
第１回 環境保全型農業推進コンクール受賞事例の取組概要 
 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 取 組 概 要 

ほ べ つ メ ロ ン 生 産 部 会

【穂別町】 

メロン ４９.３ha 

・昭和63年に穂別町が「穂別町ヘルシーフード農業基本構想」を策定し、健康を基調とした農業生産が開始された。 
・バーク堆肥投入による土づくりに取り組むとともに、土壌分析に基づく施肥管理を実施している。 
・地域の自然環境を生かし、農薬や化学肥料を減らしたメロン等の栽培に取り組み、有機農産物等特別表示ガイ

ドラインに基づいた表示を実施している。 
・メロンの土壌病害対策として、ネギとの混植、連作ハウスの休閑等を行っている。 
・病害虫防除は、各支部に予察員を配置し、農協、普及センター及びヘルシーフード農業センターが病害発生状

況を確認して行っている。 
・各種消費者サイドのイベント参加等により産地交流に積極的に取り組んでいる。 

緑と太陽の会 
【福島県熱塩加納村】 

  

・昭和 55 年に「有機低（無）農薬米」を生産、59 年に有機農業研究会「緑と太陽の会」を組織し、現在、「さゆ

り米」のブランド名で販売している。 
・アイガモ農法などにより「有機無・低農薬栽培米」の安定生産に取り組んでいる。 
・首都圏の消費者グループ、地元消費者団体との「さゆり米」の契約栽培を通じ、消費者との相互交流をしている。 
・「さゆり米」の加工品（お粥）を開発し、販路拡大にも努めている。 
・農家分宿による農業体験、援農、消費地訪問などにより、積極的に農村と都市の交流に努めている。 
・さゆり米、無農薬栽培野菜等を学校給食へ供給するとともに、実習体験田を通して地域学習にも貢献している。 

特産・三浦野菜生産販売連合 
【神奈川県横須賀市、葉山市、

三浦市管内の農家】 大根 
キャベツ 
すいか 

かぼちゃ 
その他 

 

・古くからだいこん、キャベツ、すいか、かぼちゃ等露地野菜産地であり、化学肥料の連用による土壌の酸性化、

微量要素欠乏、ウイルス病の多発により、土づくりと病害虫対策の必要性を認識。 
・普及センターと農協による土壌診断により、施肥の適正化を図っている（県内他地域に比べ、だいこんで２割

程度少ない）。 
・耕盤破砕による土層改良により連作障害を克服している。 
・連作によるだいこんのセンチュウ対策として、合理的な輪作体系の導入、マリーゴールド、エンバクなどの拮

抗植物を導入している。 
・消費者向けパンフレットを配付したり、消費者を生産現場に招いて、環境保全型農業の啓発普及を図っている。 

笹神村（ゆうきの里ささかみ） 
【新潟県】 

堆肥 ３５０ha 

・化学肥料に頼る農業からの脱却をめざし、平成２年３月に「ゆうき里ささかみ」宣言を行い、有機農業の推進

だけでなく、村づくり運動を展開している。 
・ゆうきの里土づくり事業を創設し、堆肥センター、堆肥散布請負など土づくり対策を実施している。 
・首都圏生協との産直を通じて、稲刈り・田植えツアー、サマーキャンプなど消費者との交流を促進している。  
・生協の研修施設（生協の家）の建設など、消費者、生産者とが相互に顔の見える交流に努めている。  
・商工観光、教育などにおいても自然環境を守る機運が醸成された。 

農事組合法人中甲 
【愛知県豊田市前林町住吉】 

  

・名古屋勤労市民生協との交流をきっかけに減農薬・減化学肥料栽培による良食味米の生産に取り組んでいる。  
・土壌診断に基づいた土壌改良資材の散布により土づくりを行っている。  
・農協が集落ごとに重点品種の展示ほを設定し、普及センター、防除所の協力を得て病害虫発生状況を調査し、

必要最小限の防除を実施している。  
・ペースト肥料を使用した側条施肥田植により、施肥量の減少と省力化に努力している。  
・体験田を利用して、消費者に生産現場を理解してもらい、相互交流を図っている。  
・減農薬栽培の地域リーダー的役割となり、地区全体に取り組みが定着した。 

大賞 （農林水産省大臣賞） 



 

 
 

 
 

