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【大賞（農林水産大臣賞） 
 

分         野 環境保全型農業 

名称（所在地） ポークランドグループ代表 豊下 勝彦（秋田県・小坂町） 

戸数 

 

６経営体 主要作物 肉豚 出荷頭数 12万頭/年 

 

○ 「ポークランドグループ」は平成７年２月に設立され、養豚事業を中心に現在135名が農業（畜産）に従

事し、｢十和田湖高原ポーク桃豚｣を生産・販売をしており、出荷量はＳＰＦ豚生産農場では日本最大規

模の年間 12 万頭となっている。 

 

○ 設立の経過は、全国屈指の鉱山町であった小坂町で、鉱山の閉山により、地域の活性化をどのように

図っていくかが大きな課題となっていたところ、時期を同じくして平成４年に、隣接する鹿角市に産地食

肉処理センターの建設が決まり、この施設を活用した大規模養豚団地構想から、当グループの事業を

スタートした。 

 

○ 「農業で幸せになろう」を合い言葉に、「食の安全性を追求し生産物が最終的に消費されるまで出来る

限り責任を負う」を理念に置き、平成 16 年に「生産履歴公表豚肉のＪＡＳ規格」を日本で初めて取得し、

併せて日本初の試みとして、「ＩＣタグを導入した豚の個体管理システム」の運用を開始するとともに、飼

料への「合成抗菌剤・抗生物質の無添加」等による豚肉生産を行い、徹底した生産管理と、抗生物質

などを利用しない環境や食の安全に配慮した肉豚生産を確立し、県内を始め首都圏において、「桃

豚」として市場で高い評価を得るようになった。 

 

○ 同時に、環境問題に早期から着眼し、「水・土・大気を汚さない」をスローガンに、「環境 ISO14001」を

平成 15 年に認証取得し、環境マネジメントシステムの構築により環境に配慮した養豚を進めている。 

 

○ また、設立当初から「地域・資源循環型農業」を提唱し、平成９年には、地元ＪＡと連携を図り、「かづの

ＢＭ推進協議会」を発足させ、排出された糞尿からＢＭ技術を活用して製造した堆肥および生物活性

水を、ＪＡの生産部会へ還元し、減農薬・減化学肥料による農法を推進している。併せて平成 17 年から

は、小坂町の生ゴミの堆肥化を行い、生産された堆肥は町民に還元する等、町のエコタウン事業の推

進にも一躍を担っている。 

 

○ 平成 19 年から「米の飼料化」に取組み、減反で栽培された飼料用米を“エサ”として豚へ給与し、自給

率の向上のほか、休耕田の解消・地域活性化等、地域への貢献を図っている。さらに平成 20 年から

は、耕作放棄地の再生に取り組み、現在までに 35ha を農地として蘇らせ、作付けした作物は飼料用米

とともに、国産飼料原料としての活用に着手している。 

 

○ 平成22年には農業の６次産業化を目指し、畜産物加工所並びに直売所を創業させ、「桃豚」を使った

新たな地域の特産品の開発を目指すとともに、地元農家と連携を図り、野菜・青果等の直売や加工原

料等への利用等、地産地消の拡大を推進する活動も行っている。 

 

○ 今後も、「共存同栄」「身土不二」の精神で、農業での働く場の確保と地域の活性化を願いながら、より

良い農畜産物を生産し、消費者の需要に報いるため、社員一丸となり事業に邁進して行く所存であ

る。 
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【大賞（農林水産大臣賞） 
 

分         野 有 機 農 業 

名称（所在地） 合鴨家族 古野農場（福岡県 嘉穂郡 桂川町） 

戸数 １戸 主要作物 水稲･野菜･養鶏･合鴨 対象面積 ９ha 

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 

1976 年から、「家族が食べるために安全で美味しいものを作ること。そして家族が一緒に働くこと」を

理念とする「百姓百作」の有機農業を開始した。合鴨水稲同時作(７ha)。水田輪作で作る野菜(２ha)。裏

作での小麦や馬鈴薯、玉葱 (２ha)。他に、レンコンや 慈姑 E

く わ い

A(20a)。畜産は、自然卵養鶏 300 羽。合鴨水

稲同時作の鴨 1400 羽位、合鴨の雛は 4000 羽位生産して一部販売もしている。農産加工は、漬物、味

噌、餅、小麦粉、合鴨の燻製、野菜のソースなども生産している。 

 

