
第６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 

南空知玉葱振興会 
【北海道夕張郡栗山町】 

たまねぎ ２７４.０ha 

・「施肥実態調査アンケ－ト」による実態把握をもとに「施肥改善実証展示ほ場」及び「減農薬実証展示ほ場」

の設置、また重点地区を設けて土壌診断の継続的実施による施肥量の適正化推進、現地栽培講習会の定期的な開催 
・試験場、防除所との密接な連携による的確、適正な防除 
・病害発生の少ない時期に栽培され無農薬栽培が可能である「秋植え越冬玉葱」栽培への取組み 

常磐村農業協同組合 
【青森県南津軽郡常盤村】 

水稲 
大豆 
野菜 

９０.０ha 
２０.０ha 
 ７.０ha 

・昭和５６年に「省農薬栽培研究会」を発足させ、昭和６３年に「常盤村有機栽培協議会」を結成 
・平成１１年に「常盤村有機栽培推進委員会」を組織し、「有機農産物部会」「良質米生産部会」に改組し、統一した栽培基

準で、資材の供給から推進体制栽培技術の確立とＪＡが生産者と一体となって取組みを推進 
・啓発を図るため広報誌の発行、各種研修会、先進事例の調査を実施 
・肥料製造プラントを導入し、鶏糞を原料にボカシ肥料製造 
・首都圏の生協、消費者との積極的な交流 

くらぶち草の会 
【群馬県群馬郡倉渕村】 

ほうれんそう 
レタス類 
小松菜 

３６.０ha 

・村の特産物のナメコの廃床、鶏糞、稲ワラや近隣市町村からのムギワラ等を活用し、地域自給を原則とした自

然循環農業の実践 
・抵抗性・耐病性品種の利用による耕種的防除、被覆栽培による物理的防除，フェロモン剤利用による生物的防

除技術を組合わせた総合防除の実施 
・ス－パ－、消費者グル－プ等に対する生産過程の情報公開 
・ファ－ムスティや収穫体験等を通した消費者との交流 

得能順市 
【石川県河北郡津幡町】 水稲   １. ８ha 

・稲わらの全量すき込み、籾殻堆肥の施用による土づくり 
・有機栽培へ関心のある生産者・消費者との現地交流会の開催 
・地元小学生に対し課外授業の場の提供を行い啓蒙活動を実施 

池野雅道 
【愛知県西加茂郡小原村】 

養鶏  

・鶏舎は開放式、飼料は自家配合で薬剤は使用していない鶏卵の生産販売 
・養鶏場から発生する鶏糞は、籾殻と混ぜ堆肥化 
・有機栽培等特別栽培農産物の小売り卸のために流通ネットワークを設立 
・自宅敷地内に休憩場および宿泊施設を建設し、消費者が農業に親しむ場を提供 

紀州大西園グループ 
【和歌山県那賀郡貴志川町】 

温州みかん 
ハッサク 
ネーブル 
レモン 

２６.４ha 
３．３ha 
３．０ha 
１．０ha 

・農薬使用の栽培園の登録と散布状況の記帳、残留農薬の検査により農薬削減の徹底 
・有機質肥料の自家配合や土壌診断による施肥改善 
・年数回の消費者との意見交換会で生産過程等の情報を開示 

かみじま施設野菜園芸組合 
【広島県豊田郡大崎町】 トマト 

きゅうり 
２．４ha 
０．７ha 

・病害虫抵抗性台木とセンチュウ対抗作物の導入により、土壌病害虫等連作障害の回避 
・マルハナバチ（受粉蜂）の導入により、植物ホルモン剤使用量低減 
・ 定期的な土壌診断と施用肥料量の調節 
・ 生物農薬の全戸での導入による化学農薬使用の低減 

社団法人鹿児島県茶生産協会 
【鹿児島県鹿児島市】 

茶 ５,１３１ha 

・有機物等施用と共に土壌診断に基づく施肥法の活用 
・茶園ごとに施肥台帳を作成し、施肥実態の把握と改善指導 
・減肥実証圃を設置し地域全体での減肥への取り組み 
・天敵を活用した病害虫防除により減農薬栽培を推進  

