
第８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 

JA さらべつ堆肥熟成施設 
【北海道河西郡更別村】 

甜菜 
その他 

079ha 
51ha 

・研究機関・普及センター・村・農家・JA によりプロジェクトチームを設立し、JA で堆肥熟成施設を設置、 

地力向上、減農薬・減化学肥料の実施、甜菜・小麦・馬鈴薯・豆類の輪作の実施 
・酪農家の余剰糞尿、鶏糞、農業廃棄物である甜菜遊離土・澱粉粕のから堆肥作り 
・コープこうべと小豆・金時・メークインの減農薬栽培取引 
・メークインの「YES！clean 北の農産物表示制度」への登録申請中 

JA みちのく 
安達二本松有機農業研究会 
【福島県二本松市】 

水稲 
畑 

4ha 
9ha 

・無農薬・無化学肥料の有機栽培、土壌分析に基づく適正施肥、輪作体系の導入（大豆、小麦、ｷﾋﾞ、ｴｺﾞﾏ等） 
・家畜糞尿、農作物残渣、温泉旅館の生ｺﾞﾐ、農業用プラスチックのリサイクル 
・大消費地（東京）での店舗販売、契約販売による県内外の消費者への宅配、加工品の取扱 
・消費者との間で農作業体験・収穫祭・家庭菜園講習会の実施、新規就農者・研修生の受入れ 

高根沢町 
【栃木県塩谷郡高根沢町】 

水稲 
しゅんぎく

なし 
その他 

390ha 
8ha 

14ha 
29ha 

・町の土づくりセンターで堆肥の製造、土壌診断に基づく適正な施肥と化学肥料の削減、性フェロモン剤を 

活用し化学農薬の削減 
・家庭生ゴミ・家畜排泄物・農業用使用済プラスチックのリサイクル 
・地産地消ｼｽﾃﾑの検討、町内産大豆を使用した特産品づくり 
・全町民挙げての農業についての意識の高揚をはかっている、各小中学校への体験農場の設置支援、保育園・幼

稚園児を対象の収穫体験の実施 
・県特別栽培農産物認証取得 

ＪＡ福井市北部エコファーマーズ 
【福井県福井市高屋町】 ほうれんそう 

ツマミナ 20ha 
・無化学肥料・無農薬（減農薬）栽培の実践（籾殻、牛糞たい肥の施用及び BT 剤等生物農薬） 
・福井市との連携により生ゴミのリサイクルシステム 
・消費者、流通業者、学校給食関係者等へ収穫体験等の交流会等を通じた PR 活動 

飛騨蔬菜出荷組合トマト部会 
【岐阜県高山市】 

トマト 162.4ha 

・コンポストセンターでたい肥化された家畜ふん尿を活用し、土づくりに利用 
・化学肥料・農薬の節減（土壌診断の実施、緩効性肥料の利用、防虫ネットの利用、紫外線カットフィルムの利

用） 
・地域の条件にあった合理的輪作体系の導入 
・家畜ふん尿、農業用廃ビニール等のリサイクル 
・消費者、流通業界への PR 活動 

農業生産法人  
有限会社みずほ協同農園 
【兵庫県三木市】 水稲 

野菜 28.9ha 

・地元農家とコープこうべが一体となり、店舗から出た食品残さをコープこうべ直営の土づくりセンターでたい

肥化、農家はそれを利用し、生産された農産物をコープが販売するリサイクルシステムの構築 
・地元農家が農園を設立し、地域一体となった交流活動（体験農園、学習講座） 
・通いコンテナの使用、生分解性資材の利用試験等による廃棄物削減の取組 
・農産物の出荷規格の簡素化による商品ロスの削減 
・新規就農希望者等の農業実習に使用する研修農園の設置 