② 具体的に実践・工夫している農業技術・経営と取組姿勢 

有機農業の基本姿勢は、「多様性と循環」である。限られた耕地の中で、可能な限り多くの作物を生

産することをめざし、その方法は「同時作」と「輪作」、「循環」である。夏の水田で稲、合鴨、どじょう、畦

でイチジクを同時に生産し、稲の収穫が済むと、プラソイラーをかけ田んぼが乾くようにして堆肥を散布

し耕起した後、あらゆる秋冬野菜、小麦、馬鈴薯、玉葱など何でも水田輪作で作る。一部の水田では、

トマトやナスやピーマンやキュウリなど、あらゆる夏野菜を作り、原則として３年間野菜を作ったら、水田

に戻し合鴨水稲同時作で米を作る。くず米やくず麦、野菜くずなどは、鶏と合鴨に餌として与える。そ

の糞と籾殻などで堆肥をつくり水田や畑に撒く。水田、畑、畜産の循環である。 

 

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 

1988 年に故置田敏雄さんから「合鴨除草法」を教授され、同年から水田に合鴨の雛を放した。野

犬に襲われること 3年。その後、イノシシよけの電気柵にヒントを得て水田の周囲を電気柵で囲い、

「合鴨水稲同時作」を確立した。1992 年に当時鹿児島大学教授の萬田正治さんと共に全国合鴨

水稲会を発足させ、アイガモによる除草だけでなく、アイガモ料理、さらにアイガモのいる生態系へ

と、一石三鳥ならぬ「一鳥万宝」の理念と技術を確立するに至り、アイガモ農法は全国、さらにアジ

アを始め世界各地に普及させた。 

1993 年には、元三重大学教授の渡辺巌先生より空中窒素を固定するアゾラについて教授され、

1994 年からアゾラ合鴨水稲同時作の実践的研究を開始、1996 年からはドジョウを加え、アゾラ魚

合鴨水稲同時作を始めた。2003 年からは、省力化を図るため、乾田直播きと合鴨水稲同時作を

結合した合鴨乾田直播きに取り組んでいる。 

 

④ 取組の成果と展望 

稲も野菜も安定して生産できるようになり、合鴨水稲同時作は日本、韓国、中国、べトナム、フィリピ

ン、バングラディシュ、カンボジア、キューバ、フランス、タンザニアなど、世界中に広がった。2012 年に

は、フランスのモンペリエの農業試験場で第１回有機稲作世界会議に招待された。 

今後の技術的課題は、合鴨乾田直播き技術の確立であると、意欲的な取組が続けられている。 
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【最優秀賞（農林水産省生産局長賞）】 
 

 

 

分         野 環境保全型農業 

名称（所在地） 有限会社 大牧農場（北海道河東郡音更町） 

戸数 
５戸(うち協力農家

２戸含む) 
主要作物 

馬鈴しょ、大豆、 

小豆、小麦 他 
対象面積 ４０５ 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】 「耕畜連携した自社製造有機質肥料の施用による畑作大規模経営」 

 【特徴】 ・大規模畑作地帯で、自社の土壌診断に基づく施肥設計とたい肥センターを活用した       

有機質肥料の施用による農産物の生産流通と販売の実践。 

           ・エコファーマーの認定取得に基づく環境保全型農業の実践と産直取引先と連携した      

自主点検制度による生産工程管理の徹底。 

  【主な取組と開始年次】 

・ S60  特殊湿地帯｢谷地眼｣(ヤチマナコ)の基盤整備に向けた研究会の立ち上げ 

・ S62  馬鈴しょ産直取り引きの開始 

・ H5   大規模深層暗きょ排水に施工(道営畑総事業)による圃場の透排水性改善と大規模畑    

・    作経営による生産流通の開始 

・ H9   (有)大牧農場の設立と減化学肥料・減農薬栽培の開始 

・ H10   自社たい肥センターの建設と有機質肥料の施用開始 

・ H14  トレーサビリティシステムの強化 

 

