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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。

◇いのち育む「田んぼの生きもの調査」
◇宣言者のページ
●イモリがたくさん住んでいる、豊かな田んぼで生きもの調査研修会
●生き物を通して環境の豊かさを実感！
●「環境を守る米づくり」が地域を変える!!
●磯観察・有機野菜収穫
　…自然体験盛りだくさんの親子キャンプ
●環境にやさしい農産物直売コーナー開店
●皆さんの声が届きました～「除草剤ゼロ米」看板の設置など～

◇シリーズ第２弾『環境農業』研究トピック
露地野菜の環境にやさしい施肥技術
◇報告　有機農業モデルタウン会議・先進地視察
◇イベント掲示板
◇Ｈ21年度しまね『環境農業』大賞の消費者審査へのご協力のお願い

平成21年9月

第 6 号

　「『田んぼの役割はな～んだ？』って聞かれたら、まず思いつくのは何かな？」
　これは、子どもたちと一緒に「田んぼの生きもの調査」をする時、初めに語りかける言葉
です。子どもたちは、自由な発想で色々な答えを考えてくれます。
　もちろん島根の子どもたちは、日常生活の中で、毎日食べている「ごはん」つまりはお米
が田んぼで作られていることを知っていますし、田んぼに入った経験のある子どもたちもいます。
　そうした身近な田んぼに“さらにスゴイところ”があることを発見するのが、「田んぼの生きもの調査」です。田んぼには、
プランクトンを食べるミジンコがいて、それを食べるオタマジャクシ、その親のカエルがい
て、ヘビがいてサギがいて…たくさんの生き物のすみかという役割もあります。また、タガ
メやメダカなど絶滅危惧種とよばれる貴重な生き物を育む場所でもあります。
　県では、除草剤を使わない米づくりをはじめとした環境にやさしい農業を進めるとともに、
生産者・消費者の皆さんが一緒に環境を守る農業に取り組む『環境農業』を推進しています。
　この一環として、「田んぼの生き物調査」を「しまね出前講座」のテーマとして位置づけ、
要請に応じて職員が各地へ出かけ調査のお手伝いをしています。また、調査の手引きとして
活用してもらうための「田んぼの生き物ガイド」も発行しました。
　今年１月に開催した「『環境農業』シンポジウム」（於：くにびきメッセ－松江市－）では、
講師の「ＮＰＯ法人メダカのがっこう」の中村陽子理事長さんから「生きもの調査を通じて、
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欲しい。」というお話や、田んぼ体
験などによる生産者・消費者交流の重要性についてのメッセージをいただきました。
　県内における「田んぼの生きもの調査」の実施回数は増えており、継続的に実施している
田んぼでは、環境にやさしい米づくりの効果も実感できたとの報告も寄せられています。
　生物の専門家の間では、島根の田んぼは全国的にも希少なタガメやゲンゴロウ、メダカ等
の生息が豊富な「超一級品の田んぼ」と言われています。今回は、そうした県内各地の豊か
な田んぼで開催された生きもの調査の様子を紹介します。
　今後も引続き、生産者と消費者が一緒になって農業と環境の結びつきを見つめなおす「田
んぼの生きもの調査」を通じて豊かな島根の田んぼを守り、『環境農業』の充実に取り組ん
でいきたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　【県農畜産振興課有機農業グループ】



コオイムシ

イモリ

ドンコ

「高津川と共に生きる」意見交換

必死で生き物を探す参加者

　浜田市弥栄町で米のブランド化に取り組んでいる「やさかブランド米生産地協議会（事務
局：浜田市弥栄支所）」では、エコ米などの環境にやさしい米づくりの実践とともに、消費
者や地域の子どもたちに弥栄の自然環境の豊かさを伝えるため、一昨年から「田んぼの生き
もの調査」に取り組んでいます。
　本年は、去る７月４日に弥栄町小坂地区において、財団法人ホシザキグリーン財団の林成
多（はやしまさかず）主任研究員を講師に迎え、地域の生産者や子どもたち、約40名の参

加により、標記研修会を開催
しました。
　当日は、林先生から、クイ
ズを交えて田んぼと生き物の
関係を分かりやすくお話して
いただいたのち、小坂集落の
エコ栽培ほ場で実際に生きも
の調査を行いました。
　生きもの調査では、カエル
やイモリ、ドジョウなどのほ
か、コオイムシやクロゲンゴロウの幼虫など、30種以上の生
き物を確認できました。なかでも、イモリの数は非常に多く、
県内各地で生きもの調査を行っておられる林先生も、とても驚
いておられました。
　今後ともこうした取り組みが各地に広がり、多くの人たちが、
数多くの生き物を育む田んぼの意義や重要性を認識してもらい
たいと思います。

