
第５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 

東神楽クリ－ンライス研究会 
【北海道上川郡東神楽町】 

水稲 1,205.0ha 

・研究会におけるクリ－ンライス生産要領９原則の策定 
・稲作農家の籾殻と畜産農家の牛糞で良質な堆肥づくり、土壌診断に基づく施肥管理と堆肥・土壌改良資材の適

正活用による土づくり 
・発生予察の徹底と情報提供による防除回数の削減 
・地域消費者団体との懇談会、親子体験学習での田植、稲刈など消費者との交流 

長井市レインボ－プラン推進協議会 
【山形県長井市】 

水稲 
野菜 １７.２ha 

・「まち」の生ゴミ、「むら」の畜ふんなどを原料に堆肥化し、農地に還元する一方、生産された農産物は台所に

供給する「まち」と「むら」の地域循環システムを確立 
・家庭での生ゴミの徹底した分別による良質な堆肥づくり 
・循環のまちづくり交流会、展示ほの設置、生産農家の学習会など広範な活動を実施 
・農産物は学校給食にも提供し、教育の場でも活用 
・平成１１年４月に「レインボープラン農産物認証制度」を発足 

農事組合法人中山茶業組合 
【静岡県掛川市】 

茶 ２７.０ha 

・重粘土で排水不良という不利な条件下で、暗渠排水、深耕、山草投入により、物理性の改善を行いつつ土づく

りを推進 
・土壌分析やＥＣセンサ－、気象観測などを利用した適正施肥、病害虫発生予察による適期防除 
・作業日誌、施肥・防除記録の記帳による茶園のデ－タ管理 
・お茶摘みの実施、地元小学校の課外授業、ホ－ムペ－ジによる情報発信などによる消費者との交流 

こしじ農業協同組合 
【>新潟県三島郡越路町】 

水稲   
大豆 

９９０.０ha 
１９３.０ha 

・農地管理システムを活用して、土壌分析結果をマッピングして施肥量を節減 
・カントリ－エレベーターからの籾殻、キノコの菌床おがくずなど地域の有機質未利用資源の堆肥化による土づ

くりの推進 
・農業用使用済プラスチックの適正処理 
・生産者とＪＡ職員のボランティアでの連携による、棚田の管理を通じた景観保持 

阿久比米れんげちゃん研究会 
【愛知県知多郡阿久比町】 

水稲 ２５.０ha 

・基肥は緑肥作物であるレンゲのすき込み、発酵鶏ふん堆肥の施用、穂肥は有機含量５０％の肥料を用い減化学

肥料栽培を実施 
・栽植密度を下げることで、耕種的に病害虫の発生を抑えることにより無農薬栽培体系の確立 
・栽培技術・品質管理向上のため現地ほ場巡回、品質検査、食味計による玄米窒素含有分析を実施 
・地域消費者団体「あぐいくらしの会」との交流、地域住民参加のイベント「れんげまつり」の開催等積極的に

消費者と交流 
湖南中央園芸組合 
【滋賀県草津市】 

ほうれんそう 
だいこん 
日野菜 
みぶな 
ねぎ 
メロン 

４８.２ha 
１６.０ha 
１５.３ha 
４９.７ha 
７.０ha 
９.４ha 

・地域の条件にあった合理的輪作体系の導入 
・電撃殺虫器と防虫ネット、ＢＴ剤等を利用した農薬に依存しない防除体系の確立 
・栗東トレセンの馬ふん堆肥利用による土づくりの励行 
・多項目の土壌診断に基づく適正施肥による減化学肥料栽培の確立 
・農業用使用済みプラスチック類等の再利用と適正処理 

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 

松山市農業協同組合 
久万米生産部会 
【愛媛県上浮穴郡久万町】 

水稲 ３０３.０ha 

・上浮穴郡４町村全域を挙げて取り組む減農薬・減化学肥料栽培 
・高品質・良食味生産のための栽培管理の徹底 
・低温倉庫への保管等、年間を通した良食味維持 
・新たなる米産地として品質の均一化のためライスセンターを設置(平成 8 年)し、「久万高原清流米」の流通体制

