
第３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 

北海コガネ生産組合 
【北海道河西郡芽室町】 

 

 

・82 戸が 120ha で加工用馬鈴薯（フレンチポテト）の減農薬栽培に取り組んでいる。 
・発生予察による効果的防除の実施により、防除回数を大幅に削減しているが、慣行栽培並のに収量を上げている。 
・防除実施を明らかにするための看板設置、実施記録の提出を義務化している。また、異常発生が予想される 

場合は、町内 10 ヶ所で発生状況を調査し、組合員に FAX で配布している。 
・輪作の励行（４年輪作が基本）や小麦跡地に於ける緑肥作物（えん麦キガラシ）の栽培、土壌診断に基づく 

適正施肥など土づくりの実践に努めている。 
西和賀農業協同組合 
【岩手県和賀郡沢内村】 

 

 

・堆肥を活用した土づくりを基本に、冷涼な気候を生かした米や野菜等の減・無農薬栽培が行われていて、 

農協全体の取組みに発展している。 
・稲作農家と畜産農家による稲わらと牛ふん堆肥の無償交換を奨励し、有機物資源による土づくりを行っている。

また、施肥量が過剰とならないよう土壌診断による適正施肥に努めている。 
・温泉を温室に利用して野菜の促成栽培に活用したり、雪を利用した「氷室」での青果物や花き等の出荷調整を

図るなど自然資源を有効に活用している。 
・牛乳パックのリサイクル運動への取組み、産直市の開催や情報誌「ホット西和賀」の発行、「みるきぃうえいｉｎ西和賀」

の開催による農村体験交流など、いわて生協と交流するなど多彩な取組みを行っている。 
山武郡市農業協同組合 
陸岡園芸部無農薬有機部会 
【千葉県山武郡山武町】 

 

 

・有機農業への関心が高まる中、昭和 63 年園芸部会を母体として無農薬有機部会が発足した。 
・地域の生産活動から生じる、稲わら、籾殻及び落花生の茎葉等を主体に家畜糞尿を原料とした堆肥での土づくり、 

害虫対策として寒冷紗等のべたがけ栽培や網室による遮断を行っている。 
・２年に１度は、全ほ場に緑肥作物を作付けしている。 
・徹底した輪作、緑肥作物の作付け等土づくりと、適期栽培を基本としている。 
・学校給食への無農薬野菜供給により地域との連携強化も図っている。 
・生産者と需要者の話し合いによる、作付調整や出荷調整を行い、取引先の信頼を確保している。 

阿尾地域農業推進協議会 
【富山県氷見市】 

 

 

・中核農家、営農組織を中心に村ぐるみの減農薬栽培による米生産を行っている。 
・土づくりの拠点施設（堆肥製造、保管）を建設し、中核農家や営農組織による堆肥散布などの土づくりを 

実践している。 
・河川等への肥料流出防止として、側条施肥田植機や肥効調節型肥料を使用している。また、発生予察に 

基づいた効果的な防除を実施している。 
・集落の申し合わせにより、水田畦畔の除草を年４回、河川の除草も全市一斉草刈で景観維持に努めている。 

大内山村 
【三重県度会郡大内山村】 

 

 

・畜産農家と連携をとりながら有機質資材のリサイクルを進め、農薬、化学肥料の節減で大内山村特別栽培米 

「山びこ米」を生産している。 
・昭和 59 年から技術実証ほを設置して、普及所の指導の下に尿施用の栽培技術を確立した。 
・村もこれらの取組みに対し、稲作農家への啓発や実施面積拡大への取組み、集荷対策など幅広い支援対策を 

講じている。 
・情報誌「山びこ通信」を年３～５回発行したり、消費者との懇談会等を行い、消費者との交流も図っている。 

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 

下市金柿出荷組合 
【奈良県吉野郡下市町】 

 

65.5ha 

・県内では初めて柿の難防除害虫であるカメムシ対策に黄色灯、ヒメコスカシバ対策にフェロモン剤を使用し、

農薬散布の削減に取組んでいる。 
・フェロモン剤使用については、面積的に 65.5ha（柿作付け面積の 76％）参加人数 99 名（組合員の 72％）と 

地域が一体となって取組んでいる。 
・黄色灯によるカメムシの被害防止は、経営的試算を踏まえて使用方法を検討している。 
・環境に配慮した栽培に取組んでいることをパンフレットを配付する等消費者に伝えている。 
・「下市町花いっぱいコンクール」に毎年参画する等、住み良い環境の推進にも取組んでいる。 

