
第４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 

東川町農業協同組合 
【北海道上川郡東川町】 

ピーマン 
だいこん 
にんじん 

 

・ 堆肥センターにおいて、町内の稲わら、野菜くず、オガクズ等を原料に堆肥を製造し、土づくりを推進 
・ 年間 4000 点以上の土壌分析（無料）に基づき適正施肥を指導 
・ 緑肥、クリーニングクロップの導入促進のため、種子代を助成 
・ 土づくりの重要性を PR するため、土づくり優良事例を紹介する通信誌を発行 
・ 水田の畦畔にカバーグラスとしてハーブ等を植栽し、害虫忌避と美化運動推進 
・ 野菜では、ピーマンのアザミウマ類板策としてハウス内トラップの設置による発生予察と誘蛾灯の設置、だい

こん・人参の線虫対策としてエン麦（ヘイオーツ）を奨励するなどにより農薬の使用回数を節減 
・ 肥料袋は農家で秋まで保管し、青年部で回収してリサイクル会社に引き渡し、リサイクルに役立てている。 
小売店や生協との米づくり体験会、交流会、米づくり通信簿等を通じて活発な交流を行っている。 

みやぎ仙南農業協同組合 
丸森地区稲作部会 
【宮城県伊具郡丸森町】 

米  

・畜産農家と耕種農家との交換供給によって完熟たい肥を供給し、土づくり推進 
・ 秋耕を行い、腐熟を促進させるため 15 ㎝以上の深耕を奨励 
・ 土づくりと有機質肥料の投入による減農薬栽培米のほか、アイガモ農法によって無農薬栽培米を生産 
・ 除草方法として、本年より乗用型除草機の導入や再生紙マルチ栽培の試験などの先駆的な取組を開始 
・ みやぎ生協と田植え、稲刈りといった農作業体験を通じた交流会を多数開催 
・町独自の農産物認証制度導入の検討 

やまじょう果樹部会 
【長野県上田市】 

りんご  

・堆肥を使用した無化学肥料栽培によるりんご生産 
・ 地元畜産農家のふん尿に木皮を混ぜて堆積したたい肥を、バックホー利用組合の協力のもとに施用 
・ 農薬散布も必要最小限にとどめ、地域の慣行防除回数より３～４回少ない防除としている。 
・ 性フェロモン剤を利用した防除の試行で一層の農薬節減に取り組んでいる。 
・ たい肥では、りんご樹勢が落ちるため、着果数を減らして樹勢を維持し、味を重視した完熟果を生産 
・ 会員どうしで年間６回の栽培点検を実施し、高品質果実の生産を維持 
・長野県「環境にやさしい農産物表示認証制度」に基づいた表示を実施 

長政農家組合 
【新潟県岩船郡荒川町】 

  

・集落内で畜産と耕種と連携した土づくりによって、化学肥料を節減した栽培で高品質な米の生産 
・ たい肥センター利用組合が、畜産農家と牛糞とカントリーエレベータからの籾がらを原料にたい肥製造し、耕

種農家ほ場に散布 
・ブロックローテーションの集団転作の際、赤クローバーの作付けとたい肥投入により地力増進に努めている。 
・ 集落ビジョンに耕畜連携システム確立による環境保全を掲げ、集落全体で環境保全型農業を推進 
・町内の多くの水稲栽培組合において、土づくりを見直す契機となった。 

農事組合法人 黒内果樹園 
【岐阜県吉城郡古川町】 

りんご 
もも 11ha 

・畜産農家からのたい肥や有機質肥料の利用によって化学肥料、農薬を節減 
・ 土壌診断結果に基づき適正施用し、化学肥料を３割削減 
・ りんごのモモシンクイガ、もものコスカシバ対策として、合わせて 11ha に性フェロモン剤（交信かく乱）を導

入し、農薬散布回数を３割削減 
・ 観光農園のほか、郵パック・運送会社４社と提携し、宅配により販路を拡大 
・りんごの木オーナー制度、感謝祭などにより消費者と交流 

