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私たちの住む「もがみ地域」とは？？

 山形県の北端 新庄市を中心とする８市町村

 北は鳥海山・南は月山・東は神室連峰に囲まれた風光明媚な盆地

 人口は 72,000人程度

 産業構成比（平成２８年度 県資料）

農業 ７%

製造業 １２%

建築業 ９%

卸売・小売業 ９%

「出羽富士」と呼ばれる鳥海山



 大きな産業もない

 農業は農業販売額も米依存度が高い

米５０% 野菜２５% 畜産１７% 花き３% 果実２%

→つまり典型的な過疎の東北の農村

 農業は基幹産業とも言われながら、構成比でもかなり低い位置

しかし、兼業農家も多く、生活と農業は密接に関わっている地域

 自慢は・・・

ただただ雪が多い！！



もがみ地域のオーガニックの事情

 小規模な産消提携運動のなかで、

有機農業が続いてきている

 大規模なオーガニックな組織がない

だから、大規模なオーガニックの流通にものらない

 1998年、大豆畑トラスト運動で一躍有名な地域に・・・



新庄発！！大豆畑トラスト運動とは？？

 遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーンでは、市民自ら生産者と共に国
産ダイズを作り、自給率をあげていこうとダイズ自給運動を始めることにした。
それが大豆畑トラスト運動である。
市民がダイズ生産地の一定区画にお金を出し、生産者とともにダイズを作り、
できたダイズを食べるという趣旨(１口１０坪とし４,０００円位)。
有機大豆の生産を行い、産直経験のある産地(山形・福島・茨城・千葉・静
岡・長野・愛知・石川・広島・福岡など)を中心に広がり、今年は全国５４箇
所に生産地が拡大した。お金を出したからといって手にするダイズの量の保証
はない。また、種まき、草取り、収穫、味噌作り・豆腐作りなどを生産地へ
行って生産者とともに汗を流すことになるが、農の現場を知り、生産者との繋
がりを持てることに市民が魅力を感じている。
キャンペーンでは遺伝子組み換えの輸入原料を使わない"非組み換え食品製
造業者一覧#を作成、１９９９年２月には全国のトラスト生産者・参加市民に
製造業者も加わってもらい、全国交流会を行なっているという。
“環境フォーラム” １５号 （山形大学のネット資料より）



