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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。

◇＜特集＞「環境農業」シンポジウム
　　　　～キラリと光る島根の農業を目指して～
　・基調講演・パネルディスカッションより
　・しまね「環境農業」大賞　受賞団体の取組発表
　・シンポジウムで寄せられた質問・要望に対するお答え
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農家と消費者が一緒に環境農業の推進しよう！

　１月24日㈯に、県、ＪＡ中央会、ＪＡ全農島根の主催で、「環境にやさしい農業」を県民の皆さまと一体となって推進する
ために、くにびきメッセ（松江市）で「環境農業シンポジウム」を開催しました。
　シンポジウムでは、環境にやさしい農業を「生産者と消費者が連携し、共に進めていくこと」に着目し、今後のあり方を考
える意見発表や議論が行われました。

　冒頭、溝口知事は「農業は長い歴史の中で人間の生活とともに歩んできた。毎日白米が食べられるようになったのは農家の
方の努力や技術の進歩のお陰である。しかし、生産を伸ばし効率化
を進める中で、農薬や化学肥料の過度な利用により周辺の水質に影
響を及ぼす場合があるなど、環境に影響を与えるようになってきて
おり、今後も農業を守っていくためには、環境と農業との調和が必
要だ。」と環境農業推進の重要性を述べられました。

環境農業大賞の表彰
　シンポジウムでは、まず、今年度初めて行われた「環境農業大賞」
の表彰式があり、島根県知事賞を受賞された「柿木村有機農業研究
会」をはじめ、受賞４団体の表彰が行われました。

　＜「環境農業大賞」の受賞団体＞
　・県知事賞　　　柿木村有機農業研究会（吉賀町）
　・生産部門賞　　（農）ファーム宇賀荘（安来市）
　・応援部門賞　　（財）ホシザキグリーン財団（出雲市）
　・審査員特別賞　県立益田翔陽高校（益田市）

柿木小学校への宣言受理書交付
　続いて、環境農業への意識を高めるために県が募集している「環
境を守る農業宣言」が、12月８日に2,000件を超えたことが発表
されました。
　記念すべき節目の宣言を出された吉賀町立柿木小学校代表の　４
年生　栩木里佳子さん、５年生　藤井夏美さん、６年生　村上美希
さんへ、知事から宣言受理書が交付されました。

　朝から雪の降り続く悪天候の中でしたが、会場がほぼ満員となる
約300人が、最後まで熱心に議論に参加されており、環境農業へ
の意識の高まりを感じる大会となりました。

平成20年度「環境農業シンポジウム」の概要



　基調講演では、ＮＰＯ法人メダカのがっこう（東京都）の中村さんと根本さんから、消費者の立場から環境を守る農業に参
加する取り組みについてお話いただきました。

　メダカのがっこうは2001年に消費者が中心となってできたＮＰＯ法人です。環境にやさしい農業を営む農家との契約栽
培、「田んぼの生き物調査」、田んぼ体験を通じたトラスト制、「おむすび茶屋」での直売など様々な活動を通して、農家と消
費者をつなぐ取り組みを展開しておられます。
　中村さんたちは、ある生き物いっぱいの田んぼに出会い、活動をスタートされました。一般に絶滅危惧と言われているメダ
カやアカガエルは、実は保護するような弱い生き物ではなく、環境さえ整えば自然に増えてくると言われます。むしろ、生き
物たちの環境を守ってくれている農家こそ、消費者は感謝して応援しなければならないと語られました。
　そして、「生き物がたくさいるような田んぼを作ってくれている農家は、私たちの宝のような存在。そんな農家を支えたい

と思っている消費者は島根にも多いはず。もっと積極的に情報発信をして、
消費者と連携していくべき。」とメッセージをいただきました。
　同法人の理念のもと、販路開拓などに関わっておられる副理事長の根本
さんによると、生き物と一緒に育てるお米のファンが、都市部で増えてい
るとのことでした。

　環境を守っている農家のお米を買うこと、田んぼ体験などの交流を通じ
て農家が何に困っているかを知り一緒に解決策を考えること。メダカの
がっこうの具体的な活動の数々から、島根の「環境農業」にたくさんのヒ
ントをいただきました。