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 

あわじ島農業協同組合 
【兵庫県三原郡三原町】 

レタス 
はくさい 2,500ha 

・ 露地野菜（レタス、はくさい等）の害虫であるハスモンヨトウを対象に性フェロモントラップを利用（捕殺）

した減農薬栽培 
・ 16 カ所の定点での捕殺数と発生傾向を定期的に掲示して、的確な防除の推進 
・ トラップ設置面積は 2,500ha（１基／ha）に達し、地域一体となった取組に拡大 
・ 土壌分析による施肥設計で適正施肥を実施 
・ 畜産農家の良質たい肥を耕種農家へ仲介して、土づくりを推進 
・ たまねぎの加工段階で発生する残さをたい肥原料として利用 
・ 肥料袋、マルチ用ビニール等の農業用廃プラスチックを農協が回収し適正処理 
・販売先のコープこうべとの交流会を開催 

四万十たい肥センター 
【高知県高岡郡窪川町】 

にら 
ピーマン  

・地域内畜産農家のふん尿を十分に腐熟させて良質なたい肥を製造し、耕種農家に供給する地域内リサイクル体

制を確立 
・たい肥は年間 3,600ｔ製造し、町内の水稲、野菜（ニラ、ピーマンなど）農家に配布、ほ場散布の他、町外農家

にも供給 
・JA、普及センターと連携し、実証ほの設置等により耕種農家へのたい肥技術指導を実施 
・町内の女性グループからの提案で、生ゴミの分散促進剤に適したたい肥「かえるんど」を開発 
・生ゴミ堆肥を利用し、町内の花いっぱい運動、花苗の配布活動など景観保全など地域へ貢献 
・町内消費者との交流により、生ゴミリサイクルの意識向上 

姶良町有機部会 
【鹿児島県姶良郡姶良町】 

キャベツ 
はくさい 

ブロッコリー 
 

・地域内の畜産農家からのふん尿や有機質肥料で土づくり 
・米の生産は、良質たい肥を利用し、減農薬栽培で生産 
・キャベツ、はくさい、ブロッコリーなどの野菜は、輪作により病害虫の発生を抑制するとともに、ハスモンヨ

トウ対策として、性フェロモントラップによる捕殺で密度抑制 
・毎月の定例会での栽培技術研修、経営研修によって技術の向上を図り、品種や体型別の栽培マニュアルを作成 
・ 町内のＡコープ、小学校、県内の生協等のほか、10 年６月には農協に直売店をオープンさせ、農産物を幅広く

販売・消費者アンケート調査の実施、消費者グループとの田植え、稲刈等で積極的に交流を行っている。 



 
 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 

JAとうや湖クリーン農産物研究会 

【北海道虻田郡洞爺村】 

馬鈴薯 

にんじん 

54ha 

10ha 

・輪作、緑肥作物（エン麦）の導入、良質有機物の投入による馬鈴薯（54ha）、にんじん（10ha）の減農薬栽培 

・農薬の種類及び散布回数の限定など栽培基準の設定と遵守 

・気象観測ロボットのデータを活用して、疫病発生予想情報を会員に提供し、農薬散布回数を節減 

・土壌診断に基づく適正施肥 

・コープこうべ、コープみやぎ生協を始めとする消費者とほ場見学、作況説明会により交流 

・地元の学校給食への食材提供、アンケート調査の実施による地場消費活動 

・農協、村、普及センター等関係機関が連携した推進体制 

田子町農協稲作部会 

有機栽培稲作研究会 

【青森県三戸郡田子町】 

  

・稲わらと畜産農家の家畜ふん尿とを無償交換し、堆肥センターを中心とする地域内リサイクルシステムを確立 

・たい肥等の有機物の投入により、冷害・病害虫に強い減農薬栽培米の生産 

・たい肥投入の土づくり基準を２年間継続実施した後に会員資格が得られる。 

・病害虫と冷害に強い良食味米を生産するため、会員に栽培協定の遵守を徹底 

・食味調査で品質確保したものを宅配などで販売し、販路を拡大 

・生産者と消費者との「顔と暮らしの見える産直」をきゃっフレーズに年に５回の交流会を実施 

・蛍やとんぼが蘇り、地域環境の保全にも貢献 

沼南町果樹組合 

【千葉県東葛飾郡沼南町】 

  

