
第７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 

しかりべつ高原野菜出荷組合 
【北海道河東郡鹿追町】 

きゃべつ 108ha 

・有機物主体の土づくりを基本に全町挙げてクリーン農業を展開、除草剤の禁止、中５年以上の輪作の実施、作

付け時堆肥を 3t／10a施用、土壌分析の実施による適正施肥指導 
・酪農家との間で麦稈と堆肥の交換 
・生産者が消費地に赴き、店舗で販売促進活動を実施、契約販売のため計画安定出荷 
・栽培暦を消費者に提示 
・「YES！clean 北の農産物表示制度」に産地登録 

中里町自然農法研究会 
【青森県北津軽郡中里町】 

水稲 40ha 

・農薬・化学肥料を一切使用せず、稲わらと籾殻による土づくりを基本 
・稲わら、籾殻の他くず米、米ぬかを原料とした堆肥センターを整備農業用廃プラスチックを回収し県内の 

サーマルリサイクル処理施設で発電の熱源に使用 
・品質の均一化をはかるため、乾燥・籾摺り・精米・出荷をライスセンターで一元管理 収量は普通栽培よりも

劣るが単価が約２倍と高い 
・県内外の消費者グループ・個人、自然食品店・都内の米穀店へ宅配平成６年から消費者の栽培体験ツアー、 

意見交換会の実施、情報誌の発行 
・JAS 法に基づく有機農産物認証取得 

有限会社 森ファームサービス 
【茨城県猿島郡三和町】 

米 
麦 

そば 
大豆 
馬鈴薯 

20ha 
40ha 
45ha 
8ha 
13ha 

・有機質肥料中心で化学肥料の低減、低農薬麦、馬鈴薯、そば、大豆の輪作体系の実施 
・地域の肥育牛農家と連携し、籾殻を供給し糞尿を受け取り堆肥化、東京のホテルと連携し、生ゴミを有機質肥

料として再利用し、循環型農業を実践 
・米、そばは全量直売、ネット販売も実施 
・環境保全に係わる研究会等にパネラーとして積極的に参加、農業者の立場から指導・助言の実施 

松任市農業協同組合  
トマト部会 
【石川県松任市】 

トマト 10.7ha 

・松任市農業有機物供給センター（市と JA 出資）が耕畜連携による籾殻牛糞堆肥を製造販売、減化学肥料・ 

減農薬（防除回数を従来の 1/3） 
・全員エコファーマーの認定 
・籾殻、農業用廃プラスチックのリサイクルの実施 
・新規就農者・研修生の受入れ 
・地元消費者を対象としたオーナー園による交流会の実施、JA 主催の青空市への参加 

アイガモ稲作研究会 
【岐阜県羽島市】 

水稲 1.4ha 

・アイガモ導入による農薬の節減 
・地区内の家畜ふん尿等を堆肥として利用するとともに、稲わらを鋤き込むことで土作りを励行 
・地元酒造メーカーとの契約栽培 
・田植え、収穫等消費者との交流を実施するとともに、地元小学校の農作業体験の受け入れ 

市島町 
【兵庫県氷上郡市島町】 

水稲 
野菜 
豆類 
果樹 

140ha 
19ha 
7ha 
6ha 

・「有機の里作り」をスローガンとした環境創造型農業を展開 
・町直営の堆肥センターや有機質資材貯蔵施設を建設し、堆肥の生産を行い土作りを励行 
・アイガモ農法、再生紙マルチ、機械除草等環境に配慮した農業技術の推進を図るとともに、栽培技術はＪＡ及

