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分         野 環境保全型農業 

名称（所在地） 中札内村農業協同組合（北海道・河西郡中札内村） 

戸数 
１００戸 

(枝豆栽培農家) 
主要作物 枝  豆 対象面積 ５１８ ha 

① 当該事例の類型（作物生産、畜産生産など）と特徴及び開始年次 

【当該事例の類型】 「枝豆導入による化学肥料･化学合成農薬の５割以上の削減と 

畑作経営における農業・農村の活性化」 

【特徴】 ・ 畑作地帯にあって、豆類の作付減少・馬鈴しょへの作付偏重により４年輪作が困難

となり、 S50年代は病害虫の発生増、収量･品質の低下など、大きな課題になってい

た。 

    ・ 枝豆(化学肥料・化学合成農薬５割削減)の導入による５年輪作を確立。 

【主な取組と開始年次】 

・ S40 年代～ 畜産団地の育成、耕畜連携により堆肥投入を推進(2t/10a 投入)。 

・ S46     堆肥生産、運搬･散布を担うコントラクター組織を設立。 

・ S60 年代～ 枝豆を輪作の柱として導入。 

・  JA独自配合肥料の開発、土壌分析による適正施肥、病害虫発生予察システムを        

・  活用した IPM防除技術等により、化学肥料・農薬の５割削減の栽培基準を実現。 

・ H4～H23  枝豆冷凍加工施設を整備。付加価値向上を図り、所得向上を推進。 

・ H17.H18  でん粉向上・食品加工場残渣のたい肥化施設を整備し、有機質資源を有効活用。 

・ H17～H21  枝豆の高能率ハーベスター導入。収穫作業の省力化により作付面積が大幅増。 

・ H18    枝豆生産者の全員がエコファーマーの認定を取得。 

② 具体的に実践・工夫している農業技術・経営と取組姿勢 

・  耕畜連携にコントラクターを介して行う「地域複合システム」により、堆肥を毎年投入

(2t/10a)し、有機質資源の地域内循環を確立。土壌診断データに基づき、土壌肥沃度に応じた

適正施肥を実施し、化学肥料を慣行の５割以下に削減。 

・  農業試験場が開発した防除技術を活用した病害虫発生予察システムを導入し、害虫の発生状

況に応じた防除体系を確立、枝豆ほ場周辺に「エン麦」を植える額縁栽培により、農薬ドリフ

トの防止とともに化学合成農薬の使用を５割以下に削減。 

・  秋まき小麦の前作に枝豆を導入することにより、５年輪作を確立。病害虫が発生しにくいほ

場環境を確保(輪作パターンの例：馬鈴しょ→枝豆→秋まき小麦→てん菜→豆類）。 

・  高能率ハーベスターの導入により、枝豆栽培の課題となる収穫作業を大幅に省力化。 

・  冷凍加工施設の導入により、収穫３時間以内に冷凍加工する体制を確立。環境保全と高品質

を両立した冷凍枝豆により、付加価値が向上。 

③ 具体的に実践・工夫している農業技術・経営の創造性と地域的な影響力 

・  早くから土づくりに取組、地域ぐるみで環境保全型農業に取り組んできた結果、枝豆の他サ

ヤインゲン等の他作物にも取組が広がり、村内農家戸数１５３戸のうち１０９戸（７１％）が

エコファーマーの認定を取得するなど、農家に環境保全型農業の取組が浸透。 

・  枝豆は、粗収入１１万円/10a、所得率６７％を確保し、環境保全と高収益を両立する経営の

柱となっており、農家所得が向上、経営規模の拡大や耕作放棄地の発生防止に貢献。 

・  枝豆加工施設やコントラクターの整備により、地域内に就労の場を提供しており、安定した

地域経済の確立につながっている。 

・  でん粉工場や食品加工場の残渣の農地還元や、農業用廃プラスチックの適正処理、農村環境

の美化など、地域ぐるみで環境保全に取り組む町づくりにつながっている。 

④ 取組の成果と展望 

・ 安全で高品質な枝豆は、全国のスーパー・学校給食のほか、海外へも輸出され、高い評価を

受け、活力の高い農業地帯を構築できた。 

・  土づくり、輪作を徹底し、化学肥料･農薬の５割削減の取組を安定的に定着させていくとと

もに、「剥き枝豆」などの新たな加工品の開発による付加価値向上を進め、近隣の農業地帯と

連携した安定的な生産・販売体制の確立を図っていく。 
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分         野 有機農業   