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 

JA 土佐れいほく 
園芸部 ISO 部会 
【高知県土佐郡土佐町】 

赤ピーマン 
ししとう 

米 
なす 

ミニトマト 

１６ha 

・高知県環境保全型畑作振興センターや先進地への視察研修の実施 

・減農薬栽培実証試験として、紫外線カットフィルム、防虫ネット、黄色蛍光灯の導入、天敵の導入等の試験結

果の検討会などによる減農薬栽培技術の向上 

・牛糞たい肥、ワラ、バークたい肥利用による土づくり 

・消費者の信頼を得るため、県認証制度の活用を推進し、ISO14001 認証の取得 

有限会社大野原有機農業研究会 
【鹿児島県曽於郡松山町】 

水稲 ２７ha 

・使用される５割のたい肥を組合員の自家製たい肥を利用、レンゲ等の緑肥を連年すき込む 

・側条施肥、独自の有機質肥料による化学肥料の施用量の削減 

・アイガモ利用、田車による除草 

・生産から出荷までの一元化 

・米生産関係団体との連携、消費者・流通関係者と販売促進活動を通じての交流 



 
名称 

（所在地） 対象作物 環境保全型 
農業実績面積 取 組 概 要 

JA木造町おいしいごはんを作る会 
【青森県西津軽郡木造町】 

水稲 230ha 

・６種類の有機物を使ったボカシ肥料の製造、減農薬・減化学肥料栽培、アイガモによる無農薬・無化学肥料栽

培、温湯法（65℃のお湯）による種子消毒 
・稲わらの鋤き込み 
・独自ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ米「ゆうき凛凛」の直売、籾での低温貯蔵と注文後籾摺り・精米し、３日以内発送 
・宅配契約による個別販売に加え、「コープあおもり」等との消費者交流を実施アイガモ農法米が青森県特別栽培認証取得 

かづの農業協同組合 
【秋田県鹿角市】 水稲 

ハウスきゅうり 
露地きゅうり 
トマト 

アスパラガス 

78.2ha 
2.3ha 
2.6ha 

10.8ha 
10.1ha 

・養豚糞尿等による完熟堆肥と生物活性水の製造、堆肥の成分分析に基づく適正量の投入、特別栽培農産物の栽

培技術のマニュアル化による肥料・農薬の適正使用化 
・養豚・公共施設の生ごみリサイクル 
・減農薬・減化学肥料栽培は労力が掛かることを市場関係者に理解を得て、再生産可能な価格設定と区別化販売

を実施、農協独自のホームページを開設 
・首都圏コープとの消費者交流、首都圏ｽｰﾊﾟｰで現地精米販売 

牟礼村持続型農業推進協議会 
【長野県上水内軍牟礼村】 りんご 

もも 
レタス 

123ha 
 26ha  
6ha 

・性フェロモン剤・発生予察防除体制の整備による減化学農薬栽培、有機物の投入による土づくり、土壌診断に

基づく適正施肥 
・農業用廃プラスチックの回収 
・JA全農長野の「おひさまニコニコ」認証（性フェロモン剤や天敵利用等の減農薬栽培）取得で有利販売、生協との産直 
・野菜地帯および近隣町村にも性フェロモン剤が普及 5) ９名が「エコファーマー」の認証取得 

那賀町有機農業実践グループ 
【和歌山県那賀郡那賀町】 

タマネギ 
ｽｲｰﾄｺｰﾝ 
大根 

コマツネ 

12.1ha 
・有機質肥料等の使用による減農薬・減化学肥料栽培、町独自の特別栽培基準及び認証委員会の設置 
・地元消費者を中心とした販売ルートの開発 
・地元小学校への食農教育支援と学校給食食材の提供 

JA せとだ「エコレモン」 
【広島県豊田郡瀬戸田町】 

レモン １５ha 

・たい肥の活用、被覆植物（ナギナタヤ）の活用等による土づくり 
・減農薬・減化学肥料栽培の実施（天然物由来の農薬と毒性が低い農薬の使用） 
・選果場で出る「腐敗果」の炭化処理し園地への還元、農業用廃ビニール等のリサイクル 
・毎年、生協会員との交流会を開催し、消費者ニーズに対応した商品の開発、生産者代表、町、農協、県等によ

る技術部会の開催 
・地元の学校と体験学習の開催 

JA新居浜市チンゲンサイ研究会 
【愛媛県新居浜市坂井町】 

チンゲンサイ ５ha 

・チンゲンサイ専用たい肥（肥料分の少ないバーク主体の EM 菌たい肥）による土づくり 
・土壌溶液採取器を活用し肥培管理に取り組むとともに、ぼかし肥料の使用により環境に優しい肥培管理の確立 
・紫外線カットフィルム、防虫ネット、マルチ利用による総合的病害虫防除 
・ビニール資材の長期使用とリサイクル 
・独自の出荷規格、地元生協を核とした流通販売体制 
・地元学校へ給食の材料の提供、農業体験圃場を設置して体験学習に利用 

