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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。

◇「未来へつなげる島根の『環境農業』
◇宣言者のページ
●益田翔陽高校
●島根おやさい本舗（え～やさい研究会）
●八幡和輝氏　
●ＪＡくにびき　
●ＪＡいずも青ネギ部会エコネギ研究会
●池田　一氏　
●県東部農林振興センター

◇シリーズ第５弾『環境農業』研究トピック
　・環境農業と生物の多様性
◇有機農業への道しるべ
◇イベント掲示板
◇山陰LOHAS Magazine「おかげ」
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　島根県では米づくりにおいて、これまで利用してきた肥料に替え、耕畜連携による家畜ふん堆肥を活用し、『環境農業』の
視点に立った資源循環型及びコスト削減型の栽培方法の確立を目指しています。

  県内では、広範囲で牛、豚、鶏等を飼育する畜産業が営まれ、比較的安価な家畜ふん堆肥が製造されています。また、農業
の経営面においては、近年の原油高騰にともなう肥料や資材等の高騰により、生産コストをいかに低く抑えるかが課題となっ
ています。
　そこで、県では、地域資源の活用とコスト低減を図ることを目的に、県が推奨する水稲品種「きぬむすめ」の栽培を主体に
技術の実証をしています。
　平成21年度は、農家の方の協力を得て、大田・益田圏域で４カ所の実証ほ場を設けました。その結果、家畜ふん堆肥を利
用した場合でも、化学肥料を利用した慣行の栽培方法と遜色のない収量を上げることができました。連用の際の植物の反応、
施用のタイミングなどの課題もありますが、平成22年度も引き続き、大田・益田圏域で計５カ所実証ほ場を設け、より効果
的に家畜ふん堆肥を利用する栽培方法を検討する計画です。
 

　今後も地域にある貴重な資源を活用した循環型農業の実現を目指し、環境
にやさいしい技術の確立と普及に努めていきます。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

未来へつなげる島根の『環境農業』
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　私たち人間が豊かさを求めるあまり、農業においては、農薬や化学肥料の多用による水質
汚濁、人体への影響、農業用水の拡大利用による地下水の枯渇など、様々な問題が起こって
います。
　近年、このような農業を反省し、環境保全型農業が注目されるようになりました。
　そこで、私たち野菜・作物部では、平成14年度から環境にやさしい農業に取り組んでき
ました。中でも、今年度は除草剤ゼロ米栽培に挑戦します。今年が初めての取り組みなので、
まだまだ分らないことだらけですが、一つ一つの作業を通し少しずつ学んでいきたいと思っ
ています。

　また、課題研究では籾
もみがらくんたん

殻燻炭と木炭の粉末を利
用し、バイオマス資源を有効活用した農業に取り
組んでいき地域にも普及していきます。
　毎年恒例となっているメロン栽培では、農薬と
化学肥料を半分以下に抑え、島根県が推奨してい
るエコロジー農産物として認定されるように頑
張っていきます。
　まだ私たちの挑戦は始まったばかりですが、こ
れから一生懸命頑張り、安心しておいしく食べら
れる環境にやさしい農作物を消費者に届けていこ
うと思っています。
　また、島根県全体で環境にやさしい農業が広ま
るように、積極的に活動していこうと思っています。

　私たちは、近年就農しエコファーマーとなった生産者で構成する組織（安来市４戸・松
江市３戸）です。平成17年に「島根えーやさい研究会」として発足し、平成22年４月に「島
根おやさい本舗」に改称しました。
　美味しく安全・安心で新鮮な野菜を消費者へ届けるため、農薬や化学合成肥料を使わな
い栽培をしています。
　全体ではハウス80棟（160ａ）で、ほうれんそう・こまつな・みずな等を栽培し、地

元スーパーや生協へ共同出荷して
います。
　「ふるさと」の環境を子孫の代
まで持続的に守りたい！、消費者
の笑顔に出会いたい！、地域で仲
間を拡げたい！との共通の思いか
ら一緒に活動しています。
　商品の愛称「すまいるベジタブ
ル」は、野菜を通して生産者も消
費者も笑顔になりたい、なってほ
しい、との思いから命名しています。
　今後も栽培技術向上や販売促進の活動を重ねながら、消費者の皆様
へ周年で安定供給し、より一層喜んで頂けるように頑張ります。