 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 取 組 概 要 

和歌山いなみ町農協 
野菜部会連絡協議会 
 

エンドウ 
すいか ３０７ha 

・古くからエンドウ、すいか等の野菜産地であり、連作障害による収量減や難防除病害虫の発生、消費者の安全

志向から、環境保全型農業への取り組みを開始した 

・「めざそう環境と人にやさしい農業」を合い言葉に農協、普及センター、町が一体となり県試験場の開発技術を活用

して課題に取り組んでいる。 

・稲わら・バーク堆肥等の施用による土づくりと土壌診断に基づく地域施肥基準の設定により施肥改善（化学肥料20％

削減）を進めている。 

・太陽熱利用による土壌消毒、シルバーマルチ・寒冷紗被覆によるウイルス病害対策を実施している。 

・地域が一体となり、性フェロモン剤利用によるシロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウの防除に取り組んでいる。 
岡山市高松農業協同組合 
【岡山県岡山市】 

水稲 
トマト 

きゅうり 
ほうれんそう 

２９ha 

・20 年前から「有機無農薬農業」を開始し、78 年からは朝市の開催、消費者への宅配を開始した。 
・環境保全型農業への取組は、耕地面積の 25％、農家戸数の 40％にのぼる。 
・作付種類はトマト、きゅうり、ほうれんそうなど 60 種類以上にわたる。 
・畜産農家との連携による完熟堆肥の投入、なたね粕・発酵鶏糞等の有機質肥料の施用による土づくり、レンゲ

のすき込みによる地力増進に努めている。 
・病害虫・雑草防除対策として、マルチ・寒冷紗等の被覆資材の有効活用、共栄・忌避作物の利用、天敵、 

性フェロモン剤の利用等様々な方法を実践している。 
・生産者ごとに計画作付、計画出荷を行い、生協（グリーンボックスで出荷）のほか指定店や消費者グループへ

供給する地域流通システムを確立している。 
・休耕田を利用した水質浄化作物の栽培実証、景観保全のためのレンゲ作付、水性植物園の整備などを進め、環

境保全の重要性が地域全体に認識されるようになった。 
綾  町 
【宮崎県綾町】 

きゅうり 
米  

・63 年に全国初の「自然生態系農業の推進に関する条例」を制定した。  
・有機農業開発センターで土壌分析を実施し、適正な施肥量を設定している。  
・野菜の病害防除として、防虫ネット、性フェロモン剤、シルバーポリマルチなどを活用している。 
・土壌センチュウ対策としてクロタラリアを導入している。  
・水稲除草は、機械除草のほか、アイガモ、再生紙マルチに取り組んでいる。  
・畜産ふん尿、農産物残査、生ゴミから完熟堆肥を製造し、農地に還元することにより、土づくりに努めている。 
・農業用廃ビニールは専用集積所を設け、処理業者によりリサイクルに利用されている。  
・生産者・農協・町・生協組合員の４者によって、活発な交流を行っている。 



 

 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 取 組 概 要 

訓子府町 
玉葱振興会減農薬研究部会 
【北海道常呂郡訓子府町仲町】 

 

 

・タマネギ栽培において有機農産物等特別表示ガイドラインに準拠した減農薬栽培を実施している。  
・土壌診断に基づいた土壌養分バランスの適正化に努めている。  
・堆肥等による有機物投入と緑肥作物（エン麦）の導入した輪作体系を行っている。 
・コープこうべとの産消交流による消費者との連携に取り組んでいる。 

宮城県田尻町産直委員会 
【宮城県田尻町】 

 
 

・産直品使用農薬基準をもとに独自の使用制限を設け農産物の生産を行う。  
・幼稚園・小中学校の給食へ農産物を供給している。  
・産直を通じ、生協消費者との交流活動の中で都市と農村の交流を進めている。 

佐野市農協有機栽培協議会 
【栃木県佐野市】 

 

 

・昭和 58 年発足以来、地元生協、東都生協、東葛飾市民生協、とちぎコープやその他の消費者団体との取引を拡

大し、契約栽培による減農薬・減化学肥料栽培に取り組んでいる。  
・野菜ではハクサイ等 36 品目、果実ではナシ・モモ等９品目のほか、シメジ、タケノコまで品目を増やしている。 
・市が野菜全般の振興と施設費の助成、農協が販売契約と契約生産の推進、普及センターが栽培指導と、関係機

関が一体となり取り組んでいる。 
高山村クリーンフルーツ協議会 
【長野県高山村】 

 