の整備 
・減農薬・減化学肥料栽培表示による消費宣伝対策 

嬉野町環境保全型農業推進委員会 
【佐賀県藤津郡嬉野町】 

茶 
水稲 
いちご 
ねぎ 

さといも 
みょうが 

５８５.０ha 
４２０.０ha 
３.０ha 
１.０ha 
１.０ha 
１.０ha 

・土壌診断に基づく土づくりの推進、肥効調節型肥料等を利用した施肥量の低減 
・フェロモントラップ、誘察灯を用いた発生予察情報による効率的防除 
・稲わら等の有機質資材のリサイクル 
・緑肥作物としての菜の花、れんげの栽培と農村の景観づくり 
・農業用廃プラ問題について、町内を４ブロックに分割した分別回収・処理等の取り組み 
・農畜産物の積極的ＰＲと消費者との交流を図る「うれしの食のフェスタ」の開催 



 

 
 
 
 
 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 取 組 概 要 

余市町農業者グル－プ青梅会 

【北海道余市郡余市町】 

果樹 ２０.８ha 

・病害虫発生状況調査を会員全員が行い、結果の情報交換、検討会の実施などで情報を共有化してりんごを 

中心に減農薬栽培 

・地域内の豚糞を利用し、集団で堆肥づくり 

・果樹園でオ－ナ－制を導入し消費者との交流、地域の小学生を対象にファ－ムスク－ルの開催など地域と 

密着した活動 

・廃プラスチックの回収、道路側面の花壇づくりなどの環境整備の取組み 

新ふくしま農業協同組合 

【福島県福島市】 もも 

なし 
1,0 10 ha 

・ＪＡの各支店ごとに推進協議会を組織し、発生予察員による予察圃場での定期的計測を実施 

・要防除水準を設定、発生予察を行って防除の要否を決定 

・管内の果樹栽培面積の４９%に当たる１,０１０ha の広範囲で、複合交信撹乱剤（フェロモン）の利用 

・天敵に影響の少ない殺虫剤を選択した総合防除を実施 

谷和原村蔬菜出荷組合 

【茨城県筑波郡谷和原村】 
レタス 

にんじん 

ねぎ 

その他 

５.０ha 
４.０ha 
２.０ha 
４.７ha 
１５.７ha 

・レタスとにんじんを中心に葉根菜を組み合わせた合理的な輪作体系を基本にした減農薬・減化学肥料栽培を実施 

・マリ－ゴ－ルド等の対抗植物を導入して線虫類の防除、にんじんの播種前には全面積にマルチを張り太陽 

熱消毒を実施 

・局所施肥や深耕ロ－タリ－を使っての耕盤の発生防止 

・養豚団地と連携した豚ぷん堆肥の施用 

医王山ホウレンソウ部会 

【石川県金沢市】 

ほうれんそう １.９ha 

・ほうれんそうの雨除け栽培で、極力無農薬栽培。止むをえず防除する場合は、国のガイドラインで許可されて

いる１種類の殺虫剤のみを使用 

・堆肥投入による土づくりの徹底と土壌分析に基づく適正施肥 

・実証ほの設置、栽培講習会などによる栽培技術の改善 

・「医王山ホウレンソウ」ブランド名で県内スーパーと契約販売を実践 

紀の里農業協同組合味心部会

【和歌山県那賀郡粉河町】 

かき 

みかん 

もも 

中晩柑 

その他 

８.４ha 
１.９ha 
１.３ha 
１.０ha 
０.３ha 

・稲わらや敷き草の利用、土づくりを基本とした果樹園地づくり 

・魚粕等を自家配合した高品質な有機質肥料の施用と施肥量の節減 

・園地の登録・ランク付けと現地調査見回りによる技術向上 

・市場関係者の現地確認、消費者の収穫体験により栽培技術の信頼を得るとともに、「味心」の「本物の味」パン

フにより消費者への情報発信 

東伯町有機米研究会 

【鳥取県東伯郡東伯町】 

水稲 ３５.７ha 

・籾殻くん炭入り堆肥による土づくり 

・再生紙マルチ栽培を主体とした減農薬・無化学肥料栽培の推進 

・疎植等により稲の力を引き出す適切で控え目な栽培技術の実践 

・展示ほ成績（収量、食味値等）について研究会員への迅速な情報の伝達 

・氷温技術による食味向上等の品質の保持 

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 

三角環境保全型農業研究会 

【熊本県宇土郡三角町】 
柑橘類 ２０.０ha 

・かんきつ類について、高品質果実生産を目指した土づくり 

・ぼかし肥料、天恵緑汁等を用いて化学肥料・農薬を使用しない技術の確立 

・農産物残さのリサイクル 

・不織布、紙マルチの活用による土壌・水分管理 

くにさき西部農業協同組合 

白葱生産部会 

【大分県豊後高田市】 
ねぎ ９６.０ha 

・ねぎについて、管内の２市町挙げての性フェロモン剤利用によるシロイチモンジヨトウの効率的防除 

・クロタラリア等対抗植物の導入による連作障害の回避 

・独自の白葱用緩効性肥料の開発と適正施用 

・堆肥投入による土づくり及び緑肥作物栽培による風食防止対策 



 
 