・農薬削減が難しいといわれる梨栽培で、大学、農業試験場等専門機関との幅広い協力体制により、農薬の節減に取組 

・７年間の段階的な農薬節減スケジュールを策定し、様々な方法により農薬散布回数を35回から25回と約３割節減 

・病害虫観察と気象データに基づく発生予察により、無駄な農薬散布を回避 

・シンクイガ類、ハマキ類の重要害虫に対しては、トラップを設置し、発生状況を把握、適期防除するとともに、

性フェロモン剤を試行 

・アブラムシ、ダニ類の天敵昆虫を試行しているほか、カメムシ捕殺器も試作 

わかさ小浜有機米生産部会 

【福井県小浜市】 

 47ha 

・籾がらたい肥、有機質肥料の投入による水稲の無化学肥料・減農薬栽培 

・籾殻堆肥化施設を設置し、カントリーエレベーター、ライスセンターから排出される未利用資源の籾殻をたい

肥化し、秋期に 15 ㎝の深耕を行い地を実施 

・土壌診断によって、たい肥投入量を設計し、施肥量を節減 

・栽植密度を坪当たり 60 株以下と疎植栽を励行し、耕種的方法でいもち病、紋枯病の羅病を抑制 

・当初の３戸・0.8ha から 102 戸・47ha へと大幅な取組拡大 

一志東部軟弱ハウス部会 

【三重県一志郡嬉野町】 

  

・施設野菜において、肥料、農薬を節減した輪作体系 

・土壌分析に基づき、不足養分を補う適正な施肥 

・ライスセンターの籾殻を利用した籾殻たい肥による土づくり 

・だいこん、葉ねぎ、ほうれんそうの輪作体系により、連作障害を回避 

・誘蛾灯の設置や性フェロモンを利用してコナガ、ハスモンヨトウを防除し、農薬を節減 

・部会員全員と関係機関で、月１回現地巡回志、技術向上に努力 

農事組合法人 新免営農組合 

【滋賀県大津市】 

  ・地域内の牛ふんたい肥施用による土づくり 

・水稲は、側条施肥により化学肥料を 20％削減 

・畦畔形成機（畔ぬり機）や水田ハロー等により代かき水の落水防止 

・病害虫発生状況調査員（12 名）を設置して発生状況を把握し、必要最小限の防除を実施 

・畦畔や法面にグランドカバープラントを植栽し、除草と合わせ農村景観の保全に努力 

・田植え、芋掘等農作業体験を通じた消費者との交流や地域の消費者とフォーラムの開催 



鎌田 忠明 

【徳島県那賀郡羽ノ浦町】 

  

・施設きゅうりの連作障害対策として、土づくりを重視した栽培で高品質、高収量を確保 

・ ネコブセンチュウ対策としてソルゴー、マリーゴールド等を栽培し、合わせて太陽熱による土壌消毒を実施。 

慣行に比べ農薬を３割節減 

・オカラ、籾殻と発酵菌を混ぜた自家製完熟たい肥による土づくり 

・深耕ロータリーを利用した深耕による根圏作土層の改良 

・地元小学校の副読本の教材として紹介され、毎年小学生が農業体験学習 

福岡市農業協同組合 

普通作研究部会 

【福岡県福岡市】 
  

・各農家が虫の発生状況を「虫見板」で観察し、農薬散布回数を節減 

・地力向上のため、稲わら、レンゲの鋤込みや有機物、たい肥を投入 

・防除はＡ、Ｂ、Ｃの３段階の減農薬の稲作ごよみを作成し、ランク別の旗を圃場に立てて周囲に取組を PR 

・一部のほ場では、アイガモ農法による無農薬栽培を実施 

・当初（昭和 59 年）の 104ha から 420ha に取組が拡大 

・グリーンコープ生協との契約栽培のほか、スケッチ大会、かかしコンテスト、収穫祭など消費者と交流会を開催 

 
 
 

 



 
名称 

（所在地） 対象作物 環境保全型 
農業実績面積 取 組 概 要 

中札内村 
【北海道河西郡中札内村】 

 

 

・畜産団地から発生する有機物を機械センターによって畑作農家に還元する地域複合システムを構築 
・各農家のたい肥盤の設置に対して助成し、土づくりを推進 
・土壌分析結果にもとづく肥料の適正使用 
・４年輪作の確立に加え、緑肥作付を奨励し、種子代金を補助 
・村内豆腐店とタイアップして、地場産大豆を振興 
・地場産品を学校給食へ提供 