玉名農協中央集荷センター 
ミニトマト部会 
【熊本県玉名市】 

ミニトマト ３９ha 

・農協４堆肥センターからの完熟たい肥使用による土づくり 
・土壌分析に基づいた施肥設計の実施、有機質肥料や肥効調整型肥料の使用 
・防虫網の設置、黄色テープ等の化学農薬にたよらない防除方法 
・農業用廃ビニールの有効活用、適正処理 
・部会員全員がエコファーマーとなり、出荷箱にマークを記載する等して PR。 
・消費者との交流（農作業体験、ホームステイ） 

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 

津別町玉葱振興会減農薬部会 

【北海道網走郡津別町】 
たまねぎ 8.8ha 

・堆肥ｾﾝﾀｰを核とした土づくりの励行、減農薬（80％削減）・減化学肥料（30％削減）の実施 

・畜産農家との麦稈と堆肥の交換、農薬空きﾋﾞﾝ・ﾋﾞﾆｰﾙ類の年２回の回収処理 

・東都生協組合員への産直直接販売、コープこうべとの産地交流の実施 

・「YES！clean 北の農産物表示制度」に産地登録 

上州なっぱの会 

【群馬県吾妻郡吾妻町】 
野菜 5.8ha 

・有機 JAS 認証取得、堆肥の製造、減化学農薬対策の実施（雑草・害虫・病害）、無化学肥料栽培の実施 

・畜産糞尿・廃菌床・ﾁｯﾌﾟかす・籾殻、廃ﾋﾞﾆｰﾙ類の再利用 

・都内大手ｽｰﾊﾟｰでの産直祭での販売応援、JA を通じた市場との反省検討会の実施 

・都内こだわり小売店での年 2 回の販売実習、地元中学校の農業体験学習の受入れ 

水見色を考える会 

【静岡県静岡市】 
茶 26.7ha 

・土壌診断に基づく施肥、減化学農薬・減化学肥料栽培、生ｺごみの堆肥化講習会の実施 

・家庭生ごみのリサイクル 

・環境実態調査と資源循環学集会の開催、小中学校と連携した環境教育活動（河川の清掃等）の実施 

・31 戸が「エコファーマー」の認証取得 

かさの園芸組合 

【石川県河北郡津幡町】 グリーンピース 

じゃがいも 

等 

 

