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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。

12月６～８日、日本有機農業学会の第15回大会が
島根大学松江キャンパス等を会場に開かれました。本
来は学会員の大会ですが、１日目の全体セッションは
一般市民にも開放され、県内の多くの農業者や行政
関係者も参加しました。その概要を報告します。
最初のセッションは、「有機の郷をつくる－中山間
地域こそ有機農業－」がテーマです。県からは公益
財団法人しまね農業振興公社の松本公一さんと県立
農林大学校の浜崎修司さんが、吉賀町からはNPO法
人ゆうきびとの福原圧史さんが、島根大学からは生物
資源科学部の松本真悟さんが、それぞれの立場から、
有機農業のこれまでとこれからについて発表されまし
た。県土のほとんどが中山間地域である島根県では、
大規模化、集積化だけが農業の方向性ではなく、島
根の特色を生かした農業を考える必要があります。「有
機農業こそ島根を活かせる強い農業」、こんなメッセー
ジが伝わってくるセッションでした。
次のセッションは、「農・食・からだがつながる－

島根の女性たちに聞く－」と題して、３人の方が報告
されました。まず、「農」からは江津市で農業を営む

深町直子さん。有機農業を始めて18年、様々な困難
や矛盾にぶつかりながらも、楽しみながら新しい挑戦
をされています。二人目は、「食」から、大田市のア
ンテナカフェ・ハレの日のオーナー和田裕子さん。カ
フェを、「有料で試食する場」兼「情報を受発信する
場」と位置付け、地元産品のハレ舞台を創出。また、「さ
んべ女子会」を起ち上げ、農業と食で大田市三瓶地
域を元気にする活動もされています。そして、三人目
は、「からだ」から三瓶裕美さん。大学では体育学科
でからだについて学び、地域おこし協力隊として東京
から雲南市にⅠターン。現在は体育コーディネーター
として、子ども達にからだと農・食とのつながりを教
えておられます。
３人の女性に共通するのは、人や自然、地域との
繋がりを大切にしていること。そして、暮らしに関わ
るあらゆることが活動のフィールドであり、有機農業
も自然とその中に含まれていること。枠にとらわれず、
考え方も身のこなしも自由で柔軟です。元々いいモノ
を持っている（けれど地元の人は気付いていない）地
域が、彼女たちのような魅力的な人と出会うことによ

り、新しいものが次々と生まれている様子を
垣間見ることができました。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

～日本有機農業学会島根大会が開催されました～

「有機の郷をつくる」総合討論の様子

研究者が島根に集結！

大会３日目には浜田市のやさか共同農場へ。
地域全体を見据えた有機農業の取組みがな
されている現場を視察されました。
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ダンク耕房　川瀬 知美（吉賀町）
「自然栽培への挑戦」

田舎に帰るという母と一緒に吉賀町にＩターンして
８年になります。５年前の春のこと、長年一人で米を
作っていた祖父が倒れ、その時は後を引き継いでやる
者が私しかいなくて、とりあえず引き受けた事が農業
の道に入った事情でした。
そして祖父の行っていた有機農業に取り組むうち、

自分の中で栽培方法について疑問が湧いて悩んでい
る時、「自然栽培」に出会いました。実践している方
の農場視察や話を聞きとても興味がわきました。そこ
で一昨年の６月から半年間、自然栽培全国普及会が
主催する研修に参加し自然栽培の考え方を学びまし
た。研修を通じて学んだことは、土づくりと種の自家
採種の大切さについてです。土は、田んぼや畑、山で
はそれぞれ全く違うもので、そこの土の力によって作
物を育てることを学びました。ですから有機肥料も堆
肥も使いません。また、種の自家採種は繰り返すこと
でそれぞれの土地に適応し、植物本来の力が引き出
されていきます。種（＝いのち）を繋いでいくことが
いかに大切かを学びました。
その後も地域単位で行われる勉強会に参加し、先
駆者の皆さんから指導していただきながら、昨年は有
機肥料も投入しないお米の栽培方法に転換しました。

自然栽培は農業だけの事ではなく、人間の身体に
も当てはまる事なのです。つまり生き方、暮らし方を
学んだ一年でもありました。私は子どものときからア
トピー性皮膚炎に苦しんでいます。かゆみがひどくな
るとついつい薬に頼ってしまいます。しかしこれは田
んぼで言えば虫が出れば農薬を撒くのと同じ行為で
す。その事にも気づかされたのです。『腑に落ちてこ
そ実践できる』今は自分の体も自然治癒力を高めてい
こうと強い気持ちでいます。最初は何気なく始めた農
業だったのですが、「自然栽培」に出会ったことで自
分の身体のありようも生き方も見つめ直すきっかけに
なったことで、本当は導かれていたのかもしれません。
まだ一年目ですから失敗の連続です。先輩達のよう
になるまで何年かかるかわかりませんが持続していこ
うと思っています。一切の肥料や農薬を使用しない自
然栽培は、経費を抑えられるというメリットもありま
す。農業にも色々な選択
肢があり、私のように若
い世代で農業に取り組む
人が増え、耕作放棄地の
減少に少しでも繋がって
ほしいと思っています。