び普及センターの指導により実証圃を設置、減農薬無化学肥料栽培の指針づくりを進め、食味への影響検証も

実施 
・流通面では、コープとの契約栽培を行っているほか、町が中心となって有機農産物等を販売する農産物直売所

を開設 

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 

高堆肥センター利用組合 

【広島県庄原市】 

水稲 

飼料 

55ha 

24.1ha 

・畜産農家の糞尿を堆肥化し、耕種農家のほ場へ散布するとともに、粗飼料は地元産として安心して供給できる

耕畜連携が整備 

・計画的な水稲収穫と稲わら収集体制 

・堆肥及び化学肥料の適正施用量については、県試験場とともに試験ほ場を設置し、施肥マニュアルの作成及び

合理的な輪作体系を検討 

・野菜や加工品の直売 

農事組合法人  

ながさき南部生産組合 

【長崎県南高来郡北有馬町】

たまねぎ 

じゃがいも 

柑橘類 

ごま 

レタス 

水稲 

かぼちゃ 

他野菜 

45ha 

42ha 

23ha 

19ha 

17ha 

14ha 

12ha 

15ha 

・堆肥施用、緑肥作物の導入による土づくりの励行 

・土壌分析により肥料の節減を図るとともに、農薬においては代替農薬、天敵農薬の利用のほか、組合で使用回

数のルールを策定 

・家畜糞尿、稲わら、野菜残さ、菌床等を活用した堆肥の生産 

・大手取引先に対する共同販売や販路開拓を目的に株式会社を設立 

・輪作作物として導入した黒ごまが産地規模として生産量日本一に成長 



 

 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 取 組 概 要 

芦別市きらきらぼし生産組合 
【北海道芦別市】 

水稲 250ha 

・土づくりを需要なポイントに位置づけ、籾殻堆肥 1t／10a を施用、農薬散布２回以内、土壌分析の活用による

肥料の節減、全戸補虫網による病害虫の発生予察の実施 
・籾殻を市の振興公社牧場に提供し、排出される籾殻堆厩肥を使用 
・毎年生産者と消費者である生協組合員との相互訪問交流会の実施、Ａコープ店舗で減農薬米の販売など 

地産地消の実施 
・「YES！clean 北の農産物表示制度」に産地登録 

秋田おばこ農業協同組合 
【神代有機米生産研究会】 

水稲 117ha 

・完熟堆肥 1.5t／10a 以上を施用し健康的な土づくり除草剤１回、本田農薬散布２回以内とした低農薬栽培 
・耕畜連携による籾殻と畜産堆肥による地域循環システムの構築 
・風光明媚な自然環境をアピールし、神代有機米のブランドづくりに成功、販売ルートの確立と高価格での販売 
・消費者、卸、小売店との相互交流会の実施 

農事組合法人 ドンカメ 
【栃木県芳賀郡芳賀町】 水稲 

梨 
畑 

1. 7ha 
2. 8ha 
2. 8ha 

・「自然環境と調和し、土づくりを基本とした昔ながらの農」を手本に地力の再生と豊かな土づくり 
・堆肥化プラントを設置し、生ゴミ、家畜糞尿の堆肥化を行政・地域住民・商店街・工業団地企業を含めた形で

の循環システムを構築 
・ブランド化を視野に「循環農産物」シール貼付商品を直売所で販売 
・小学校での堆肥塚づくり授業、保育園での紙芝居等の実施県内外からの講演依頼、視察多数 

柏崎農業協同組合小国支店 
【新潟県刈羽郡小国町】 

水稲 500ha 

・土づくりと稲わら焼却防止を目的に、秋鋤き込みの実施による有機肥料化 
・土壌診断に基づくオリジナル土壌改良剤「おぐに有機」の開発航空防除を２回から１回に削減、県特別特別農

産物認証制度（減農薬・減化学肥料）に基づいた取組開始（13 年度 6.9ha） 
・籾殻を酪農家を協力し堆肥化、農業用廃プラスチックの適正処理の実施 
・独自ブランド「八石米」として販売 
・消費者・流通業者との相互交流の実施 

ＪＡ和歌山いなみ  
赤糖房部会 
【和歌山県日高郡印南町】 ミニトマト 462a 

・土壌診断、堆肥施用の土壌改良による土づくりの励行 
・土壌消毒に、太陽熱土壌処理を行う他、マルチ被覆、フェロモントラップや防虫ネットの設置、樹勢等の徹底

した管理により減農薬栽培を実践 
・部会員の意識の統一と品質維持のため部会内に申し合わせ事項が定めている 
・部会員全員がエコファーマーの認定 

今治立花農業協同組合 
【愛媛県今治市】 野菜 

水稲 
2ha 
40ha 

・有機野菜、減農薬米を積極的に学校給食に提供 
・堆厩肥の投入による土づくり 
・紙マルチ、計画的な輪作、シルバーテープによる害虫忌避などの技術を導入し減農薬栽培を実施 
・有機野菜のＪＡ直営店での販売により、経営の安定及び消費者への環境保全型農業への理解を促進 