・馬糞たい肥等の利用による無化学肥料栽培（地元乗馬クラブの馬糞、地元農協の米糠及び籾殻のリサイクル） 

・地元消費者を中心とした販売（地産池消の販売方法） 

・学校給食への野菜の供給と児童との体験学習等を通じた交流（給食用野菜の７割を供給） 

・輪作と多品目栽培による病害虫被害の回避 

・農薬等の削減（農薬は生育初期２回のみ、マルチ及び草刈り機を利用により除草剤の不使用） 

農事組合法人ツユグチ 

【大阪府和泉市】 
水稲 １７ha 

・大阪エコ農産物認証制度で認証された減農薬・減化学肥料栽培のブランド米栽培（半分の農薬使用量） 

・地元小学校への学校給食米の出荷、12 年度から始めた大豆栽培も学校給食用みその原材料に提供 

みのり会 

【佐賀県東松浦郡浜玉町】 

鶏卵 

みかん 

大根 

７ha 

・鶏糞を微生物発酵させた有機肥料とたい肥を使用した無化学肥料栽培 

・生協への販売を主とし、地域の直売所、個人への宅配による販路拡大 

・消費者との現地交流会、勉強会を開催 

はちまき自然農法生産グループ

【長崎県高来郡吾妻町】 
玉ねぎ 

カボチャ 

水稲 

２４４ha 

・フェロモントラップや対抗植物利用による無農薬栽培 

・米ぬか、なたね油かす、魚粉等による肥料と鶏糞、牛糞、もみがらを主原料とした完熟たい肥施用による土づ

くり、化学肥料の低減 

・20 品種超の野菜在来種の栽培により、対病性向上を図る 

・紙マルチ栽培の実施、廃ビニールの全量回収 

・宅配形式による消費者への供給 

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 

農業生産法人  

有限会社谷口農場 

【北海道旭川市】 

水稲 

小麦 

大豆 

野菜 

46.6ha 

・米を中心に有機、減農薬・減化学肥料栽培、肥料・農薬の適正使用および節減 

・堆肥の販売、直売所、農場レストラン、野菜ジュース等の農産加工品の販売、「雪の舞」ブランドの米の宅配 

・一部の米・トマト・スイカは有機認証取得、一部の米とスイートコーンは農水省の特別栽培農産物のガイドラ

インに基づく栽培 

JA 十勝清水町 

十勝クリーン大豆生産組合 

【北海道上川郡清水町】 
大豆 33.3ha 

・減農薬（50％減）・減化学肥料（30％減）栽培、馬鈴薯・小麦・甜菜・豆類の輪作体系と排水対策の実施、残留

農薬を国の基準の 1/10 以下 

・酪農農家との連携による麦稈と堆厩肥の交換、有機物を利用した土づくり、廃プラステック・農薬空きﾋﾞﾝの回収 

・機械化による省力化と品質重視、産地情報誌「まめーる」の発行、インタ-ネットのホームページ立ち上げ、生

協組合員との消費者交流会への積極的参加 

・「YES！clean 北の農産物表示制度」に産地登録 

有限会社うまいベイこだわり工房 

【北海道瀬棚郡今金町】 
水稲 78.9ha 

・低農薬・有機肥料・化学肥料の適正化による減化学肥料栽培、発生予察に基づく防除の実施 

・酪農農家との連携による麦稈と堆厩肥の交換、有機物を利用した土づくり 

・毎年の収穫祭に消費者とのｸﾘｰﾝ学習会を実施、「冬眠米」ブランド米を契約者に宅配、直売所の開設 

・「YES！clean 北の農産物表示制度」に産地登録 

北岩手古代雑穀 

【岩手県二戸市】 
雑穀 

水稲 
5ha 

・無農薬と化学肥料の低減、一部有機 JAS 認定取得、メーカーと共同で除草機械の開発、輪作体系の導入 

・直、農家レストランへの供給 

・雑穀を復活させ伝統料理の復活や伝承、子供達への「体験学習」「環境学習」の場提供 

エコピック推進協議会 

【山形県鶴岡市】 
養豚 360 頭 

・学校給食・事業所社員食堂の食べ残しと魚市場のあらを乾燥させたものを豚の飼料に 30％混入、飼料ｺｽﾄの低減、

学校給食に肥育した豚肉を使用し食農教育を実施 

・大学、行政、地域団体と連携し事業を構築 

・小学生を対象に出前環境講座を実施 

有限会社 横田農場 

【茨城県龍ヶ崎市】 

水稲 2.36ha 

・有機 JAS 認証取得の無農薬・無化学肥料栽培、県特別栽培農産物認証の減農薬栽培、成分分析された優良堆肥

で土づくり、紙マルチ利用による雑草防除 

・家畜糞尿のリサイクル 

・産直による有利販売に展開（宅配・直売所・農業公園のイベント） 

・有機農業の啓発普及活動 

さいたま市 

大宮アイガモ農法研究会 

【埼玉県さいたま市】 
水稲 1.3ha 

・アイガモ農法の実施、減農薬・減化学肥料栽培 

・契約販売の実施 

・消費者団体を対象に見学会・アイガモ米の試食会の実施 

・県特別栽培農産物認証取得 

成東町観光苺組合 
【千葉県山武郡成東町】 

苺 10.7ha 

・良質堆肥の生産と減化学肥料、土壌診断に基づく適正施肥、天敵の導入による減農薬栽培 
・「いちご狩り」による観光農業を主体の経営、町との連携をはかりながら町の期間産業としての発展が期待され