 
 
 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 取 組 概 要 

有限会社 蝦夷農園 
【北海道北見市】 

たまねぎ １０.０ha 

・農薬、化学肥料を一切使用しない有機栽培農法によるたまねぎの生産 
・えん麦を主体とした緑肥作物となたね粕、米糖のほ場すき込みによる土づくり 
・手動除草機と手作業による除草 
・出荷量のほぼ全量が契約販売であり、出荷先の約９割がコ－プさっぽろで残りは首都圏の消費者グル－プとの産直 

相馬村農業協同組合 
【青森県中津軽郡相馬村】 

りんご 
水稲 

９８６.０ha 
１８５.０ha 

・りんご栽培において、土壌分析を行い、バ－ク堆肥、発酵鶏糞、ＪＡ独自の有機質肥料等を投入し、土づくり

を実行、又、フェロモントラップや生産者の観察による発生予察に基づく防除を行い減農薬栽培の実行 
・酸化防止剤等の添加物を一切使用しない安全なりんごジュ－スを製造 
・水稲は、全生産者が稲わらの全量すき込みや有機質肥料による土づくりを行い、化学肥料を削減 
・生協等消費者団体や中学校の修学旅行等の受け入れ、農作業体験等を 通し、消費者と交流、又、ＪＡ青年部

が枝豆の無農薬栽培に取組み、ＪＡ直売所で販売し好評 
東毛酪農業協同組合 
【群馬県新田郡新田町】 河川敷野草 

水稲 
１,０００ha 
７.０ha 

・地域資源としての利根川河川敷の自然の野草を粗飼料に利用した酪農経営を展開 
・酪農からの牛ふん堆肥の投入（2.5ｔ／10ａ）による土づくりの推進 
・再生紙マルチを利用した無農薬栽培米の生産 
・消費者からの支援活動を受けながら、「みんなの牛乳」や安心できる米の供給 

橋本 力男 
【三重県一志郡白山町】 

野菜 ２.２ha 

・有機栽培の生産者グループ「菜遊ファーム」の組織化 
・無農薬栽培のため、日照、排水、通風条件の適正確保、分散した作付けによるリスク削減を図った防除対策の実施 
・生産物の残さや食品工業からの残さを堆肥化して土づくり 
・化学肥料を一切使用しない有機農業の実践 
・旬づくりを基本とし、会員制宅配方式で配送、宅配担当者が宅配時に 会員と情報交換 

久門 明郎 
【大阪府南河内郡河南町】  

たまねき 
ばれいしょさといも 
さつまいも 

ごぼう 
水稲 
みかん 
植木苗 
採卵鶏 

０.３ha 
０.３ha 
０.３ha 
０.４ha 
１.０ha 
０.３ha 
０.３ha 
０.３ha 

・昭和４５年の就農当時から養鶏と野菜等を組合わせた循環型の有機農業に着手 
・採卵鶏への収穫残さの給餌とその鶏ふん堆肥を活用した土づくりの推進 
・府立農業技術センターの協力により、天敵導入や輪作体系確立による病害虫の耕種的防除に取組み、無農薬栽

培を確立 
・体験農場の設置等により、消費者との交流及び有機農業の積極的ＰＲ 
・県内外の消費者との連携による計画的な有機農産物の供給 
 

下井原営農組合 
【広島県広島市】 水稲 

野菜 
５.７ha 
２.５ha 

・オーナー制度でアイガモ水稲同時作を主体とした環境保全型農業を実践 
・畜産農家との連携で地域内の牛ふん堆肥利用による減農薬・減化学肥 料農産物「ひろしまそだち」の生産 
・田んぼの詩ふれあい整備事業」等により、自然環境を活かした美しい農村景観づくり 
・女性起業による直売・加工所「バザール神の倉」の運営により、消費者との交流 