② 具体的に実践・工夫している農業技術・経営と取組姿勢 

 

・  地域循環型を基本を基本とした耕畜連携による有機質肥料の自社製造と施用、エコファーマ

ーの認定取得による減化学肥料・減農薬栽培の実践、ＣＯ2 削減に向けた馬鈴しょの雪室貯蔵

やリターナブルコンテナの使用。 

・  大規模畑作経営を基本とした農産物および加工食品の安定生産供給体制の確立。 

 

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 

 

・  自社土壌診断に基づくミネラル資材の適正施用と産学協同研究(帯広畜産大学)に基づく農

産物の品質向上(栄養価)。 

・  企業・消費者団体等との連携によるグリーンツーリズム・食育活動の実践。 

・  企業連携による加工食品ＰＢブランド｢大牧農場シリーズ｣の生産者の顔が見える商品流通 

 販売。 

・  東日本大震災に伴う積極的な支援活動の実践。 
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【最優秀賞（農林水産省生産局長賞）】 
 

分         野 環境保全型農業 

名称（所在地） 常盤村養鶏農業協同組合（青森県・藤崎町） 

戸数 
育 成/１育成場 

鶏 卵/２養鶏場 

飼料米/４１２戸 
主要作物 鶏卵・飼料用米 対象面積 

育成鶏 170,000羽 

採卵鶏 400,000羽 

飼料米   781ha 

 

① 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 

・2007 年より採卵鶏飼料の国産自給率向上及び休耕田の有効利用と地域農業の発展を狙いに飼料

用米生産と飼料用米配合飼料の給与を始める。 

・飼料用米を給与した採卵鶏の鶏糞堆肥を飼料米生産に使用することによる環境保全と資源循環型

農業を行っている。 

 

② 具体的に実践・工夫している農業技術・経営と取組姿勢 

・2007 年に 3 戸の農家で飼料用米生産をし、一部採卵鶏に玄米配合飼料の給与を始めた。 

（飼料用米 58％を含む国産原料 75％使用の飼料を与えた採卵鶏から採れた「玄米玉子」の販売を始

める。） 

・毎年、飼料用米の生産戸数と生産量を増加、給与羽数を増やすとともに飼料用米を玄米から籾米へ

変更することで効率化し、より自給率を向上させた。 

（飼料用米 68％を含む国産原料 80％使用の飼料を与えた採卵鶏から採れた「こめたま」の販売を始め

る。） 

・2012 年には全飼育羽数に 20～68％の飼料用米を配合した飼料を給与し、生活協同組合を主に県

内の量販店、スーパー、産地直売所で販売している。 

・2012 年は鶏糞堆肥 1,200ｔを飼料用米の水田に使用し、化学肥料の使用量を減らすことで環境の保

全と資源の循環を行い、飼料用米生産は生産者412戸、生産面積781ha、予定生産量5,000ｔとなり、

耕作地域の拡大と生産者の収入増加に寄与している。 

 

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 

・当農協及び飼料用米生産者と鶏卵購入者である生活協同組合と合同で飼料米生産者協議会を設

置し、飼料用米から鶏卵の生産状況と鶏卵購入状況の情報を共有し、意思の統一の場となっている

ほか、飼料用米の利活用、栽培方法の改善に向けた交流の場となっている。 

・生活協同組合の組合員との交流会に積極的に参加している。又、当組合の取組について説明し理

解を深める活動を行い、組合員の現地見学を受け入れている。 

・産地直売所を含む直接販売ではポップなどで取組の紹介をしながら販売をしている。 

・地域の小中学生及び高校生の農場見学を受け入れ、生産現場の取組について説明し、理解を深め

る活動をしている。 

 