　「うわっ、でか！」（子ども）、「うまいんだよな～、これ」（大人）。
　ドンコ（ハゼの一種）を囲んでのひとコマ。
　消費者・流通業者・生産者皆が参加して、今年で３回目の「田んぼの生きもの調査」
を開催しました。実施時期の違いもあるとは思いますが、農薬を使わないで米作りをす
ることで、生き物の種類も年々増えていると感じます（昨年15種類に対し今年44種類）。
　タガメをはじめ、コオイムシやトノサマガエルなどレギュラー陣がいる中、今年はドンコやナマズ、シマヘビまで登場しま
した。子どもたちは臆することなく、防虫網でこれらを捕まえ、豊かな自然を体感していました。

　また、今年は多くの生き物を育んだ田んぼのお米のおいしさを実感
しようと、参加した36人の子どもたちで、釜炊き飯でおむすびを作
り、昼食に参加者全員で頬張りました。
　生きもの調査の後は、「高津川と共に生きる」をテーマに意見交換を
行いました。販売する側からは生き物の多さや環境の良さをＰＲできる
産地の旬の情報がほしいことや、今後は、生物多様性をセールスポイ
ントとした売り方に変化していくこと、生産者からは多くの生き物あっ
ての米づくりであり「いただきます」の意味を小学生に伝えたことなど、
生き物との共生を通したお米に対する熱い意見が交わされました。
　開催内容は毎年悩みますが、子どもから大人までが楽しみ、学び、
豊かな自然を実感し、当たり前にその“思い”を後世に伝えられるよ
うな趣向を凝らしていきたいと思っています。

宣言者の
ページ
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何が取れた？

見てみて～タニシがいるよ。

火加減はいかが

合鴨米で米粉パンづくり

　昨年、おいしい「長江米」の復活を目指して除草剤など化学合成農薬や化学肥料を使
わない「環境を守る米づくり」に取り組んでいる田んぼで消費者交流会を開催しました。
地区内外から田植えから収穫まで多数の参加者があり、収穫した米を完売することがで
き、大きな自信を得ることができました。
　今年は、こうした交流会活動を継続するとともに、自然に恵まれた西長江のありのま
まの姿や文化風習などを紹介して、驚くような埋もれた宝を探し、地域の人と地域外の
人との交流を通じて地域興しにつながる取り組みを行うことにしました。
　６月には、「ホタルの観察会」を４回企画し100人を超える参加者がありました。西
長江川のほとりに乱舞するホタルに大感激され、２日間続いて参加されたり、来年も楽
しみにしていますという声に励まされました。
　７月には、長江小学校と「田んぼの生きもの調査」にも取り組み、子ども
たちと一緒に環境にやさしい米づくりと自然環境のつながりを実感しまし
た。
　また、「西長江交流セミナー」も開催し、グループ構成員を含め集落から
45名が集まりました。グループの活動を地域の人に知ってもらい、また、
みんなで地域の宝を再発見し、米づくりと交流を通じて地域を元気にしよう
と活発な意見交換がなされ、大変有意義なセミナーとなりました。
　今後も、西長江のきれいな水と粘土質の土壌に恵まれたおいしい米づくり
を原点に、地区内外のたくさんの人々と交流をし、地域を変える取り組みを
展開していきたいと考えています。

　三隅川水系の水源の森から日本海河口までの自然体験、有機認定ほ
場での食材の収穫とその調理を行う自給型キャンプを８月８日・９日
に開催しました。参加者14名は、日常生活を離れ、豊かな自然に触
れながら、親子が向き合うゆったりとした時間を過ごしました。
　磯観察では、三隅川河口付近からペットボトルのイカダで海岸の岩
場へ移動し、水中ガイドの案内で海草の森に潜む生き物を発見し歓声
をあげました。
　また、有機栽培の畑では、野菜の収穫体験をするとともに多様な生
物との出会いもありました。この畑では、あえて雑草を残すことによ
り昆虫やカエル、ヘビ、小鳥などのすみかができ、また、牛糞たい肥
にカブトムシやコガネムシが産卵するなど、多くの生き物が生息でき
る環境を作り出しています。この他にも、違う種類の野菜を一緒に植
えることで相互に成長を助け合う効果を活用し、トマトの根元にネギ
を混植することなども知ってもらうことができました。
　生き物の食物連鎖や循環の仕組みを活かした畑で育てた夏野菜を
たっぷりと使い、キャンプの定番メニューのカレー作りもしました。
釜で炊いたご飯は大好評で、なかでも子どもたちの間では釜の底にで
きたおこげが“ご飯のせんべい”として大人気でした。地元の食生活
改善推進協議会の皆さんの協力もいただき、合鴨米の米粉でパン作り
にも挑戦しました。グリーンツーネットは、廃校となった小学校舎を
エコツーリズムの拠点とし、４年前に開設しました。各月毎に自然体
験のイベントを開催しています。皆さまのご参加をお待ちしています。
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みしまや上の木店の常設コーナー