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 

都濃自然米生産グループ 
【山口県徳山市】 

水稲 ３.７ha 

・環境に配慮した再生紙マルチ栽培等、無農薬、無化学肥料による米の栽培 
・「はぜかけ自然乾燥」による自然米への取り組み 
・「消費者と生産者のお互いの顔の見える農業」を目指した保冷庫での米貯蔵等流通面の工夫 
・農薬を使わない病害虫防除のための畦畔の草刈り、こだわりの「はぜかけ」風景等地域の景観づくり 
・徳山市等の支援を受けての都濃自然米のＰＲと農業体験バスツアー 

糸島こめこめネットワーク 

【福岡県糸島郡志摩町】 

水稲 ５２.１ha 

・肥の投入及び麦わら・稲わらの全量土壌還元による土づくり 

・米糠を利用したぼかし肥等、八分出来を目標にした施肥管理による化学肥料の節減 

・田廻りでの虫見板の活用、アイガモ水稲同時作やカブトエビ等極力農薬無使用栽培の実践 

・無農薬米「たべなっせえ」ブランド名での都市消費者への直販 

・消費者との交流会の開催、「こめこめ通信」の発行等による消費者との交流 



 
名称 

（所在地） 対象作物 環境保全型 
農業実績面積 取 組 概 要 

グリ－ンピュアクラブ 

【北海道石狩郡新篠津村】 

水稲 １７.０ha 

・骨粉、魚粕、大豆粕を中心にした有機質での土づくりの実践 

・化学農薬に依存しない病害虫防除を実施、また、除草は機械除草と手取り除草で対応 

・生産物「赤とんぼ米」は、札幌市内の有機農産物の店「アンの店」を通じて販売 

・本グループが中心となり、道内の有機農法グループが大同団結し、消費地札幌で「北海道有機農産物朝市」を

毎年開催 

有限会社エム・オ－・エ－ 

自然農法名寄農場 

【北海道名寄市】 

小麦 

ばれいしょ 

とうもろこし 

小豆 

大豆 

その他 

４.２ha 
１.０ha 
１.０ha 
１.０ha 
０.９ha 
６.６ha 

・堆肥や緑肥等の有機物を主体とした土づくりと化学肥料、農薬の使用を一切行わない農法の確立と農家への普及浸透 

・さらに、①系外よりの資材持込みを極力減少させ永続的な生産方式の畑作物長期輪作方式、② 畜産部門との

結合による地域循環を前提とした短期輪作方式、③緑肥作物を栽培し地力の維持・増進を目的とした野菜長期

輪作方式の３方式の試験研究を推進 

・収穫祭を兼ねた農業祭りの開催、地元の学校給食センターへの農産物の供給、地元の物産祭りや展示即売会等

への協力 

すみた清流米生産組合 

【岩手県気仙郡住田町】 
水稲 

きゅうり 

いちご 

もみじがさ 

２.２ha 
１.８ha 
０.６ha 
０.１ha 

・地域内での有機質資源（豚ぷん）の循環による有効利用 

・土壌診断に基づいた低コストの減化学肥料栽培 

・立て札の掲示によるほ場、生産状況の明確化 

・生産組合で資材施用の受託散布を行い、高齢化や労働力不足を補完 

・農作業体験や地元子供との交流、消費地への派遣や消費地からの産地訪問等消費者との積極的な交流 

環境保全米ネットワ－ク 

【宮城県仙台市】 
水稲 ３２４ha 

・生産農家、グル－プ、消費者のネットワ－クによる環境保全型農業の面的拡大に貢献 

・無農薬米、減農薬・減化学肥料栽培米につき一定の基準を提示し、生産者が参加しやすいように工夫 

・情報誌「こめねっと」の刊行、ホ－ムペ－ジの開設による栽培基準、栽培方法等の情報の公開 

・田植えツア－、昆虫観察会、稲刈り体験等消費者と様々な交流を実施 