④ 取組の成果と展望 

・現在、鶏卵の購入をしている生活協同組合では、飼料用米を配合することによる飼料自給率向上及

び環境保全や安全性への取組に対する理解が深まってきており、今後、飼料用米の配合率を高めて

いきたいと考えている。 

・今年度収穫された飼料用米で来年度は全飼育鶏での飼料用米配合量を増加させ、更なる国産自給

率の向上を目指している。 

・輸入原料の高騰が続く中で安定した供給が可能な飼料用米の生産量を増やし、休耕田の減少によ

る地域農業の発展と鶏糞堆肥使用による環境保全を、養鶏と飼料用米による循環型農業により進め

ていきたいと考えている。 
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【最優秀賞（農林水産省生産局長賞）】 
 

分         野 有 機 農 業 

名称（所在地）  志 藤 正 一 （山形県・鶴岡市） 

戸数 １戸 主要作物 水稲・枝豆・柿 対象面積 6.3 ha 

① 養豚と有機栽培の水稲などを組み合わせた経営の確立 

・本来の有機農業とは、畜産・耕種、そして人間の生活がうまく結びついて無駄なくバランスよく循環して

成り立つものであるとの考えから、家畜の排泄物と籾殻などを原料にぼかし肥料や堆肥に加工し有機

栽培の水稲や枝豆の耕種部門で活用するなど、耕畜のバランスの取れた循環型農業を実践するとと

もに、仲間とともに販路を開拓するなど、コストに見合った収益を確保している。 

（養豚（一貫）：昭和 39 年頃、特別栽培水稲：昭和 55 年頃、特別栽培果樹(柿)：平成元年 4 月、有機栽

培水稲・枝豆：平成 12 年 5 月開始） 

 

② 実践している農業技術と取組姿勢 

・有機農業を行う場合は、圃場の状況に合わせた技術の組合せが必要との考えから、作物の生育状

況・圃場に生息する小植物の状態等を総合的に観察しながら、圃場一枚一枚毎に栽培方法の組合せ

を検討している。 

・家畜の排泄物と籾殻などを原料に、土着菌を利用したぼかし肥料や堆肥を製造・使用し土づくりに努

めている。 

・紙マルチ移植やアイガモを放飼することで、除草と初期害虫防除を行い、また、機械による雑草防除

技術も取り入れることで、除草剤に頼らない栽培を実践している。更に、ワラなどの有機物を鋤込まな

い不耕起移植栽培により、結果的にメタンなどの温室効果ガスの発生が抑制されている。 

・同氏のこれまでの技術の蓄積を核として、平成 24年3月に、水稲有機栽培技術を体系化した「水稲有

機栽培技術導入のための資料」がまとめられ、多くの有機農業を志す者の指針となっている。 

 

③ 有機農業技術の積極的な公開と幅広い普及活動 

・平成 18 年、「農を変えたい！東北集会」を開催、その後、「山形県有機農業者協議会」や「鶴岡市有

機農業推進協議会」の設立・運営に主体的に関わり、一貫して自給力を高めながら安全・安心な食と

環境を守り続け、持続する農業の取組みを県内外に働きかけている。 

・有機農業を志す者の研修希望は常に受け入れる体制を整えており、その際は稲作に限らず循環型農

業としての複合経営全体を学んでもらうように心掛けている。 

・首都圏消費者との積極的な交流活動を行いながら、消費者の声を大切にすることを常に心掛け、安

全・安心な農産物を食卓へ届けることで信頼関係を築いている。 

・「地域農業は圃場を取り巻く環境も考えていくべきで、併せて子供たちが有機農業を正しく理解するこ

とが大切」との考えから、平成 16 年以来、藤島地域内４小学校の５年生を対象に「田んぼの生き物調

査」を実施している。更に、平成 24年 2月には、鶴岡市全小中学校 51校の給食に有機栽培米を試食

提供するなど、有機農産物の地産地消や食農教育にも力を入れている。 

 

