
消費者交流会

現地実証ほ

「除草剤を使わない米づくり」のシンボルマークです。希望する農家の方へ配布します。
　※「除草剤を使わない米づくり」とは機械除草のほかにアイガモ農法や再生紙マルチ田植などです。

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。

◇「環境を守る米づくり」は、今…
◇宣言者のページ
●「おいしいみそになってね」
●有機ＪＡＳへの登録を目指して
●コウノトリの飛来を目指して
●お菓子づくりは気持ちのリレー
●エコデラレンジャー参上
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「環境を守る米づくり」は、今…
　島根県では環境への負荷軽減や生物の多様性の確保に配慮した農業を目指して「除草剤を使わない米づくり」などの「環境
を守る米づくり」を進めています。
　具体的には栽培技術の開発、実証ほの設置、研修会の開催、販売ＰＲ対策などを実施しています。

☆除草剤を使わない米づくり取組紹介
①「除草剤ゼロ米」看板の設置

　21年度から「除草剤を使わない米づくり」を実施する水田に「除草剤ゼロ米」看板を設置する取組
みを行います。

②研修会の開催
　栽培技術の向上や農業者等へのＰＲを図るため、研修会を開催しました。20年度は現
地研修会や環境を守る米づくり研修会（平成21年３月18日、於：出雲市のラピタ）を実
施しました。21年度も各種の研修会を計画しています。

③実証ほの設置（栽培試験水田）
　20年度から県下９カ所に設置し栽培技術の実証と展示を行うとともに、農業者等への
研修会を実施しています。
　20年度の実証結果から、除草剤を使わない米づくりでは慣行栽培に比べ、収量は10％
程度少なく、10ａ当たりの生産費は８％高くなりました（除草にかかる労働経費及び除
草機械の導入等にかかる経費分のアップ）。
　21年度も引き続き、実証ほを設置し栽培技術の改善を行うのに合わせ、販売・ＰＲ対
策を進め採算目標ラインの達成を目指します。

④販売・ＰＲ対策
　20年度は各種イベント・フェア等で消費者へのＰＲや実需者への説明会等を実施しま
した。その結果、ＪＡやすぎとＪＡいわみ中央で、生産する前から販売先と結びついた生

産・販売の取組みが広がっています。
　また、安来市で生産された20年産除草剤ゼロ米(除草剤不使用)は生協しまねで
販売中です。
⑤農業者への支援
　　技術導入や販売拡大対策などの活動支援、水田除草機や紙マルチ田植機の導入
　支援を行っています。「環境を守る米づくり」に取組む農業者への支援をしてい
　ます。
　　松江市の西長江地区など地域をあげて、消費者交流や販売ＰＲなどを積極的に
　行うところも出てきています。　　　　　　　　　【県農畜産振興課農産グループ】

◇研修報告
　・一人ひとりが「環境を守る農業宣言」を
　・畜産農家と栽培農家の連携推進に向けて
◇シリーズ『環境農業』トピック
◇今後のイベント告知
◇事務局より…ひと言



　２月、保育所で収穫した大豆を使って、はじめてのみそ作りに挑戦しました。
　挑戦したのは、年中児クラスの４・５歳児。軟らかく煮た大豆をすり鉢やマッ
シャーで根気よくつぶしました。
　麹を混ぜる前にちょっと味見。お米が麹になって甘く変化していることも知
りました。
　大豆と麹と塩を混ぜたものを丸めて、容器に押しながら詰めました。
　「運動会ごろまでおやすみなさい」「おいしいみそになってね」と言いました。
　柿木みそ加工所の皆さんに、米を麹にしていただき、みそ作りは有機農業に
取り組んでおられる池田さんに教えていただきました。
　今後も、地域の方たちの知恵をお借りして、保育所でもできる環境農業をし
ていきたいと考えています。
　みそができたら、野菜を届けてくださる有機農業の生産者の方や、お世話になっている地域の方に豚汁をごちそうしたいと
考えています。
　子どもたちは、野菜や大豆を植えるため、ただいま畑の草抜きに奮闘中です。