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 

小平町特別栽培米研究会 
【北海道留萌郡小平町】 

水稲 ２．３ha 

・化学肥料、殺虫剤、殺菌剤を一切使用せず、除草剤の使用のみ１回に抑えることを申し合わせ 
・畜産糞尿に籾殻、米ぬか、野菜の残さを混ぜ合わせた完熟堆肥による土づくり 
・消費者に年間契約で直接販売 
・農業用プラスチック資材の有効活用 

南方町水稲部会 
【宮城県登米郡南方】 

水稲 ２５２ha 

・全国の優良事例の視察や研修、また既存の技術を活かした部会独自の栽培マニュアルの作成及び栽培 
・畜産農家との連携による良質な堆肥を活用した土づくりと有機質肥料を用いた化学肥料の低減、合鴨・紙マル

チ田植え機・機械除草による農薬低減への取組み 
・消費地における産直交流の開催及び産地のＰＲや消費者動向調査の実施 

つくば市矢田部農業協同組合 
青壮年部産直部会 
【茨城県つくば市】 

ほうそん 
はくさい 

ねぎ 
小松菜 

７０．５ha 

・野菜クズを原料として堆肥化し、畜産農家が運搬、散布 
・堆肥利用３ｔ／10a を義務付け、作物によっては緑肥、深耕、輪作による土づくりの実施 
・防虫ネット、フェロモントラップ、対抗植物、太陽熱消毒、紙マルチなど各種技術を駆使した防除 
・栽培実績表の記帳、チェツク機能を取り入れた栽培管理と情報開示 

「木島米」有機研究会 
【長野県下高井郡木島平村】 水稲 ４ha 

・土壌診断の励行を基本に畜産農家の堆肥や稲わらの全量すき込みによる土づくりの励行 
・有機質肥料の使用による無化学肥料栽培や発生予察の徹底による農薬使用量の低減 
・宅送販売によるＰＲ活動 

大中の湖トマト生産部会 
【滋賀県近江八幡市】 トマト 

ミニトマト ６．４ha 

・害虫ごとに耕種的防除の展示圃を設置 
・耕種的防除と農薬防除を組み合わせた総合的害虫防除の確立による農薬散布の半減 
・非散布型農薬の現地実証への積極的な取り組み 
・出荷先の生協関係者との間で使用農薬についての話し合いを実施 

JA 土佐あき 
芸西支部園芸研究会 
【高知県安芸郡芸西村】 

ナス 
ピーマン 

３６.０ha 
１２.０ha 

・もみがら、野菜くず、家庭生ゴミ、し尿等によりたい肥を製造し土づくりを励行 
・マルハナバチの利用による植物ホルモン剤の使用量削減 
・天敵昆虫や黄色蛍光灯・防虫ネットなどを利用した物理的防除や選択制殺虫剤による化学合成農薬の使用削減 
・使用済みのハウス被覆用塩化ビニールの回収によるリサイクルの推進 

ふくおか嘉穂農業協同組合 
嘉穂支所部会トマト共販グループ 
【福岡県嘉穂郡嘉穂町】 冬春トマト ３．３ha 

・有用昆虫の利用、フェロモントラップや黄色蛍光灯による防除や耐病性品種の導入等により農薬の削減 
・各農家ごとに土壌分析を定期的に実施し、適正施肥による土づくり 
・リアルタイム窒素栄養診断により追肥技術の向上 
・畜産農家との連携による土づくりの実施 

農事組合法人  
大矢野有機農産物供給センター 
【熊本県天草郡大矢野町】 

温州みかん 
たまねぎ 

水稲 
その他 

１５.０ha 
４．８ha 
４．４ha 
１５．５ha 

・ぼかし肥料や天敵等に利用により減農薬・減化学肥料栽培を行い，県の認証取得等への取り組みの実施 
・ぼかし肥料工場確保による、安定した供給体制 
・取引先のイベントへの参加等による消費者との積極的な交流 