仁保農業協同組合 
【山口県山口市】 

水稲 
野菜 

52ha 
7ha 

・地域内の畜産農家の牛糞、経済連加工場の原料残さ等を利用した堆肥センターを運営し、堆肥による 

土づくりを行っている。 
・生協などの消費者団体との合意による農薬、化学肥料を極力使用しない生産（合意生産）が、水稲で 52ha、 

野菜で７ha 取組まれている。 
・農業用廃ビニール等は地域ぐるみで毎年１回、期限切れの農薬は農家の保有状況を調査し随時、処理業者を 

通じ適正な処理が行われている。 
・消費者を産地に招き農作業を通じた交流、消費地での消費者の学習会への参加など消費者と積極的な交流を 

行っている。 
あしきた農業協同組合 
タマネギ部会 
【熊本県芦北郡芦北町】 

 

 

・慣行農法から減農薬栽培への転換を部会一丸となり推進し（生産者 230 名、栽培面積 60ha）、堆肥による 

土づくりを基本に、有機質肥料への転換、除草剤を一切使用しない減農薬栽培体系を確立している。 
・育苗床の土壌消毒を農薬使用から、太陽熱での消毒へ全面積転換したり、マルチによる肥料の流亡防止と 

雑草抑制を行っている。 
・JA として堆きゅう肥の散布業務を開始し、堆きゅう肥の利用による土づくりの徹底を図っている。 
・体験農園の開設、学校給食への供給、サラダたまねぎ祭の開催等による消費者との交流も積極的に進めている。 



 

 
 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 取 組 概 要 

JA 天間林村 
【青森県上北郡天間林村】 

 

 

・減農薬の特別表示米や野菜を生産している。 
・村内の畜産農家との連携と農協堆肥センターの活用で、耕畜農家によるリサイクルシステムを確立している。 
・野菜は、国のガイドラインによる表示を行うとともに、コープこうべ「フードプラン」によりニンニクを 

供給している。また、８年には、オーガニックプランを策定した。 
・産地見学会での生協消費者との交流のほか、、インターネットでも情報を発信している。 

稲川町農協有機米研究会 
【秋田県雄勝郡稲川町】 

 

 

・昭和 59 年から減農薬、減化学肥料による米の生産に取り組んでいる。 
・町内畜産農家の堆肥と稲わらを交換し、堆肥を２ｔ／10ａ以上投入し、土づくりに努めている。 
・独自の堆肥量・調整基準を作成し、良質な米の出荷に努めている。 
・作業体験を通じて、販売先の昭島市消費者との交流が盛んになっている。 

大和市園芸協会 
【神奈川県大和市】 

 

 

・コマツナ、キャベツ、ブロッコリーなどを減農薬栽培で生産している。 
・完熟堆肥、乾燥家畜ふんによって土づくりを推進している。 
・フェロモン剤を広範囲（10ha）に使用し、コナガ防除している。輪作体系でネコブ病を軽減している。 
・黒・シルバーマルチで雑草抑制とアブラムシ忌避で農薬を節減している。 
・消費者との話し合いにより、出荷規格、値段を決めているほか、栽培方法も協議している。 

十四山村農業協同組合 
【愛知県海部郡十四山村】 

 

 

・平成５年から肥料、農薬を節減した水稲の生産に取り組んでいる。 
・全量援効性肥料の施用（面積 90％）で、窒素成分 23％を削減している。 
・粗植栽培で防除回数を２回から１回に節減している。 
・名古屋勤労生協と提携し、体験田を通じて交流を図っている。 

『京』有機の会 
【京都府京都市】 

 
 

・国のガイドラインに準拠した栽培区分で、野菜を生産している。 
・街路樹剪定枝、ビール滓など地域の有機質資源を原料とした堆肥を活用している。 
・専門小売店との取引や、デパート専用ブースを確保するなど、新鮮な農産物を地域住民に提供している。 

丸山水稲研究会 
【鳥取県西伯郡岸本町】 

 

 