秋田やまもと農業協同組合 

山本支店トマト部会 

【秋田県山本郡山本町】 トマト ２.０ha 

・完熟堆肥、虫とり紙の使用、深耕ロ－タリ－による耕起等を組み合わせての減農薬栽培の実施 

・定植間隔を改善し通気性を確保、品種の切換えで施肥量を抑制 

・地力増進のため、畜産農家との連携による堆肥の安定的確保 

・農水省ガイドラインに基づく特別栽培農産物の表示を行い、「もてもてやまもと」のブランド名で、地元量販店

に契約出荷 

下野農業協同組合 

栃木トマト部会 

【栃木県栃木市】 
トマト ７.１ha 

・太陽熱を利用したハウスの蒸し込み及び土壌消毒の実施、ハウス内外の雑草防除の徹底、防虫ネツトで害虫の

侵入を防止 

・マルハナバチによる受粉技術の導入に伴い、農薬の使用を控えるため、天敵昆虫、ラノウテ－プ（ハエ取り紙

方式）を利用した防除体系を導入 

・「土づくり推進協定」に基づく、畜産部会との連携を推進し、牛ふん堆肥の活用、土壌診断を行い有機肥料へ転

換した土づくりを実施 

新座市農業振興協議会 

【埼玉県新座市】 
にんじん ４０ha 

・冬から春にかけての土ぼこり対策、堆肥施用の減少による土づくり、土壌中の有害センチュウ対策として、 

緑肥作物ヘイオ－ツ（エン麦）を導入、畑も緑になり景観も改善 

・非塩ビ系プラスチック類を収集し、適正に処理 

・協議会が中心となり、親子ふれあい会や収穫祭などを開催し、市民との交流推進 

館山有機会 

【千葉県館山市】 セルリ－ １.６ha 
・土壌分析結果をもとに地域の土壌に合った有機質肥料を開発、稲わら、籾ガラ等の粗大有機物の投入、畜産有

機資源活用などによる土づくりの実施 

・施設の開放部に防除用網の設置、ハウス内に誘殺剤を利用するなど農薬使用を軽減 

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 

全国ＭＯＡ自然農法産地支部

連合会調布産地支部 

【東京都調布】 

こまつな 

ブロッコリー 

その他 

４.０ha 
０.５ha 
４.７ha 

・有機質肥料、街路樹などの剪定枝を利用した堆肥などによる土づくりの励行と雨よけ栽培、太陽熱利用による

土壌消毒、フェロモン剤、天敵を利用した合理的な輪作体系による防除 

・「こまつなの会」という消費者グル－プを組織し、野菜の宅配を実施 

・月に一度定例会を開催し、病害虫防除などの情報交換を実施  

ジョイファ－ム小田原 

【神奈川県小田原市】 ウイフルーツ 

温州みかんうめ 

１５.０ha 
２０.０ha 
４.０ha 

・完熟堆肥、有機質肥料の独自配合肥料による土づくりの実施 

・生協と共に作成した農薬毒性評価一覧表を活用した無農薬栽培や減農薬栽培の取組み 

・除草作業の軽減や窒素供給を目的として、土壌を被覆するマメ科植物ヘアリ－ベッチを導入 

・みかん狩りなど生協を通じて消費者との交流会を実施 

東山梨農業協同組合 

【山梨県山梨市】 

もも ２５０ha 

・ももの４害虫を防除するため、性フェロモン剤（交信撹乱）利用を２５０ha という広域で推進し、減農薬栽培

を確立 

・推進協議会を組織し、現地検討会を定期的に開催すること等により、環境保全型農業の啓蒙などを推進 

・各支所にトラップを設置し、発生予察を行い「週例会議」で調査状況などの情報交換を実施 

・出荷用ダンボール箱へのＰＲ文掲載、ポスター掲示等により、流通関係者、消費者への情報提供 

農事組合法人諏訪市西山地区 

【長野県諏訪市】 水稲 ４８.０ha 
