
　家族の病気を機に有機栽培の道へ
　現在では２０ｈａ以上の水田を管理している ㈲三和
農産だが、農業を始める前は、父親が立ち上げた農業
機械の販売会社で営業を行っていた。
　しかし、病気になった家
族に良いものを食べて欲
しいという思いがきっかけ
となり、昭和の終わりに約
１０ａの水田で米の有機栽
培を始めることになる。
　その後、当時では珍しかった、お客さんへの直接販売
を行う中で、少しずつ水田の面積が増えていき、社員も
雇用していくことになるが、特に農閑期の仕事を生み出
すために、平成１５年にモチの加工場を建て、今でいう
６次産業化を進めることになったとのこと。

　社員は宝
　作った米やモチの販路の多くは、農業機械の営業を
していた頃の経験を活かしながら、会長が自ら足でかせ
ぎ開拓したものだ。
　自信を持って営業するためにも、栽培管理や製造工
程には細心の注意を払い、おいしく、安心して食べられ
るものを目指している。

　「それを実現してくれる社員は『宝』だ」と強調する渡部
会長。
　おかげで、今では米もモチなど、商品の製造が注文に
追いついていないとのこと。

近隣の集落営農組織とともに有機農業の郷をつくりたい
　「今後は、集落営農組織のみんなと、この辺り一帯を
『有機農業の郷』にしていきたい。」
　現在、営業の第一線から身を引いてはいるが、その代
わりに、近くの集落営農組織へ有機農業の波及を行いな
がら、野菜の栽培にも挑戦中だ。
　「みんなと話していると、集落の中には良い人がたくさ
んおられ、伝統芸能など地域の貴重な財産がたくさん
眠っている。この良さに気づいて、
地域に元気になってもらいながら、
有機農業の良さも感じて欲しい」と、
まだまだ意欲的に活動中だ。
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有限会社 三和農産 渡部　寿志 会長
　「これからは、近くの集落営農組織と一緒に『有機農業の郷』を作っていきたい。」
　取引先からの電話を何度か挟みながら、インタビューを受けていただいた渡部
会長。
　今回は、出雲市で米の有機栽培を３５年。現在はモチなどの加工品も作っている、
㈲三和農産の渡部会長を紹介します。
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ゆうげんがいしゃ  さんわのうさん　わたなべ ひさし
出雲市出身／米やモチなど加工品の栽培、
製造、販売を行う会社の会長
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益田翔陽高校生の活動レポート

Activity report at Masuda shoyo high school students 

Activ ity report at Masuda shoyo high school students 

益田翔陽高等学校   環境保全型農業への取り組み

平成29年度
有機農業技術等波及講座開催に
　　  ついてお知らせいたします。

●連絡先　ＮＰＯ法人 島根有機農業協会
  （TEL:0855-75-0017　ＨＰアドレス：http://www.shimane-yuki.or.jp/）
●島根有機の郷ネットワーク県ＨＰアドレス：
　http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/seisan/kankyo_suishin/yuki_nougyo/yuki_netto.html

益田翔陽高等学校   環境保全型農業への取り組み
春 島根県立益田翔陽高等学校　農場部　合鴨研究班

　益田翔陽高等学校生物環境工学科では、環境に正しく向き合う農業生産
活動について学習を進めています。昨年度の活動を振り返ると、多くの地域
の方々のご協力があって、はじめて内容の濃い活動を実践することができま
した。お一人、お一人から合鴨の飼育方法や水田での放飼の仕方など文献で
は知ることができない知見を惜しみなく示していただき大変感謝しています。
また、県外の有機農業の先駆者である岩崎政利さん（長崎県）、古野隆雄さん
（福岡県）、萬田正治さん（鹿児島県）、金子美登さん（埼玉県）からのご意見や実体験を直接交流することに
より知ることができた点は生徒の将来に大きな宝物になったと感じています。
　さて、今年度も昨年度同様に多くの活動を計画しております。水稲では合鴨水稲同時作の準備、畑作物

では露地栽培の苗生産等、生徒の課題研究（卒
業研究）を中心に進めています。うれしいことに
昨年度の活動に興味を持った２年生が放課後、
３年生の先輩の課題研究を自ら手伝い、新たな
発見に喜びを感じている生徒も見られます。こ
れも農業の魅力だと実感しています。
　随時、学校の活動を報告したいと思っており
ます。 これからもよろしくお願いします。