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 

江北町有機の里づくり推進協議会 
【佐賀県杵島郡江北町】 水稲 

麦 
大豆 

たまねぎ 
みかん 

レンコン 

668ha 

567ha 

301ha 

87ha 

42ha 

5ha 

・稲わら等の鋤き込み、発酵鶏糞の施用による土づくり 

・虫見板等による病害虫の発生予察に基づく適期防除 

・耕種農家、畜産農家、消費者等の連携により、粗飼料としての稲わら利用、家畜ふん尿、作物残さ、生ごみ等

の堆肥化 

・消費者ニーズの把握のため消費懇談会の開催 

・有機米を学校給食へ提供 

・シンポジウム、農作業体験等による消費者との交流及び消費者グループとの契約栽培を実施 

社団法人 熊本県野菜振興協会

八代支部長 

【熊本県八代市】 

丸トマト 

ミニトマト 

204ha 

11ha 

・土壌分析に基づいた有機質肥料の推進 

・化学農薬削減のため天敵農薬、黄色蛍光灯の現地実証試験の実施及び生産者に防除記録作成を指導 

・ブランド確立のためシンボルマーク等を公募し、マスコミやＨＰによる積極的な宣伝活動の実施 

・県の堆肥情報管理センターを介し、畜産地帯との堆肥の広域流通協定の締結 



 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 取 組 概 要 

いしのまき農業協同組合 

【宮城県石巻市】 

野菜 774a 

・近隣町村からの家畜糞尿受入れによる自家製堆肥の調整、土壌分析に基づく肥料の適正施用、樹液診断による

農薬散布の軽減 

・宮城県認証制度および国のガイドライン表示に沿った減農薬・減化学肥料栽培等を積極的に推進 

・ビル厨房からの残さを有機肥料として活用、出荷はダンボールからイフユコンテナへの切替、農業用プラスチ

ックの適正処理システムの構築 

・通時間の短縮、クローズド販売により価格設定に関与、アンテナショップでの販売、文部省の「全国子どもプ

ラン」の一環農業体験学習の実施 

片品村 「エン麦の会」 

【群馬県利根郡片品村】 大根 49.2ha 

・休耕中の有機物補給、景観保全、雨による土壌流出防止にエン麦を植え鋤込むとともに、土壌消毒剤を使わな

い減農薬栽培、土壌診断に基づく土壌改良資材の投入・適正施肥によるダイコン生産を実施 

・取組の PR 実施、学校の課外授業への協力 

小川 文昭 

【長野県伊那市】 水稲 3.5ha 

・土づくりの実践、土壌診断に基づく稲わら、レンゲの施用、プラウによる深耕、有機無化学肥料・無農薬栽培 

・販売先の消費者との農業体験による交流会の実施 

・エコファーマーの認定取得、県主催の環境にやさしい米づくり研修会講師・地元の無農薬指向農家のリーダー 

紀宝町無農薬有機米栽培部会 

【三重県南牟婁郡紀宝町】 

水稲 4ha 

・アイガモ導入による農薬の節減 

・地区内の家畜ふん尿を堆肥として利用 

・温湯浸種法による種子消毒により、育苗段階から無農薬を実施 

・成苗ポット、色彩選別機による被害粒除去、アイガモを果樹園での除草に利用するなど、新たな技術の導入や

取り組みを積極的に実施 

南 保次 

【大阪府寝屋川市】 

ハウストマト 

キャベツ 

はくさい 

ブロッコリー 

5.5a 

10a 

4a 

4a 

・籾殻燻炭処理を籾殻を堆肥化することにより、周辺住民への環境を配慮するとともに、土作りを低コストで実践 

・地域内の河川管理の際に排出される刈草の堆肥を積極的に活用する他、菌床しいたけの菌床を堆肥化して利用 

・地域農業の担い手育成のための「中部担い手塾」に対し、ほ場の提供と協力を実施 

（有）佐々木農場 

【島根県浜田市】 ほうれんそう 

こまつな 

ねぎ 

489ha 

