
トキとの共生を目指した環境保全型農業の推進
活動期間：平成19年度～(継続中)

○ 佐渡の農業産出額は70％が米、「佐渡産コシヒカリ」のブランドで区分販
売、しかし有利販売に結びついていなかった。
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○ このため普及指導センターでは、佐渡市の施策と連携し、「減農薬・減化
学肥料栽培」や「エコファーマー」など環境保全型農業の拡大に取り組んだ。

○ その結果、コシヒカリの「減農薬・減化学肥料栽培」は、ほぼ全島
（4,000ha）に拡大、独自の認証制度の創設、販売方法の見直しなどにより
経営体の販売額が増加（対象とした各経営体で20％以上増加）。

具体的な成果

１ 環境保全型農業が全島に拡大
■５割以上農薬・化学肥料を減らした水稲

の栽培面積が年々増加、全島に拡大
■佐渡市独自の「朱鷺と暮らす郷づくり認証

普及指導員の活動

１ 所内プロチームの設置と理解促進
■所内プロジェクトチームが、計画の策定と

進行管理を実施（推進母体）
■｢環境保全型農業普及推進研修会｣を開■佐渡市独自の「朱鷺と暮らす郷づくり認証

制度」の面積も拡大
■｢環境保全型農業普及推進研修会｣を開

催､環境保全型農業の意義や県特別栽
培農産物認証制度、エコファーマー制度
の内容等について理解促進を図った

２ 関係機関との連携による取組拡大
■ 環境保全型農業振興会を母体に、関係

平成20年度 平成23年度 平成24年度
 （実績）  （実績）  （見込み）

2,244 3,248 4,015
45% 76% 79%
426 1,308 1,367

　　　　　　　　　　　項 　目                         

５割以上減農薬減化学肥料栽培面積(ha)

コシヒカリの作付面積に占める割合

うち朱鷺と暮らす郷づくり認証面積(ha) 

２ 「佐渡米」の有利販売が実現
■ 「朱鷺と暮らす郷づくり認証米」は「佐渡

産コシヒカリ」より高値で販売

■ 「認証米」の好調な
売れ行きに牽引され

■ 環境保全型農業振興会を母体に、関係
機関の一体的活動をコーディネート

■「売れる佐渡米戦略会議」の場を活用し、
栽培技術の確実な普及・定着化を図った

３ 佐渡市の行政施策と連動
■佐渡市が並行して進めていた「朱鷺と売れ行きに牽引され

「佐渡産コシヒカリ」
の販売環境も好転

■直売部門を開始・拡充した経営体では、
いずれも２割以上販売額を向上

■うち独自に精米施設を導入した２法人は

暮らす郷づくり認証制度（H20～）」
の制度創設を支援、「生きものを育む
意識」を全島に拡大

４ 特徴ある米生産と有利販売・所得向上
■「朱鷺と暮らす郷づくり認証米」の直

■うち独自に精米施設を導入した２法人は、
米の直売量がそれぞれ18倍・26倍に増加

３ 「生きものを育む意識」の拡大
■佐渡市が設定した「生きもの調査の日」に

は、大勢の市民が参加、「生きものを育む
意識」が拡大

接販売など有利販売方法を「販売戦略
スペシャリスト」を活用して指導、経
営体の収益向上に結びつけた。

普及指導員だからできたこと

普及指導センタ がコ ディネ タ と意識」が拡大
■トキを旗印と

した「エコアイ
ランド佐渡」、
実現の機運が
高揚

・普及指導センターがコーディネーターと
なり関係機関の一体的指導体制を構築

・佐渡市の行政施策「朱鷺と暮らす郷づ
くり認証制度」と連動し、環境保全型農
業を飛躍的に拡大(行政と現地の橋渡し)

