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  農民連の米  
 
たまに虫が出てきます 

スーパーなどの米からは、 
絶対に虫は出てきません 

ネズミ・虫が絶対出ないよう  
殺虫剤を米倉庫・精米機で使用します。 
某大企業の米倉庫（神戸）からは、時折ピンクの煙が上がります。 
 
安売りの米なども販売する某精米工場では 
業務用バポナが精米機に取り付けられて、 
ボタボタ虫が死んで落ちました。 
 
ここの社長から「農民連も使わないのか？」と笑われました。 

米倉庫も精米機にも 
殺虫剤は使いません 
掃除だけで対応しています。 
 

お客様の米袋から虫がでたら、 
交換させて頂いています。 

コクゾウムシ 

ニシメマダラメイガ 



ニシメマダラメイガ 

薬剤を使わずに退治できました！！ 

ＤＹＮＡＴＲＡＰ社製 捕虫器を使い始めました 
 
専用ランプで虫を集めて取り込みます。 
酸化チタン（触媒）で炭酸ガスを発生させて 
人間がいると勘違いした「蚊」も捕まえます。 

精米機周りでぶんぶん飛んでいた 
蛾は見かけなくなりました。 



農業をしていて  雑草が生えたら、なぜいけない？？ 

 養分を吸い取られたり、害虫の巣になってしまうから！！  

 収穫量が減ってしまう！！  

 収入が減る！！  

雑草を手で抜いたり、 
草刈機の作業は重労働 

除草剤ならば 
労力が少なくて済む 



 今の日本、除草剤の主流はグリホサート！！  

ラウンドアップはベトナム戦争で使われた「枯葉剤」をつくったモンサント

が１９７４年に発売した除草剤で、グリホサートを主成分としています。 
 
配管洗浄液を垂れ流していたら、周辺の草が枯れてしまい 
「除草剤になる」事に気が付いて商品化！ 

 ダイソーで売っている100円除草剤(ダイソーオリジナル商品) 
発がん物質グリホサートを使っているため、オランダやフランスでは販売禁止で、 
米カリフォルニア州では「発がん物質入り」と警告表示が付く 

特許が切れて 
ジェネリックが多い 

ホームセンターでよく見る 
ラウンドアップ 

そして、ついに・・・・アメリカでも 







グリホサートの危険性が明らかになって、世界中で使用禁止されている・・・・・ 
  世界中で 「売れ残ったグリホサート」  

日本では、内閣府食品安全委員会が2016年7月に「神経毒性、発がん性、
繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった」と結論
付けた評価書を発表しています。 

日本ならば、まだ売れる！！ 
 
そうだ！！ 
日本で売ろう！！ 



兵庫農民連でも始まった取り組み 

「除草剤を使わない」という選択 

兵庫農民連産直センター 洞井志都夫 理事 
「稲作でのジャンボタニシを用いた雑草除去」 

ジャンボタニシ除草法のポイント 
 
1. 出来るだけ田んぼの高低差をなくす事。冬季に平坦化作業しておく。 
 
2. 大きな苗を植える事。 
 
3. 植え付けから暫くは枯れない程度の極浅水にする事。2週間程度 
 
4. 稲を食べ始められた時の対策は畦草を刈って畦付近にその草を入れる事。 
  （エサになります。除草剤を使ったら餌がなくなる！！） 
 
5. 稲が食べられない大きさになるまで深水にはしない事。 
 

稚苗を植えて通常の水管理にすると稲が全滅するかもしれません。 
しかし、洞井理事はついに2019年産 産直米から「除草剤無し」を達成しました。 



稲の隙間が雑草だらけ！！ 
このままでは、 
栄養が雑草に奪われてしまう！！ 
 
人海戦術（ほぼ一人で）抜いて回る 
 
除草機（高価）を使う人もいます 

富士酢の原料用の田んぼ 

洞井理事の田んぼ 

紫黒米 

山田錦 

稲の隙間に雑草がまったく生えていない！！ 
 
しかし、除草剤は使っていない！！ 

やご 兜エビ 豊年エビ 

生き物たちが帰ってきました 



水の管理が困難な田んぼでは難しいかもしれませんが、 
除草剤を使わない稲作は可能です。 

ジャンボタニシが雑草だけでなく、稲も食べてしまった。失敗例 

しかし、どこでも誰でもできる状態ではありません 除草剤が売れないと困る業者が・・・・ 



慣行栽培でも節度を保つ生産者の 
米や野菜からは残留農薬を検出しません。 
 
しかし、 
検出困難な農薬が登場し、現在主流となってきました。 
 
 