 

・性フェロモン剤を利用し、殺虫剤の使用を削減したりんご生産に取り組んでいる。  
・平成３年より村内りんご栽培面積の３～５割の約 100ha において、ハマキコン（対リンゴコカクモンハマキ）

及びシンクイコン（対モモシンクイムガ）利用した防除を実施している。  
・協同防除組織が村内リンゴ面積の 43％をカバー  
・25 のフェロモントラップを設置し、毎週水曜日に巡回し散布の必要性を判断している。 

大垣市農業協同組合 
【岐阜県大垣市】 

 

 

・平成４年度より「あいがも農法」による「あいがも米」（「完全無農薬・有機米」）に取り組んでいる（当初 72ha
で実施し、現在は 48ha に拡大）。  

・「あいがも」のふ化・育すうから引き上げ後の肥育・出荷まで一貫して行い、経営の合理化に努めている。  
・消費者を対象にイベントの実施、生協とのタイアップにより、消費の拡大、地域の活性化に寄与している。 

北花沢営農組合 
【滋賀県愛知郡湖東町北花沢】 

 
 

・琵琶湖に水質保全に対する関心が高い湖東地域にあり、農業系からの負荷削減に集落ぐるみで取り組んでいる。 
・農業排水（濁水）対策として浅水下かき、側条施肥田植機、畦シートの設置により肥料成分の流出を抑えてい

るほか、肥料・農薬の節減に取り組んでいる。 
新宮村茶栽培グループ 
【愛媛県宇摩郡新宮村】 

茶 ３２ha 

・村内の茶全面積 32ha で無農薬・減化学肥料栽培が行われている。  
・整枝方法の工夫により病虫害を回避するとともに、有機質肥料や堆肥の施用により化学肥料を節減している。  
・環境保全型農業の啓発と理解の増進により、他作物への栽培にも波及している。  
・無農薬栽培の「茶」を介して、消費者との交流が図られ、地域（村）の活性化が図られている。 

環境稲作研究会 
【福岡県前原市】 

米 １５０ha 

・「虫見板」を稲作農家に配布し、効率的な防除により、農薬の散布回数を減少させている。  
・研究会では、環境保全型農業の情報交換、技術研究、環境調査などに取り組んでいる。  
・アイガモ稲作、再生紙マルチ、不耕起稲作等を実践している。  
・さらに、減農薬稲作技術を進めるため、カブトガニを活用した技術開発にも取り組んでいる。 

阿蘇一の宮農協特別栽培米部会 
【熊本県阿蘇郡一の宮町宮地】 

米 １５０ha 

・特別栽培米制度を契機に、自然米というこだわった生産を目指し、無化学肥料・無農薬栽培に取り組んでいる。 
・畜産農家との連携によって、完熟堆肥を投入して、土づくりに努めている。また、土壌分析と食味分析から有

機肥料の適正使用量を検討している。  
・栽培期間中に消費者との交流会を行い、栽培現場を理解してもらうとともに、消費者ニーズを把握している。 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 取 組 概 要 

訓子府町 
玉葱振興会減農薬研究部会 
【北海道常呂郡訓子府町仲町】 玉ねぎ ３１ha 

・タマネギ栽培において有機農産物等特別表示ガイドラインに準拠した減農薬栽培を実施している。  
・土壌診断に基づいた土壌養分バランスの適正化に努めている。  
・堆肥等による有機物投入と緑肥作物（エン麦）の導入した輪作体系を行っている。 
・コープこうべとの産消交流による消費者との連携に取り組んでいる。 

宮城県田尻町産直委員会 
【宮城県田尻町】 米 

トウモロコシ  
・産直品使用農薬基準をもとに独自の使用制限を設け農産物の生産を行う。  
・幼稚園・小中学校の給食へ農産物を供給している。  
・産直を通じ、生協消費者との交流活動の中で都市と農村の交流を進めている。 

佐野市農協有機栽培協議会 
【栃木県佐野市】 いちご 

かきな 
大根 
その他 

５１ha 

・昭和 58 年発足以来、地元生協、東都生協、東葛飾市民生協、とちぎコープやその他の消費者団体との取引を拡

大し、契約栽培による減農薬・減化学肥料栽培に取り組んでいる。  
・野菜ではハクサイ等 36 品目、果実ではナシ・モモ等９品目のほか、シメジ、タケノコまで品目を増やしている。 
・市が野菜全般の振興と施設費の助成、農協が販売契約と契約生産の推進、普及センターが栽培指導と、関係機