大東町農業技術センター 
【岩手県東磐井郡大東町】 

 

 

・壌診断と診断カードを作成して適正施肥の指導 
・町内の畜産有機物を耕種農家との稲わら交換により農地に還元して土づくり 
・水稲、野菜について、有機栽培や減化学肥料、減農薬栽培について実証 
・きゅうりはうどんこ病に強い自根きゅうりに切り替え、りんごのコナガ防除には性フェロモン剤を利用するな

ど、農薬の節減に努力 
・東京都と有機農産物等の流通協定を締結し、流通販路を拡大 
・農業技術センターを核として、普及センター、町、JA が一体となり指導 

美浦村 
【茨城県稲敷郡美浦村】 

 

 

・JA美浦トレーニングセンターから出る馬糞を、JAのコンポストセンターでたい肥化し、水田、畑の土づくりに活用 
・たい肥利用して特産品のマッシュルームを生産し、菌床をたい肥原料に再利用 
・たい肥と有機質肥料で、水稲は無化学肥料栽培、いちご・イチジクは農薬使用を節減 
・境への負担を削減した農法によって生産される農産物作り、「Ｅ美浦活動」を展開し、「Ｅ」マークの統一ブランドにより販売 

本庄市有機１００倍運動推進協議会 
【埼玉県本庄市】 

 

 

・ハスモンヨトウの防除のため、ペットボトルを再利用したフェロモントラップによる捕殺で農薬の節減に取り組んでいる。 
・ ペットボトルのリサイクルで、コストは 1/3 になり、又、廃棄物の再利用化が図られた。 
・トラップづくりには市内小学生も参加し、設置面積は 1,000ha（１基／ha）に拡大し、市全体の取り組みに発展 
・行政、JA 等関係機関が協力して協議会を設立し、広範囲な取組を実現し、周辺市町村はもとより、他県にも波及 

有限会社 しものファーム 
【大阪府堺市】 

 

 

・こまつなの施設栽培で、徹底した施肥管理による塩類集積の軽減、土づくりの励行による土壌改善 
・発酵籾がらたい肥、有機質肥料主体の配合肥料を土壌分析に基づき施用 
・マメハモグリバエには黄色粘着トラップ、コナガ等には BT 剤を使用し、農薬を慣行の１／３に削減 
・年１回、自主的に土壌分析、生産物の残留農薬、用水の水質等を検査 
・農水省ガイドラインに基づく「減農薬減化学肥料栽培」の表示 
・加入している農事組合法人の農家に技術指導し、取組が拡大 

安好の会 
【島根県仁多郡横田町】 

 

 

・再生紙マルチ栽培による水稲の無農薬無化学肥料栽培を確立し、10 年から農水省ガイドラインによる表示を開始 
・牛糞、鶏糞、まいたけ菌廃ブロック、ゼオライトを原料としたたい肥による土づくり 
・たい肥のほか、各戸で油粕、骨粉、発酵豚糞、豆腐粕等を原料とした自家製堆肥を製造 
・県内の生協・酒造業者へ販売するほか、一般家庭にも宅配して販路を拡大 

菊川町レインボー稲作研究会 
【山口県豊浦郡菊川町】 

 

 

・アイガモ農法による無農薬栽培米及び減農薬栽培米の生産 
・たい肥、麦わら、れんげ等を積極的に投入して土づくりを実施 
・９年からはキャベツなどにおいて減農薬栽培野菜を生産 
・米とアイガモ肉をグリーンコープ生協のほか、地元「道の駅」で販売 
・グリーンコープ生協との交流イベント等、消費者と積極的な交流 
・「アイガモ放鳥式」は地域イベントとして定着 

優秀賞 （全国環境保全型農業推進会議会長賞） 



北大東村ジャガ芋生産部会 

【沖縄県島尻郡北大東村】 
  

・連作障害を避けるため、さとうきびと馬鈴薯との輪作 

・定期的な土壌診断、緑肥の鋤込みによる土づくり 

・さとうきび～クロタラリア～馬鈴薯の輪作体系により、連作障害を回避するとともに、緑肥（クロタラリア） 

のすき込みでセンチュウの密度も抑制 

 
 