土江信雄さん（出雲市平田町）から届いた
「除草剤ゼロ米」の看板設置の様子

「頑固（きこ）な野菜」とみしまやの皆さん（情報交換会の後で）

　農薬や化学肥料に頼らない栽培に取り組んでいる生産者グループと
株式会社みしまやとが一緒になって、環境にやさしい農産物の直販
コーナーを「みしまや上の木店」にオープンし皆様に好評をいただい
ています。
　地産地消をより一歩進めて、生産者の環境にやさしい農業への取り
組みの思いを農産物とともに消費者に届けたいために、「頑固（きこ）
な野菜」と銘打って、６月23日の改装開店にあわせて販売コーナー
を開設しました。
　生産者全員と店舗の担当者は毎月一回連絡会を開催し、ほ場の作

付・生長状況
や今後の出荷
計画、店舗での販売状況や消費者の声などについて情報を交
換しています。また、農薬や化学肥料を使用しない栽培につ
いて、消費者に分かりやすく伝えるための表示方法を検討し
たり、レシピや野菜の保管方法を記載した表示など、アイディ
アを出し合いながら売り場の充実に取り組んでいます。
　生産者は、商品を売り場に並べながら消費者の方に声掛け
を行い、「頑固（きこ）な野菜」のＰＲとファン獲得に取り
組んでいます。
　皆さんも是非一度お立ち寄り下さい。

　６月に発行した「きらり第５号」を皆さまにお届けした後、電
話や手紙、メールなどで皆さんの活動の様子や感想などを寄せて
いただきました。また、「地域活動できらりを活用したい。追加
できらりを送って欲しい…」との連絡もいただきました。本当に
ありがとうございます。
　皆さんから寄せられる貴重な声を、今後とも大切にしていきた
いと思います。
　そこで、今回は、「除草剤ゼロ米」看板に関して寄せられた声を、
設置状況とあわせお知らせします。
　「『環境を守る米づくり』は、今…」と題した「除草剤ゼロ米」
看板の記事を読まれた生産者の皆さんから配布の希望が寄せら
れ、現在県内では、150カ所・30haの田んぼで看板が設置さ
れています。
　そのなかには、届いた看板を見られた御家族（高校生の方）か
ら「かわいいじゃない！」という評価をいただいたという嬉しい声も届けられました。
　また、実際の除草作業については、２回代かき、機械除草、深水管理の徹底に加え、チェーン（鎖）除草の仕掛け
を自作された様子、田車を活用されたことなどの報告も届きました。
　農薬に頼らない米づくりに向けての生産者の方々の情熱と創意工夫の一端に触れることができ、非常に心強く感じ
ています。どうか消費者の皆さまには、ご支援をよろしくお願いします。
　また、「環境を守る米づくり」ＰＲパンフレットを消費者の皆さんに配布したところ、こちらについても反響があり、
なかには環境教育の一環として活用したいという声も届きました。
　皆さんからの声を届けていただき、またその声を伝えながら、今後も皆さんと一緒に『環境農業』に取り組んでい
きたいと思います。よろしくお願いします。
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有機大豆を使う豆腐店　年商は4.6億円

　野菜は、水稲に比べ施肥量が多く、特に露地畑では降雨によっ
て肥料分が流れやすいため、環境への悪影響が心配です。
　そこでキャベツ、白ネギ、タマネギなど県内の主要な露地野
菜の産地で、環境負荷の少ない施肥技術の実証試験を行って
います。
　このうちキャベツが大規模に栽培されている中海干拓地で
は、トラクターの後部に付けた施肥機を使って「肥

ひ

効
こう

調
ちょう

節
せつ

型
がた

肥
ひ

料
りょう

」を畝に筋状に施用する方法を検討しました。
　この「肥効調節型肥料」とは、肥料の養分が少しずつ長期
に渡って溶け出すように工夫がしてあるものです。また、この
肥料は、作物の根の近くに置いても、肥

こえ

あたり（養分が多すぎ
ることによる根痛み）の恐れがなく効率よく吸収されるので、
畦内に筋状に施用します。
　この方法により、通常のように畑に広く施用するよりも施肥
量を節約でき、また、河川等への流失量も減らすことができま
す。さらには、時間をかけて養分が溶け出すので、追肥が省略
でき作業の省力化も図れます。
　なお、試験では窒素施肥量を通常より３割減らして栽培しま
したが、収量や品質に問題はありませんでした。