の方々のご協力があって、はじめて内容の濃い活動を実践することができま
した。お一人、お一人から合鴨の飼育方法や水田での放飼の仕方など文献で
は知ることができない知見を惜しみなく示していただき大変感謝しています。
また、県外の有機農業の先駆者である岩崎政利さん（長崎県）、古野隆雄さん
（福岡県）、萬田正治さん（鹿児島県）、金子美登さん（埼玉県）からのご意見や実体験を直接交流することに

合鴨研究班の一コマ

メスはほぼ毎日卵を産
みます

　さて、今年度も昨年度同様に多くの活動を計画しております。水稲では合鴨水稲同時作の準備、畑作物

水稲の種まき作業（
4/19）

では露地栽培の苗生産等、生徒の課題研究（卒
業研究）を中心に進めています。うれしいことに
昨年度の活動に興味を持った２年生が放課後、
３年生の先輩の課題研究を自ら手伝い、新たな
発見に喜びを感じている生徒も見られます。こ
れも農業の魅力だと実感しています。
　随時、学校の活動を報告したいと思っており
ます。 これからもよろしくお願いします。

合鴨小屋の作成中です

NPO法人島根有機農業協会より

　今年度も島根有機農業協会で有機農業技術等波及講座を行います。
　詳しい内容及び日程については、現在調整中です。大まかな内容は下記の通りです。
　決まり次第、協会ホームページや「島根有機の郷ネットワーク」メーリングリストで
紹介していきますので、ぜひご参加ください。

　なんだか、島根県内でも急に有機食品の需要が高まったように感じています。「供給する方が追いつかない
のでは。」と思うことも。講座の中では「『食べることは生きることだ！』をテーマに皆さんの手元に有機食品が
たくさん届くように」「自然環境がよくなるように」「心豊かになるように」講座ができたらと考えています。
　本年度もよろしくお願い致します。

今年度開催予定
の主な講座内容

●有機農業栽培技術講座　２回
●有機農業について広く知ってもらうための講演会（仮）　１回
●有機JAS認証の基礎知識と事務手続きについての講座
　　　　　　　　　　　　　　　　２回（東部・西部１回ずつ）
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県内各地を歩いて有機農業の普及に日々奮闘
しておられる土居さんからの活動報告です。

土居さんが行く！
県内各地を歩いて有機農業の普及に日々奮闘

『地域の有機農業活動レポート』『地域の有機農業活動レポート』『地域の有機農業活動レポート』

　吉賀町の古民家レストラン「草の庭」で開催中の有機栽培の講座に
ついてご紹介します。
　吉賀町柿木村は、今から40年位前より有機栽培に取り組み始め、
現在に至っていますが、「草の庭」オーナーである花﨑訓恵さんは吉
賀町合併当時に町の産業課長であった福原圧史さんの影響を受ける
中、子供たちに食品添加物の入らないものを食べてもらいたい、地元
にある食材を生かしていきたいという思いも重なり、2008年より古民家を改修し、天然酵母パンと有機野
菜によるレストラン「草の庭」を開設。
　ここでは、有機農業に関心のある地元Ｉターン等が「草の庭有機農業塾」として定期的に集まり、地元有機
農業の推進に向け、様々な活動を展開しています。
　こうした中で、地元の方を中心としてより多くの方に有機農業に親しんで貰うべく、食育も含めたセミ
ナーを開ければ、との思いから昨年4月より「草の庭・きがるに有機菜園講座」を開催しています。

　参加者は、地元のＩターンや広島市内、今年に入ってからは山口から
の参加もあり、現在１０名を超えています。基本的に「きがるに」やろう
というコンセプトであり、初心者の方でも気軽に集まっています。座学
と実習を兼ねて行い、午前と午後のほぼ１日中の講座です。
　座学は土づくり、病害虫の対策などの技術的な話だけではなく、環境
問題についての話、或いはレクリエーション等も時には取り入れたりし
ています。

　実習の畑は国道沿いの花﨑さんの耕作放棄地を使っており、種は基本的に有機栽培や固定種、農薬不使
用を使用し、苗についても、極力化学農薬化学肥料不使用のものを使用しています。
　昨年は、ナス、キュウリ、ピーマン、トマト、コマツナ、カブ、白菜、大豆、サツマイモ等を栽培し、コンパニオ
ンプランツや堆肥等の比較試験も行ってみました。今年は、更に品目を多くして、土づくりも堆肥だけでなく
緑肥等も試験導入するなど、色々とチャレンジしています。
　ちなみに、ここで出来た野菜は、花﨑さん手作りのランチとしていただく事が出来ます。また、ピザ釜でピ
ザを作ったり、焼きいもを作ったりなど、実際に食べる事によって、とれたての有機野菜の味を楽しみながら
知ることが出来るのも、この講座の魅力ではないかと思います。今年は、更に多くの大豆を栽培し、豆腐作り
などを考えています。ちなみに、年会費は3,000円と大変お手頃です。 （ランチは別途1,000円/１回）