・諏訪湖の水質保全のため、側条施肥田植え機の導入による施肥量の削減、肥料成分のほ場外への流出抑制 

・稲わら腐熟のための微生物資材の活用による保肥性の向上、秋耕起の完全実施での土づくり 

・農薬施用は、苗箱施薬や田植え時の除草剤１回散布に限定する等減農薬を推進 

東般若うまい米づくり推進協議会 

【富山県砺波市】 

水稲 ２７.１ha 

・カントリ－エレベ－タ－の籾殻と畜産農家からの牛ふん、豚ぷんによる良質堆肥を利用した土づくりと完熟堆

肥施用を集落協業体制での取組み 

・畦畔除草の徹底など耕種的防除を積極的に取り入れ、病害虫の発生予察による効率的な防除を実施し、農薬５

割減を達成 

・生育観測ほを設置し、適宜に現地巡回を行い栽培管理を徹底 

池田町有機米生産研究会 

【福井県今立郡池田町】 

水稲 １４.４ha 

・畜産農家からの牛糞とＪＡライスセンタ－の籾殻による地域資源を利用した堆肥と有機質肥料による減農薬・

無化学肥料栽培米の生産 

・役員、営農指導員、普及員が出穂期、成熟期などの生育の重要な時期に巡回指導し、栽培方法を統一 

・「ザ・百姓ネットワ－ク通信」の発行や大阪府池田市との連携による「ザ・百姓ツアー」の実施により、消費者

との情報交換を推進 

健康農産物を育てる会 

【岐阜県加茂郡東白川村】 

こまつな ０.７ha 

・「東白川村健康農産物の郷構想」の策定をきっかけに、２５戸の農家が安全・安心で高品質な野菜づくりに着手 

・村内の畜産農家から排出される生糞の完熟堆肥化と自家製ボカシ肥料を利用して、慣行栽培に比較し化学肥料

を３０％削減 

・病害虫防除については、寒冷紗による被覆などにより減農薬栽培を実践 

・秋フェスタの開催、市民生協、ふるさと会などの消費者との交流会の実施 

京都中央農業協同組合 
長岡京花菜部会 
【京都府長岡京市】 花菜 ５.５ha 

・たけのこの加工残さである皮の堆肥化とその活用による土づくりの推進、一方、稲わらはたけのこ栽培の敷き

わらに活用（｢水稲－たけのこ－花菜｣の資源リサイクルの確立） 
・「花菜有機ペレット」の開発による減化学肥料栽培 
・アブラムシの飛来防止に被覆資材の活用、耕種的防除方法の採用による減農薬栽培 
・収穫後のほ場は、市民に開放し、切り花の摘み取り体験イベントを開催 



名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 取 組 概 要 

豊岡あいがも稲作研究会 

【兵庫県豊岡市】 

水稲 ９.７ha 

・コウノトリと共生できる農村環境を構築するため、アイガモ稲作、健苗による粗植等病害虫の発生抑制による 

完全無農薬栽培の実施 

・有機質資材施用による土づくりの徹底 

・農協の販売ルートによる独自ブランドによる販売 

・「有機の里づくり」を展開する中で、「県立コウノトリの郷公園」の開園や「アイガモの日」の設定 

（２月２２日）等を併せて、各種団体との交流を推進 

稲葉梨部会 

【奈良県生駒郡斑鳩町】 
なし ６.０ha 

・都市近郊地のなし産地におけるシンクイムシに対する性フェロモン剤、カメムシに対する黄色蛍光灯の導入等 

による減農薬栽培の実践 

・隣町の畜産農家と連携して牛ふん堆肥による土づくりとともに、施肥量の減への取組も拡大 

・黄色蛍光灯の導入をきっかけに、地域住民との交流会を開催 

木次町 

【島根県大原郡木次町】 
水稲 

野菜 

果樹 

肉用牛 

乳用牛 

３１８ha 
４９.０ha 
１６.０ha 

 

 