田んぼの生き物調査



１．取組の背景

新潟県佐渡地域は、農業産出額のうち約７０％を米が占め、特に「コシ

ヒカリ」は「佐渡産コシヒカリ」のブランド名で「新潟一般コシヒカリ」

と区別して販売されている。

しかし「佐渡産コシヒカリ」の特徴を活かした有利販売に結びついてい

なかった。

また平成16年3月、合併で誕生した佐渡市では、「エコアイランド佐渡」

を提唱し、「トキと共生できる島づくり」を目標にトキを環境のシンボルと

して環境と経済の両立を目指した施策を展開していた。

佐渡の農業を取り巻く状況を分析した結果、農業産出額を増やすために

は佐渡市の施策と連携し、「減農薬・減化学肥料栽培の拡大」や「エコファ

ーマーの育成」など水稲の環境保全型農業の拡大に取り組む必要があると

判断し、「環境と調和した農業生産の推進」を普及指導計画に位置づけ、重

点的な指導・支援を実施することとした。

２．活動内容（詳細）

［平成１９年度～（継続中）］

（１）所内プロジェクトチームの設置と環境保全型農業の理解促進

所内にプロジェクトチームを設置し、普及指導計画の策定と普及活動の

進行管理を実施、取組の推進母体としての役割を果たした。

また、プロジェクトチームが主体となり、農業者や関係機関を対象に｢環

境保全型農業普及推進研修会｣を開催､環境保全型農業の意義や県特別栽培

農産物認証制度、エコファーマー制度の内容等について理解促進を図った。

（２）関係機関との連携による取組の拡大

佐渡農業振興連絡会（市、ＪＡ、普及指導

センターなどが組織する連絡会）環境保全型

農業振興会による「佐渡地域の環境にやさし

い農業の推進方針」の作成を支援、関係機関

の役割分担と取組内容を整理し、一体的活動

をコーディネートした。

また同じく佐渡農業振興連絡会稲作振興会が主宰する「売れる佐渡米戦

略会議」の場において、栽培技術面での指導方法等を検討、農業者に対す

る現地研修会・指導会の開催や「環境に優しい佐渡米作りカレンダー」の
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作成配布などを通じて、栽培技術の確実な普及・定着化を図った。

（３）管内の先進事例をモデルに全域に波及

先行する取組を進めていた農業者グルー

プ（「トキの田んぼを守る会」等）をモデル

に実証ほや調査ほを設定、現地指導会の会

場としてほ場を活用し農業者に技術内容を

具体的に提案するなど、新たな技術を円滑

かつ確実に波及させた。

（４）試験研究機関との連携

「冬期湛水」や「有機基肥肥料の施用」等を、試験研究機関（佐渡農業

技術センター）の試験課題として要望、得られた研究成果を現地実証しな

がら新技術を現地に普及させた。

（５）佐渡市の行政施策との連動

佐渡市が並行して進めていた「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度（H20 ～）」

の設計に当たり、減農薬・減化学肥料栽培（県認証の特別栽培農産物と同

一規準）とエコファーマー認定を要件化するなど、制度創設に対する支援

を行った。

（６）「生きものを育む意識」の拡大（トキ放鳥を契機に！）

トキの試験放鳥（H20.9.25 ～）に合わせ、「水田を利用したトキの餌場

確保」の取組が必要になり、「生きものを育む農法」の理解と導入を促進

するため、研修会の開催や啓発パンフレット（「水田を利用したトキの餌

場確保マニュアル」等）を作成・配布した。

なお、「生きものを育む農法の実践」と「生きもの

調査の実施」は、「朱鷺

と暮らす郷づくり認証制

度」の要件にもなってお

り、制度設計に当たり普

及指導センターは現地実

証データに基づく規準作

り等を支援した。

（７）特徴ある米生産と有利販売による所得向上

環境保全型農業研修会(毎年開催)
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農業者への経営改善指導の一環として、農業生産法人や個別の大規模農

家に対し、環境保全型農業の取組を活かして生産された、「朱鷺と暮らす

郷作り認証米」の直接販売など有利販売方法について、販売戦略スペシャ

リストを活用しながら指導、経営体の収益向上に結びつけた。

３．具体的な成果

（１）環境保全型農業の取組が波及、ほぼ全島に拡大

５割以上農薬・化学肥料を減らした水稲の栽培面積が年々増加、ほぼ全

島に拡大した。

また、佐渡市の「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」の取組面積も順調に

拡大している。

（２）「佐渡米」の有利販売が実現

「朱鷺と暮らす郷づくり認証米」は「佐

渡産コシヒカリ」より高値で販売されてい

るため、全水稲作付け面積の２割にまで拡

大した。

「認証米」の好調な売れ行きに牽引され、

「佐渡産コシヒカリ」の販売環境も好転、

毎年県内他銘柄より早期に販売が完了して

いる。

また、農業生産法人や個別の大規模農家を対象とした経営改善指導の取

組では、８つの大規模経営体が米の新商品を開発し直売部門を開始または

拡充、中でも独自に精米施設を導入した２法人では直売量がそれぞれ 18

倍(181t）・26 倍(71t：いずれも H24 見込み)に増加した。

なお、直売部門を開始・拡充した上記８経営体では、いずれも２割以上

販売額を向上させている。

平成20年度 平成23年度 平成24年度
 （実績）  （実績）  （見込み）

2,244 3,248 4,015

45% 76% 79%
426 1,308 1,367

　　　　　　　　　　　項 　目                         

コシヒカリの５割以上
減農薬減化学肥料栽培面積(ha)