・堆肥のほか、地元産木炭、蟹がら、レンゲ栽培で土づくりに取り組み、平成６年から特別栽培米を生産している。 
・普及センターの協力を得て個別土壌診断を行い、土壌マップを作成するとともに、土づくりの研修を行っている。 
・再生紙マルチ栽培など新しい栽培にも取り組み始めた。 
・消費者の農作業体験、試食会などを通じて生産者との交流を図っている。 

豊浜農業協同組合レタス部会 
【香川県三豊郡豊浜町】 

 

 

・平成５年から県認証制度に基づいたレタスの減農薬栽培の生産に取り組んでいる。 
・土づくり協議会の研修会参加、土壌診断の実施など土づくりを積極的に推進するとともに、独自にレタス専用

の有機質肥料の開発を行った。 
・育苗寒冷紗、シルバーマルチなどによる雑草抑制、害虫忌避によって、農薬の節減を図っている。 

勝山町 
【福岡県京都郡勝山町】 

 

 

・直売所で、４００名が無農薬野菜などの農産物を販売している。 
・有機勝山研究会（95 戸）が、肥料・農薬を減らした特別栽培米を生産 
・耕種農家と畜産農家で構成される有機環境保全組合（47 戸）が、堆肥生産から、ほ場散布まで一貫して堆肥を

供給している。 
・零細な農家から専業農家まで幅広く取り組める体制づくりで、地域活性化にも貢献している。 

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 

元気招会  
【北海道美唄市】 

  ・平成元年から、無農薬栽培・減農薬栽培の米、野菜を生産している。 
・自家製有機発酵肥料（魚かす、骨粉、大豆かす等）で、化学肥料は慣行の 1/3 に減らしている。 
・田の畦畔にスペアミント、アジュカを栽植し、雑草抑制、害虫忌避効果により、農薬の節減を図っている。ま