　パネルディスカッションでは、「生き物」と「子供に農業を伝えること」
を焦点に話題が進みました。
　ホシザキグリーン財団の観察指導員の土江さんからは、子供が生き物
を見つけて喜んでいる姿を見て、農家も田んぼの価値を再発見していた
こと、ファーム宇賀荘の河津さんからも、田んぼの交流会で生き物の食
物連鎖を目の当たりにしていた親子のお話など、交流会のエピソードの
発表がありました。
　益田翔陽高校の永田君は、「学校の実習を通じて得たことは社会に出
てからもきっと役立つと思う」と語ってくれ、齋藤先生も「理論だけで
は伝わらなくても、体験すると生徒たちはどんどん吸収しはじめる」と
教育者らしい視点の意見を述べられました。
　柿木村有機農業研究会の斎藤さんも、子供たちとのふれあいを通じて
活動しておられる様子を紹介されました。
　ディスカッションの後半では、「生き物調査を通じて、田んぼの命と自分の命がつながっていることを実感してほしい。」と
中村さんが呼びかけられました。
　それぞれの分野の実践者のお話から、大人も子供も、「体験」することで新たな発見ができること、そして次の行動に繋げ
ていけることを考えさせられるディスカッションになりました。

「いのちの田んぼのお米を食べよう！」

テーマ　「消費者と生産者が共に行動し、環境農業を進めよう！」

基調講演より

パネルディスカッションより

ＮＰＯ法人 メダカのがっこう　理 事 長　中村　陽子
　　　　　　　　　　　　　　　副理事長　根本　伸一

講演される中村先生

パネルディスカッション
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～山村の豊かさを実現する
自給的な暮らし～
柿木村有機農業研究会 　
会長　斎藤　尚介さん

　昭和56年、柿木村有機農業研究会は活動を開始。世の
中が経済中心の暮らしに変わる中、農薬や化学肥料を使わ
ず自給を優先させた農業を実践しています。現在は、益田
市や山口県に住む消費者との提携により顔の見える農業を
営んでいます。
　活動目標は、「住みよい
環境、健康な村づくり」。
今後も山村ならではの豊
かさを実現するため、本
来あるべき「農業」「食べ
方」「暮らし方」を追求し
ていきたい、と語られま
した。

～私たちのLISAへの挑戦～
―７年間の記録―

島根県立益田翔陽高等学校 　
渡邊礼司さん、須藤沙織さん、野村仁志さん、
山﨑志穂さん、吉松なつ美さん

　LISA研究班を中心に、環境にやさしい農業に関する研究
を行っておられます。
　特に、籾殻を燻して作った籾殻くん炭は、ある一定の割
合で土壌に混合すると、作物の生育が促進されることが分
かったということです。
　発表は、環境問題や食糧問題などにも触れながら、環境
にやさしい農業の手法の一つとして、籾殻くん炭の使用方
法や効果を分かりやすく紹介されました。
　この研究は地元の農
家・企業の協力を得な
がら７年間続けてこら
れ、「これからも頑張っ
ていきたい」と決意を
述べてくださいました。

～「コハクチョウ」舞う
農法を目指して～

農事組合法人　　　　　　　　　　　　 　
ファーム宇賀荘副組合長　河津　幸栄さん

　安来の能義平野の４割を占める広い大地で加入農家数
247戸、経営面積180haと県内最大規模、全国でも屈指
の農業生産法人です。無農薬無化学肥料の「どじょう米」
の栽培や「ふゆ・みず・田んぼ」の取り組みも行っておられ、
12～３月にかけては、1,300羽もの白鳥が飛来するとのこ
とです。
　今後も環境に配慮した
安全安心な農産物の提供
を第一に掲げ、「どじょう
米」の有機ＪＡＳ認定な
ど、さらに質の高い商品
づくりを目指していきた
いと発表されました。