ネオニコチノイド系農薬 





ネオニコチノイド系農薬 一覧 2019年4月15日 
兵庫農民連 

成分 商品名 メーカー

チアメトキサム アクタラ シンジェンタ

イミダクロプリド アドマイヤー バイエル

フロニカミド ウララ 石原バイオサイエンス

エチプロール キラップ バイエル

フルピラジフロン シバント バイエル

ジノテフラン スタークル 三井化学

クロチアニジン ダントツ 住友化学

スルホキサフロル トランスフォーム ダウ

チアクロプリド バリアード バイエル

フィプロニル プリンス BASF

ニテンピラム ベストガード 住友化学

アセタミプリド モスピラン 日本曹達

農薬（殺虫剤）を購入する際には、 

販売業者に「ネオニコチノイド系ではありませんか？」 

と聞きましょう！！ 

説明書に 
「ミツバチのいる環境で使ってはいけない」 
などと書かれています。 
 
カメムシ被害で2等の米は 
1等価格で支払います。（兵庫農民連） 



引用：ＮＰＯ法人ダイオキシン環境ホルモン国民会議が配布する資料より 



虫は死ぬが 
人間やペットには安全とされている 

ミツバチがいなくなったら 
人類も滅ぶんじゃないか？ 



蜂群崩壊症候群 

大量に死んだり、行方不明になってしまう！ 

兵庫農民連会員の養蜂家（池田さん）の蜂も、たびたび謎の失踪が繰り返されて 
ゴルフ場で散布される農薬（ネオニコチノイド系）が疑わしいのですが、 
真相は不明です。 

ハチミツを我慢したらいいの？ 



ミツバチは植物の受粉を助けている 

世界の食料の９０％を作る、１００種類の作物のうち 
 
７０種以上がミツバチの受粉による。 

The fact is that of the 100 crop species that provide 
90 per cent of the world’s food,over 70 are 
pollinated by bees. 
国連環境計画（ＵＮＥＰ） Achim Steiner 事務局長 



2018年4月27日 

ＥＵで 
イミダクトプリド、チアメトキサム、クロチアニジンが 
 

屋外使用禁止 

ネオニコチノイド系農薬 



カメムシによる虫害 

米粒が成長する段階に、カメムシに吸い付かれた米は 
左のように黒い斑点が残ります。 
千粒に一粒までは 1等 
千粒に三粒までは 2等 ３０Ｋｇの玄米袋で300円ダウン 
千粒に七粒までは 3等 ３０Ｋｇの玄米袋で1500円ダウン 
 

殺虫剤を使わない生産者の米に、混じることがあります。 

玄米から白米に精米する工程で「色彩選別機」を使って 
除去しています。 
 
農民連の設備は阪神淡路大震災のとき日本中からの募金 
で導入して、今も使っています。 
ですから・・・検出できず・・・何粒か見逃します 



カメムシ被害の米を1等価格で買い入れた結果 

殺虫剤をやめる農家が増えました！！ 

ラジコンヘリやドローンで 
ネオニコ系殺虫剤を散布 

１０町歩単位の大型農家の場合 

年間 50万円 

色彩選別機 約３００万円 

殺虫剤にお金をかけるなら、色彩選別機を買った方が良い！！ 



今年はカメムシ被害が多発 

地球温暖化で雪が降らず、 
 
         越冬するカメムシが増えています 

最新鋭の色彩選別機でも除去しきれず、3等米が続出しています。 
 
新婦人産直の為に、殺虫剤を使わなかった為に3等になりましたが、 
1等価格で生産者支払いを続けます。 
 
農民連の色彩選別機でも除去しますが、稀に黒い斑点の米が 
混じるかもしれません。（ほとんど見つからないはずです） 
 

安心して、お召し上がりください！！ 



新婦人産直米に全量出荷できたら 
  殺虫剤をやめる・・・ 

一般の米屋さんに出荷する場合、殺虫剤でカメムシ防除していないと、 
等級が落ちて、「買いたたかれます」 

兵庫県内の各地域で農民連会委員の各農家に 
新婦人産直米の出荷数量を割り当てています。 
 
今年度は、新婦人産直米を増やして 
農家が安心して殺虫剤をやめることができるよう 
運動を進めていく一年にしたいと考えています。 



殺虫剤を使わないカメムシ防除 

農民連の新たな取り組み 
 
忌避剤 ニーム 和名：インドセンダンを用いて実験しま
した。 
 

実験圃場 
神戸市西区 西馬理事の田んぼ 



カメムシ防除を目的とした 
土質改良材ニームの有効性調査報告 
背景 
 近年我国は、稲作でのカメムシ防除にネオニコチノイド系農薬（神経毒）を 
主流として用いているが、ＥＵや北米では逆に禁止される傾向にある。 
 人体や環境への影響を考慮し、我国でも禁止されるべきである。 
 そこで、代わりとなる薬剤などを生産者に提案する必要から、本実験を試みたの
で報告する。 
 

結論 
    ニームを用いることは、カメムシ防除に効果がある。 
 

実験の目的・概要 
 
 農民連ふるさとネットワークで取り組まれている、土壌改良剤のニームがカメムシ
防除に有効であることが期待されており、その効果の有無を調査する。 
 実験圃場は例年、カメムシ被害で検査等級が３等および規格外が続いている。 
 今回は、ニーム散布を行う圃場と行わない圃場を分けて比較実験を行う事で有
意差の検証を行う。 



実験概要 
機材 圃場への額縁散布用   ＩＲＩＳ製 ＩＲ－５０００ 噴霧器（新品） 
    （対象圃場の畔と内側約２メートル） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用薬液  （有）ばんびーの社製 農業用ニームＺ 1リットル 
希釈倍率  １０００倍 
 