名称（所在地） 大潟村有機農業推進協議会 （秋田県・大潟村） 

戸数 ５１９戸 主要作物 水稲・大豆 対象面積 8,985 ha 

 

（設立年次 平成２０年２月） 

 

○ 当協議会は有機農業推進法の施行などをきっかけに、大潟村における有機農業のさらなる振興

を目指して村内の各団体が集まり設立された。 

 

○ 有機栽培農家のほか、村やＪＡ、カントリーエレベーター公社が構成員となっており、本協議

会が村全体の有機農業を推進するための中心的存在となっている。 

 

○ 農業技術についての活動としては、会員どうしの技術向上のための研修会の開催や、希望者へ

の技術指導が中心である。 

 

○ 主な作物は水稲と大豆で、特に土づくりや除草方法について、農家間で情報交換しながら栽培

技術を向上させている。 

 

○ 消費者に対する無料配布・直売イベントを通じた交流も積極的に行い、有機農業や環境保全の

考え方について、生産物と共にＰＲし、相互理解を深めている。 

 

○ 田んぼの生き物調査を通じ、農業者のみならず、消費者や児童生徒に対し、有機農業を主体と

した地域の環境保全の重要性について啓蒙している。 

 

○ 地域の学校給食への食材提供により、地産地消や食育の面でも積極的に活動している。 

 

○ 以上のような活動を通じ、村内の２割以上の農家が有機農業へ取り組むようになり、同時に、

絶滅危惧種が多数生息する事例なども改めて確認されるなど、地域の環境保全に大きな成果を上

げている。 

 

○ 今後さらに技術の普及や販路拡大、消費者との交流による有機農業の普及が期待される。 
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分         野 環境保全型農業 