宣言者の
ページ

～皆さんから届けられた声です！～

生物生産工学科３年野菜・作物専攻の皆さん

佐々木一郎氏（㈲佐々木農場・浜田市）を招いて交流会を開催
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直売コーナーのある
島後消費生活協同組合さんも

「環境を守る農業生産者を応援する」
宣言者の仲間です！

　露地栽培専門の農家にとっては、近年稀にみる寒暖の差が激しい天候が続き、心悩ませる日々が続いています。宇宙に出か
ける現代において、天気を自由に調整できる科学技術がなんとか実現しないものか…と期待してしまうほどです。今は、土づ
くりの作業を中心に、天候の回復を願っているところです。
　私は、隠岐の島の美しい自然を守る栽培を目指しながら野菜づくりを
し、自宅から車で30分程のスーパー（２カ所）にある地産地消売場に
出荷するなどしています。
　また、島を離れて暮らす娘にも生まれ故郷の味を届け、居住地の東京
で購入する野菜の味とは全然違うと大好評です。
　できるだけ地質に合った種類の野菜を選び栽培することを心掛け、こ
れからも自分の健康のためとも思いながら頑張りたいと思います。

　ＪＡくにびきでは、環境を守る米づくりの推進、生産対策に掲げる安全・安心、水質保全、水生生物への配慮等の取り組み
として、「しじみ米」（※１：商品名）の生産に取り組んでいます。
　「しじみ米」は、農薬の使用回数を慣行栽培より５割以上減らし、土づくりには宍道湖特産のシジミの殻を混用した肥料「し
じみちゃん」を活用して栽培しています。
　宍道湖は、ヤマトシジミに代表される汽水湖で豊かな生物の宝庫です。中海とともに、特に水鳥の生息地として国際的に重
要な湿地に関する「ラムサール条約」に登録されています。
　このような特徴のある地域において、生産団体である我々ＪＡの使命としては、宍道湖・中海への環境負荷軽減に取り組ん
でいくことが、今後益々重要になると考えています。
　そうした中、従来「ハナエチゼン」（※２：米の品種）のみであった「しじみ米」に「コシヒカリ」（※２）と「きぬむすめ」（※２）

が新たに加わりシリーズ化を行うこととしました。
　今後も引き続き、湖資源のリサイクル化の推進を行い、ひいては安全・安心で信頼される「しじみ米」のブランド化を一層
図りたいと考えています。

　ＪＡいずも青ネギ部会で最初にエコファーマーに取り組んだのは、平成16年に２名
の部会員でした。それまでも優良な堆肥の施用、化学窒素を抑えた栽培には全部会員が
取り組んでいましたが、農薬の使用量を４成分に抑えることには抵抗がありました。
　しかし、ＵＶカットフィルムの使用、ハウスの観察による適期防除の徹底により、比
較的容易にエコロジー農産物基準で栽培することができるようになり、徐々に部会全体
に輪が広がってきました。現在は、16名のエコファーマーでエコネギ研究会を結成し、
今年の２月にはその内の10名で『安全で美味しい島根の県産品認証制度』を取得しま
した。青ネギ部会のスローガンは『エコとＧＡＰで品質日本一』です。
　今後とも消費者の皆様に安全で美味しい青ネギを提供できるよう、部会員全員で頑張
ります。

島後生協日記店内の直売所
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レストラン ラグーの吾郷靖司シェフも
「地球にやさしい農産物で、安心安全な、