 
 



 
農事組合法人 士別農園 

【北海道士別市】 

  

・耕種部門の野菜くず等を飼料にする一方、畜産部門の家畜ふんをたい肥化 

・たい肥のほか、大豆かす、なたね粕などを原料とした有機質肥料で土づくりを行い、農薬の使用回数を節減 

・多品目・少量生産により自己完結型の多角経営を実現 

・除草対策は手取り又は中耕で対処し、除草剤は使用しない。 

・直接販売を通じて消費者との交流、「農園通信」を消費者に発信している。 

平鹿町 

【秋田県平鹿郡平鹿町】 
  

・平成６年、有機センターを設置し、養豚農家の糞尿を利用したい肥生産 

・JAのカントリーエレベータからのモミガラをたい肥の副資材として活用するなど、地域の有機質資源を有効活用 

・たい肥のバラ散布の活用を促進するため、トラックやマニュアスプレッダー等を導入し、農家へ貸与 

・町、JA、生産組織が一体となり農業用廃プラスチックの適正処理を推進 

さがえ西村山低農薬有機栽培 

米生産振興協議会 

【山形県寒河江市】 
  

・管内５ヶ所の堆肥センターの完熟たい肥の散布の義務づけと栽培圃場の土壌診断の実施により、化学肥料を節減 

・基肥量の制限、有機配合肥料の使用、農薬使用量慣行の 50％以下など、独自の栽培基準を作成し、基準の遵守

についてチェック 

・大手スーパーと契約栽培を結び、毎年生産者及び関係機関一体となった販売キャンペーンを実施 

報徳たい肥化研究会 

【福島県西白河郡西郷村】 
  

・畜産農家からのふん尿の有効利用と地域の環境問題解決のため、たい肥を製造 

・３か月の一次発酵の後に６か月間切り返しの長期製造 

・たい肥に米ぬか、貝化石などを添加して良質たい肥に仕上げるとともに、成分分析やほ場での栽培試験により、

耕種農家が利用しやすいようにしている。 

宇都宮農業協同組合 

果樹部会りんご専門部 

【栃木県宇都宮市】 
  

・リンゴの害虫であるハマキムシ、キンモンホソガ、シンクイムシ類を対象に、性フェロモント剤を導入 

・市内６圃場にフェロモントラップを設置し、害虫の発生消長の確認と果実・葉の被害程度を調査 

・殺虫剤は、発生・被害状況を確認しながら散布し、慣行に比べ約６割まで削減 

・生協組合員を始めとする消費者との現地交流会を実施 

後藤農園 

【群馬県北群馬郡子持村】 
  

・こんにゃくの栽植密度を標準より 20％少ない疎植とし、腐敗病等が発生しても蔓延しないようにしている。 

・耐病性品種の導入による、ボルドー液の散布回数の削減と、緑肥作物との輪作により大幅な農薬の節減を実現 

・植付け直後にエン麦をバラ播きして、雑草の発生を抑制するとともに、土壌表面からの土砂の跳ね上がりによ

る腐敗病、葉枯病の発病を抑制 

東大和市自然農法研究会 

【東京都東大和市】   

・堆肥センターを建設し、学校給食の食物残さ、コーヒーの絞りかす、落ち葉を利用したたい肥を製造し、地域

内リサイクルを実施 

・研究会は月１度開催し、野菜の減農薬栽培を行っている。 

全国MOA自然農法産地支部連合会

小田原産地支部 

【神奈川県小田原市】 

  