主催：すこやかな大地と食卓プロジェクト
１月18日、ビックハート出雲で開催された講演会に
参加しました。講師は、「はなちゃんのみそ汁」でも
有名な福岡市高取保育園の園長、西福江先生です。
高取保育園の実践は、「主食は玄米」「伝統の食べ

物を摂る」「旬のものを摂る」「一物全体（丸ごと食べ
る）」「腹八分で１口100回噛む」というもの。この取
組みを40年にわたり実践されています。きっかけは、
食物アレルギーの増加など、園児の心身の変化だった
とのこと。
園では「体験で学ぶ」ことも大切にされています。

お米を研ぐことや、配膳から食器洗いまで、園児が自
ら行います。また、味噌を作ったり、漬物を漬けたり、
四季折々の食事づくりも体験します。子どもたちは実
際に見たり、触ったり、音を聞いたり、においを嗅い
だりすることにより、感じる力を育みます。食に関わ

る様々な体験が、味覚や人格形成にも影響を与えてい
るとのお話でした。
人は１日３食、１年で1,095回もの食事をいただき

ます。毎日食べてきたものが今の自分をつくっている、
まさに「食は命なり」です。何を選んで食べるか、あ
らためて考える機会になりました。
今回の講演会を開催された「すこやかな大地と食卓

プロジェクト」は、生産者と消費者の交流を通して、
健康な心と体をはぐくむ豊かな食生活に貢献すること
を目的に出雲市を中心に
活動している団体です。
「まちなかオーガニックマ
ルシェ」などの開催を通
じて、生産者の想いを消
費者に届けています。

食育講演会「食は命なり～未来をそだてる愛情ごはん～」

「環境を守る農業宣言」をされた方々により主催されるイベント等が各地で開催されています。
本紙編集担当者がその様子を報告します。
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有機農業波及講座開催報告
島根有機農業協会

島根有機農業協会では、有機農業の取組み拡大を目指して有機農業波及講座を実施しています。12月から２
月にかけて開催した講座について報告します。

今回の３つの講座を通して、参加する・話を聴くだけでなく、実際に行ってみることがとても大切なことだと
感じました。どの講師の先生も自ら実践していることを、惜しげもなく話してくださいました。参加された方々
の今後の有機農業への取り組みを期待したいと思います。
協会では今後も、有機農業の基礎から実践まで幅広く講座を企画する予定です。多くの皆様のご参加をお待

ちしております。

　㈲佐々木農場の代表取締役である、佐々木一郎氏
を招いて、お話をしていただきました。農業経営にお
ける自分なりの分析方法や有機農業を取り組むきっか
けなど、じつにわかりやすく説明していただきました。
農業経営で家族を守ること、仲間を大切にすること、
消費者へ正直な気持ちで対応することなど、人とのつ
ながりを大事にすることで、自分がするべきことをみ

いだし、実践していくこ
との大切さを教えていた
だきました。また、佐々
木さんの実直な人柄によ
りここまでの功績がある
のだと参加者の方も感じ
て帰られたと思います。

経営講座「有機農業と仲間づくりで攻めの農業」２月５日

　「島根のことは、島根
の人に聞け！」というこ
とで、元島根県農業試
験場に勤務しておられた
古山光夫先生に講義を
していただきました。古

山先生は、自らの足で実際に県内の農地を調べて回っ
ておられるので、土壌の性質ついてとても詳しく、県

内の農地がどのような状態なのか詳しく説明してくだ
さいました。また、農地によっては、初めから栽培に
適した場所もあるのですが、そうでない場所への土壌
改良の方法なども時折ユーモアも交えて、詳しく説明
していただきました。参加された方は、改めて自分の
農地がどのような状態なのか見つめ直す、良い機会
になったようです。

