
第９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 

いわい東農業協同組合 
トマト部会 
【岩手県東磐井郡千厩町】 

トマト 20ha 

・土壌診断に基づく土づくりと肥料の適正使用、減農薬・減化学肥料 
・耕畜連携による堆肥の有効利用、廃プラスチック回収の実施 
・量販店の店頭に生産者の写真入りポップの展示、生産者・関係機関当が消費地へ出向き消費者へのＰＲの実施、

都内にアンテナショップの設置、消費者を対象に「エコニュース」を月 2 回発行 
・部会員全員がエコファーマーの認証取得、生産履歴記帳を部会員全員が実施、JA のリーダーシップによるトレ

ーサビリティ実施 
北つくば農協 
結城市園芸部会レタス部 
【茨城県結城市】 

レタス 230ha 

・堆肥による土づくり、連作障害を回避するための輪作の実施 有機質肥料の開発と化学肥料の削減、病害虫発

生予察・性フェロモン剤の利用・全面マルチ栽培による農薬の削減 2）3）4） 
・養豚農家との耕畜連携、レタス外葉の堆肥への混合、廃プラスチックの適正処理の実施、生分解性マルチの導入検討 
・毎年消費者との交流会の開催、地元小学生農業体験交流会の開催 JR 東日本の協力の下、地元産農産物の PR 実施 
・部会員全員が生産管理台帳の記帳、出荷資材の減量化、農薬の飛散防止や低毒性農薬の使用、水田作付けに 

よる土埃害防止 
木島平村 
【長野県下高井郡木島平村】 

水稲 
アスパラガス 

大豆 
ズッキーニ 
きゅうり 

他 

27.5ha 
10.6ha 
3.0ha 
1.9ha 
0.4ha 
0.6ha 

・堆肥による土づくり、土壌分析による有機質肥料の施用による減化学肥料栽培、除草機械・フェロモンとラッ

プによる発生予察等により減農薬、一部無化学肥料栽培、県試験場との連携を実施 
・家畜排泄物、きのこ廃培地を利用した高品質堆肥製造、村有機センターでの堆肥販売体制確立 
・村内に直売所を設置、都内にアンテナショップを設置し消費者と交流、村内保育園・学校給食に食材供給、 

都内児童による農業体験実施 
・村役場に｢有機の里推進係｣を設置し行政・生産者一体の取組み、 県認証制度に 7 品目の認証取得 

あぐり弥幾 
【福井県三方郡美浜町】 水稲 

飼料稲 
野菜 

10.3ha 
1.6ha 
0.8ha 

・牛糞堆肥・稲わらの全量すき込みによる土づくり、化学肥料は一部使用（一部無化学肥料）栽培、水稲 1.2ha
で県特別栽培農産物の認証取得、2）3） 

・肉牛堆肥生産組合に加入し、薫炭・米糠を混ぜた良質堆肥の施用 
・消費者との交流会を毎年開催、ホームページで情報公開、A コープ店・町内観光施設での農産物・加工品の販

売、自家生産出来ないものは地域内で生産されたものを活用し地域ブランドとして定着 
JA 兵庫六甲 
岩岡チンゲンサイ部会 
【神戸市西区岩岡町】 

チンゲンサイ

水稲 
キャベツ 
スイートコーン

きゅうり 

14.7ha 

・土壌診断による土づくり、ﾌｪﾛﾓﾝ剤利用、ハウスサイドへの防虫ﾈｯﾄ被覆、太陽熱による土壌消毒  
・廃プラスチックの適正処理、地元畜産農家のたい肥利用 
・イオングループとの契約栽培、市内の学校給食への配給、生産者、農協、県、市が一体となって生産供給体制

に取り組む 
・部会全員がエコファーマー、県が実施している「ひょうご安心ブランド認定制度」の認定第１号 

仁多町 
【島根県仁多郡仁多町】 水稲 

ほうれんそう

  
411ha 

・４台のマニュアスプレッダにより自家たい肥散布、地域の実態把握のため管内６１箇所の土壌分析、たい肥施

用実証ほの設置により、生育調査等を実施して効果を確認 
・規格外ほだ・廃ほだ等廃剤利用によるたい肥生産、林-畜-耕の資源循環システムの構築 
・町出資の販売会社が中心となり、販促キャンペーンと消費者へのアンケート、パンフ作成等による PR 活動 

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 

有限会社 やさい工房有明 
【長崎県南高来郡国見町】 

だいこん 
にんじん 
はくさい 
玉ねぎ 

 
・堆肥製造組合に委託し堆肥生産、緑肥導入、土壌分析、残留農薬検査、ほ場周辺環境の現地調査 

・コープこうべとの交流を１０年以上前から行っており、「フードプラン」に基づいて契約栽培 

南大東村さとうきび 

生産振興対策協議会 

【沖縄県島尻郡南大東村】 
さとうきび 3057ha 

・フェロモン剤利用、年１回土壌分析週間を設け、農協、普及ｾﾝﾀｰと連携し行う、緑肥導入、有機質資材の投入

による土づくり、耕畜連携による堆肥生産 

・製糖副産物（バガス、糖蜜など）の有機性資源のほ場還元、耕畜連携により有機性資源の利活用 

・小中学校への防除等の農業教育実施、地域の防除意識の啓発のため推進大会開催 



 