・堆肥施用、緑肥導入等の土づくり、土壌診断を踏まえた有機質資材の効果的施用 

・複数異科作目の輪作、防虫ネット、太陽熱処理、天敵利用による防虫対策 

・経営は契約取引中心、運送業者との直接契約による流通経費の削減 

・消費者との交流会、小学校での特別授業、中学校の体験学習を実施 

・研修生の受け入れによる地域の担い手の育成 

岡山久世有機の会 

【岡山県真庭郡久世町】 
なす 

ほうれんそう 
2.7ha 

・堆肥施用による土づくりの励行、土壌診断に基づく施肥設計 

・耕種防除を中心とし、予察情報等による適期防除 

・通いコンテナ利用による流通資材の削減 

・販売・流通はＪＡ、消費者との交流会は町と会で実施するなど関係機関一丸となって推進 

・生協との契約栽培 

（有）大嶺ファーム 

【沖縄県宮古郡上野村】 
マンゴー 

パパイヤ 

125a 

25a 

・さとうきびのしぼりかす（バカス）と牛糞から堆肥を生産し、土作りの励行 

・生ごみ、米ぬか、カニ殻等からオリジナルの肥料を製造 

・被覆資材、海草の成分エキスを活用し病害虫の防除 

・先進地視察等による、整枝・剪定、かん水等の技術の高位水準化 

・地元小学生等による農業体験研修や消費者グループによる収穫体験、交流会の開催 

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 

厚沢部町農業協同組合 

【北海道檜山郡厚沢部町】 
メークイン 89ha 

・マルチ栽培により栽培期間が１か月程早いため、アブラムシの発生前に収穫、雑草も生えないため減農薬 

 町内の預託牛から出る完熟堆肥を 3t／10a 施用（JA・町一部助成） 

・通常の露地ものよりも出荷が早いため有利販売、「コープこうべ」のフードプランとして販売 

 毎年「コープこうべ」のフードプラン担当者等が来町し、生産者との交流・意見交換会の実施 

風連町有機農業倶楽部 

【北海道上川郡風連町】 水稲 29ha 

・ほ場の透排水性改善、堆肥や有機質肥料・ぼかし肥料を用いた土作り、除草剤は１回のみ、農薬防除をしない

減農薬栽培 

・ブランド名「風のささやき」として近隣市・町・道内都市・東京の消費者との契約販売 

遠野愛鴨米有機研究会 

【岩手県遠野市】 水稲 4.9ha 

・アイガモを使った無農薬を目指した取組、全員エコファーマーの認定取得 

・プライベートブランド「とおの愛鴨物語」として内外に認知 

・「大阪いわて純情会」の小売店と相互交流の実施、JR 東日本の東京における遠野郷の宣伝にも一役 

立川町堆肥生産センター 

【山形県東田川郡立川町】 
水稲 185ha 

・耕畜連携による堆肥を用いた土づくりと農薬・化学肥料の低減 

・町ぐるみの一般家庭の生ゴミリサイクル、籾殻、家畜糞尿のリサイクルを実施 

・一般栽培米との区別化により、地域ブランド米として、JA を通じ生協を中心に産直と有利販売の実現 

・生産者と消費者の交流会の実施、産地 PR、消費者の動向調査実施 

石川地方農業振興協議会 

【福島県石川郡石川町】 

水稲 

野菜 

葉たばこ 

果樹 

1,500ha 

105ha 

126ha 

76ha 

・堆肥施用と農薬削減 

・農業用廃プラスチックの適正処理協議会の立ち上げ、家畜堆肥供給者マップの作成 

・野菜、米で独自ブランドの確立 

・流通業者、消費者との交流会の実施、県内外市場での果樹産地 PR、地産地消の推進 

東松山市堆肥生産利用組合 

【埼玉県東松山市】 野菜 16ha 

・剪定枝葉・刈草の堆肥化による減化学肥料栽培 

・展示ほ場を設置し、堆肥投入による物理性の改善、肥料分の供給、作物の生育確認の実施 

・県内の有機 100 倍運動推進事業の先進事例 

農事組合法人丸和園芸出荷組合

【千葉県印旛郡富里町】 

大根 

にんじん 

ごぼう 