ている 
・消費者とは直接接するので迅速な市場対応が可能 

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 

立川市 

【東京都立川市】 植木野菜 26ha 

・堆肥センターの設置で土づくり、減農薬野菜栽培、土壌診断に基づく適正施肥 

・家畜糞尿・植木剪定枝のﾘｻｲｸﾙによる堆肥づくりを実践 

・堆肥を活用した農産物の学校給食への活用 

さがみはらトマト倶楽部 

【神奈川県相模原市】 トマト 

きゅうり 

120a 

70a 

・肥による土づくり、減農薬・減化学肥料、土壌診断に基づく適正施肥、マルハナバチによる交配、天敵農薬の導入 

・家畜糞尿・剪定枝チップ・米糠のリサイクルによる堆肥づくり 

・部員全員が個人直売所を設置、市内量販店に販売コーナー設置、贈答用トマトの販売 

・市民祭り・小中学生の体験学習・市の行事への協力 

河口野菜出荷組合 

【山梨県南都留郡河口湖町】

野菜 ９ha 

・パンチフィルム・生物農薬の使用による減化学農薬、堆肥による土づくり（減化学肥料）、土壌診断に基づく適

正施肥 

・稲わら・籾殻のリサイクルによる堆肥づくり 

・地元ｽｰﾊﾟｰとの産直、マスコット「ハービーちゃん」を使用したﾌ゛ランド化、学校給食への食材供給 

・会員全員が「エコファーマｰ」の認証取得 

俵橋出荷組合 

【新潟県北蒲原郡加治川村】
トマト 

きゅうり 

ミニトマト 

97.8a 

・土づくりのため畜産農家から購入した牛糞たい肥を施用するとともに、ロールベーラーで稲わらを収集し 

ハウス内にすき込む等の取組 

・害虫の発生予察を基に、化学農薬を県内慣行栽培の５割に削減 

・有機質肥料や緩行性肥料の使用 

・消費者ニーズにそった品種の選定 

・消費者・流通業者への PR 活動 

平村農業機械化振興会 

【富山県東砺波郡平村】 水稲 31ha 

・一村営農体制による土づくりの推進（村全域にわたるたい肥、土壌改良剤の散布を募り、集落ごとに散布） 

・化学肥料・農薬の使用低減の取組（側条施肥田植機の使用、苗箱施薬剤の活用） 

・隣接する村においても同様の活動が実施される 

農事組合法人裏谷高原牧場 

【愛知県北設楽郡設楽町】 
水稲  ・家畜ふん尿を利用したたい肥化施設を利用した土づくりと無化学肥料栽培 

野洲町愛郷米生産組合 

【滋賀県野洲郡野洲町】 水稲 ５８ha 

・稲わら、籾殻、米ぬか等の有機物による土づくりと機械除草等による農薬の削減 

・消費者、地元小学校との交流による流通面の工夫 

・農作物残さ、農業用使用済みビニール等のリサイクル 

メルヘンの里 愛ガモ稲作の会

【岡山県真庭郡新庄村】 水稲 2.7ha 

・牛糞、合鴨の糞によるたい肥による土づくり 

・有機質肥料の使用、アイガモと深水管理による除草等 

・大阪の消費者グループとの交流、地元小学校との連携による農作業体験学習 

JA 香川県 

三木町支部ふるさと農園部会

【香川県木田郡三木町】 

ブロッコリー 

トウモロコシ 
3.6ha 

・普及センターとの連携によりたい肥と土壌分析を実施し化学肥料の削減 

・フェロモン剤利用による農薬散布回数の低減 

・生協との交流会をはじめ消費者との意見交換や農作業体験の実施 

JA たがわ小松菜部会 

【福岡県田川郡添田町】 小松菜 ２.５ha 

・たい肥センター等から購入した牛糞たい肥、籾殻、稲ワラ等の粗大有機物等の投入した土づくりの励行 

・有機質肥料の使用、カキ殻を主体とした有機石灰資材による土壌改良 

・総合防除体系への取組 4) 農産物残さ、農業用廃ビニール等のリサイクル利用生協組合員等消費者との交流 



 
 

 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 
取 組 概 要 

宮野久典 

【大分県下毛郡邪馬渓町】 
ほうれんそう 0.65ha 

・有機認証に対応した天然物質または天然物質に由来する資材と米ぬかを施用 

・地域の条件にあった合理的な輪作体系の導入 

・使用済みビニールを地域の他の園芸農家へ還元 

・「永岩林業の里づくり交流会」と連携し、収穫体験等を通じた消費者との交流 

はまゆう農業協同組合 

ピーマン専門部串間総支部 

【宮崎県串間市】 
ピーマン   １０ha 

・土壌診断により、バーク堆肥等を施用 

・太陽熱消毒、対抗植物、生物農薬、防虫ネット等の利用 

・「新みやざきブランド」資源循環型野菜（みやざきエコ野菜）の認証を受け、商品の差別化を図る 

・地元小学生等へ収穫体験、消費者との販売促進活動 

金城 朝明 

【沖縄県中頭郡中城村】 
ゴーヤ ３ha 

・山羊の糞と牛糞、サトウキビの葉を乾燥させたオリジナルのたい肥使用 

・独自の病害虫防除技術 

・ブランド化、ネット販売などによる差別化 

・海外青年協力隊の受け入れ等による交流 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 
取 組 概 要 

生活協同組合コープこうべ 

【神戸市】 
  

 

特別賞  