名称（所在地） 株式会社 和農日向（山形県・酒田市） 

戸数 １法人 主要作物 主食用米、稲ＷＣＳ 対象面積 ５０ha 

①当該事例の類型（作物生産、畜産生産など）と特徴及び開始年次 

【当該事例の類型】 

稲ホールクロップサイレージ（以下、稲ＷＣＳ）の生産・作業受託、水稲の特別栽培 

【特徴】 

中山間地域の集落営農組織が取り組む耕畜連携による稲ＷＣＳの生産利用、堆肥供給 

【主な取組み開始年次】 

平成 12年 中山間地域等直接支払制度集落協定（上黒川集落協定）締結 

平成 14年 日本型ＣＴＥ（地域水田農業再編緊急対策）による稲ＷＣＳの導入･受託作業開始 

平成 17年 中山間地域等直接支払制度集落協定（三ヶ字集落協定）締結 

集落営農研究会を発足 

平成 18年 日向三ヶ字
にっこうさんがあざ

地区農用地利用改善組合 設立 

日向三ヶ字地区特定農用地利用規程 制定 

平成 19年 株式会社和農日向 設立 

エコファーマー認定、特別栽培（水稲） 

平成 20年 八幡土づくり組合の堆肥散布作業受託開始 

ミニロールベール収集体系の導入 稲わら・牧草収穫作業開始 

平成 21年 ＷＣＳ用イネの品種比較、低コスト省力栽培実証試験開始 

平成 23年 八幡ＷＣＳ部会 設立 

ロールベール運搬作業を運送会社へ外注 

② 具体的に実践・工夫している農業技術・経営と取組姿勢 

株式会社和農日向は、過疎化が進む中山間地域において、農の雇用と人材確保、耕作放棄地の

解消などを図るため、特定農業法人として平成 19年２月に設立された集落営農組織である。 

同社は、水稲 32ha（うち特別栽培３ha）のほか、耕種農家主体のコントラクターとして、稲Ｗ

ＣＳ栽培７ha、同収穫作業受託 25ha、稲ＷＣＳの供給（約 2,500 ロール）を行い、庄内地域最

大の牛乳生産量を誇る鳥海高原牧場をはじめとする、庄内地域の畜産経営における良質で安価な

粗飼料確保に寄与している。栽培の基幹作業は同社員が行う一方で、草刈りや水管理は管理費で

地権者が担うなどの役割分担や、ロールベールの配送を地域内の運送業者に委託する等、経営の

外部化・合理化も併せ進めている。 

また、堆肥散布作業についても、年々受託面積を拡大しており、地域の環境保全型農業を支え

る存在である。 

③ 具体的に実践・工夫している農業技術・経営の創造性と地域的な影響力 

法人としてエコファーマーの認定を受け、販売面に活かしている。特別栽培米は今後拡大予定

である。 

稲ＷＣＳについては、品質向上の取組みを徹底するとともに、省力栽培技術として、豚尿液肥

の利用や、県内で最初に導入した専用収穫機を効率的に稼動し、酪農・和牛繁殖経営向けの早刈

り収穫、低β‐カロテン含量を求める肥育経営向けの遅刈り収穫を組み合わせ、規模拡大を実現

している。なお、主食用米の稲わらを使用したサイレージの調製にも取り組んでいるほか、遅刈

りＷＣＳの給与技術やロールベールの荷役作業技術など、独立行政法人及び県の研究機関が開発

した新技術をいち早く経営内に導入している。 

また、良質で安価な稲ＷＣＳの安定供給は、地元畜産経営の収益性確保はもちろん、生乳を原

料とした加工業への発展（ヨーグルトの生産・販売、雇用の創出）をも支えている。 

④ 取組の成果と展望 

ＷＣＳ生産利用の取組みは、八幡地域における耕畜連携の推進以外にも耕作放棄地や調整水田

を解消する上で大きく貢献してきた。 

今後は、堆肥散布作業の受託や環境保全型農業への取組みを拡大するとともに、法人経営の体質

強化を目指し、地域における人材の育成、雇用の確保にも力を入れる。 
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分         野 有機農業 

名称（所在地） 魚住農園 （茨城県・石岡市嘉良寿理） 

戸数 1戸 主要作物 野菜 対象面積 ３ha 

1970 年、大学在学中に有機農業の祖・アルバート・ハワードの『農業聖典』に出会い、71 年に

発足した日本有機農業研究会に参加、在学中から誰にでもできる有機農業を追究して畑を耕し始

め、卒業後も有機農業一筋に歩んできた有機農業のパイオニアである。 

 日本・アジアの伝統的農業と有機農業の基本原理とを融合させ、近隣里山（落葉広葉樹）を含め

た循環型で、有畜複合（自給的稲作 0.15ha、野菜・豆類の畑 2.08ha、小麦―大豆 0.4ha、ジャガ

イモ 0.4ha、及び養鶏約 600 羽）の家族農業の農園を 1980 年、茨城県石岡市（旧八郷町）に開設

した。総合的な有畜複合の有機農業の技術を確立し、併せて、近隣県の消費者団体や首都圏の消費

者との直接「提携」による経営によって安定した有機農業を営み、今日に至っている。 

 日本の有機農業運動と共に歩みを進め、消費者の「顔のみえる関係」の中で、共に学び、支え合

う「生産者と消費者の提携」（「提携」、産消提携）を実践して、消費者も同時に農業に関わり、共

に食べ物をつくりだすという「自給農縁（園）」活動を提唱してきた。 

 