他野菜 

15ha 

10ha 

4ha 

31ha 

・畜産の完熟堆肥、放線菌・酵母菌等の有用微生物の活用、農産物残渣の有効利用 

・日本ｵｰｶﾞﾆｯｸｱﾝﾄﾞﾅﾁｭﾗﾙﾌｰｽﾞ協会の有機認証取得、生協・外食産業へ契約販売 

・消費者団体の視察受入れ、有機農産物取扱業者主催の交流会、見学会への積極的な参加 

東京みらい農業協同組合 

【東京都東久留米市】 
野菜 2.6ha 

・農業改良普及センター、農業者などと有機資源リサイクル推進協議会を設置し、たい肥資材の調達・処理方法

について検討を実施 

・生ゴミコンポストの実証展示ほを設置 

・生産された堆肥利用による土づくりにより、減化学肥料栽培等を実施 

小竹直売会 

【神奈川県小田原市】 
水稲 

野菜 

80a 

207a 

・牛糞に大豆粕、ナタネ粕、粉炭、固形昆布等の有機質を加えたぼかし堆肥の製造 

・土壌診断に基づく適正な施肥管理、防虫用不織布被覆による農薬散布軽減により、当該地区の慣行栽培に比べ、

農薬・化学肥料の使用量 1／３に削減 

・畜産農家と連携で家畜糞尿のリサイクル、大豆粕、ナタネ粕のリサイクル 

・直売所「かあちゃんの店」を開設、消費者と生産者の相互交流の場、情報源として活用 

青菜栽培研究会 

【山梨県南巨魔郡富沢町】 軟弱野菜 
露地 1.1ha 

施設 17a 

・無農薬栽培、土壌分析に基づく堆肥を中心とした施肥計画の策定 

・地元スーパーとの契約栽培による販売、JA の協力による産地の維持、拡大 

・エコファーマーの認定を目指す 

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 

足久保ティーワークス 

茶農業協同組合 

【静岡県静岡市】 
茶 36.3ha 

・窒素肥料を削減し、化学肥料の禁止・全て有機肥料を目指す、農薬を半減以下、除草剤の使用禁止 

・河川や高速道路等の土手の草の有機肥料化 

・地域住民と都市住民の交流の場「ティーワークスお茶まつり」の開催、毎日曜日「ふれあい朝市」開催 

・ISO14001 の取得により、当農協の茶が茶商の間で PB 商品として定着化 

立野有機米生産組合 

【富山県高岡市】 水稲 27.4ha 

・耕畜連携による良質たい肥の確保により減化学肥料栽培等への取組 

・消費者団体との積極的な交流 

・展示ほを設置するとともに、研修会の実施など一層の品質・食味向上への取組を実施 

大野ナス生産組合 

【福井県大野市】 
なす 5.4ha 

・JA が主体となって籾殻牛糞堆肥を生産、基肥・追肥に積極的に有機質肥料導入、全圃場にフェロモントラップ

設置による早期防除で減農薬 

・籾殻、牛糞のリサイクル 

・JA を通じ福井・大阪市場に出荷し、高い評価を得ている 

水口町堆肥生産利用組合 

【滋賀県甲賀郡水口町】 

水稲 186ha 

・耕種農家自身で納得できる堆肥を製造 

・公道のり面の雑草を未利用有機性資源として堆肥化するシステムを確立 

・生協との契約栽培 

・田植え、稲刈りツアーや保育園児に農業体験を実施 

・農業用使用済みプラスチックの適正処理 

わづか有機栽培茶業研究会 

【京都府相楽郡和束町】 
茶 60ha 

・化学肥料を一切使用せず、現在は効率的な施肥について研究 

・害虫の捕殺、手作業による除草により化学農薬の低減 

・収穫期の人手不足解消のため、地域茶農家に学生アルバイトを派遣するとともに、交流機会の場を提供 

・定例会、研修会を開催するとともに、ＨＰによる情報提供 

米島会 

【奈良県宇陀郡榛原町】 野菜 

水稲 

454a 

45a 

・地域内の牛ふん、草、米ぬか等を使用した堆肥を利用 

・被覆栽培、フェロモントラップを利用し、減農薬栽培を実施 

・販売面では産直を実施するとともに、包装袋に生産者の氏名、連絡先等をプリント 