おいしい料理の提供」について
宣言されています！

　県東部農林振興センター松江農業普及部では、「環境にやさし
い農業」や「島根県エコロジー農産物」等の取り組みについて知っ
ていただくことを目的に出前授業を実施しています。平成21年
度は、松江市内の小学校６校で、のべ９回の授業を開催しました。
　２月10日には、松江市立島根小学校で味覚体験と地産地消を
考える内容の出前授業第２部を参観日に開催しました。県内で食
育活動を展開しているグループ「しまねリトルシェフ」の一員で
あるレストラン「ラグー」の吾郷シェフを講師に招き、味覚の重
要性を学ぶ食味体験授業と島根県エコロジー農産物や地元特産の
シイタケ・魚を用いた調理実習を行いました。
　親子揃っての授業は、啓発に効果的であると思われました。エ
コロジー農産物マークについて大人よりも子供の認知度が格段に
高く、子供は小売店で表示されているいろいろな図柄、マークを
よく覚えていました。大人は作物の生育や栽培に係る資材につい
ての関心が高く、逆に子供は作物を取り巻く環境に対しての関心
が高い傾向が伺えました。なお、学習発表会でエコロジー農産物
について取り上げていただいた小学校もあり、小さい取り組みな
がらも環境にやさしい農業の啓発に一役買ったのではと感じられ
ました。

【県東部農林振興センター】

　ロンドンの北約60kｍにある農場、Offl  ey Hooを訪ねた。160ha
の広大な面積にもかかわらず、イギリスでは小規模の個人農場である。
イギリスでは2005年より環境管理スキームが始まった。農業者が環
境保護の対価として直接支払いを受けられるようにしたのである。農
業者を「生産者」から「田園のガーディアン」にしようという新たな
発想のもとに考えられたこの制度の特徴は、参加を望むすべての農業
者が参加でき、補助が「土地」に対して分配される。スキームは、“環
境保全参入レベル”“有機参入レベル”“高レベル”の三段階に分かれ
ており、１ha当たり年4,500円から最高年11万円が支払われる。
　Offl  ey Hooは110頭の牛、650匹の羊、60匹の豚を飼育してい
る“高レベル”の農場で、いずれもイギリス伝統の希少品種のみを飼

育。餌の管理の徹底と長期の自然放牧で品質を高めている。肉質の評判は上々で、販売は
全て個人やレストラン。単価は少し高く、牛肉が1,500円～1,800円/kg、羊・豚肉が
1,000円～1,200円/kgである。農場は2009年度チルターンズ環境賞を受賞した。伝
統を重んじた希少品種の飼育、農場内の野生動物、特に希少鳥類の個体が増えたことが評
価に繋がった。農薬を使わないことで餌となる昆虫が増
え、鳥類も増える。そして住処となる生垣の保全。これ
ら全ての評価が顧客の信頼に繋がる。これからの農業の
一つの在り方を見た。
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図　農法とクモ類の個体数（浜田市）

キバラコモリグモ ナガコガネグモ ヒメガムシ

　田んぼの生き物調査に参加経験のある人は、多種多様な生物が生息していることに驚かれたことと思います。
　ヨーロッパでは持続可能な農業の実現には、有用な生物が多様に存在することが重要であると考えられています。そして多様性
を高めるための取り組みが行われるとともにその評価手法が示され、評価結果を農家への直接支払いの採択基準にする国が増え
ています。
　島根県でも国や他県の研究機関等と協力して、土着天敵（外来種ではなく地域にもともといる昆虫などで害虫の天敵になるもの）
などの有用な生物を中心に指標となる生物種を選定し、環境保全型農業の生物多様性保全効果を明らかにするための研究を進め
ています。このうち従来型の農法を主とする集落と環境保
全型農法に取り組む集落で「クモ」の種類や数を比較した
結果を紹介します。
　環境保全型農法の水田では従来型に比べてキバラコモリ
グモ、ナガコガネグモ、ヤサガタアシナガグモ、イナダハリ
ゲコモリグモなどが多くみられ、総個体数は2.4倍でした。
キバラコモリグモは年間を通して畦畔際（けいはんぎわ：あ
ぜ周辺）や稲株周辺で、また、大きくて体色が目立つナガコ
ガネグモは８月以降に稲株上でよく見かけられました。
　クモは見つけやすいため指標生物として有効と考えてい
ます。この他、ヒメガムシなどの水生昆虫やトノサマガエル
などの14種群を指標生物候補として検討しています。