た、アイガモ農法にも取り組んでいる。 
・契約消費者との懇談会、ほ場見学会開催のほか、情報誌を発行し、消費者と積極的に交流を図っている。 

塩原高原野菜生産出荷組合 

【栃木県那須郡塩原町】 

  ・化学肥料、農薬の節減による野菜の生産に取り組んでいる。 

・町内外の畜産農家と連携し、堆肥盤・堆肥舎の共同利用により良質の堆肥を生産して土づくりを励行。さらに

毎年土壌診断を実施して土壌管理に努めている。 

・連作障害防止として、エン麦、ライ麦の緑肥作物を導入し、夏ダイコン、ホウレンソウの産地を維持している。 

・首都圏生協と栽培提携し、農作業体験による交流を図っている。 

盤田市良質堆肥生産組合 

【静岡県盤田市】 

  ・簡易な堆肥製造器で豚糞を処理し、悪臭等畜産環境の改善に努めている。 

・堆肥を施用した試験展示ほを設置し、耕種農家に利用を PR している。 

・定期的に堆肥生産技術検討会や堆肥の品質検査を行い、耕種農家のニーズに合った良質な堆肥作りに努めている。 

清水 豊之 

【福井県丹生郡朝日町】 

  ・平成２年から無農薬栽培、減農薬栽培による米を生産している。モモも農薬を最小限にした栽培に取り組んで

いる 

・大豆粕、ナタネ粕など各種有機質肥料を施肥時期に応じて施用している。 

・水稲では、動力除草機を導入するとともに、一部再生紙マルチにも取り組んでいる。 

・販売先は、生協、個人に販売で、生育情報通信や見学会開催により消費者との交流を図っている。 

八日市市 

【滋賀県八日市市】 

  ・病害虫防除所の病害予察のほか、市独自の予察調査も合わせて防除時期の判断、薬剤を選定し、農薬使用を必

要最小限にするきめ細かな防除を実施している。 

・市単独事業で畦畔にカバープランツを栽植し、除草剤の節減と景観づくりに努めている。 

・琵琶湖の水質保全のため、田植期の水田からの濁水の防止、施肥田植機の普及などに取り組んでいる。 

富田林市土壌改良研究会 

【大阪府富田林市】 

  ・化学肥料を節減したきゅうり、なすの施設栽培に取り組んでいる。 

・購入した乾燥牛糞を１年間かけて完熟化し、利用することにより土づくりを推進し、連作障害を回避している。 

・コーティング肥料の施用で、化学肥料を２割削減するとともに、土壌分析に基づいた施肥を実効している。 

・夏期に太陽熱利用による土壌消毒で土壌伝染性病害を回避している。 

(有)やさか共同農場 

【島根県那賀郡弥栄村】 

  ・村内の畜産農家との連携によって、稲わらと堆肥を交換し、土づくりを基本とした水稲、大豆、野菜の有機農

業に取り組んでいる。 

・中耕除草機などを積極的に導入して労働力を軽減し、生産性の高い経営を実践している。 

・情報誌の発行の他、新規就農者のために村内集団とともに有機農業講座を開講している。 

北村 親二 
【長崎県北松浦郡佐々町】 

  ・昭和 50 年から茶の無農薬・無化学肥料栽培に取り組んでいる。 
・改植時に深耕し、年間１ｔ／10ａの堆肥、かやを投入することにより、土づくりに取り組んでいる。 
・化学肥料を使用せず、骨粉、油粕の有機質肥料を施用時期によって混合施用し、窒素成分で、県基準の 50％程