　農業生産法人㈲アースファームでは、グループ会社のアースサポート㈱で生
ゴミをリサイクルして製造した液体肥料を用いて、化学肥料・農薬を一切使用
しない農作物の栽培及び販売を行っています。昨年は、農地面積を90ａから
1.5倍以上の150ａにし、更なる生産拡大へとつなげています。
　また、６月13日㈯・14日㈰にくにびきメッセで開催される食育推進全国大
会でブースを開設し、液体肥料の資料の展示や液体肥料のみを使用して栽培し
た野菜の販売を予定しています。
　近年の食品偽装や残留農薬の問題が取り上げられるなかで「食」の安全につ
いて注目し、当社で行っている生ごみをリサイクルして製造した液体肥料を用
いた農業についてより多くの皆様に知っていただきたいと考えており、今後も
このような取り組みを続けていきたいと考えています。

宣言者の
ページ

～投稿いただいた方について、掲載しています。～

　構成員51名の営農組合です。
　昨年、コウノトリとの共生に取り組
んでおられる兵庫県豊岡市へ視察に出
かけました。
　帰りのバスの中では、「われわれの地
域も、コウノトリが飛来するような地域
になれば…」と盛り上がり、その思いが
実現できるよう宣言したところです。
　今後も、環境にやさしい農業を目指し、できることから一つ一つ取り組み、美
しい山郷を守る農業に取り組んでいきたいと考えています。
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JAいずも・島根県JAいずも・島根
県

JAいずも・島根県

　園山さんは、実際に畑へ出向かれ、苗の植付け作業等に参加するなど、
生産者の方との交流を行っておられます。
　素材へのこだわりについては、ホームページに掲載されていますので、
是非ご覧ください!!
《松江菓匠　餅・赤飯　そのや　http://www.sonoyahonpo.jp/》

宣言者から～お菓子づくりは気持ちのリレー !!～

　素材へのこだわりをもっています!!
　地元産を使うことは、生産者の方と顔の見える関係になれ、農家の方から
アドバイスをもらったり、こちらからの要望等を伝え、品質をアップさせる
こともできます。
　奥出雲町産のサツマイモは、生産者の方が、減農薬等に取り組む努力をし
ておられるので、芋自体の味がとても美味しいです。
　また、飯南町でヤマトイモを生産しておられる組合長さんは、「お菓子に
なると思うと、張り合いが出た」と言われました。
　こうした農家の方々の思いをお菓子に載せて、消費者の方々へ、リレーす
る（届ける）ことが､大事だと考えています。
　今後も、地元産の素材をより多く活用して、消費者の方に責任を持って届
けることで、生産者の方を応援していきたいと思います。

　「エコデラ」ってご存じですか？
　ＪＡいずもでは「環境に配慮した、
安全で美味しいぶどう」づくりの取り
組みとして、化学合成窒素成分及び化
学農薬使用回数が慣行の３割以上削減
され、糖度が20度以上程度を満たし
たデラウェアを「いずもぶどうエコデ
ラ」と称し、生産・販売に取り組んで
います。
　県では昨年度、環境配慮型デラウェ
ア「エコデラ」の安定取引に向け、カ
タログやインターネットによるギフト販売、県外百貨店での販売試験を行うとともに、店頭での購入者に対し、アン
ケート調査等にも取り組みました。(販売試験委託先：いずも農業協同組合)
　その生産・販売状況は、出荷量で1.4ｔ、販売高約250万円となりました。
　アンケート調査では、消費者の健康だけでなく環境に配慮した農産物へのプラス評価が多く寄せられるとともに、
環境に配慮した取り組みであることが一目でわかるようなパッケージ作りを求める声もありました。
　こうした皆様の貴重なご意見を参考とし、さらなる生産・販売の拡充を図る取り組みを行います。その強い味方、
島根ぶどう戦隊“エコデラレンジャー”も誕生し、今年度も各地に参上しますので、応援の程よろしくお願いします。

【県農畜産振興課園芸グループ】

松江 菓匠 そ の や
代表執行役社長　園山　誠二さん（松江市中原町）
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【ハーブ米栽培面積】

平成15年 平成17年 平成19年 平成21年 平成22年
栽培面積（ha） 7 36 94 147 180
栽培者数（名） 16 72 165 197 ――

※平成22年：計画

　みなさん、ハーブ米ってご存知ですか？
　ハーブ米とは、正式名称を「石見高原ハーブ米」といいます。
　ＪＡ島根おおち管内で栽培され、次のような特徴があります。

　