 「提携」では、農家の食事も、都市生活者の食卓も同じように賄う。魚住農園は、年間 80～100

品目に及ぶ多種類の農産物を周年にわたり安定的に栽培する技術・技能を達成し、同時に在来品種

の保存・継承、自家採種も行っている。農業経営では、そうした旬の野菜を中心に、小麦製品や卵・

鳥肉を近隣県の消費者団体や首都圏の消費者にじかに届ける「提携」方式の供給スタイルを採り、

安定的な農産物供給と経営を実現して、「提携」という有機農業の理念型を国内外に提示してきた。

早くからのこうした取組みは、モデルとしても国内外に影響を及ぼした。 

 1999 年に刊行されたロングセラーの『有機農業ハンドブック』（日本有機農業研究会発行）の発

行委員会委員長を務め、2003 年刊行の新訳『農業聖典』（同発行）の企画と解説の執筆に当たった。

2004 年からは、日本有機農業研究会の受託事業として始めた東京都足立区都市農業公園の田畑の

有機農業による管理指導のリーダーを務めた。2006 年からは、地元茨城県央にある全農いばらき

の多目的農産物直売施設ポケットファームどきどきに併設された農場においても有機農業による

管理を地域の有志メンバーで引き受け、施設内のレストランの食材提供や施設の来訪者（特に子ど

も）を対象とした農業体験も行い、有機農業を採り入れた多目的直売所の一つのモデルづくりにも

貢献した。2007 年からの日本有機農業研究会有機農業推進委員会委員長、その他、数多くのシン

ポジウム・パネラーや研修会講師を務めて、有機農業の普及・啓発などでも幅広く活躍してきた。 

 有機農業推進法制定に日本有機農業研究会も尽力したが、その後の各地での有機農業推進基本計

画の立案に当たっては、有機農業の土の腐植のもつミネラル(特に鉄イオン)の重要性に着目し、

森・里・海（湖）の連携ネットワークの考え方を打ち出し、地元茨城県の基本計画に反映されたの

をはじめ、各地でそうした第一次産業とそれに関わる人々同士の連携の重要性が注目されるように

なっている。 

 

 3月 11日東日本大震災以後は、被災地に初期だけで 17回に及ぶ野菜などの緊急支援に駆けつけ

た。また、自園の農産物の放射能汚染について計測を実施、併せて土壌の粘土質と腐植部分が放射

性セシウムを強く吸着する土壌と腐植の化学理論に着目し、作物への移行を少なくさせることを目

的に、腐植を入れて土壌を深耕する対策を実施。3月以降作付の農産物からは放射性セシウム不検

出（検出限界値以下）を実現し、腐植による土壌の働きに希望を託すということで、特に 8 月 27

日に日本有機農業研究会が開催した「３・11 東日本大震災・原発事故をのり越える有機農業」を

テーマとした創立 40 周年記念シンポジウムでは、この報告によって、放射能汚染で気落ちしてい

た多くの有機農業者や関係者に有機農業を続けることに自信と希望を与え、励ますこととなり、今

後の有機農業運動の方向性を指し示すことになった。 

 こうした計測活動は、今後も継続して行って実証データを得る必要があり、そうした活動を行う 

ことも計画されている。これまで 40 年に及ぶ活動は、とりわけ、自然との共存を改めて構築し、 

森・里・海の人々の連携が求められる３・11以降の社会と有機農業運動に大きな力を与えるもの 

といえよう。 
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分         野 環境保全型農業 

名称（所在地） 財団法人 シルクの里振興公社（山梨県・中央市） 

戸数 １法人 主要作物 野菜類 対象面積 ha 

① 当該事例の類型（作物生産、畜産生産など）と特徴及び開始年次 

中央市豊富地区は、山梨県の中央部に位置し、北部・笛吹川沿いの平坦部は古くからの水田地

帯であり、南部の丘陵地帯はかつて全国一とも言われた養蚕地帯であった。養蚕業からの転換と

して、丘陵地帯ではモモ、平坦地においても普通畑や水田の転作作物としてスイートコーン、ナ

ス等を推奨し、果樹と野菜を中心とした産地化が図られてきた。 

  平成１０年から「道の駅とよとみ」の交流促進センター、農産物直売所、農畜産物処理加工施

設等の整備が進み、平成１３年度に財団法人シルクの里振興公社が設立されたことを機に、公社

の農業経営アドバイザーによる指導のもと、環境保全型農業と地産地消を推進するとともに、農

産物直売所を核に地区内の体験交流施設を有機的に連携させることで、観光的農業の構築に取組

んでいる。 

 

② 具体的に実践・工夫している農業技術・経営と取組姿勢 

 豊富地区は農林水産省等の支援を受けてクリーンセンターが整備されたことで、農山村にして

下水道普及率が１００％となっており、ここで生産されたコンポスト肥料と耕畜連携による有機

質肥料の活用により土づくりを推進し、これらの土壌から生産された農産物等を公社が管

理・運営する農産物直売所で販売する、資源循環型農業が確立されている。 

 また、山梨県農薬適正使用アドバイザーに認定された公社職員が、農産物直売所の出荷者等

を対象とした農薬の適正使用講習会や、飛散防止対策の指導、防除日誌の記帳と保管の義務づけ

等チェック体制の整備にも努めている。さらに直売所を利用する消費者に対しても、持続性の高

い農業生産の取り組みの周知を図り、エコファーマーにより化学合成農薬及び化学肥料を低減し

て生産された農産物は「エコファーマー専用コーナー」を設けて陳列、販売することで環境負荷

軽減への配慮と安全・安心を強調した付加価値の高い販売に繋げているとともに、スイートコー

ンの収穫体験ツアー等、消費者との交流イベントも手がけている。 

 