関が一体となり取り組んでいる。 
高山村クリーンフルーツ協議会 
【長野県高山村】 

りんご １０６ha 

・性フェロモン剤を利用し、殺虫剤の使用を削減したりんご生産に取り組んでいる。  
・平成３年より村内りんご栽培面積の３～５割の約 100ha において、ハマキコン（対リンゴコカクモンハマキ）

及びシンクイコン（対モモシンクイムガ）利用した防除を実施している。  
・協同防除組織が村内リンゴ面積の 43％をカバー  
・25 のフェロモントラップを設置し、毎週水曜日に巡回し散布の必要性を判断している。 

大垣市農業協同組合 
【岐阜県大垣市】 

米 ４８ha 

・平成４年度より「あいがも農法」による「あいがも米」（「完全無農薬・有機米」）に取り組んでいる（当初 72ha
で実施し、現在は 48ha に拡大）。  

・「あいがも」のふ化・育すうから引き上げ後の肥育・出荷まで一貫して行い、経営の合理化に努めている。  
・消費者を対象にイベントの実施、生協とのタイアップにより、消費の拡大、地域の活性化に寄与している。 

北花沢営農組合 
【滋賀県愛知郡湖東町北花沢】 米 １５ha 

・琵琶湖に水質保全に対する関心が高い湖東地域にあり、農業系からの負荷削減に集落ぐるみで取り組んでいる。 
・農業排水（濁水）対策として浅水下かき、側条施肥田植機、畦シートの設置により肥料成分の流出を抑えてい

るほか、肥料・農薬の節減に取り組んでいる。 

優秀賞 （全国農業協同組合中央会会長賞） 



 
名称 

（所在地） 対象作物 環境保全型 
農業実績面積 取 組 概 要 

七飯野菜生産出荷組合 
【北海道亀田郡七飯町 
農業協同組合内】 

大根 
人参 
その他 

５２ha 

・大根、にんじんの根菜類生産で「キタネグサ レセンチュウ」の被害が増加したため、拮抗植物のマリー 

ゴールドを導入した。 
・平成６年 33.2ha、７年 52ha １／２戸 
・共同利用堆肥盤を設置（59 基）し、土づくりに力を入れ、土壌診断の実施、緑肥作物の導入による地力増進を

図っている。 
上和田有機米産直組合 
【山形県高畠町】 

米 
ぶどう  

・20 年前から全国に先駆けて稲作を中心に有機農業研究運動を続けている。  
・昭和 61 年和田地区 130 戸の農業者により発足  
・土づくりを重点とし化学肥料や農薬を使用しない環境に配慮した農産物生産  
・「援農」や「産直」を実施し、都市と農村との交流を進める。  
・平成７年より横浜にアンテナショップを開設した。 ご了承 
・８年前から小学校や特養ホームへ「無農薬栽培米」を提供している。 

八郷町農業協同組合 
【茨城県八郷町】   

・1985 年から東京の東都生協と提携して青果物の産直を軸に農業・農村の振興を図っている。 
・単品ごとの産直ではなく、地域の産品全体について提携する「地域総合産直」を行っている。  
・生産者が意欲と希望を持ち、青果物販売金額が急増し、土地利用率の低下や不耕作地の増加に歯止めがかかった。  
・青果物出荷品目は、従来６品目であったが、生協の求めに応じ新たに 45 品目を栽培した。 

立山町釜が淵 
環境保全型農業実践支援委会 
【富山県立山町】 米 

その他 ４７ha 

・土づくりを基本に据えた「有機米コシヒカリ」の生産及び加工を積極的に推進している。  
・生協と協力した有機野菜の生産・出荷・販売体制により消費者との交流を図っている。  
・家畜ふん尿を土壌に還元して、リサイクルさせることで地域全体の複合経営化を進めている。  
・野菜は「安全・適応使用基準」を遵守し、低農薬栽培に取り組んでいる。  
・「有機米コシヒカリ」の付加価値を高めるために、平成２年にお粥加工施設を整備し、農協の系統、直販などで