散布時期 
1回目 2019年8月14日 午前  出穂後  1週間 稲の実はついていない 
 台風10号が接近中のため、風が出始めていた。 
 2回目を台風通過後に行うことを決定した。 
 額縁散布のみ実施（田中が実施  写真撮影 西馬理事） 
 株間がせまく、中心部に噴霧するため進入すると田を荒らしてしまうので、 
 中心部は行わなかった。（踏み荒らしてしまった） 
2回目 2019年8月17日 午前  出穂後  10日間  
     稲は実が付き始めて穂が垂れ下がり始めた 
     ビーム上に噴射して、５メートルほど内側まで散布した。   

ＮＥＥＭ Ｚと噴霧器 対象圃場の畔への噴霧 対象圃場の内側への噴霧 



実験圃場の見取り図 
兵庫県神戸市西区神出町紫合   兵庫県農民運動連合会 西馬理事所有 

大阪湾 

カメムシ被害による 
検査等級格付け結果 
 
① ３等 
② ２等 
③ ３等 
④ 規格外 
⑤ 規格外 



お母さんたちにお願いしたい事 

学校給食の「パン」を手に入れて下さい。 
 

農民連も一緒になって神戸市にサンプルを要求します 
 

   ＊＊小学校  ＠月＊日の給食で出されたパン 

農民連食品分析センターで分析します 
すぐ農民連に相談してください 

グリホサートやネオニコなどの残留農薬を検出しなければ 
神戸市の学校給食は安心安全ですね！！ 



尼崎市 神戸市の学校給食のパンを入手して分析しました。 

グリホサートを検出 

まだ、行政に働きかけができていません 

安心・安全な学校給食は 
 
子供の健康と将来の為に絶対必要です。 

農民連の分析センターを活用してください！！ 



無洗米について 

農民連では無洗米を扱っていません 
 
消費者の利便性から検討・実験してみました。 
 
結論 
    「お米がまずくなる」 
 
理由 
    炊飯前に研がなくてよいように、うまみ成分まで 
   除去されてしまう為 
 
うまみ成分を残した無洗米の技術が確立されて 
新型機械を導入する資金があれば導入検討します。 
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飲むコラーゲンは、消化されてしまい美容に効果は無い 

間違った考えでした！！ 

体内でコラーゲンが消化されると・・・・ 
 
コラーゲンが大量に破壊された！！ 
再生産しなくては！！ という人体活動が始まり、 
 
美容上の効果がでてくる。（約半数の人に対して） 



本当ですか？？ 
遺伝子組み換えの植物  虫が食べたら死ぬのに・・・・人間に無害？？ 

写真：Criigen（遺伝子操作に関する独立情報研究機関)（フランス） 

頭と同じくらい巨大な腫瘍のできたネズミ。2012年9月、フランス、カーン大学のセラリーニ教授らの研究チー
ムが発表した実験結果は、世界に衝撃を与えた。これは市場に広く出回っている除草剤耐性遺伝子組み換
えトウモロコシ（ＮＫ603）をねずみに食べさせるというもので、実験に使われたねずみは全部で200匹。ねずみの
寿命に相当する2年間の歳月をかけて行われた綿密な実験 



ねずみは下の図のように、10のグループに分けられた 



Ａ群～Ｃ群を試験群、比較対象の基準となるＤ群を対照群と呼びます。 
 
ＧＭ作物の大半は「除草剤耐性」で、大量の除草剤をかけて栽培される。そのため、なにか健康に悪影
響が出た場合でも、それが除草剤の影響なのか、それともＧＭ技術そのものの影響なのか、ということが
はっきりしにくい。それを見極めるために、上のような細かなグループ分けが行われた実験。 
 
そしてねずみはどうなったか、というのを示すのが、最初の写真 
 
結果は両方ともクロ。つまり、除草剤も健康に悪いし、除草剤をかけないで育てた場合でも、 
ＧＭ作物は健康に悪い、ということがはっきりします。 



日本では 農家も消費者も 

殺虫剤を買えば、ほとんどネオニコチノイド系 
 
除草剤を買えば、ほとんどグリホサート系 
 
食品の買い物は遺伝子組み換え注意！ 

日本政府がアメリカの言いなりだから 



最後に 
 
１．きれいな空気を守る事 
 
２．安全な飲み水を得る事 
 
３．「儲け主義」に汚染されていない食べ物を普通に食べる事 
 
 
１～２は、現在の日本で当たり前の事になりました。 
しかしまだ、３の実現は道半ばです。 
 
安心安全な食料は、空気や水と同じ「大切な権利」です。 
 
国民の健康を顧みない「儲け主義」を許してはいけません。 

福島第一原発 汚染水タンク 

汚染水は水で薄めたら海に流していいらしい 
海に放出される有害物質の総量は問題ないのか？ 
 
今も、儲け主義は変わっていません。 



最後の最後に・・・・ 

職員を募集しています 
 
詳細は兵庫農民連のホームページをご覧ください！！ 