④ 取組の成果と展望 

・鶴岡市の水稲有機栽培面積は、約 60ha と県全体の約 12％であり、藤島地域はその 50～60％程度を

占めている。また、鶴岡市及び藤島地域の特別栽培面積は一貫して増加しており、藤島地区は市全

域の環境保全型農業の牽引役を担っている。 

・「山形県有機農業者協議会」が主体となって、有機栽培の実証圃の設置（県内 5箇所）や平成 23年度

から消費者交流大会（オーガニックフェスタ）が行われており、県全体で技術の普及、消費者交流が図

られている。 

・景気低迷の中、比較的単価の高い有機農産物が販売拡大できるか、また、有機農業技術が定着して

いけるかが課題であるが、「健康志向」へ消費者の意識が転換しており、社会情勢も環境保全重視の

変化があることから、更なる拡大も展望できると考えている。 
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【最優秀賞（農林水産省生産局長賞）】 
 

分         野 環境保全型農業 

名称（所在地） 老蘇地域集落営農連絡協議会（滋賀県・近江八幡市） 

戸数 323戸 主要作物 水稲・麦類・大豆 対象面積 
水稲 158ha、 

麦類 85ha、大豆 75ha 

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 

○水稲・麦類・大豆を中心とした土地利用型農業を営む４つの集落営農法人の連携 

「エコファーム石寺」、「内野営農組合」、「ファームにしおいそ」、「サン・燦ファーム」の４つの農事組

合法人が、平成 19 年「老蘇地域集落営農連絡協議会」を設立し、栽培技術の共有や生産資材の共

同購入などにより経営力向上。 

○環境保全型農業を営農の柱に 

～国や県の環境保全施策・制度を積極的に実践（導入）するモデル地区～ 

老蘇地域は琵琶湖の集水域であり、早期から意欲的に環境保全型農業に取り組む。 

平成 14 年  ４集落が環境保全型農業である「環境こだわり農産物」※の栽培開始(以下、環境こだわ

り栽培と表現)。 

(※「環境こだわり農産物」：化学合成農薬、化学肥料を慣行の 5 割以下に削減し、併せ

て、濁水の流出防止など琵琶湖などへの環境負荷低減技術で生産された農産物を県

が認証する制度。) 

平成 16 年  農林水産研究高度化事業(国)および環境影響調査事業(県)において環境こだわり栽培

の環境負荷低減効果の実証モデル地区となる。 

平成 19 年 「老蘇地域集落営農連絡協議会」設立。 

平成 23 年 環境こだわり栽培は地域水稲面積の 98％にあたる 156ha に達する。    

平成 24 年 国が推進する地球温暖化防止と生物多様性保全技術に取り組み始める。 

 

② 具体的に実践・工夫している農業技術・経営と取組姿勢 

○老蘇地域内の畜産農家から供給される家畜糞を堆肥として、地域内でリサイクルしている。堆肥と土

壌を定期的に分析し、ほ場に応じた土づくりを行っている。また、施肥田植機や施肥播種機を利用

し、肥料の利用効率向上を図っている。 

○水稲の温湯種子消毒、殺虫殺菌剤の苗箱施用、畦畔の草刈り、レーザーレベラーや水田ハローを用

いた均平作業、ＩＰＭの実践などで農薬使用量を節減している。 

○あぜ塗りや浅水代かきなどを励行し、農業排水の流出を防止している。 

○協議会内での情報交換や先進事例の研究によって、共通の課題意識を持って経営改善に努めてい

る。また、ＧＡＰの実践や全ての栽培作物で生産履歴の記帳・保存を行っている。 

 

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 

○「経営管理システム」を導入し、詳細な経営管理によって常に肥料・農薬を必要最小限に抑えてい

る。県の推進する環境こだわり栽培において水稲の品質、収量を確保するとともに県の試験において

実証モデル地区に指定され、排水の流出負荷を５割以下に低減することが実証された。 

○収穫祭、地元小学校の農業体験学習への参画、ホタル観察会や生き物観察会など、食農教育や環

境教育に積極的に取り組んでいる。 

 