【農業技術センター病虫グループ】

シリーズ　　　　　『環境農業』研究トピック

　「有機農業」を実践するうえでの課題…病害、虫害、雑草等々…。
　これまで生産者の皆さんは、試行錯誤を繰り返し、創意工夫を重ねながら技
術を体得されてきました。
　こうした貴重な知恵や技術をもっと広め、「島根の『環境農業』のステップアッ
プを目指したい！」という思いで、この度、多くの関係者の皆さんのご協力を
得て、「有機農業への道しるべ」を発行しました。
　本書は、平成18年度から中山間地域研究センターで行った試験研究の成果
や、県内各地で取り組まれている事例の現地調査で得られた知見等を盛り込ん
だ内容となっています。
　有機農業をはじめとした「環境保全型農業」を実践される方々にご活用いた
だき、しまねの有機農業発展の一助となることを願っています。
　配布を希望される方は、
　県農畜産振興課有機農業グループ（0852-22-6477）へご連絡ください。

【県農畜産振興課有機農業グループ】

技術参考書
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編集・発行　島根県農林水産部農畜産振興課
（平成22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

　春先からの天候不順で、生産者の皆さんは天気予報と、
消費者の皆さんは売場の値札とにらめっこ…でしょうか？
　農産物に込められた生産者の方の手間と思い…そして自
然からの恵みの大切さなど、少しだけ立ち止まって考えて
みたいと思います。

●消費者の方 2,211件
●農業者の方 385件
●企業・学校等 103件

2,699件
（平成22年４月末日現在）

　ＬＯＨＡＳ（ロハス）とは、「健康と環境を志向するライフスタイル」と意訳され物質的
な豊かさから心の豊かさへ、人の価値観が移り変わっていく中で広まってきた言葉です。
　この本は、その「ＬＯＨＡＳ」をキーワードにして、山陰に古くから根付く魅力を県外の方
にＰＲし、もっと「山陰」に興味をもってもらうことを願って作った本であり、島根県と鳥取
県が協力し、各県の若手職員12人が８か月間の取材・編集作業を経て完成した一冊です。
　写真を中心とした山陰の美しさの紹介、山陰にゆかりのある旅人による食や民芸品等の紹
介、山陰に移り住まれた方の目線で見た山陰の魅力の紹介、山陰にゆかりのある人のコラム
等で構成されており、県外の人だけでなく県内在住の方も十分に楽しめる内容となっていま
すので、御一読ください。
　「おかげ」は、県内の書店、島根県物産観光館で販売しているほか、県内の図書館でも貸
し出しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【県政策企画監室】

観察会「生きものいっぱい！田んぼの水生生物たち」

●日　時／６月20日㈰　10：00～12：00
●内　容／水もあたたかくなり、田んぼの水生生物たちもいきいき活動しています。
　　　　　初夏の田んぼで生きものを探してみましょう。
●参加費／100円　　●定員／20名　　▼６／６㈰から受付開始

　　　　観察会「田の草取りから見るおもしろ植物ウォッチング」

●日　時／８月８日㈰　９：30～12：00
●内　容／夏本番！田んぼの稲もぐんぐん伸びてます。
　　　　　稲とは違うあの草は何？除草剤ゼロの田んぼならではの草花が発見できるかも！夏休みの自由研究にいかが？
●参加費／100円　　●定員／20名　　▼７／25㈰から受付開始

わくわくＧＰ「収穫時期には何がいる？生きもの調べとはで干し体験」

●日　時／９月５日㈰　10：00～15：00
●内　容／収穫後の田んぼにはどんな生きものがいるのかな？楽しく秋の田んぼの調査をしましょう。午後は刈った稲穂

で大きなよずくはでを作ります。
●参加費／100円　　●定員／20名　　▼８／22㈰から受付開始

▼申込・問い合わせ
　宍道湖グリーンパーク（出雲市園町1664-2）　ホームページ:http://www.green-f.or.jp/
　TEL:0853-63-0787、FAX:0853-63-0797（火曜休園（祝日の場合は翌平日））

宍道湖グリーンパーク・財団法人ホシザキグリーン財団企画
　除草剤を使わないコメづくりに取り組む田んぼで、１年を通じた田んぼの観察会を開催しています。
　季節ごとに変わる田んぼの様子を観察してみませんか。
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