・山地酪農に適したブラウンスイス乳牛の放牧良質乳の生産や庭先養鶏の復活など、地域を活かした循環型農 

業の追求 

・「きすき健康野菜をすすめる会」の取組として、健全で生命力あふれる農産物の地域内自給を推進 

・消費者と生産者が「共に生き、共に考える」交流会の開催、新鮮で安全な野菜の学校給食材料の提供 

・健康農業の里シンボル農園」において、有機のワイン、乳製品の直販を行うとともに、ぶどう、野菜の有機栽 

培の展示を推進 

落合町有機白梅の会 

【岡山県真庭郡落合町】 
ほうれんそう

ねぎ等 

約 110 品目 

２.７ha 

・土づくりの実践、忌避作物の混植等による耕種的防除及び害虫の手取り等による有機無農薬農業の確立 

・堆肥センターの牛ふん堆肥の積極的な活用と、会員自家製堆肥（もみがら、なたねかす、落葉等）の農地還元 

・県の有機無農薬農産物認証制度に基づく有機無農薬農産物の表示・出荷の実践 

・地域における使用済みの廃プラの処理システムの整備と通い容器として「かわせコンテナ」の利用 

・１１０品目に及ぶ少量他品目生産による年間出荷と大阪市内の大手百貨店、生協との契約販売及び京都市内の 

スーパーへの継続的出荷等 

美郷村青梅生産協議会 

【徳島県麻植郡美郷村】 うめ ４０.０ha 
・ウメ栽培地域での性フェロモン剤の導入による環境に優しく省力的な防除体系の確立 

・トラップによるコスカシバの発生消長の把握と予察への利用 

・ゲンジボタルの生息地として、性フェロモン剤の成功を契機に減農薬栽培への意識が高揚 

十郷農業協同組合 

有機栽培米研究会 

【香川県仲多度郡仲南町】 
水稲 ３.４ha 

・畜産農家との連携による堆肥施用と有機質肥料利用による地力を重視した施肥体系の確立 

・種子の温湯処理と再生紙マルチ利用等による無農薬栽培の確立 

・県の有機農産物等認証制度に基づき栽培方法及び特徴の表示による販売（｢紙っこ｣ブランド） 

・特産センターの設置による産直活動の推進と消費者と生産者との交流会の開催 

三和野会 

【高知県土佐郡土佐町】 

水稲 ２８.６ha 

・家畜ふんを中心に生ごみ、木質系廃棄物を加えた有機性資源の堆肥化の推進とこれらの堆肥の施用による地力

の増進 

・組織的な農作業受託に基づく側条施肥田植機の導入による肥料投入量の削減 

・「こうち生協」との減農薬米の契約取引の推進 

・交流の場としての「未来里（とあのさと）」を設置し、消費者も交えた「収穫祭」を定期的に開催 

 
 
 



名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 取 組 概 要 

南串山町環境保全型農業推進 

【長崎県南高来郡南串山町】
ばれいしょ

レタス 

４８６ha 
１５９ha 

・「南串山町環境保全型農業方針」の策定(平成６年１０月)による地域における実践的な取組 

・フェロモントラップを活用した「レタスの大敵！ハスモンヨトウ撲滅作戦」の展開と、捕獲状況の把握による、

発生予察への活用 

・２ヶ所の展示圃の設置による適正施用量の把握検討と、堆肥による土づくりからの減化学肥料栽培の実証 

・農薬散布の減量による労力軽減、低コスト化及び農産物の高品質化による農家経営の安定 

串間市農業協同組合 

水田ごぼう部会 

【宮崎県串間市】 ごぼう ２５ha 

・堆肥センターの完熟堆肥の施用による土づくり及び土壌診断に基づく肥料の適正施用 

・輪作体系（ゴボウー水稲－食用カンショ）の導入等による農薬の散布回数半減（３回） 

・農業用廃プラスチック（ポリマルチ）の適正処理 

・栽培講習会の開催や展示圃の設置による意識の高揚 

・東京のアンテナショップや取引量販店等での宣伝販売 

スペースファーム種子島 

【鹿児島県熊毛郡中種子町】
５３２.０ ５３２ha 

・家畜排せつ物を利用して共同で生産した堆肥等を活用した健全な土づくり 

・緑肥作物との輪作体系の確立等と併せた独自の病害虫防除技術の確立 

・地元の直販店に設けた有機農産物コーナーでの差別化販売 

・会員が青果会社や量販店に直接出かけての消費宣伝、消費者への料理実演会等 

玉城 忠男 

【沖縄県国頭郡東村】 
パイナップル ５.１ha 

・収穫後の株をストローチョッパーで砕断し、ロータリーで鋤込むことによる地力の増進 

・従来の５年３収体系から４年２収体系への転換 

・手作業の除草による雑草の防除と雑草を発生源とする病害虫の減少による農薬散布回数の低減 

・株の鋤込みと併せ、圃場周囲に防風林を兼ねた植栽を設けることによる土壌の流出防止 

 
 
 
 

 

生活協同組合市民生協 

コープさっぽろ 

【札幌市】 

  

対応事例：有限会社 蝦夷農園 
 コープさっぽろは、昭和４０年に創立され、店舗販売、共同購入等により食品等を組合員に供給しているほか 
食品の安全性、牛乳パックの リサイクル、環境問題等に取り組んでいる。 
 
(有)蝦夷農園とは、昭和４２年に有機たまねぎの取引を開始したが、品質が不良であったため、コープ内に委

員会を設置し、産地の栽培方法の確認、組合員への有機農産物に関する情報提供等の支援活動を行い、販売

量の拡大を図ってきた。 

 

現在では、有機農産物への組合員の信頼も獲得し、需要が生産量を上回る状況にあり、蝦夷農園のたまねぎに 

ついては、安定的な取引が行われている。 

特別賞  