③ 具体的に実践・工夫している農業技術・経営の創造性と地域的な影響力 

 公社では中央市と連携し、毎月発行されている市広報誌において、農業生産の基本的事項とし

て耕種的・物理的及び生物的防除の重要性について周知するため、具体的な実践方法等について

情報発信を行い、豊富地区から市内全域へ普及させることで環境に配慮した農業生産の拡大と定

着に取り組んでいる。さらに、遊休荒廃園の整備やこれまでの産地づくりの取り組みが評価され、

「とよとみ」という１つのブランドとも言える位置づけが確立されたことにより、当地区への農

業参入を希望する企業・法人等が現れ、これらに対する参入支援を通じた農地の流動化にも繋が

っている。また、農産物直売所へ出荷された野菜等の生鮮農産物、地区内で生産された精肉及び

ハム等の食肉加工品は、市内３ヵ所の小学校をはじめ、県内の小・中学校等でも利用されるなど、

学校給食を通じた地産地消と地場産業への理解促進を図っている。 

 

④ 取組の成果と展望 

  住民の声を生かす中で「皆の元気が宝物」をモットーに農業・農村振興に取り組んできたこと

が、農家をはじめとする住民の活気回復と地域活性化に繋がったものとして高く評価されてい

る。また、農産物直売所において「新鮮・安全・安心・安価な農産物」が広く定着したことで、

販売額でも県内トップクラスを維持するに至り、平成２１年度第１回直売所甲子園（全国直売所

研究会主催）でグランドチャンピオンを獲得するまでに発展させた。これにより今までに以上に

県内外からの集客促進が図られ、中央市全体の農業の在り方に大きな影響を与えている。 

今後とも、一層魅力ある産地づくりを進めるため、中央市全域を対象とした情報発信に努め、

農業以外の面も含めた環境保全への取組みにも目を向け、新たな特産農産物及び加工品開発、並

びにグリーンツーリズムによる都市農村交流事業を一層充実させる等、公社の役割はますます重

要となっている。 
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分         野 環境保全型農業 

名称（所在地） 
愛知東農業協同組合 和牛部会 肉牛部会 酪農部会 

                    （愛知県・新城市） 

戸数 ６７戸 主要作物 肉用牛、酪農、水稲 対象面積 ２２９ha 
 

① 当該事例の類型（作物生産、畜産生産など）と特徴及び開始年次 

   愛知東農業協同組合の和牛部会、肉牛部会、酪農部会（以下、「畜産３部会」という。）は、平

成 10年に設立され（肉牛部会は平成６年）、部会員は 67名、飼養頭数は 2,103頭である。当地域

は「鳳来牛」、「みかわ牛」などの高品質な肉牛生産に取り組むなど、全国でも非常に高いレベル

の和牛生産地である。 

   近年、農業者の高齢化が進み、労働力不足が問題となっていることから、養牛について課題を共

有する畜産３部会が中心となって、平成 12 年に愛知東農業協同組合肉用牛ヘルパー組合（作業受

託組織：以下、「ヘルパー組合」という。）を、平成 15 年に愛知東飼料生産コントラクター（機

械貸出組織：以下、「コントラクター」という。)を設立し、専用機械による飼料生産や堆肥散布

の作業受託が始まった。 

  平成 20年からは、稲発酵粗飼料(以下､「稲ＷＣＳ」という。)の生産にも取り組み、耕種農家が

栽培管理を行い、ヘルパー組合が収穫・調製・運搬作業を受託し、畜産農家へ稲ＷＣＳを供給する

分業体制が確立されている。 

  