 新庄の「ネットーク農縁」という産消提携団体から始まった運動

要は、遺伝子組換えによらない、国産大豆の自給を守ろうとする運動

YouTube動画ありますご興味ある方、是非検索してください

 全国的にみても、とても素晴らしい取り組み・・・

だけど次の世代へと繋がっていない・・・

大豆トラスト運動と豆むすめ



だったら自分たちで
繋げて行くしかない！！

 世界は、欧州グリーンディール・farm to fork戦略のように、

グリーンでクリーンな持続可能な社会へ向かっている！！



もがみオーガニックビレッジって
どんな協議会？？

 もがみオーガニックビレッジ協議会とは

私たちが目指すのは、未来のための地域づくり。

人と自然が調和した持続可能なオーガニックビレッジ。

豊かな自然・豊かな資源を次世代に伝え、

そこに暮らす人々が、健康で元気で生きる場所。

ローカルだけど、ユニークで・フェアで・ファンがある、

「ないもの」ではなく「あるもの」を活かしていく未来へ！！



新庄市報でも
紹介されました！

 2021年1月号



では、本題の報告へ



水稲有機栽培実証圃場の報告

 ① 水稲・大豆輪作による抑草と生育、収量、品質の検討

 ② ２回代掻き、糠等抑草資材を用いた雑草発生抑制効果

効果の実証



① 水稲・大豆輪作による抑草と
生育、収量、品質の検討

 実証農家 石井昭一

 品種 雪若丸（JAS有機栽培）

 耕種概要

○施肥 無肥料 大豆1年作付け後の作付け

○播種 4月16日

○耕起 5月8日

○代掻き ① 5月16日 ② 5月27日

○田植え 5月29日 50株/㎡

ただし、育苗初期に低温にあたり、生育が著しく悪かった



○米ぬかペレット散布 5月31日 反45kg

背負いでの散布 反４５kgは、かなり辛い作業・・・

苗の生育も悪く、栄養状態悪く黄色い 当然ながら苗質重要



○除草機 ６条 キューホ （引きずり式）

① 6月15日

② 6月25日

除草機の不調により、１回目の除草が１週間ほど遅れてしまった・・・



○草取り（手取り）は無し

生育経過

6月25日 草丈 30.4cm 茎数 140本

9月23日 稈長 67.0cm 補数 254本

ただし、雪若丸の生育指標で稈長70cm

○刈り取り 9月24日

○収量 340ｋｇ/10a

等級１等 玄米タンパク6.7

乳熟期

※普及課による生きもの調査調査では、成熟期の観察状況からトンボ類がやや多

いとのコメント



指導者の指摘では・・・

自然農法センター

三木氏資料より

 苗質・栽植密度によって生育が格段に違う！！（写真右も低温障害の苗）



先進事例を見ると・・・

 青森県の先進農家でも１年での輪作体系

慣行とほぼ遜色のない生育 輪作の大豆の生育



輪作大豆の栽培は・・・

 来年水稲作付け予定地の大豆栽培圃場

雨が多かったため葉巻虫が大発生

排水の問題も大きい

ただ、収量が無肥料で反当１５０kg程度はあるので、相対的には良い



結果として・・・

そもそも苗という一番重要なところをきっちりと！！！

雑草対策としての輪作は有効でなくもない （初期除草遅れても何とかなった）

元肥については投入窒素を削減できるので環境には良いのではないか

大豆作付けの際の排水対策も課題

輪作１年目なので実際の評価は難しいのが実情。

先進地に学びながら、もう少し年数をかけて体型を作りたい



② ２回代掻き、糠等抑草資材を用いた
雑草発生抑制効果効果の実証

 実証農家 海藤芳正氏

 品種 コシヒカリ（特別栽培認証による農薬不使用・化学肥料不使用）

 耕種概要

○施肥 4/15 （苦土・汚泥発酵堆肥・リン酸グアノ・ミネラル宝素・ケイカル）

○耕起 4/21

○播種 4/26

○代掻き ① 5/13 ② 5/24

○田植え 5/26 60株/㎡



○米ぬか散布 6/13

A圃場 30aには生米糠380ｋｇ

B圃場 30aには米糠ペレット240ｋｇ散布

ペレットの方が均等に散布できた

（生糠はムラがある）

散布後



○除草機 8条動力カルチ（田植機アタッチメント）

① 6/15 ② 6/21 ③ 6/27

田植え機の植え付け部を除草機に変えるタイプ 取り付けはちょっと大変



○草取り（手取り） 8/19〜26（ヒエはほぼ全量除去）

○刈り取り 10/1

○収量 410ｋｇ/10a



 実証農家の評価

・機械除草は今年から動力8条を導入。乗用で疲労も少なく短時間で行えるので、

一週毎3回実施できた。

・その後にも雑草が伸びるが、手取り（ひとり）で8日ほどでほぼ除去でた。

・生育はやや稲が傾く程度に至るが、収量は思ったほどは伸びなかった。

・品質は、カメムシの被害もほとんど無く良好。蛋白6,7％、アミロース18.5％



指導者の指摘では・・・

 同じ２回代掻き・米糠除草でも全く結果が違う結果になる

自然農法センター

三木氏資料より借用



ポイントは・・・

 異常還元させないこと

 攪拌力も大事（使用除草機による部分大きい）

自然農法センター 三木氏資料より借用



結果として・・・

 ２回代掻き・米糠ペレット散布の効果より、動力除草機の攪拌力の効果による
ことが大きかった

 異常還元のない状態で、米糠ペレット等の散布であれば、効果はあったかと思
われる。



今後の協議会の課題

 安定した生産体制づくり！

 安定した販売体制づくり！

 学校給食を含め、地域へオーガニックを広める！

 生産者・消費者の枠を超えたオーガニックなネットワーク作り！！



最後に

 ネットの情報によれば・・・

オーガニックの認知度: 98%

#SDGs3・4・12・13・14・15

SDGs国際ランキング1位のスウェーデンのほぼすべてのカフェ、レストラン、スー
パーではさまざまな「オーガニック食品」があります。理由の一つ: オーガニック
についての教育は小学校からです(環境教育=義務教育)。結果: 消費者調査による
と、オーガニック認証ラベルについての認知度は今98%になっています。※出典
スウェーデンの調査会社KantarSifo

農政・農業者だけではできないことが多いのが実情。環境・教育も含め、いろい
ろな立場の人々が協力することが不可欠。

https://www.facebook.com/hashtag/sdgs3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWAz8BbghwdExuMhFeQGEjj76LDAOxTJZKmoT4QD-7hkujZLOiTY1K5v1CAusRgJWw82V9b2YA2HvPghRIxoH9qv3dJa2yscm5IPO85d2sFJrASExVZCKutwm07cfXg17N_kzJ_5cqluKNXOpqsr0WcKw0uwUqTQ2r86_U2-2aeEFn0hRRL_wBcvg45F3V1EOo&__tn__=*NK-y-R


水田の広がる美しい景色！

水田の広がる景色は素晴らしい！

だけど・・・それだけでいいのか？？？？

モノカルチャーな農業

多様な生き物

多様な作物がつくる景色

・・・ポリカルチャーな農業

・・・ポリカルチャーな農村

・・・ポリカルチャーな人々

そう、多様性の織りなす、オーガニックな

「未来のための地域づくり」のために！！



ご清聴ありがとうございました！！

もがみオーガニックビレッジ協議会

石井昭一