・河川敷の萓、しいたけの廃木、剪定クズなどの未利用資源を積極的に利用したたい肥づくり 

・果樹園の下草に緑肥としてヘアリーベッチを用い、雑草防除、窒素供給を可能にする草生栽培 

・生産者と消費者による産地見学会を毎年１回開催し交流 

下部町 

【山梨県西八代郡下部町】   

・米ぬか、もみ殻を発酵させた生ゴミのたい肥化 

・９年から 24 戸でアイガモによる減農薬栽培米の生産を 1.4ha で取り組んでいる。 

・婦人団体が中心になり、家庭廃油からの石鹸づくりで家庭排水の浄化に取組み、自然環境保全にも力を入れている。 

大井川農協 

環境保全型農業推進研究会 

【静岡県藤枝市】 
  

・茶園を中心に、EC、土壌水分、地温、気温、害虫の発生量等がリアルタイムに観測できるネットワークシステ

ムを構築し、適正施肥、適期防除を行っている。 

・点滴施肥による施肥量削減の実証試験を実施 

・茶の重要害虫の一つであるハマキ類対策として、発生予察、密度抑制に性フェロモント剤を利用 

・茶園直下などの湧水の水質を調査し、茶園からの影響をモニタリング 

・農家へのチラシ配布、講習会の開催などにより、環境保全型農業技術の普及啓発に取り組む 

奨励賞  



 

 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 
取 組 概 要 

八ケ山園芸生産出荷組合 

【富山県富山市】 

  ・土づくりのために堆肥盤を設置し、完熟たい肥を基本とした野菜生産 

・発生予察による効率的な病害虫防除を実施し、トマトでは、マルハナバチを全面的に導入 

・定期的な土壌診断により施肥量を決定し、化学肥料を削減 

・ネギに肥効調節型肥料を用い、化学肥料を 20％節減 

・ハウスからでる廃プラスチックや施設の廃材を、毎年１回処理業者を通じて適正処理 

全国自然農法連合会石川連合会

羽昨産地支部 

【石川県羽昨市】 

  ・土壌診断に基づく有機質肥料（魚粕ペレット肥料）の施肥 

・条間、株間の同時中耕除草機（試作機）による除草 

・市町村、JA、普及センターと研究会を開催し、技術交流や意見交換を実施 

豊橋農業協同組合 

【愛知県豊橋市】 

  ・キャベツ、はくさい等の露地野菜において、性フェロモント剤を用いた害虫防除 

・コナガ防除のため性フェロモント剤（交信かく乱）を 68ha に設置し、農薬の散布回数を削減 

・ハスモンヨトウ対策として、性フェロモント剤トラップを水田をのぞく全耕地面積 3,000ha に設置（１ha に一基） 

して大量捕殺 

・定点のトラップ調査により発生密度を把握し、発生予察に活用 

・市、経済連、普及センター、病害防除所が協力して防除技術を普及 

御牧野菜研究会 

【京都府宇治市】 

  ・生産者がそれぞれ堆肥舎を持ち、鶏糞、馬糞等と稲わら、籾殻を原料にしたたい肥で土づくりを実施 

・土づくりにより肥料、農薬を節減し、化学肥料、農薬を慣行の５割削減 

・果菜類＋軟弱野菜の合理的な輪作体系による連作障害の回避 

・生協店舗でのパネル展示、生協組合員との栽培圃場での交流会 

陽光ファーム21 

【奈良県宇陀郡榛原町】 

  ・ほうれんそう、こまつななどの有機栽培野菜の生産 

・防除は、雨よけや防虫ネット等の耕種的防除 

・地域の畜産農家からの糞尿と食物残さ、米糠等でたい肥を自家生産 

・水稲はアイガモによる無農薬栽培 

・敷地内に設置された交流・宿泊施設を年中無休で、消費者（会員）に開放し、消費者と交流 

合鴨水稲栽培橋本会 

【和歌山県橋本市】 

  ・アイガモ農法による、無農薬無化学肥料栽培 

・３戸（158 アール）からスタートし、３地区 16 戸の取組に拡大 

・地区の小学生を招いて田植え、アイガモひな放飼を行い、農業・生き物とのふれあいの場を提供 

鳥取中央農業協同組合倉吉市支所

ゆきっこだいこん生産部 

【鳥取県倉吉市】 

  ・ハウス栽培のプリンスメロンとだいこんの作付体系で減農薬栽培に取り組んでいる。 

・発酵たい肥と土壌改良資材を施用することにより、土壌の理化学性の改良、土壌病害を抑制し、安定的な生産

に努めている。 

・防除は、土壌消毒１回、早期の防除１回に留め、慣行栽培の５割に節減 

・だいこんは、「ゆきっこ大根」とネーミングして、量販店、生協に販売 

・鳥取県生協と農作業体験、料理教室等で交流 

赤坂町 
【岡山県赤磐郡赤坂町】 

  ・町内に畜産農家が少ないため、未利用有機物（レストラン、学校給食などからの残さ）と米ぬかを使用して、

有機物供給施設で完熟たい肥を製造し、土づくりを実施 
・町内の「有機無農薬農産物生産組合」において、野菜・水稲・果樹栽培にたい肥を利用 
・ふれあい青空市において、生産物を販売 