② 具体的に実践・工夫している農業技術・経営と取組姿勢 

作業受託システムを活用して生産されるソルガム、飼料稲、イタリアンライグラスなど７種類の

飼料作物の栽培面積は 229ha（平成 23年）に達し、有用な自給飼料の供給元になっている。特に、

牛にとって栄養価・嗜好性に優れる稲ＷＣＳは、耕種農家にとって栽培しやすい上、通常の水稲栽

培より有利な所得確保の手段にもなっている。さらに、畜産農家は購入飼料より安い価格で利用で

きるため、年々栽培面積が拡大している（H20:9ha→H23:58ha）。 

 

③ 具体的に実践・工夫している農業技術・経営の創造性と地域的な影響力 

   稲ＷＣＳの生産拡大により、水田機能が維持されるとともに、米の生産調整を円滑に推進するこ

とができた。加えて、遊休地を活用した牧草の作付けと放牧により、優れた景観の形成ができた。

これらの取組により、土づくりが進み、畜産農家が生産する堆肥の 85%が地域内で利用されるよう

になった。 

 

④ 取組の成果と展望 

  畜産３部会では、ヘルパー組合とコントラクターが自給飼料の生産に携わることで、飼料作物の

作付が平成 19年から平成 23年の 5年間で約 61ha拡大された。 

  有用な自給飼料として位置づけられる稲ＷＣＳ生産では、耕畜連携が達成されたことにより、作

業の分業による軽労化が進んだ上、高品質で、かつ購入飼料と比較して単価が 2～4 割安い、低価

格な飼料の確保が実現された。また、連携した耕種農家側にも、所得の向上と生産調整目標の達成

など、取組の効果が現れている。 

  また、放牧については約 5haで行われ、遊休農地の解消に寄与するなど環境保全効果を発揮する

とともに、のどかな景観の演出による地域住民とのふれあいの場の提供と畜産経営への理解向上に

つながった。 

  これらの取組により、地域内の遊休地が 64ha解消された。さらに、地域で生産された堆肥の 85%

が還元されるなど資源循環型農業が実現できた。 

  今後も、畜産３部会がヘルパー組合とコントラクターを活用し、自給飼料の供給能力を強化して

いくと共に、より安全・安心な畜産物の提供と環境に配慮した継続的な畜産経営を発展させること

が期待される。   
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分         野 有機農業 

名称（所在地） 岩崎 政利 （長崎県・雲仙市吾妻町） 

戸数  １ 戸 主要作物 露地野菜＋水稲 対象面積 2.84ha 

 

「自然と共存する農を求めて」 

１，当該事例の類型（作物生産、畜産生産など）と特徴及び開始年次 

 ・類型 水稲＋露地野菜（約 80種類の野菜の生産、50種類以上の自家採種） 

 ・特徴 （１）無農薬、無化学肥料による野菜づくり 

     （２）生物の多様性型農業の実践 

        ・在来種、固定種、伝統種の育成と、保存ネットワークづくり 

        ・自然農法に向く種の育成  

     （３）販売における流通業者、消費者、料理人との連携 

     （４）環境にやさしい循環型自然農法の確立 

 ・開始年次 1981 年（昭和 56 年） 

 

２，具体的に実践・工夫している農業技術・経営と取組姿勢 

（１）無農薬、無化学肥料による野菜づくり 

○無農薬 

  ・野菜の種類、品種に応じたは種期による病害虫被害回避 

   ・少量多品目栽培を行い、品目による輪作と共生 

・防虫網やベタ掛け栽培による予防 

○土づくり 

 ・緑肥（マメ科作物）、オリジナル酵素入りぼかし、植物性有機質肥料の施用 

・肥料成分が必要な野菜には、畜産農家より購入した堆肥使用 

（２）生物の多様性型農業の実践 

・自家採種による在来種、固定種、伝統種の育成 

・自然農法に向く種子の選抜 

・種子の多様性を守るネットワーク運動 

（３）販売における流通業者、消費者、料理人との連携 

・全て 1対 1の宅配形式 ８０件前後（個人 ７割、ホテル・レストラン 3割） 

・オーガニックレストラン、料理教室（長崎出身横浜在住 黒川陽子氏）による消費連携 

・生産した野菜による「食」をとおしての消費者交流会 

（４）環境にやさしい循環型自然農法の確立 

・培った自然農法、自家採種の方法や種類などの資料公表（NPO法人日本有機農業研究会幹事） 

 