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 

有限会社当麻グリ－ンライフ 

【北海道上川郡当麻町】 
水稲 

畑作 

その他 

１００ha 

・水稲部門では１００ｈａのうち、１０ｈａが有機認証に対応できる状況にあり、残り９０ｈａは減農薬・減化

学肥料栽培により生産 

・合鴨、除草機、手取りを効果的に組み合わせた除草、また減農薬栽培では病害虫の予察を徹底した農薬の削減

への取組み 

・畑作、野菜部門でも有機認証に対応できる生産状況 

・情報誌、Ｅメ－ルによる消費者との情報交換や駅を利用したアンテナショツプの開設 

大野村有機野菜栽培研究会 

【岩手県九戸郡大野村】 にんじん 

ほうれんそう 
３４０.０ha

・村の「ユ－キの里づくり」構想に沿って有機を主軸に循環型農業の推進 

・家畜糞尿の完熟堆肥施用による土づくり 

・首都圏コ－プと契約販売や農産物直売施設「ゆうきセンタ－」での販売 

・首都圏コ－プとの、生産状況や作柄確認等の相互交流の実施 

赤堀園 

【静岡県榛原郡相良町】 
茶 ７３１.０ha

・菜種粕、大豆粕、漁粕、カニ殻、炭等を混合したぼかし肥の施用により施肥量の削減や稲わらの投入による土

づくりの励行 

・ＥＣセンサ－を茶園に設置し、パソコンを活用した効果的な施肥管理 

・生物農薬の利用による農薬散布の削減 

上津見営農組合 

【富山県城端町】 

水稲 １８．７ha 

・カントリ－エレベ－タ－からの籾殻と管内畜産農家の糞尿による良質堆肥により土づくりの励行 

・土づくり協議会等による堆肥散布体制の整備 

・基肥・穂肥ともに有機入り肥料を施用、防除は本田は多発時のみの随時防除、雑草防除は１回以内の散布とす

る減農薬・減化学肥料栽培 

・販売は県外生協との契約し、農作業体験交流会の実施による消費者との交流 

香六茶生産組合 

【岐阜県揖斐郡春日村】 

茶 ３３５ａ 

・敷き草、敷きわらを行い雑草を抑制、手作業による除草や地域の気候、土地条件にあった有機質肥料をＪＡ・

普及センタ－と協議し開発 

・二番茶を摘採しない茶園が多いことから、病害虫の発生状況にあわせて整枝を行ない病害虫の棲息域をなくす

等の耕種的防除法を採用 

・栽培管理記帳、資材購入記帳の徹底と取組み状況の確認 

・消費者との茶摘み交流会の実施 

アイガモの谷口・有限会社福寿

【兵庫県美方郡浜坂町】 水稲 ２５ha 

・アイガモ導入により有機農業を実践するとともに、地域の農家にレンタルし、地域全体で取り組む体制を創設 

・アイガモの肉等を副産物として販売し、経営の安定化 

・野菜くず等の農産物残さや酒粕等の産業廃棄物をアイガモの餌としてリサイクル利用 

有限会社 三和農産 

【島根県出雲市大津町】 水筒 ２０ha 

・産直とともに、情報誌やインターネットにより消費者との交流を促進 

・平成１２年にエコファーマーとエコロジー農産物の認証 

・土づくりは牛糞堆肥の他に家庭での生ゴミのコンポスト化へ取り組み 

長崎有機農業研究会 

【長崎県南高来郡口之津町】 

水稲 

野菜 

果樹 

８ha 

３９．９ha 

２３ha 

・組織内に「栽培管理委員会」が栽培基準や使用可能資材について取引先と情報交換しながら毎年協議・決定 

・独自の基本綱領を定め、「有機５原則」を掲げ推進方向を提示 

・化学肥料や化学合成農薬の削減の程度に応じ栽培基準を４段階に設定し、生産物を厳格に区別 

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 

秋田おばこ農業協同組合 

西木支部ほうれんそう部会 

【秋田県仙北郡西木村】 
ほうれんそう ９．７ｈａ 

・良質堆肥の継続的な投入を産地ぐるみで実施、また、地域で生産される木炭の投入による土壌改善を行政と一

体となって推進 

・作付け毎の土壌診断による適正施肥と有機質肥料主体に減化学肥料栽培 