技術講座「土壌の性質と肥培管理の方法」１月20日

　先進地への見学及び県内の有機農業に関心を持っ
ておられる方々との交流も兼ねて、バスツアーを行い
ました。行先は「有機のがっこう土佐自然塾」と「JA
おちいまばり直販開発室が運営するさいさいきて屋」。
ですが、大雪の為「さいさいきて屋」には行くことが
できず…。しかし、親睦会やバスの中では皆さんに支
えられ、楽しいひと時を過ごすことができました。
　「土佐自然塾」では、塾長の山下一穂先生の講話を
聴講した後、実際に先生が管理しているほ場を見せて
いただきました。有機農業の技術は土づくりが基本で

有機農業実践事例見学会　高知今治バスツアー12月４～５日

あること、苗の作り方も
紹介していただき、消費
者が望んでいる作物を
提供することの大切さも
教えていただきました。
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『有機のまち、ごうつ』として、有機農業を広めたい
～江津市有機農業推進協議会の設立～

設立しました。本協議会は、市内有機農業生産者や流
通・販売者、関係団体等から構成され、上述の『産業
としての有機農業』と『暮らしの一部としての有機農業』
を車の両輪に、環境と調和のとれた有機農業の推進を
図ることとしています。
　今年度の本協議会の活動としては、「江津市有機農
業推進計画」への施策反映に向けたワーキング会議や、
有機農業参入希望者向けの生産技術研修会、有機農業
に対する消費者理解の推進を目的とした料理教室及び
講演会等を開催することにより、有機農業の普及・啓
発に繋げることとしています。

【江津市農林水産課】

　江津市では以前より、露地有機栽培によるゴボウや
健康食品原料となる大麦若葉・桑及び施設有機栽培
による葉物野菜の生産等の特色ある有機農業が展開さ
れ、環境に配慮した安心安全な農産物の生産や新規就
農者の受入及び雇用の創出等によって、地域農業を支
えてきました。（＝『産業としての有機農業』）
　一方で、健康や環境保全に意識の高い女性やU・Iター
ン者等を中心とした「農のある暮らし」への関心の高
まりから、有機農業への参入希望者が増えているのが
現状です。（＝『暮らしの一部としての有機農業』）
　こうした中、平成26年11月６日に、『有機のまち、
ごうつ』を目指し、「江津市有機農業推進協議会」を

「有機ひろげる米づくり」実証ほの取組み
機械除草を軸とした雑草対策と有機栽培米の販売支援

島根県では今年度、農業技術センターを中心とし
て研究された、水田用除草機による除草を基幹技術
とした水稲有機栽培技術の地域への波及を図るため、
県内５か所に「有機ひろげる米づくり」実証ほを設置
し、生産面および販売面について支援しました。
生産面においては、各地域の普及員の指導のもと、
機械除草をはじめ成苗育苗や深水管理などの有機栽
培技術を取り入れ、雑草対策を行いました。その結果、

除草剤を使わなくても雑草の量が減り、全ての実証ほ
で10aあたり400kgを超える収量を確保することがで
きました。
販売面では、県内の販売事業者とパートナー関係

を結び、生産者とともにそれぞれの地域に合った販売
方法について協議を重ね、11～１月にかけて各店舗
で試食販売を行い有機栽培米をPRしました。化学合
成農薬や化学肥料を一切使わない、環境にやさしい
お米であることを消費者に直接訴え、理解促進を
図りました。
これらの成果や有機米栽培技術について、２
月25日に水稲有機栽培技術交流セミナー内で情
報共有・意見交換を行いました。セミナーの内容
については次号でご報告します。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

地元の有機農産物を使用した料理教室生産技術研修会での落葉堆肥づくり
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シリーズ 第 24 弾 『環境農業』トピック 県農業技術センター発

秋冬どりキャベツのネット被覆栽培について
キャベツの有機栽培における最大の障害の一つに
害虫による食害があります。特に秋冬どりキャベツで
は気温の高い生育初期に害虫被害が大きく、これを
如何に防ぐかが課題となっています。そこで、昨年度
農業技術センターの研究で行われた「ネット被覆によ
るキャベツの害虫対策」を基に、より効果的な技術に
するため今年度は大田市波根町の圃場で現地実証を
行いました。
品種は低温期の適応に優れる冬どりの「彩ひかり」

で、ネットの目合いは1.0mm・0.4mm・不織布の３
パターンを用い、９月４日定植、翌５日から11月６日
まで被覆し、生育状況と食害状況を比較しました。そ
の結果、ネットを被覆しない無処理区ではヨトウガ、
ウワバなどの食害による被害が大きいため生育が悪
く、結球できない株が多くありました。一方、ネット
区では食害はほとんどなく、調査時点で結球径10cm
以上のキャベツ（今後出荷可能な大きさ）が70%以
上となり、順調な生育をみせています。またネットの
目合いによる大きな違いは見られず、経営的にみると