●連絡先
　草の庭　花﨑  訓恵
   （080-1644-6459）
　草の庭　花﨑  訓恵　草の庭　花﨑  訓恵　草の庭　花﨑  訓恵　草の庭　花﨑  訓恵　草の庭　花﨑  訓恵
   （080-1644-6459）
　草の庭　花﨑  訓恵
   （080-1644-6459）
　草の庭　花﨑  訓恵
   （080-1644-6459）

「草の庭」 きがるに有機菜園講座 （吉賀町）

33



「みんなでひろげる有機の郷事業」
成果発表会を開催しました
「みんなでひろげる有機の郷事業」
成果発表会を開催しました
「みんなでひろげる有機の郷事業」
成果発表会を開催しました
　県では、平成２６年度より「みんなでひろげる有機の郷事業」を実施し、有機農業の取組を支援してきました。
　このたび、３か年の活用事例を広く情報共有する機会として、平成２９年３月８日（水）にあすてらす（大田市）
にて成果発表会を開催し、生産者、行政関係者合わせて計112名の参加がありました。

　参加者からは、「涌井先生の提言に共感した」、「補助事業が有効に活用されており具体的な取り組みが参
考になった」、「次年度新事業に取り組み有機農業を拡大したい」という声が聞かれ、本県有機農業の可能
性を考える良い機会となりました。 

　島根県の有機農業推進活動は、研究、普及、教育、生産者支援の総合
的な対策である点が画期的で全国的に注目されている。今後更なる発展のためには、「なぜ有機農業か」「良質農産物」
「新品目」「他県にない人材育成」「特異的な技術開発と普及」「持続性のある有機農業」の追求が重要なポイントとなる。

1 基調講演

2 事例発表

　演題：「有機農業の環をひろげるには  ～島根の有機農業に期待すること～」
　講師：島根県有機農業アドバイザー

　　　　　　　涌井  義郎 氏
　平成25年度からの4か年、アドバイザーとして関わっていただいた
経験を踏まえ、今後の期待も込めた提言を頂きました。

■主な内容

【県農産園芸課有機農業グループ】

生産者支援事業「株式会社  三島ファーム」●❶
　ハウス、調整場、加工場・設備を導入し、経営面積、売上
を順調に伸ばすことができた。
　仲間と共に研鑽を重ね技術の向上に努めている。

生産者支援事業「農事組合法人  百姓天国」
●❸
　県の有機水稲栽培実証圃場として試行した後、機械除
草機を導入し実践拡大した。　商談会への出展や、地元スーパーでの店頭試食販売を
実施し販路拡大を行った。

地域活動支援事業
「浜田市弥栄自治区有機農業推進協議会」
●❹

地域活動支援事業「安来市農林振興協議会やすぎ有機農業推進PJ」

●❺

流通販売者支援事業

「すこやかな大地と
食卓プロジェクト」●❷

　まちなかオーガニッ
クマルシェをイベント

から定期店舗販

売へ発展させた。また
、農業体験や食育セ

ミナー等を通じ

生産者と消費者の交
流を図っている。

　「産業としての有機農業」「暮らしの一部としての有機農
業」の両方を推進。共同販売の仕組み構築、新規就農者の
確保等に取組んだ。

　安来市赤江地区をモデル地区とし、「赤江オーガニック
ファーム」における新規就農の支援体制を確立。商談会で
の販路拡大を推進した。
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　農業技術センターでは、これまで、県内各地で取り組みが拡大しつつ
ある有機野菜・有機水稲栽培の現地調査を実施し、作目・品目別経済性
を明らかにするとともに、個別農家の栽培・販売手法の把握や県内・県外
の小売・卸売業者のニーズ把握を行ってきました。
　今回、これら既存の研究成果に、「有機農業のビジネスモデル」を加え、最終報告書と
して取りまとめました。
　本書は、有機農業を志す就農志向者や就農間もない新規就農者、さらには、既に有
機農業に取り組む生産者が今後の経営展開を考える際の“羅針盤”として活用して頂く
ことを想定して作成しております。是非御一読いただき、御自身の経営展開の参考にし
て頂きたいと思います。
　以下、成果の一部を御紹介致しますが、この他、生産費調査データや実需者ニーズの
把握等、多くの調査・研究成果を掲載しております。資料請求及び内容の詳細について
は、下記までお問い合せください。