 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 取 組 概 要 

富原地区堆肥生産組合 
【北海道空知郡上富良野町】 

水稲 
小麦 
小豆 
メロン 

他 

46.8ha 
34.8ha 
3.0ha 
2.8ha 

26.0ha 

・水稲の減農薬栽培、耕畜連携・町の下水汚泥を利用した堆肥づくり） 
・豚糞、稲わら、麦稈、下水汚泥の活用 
・ＪＡの消費者交流会への協力 
・雪上ケイカル散布による融雪促進、稲わらの完全収集 

ＪＡ鶴岡ネットメロン専門部 
【山形県鶴岡市】 

メロン 213ha 

・壌診断に基づく堆肥由来窒素投入、有機入り肥料および局所施肥による化学肥料の低減、被覆栽培による農薬

低減と適期防除の推進、農水省特別栽培ガイドラインに基づく特別栽培メロン 
・ＪＡのホームページによるＰＲ、販売用ポップを市場や量販店に配布、消費者や流通・販売業者との交流会の実施 
・専門部会員全員がエコファーマーの認証取得、トレーサビリテシステムの構築 

佐渡トキの田んぼを守る会 
【新潟県佐渡郡新穂村】 

水稲 15.6ha 

・米糠・発酵肥料の散布、冬期湛水による土づくりと減化学肥料、無農薬栽培、トキの餌場となるよう 

不耕起栽培の実践 
・米糠・屑大豆による除草と有機質肥料の製造 
・トキの野生復帰支援の一貫としての講演会・シンポジウムの実施。NPO法人と連携した「田んぼの生き物調査」の実施 
・JA を通じ独自ブランド「トキのひかり」を首都圏中心に販売 

有限会社 なずな農園 
【岐阜県羽島郡柳津町】 

トマト 
なす 

ほうれんそう 
小麦 

２．４ha 
・有機質肥料の投入（地域の有機物資源の堆肥化）、自製のボカシ肥料使用 
・農産物残さのリサイクル利用 
・地元スーパーとの契約栽培、地産地消、生産者を研修生として受け入れ技術の普及 

JA 倉敷かさやナス部会 
【岡山県笠岡市】 

ナス ２ha 

・実証ほを設置し、土着天敵を活用した栽培、ソルゴーの囲い込み栽培、他産地との交流により新技術の確立  
・養鶏農家と連携し、鶏糞たい肥を利用 
・消費者とのバスツアーによる交流会、天敵を利用した農法を PR するためオリジナル袋にて出荷、ブランド 

商品としての地位を確立 
JA 板野郡柿島支所ﾚﾀｽ部会 
【徳島県板野郡吉野町】 

レタス 120ha 

・耕畜連携による牛糞や鶏糞によるたい肥利用、約 120 箇所設置のフェロモン剤利用による減農薬栽培の実施、

生分解マルチの導入、有機緩効肥料による減化学肥料栽培の実施 
・地下水の硝酸性窒素濃度を県施設の協力を得、実態調査 
・部会員全員 101 名がエコファーマー認定 

農事組合法人 平山温室組合 
【熊本県八代市】 

ミニトマト 210a 

・組合員全員が減農薬・減化学肥料による意識が高く、土づくり、土壌診断、太陽熱消毒、天敵利用、黄色灯、

ラノテープ、防虫ネット、ハウス内に換気扇を設置し病害を抑制、遮根ｼｰﾄを利用した隔離ベッドと灌水同時施

肥ｼｽﾃﾑ等の技術を導入、農薬・肥料等の資材利用記録と作業記録を義務付け、将来的にトレーサビリティに対

応できる仕組みを構築 
・農業用廃ビニールは契約した業者により回収されリサイクル 
・研修生の受け入れや視察、トマトの愛称やシンボルマークを定めダンボールに印刷するなど流通面での工夫 