　去る２月17日にハーブ米の生産者や関係者が集まり、島根おお
ちハーブ米研究会の総会と研修会が開催されました。
　研究会としては既に「環境を守る農業宣言」を行っていますが、今回生産者一人ひとりが自身の栽培と環境負荷について見
直し、宣言することが確認されました。
　また、平成21年度の活動方針として、①22年産栽培面積180ha達成に向けた推進、②消費者交流の充実、ハーブの花いっ
ぱい運動の展開、③きぬむすめハーブ米への取り組みが承認されました。
　また、ＮＰＯ法人民間稲作研究所の稲葉光國氏から水田雑草の生理生態を踏まえた除草剤を使わない雑草防除法を中心とし
た講演があり、参加者は熱心に聴き入っていました。

【島根おおちハーブ米研究会】

　去る３月11日、畜産が盛ん
な大田地域において、主に水稲

農家

を対象とし、畜産堆肥利用の
ポイントを伝え、堆肥利活用

につな

がるように、土づくり研修会を
開催しました。

　土壌の肥料成分、堆肥の肥
料成分を考慮した適切な施肥

につい

て、千葉県農林総合研究センタ
ー　金子文宜部長をお招きし、

「土

壌診断に基づく家畜ふん堆肥の
利用―千葉県の研究成果から―

」と

題し御講演いただきました。

　また、当所農業普及部大田支
所　山根支所長から｢堆肥利用

マッ

プの改訂について｣、島根県農
業技術センター　帶刀専門研究

員か

ら｢大田地方で生産される堆肥
の特徴｣について、解説しまし

た。

　金子先生からは、「大田の堆
肥マップは、使いやすくできて

いる。

ぜひ活用してください」と耕畜
連携を後押しする言葉もあり、

41

名の参加者が熱心に耳を傾け、
堆肥利活用について研鑽を行い

ました。

　当所では、今後も、耕畜産連
携を推進するために、栽培農家

への働きかけを行うとともに、
堆肥供給体制の確立を行うため

、

支援を行っていく予定です。 【県西部農林振興センター県
央事務所大田支所】
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New

宍道湖グリーンパーク企画

①田んぼの生きもの観察会
　●６月20日㈯　10：00～12：00　　●参加費：100円　　●定員30名

農家の方のご協力のもと、無農薬米づくりをしている田んぼでどのような生き物が暮らしているのか採集を行いなが
らじっくり観察します。５月17日の田植え観察会に引き続く第２回目観察会です。

②かかし作り
　●８月１日㈯　10：00～15：00　　●参加費：100円　　●定員30名
　お家に飾れるちいさな“かかし”や田んぼの見張りをする大きな“かかし”を作ってみませんか？
　大きな“かかし”は、一夏の間、宍道湖グリーンパークの北側にある田んぼで一仕事してもらいます。

③田んぼの植物観察会
　●８月２日㈰　９：30～12：00　　●参加費：100円　　●定員30名
　講師の杦村喜則先生（島根大学元助教授）のもと、田んぼの植物をじっくり観察し、標本を作ります。
　夏休みの自由研究にぴったりです! !

④“ざくっ”“よいしょ”稲刈りとはで干し体験
　●９月６日㈰　稲刈り10：00～12：00　よずくはで作り　13：00～15：00
　●参加費：100円　　●定員30名
　田んぼもいよいよ収穫時期! !田植えから始まった観察会をしめくくる第４回目です。
　稲刈りと、刈った稲を干すはで場、「よずくはで」を作り、一年の収穫を楽しみましょう! !

▼問い合わせ先：宍道湖グリーンパーク　TEL 0853-63-0787／ FAX 0853-63-0797

朝採れトマト狩りツアー【主催：飯南町都加賀営農組合、共催：山陰やさい家族】

●日　時／８月23日㈰　９：00～15：30（現地集合・現地解散）
●場　所／飯南町都加賀交流センター、飯南町内の農家・農園
●参加費／大人2,000円、小学生800円、未就学児500円、３歳児以下は無料
　　　　　（参加費：昼食代、ブナの里買い物チケット・ラムネ温泉等入浴チケット代等を含む）　　　
●定　員／20名
●内　容／①飯南町内の農家等でトマトの収穫体験
　　　　　②飯南町都加賀産の高原野菜を使った昼食作り（夏野菜カレー＆フレッシュサラダ）
　　　　　③昼食をとりながら農家の方との意見交換
　　　　　④飯南町観光
▼問い合わせ先：山陰やさい家族（松江市学園２丁目16-35-303）
　　　　　　　　TEL／ FAX 0852-25-8655（河津）