④ 取組の成果と展望 

○連絡協議会を設立したことで収穫物のロットが確保でき、ＪＡを通じて県内や首都圏の生活協同組合

などに契約出荷することができた。今後は、そのスケールメリットを生かすとともに、協議会組織の法人

化を通じて、一層の経営の効率化・安定化を目指す。 

○今後、さらに耕畜連携と田畑輪作を発展させることにより、全作物で環境こだわり栽培に取り組んでい

きたい。 
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【最優秀賞（農林水産省生産局長賞）】 
 

分   野 有 機 農 業 

 名称（所在地） 長尾 見二 （愛媛県・今治市） 

戸数 １戸 主要作物 水稲、野菜類、産卵鶏 

 

対象面積 3.6ha､2,000羽 

① 当該事例の類型と特徴及び開始年次 

長尾見二氏は、昭和 40 年代農業所得の向上を図るため化学肥料と農薬が主流の農業に疑問を抱

き、昭和 51年より化学肥料と農薬に頼らない循環型農業を目指して、有機農業による水稲と野菜と産卵

鶏の複合経営を始めた。 

昭和 54年、地域の有機農業のリーダーとして今治市の有機農産物を供給するために、川内町と中島

町の有機農業者らと「愛媛有機農産センター」を発足し、昭和 56 年愛媛有機農産生活協同組合を設立

した。平成 12～14 年理事長を歴任し、現在代表幹事を務めている。 

昭和 57 年、市内の子供に安全で美味しいものを食べさせたいとの目的から学校給食へ有機農産物

を供給するために、今治立花有機農業研究会を設立し、有機農業の普及に努めている。 

平成 11 年、有機認証の登録認定機関「ＮＰＯ法人愛媛県有機農業研究会」の設立では、中心的な

役割を果たした。 

平成 23 年に有機ＪＡＳに取り組んだ面積は、水稲 200a(22 年：190a)、露地野菜 160a(22 年：140a)で、

年々面積が拡大されている。 

 

② 具体的に実践・工夫している農業技術・経営と取組姿勢 

ア．土づくりと深水栽培等による有機栽培について 

(ア) 土づくりの励行について 

安全・安心と自然環境に配慮した自家製の鶏糞に、同量の籾殻を混合して 1～2年間熟成させた堆

肥を作物に応じて 1～2t/10a の投入を土づくりの基本としている。 

また、緑肥による土づくりに取り組んでおり、へアリーベッチを輪作し 5 月に鋤き込みを行っている。 

(イ) 水稲の深水管理栽培の確立について 

セル成型苗の田植え、米ぬかペレット(油粕・米ぬか配合肥料)の同時施用、田植直後からの深水管

理による病害虫・雑草抑制等の深水管理栽培技術を確立した。また、最低20cmの深水に管理するた

め、畦塗り機で土畦をつくり、多種多様な生き物の住処となっている。 

イ．有機農産物の販売先の確保について 

有機農産物の主な出荷先は、学校給食と愛媛有機農産生活協同組合である。 

学校給食へは、慣行農産物の市場相場の最高値に準じた価格で供給している。流通経費を抑える

ために、集出荷は今治立花有機農業研究会の会員が直接調理場に配達している。 

愛媛有機農産生活協同組合への出荷は、研究会が中心となって生産コストが反映された価格を確保

するために、年２回価格を取り決めている。 

 

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 

水稲の深水管理栽培は、生態系が維持でき農薬と化学肥料を使用しない農業を確立した。例えば平

成 19 年、慣行栽培の水稲はウンカの多発により大きな被害があったが、深水栽培に取り組んだ有機栽

培の水稲は被害が全く無かった。 

また、今治市の有機農業の草分け的存在及び生産振興のけん引役として栽培技術の定着と普及に

務めた結果、地域の有機農業者32人、取組面積24haへの拡大に貢献するとともに、これまでに研究会

の会員の 4 人の子弟が新規就農した。 

 