コシヒカリの作付面積に占める割合

うち朱鷺と暮らす郷づくり認証面積(ha) 
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（３）「生きものを育む意識」の拡大

佐渡市が設定した年２回(６月・

８月)の「生きもの調査の日」には、

大人から小学生まで大勢の市民が

参加しており、「生きものを育む意

識」が拡大している。

また、H24 年 4 月には自然界で

の 36 年ぶりの「トキの雛誕生」が確認され、トキを旗印とした「エコア

イランド佐渡」実現の機運が大きく盛り上がりつつある。

（４）まとめ（成果を上げた活動のポイント）

ア 普及指導センターがコーディネーターとなり、関係機関が一体となっ

た指導体制を構築、定期的な会議（「佐渡米戦略会議」等）の開催により、

各機関が連携しながらそれぞれの役割を十分発揮できたこと。

イ 佐渡市の行政施策「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」と連動した取組

の推進により、環境保全型農業を飛躍的に拡大できたこと。

ウ 環境のイメージを先行させ、トキをシンボルとした「生きものを育む

意識」を全島に広げることができたこと。

４．農家等からの評価・コメント（佐渡市Ｓ生産組合代表者）

朱鷺の野生復帰を目指し、環境保全型農業、特に稲作では減農薬・減化

学肥料栽培や、無農薬・無化学肥料栽培に挑戦してきた。

しかし当初は栽培に苦戦し、特に平成２２年は雑草の多発生で 240kg/10a

程度しか収穫できなかった。

ところが、普及指導員と一緒に除草方法を検討した結果、今では約

400kg/10a を収穫できるようになった。

また、売り上げを伸ばすため、普及指導員から紹介された販売戦略スペ

シャリストとともに、「朱鷺と暮らす郷づくり認証米」の商品化に取り組み、

独自ブランド商品を発売することが出来、順調に売り上げを伸ばすことが

できた。

田んぼの生き物調査
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５．普及指導員のコメント（佐渡農業普及指導センター 菊田課長代理）

普及指導センターが推進した環境保全型農業の取組と、佐渡市の施策と

が結びつき、トキの話題性もあり「佐渡米」の売れ行きは順調である。

これらは生産者、普及指導センター、佐渡市、ＪＡの努力の成果と思わ

れる。

しかし、減農薬・減化学肥料栽培は、有機肥料の施用が主体であるため、

登熟後期の高温に対応できる栄養が不足する傾向にあり、高い品質が確保

しにくいという課題がある。

今後とも、農業者や関係団体と力を合わせて、質も量も確保できる「佐

渡米」づくりを推進したい。

６．現状・今後の展開等

（１）新たな技術課題の解決

環境保全型農業（生きものを育む農法）、具体的には減農薬・減化学肥

料栽培や冬期湛水が現地に導入され、年数が経過する中で顕在化してきた

新たな技術課題（冬期湛水による基盤の軟弱化、ワキ・アオミドロの発生、

減化学肥料栽培による生育後期の栄養凋落など）に対し、試験研究機関と

連携しながら課題解決を図る必要がある。

【新たな技術課題の要因分析】

冬期湛水 水田基盤の軟弱化 機械作業の困難性が増大

規模拡大を制限
ワキ・アオミドロの発生 水稲初期生育の抑制

減農薬・減化学肥料栽培 収量・品質の低下 売上げの減少

有機肥料の使用＝化学肥料の使用制限 生育後期の栄養凋落

試験研究と連携した課題解決が必要
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（２）高齢化など構造的な課題の解決

佐渡市の農業就業者の平均年齢は 68.2 才、新潟県平均(66.4 才)、全国

平均(65.8 才：いずれも 2010 ｾﾝｻｽ)を上回り、高齢化が進行している。

また、経営耕地総面積(8,664ha)の約 89%(約 7,700ha)が中山間直接支払

制度の対象農用地で、同じく 57%(約 4,950ha）が傾斜地であるなど、経営

耕地の条件は厳しい。

環境保全型農業を実践しながら、特

に中山間地など条件不利地域の経営耕

地を維持していくためには、集落営農

組織や異業種参入など多様な担い手を

含めた体制を検討し、対策を講じる必

要がある。

トキ保護センター提供