・消費者との交流や幼稚園、小学生への農作業体験を実施 

鳥取中央農業協同組合 

大栄果実部 

【鳥取県東伯郡大栄町】 
なし 14.4ha 

・交信錯乱剤、誘殺装置の設置、発生予察に基づいた防除体系による低農薬栽培の推進 

・害虫・天敵を掲載したカラー冊子を指導会で配布 

・生協と契約出荷販売 

・消費地での動向調査や試食会でのアンケート等により消費者意識の把握 

美馬郡有機の里推進協議会 
【徳島県美馬郡脇町】 

水稲 
麦 

ゆず 

909ha 
105ha 
70ha 

・鶏糞等の地域資源を活用し堆肥化するとともに、栽培優良事例集に基づき土づくりを実施 
・ＪＡＳ法に先駆け「有機農産物等認証制度」を発足 
・レタス、にんじんの新たな産地を形成 

古本 忠 
【香川県坂出市】 

水稲 2.7ha 

・堆肥を自作地並びに近隣の耕種農家へ供給・還元し土づくりを実践 
・にんじん等の収穫残さを粗飼料として活用 
・複合経営による粗飼料と敷料の地域内での完全自給 
・担い手不足の中で農地借入、作業受託により優良農地の維持管理や農村環境の保全に貢献 



 

 
 
 

 

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おんが赤とんぼ米研究会 

【福岡県遠賀郡岡垣町】 

水稲 70ha 

・疎植による病害虫に強い稲つくり、虫見板による的確な害虫発生状況の把握、深水管理等による雑草防除によ

り減・無農薬米の栽培 

・部会員の意識の統一と品質維持のための申し合わせ事項 

・栽培講習会や展示圃を毎年設置することによる栽培技術の向上 

・生協との契約栽培 

高橋 雄三 

【大分県大野郡野津町】 茶 5ha 

・堆肥等施用技術、酢酸等利用による化学農薬低減などの環境保全型農業技術の導入 

・粉末茶等消費者ニーズに対応した商品開発を行い、販路の拡大を実施 

・消費者による茶の手摘み体験や交流会の開催 

日向農業協同組合 

西郷村ﾐﾆﾄﾏﾄ部会 

【東臼杵郡西郷村】 ミニトマト 1.1ha 

・遮根シート導入による青枯病の防止 

・改良太陽熱消毒法や新たな接木方法の導入など農業試験場で開発された技術の積極的な導入により農薬使用の

低減及び作業の省力化を実現 

・減農薬・化学肥料栽培はＪＡの認証制度に基づき、認証シールを貼って出荷 

・地区の小学生による収穫体験の実施 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 取 組 概 要 

株式会社パレスホテル 

【東京都千代田区】 
  

・ホテルから出る生ごみ等の未利用資源から有機質肥料を生産するリサイクルシステムの確立 

・生産した肥料で作られた農産物を再購入 

・良質な有機質肥料を生産できるように、高脂肪残さの除去等を実施 

・ホテルにおいて有機質肥料の販売 

鹿児島県経済農業協同組合連合会 

【鹿児島県鹿児島市】 

  

・高品質堆肥利用促進センターを設置し、堆肥生産・利用の事例収集、営農指導員、畜産農家、耕種農家等によ

る研修会の開催、堆肥需給調整等の堆肥の良質化と施用の促進 

・地域の栽培作物に応じた堆肥を耕種農家へ供給する体制等、各地域において堆肥生産と利用システムが確立 

・たい肥や緑肥作物の導入、土壌診断やそれに基づく施肥改善等により土づくりの推進 

・有機質肥料、肥効調節肥料、太陽熱消毒等による化学肥料・農薬削減 

・環境にやさしい施設栽培に取り組む「アグリタウン」の建設 

生活協同組合コープかごしま 

【鹿児島県鹿児島市】   

・産地グループと産直契約を行い、生協組合員の要望にあった安全安心な産直農産物の提供を実施 

・産直産地との提携交流のモデルとして一貫した交流・支援活動を通じて、有機・特別栽培農産物の普及拡大へ

の取組 

特別賞  