不織布が最も安く、0.4mmネットの1/8、1.0mmネッ
トの1/3の費用で購入でき、安価な資材として効果が
期待されます。
ネット栽培では、まずは定植までの段階、つまり育
苗時からの運搬、定植時までも害虫が寄りつかないよ
うに十分注意することはもちろんのことですが、定植
後はすぐにネット被覆を行う、トンネルの裾は隙間が
出来ないよう土などで覆うことがポイントです。また、
トンネルはキャベツが大きくなっても当たらないよう
な高さにすることも重要です。
ネットを取り除く時期は、気温が低くなり害虫があ

まり動かなくなる10月下旬頃から可能で、今年度は
11月初旬に行いましたが、食害の問題もなく、追肥
も容易に行うことができます。
今後は、被覆資材の時期別保温効果、ネットの撤

去時期の判断、除草効果を期待した定植前の太陽熱
消毒と組み合わせた栽培体系などを検討し、現地へ
の早期普及を図りたいと考えています。

担当：農業技術センター　技術普及部　有機農業普及課
TEL：0853-22-6997
E-mail：nougi@pref.shimane.lg.jp

（写真２）無処理区のキャベツ

（写真３）食害するヨトウガの幼虫

（写真１）不織布で被覆したキャベツ

図1　結球径10cm以上の割合
（調査日：平成27年1月26日）

0.0%

50.0%

100.0%

1.0mm 0.4mm 不織布 無処理区
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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27年３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27年１月末日現在）

3,798件
消費者の方…… 3,057件
農業者の方……… 606件
企業・学校等… … 135件

宣言の状況

みんなでひろげる有機の郷事業

環境保全型農業直接支払交付金

補助事業
情報

制度情報

有機農業へのチャレンジや本格展開、また、有機農産物の販売や消費を促進するための取組
に対して支援します。

化学肥料・化学合成農薬の５割低減の取組とセットで取り組む、以下の営農活動に支援します。

＜27年度からの変更点①＞　法律に基づく制度となり、グループでの申請になります！
　●多面的機能発揮促進法に基づき、農業者グループでの申請が基本になります。（※個人の農業者も一定の条件を満たし市
　　町村が認める場合は申請は可能です。）

併せて「環境保全型農業の取組をひろげる活動（推進活動）」を行っていただくことも要件となります。
＜27年度からの変更点②＞　複数の取組を行った場合にも支援します！
　●１つのほ場で取組時期が異なる複数の活動を行った場合も支援を行います（２取組まで）
　※詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。

※詳しい内容はＨＰに掲載しています。
http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/seisan/kankyo_suishin/yuki_nougyo/minna_yuuki_no_sato.html
【平成27年度第１回申請受付期間】３月末日まで
【問い合わせ先】県農畜産振興課有機農業グループ　TEL 0852-22-6704

 事業の種類  補助対象経費 補助率 補助対象事業費 審査方法

生産者支援事業
※生産者（団体）、
農 業 生 産 法 人、
NPO法人、消費者
団体等への支援

チャレンジ事業
○ソフト事業
有機栽培の技術実証・技術研修、販
路開拓、消費者への理解促進、新規
就農者育成等に係る経費

○ソフト事業
　1/2以内

○ハード事業
　1/3以内

（上限）1,000千円
（下限）    100千円

県による
書類審査

実践拡大支援
事業

○ソフト事業
先進地調査、販路開拓、消費者への
理解促進、有機農業技術導入等に係
る経費
○ハード事業
生産関連施設・機械、小規模基盤の
整備に係る経費

（上限）20,000千円
（下限）      400千円

外部審査
会による

審査

流通・販売者
支援事業
※流通販売・加工・
飲食事業者等への
支援

チャレンジ事業
○ソフト事業
有機農産物・加工品の試験販売、新
商品の試作、取引拡大、消費者への
理解促進等に係る経費

（上限）500 千円
（下限）100 千円

県による
書類審査

実践拡大支援
事業

○ソフト事業
有機農産物・加工品の開発、販売拡大、
消費者への理解促進等に係る経費
○ハード事業
販売・加工関連施設・機械の整備に
係る経費

（上限）2,000 千円
（下限）    200 千円

外部審査
会による

審査

カバークロップの作付、冬期湛水管理、有機農業（そば、飼料作物等除く）、リビングマルチ …8,000円／10ａ
たい肥の施用 …4,400円／10a
機械除草 …4,000円／10a
有機農業（そば、飼料作物等） …3,000円／10a

農業者

農業者農業者

農業者グループ

農業者

農業者

農業者

（集落営農や生産部会など）