・太陽熱利用による土壌消毒や輪作作物の導入による連作障害回避の対策、病害抵抗性品種の作付け、 溝底播種、

防虫ネット等による耕種的防除 

・農業用使用済フィルムの利活用と適正処理 

東根市農協有機栽培研究会 

【山形県東根市】 
水稲 ２４２０a 

・ミニライスセンタ－から供給される籾殻と地区の畜産団地から供給され る牛ふんにより有機質資源の地域循環利用 

・栽培圃場には立て看板、生育診断による適正な栽培管理 

・化学肥料の施用は活着追肥等追肥だけ、除草剤の散布は田植え後すぐの１回のみ 

・畦畔等水田周囲の草刈りの徹底、病害虫発生予察情報による耕種的防除法の徹底 

会津有機米研究会 

【福島県耶麻郡猪苗代町】 
水稲 ６０ha 

・雑草防除は田植え後除草剤を１回散布のみ、畦畔の徹底した刈り払いによる減化学農薬の取組み 

・米穀商から排出される米糖由来の脱脂棟と魚かすによる有機質肥料を考案し、施肥量の９０％を活用 

・水田に沿った小排水路をパイプライン化し余分な排水を少なくすることで猪苗代湖の水質保全 

・消費者とのほ場交流会や小学校での米づくり体験学習活動等の啓発活動 

民間稲作研究所 

【栃木県河内郡上三川町】 
水稲  

・成苗の２本植えによる病原菌の繁殖予防、良好受光による健全化や有害植物の繁茂防止などにより、農薬使用

抑制を実践 

・深水管理や緑肥の被覆的利用等による無農薬稲作、米ぬかやおからなどの有機質資源の有効利用に よる無化学

肥料栽培の研究 

加藤牧場 

【埼玉県日高市】 

乳牛 

１６０頭 
 

・牛糞発酵装置を設置すると同時にファミリ－レストランで処理された生ゴミを利用した堆肥の製造 

・生ゴミのリサイクルを目指して市と連携し、家庭の生ゴミの堆肥化を試験 

深野 俊郎 

【千葉県柏市】 

トマト ３，３００㎡

・米糖、骨粉、魚粕などを使ったぼかし肥料を基本とした無化学肥料栽培、落ち葉堆肥と煮沸おがくず堆肥によ

る独自の土づくりの励行 

・コナジラミにはオンシツツヤコバチによる防除、土壌病害については、作付け前のハウス締め切りによる熱消

毒や電気分解水の利用 

・量販店への契約出荷と直売・宅配による安定的な経営 

瑞穂町東部地区有機質利用組合

【東京都西多摩郡瑞穂町】 
茶 ２４．１ha 

・堆肥生産施設や尿処理施設を整備し、地域内の堆肥生産農家と耕種農家が連携し、安定的な堆肥供給システム

を確立 

神奈川県天敵利用研究会 

【神奈川県海老名市】 施設トマト 

施設いちご 

３５５ 

５７ 

・農薬登録のある生物農薬としての天敵利用とテントウムシやクモ等の在来天敵の温存による天敵利用を組み合

わせている 

・会員間で頻繁に情報交換を実施、また、ほ場巡回を毎年２回実施、県外への視察研修会や講演会の開催 

・機関紙の年４回の発行、普及のために、農業高校の研究活動を支援 

須玉町合鴨農法研究会 

【山梨県北巨摩郡須玉町】 水稲 ７ｈａ 

・アイガモの放鳥により、除草剤の散布は不要、放鳥期間では農薬の散布が削減 

・町内の給食残さをエサに利用すること、また、飲料工場からの茶殻についてもエサ、堆肥化について実験を 

している 

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 

越後中央農業協同組合支店 

【新潟県西蒲原郡弥彦村】 
水稲 ３９２ha 

・（堆肥施用）環境にやさしい栽培米の取組みを進めるために栽培方法毎に研究会を設置している有機米 12ha 

減農薬・減化学肥料栽培 80ha、減化学肥料栽培 300ha と村の作付け面積の１／２以上で取組み 

・村内の養豚団地で生産される豚糞堆肥を村内４組織がオペレ－タとなって年次計画にそって散布して組織的に土づくり 

・東都生協、奈良生協、神奈川県生協と稲刈りツア－等を通した交流 

清永生産組合 

【福井県坂井郡坂井町】 
水稲 ２１ha 

・協業経営化とミニライスセンタ－の設置を契機に平成９年度から無化学肥料減農薬栽培に取組み 