販売している。 
養父郡農業協同組合 
【兵庫県養父郡矢鹿町】 米 

ほうれんそう １１.４ha 

・おおや高原でホウレンソウなどの有機栽培に取り組み、生協「コープこうべ」のフードプランの規格に沿って

出荷し、生協との提携、交流活動を行っている。  
・平成５年から有機農産物等特別表示ガイドラインによる表示を実施している。  
・水稲では、再生マルチ田植機の導入や減農薬栽培の特別栽培米を生産している。 

島根県石見町 
【島根県邑智郡石見町矢上】 

米 ２６.２ha 

・昭和 51 年、56 年にオガクズ、バークを利用した堆肥製造所を建設し、米農家と畜産農家の結合によるリサイ

クルを確立し、土づくり運動を展開している。  
・地力の向上により、化学肥料・農薬を節減した農産物を生産している。  
・昭和 62 年から、「生協ひろしま」との連携により「グリーンボックス」（千円相当分の野菜）で野菜を供給している。 

土佐市新居農業協同組合 
【高知県土佐市新居】 

青ねぎ １５ha 

・メロン、スイカを中心とした園芸地帯で、土壌病害対策として環境保全型農業に取り組んでいる。  
・バーク堆肥による土づくり、全ハウスの土壌診断に基づく適正施肥を指導している。  
・昭和 62 年からは、青ネギのシロイチモジヨトウ対策として性フェロモン剤を利用し、農薬の節減を図っている。 
・農業用廃ビニールの完全回収を行い、資材のリサイクルと環境美化を推進している。 

江北町病害虫防除推進協議会 
【佐賀県杵島郡江北町】 

米 ２４０ha 

・昭和 60 年から、虫見板を用いてほ場ごとの病害虫の発生予察を行い、必要最小限の適期防除で減農薬の稲作栽

培に取り組んでいる。  
・平成２年からは、堆きゅう肥による土づくり、土壌診断に基づく土壌改良資材の投入により、化学肥料・農薬

の一層の節減に努めている。  
・消費者ニーズの把握と生産現場の理解のため、田植期や収穫期に交流会を実施している。 

優秀賞 （全国環境保全型農業推進会議会長賞） 



 
名称 

（所在地） 対象作物 環境保全型 
農業実績面積 取 組 概 要 

神 辰雄 
【青森県鰺ヶ沢町】   ・若葉生産グループを結成し、減農薬・無化学肥料栽培によるりんご栽培及びりんご加工品製造に 

取り組んでいる。 
ＪＡひらいずみ 
「平泉町有機低 農薬米生産団地」 
【岩手県】 

米・りんご ６７.４ha ・環境に配慮した水稲栽培技術（牛厩肥の土壌還元、窒素施用量の節減、中苗育苗による安定生産）を 

実践している。 

ＪＡ森吉町有機米生産部会 
【秋田県】 米 １０.７ha ・畜産が盛んで、「水稲＋肉用牛」の複合経営が多いことから、完熟堆肥を水田に投入し、持続的な農業に 

取り組んでいる。 
ＪＡ新田郡農業協同組合 
【群馬県】 

きゅうり 
なす・トマト ９４ha ・減化学肥料栽培のきゅうり、トマト、なすの市場流通型産地づくり。有機農産物等特別表示ガイドラインに 

そった表示を実施。 
富士見市有機生産者集団 
【埼玉県】 

水稲・麦 
大豆 １０.１ha ・活動拠点となる直売所を開設、野菜を通じ消費者との交流・地域農業の輪を広げる。無農薬・無化学肥料栽培

による多品目少量生産に取り組んでいる。 
田中農業協同組合 
【千葉県柏市】 

米・かぶ・ねぎ 
ほうれんそう  ・活動拠点となる直売所を開設、野菜を通じ消費者との交流・地域農業の輪を広げる。無農薬・無化学肥料栽培

による多品目少量生産に取り組んでいる。 
ＪＡ板橋青壮年組織協議会 
【東京都板橋区】 大根 

じゃがいも ２ha 
・環境保全型農業推進事業に伴い、低農薬野菜研究会（250 名）を発足させ、堆肥投入による土づくり、 

性フェロモン剤利用による農薬の節減等に取り組んでいる。 
・マリーゴールドの栽培により、ダイコン、ジャガイモ等のネグサレセンチュウ防除を実践している。 

塩山市大藤支所営農集団 
【山梨県】 

桃・すもも 
ぶどう  ・モモの生産団地で、有機物の投入で化学肥料の施用を減らし、草生栽培により窒素の容脱を抑える農法を 

確立している。 
遠州中央農協春野支店 
野菜生産部会 
【静岡県春野町】 

チンゲンサイ ２５.５ha ・中国野菜（チンゲンサイ等）の栽培農家と養豚農家が連携し、良質堆肥の需給システムを確立している。 
・微生物資材を活用することで、畜産糞尿堆肥の悪臭を低減し、家畜環境整備を一体的に推進している。 