　露地野菜畑は、降雨によって土壌から養分が流失しやすく、肥料が無
駄になったり河川や湖沼等の水質に、悪影響を及ぼす恐れがあります。
　そこで、散水チューブを使用して、作物の根もとに液体肥料を与え、
効率的に吸収させる「点滴かん水施肥栽培」という新しい栽培方法を
開発しました。
　野菜類の中でも、特に肥料を多く必要とするナスで試験した結果、
従来のように畑に広く肥料を散布する一般的な栽培法では、10ａ当
たりで90㎏施用している窒素を、散水チューブを利用し作物の根も
とに与えることで半分に減らすことが可能となり、肥料費も20％削
減できました。
　総収量は、約14.4ｔに対して14.9ｔと同等であり、品質にも問
題はありませんでした。今後アスパラガス等でも適用を検討します。

【県農業技術センター野菜グループ】

シリーズ『環境農業』研究トピック

県農
業技
術

セン
ター
発
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編集・発行　島根県農林水産部農畜産振興課
（平成21年６月１日発行）
〒690-8501 島根県松江市殿町１番地
TEL.0852-22-6477　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

　夜になると、代かきされた田んぼから、カエルの合唱が
聞こえる良い季節になりました。
　カエルに負けない元気な声で、宣言を募集し、取材にも
ピョンピョンと出かけますので、よろしくお願いします。

●消費者の方 1,874件
●農業者の方 120件
●企業・学校等 95件

2,089件
（平成21年４月末日現在）

島根県農林水産部　農畜産振興課
課　長　小　塚　昭　郎

　４月に農畜産振興課長として異動してまいりました。
　皆さまには、平素から、農林水産行政に御理解と御協力をいただき、紙面を借りてお礼申
し上げます。
　さて、島根県では、昨年おおむね10年後の農林水産業・農山漁村の将来像と、当面４年
間における行動計画を、「新たな農林水産業・農山漁村活性化計画」として取りまとめました。
この戦略的プロジェクトの一つとして、「環境を守る農業宣言」による県民運動の推進及び『環
境農業』の担い手育成等に取り組んでいるところです。
　昨年度は、「環境を守る農業宣言」が、お陰様で遂に2,000件を突破し、全県での運動の広がりに手ごたえを感じた
ところです。
　また、新たな取り組みであった「しまね『環境農業』大賞」を通じて、宣言者の皆さまが日ごろ積み重ねていらっしゃ
る、創意工夫にあふれた活動を、広く県民の方々に知っていただく機会ができたことで、『環境農業』への理解を促進し、
意識の醸成を図ることができました。
　折からの世界的経済不況の影響は、農業においても例外ではなく厳しい状況にさらされています。そうした時であ
るからこそ、しっかりと地に足をつけ、それぞれの立場での取組目標を宣言していただいた皆さまの活動は、貴重な
ものであると考えております。
　今年度も、引き続き「環境を守る農業宣言」の輪を広げ、“きらりと光る島根の『環境農業』”の新たな発展を、皆さま
とともに図って参りたいと思います。どうぞ、一層の御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

事務局より
新任　農畜産振興課長から…ひと言

　進行する島根県の人口減少、それに伴う農林水産業の担い手不足…。
　「新たな担い手確保のきっかけになるような本ができないか？」という溝口知
事の提案をきっかけに、島根県農林水産部の若手職員５人が制作プロジェクトを
結成。自らが編集スタッフ「鄙（ひな）びと」として取材・編集に携わりました。
その内容をまとめた本『田舎ごこち』がこのほど出来上がりました。
　島根県で農林水産業に携わっている20～40歳代の若いＵＩターンの方々を
紹介しながら、就労のきっかけや、困難な壁にぶつかった時の対処方法、地域と
のつながりの大切さなどを、島根の美しい風景写真を交えながら綴っています。
　これを読んだ方に、少しでも島根や農林水産業に興味を持ってもらいたい…そ
んな編集スタッフや取材先の皆さんの熱い思いが詰まった一冊です。
　また、以前に県内で講演をしていただいたことが縁で、俳優であり、農業コン
サルタントでもある永島敏行さんにも推薦の言葉をいただきました。
　『田舎ごこち』はお近くの書店でお求めいただけるほか、県内の公立図書館で
貸りることができます。御一読をよろしくお願いします。

【鄙（ひな）びと一同】

島根発!!
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