　近年、UＩターン者等の新規就農者が有機野菜の施設栽培を始める事例が増加傾向にありますが、目指すべき経
営の姿や就農後直面するであろう課題について、具体的な経営数値を用いた検討はなされていませんでした。
　そこで、先行事例を参考に、現場で最も多くみられる「本人のみ」、または、「本人＋補助的家族労働力」という２つ
の労働体系を想定した経営モデル注１）（下図）を作成し、就農後経過年次別にみた粗収益、所得、雇用確保人数等の
目標値を示しました。また、併せて、労働体系に関する課題について検証しました。
　その結果、家族労働力が1.5名の場合（本人＋補助的家族労働力）は、就農２年目までほぼ家族労働力のみで対
応可能であり、家族労働力が１名の場合（本人のみ）は、就農２年目から１～２名の雇用労力の確保が必要であるこ
とが示されました。さらに、いずれのモデルにおいても、就農３年目以降は雇用労力に大きく依存した労働体系にな
ることが明らかになりました。
　以上のことから、有機野菜の施設周年栽培で早期経営安定化を達成するためには、雇用確保に向けた早めの対
応が求められるとともに、確実に雇用労力を確保できるかがカギになると言えます。

有機野菜の施設周年栽培における早期経営安定化には、雇用確保がカギ！

▼図　Ｕ・Ｉターン者等の新規就農者を想定した有機葉物野菜の施設周年栽培経営モデル（家族労働力１名）
注１）10aから経営を始め、毎年10aの規模拡大を行うことを前提とした経営モデル。

　今回、これら既存の研究成果に、「有機農業のビジネスモデル」を加え、最終報告書と

県内の先行事例を調
査

一読の価値あり！

調査結果の詳細及び資料に関するお問い合せは、下記まで御連絡ください。
県農業技術センター総務企画部企画調整スタッフ（竹山・山本）　Tel：0853-22-6697

重点研究「有機農業プロジェクト」報告書
シリーズ第33弾

「環境農業」トピック

県農業技術センター発

「有機野菜・有機水稲の経済性評価及び
有利販売手法とビジネスモデル」を発刊しました！

「有機野菜・有機水稲の経済性評価及び
有利販売手法とビジネスモデル」を発刊しました！

「有機野菜・有機水稲の経済性評価及び
有利販売手法とビジネスモデル」を発刊しました！

「有機野菜・有機水稲の経済性評価及び
有利販売手法とビジネスモデル」を発刊しました！
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島根県農林水産部農産園芸課（平成29年6月1日発行）
〒690-8501  松江市殿町１番地
TEL.0852-22-6704／FAX.0852-22-6036
Facebookアカウント名「島根県有機農業グループ」 （https://www.facebook.com/shimane.yuuki）

E-mail  econousan@pref.shimane.lg.jp
U R L  http://www.pref.shimane.lg.jp/nosan-engei/

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

宣言の状況

3,858件
消費者の方……3,060件
農業者の方………657件
企業・学校等……141件

（平成29年4月末現在）

アカウント名

【問い合わせ先】

FacebookURL：https://www.facebook.com/shimane.yuuki
島根県有機農業グループ

島根県有機農業グループの公式Facebookページを運用中！

＊生産者からの情報提供も受け付けております。掲載、リンクを希望される場合には、有機農業グループ（0852-22-6477）までご連絡ください。

しまねのおいしい
食のポータルサイト

GUIDE食

　県内の食材や農林水産業に対する県民の理解を深め、利用拡大に繋げていくことを目的に、

地産地消に関する最新の情報を積極的に発信しています。 ぜひ、ご覧ください。

http://www.shimane-syoku.jp/主な
掲載内容

▼HPアドレス

・島根県内の食に関するイベント情報
・特産品やレシピ
・今月の旬の食材
・県産品マップ
　　　…等、様々な情報が満載です！

島根県しまねブランド推進課　電話 0852-22-6398

地産地消とは

旬の食材情報 レシピ集 県産品マップ

イベント
カレンダー

しまね
特産品図鑑
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