～「白鳥の採食場」の田んぼの１年～
（財）ホシザキグリーン財団　　 　

観察指導員　土江　好子さん
　地元農家の協力を得て、隣接する水田地帯で「ふゆ・みず・
田んぼ」に取り組んでおられます。冬の間はここが白鳥の
採食場になります。
　平成19年度からはその一角で、生きものや植物観察など
をするために農家が農薬・化学肥料を使わない米作りに挑
戦。当財団はその田んぼで観察会・農作業体験など年間プ
ログラムを組み一般参加者とともに、田んぼの１年を感じ
る活動を行っておられます。
　「生きものに会えてうれ
しかった」や「白鳥さん
来年も来てね」等、子ど
もたちのアンケート結果
も紹介され、今後もこの
ような活動を続けていき
たいと発表されました。

知事賞

審査員特別賞

生産部門賞

応援部門賞

しまね環境農業大賞
受賞団体の取組発表

受賞者の方に、活動を
たっぷり語っていただきました！
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　＜回答者＞　メダカのがっこう　理事長　中村　陽子さん
～消費者との交流～

　ご質問：子どもたちに米作りを体験させる計画を進めています。その際、安全性を確保するために留意するポイントや実
践されていることを教えてください。

　事前に学校へ出掛け、子どもたちに田植えや稲刈りなどの意味や作業方法について説明を行います。当日の服装は、長袖、
長ズボン。軍手と帽子を必ず着用し、タオルと飲み水も持参してもらいます。除草作業では脱水症状に特に気を付けます。稲
刈りでは鎌の使い方を丁寧に教え、必ず子どもたち２人で一組になりお互いが注意を払いながら作業を進めます。虫対策とし
て自家製の虫除けスプレーを使用しています。
　さらに、ボランティアさんを付け（子ども10～15人に１人）、一人約200円の保険に加入します。
　また、「安全性の確保」とは関係ありませんが、田植えは美しく植える、昼食は自分たちで準備するなど、農家に負担にな
らないような交流会を心がけています。これが長続きする秘訣かもしれません。

～流通対策について～

　ご質問：生産者と消費者を繋げる流通の確保の為に、どの様に動かれていったのかを知りたい。

　「消費者の方の行動のきっかけ」を様々な形でつくるようにしています。
　佐渡の農家支援の例で言えば、まず、都内でシンポジウムを行いました。そこに集まった人のうち80名は、その場で、農
家と契約。その後もお付き合いが続いています。
　その他には、講演会を通じてスーパーとの取引が始まったり、保育園で開催したおむすびパーティーをきっかけに給食に使っ
ていただいたり、地道に行動することで広がっていきました。ホームページからの注文も１日１件ずつくらいはあります。
　また、販路拡大を中心に行う会社（根本副理事長が中心）を立ち上げたことも大きな力になりました。
　いずれも私一人の力でできたことではなく、共感してくれた理事たちがそれぞれのネットワークで活動してくれたことが、
今の状況に繋がっているのだと思います。

　ご質問：販路の拡大については、都会だからできることでは。小規模法人では難しい。一度は食べてみたいが、価格が高
すぎるのでは？

　販売は消費者が相手ですから、消費者がたくさんいる都会が有利なのは確かです。
　値段が高すぎるということですが、でも、お米の後ろに広がっているものを想像してみてください。農家さんが厳しい自然
の中で田んぼを耕し、手間ひまかけ、常に注意を払いながら、栽培してくれています。そのお陰で、お米が食べられ、豊かな
自然や美しい環境が守られているのです。
　昔は、初任給でお米一俵が買えなかった時代もありました。この値段には私たちの分まで環境を守ってくれている費用（国
土の保全費）も含まれている、そんなふうに消費者の方へ説明しています。
　島根にも同じように思ってくださる消費者は必ずいらっしゃるはずですし、価格の設定は、東京とは少し違う、島根らしい
設定をされてもいいと思います。

～農家の収入確保～

　ご質問：生産者の収支状況が知りたい。

　農家の全体の収支は把握していませんが、メダカのがっこうからの振り込みだけで、100万円から、多い方は1,500万～
2,000万円になります。

　ご質問：農家は公的な支援を受けているのか、その内容と金額を知りたい。

　佐渡の農家さんのみ、公的な支援を受けています。金額は分かりませんが、中山間地地域等直接支払制度、農地・水・環境
保全対策、佐渡市の補助制度を活用しておられるようです。