度削減している。 

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 

沼田町特別栽培米生産者の会

【北海道雨竜郡沼田町】 

  ・土層改善と合わせ、良質有機物を施用して、土づくりを行い、昭和 63 年から農薬の節減による特別栽培米を生

産している。防除、除草の農薬散布は、必要最小限にとどめ、使用回数の節減を図っている。消費者への宅配

時には、栽培情報も合わせて提供しているほか、現地交流会、消費地懇談会などで相互交流を図っている。 

中士別農の会・赤とんぼ 

【北海道士別市】 

  ・平成６年から無農薬、減農薬の特別栽培米の生産に取り組んでいる。有機発酵肥料（米ぬか、魚かす、骨粉）

を中心に施用して化学肥料の節減を図るとともに、病害虫には年７回の発生予察で対応している。消費者に生

育状況などのほ場説明会を開催し、生産現場の理解に努めている。 

金井 正 

【北海道江別市】 

  ・昭和 48 年から畑作物、野菜の有機栽培農産物の生産に取り組んでいる面積の 20％を休閑緑肥とし、エン麦の鋤

込み、野草原料の堆肥、有機質肥料、土壌改良資材の投入など、土作りに積極的に取り組んでいる。農作業体

験ツアーにより消費者交流を図り、生産現場の理解の促進に努めている。 

石巻市施設園芸生産組合 

産直部会 

【宮城県石巻市】 

  ・有機質肥料を中心とした肥培管理で農薬、化学肥料を節減した施設きゅうりの生産に取り組んでいる。稲わら

堆肥、豚ふん堆肥、木炭などで土作りに努め、化学肥料は収穫期にのみ液肥を使用している。技術指導、展示

ほ場の設置により会員相互の技術平準化に努めている。 

真室川町・真室川町農業協同組合 

【山形県最上郡】 

  ・化学肥料、農薬を節減した米の生産に取り組んでいる。独自の発酵微生物資材を堆肥の完熟促進、畜舎の悪臭

防止に用いている。町で協議会を設置し、生産研修、パンフレット配布するとともに、町単事業を実施し、町・

農協が一体となって環境保全型農業の普及に努めている。 

会津坂下町農業協同組合 

有機低農薬米研究会 

【福島県河沼郡会津坂下町】 

  ・昭和 63 年から化学肥料、農薬の節減による米の生産に取り組んでいる。畜産農家に堆肥盤の設置を指導し、地

域内有機物を利用した完熟堆肥を水田に還元し、有機物のリサイクルを進めている。東京の販売店・消費者を

対象にした田植・稲刈の体験交流会を開催し、生産現場の理解に努めている。 

東町自然有機農法生産組合 

【茨城県稲敷郡東町】 

  ・無農薬・無化学肥料、減農薬栽培での米の生産に取り組んでいる。稲わら堆肥、土壌改良材で土づくりを行い、

施肥は有機質肥料を施用している。７年からは、作付面積の 50％で再生紙マルチ技術を導入し、除草剤を使用

しない栽培にも取り組んでいる。販売先は、宅配便、小売業者、酒造業者と多様化を図っている。 

妙義町天王寺レンゲ米栽培研究会 
【群馬県甘楽郡妙義町】 

  ・８年から水田裏作にレンゲを導入し、減化学肥料の米の生産に取り組んでいる。地区水田面積の 1/5 にレンゲ

を播種し、美しい農村の景観形成にも役だっており、町全体への取り組みに拡大している。レンゲ祭の開催で、

地域住民と活発な交流活動を行っている。 
MOA 自然農法児玉産地支部 
【埼玉県児玉郡児玉町】 

  ・農水省ガイドライン、MOA ガイドラインに基づき、野菜、米の減農薬、無農薬栽培に取り組んでいる。畜産糞

尿、稲わら、牧草くずなどをもとに良質な堆肥を製造している。米ぬか、魚かすで化学肥料を節減するととも

に、土壌診断で適正施肥に努めている。水稲では、鯉の放流による除草にも取り組んでいる。 
青梅市天皇塚地区水田転作委員会 
【東京都青梅市】 

  ・裏作にレンゲを作付けし、化学肥料を節減した米の生産に取り組んでいる。当初は集団転作としての取組であ

ったが、現在は地区全体の 10ha に作付けが拡大している。ふれあいれんげ祭で市民参加のイベントを開催し、

地域住民との交流も活発に行われている。 
山梨市八幡農業協同組合 
【山梨県山梨市】 

  ・有機物主体の栽培で良質のブドウ、モモ栽培に取り組んでいる。農協が堆肥場を設置し、畜産農家との連携に

より、牛ふん、落葉樹チップ等を利用した良質堆肥を地域全体に供給している。ハウスビニルは、２年目にマ

ルチ利用し、その後リサイクルセンターで処理している。 
ちくま農業協同組合 
【長野県更埴市】 

  ・天敵（オンシツツヤコバチ）導入によって、減農薬栽培トマトの生産に取り組んでいる。７年に試験導入し、

８年にトマト生産農家全戸（62 戸）に本格導入し、農薬使用回数を大幅に削減した。営農指導員が発生予察、

天敵配布、効果確認等のきめ細かな技術指導を行い、天敵導入が地区全体に普及した。 

奨励賞  



 
 
 