・地域内で発生するくず大豆や畜産農家からの堆肥を積極的に利用する等地域の有機資源を効率的に利用 

丹波高原朝採り有機野菜の会 

【京都府船井郡丹波町】 伏見ﾄｳｶﾞﾗｼ 

黒大豆枝豆 
３ｈａ 

・地域内の堆肥センターで生産される牛糞堆肥を利用による土づくりを基本に「環境へやさしい農業」の実践 

・週４回の朝市の開催により、消費者との交流 

・べたがけや木酢液の利用等、各自が工夫を凝らした技術の活用により減農薬栽培の実施 

・定期的な栽培研修会や反省会、消費者からの問い合わせに対応するための勉強会の開催を実施 

大阪北部農協水稲会豊能支部 

【大阪府豊能郡豊能町】 水稲 １２ｈａ 

・兼業農家が取り組み可能な特別栽培米の栽培暦を作成するとともに、新技術を順次導入し栽培暦の更新 

・農協・町・普及センター等が連携し、防除適期や追肥時期等の情報提供などの支援体制が整 

・収穫後に堆肥の投入の義務付けによる土づくり 

ならグリーンファーム 

【奈良県大和郡】 

水稲 

野菜 

３５ａ 

４０ａ 

・鶏糞を用いた堆肥製造を行うとともに、地域の農家に対し土づくりの普及啓発に貢献 

・アイガモ米のオーナー制や消費者に対する農業体験の提供 

財団法人船穂町農業公社 

【岡山県船穂町】 
だいこん 

にんじん 

２０ha 

２０ha 

・収穫残さ、家庭生ゴミ等を原料にたい肥を製造し、ペレット状に加工し扱いやすいように工夫 

・シルバー人材センターの活用により労働力の確保 

・インターネットによる製品のＰＲ 

福徳進一 

【徳島県小松市】 

水稲 

軟弱野菜 

露地野菜 

１００ａ 

１５ａ 

８０ａ 

・自家生産の有機栽培水稲のモミガラの投入とソルゴーの鋤込み，太陽熱消毒を体系化し土づくりと病害虫発生

軽減の実践 

・生協会員との契約販売 

香川県農業協同組合 
四国大川支部 
【香川県大川郡寒川町】 

水稲 １０８ｈａ 
・集落ごとの技術協力員等の指導組織体制を設立し、栽培技術の向上と平準化 
・有機性資源のリサイクル推進やたい肥散布支援 
・耕種防除の一斉実施による効果的な防除 

えひめ中央農協南伊予基幹支所

南伊予減農薬稲作部会 
【愛媛県伊予市】 水稲 ９７ha 

・家畜糞尿堆肥による土づくりを基本に有機質肥料の施用 
・農薬の散布回数を慣行の 1/2 に削減した減農薬栽培の実践 
・生協への全量販売 
・消費者との交流会の実施 

枝去木の里あいがも稲作研究会 
【佐賀県唐津市】 水稲 ２．５ha 

・あいがもを用いた無化学肥料、減農薬の水稲栽培を実施 
・わらの鋤込みやたい肥の施用による土づくりの励行 
・各種体験イベントによる消費者との交流 

大分育苗センター 
【大分県大分市】 みつば ０．４ｈａ 

・水耕施設栽培の廃液処理施設の整備による養液中の有機物、窒素、リン等の除去 
・原水・養液分析により単肥使用した施肥の合理化・コスト削減 
・粘着テープ、フェロモントラップ等を主とする耕種的防除の実施 

小浜島黒ゴマ生産組合 
【沖縄県八重山郡竹富町】 黒ゴマ ８ｈａ ・黒ゴマとサトウキビの１年輪作の実施により、ほ場からの赤土流出防止が実践 

・黒ゴマ栽培のカバーリング効果による地力の維持と収穫後の残さを鋤込むことによる地力向上 



 
 
 

 

生活協同組合連合会 
首都圏コープ事業連合 

【東京都文京区】 

  
・産地と契約栽培を行い、組合員のニーズにあった安心安全野菜の販売 
・産地における栽培方法の確認、組合員への有機農産物に関する情報提供等の支援 活動の実施 

社団法人全国愛農会 
【三重県名賀郡青山町】   

・若い担い手育成のための愛農学園高校の運営をはじめ、新規就農を希望する者に 対しては、愛農大学講座や就農準備校

を開講する等、有機農法を中心とした農業の 教育への支援 
・宅配システムの整備や広域流通にも対応した販売ネットワ－クを確立 

特別賞  