　ご質問：消費者側からの目線はよく伝わったが、生産者として収入確保にどのように繋がっているのかを聞いてみたい。

　「お米を買うから、作ってください。」という契約栽培をしていることでしょうか。そして、１俵３万円という最低価格は絶
対に下回らないようにしています。

質問・要望に対するお答え

基調講演についての質問

シンポジウムのアンケートで寄せられた御質問や御意見について、後日、講師及び発表者の方へお聞
きしました。
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　＜回答者＞　農事組合法人　ファーム宇賀荘

　＜回答者＞　県立益田翔陽高校　齋藤寿和先生

　ご質問：冬季水張りでは機械がはまって動かなくなることがありますか。

　冬季水張りによるものか不明ですが、「どじょう米」の水田の一部で機械がはまる状況が発生しています。平成20年には、
白鳥が集中する水田の真ん中の約10ａで、収穫時にコンバインが動かず手刈りすることになりました。調査したところ表層
から５～７㎝の間に有機質層、いわゆる「トロトロ」層があり、それが原因になっていたのではないかと思われます。
　将来的には「どじょう米」の生産面積を拡大することで解消したいと考えています。

　ご質問：宇賀荘は白鳥の糞で窒素のバランスを崩すとおっしゃっていました。広大な農地を考えると他にも方法があるの
ではと思いますが、将来どうお考えですか。

　白鳥が昼夜を通してたくさん滞在し、その糞から多くの窒素や燐酸等の養分を確保することができています。場所によって
窒素が多く支障のある年もありましたが、平成20年は「どじょう米」を生産する上でほとんど問題はありませんでした。
　将来的には「どじょう米」の生産面積を拡大し、窒素や燐酸のバランスを保つようにしたいと考えています。

　ご質問：籾殻くん炭の使用方法、効果、作り方などを教えてほしい。

【籾殻くん炭の作り方】
○籾殻くん炭とは
　籾殻は主にCｍ（H2O）ｎで構成されています。酸素（O2）が充分にある状態では燃焼によって（CO2）と水素（H2）に分解され、
最後に灰だけが残ります。くん炭を製造する（炭素（C）を得る）ためには燃焼時に酸素欠乏の状態を作り上げる必要があります。

○一般的な製造方法（200㍑缶（ドラム缶）を用いる方法）
　200㍑缶の上部を切り取り、籾殻を投入し、缶の底付近に着火して、籾殻を炭化させます。缶の底は酸素が少ないため、
中央に煙突を立てて酸素を供給します。全体が炭化するまでに約3時間かかります。約9割が炭化した時に煙突を抜き、かき
混ぜた後、しばらく放置すればすべて炭化します。
　製造後は籾殻燻炭を出して直ちに全体に散水して消火するか、200㍑缶の上部か
ら籾殻燻炭の表面に散水した後、ビニール等で上部を覆うことで酸素の供給を遮断し
消火することができます。
○益田翔陽高校での製造方法
　学校では、図１のように地面を掘り下げ、穴を空けた200㍑缶と煙突を設置し、
それらが中心に位置するように籾殻を積み上げる方法を用います。積み上げられた籾
殻の中央に着火すれば、表面に火が到着するまで酸素欠乏の状態を確保でき、くん炭
が製造できます。この方法では４～５haの籾殻（約30立方㍍）を３日程度で燻炭に
製造することができます。

受賞者 （農）ファーム宇賀荘への質問

受賞者 島根県立益田翔陽高等学校への質問

～技術的なこと～

　ご質問：地下水の高い田でも冬水にしても大丈夫ですか？

　機械が田んぼにはまって動かなくなってしまうのでは、というご心配からの質問だと思いますが、必ず年に１回は田んぼを
乾かしています。そうすることで、機械がはまるのを防ぐことができます。日本海側の田んぼでしたら、雨の少ない７～８月
の時期に乾かされてはどうでしょうか。