広瀬地区農業協同組合 

【新潟県北魚沼郡広神村】   

・平成７年から化学肥料、農薬を減らし、特別栽培米の生産に取り組んでいる。農協が畜産農家と有機栽培農家

を結合させ、堆肥投入で土づくりを推進している。側条施肥で肥料を節減し、合わせて水系への流出防止を図

っている。 

能登やさい出荷協議会 

【石川県鳳至郡穴水町】   

・平成５年から化学資材を減らし、８年から国のガイドラインに基づく減農薬・減化学肥料栽培でトマト、イン

ゲンなどの野菜生産に取り組んでいる。２市４町１村の広域的な取り組みで、生産消費者との交流も盛んに行

われている。 

恵那愛農米生産組合 

【岐阜県恵那郡山岡町】 
  

・昭和 63 年から減農薬・減化学肥料による米の生産に取り組んでいる。堆肥や有機質肥料を基に、化学合成資材

の使用を極力抑えている。10 年前から消費者と、田植え、草取など体験交流会を開催している。 

佐用郡農業協同組合 

【兵庫県佐用郡作用町】 
  

・町立の土づくりセンターで製造した堆肥を利用し、化学肥料、農薬を節減した米の生産に取り組んでいる。７

年から、コープこうべとの契約により、特別表示米として販売している。 

美浜町アイガモ農法研究会 

【和歌山県荷駄か郡美浜町】
  

・アイガモ農法によって無農薬、無化学肥料で米の生産に取り組んでいる。アイガモ米が契機となり、消費者、

地域住民との交流が盛んになるとともに、環境に配慮した農業振興が町の施策として打ち出された。 

哲西町野菜生産組合 

【岡山県阿哲郡哲西町】 
  

・平成３年から無農薬栽培などで野菜・スモモの生産に取り組んでいる。岡山県有機無農薬農産物認証制度で少

量多品目の野菜を生産し、町内学校給食に提供するほか、倉敷市内に常設売場を設置している。 

湯野地区集落検討会 

【広島県深安郡神辺町】 
  

・肥料、農薬を節減した水稲栽培に地域ぐるみで取り組んでいる。発生予察ほ場での病害虫診断研修で、効率的

防除を実施。JA「環境講座」、中学校「水田環境調査会」にも参加し、環境教育にも貢献している。 

八万犬山郡市型稲作研究会 

【徳島県徳島市】 
  

・昭和 62 年から、都市部で住民と共存できる農業を目指し、減農薬栽培による米生産に取り組んでいる。平成４

年からは、一部のほ場でアイガモ農法を導入し、さらに取り組みが拡大しつつある。 

西条市農業協同組合 

特別栽培米部会 

【愛媛県西条市】 

  
・平成３年から減農薬栽培による米の生産に２集落で取り組んでいる。レンゲ播種、土壌改良資材で土づくりを

行い、ナタネ油粕、有機配合肥料で品質確保し、消費者との交流も重視している。 

夢産地とさやま開発公社 

【高知県土佐郡土佐山村】   

・平成４年に地域産業振興の拠点として設立され、清流鏡川の保全の一環として環境保全型農業を推進している。

良質堆肥を製造し、供給するとともに、有機栽培などの実証、研修会の開催に取り組んでいる。こうち生協と

の意見交換、料理講習会なども開催している。 

久保田町農業協同組合 

【佐賀県佐賀郡久保田町】   

・昭和 62 年から「有機の里」として減農薬、無化学肥料栽培の施設野菜の生産に取り組んでいる。籾殻を畜産の

敷料とし、完熟堆肥を水田、施設に投入している。施設トマトでは、天敵（オンシツツヤコバチ）を導入し、

農薬を節減している。 

栗原トマト生産組合 

【大分県宇玖珠郡九重町】 
  

・畜産複合経営による堆肥投入で化学肥料、農薬を節減したトマトを生産している。毎年の土壌分析に基づいた

施肥で、過剰施用を防止している。接木苗の導入で、土壌消毒剤を使用しない栽培方法としている。 

宮崎県経済農業協同組合連合会 

土壌診断センター 

【宮崎県宮崎市】 

  

・平成３年から県の「土壌健全化運動」と一体となり、土壌診断に基づいた適正施肥を指導し、過剰施肥防止に

貢献している。診断件数は、施設園芸を中心に、年間１万件の土壌を分析し、土壌診断研修会、土壌コンクー

ルを通じて土づくりを指導している。 

伊佐山野稲作部会 

【鹿児島県大口市】 
  

・昭和 62 年から家畜ふん、籾殻など地域有機物資源を堆肥化し、鶏ふん主体の有機質肥料で、無化学肥料による

米の生産に取り組んでいる。病害虫発生予察情報を活用し、農薬散布も節減している。 

儀間メロン生産組合 

【沖縄県中頭郡読谷村】 
  

・平成５年から有機質肥料中心としたメロン栽培に取り組んでいる。緑肥すき込みのほか、土壌診断に基づいた

施肥設計を実施している。太陽熱土壌処理を取り入れ、消毒剤の使用を隔年に減らしている。 



 
いわて生活協同組合 

 

  

対応事例：岩手県西和賀農業協同組合 

 ・西和賀農業協同組合との産直は、1973 年の牛乳から始まり、野菜、加工商品と広がっている。特に、野菜に

ついては、採れたてでそのまま生産者の設定した価格で引き取る「畑のたより」の取組みと、その野菜が採

れる時期に毎月２回店で行われる生産者直売会を行っている。 

 ・生協組合員と生産者の交流活動も毎年開催され、「顔とくらしが見える関係」を一緒に育てている。1991 年か

ら新しい産直交流事業として農村体験交流の「みるきぃうぇいｉｎ西和賀」を開催している。 

 ・環境に配慮した持続可能な農業地域の産物を地域内流通させることを積極的に支援している。 

生活協同組合コープやまぐち 

  

対応事例：山口県仁保農業協同組合 

 ・仁保農業協同組合との産直は、昭和 46 年の店舗における朝市から始まり、平成２年にはコープ店内に特設コ

ーナーを設置している。取扱い品目は主に無農薬又は減農薬により生産された多品目の野菜で、生産者と農

薬の使用回数を１袋づつ明記している。 

 ・田植え、草刈、稲刈り等の農作業体験を通じ消費者と生産者・産地の相互理解を深めている。 

 ・消費者代表として、農薬・化学肥料の使用等について生産者との合意を図り、双方の合意に基づく生産の栽

培基準の作成に関与している。 

 ・環境保全型農業を推進している市町村、農協との連携を図り「ともに育てる産地づくり」を目指して、生産

者・産地側への情報提供等を通じて産地の維持拡大を支援している。 

 

特別賞  