④ 取組の成果と展望 

  土づくりと深水栽培を組合せた水稲の有機栽培を確立したことにより、10ａ当たりの労働時間が 9時間

に短縮され、田植以降田んぼに入らない省力栽培で、安定した収量(平均単収 7～8俵)が確保できる。

そのことにより、7～8ｈａの大規模な有機栽培が可能である。 

また、安定した有機農産物の販売先が確保されているため、水稲と野菜の複合経営を行うことにより、

サラリーマン並みの農業所得が実現でき、安心して有機栽培に取り組むことができる。 
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【最優秀賞（農林水産省生産局長賞）】 
 

分野 有  機  農  業 
名称（所在地） 株式会社髙橋製茶（大分県臼杵市） 

戸数 １ 主要作物  茶 対象面積 ４ h a   
①  当該事例の類型と特徴及び開始年次  

・営農類型：茶の栽培及び製茶、販売     ・主要品種：やぶきたを中心に７品種栽培  

・会社設立：平成１３年（開園は昭和３８年） ・経営規模：４ｈａ 

・代表取締役：髙橋雄三      ・従業員：１３名  

・有機栽培：平成元年より開始、平成１３年大分県第１号の有機ＪＡＳ認証取得  

 

②  具体的に実践・工夫している農業技術・経営と取組姿勢  

・油粕や魚粕を主体にした混合肥料を主に使用し、年間数回に分けて施用している。 

・病害虫のこまめな観察により、整剪枝の時期と程度を調整して被害を防止し、健全な新  

芽の育成に努めている。２番茶後の深刈りや浅刈りにより、被害枝葉の除去と樹冠の通

風が図られ、炭疽病及びカイガラムシの発生を抑えている。 

・消費者に信頼性の高い安全な茶の提供することを心がけており、使用が認められる有機  

農産物の日本農林規格別表２の農薬も控える等、徹底している。 

・経営理念は、自然から生み出された本物のお茶作りに徹することにより、「日本的な食の

文化」・「くつろぎ・安心安全の文化」の創造と地域社会の発展に貢献することである。 

 

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  

・現在代表取締役の髙橋雄三氏は、父親が始めた有機栽培を継承する形で農業経営に

参画したが、新たな有機資材を用いた栽培法の研究や研鑽を積んでいる。 

・髙橋氏は大分県茶業青年会の会長を努めていたこともあり、全国の茶業青年とも交流を盛んに

行い、経営や栽培技術等の情報収集に努めている。 

・消費者ニーズを的確に把握するため、販促イベント等では髙橋氏自身が店頭に立つ。

地産地消のイベントや県外での大分フェア等にも積極的に参加している。 

・台湾等へ海外輸出にも取り組んでおり、日本の安全で美味しい有機農産物の宣伝を展開して

いる。 

・みんなから愛されている地元の歴史上の人物をキャラクターに用い、地域のP Rを兼ねる

などの工夫をしている。 

・小学生の茶摘み体験や中学生の職場体験を積極的に受入れるなど、地域の子ども達の

育成、食育に積極的に取り組んでいる。 

 

④  取組の成果と展望  

・新規就農者等に指導や技術交流を行う等、長年にわたる地道な取り組みの結果、周辺

の生産者にも化学農薬低減や有機栽培の考え方が定着している。人望も厚く、他の生

産者の模範となっており、有機農業推進について先導的役割を果たしている。 

・現在臼杵市は有機農業推進室の設置や有機農業推進条例を制定するなど、全国的に

も有機農業の先進的な地域となっているが、その原点は髙橋氏にあるといっても過言で

はない。 

・これまでの取組が高く評価され、今年の春に全国公開された映画、「種まく旅人～みのり

の茶～」の撮影舞台として選ばれた。また、髙橋氏のこれまでの努力や有機農業に対す

る姿勢・想いについて話を聞いた監督が感動し、実際のストーリーやエピソードがモデルと

して取り上げられている。大分県のみならず、有機農業及び環境保全型農業の全国的

なP Rに一役買い、非常に大きな影響を与えた。 

・行政機関からの信頼も厚く、今後のますますの活躍が期待されており、髙橋氏も「大分県の有

機農業や茶業界の発展に貢献したい」との思いを語っている。 
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