３，具体的に実践・工夫している農業技術・経営の創造性と地域的な影響力 

○創造性と地域的な影響   

・伝統野菜「雲仙こぶ高菜」再生プロジェクトによる高菜生産拡大 

・こぶ高菜の加工品開発による商品化（学校給食、地元観光地、店頭販売） 

  ・雲仙市有機農業推進ネットワーク会長（６集団、３個人） 

・大学生の現地研修受入れや有機農業・スローフード関連講座の講師、食の学校サポーター 

   

４，取組の成果と展望  

○成果・自家採種による種の保存とネットワークづくり 

・地元有機農業ネットワークの組織化と活動展開  

・自家採種する種子を生かし、無肥料栽培の拡大、有機肥料の減肥 

著書「岩崎さんちの種子採り家庭菜園」（家の光協会）「つくる、たべる、昔野菜」（新潮社） 

○展望・自家育成野菜の充実と熱帯性野菜の導入（沖縄、台湾、東南アジア） 

・自然農法とスローフードの融合した新しい形態の提示 
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分         野 環境保全型農業 

名称（所在地） 
志布志市茶業振興会有明支部 有明町茶業振興会 

（鹿児島県・志布志市有明町） 

戸数 １７３ 戸 主要作物 茶 対象面積 970 ha 

１ 当該事例の類型と特徴及び開始年次 

全国第２位の茶の生産量を誇る鹿児島県（Ｈ22年度 8,690 ha）において，志布志市は，県内

第２位となる 1,200haの栽培面積を誇る大産地で，同市の茶の栽培面積の 81％（970ha）を占め

る有明町において，有明町茶業振興会は，昭和 38年に設立され，現在，49戸の茶工場経営者と，

124 戸の生葉生産者で構成されている。 

 

２ 具体的に実践・工夫している農業技術・経営と取組姿勢 

「人と環境にやさしいお茶の産地」をモットーに，環境保全型農業の実践に積極的に取り組んで

いる。 

① 土壌診断に基づいた肥料低減への取組 

鹿児島県では茶園における窒素施用量を年間 50kg/10a以下として目標を設定している。 

当振興会では，地元の農業協同組合である JA あおぞらの土壌分析センターを活用した診断結果

に基づく適正施肥や点滴施肥などの新しい施肥量低減技術を積極的に導入し，年間窒素施用量は

県基準以下の 49.6Kg/10a となっており，茶の生産性を維持しながら環境への負荷低減に努めて

いる。その結果，志布志市内における河川においてもＢＯＤは低下してきている。 

 

②  総合的病害虫・雑草管理（IPM）への組織的取組 

ＩＰＭの確立と普及を迅速に図るために，当振興会内に「有明茶ＩＰＭ研究会」を平成 21 年

11月に設立した。同研究会には，茶工場経営主を中心に 21戸の生産者が参加し，県や市，JA等

関係機関との連携を密にしながら，各自が最低 1課題以上の実証ほ場を設けて技術確立を図って

いる。 

組織的なＩＰＭの取組により，畑かん水を利用した節水散水法でのクワシロカイガラムシの密

度抑制技術の実証や土着天敵を保護利用するための年間防除体系の確立等により，同研究会にお

ける農薬散布回数は県慣行基準の約３割の低減，10a当たりの防除経費は約４割の低減となって

いる。 

なお，同研究会員 21 戸の栽培面積は約 600ha にのぼり，志布志市の５割の茶園でＩＰＭが実

践されていることになる。 

 

３ 具体的に実践・工夫している農業技術・経営の創造性と地域的な影響力 

茶におけるＩＰＭに特化した組織的な取組は全国初と自負している。 

この組織的なＩＰＭの取組は，他産地への模範となり，近隣の地域においてもＩＰＭへ本格的に

取り組む茶産地等が見られるようになった。 

また，当振興会では，保育園，小・中学校，老人福祉施設へのお茶の無償提供のほか，小・中 

学校での手もみ実演や美味しいお茶の入れ方教室，出前講座などを通じて，「人と環境にやさし

いお茶の産地」を積極的にＰＲしている。 

 

４ 取組の成果と展望 

今後は，得られた技術成果を当振興会の全ての生産農家へ波及させるほか，ＩＰＭへの取組を

茶に付加価値を付ける販売戦略としても活用していくことを計画している。 
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