【農業技術センター土壌環境グループ】

シリーズ　　　　　『環境農業』研究トピック

県農
業技
術

セン
ター
発

　第１回全国有機農業モデルタウン会議が、全国47地区のモデルタウン地区参集のもと農林水産省において開催されまし
た。国では平成20年度から有機農業総合支援対策を開始し、全国においてモデルタウン育成による有機農業の推進を図っ
ています。第１回の今回の会議では、モデルタウンの活動事例報告や課題の発表、意見交換が行われました。
　事例報告のなかのひとつ、今治市有機農業推進協議会では、旧大型給食センターの建て替えを発端に、食への安全意識が
高まり、単独自校調理場方式を導入しました。学校給食での地元食材の使用からはじまり、現在では有機農産物の給食利用
へ発展しています。地産給食は、調理師さんとの協力意識や児童との交流が芽生えたうえ、食育効果によって子どもたちが
成人した後も安全な地元食材を購入する意識が高くなって
いると報告されました。その他意見交換では各地域から活
発な意見が多数出され、各地域の有機農業に対する熱意を
感じることができました。茨城大学中島教授が話された「２
年前には考えられないほど多数の参加者」が印象的でした。
　翌日は、有機農業の先進地である埼玉県小川町の視察を
行いました。小川町の有機農業は霜里農場代表の金子美登
さんが38年前から始められ、現在では各地から多数の見学
者が訪れる全国でも有数の有機農業地域です。
　小川町の有機農業は生産者だけでなく、有機大豆を利用
する豆腐店、有機米を利用する造り酒屋、社員食堂での有
機農産物を利用する企業など、互いの協力のもとに成り立っ
ています。地域が一体となって地域の食を守るという高い
意識に加え、環境保護やエネルギー自給についても研究を
進めています。　　　　【県農畜産振興課　有機農業グループ】
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農業技術センターフェア　　　　　　　　　

●日　時／10月３日㈯ 　９:30～15:00
●場　所／島根県農業技術センター（出雲市芦渡町2440）
●内　容／「来て、見て、ふれて農業技術センター」をテーマに、
　　　　　センターで開発された栽培方法や品種の紹介、そば等の
　　　　　試食を行います。農産物や加工品の販売もあります。
▼問い合わせ先：県農業技術センター　TEL：0853-22-6991

松江市農林水産祭

●日　時／10月25日㈰　９:00～15:00
●場　所／松江総合運動公園中央広場
●内　容／新鮮な野菜や魚介類、加工品等を生産者が直接販売します。また、“苗木の無料配布”や“お米のすくい取り”

なども見逃せません。ステージでの芸能など盛りだくさんのイベントです。
▼問い合わせ先：松江市農林水産祭実行委員会（松江市農林課）　TEL：0852-55-5234

宍道湖グリーンパーク企画　“わら”でつくろう♪　リースとしめ縄作り

●日　時／11月１日㈰　10:00～15:00
●場　所／宍道湖グリーンパーク（出雲市園町1664-2）
●内　容／お米を収穫した後のお楽しみ♪　●参加費／100円　●定員／30名
　　　　　“わら”を使ってリースやしめ縄をつくり、クリスマスやお正月に飾りませんか？
▼問い合わせ先：宍道湖グリーンパーク　TEL：0853-63-0708／ FAX：0853-63-0797

　県では、環境にやさしい農業（『環境農業』）を推進し美しい自然を守りながら農業を振興していくため、昨年度に引続き、「環
境を守る農業宣言」をしていただいた皆さまから「しまね『環境農業』大賞」を募集しました。
　今後、審査委員による書類審査や現地審査を進めるとともに、消費者の皆さまにも審査に加わっていただき応募いただいた
活動を知っていただきたいと考えております。
　ついては、昨年度と同じように「農業技術センターフェア」及び「松江市農林水産祭」（詳細は上記に記載）にご参加の方
による投票審査を行ってもらう予定です。
　また、今年度からは、新たに個人の消費者として「環境を守る農業宣言」をいただいている県内の方で、情報提供を希望さ
れている方に郵送による投票をお願いしたいと考えております。
　つきましては、10月頃に改めて審査に関するお知らせをお送りいたしますので、その際には是非とも審査にご協力いただ
きますようお願いいたします。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

編集・発行　島根県農林水産部農畜産振興課
（平成21年９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
E-mail:econousan@pref.shimane.lg.jp
URL:http://www.pref.shimane.lg.jp/nochikusan/

○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。

島根の『環境農業』情報誌

　今年は天候不順で多くの皆さまが、太陽の光を待ち望ん
でおられたのではないでしょうか？
　こんな年だからこそ、生産者の方と消費者の皆さまが一
緒に、実りの秋を祝えるといいですよね。

●消費者の方 2,026件
●農業者の方 301件
●企業・学校等 96件

2,423件
（平成21年７月末日現在）

県農業技術センター案内図

2,500件突破も近いかも…（嬉!!）

消費者の皆さまの声を届けてください！
きらりと輝く Ｈ21年度しまね『環境農業』大賞 消費者審査
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