　ご質問：ミネラル補給の話があったが、ミネラル補給とは、何をどれくらいでしょうか。

　関東地方で採れる貝化石のミネラルを入れています。投入量は１反あたり60～160㎏までと様々です。佐渡では「にがり」
などのミネラルを入れています。地元にあるミネラルを田んぼの様子を見ながら投入されるとよいと思います。

（図１）翔陽高校の製造法
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生き物調査・産地交流会

●日　時／６月28日㈰　①12：00～14：30生き物調査　②15：00～17：00意見交換会（予定）
●場　所／①島根県鹿足郡吉賀町注連川の有機栽培田んぼ・②なつめの里交流会館
●内　容／講師：米・食味鑑定士協会会長　鈴木秀之氏による生き物調査と意見交換会
　　　　　※意見交換後、神楽を観ながら地元料理での懇親会もあります！
●参加費／200円（懇親会参加者は5,000円、宿泊希望者は2,500円が別途必要です。）
▼問い合わせ先：TEL 0856-78-1279　FAX 0856-78-1218（土井）

　＜回答者＞　県畜産振興課

（図２）籾殻くん炭の割合を変えた土壌

燻炭０区 燻炭25区 燻炭50区 燻炭70区 燻炭10０区

（図３）根の状態

自然観察会「ハクチョウたちの採食場「ふゆみずたんぼ」で生きもの探しや田植えを楽しもう！」

●日　時／５月17日㈰　９：30～12：00
●場　所／宍道湖グリーンパーク（出雲市園町1664-2）
●参加費／100円　　　●定員／30名
●内　容／農薬・化学肥料が使用されていない田んぼで、生きもの探しをしながら田植え体験をします。
▼問い合わせ先：宍道湖グリーンパーク　TEL：0853-63-0787　FAX：0853-63-0797
　※申込みは開催２週間前、５月３日㈰から受付します。

今後のイベント ・ 研修　掲示板

編集・発行　島根県農林水産部農畜産振興課
（平成21年３月31日発行）
〒690-8501 島根県松江市殿町１番地
TEL.0852-22-5109　FAX.0852-22-6036
URL:http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/
E-mail:econousan@pref.shimane.lg.jp

○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、また配布停止を御希望される方は、
左記までご連絡ください。

島根の『環境農業』情報誌

【編集後記】 

　環境にやさしい農業を実践している人とお話すると、本
当にいろんな方法があるんだな、と思います。やっぱり、
環境農業はみんなでやった方が楽しいし長続きするような
気がします。　　　　　　　　　　　　　　　　　（H.Y.）

●消費者の方 1,823件
●農業者の方 115件
●企業・学校等 93件

宣言の状況

2,031件
（平成成21年２月末日現在）

　ご質問：土日を利用して農業学校をしたらどうか。（親が農家でも、子どもが野菜や米の作り方が分からない人が多い。）

　県内各地域では、田植えや稲刈りなどの「田んぼ体験」、「田んぼの生き物調査」など、土日に一般の方が参加して農業を体
験できる企画が行われています。一連の農作業に参加できる「田んぼのオーナー制度」を実施しているところもあります。そ
の他、食育活動と連携し小学校へ出前講座に出掛ける取り組みもしています。
　また就農を希望する方に対しては、農業大学校や中山間地域研究センターでの研修も行われています。
　今後、各地域の情報については情報誌等を通じてお知らせしていきたいと思います。

県への要望

【籾殻燻炭の使用方法および効果】
　一般的に“炭”は多孔質の機能を生かし、調湿や空気清浄、水質浄化等に利用されていますが、農業に利用する場合、土
壌に混合する方法が考えられます。籾殻燻炭の割合を変えた土壌で調査した結果、容積比で25％混合土壌での生育および収
量が最も促進される事が分かりました（図２参照）。この25％混合技術は水稲栽培での育苗時に25％混合土壌を使用しただ
けでも、その後の本田での生育および収量
が促進される傾向があることが分かりまし
た。また、畑作物においても同様に作物の
生育が促進されることも分かりました。
　この要因は検討中ですが、根系が発達し、
穫期（生育の後期）まで根の機能が高く維
持されている事に関係していると思われま
す（図３）。

にぎりめし
食い放題あり！

6