高野町野菜組合 

【広島県比婆郡高野町】 
  

・大根のキタネグサレセンチュウの防除対策として、対抗植物のエン麦（ヘイオーツ）との輪作体系を確立 

・農薬依存の栽培技術から脱却し、10ａ当たり 10 万円のコストを低減 

・秋から冬にライムギを栽培し、緑肥としてすき込んで土づくり 

・町といっしょに、生協や商店街との交流会を実施 

岡地区家畜ふん尿処理営農組合 

【香川県香川郡香南町】   

・地域の家畜ふん尿を利用した土づくりによる農産物生産 

・関係機関が一体となり地域の家畜ふん尿を利用する堆肥センターとふん尿処理営農組合を設置 

・たい肥利用することにより化学肥料を節減し、病害虫に強い作物体により農薬の散布回数も節減 

稲荷東集落営農組合 

【愛媛県伊豫市】 
  

・産直の店を通じて消費者への PR 

・農水省ガイドラインに基づくレタスの減農薬栽培 

・大阪いずみ生協と提携し、農薬を慣行の５割以下（除草剤は使用しない）に削減 

・完熟たい肥を購入し、組合員は散布機で散布 

農援隊 

【佐賀県東松浦郡肥前町】 

  

・養豚農家のふん尿をたい肥化して、耕種農家に還元し、地域循環農業を実践 

・豚ふんたい肥の土づくりにより、水稲、いちご、タマネギの減農薬・減化学肥料栽培 

・圃場での互評会、情報交換の月１回の勉強会の実施 

・生協グリーンコープ、生協福岡との契約栽培による販路拡大 

・生協消費者と現地圃場案内、収穫体験等の交流会 

諫早農業協同組合普通作部会 

【長崎県諫早市】 
  

・中山間部の棚田において、レンゲの鋤こみによる土づくり 

・平坦水田地帯では、肥効調節型肥料を使って側条施肥による化学肥料の節減 

・新たに乾田不耕起直播栽培の低コスト技術にも取組開始 

・レンゲ畑を会場に近郊の消費者団体との交流会の実施 

熊本県経済農業協同組合連合会 

【熊本県熊本市】 

  

・県下２６施設のたい肥センターを含めた広域たい肥需給調整の体制を整備し、良質たい肥を製造 

・たい肥の需給調整は「県たい肥情報管理センター」において一元的に実施 

・耕種農家を対象にした散布実演研修会による土づくり技術の普及 

・堆肥生産農協と耕種農協のモデルＪＡを設置し、フレコン流通、マニュアルプレッダーによる省力散布という 

新しい流通利用体制を整備 

・１０年度には、４地区の農協間で「有機物資源の需給推進協定」が締結され、一層の広域需給体制が整備 

・堆きゅう肥の品質・成分を評価した共励会を開催する等、良質堆きゅう肥の生産技術の向上支援の実施 

梶原 隆則 

【大分県玖珠郡玖珠町】 
  

・牛ふん、カヤなどを原料とした自家製の完熟たい肥による土づくりで、病害虫に強いキュウリ生産 

・土壌病害の発生ほほとんど無く、農薬も著しく節減している 

・マルチ、敷きワラの活用により除草剤は使用していない 

・土壌分析に基づいた施肥設計により、無駄のない施肥 

宮崎市環境保全型農業研究会 

（宮崎中央農業協同組合青年部）

【宮崎県宮崎市】 

  

・天敵を利用して農薬散布を節減したトマト生産 

・トマトのコナジラミ類、マメハモグリバエ対策として、天敵を導入 

・県農業試験場の指導を受け、研修会等により、天敵利用技術について検討 

 
 

 

熊本県経済農業協同組合連合会 

【熊本県熊本市】 
  

 

特別賞  


