意が必要です。
うどんこ病の防除にあたっては発生初期には、有機

ＪＡＳ規格に適合した農薬も多く、ジーファイン水和
剤、カリグリーンのほか、特定農薬の重曹などが使用
できます。また、発生初期で、症状が軽ければ、病
葉の除去等で抑制できることもあります。しかし、一
度蔓延すると防除は困難となるため、ほ場内で発病し
にくい環境を作り出す必要があります。前述のとおり
うどんこ病菌は乾燥を好みますが、分生子が付着し植
物体内に寄生するには一定の湿度が必要なことから、
密植を避ける、換気をはかるといった耕種的対策が効
果があります。常発地においては、抵抗性品種を利
用することも必要です。

担　当：農業技術センター
資源環境研究部
病虫科

T E L：0853-22-6905
E-mail：nougi@pref.shimane.lg.jp

　県では、島根県産有機農産物・エコロジー農産物を使った料理を紹介するレシピサイトを開設し
ました。
　料理研究家で、野菜ソムリエの土井小百合さんが考案したレシピを毎月一品ずつ紹介します。
　サイトからは、レシピを基に自分で作った料理の写真を投稿でき、ひと工夫を加えた作品やユニー
クな作品など、優秀作品の投稿者には有機
米のプレゼントもあります。
　皆さまからの投稿をお待ちしています！
　http://shimane-yuki.com/

有機野菜のレシピサイトを開設しました！！お
知
ら
せ

トマトうどんこ病 ピーマンうどんこ病
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○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12月１日発行）

〒690-8501	松江市殿町１番地
TEL	0852-22-6704　FAX	0852-22-6036
E-mail　econousan@pref.shimane.lg.jp
U R L　http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/

（平成26年10月末日現在）

3,797件
消費者の方…… 3,057件
農業者の方……… 605件
企業・学校等… … 135件

宣言の状況

【問い合わせ・申込み先】
　島根有機農業協会
　TEL/FAX：0855-75-0017
　MAIL：shimane-yuki-nougyou@feel.ocn.ne.jp

～島根有機農業協会が実施します～講演「食は命なり」西 福江氏（社会福祉法人福栄会	高取保育園	園長）
　有機栽培の玄米、旬の野菜、無添加・自然醸造の調味料を使用し
た給食を実践し、食の大切さを子ども達に伝えている高取保育園の西
園長を招き、お話していただきます。
　と　き：平成27年１月18日（日）10：00～12：00
　ところ：ビックハート出雲 白のホール（出雲市駅南町1丁目５番地）
　参加費：1,200円（入場チケットが必要です）
　【問い合わせ・申込み先】
　　主催：すこやかな大地と食卓プロジェクト　会長　浅津 知子　090-5375-7739
　　協賛：島根県立農林大学校　有機農業専攻
　　注）会場の都合により人数制限有。託児スペースを用意します。

島根県『環境農業』推進協議会の公募委員を募集します
　島根県の有機農業をはじめとする環境保全型農業の推進に係る施策等を協議・検討していただくため、
協議会委員として参加いただける方を募集します。
　応募資格：①島根県内に在住する、満20歳以上（平成27年４月１日現在）の方
　　　　　　②環境保全型農業に関心を持ち、島根県『環境農業』推進協議会（年３回程度、平日開催）

に出席できる方
　募集人数：２名以内
　任　　期：２年間（Ｈ27.4.1～Ｈ29.3.31）
　応募方法：専用の応募用紙に、「有機農業をはじめとする環境保全型農業の推進に対する消費者理解を

進めていくためには」をテーマとしたレポート（800字程度）を添えて応募してください。
　※詳しくは下記ホームページをご覧ください。
　島根県人事課　http://www.pref.shimane.lg.jp/jinji/
　農畜産振興課　http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/

　応募締切：平成27年１月９日（金）

募集

有機農業波及講座

行 事 予 定

と　き：平成26年12月６日（土）9：45～７日（日）16：00
ところ：島根大学松江キャンパス（松江市西川津町1060）
内　容：【１日目　６日（土）】9:45　開会
　　　　　10:00～12:15	全体セッション１「有機の郷をつくる－中山間地域こそ有機農業－」
　　　　　13:30～15:30	全体セッション２「食・農・からだがつながる－島根の女性たちに聞く－」
　　　　　15:45～18:00	全体セッション３「有機・自然農法と侵略的外来生物問題」
　　　　【２日目　７日（日）】
　　　　　10:00～16:00	個別報告、ポスター報告
参加費：1,000円（島根県内にお住まいで、第１日目のみ参加される非会員）
主　催：日本有機農業学会　共催：島根大学　後援：島根県

【問い合わせ】島根大学生物資源科学部　山岸 主門（shumon@life.shimane-u.ac.jp）　井上 憲一（ninoue@life.shimane-u.ac.jp）

・島根県内の土壌の性質について
　～適地適作と肥培管理～（１月予定）
・有機農業の経営戦略と
　マーケティングについて（１月予定）

第15回日本有機農業学会島根大会

食育講演会