出淵 利夫 
【石川県小松市】 米 １６ha ・アイガモ農法による水稲無農薬栽培を実践している。 

どんぐりグループ 
【福井県福井市】 米  ・畜産農家からの牛ふん堆肥による土づくり、防虫網などによる農薬節減を図り、生産物は、青空市場等で直接

消費者に販売している。 
多気郡みかん部会産直グループ 
【三重県多気郡】 みかん  ・有機質主体の施肥、適期に最小限の防除により減農薬栽培のみかん生産に取り組んでいる。 

園部町農業協同組合 
【京都府】 れんげ米 １００ha ・大規模堆肥センターから堆肥を供給するとともに、れんげによる地力増進により、農薬・化学肥料を節減した

「れんげ米（特表米）」の産地づくりに取り組んでいる。 
高槻市農業振興団体協議会 
【大阪府】 トマト １.４ha ・トマトのハウス栽培において、もみがら堆肥、有機質肥料を施用。シルバーポリフィルム利用、太陽熱土壌 

消毒により農薬の使用を節減している。 
當麻町地力増進利用組合 
【奈良県】 米・菊・なす  ・鶏ふん、もみがらなどから完熟堆肥を生産して土づくりに取り組み、農薬の節減による野菜を栽培し、朝市、

宅配により広く消費者に販売している。 
倉吉市再生紙マルチ稲作研究会 
【鳥取県】 米 ９ha ・鳥取県農試が開発した再生紙マルチ田植え技術を導入し、有機質を主体とした土づくり、本田での農薬を 

使用しない栽培技術の確立に取り組んでいる。 
倉橋町施設野菜生産組合 
【広島県】 トマト  ・ハウストマト栽培で、有機質肥料の施用、低湿度に保ち病虫害を抑制のほか、ハルハナバチによる交配等に 

取り組んでいる。 

奨励賞  



 

 
 

東都生協   対応事例：JA やさと、JA 佐野 
・986 年以来、産直農産物の利用者である消費者・生協組合員をまきこんで、いち早く堆肥センター等の 

建設のための「土づくり基金」を創設して、産地農協・生産者団体への支援を継続的に行っている。 
コープこうべ   対応事例：JA 養父郡 

・1988 年以来、「フードプラン」を展開して、「人と自然にやさしいたべものづくり」をめざし、環境・ 
生態系の保全を考慮した産直農産物づくりを産地の農協・生産者団体と一体的に取り組んでいる。 

 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 取 組 概 要 

むつみ村有機農薬の 
里づくり協議会 
【山口県】 

水稲・大根 
トマト ５７ha ・畜産農家との連携による堆肥製造、モニター農家を各集落に配置し、的確な生育状況や病害虫発生状況の把握

により、農薬の削減に努めている。 

海部町村づくり推進委員会 
【徳島県】 

米 
その他 ２５.４ha ・全国有数の水質を誇る母川を有しており、豊かな自然環境と共存するため、特別栽培米の栽培に地域ぐるみで

取り組んでいる。 
仁尾町果樹研究同志会 
【香川県】 みかん ２５２ha ・化学肥料から、個々のみかん園に適した独自の有機質配合肥料を使用することにより、高品質のみかん栽培に

取り組んでいる。 
（有）原畑養鶏場 
【長崎県琴海町】 卵  ・安心・安全で高品質な鶏卵生産を行うとともに、微生物資材を利用して発酵促進させた鶏糞肥料を地元農協を

はじめ、周辺市町村農家に供給している。 
小田生き活き健康 
村づくり実行委員会 
【大分県】 

水稲 
そば  ・牛ふんオガクズ堆肥の投入、レンゲの鋤込みのほか、農薬は必要最小限で水稲、野菜を栽培している。 

また、都市消費者との交流活動を積極的に行っている。 

出水市大平集落 
【鹿児島県】   ・作業の共同化、受委託作業のもとで水稲の減農薬栽培に集落ぐるみで取り組んでいる。 

特別賞  