くにさき西部農協 
なばな生産部会 
【大分県豊後高田市】 

なばな 27ha 
・牛糞たい肥や緩効性肥料の施用、セル苗育苗移植による初期化学農薬防除の軽減、土壌消毒、合理的な輪作体

系の導入、収穫残さを緑肥として導入による土づくり 
・防除日誌を記帳しトレーサビリティによる情報公開を行う、消費者の現地見学による交流会やなばなレシピ集発行 

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 

ニセコ米生産組合 

【北海道虻田郡ニセコ町】 水稲 91.8ha 

・農薬の使用を５割削減、害虫発生予察の実施、アイガモ除草の導入、基肥窒素の減肥、ケイ酸資材の施用 

・地元の学校給食に米の提供、産業祭りでの直売、地元ホテルでの使用や道の駅での直売、消費者団体との体験交流会の実施 

・「北のクリーン農産物表示制度（YES！clean）」に登録 

株式会社大潟村 

カントリーエレベター公社 

【秋田県南秋田郡大潟村】 

水稲 1,417ha 

・公社の副産物を使用した有機肥料の製造、農薬、化学肥料を 5 割以上削減する減農薬・減化学肥料栽培、栽培

方法の明確化と農薬の使用方法や資材の限定、年２回会員同士で確認巡回を実施し基準の順守をはかる、有機

栽培米への取り組みを実施 

・籾殻、米糠、規格外大豆、骨粉等を有機質肥料化、廃プラスチックのリサイクル実施 

・年数回、村内や都内で消費者との意見交換会の実施、消費者や卸売業者を招いた田植、稲刈り体験の実施、 

消費者に対し毎月「ソーラー通信」を発行（3,300 部）、学校給食は全て公社米を使用 

・公社米を「ソーラーライス」の名称で販売、生産履歴のデーダーベース化を推進中 

青葉会 

【神奈川県藤沢市】 

ほうれんそう

大根 

露地オマト

ブロッコリー

レタス 

4.3ha 

・土づくりを基本に堆肥を施用、減農薬栽培の実施、連作障害対策としての徹底した輪作体系の確立 

・豚糞・鶏糞・油かす・米糠等の活用 

・生協を中心に地産地消の実践、生協組合員との交流会（意見交換会、ほ場見学会、収穫体験、料理講習会）実

施、小学校の体験学習の受入れ 

・15 年 8 月神奈川県知事と環境保全型農業推進運動の協定を締結 エコファーマーの認証取得 

杉本 正博 

【静岡県三島市】 

コマツナ 

ほうれんそう 

3.5ha 

0.6ha 

・堆肥施用による土づくりにより減化学肥料、防虫ネット・土壌の太陽熱消毒等による減農薬、若手農業者によ

る毎月 1回の研修会の実施 

・米糠・野菜残渣を活用した有機肥料活用、養豚農家との耕畜連携 

・地元小学生の農業体験受入れ、小・中学校への食材供給、一般市民の見学受入れ、農作業体験に畑を提供、ス

ーパーとの契約販売 

・平成 13 年県農業経営士に認定、エコファーマーの認証取得 

藤原町 

【三重県員弁郡藤原町】 
水稲 

野菜 

梅 

702ha 

・水田畦畔管理作業の省力化（グランドカバープランツ） 

・剪定枝、刈草などの堆肥化、廃食用油リサイクル（BDF プラント）、コンポスト利用による生ごみの堆肥化、衣

装ケースを活用した生ごみの堆肥化、技術普及のため「ふじわら園芸塾」を開催、廃材を活用した猿害防止柵

実証ほの設置、集落排水汚泥の堆肥化試験 

・消費者等への講義、高齢者・女性の生きがいづくりのための場提供、農産物加工品づくり、地元小学校におい

て生ごみ処理機を活用したたい肥づくり、都市住民とそば打ち体験などによる交流 

針江げんき米栽培グループ 

【滋賀県高島郡新旭町】 
水稲 18.9ha 

・5 年ごとに土壌分析を行い、土づくり資材の種類、量を決定。病害虫防除、種子消毒、籾殻やヌカ等の堆肥化、

定期的に技術講習会の開催 

・農業用使用済みプラスチックは回収 

・農作業体験等消費者交流、環境についての勉強会 

旭エコファーマーの会 

【京都府亀岡市旭町】 

水稲 

小松菜 

ほうれんそう 

トマト 

きゅうり 

大根 

711a 

・地元の堆肥利用による土づくり、太陽熱消毒、防虫ﾈｯﾄ、技術研修会の開催 

・地消活動、消費者へ安全な農産物の PR、学校給食ｾﾝﾀｰへの食材提供、地元小学校での食農教育、市全域に 

おける地産地消の展開、農業農村体験ツアーによる都市との交流 

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 

有限会社 石川ファーム 

【香川県三豊郡大野原町】 

トマト 

水稲 

玉ねぎﾞ 

グリーンリーフレタス 

大豆 

923a 

・天敵利用による無農薬栽培、ハウス全面に防虫ネット、生分解マルチの活用により除草剤を使わない生産体系

や種子消毒 

・水耕栽培による廃液処理については、浄化して再利用。出荷に際しては、すべてリサイクル資材を利用 

・地産地消を図るため学校給食への取組み、地元幼稚園への収穫体験、地域一体で機械化一環体系による取組、

地元農協と連携し実行 



 
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 

【北海道虻田郡洞爺村】 

馬鈴薯 

人参 

レタス 

水稲 

りんご 

その他 

81.1ha 

16.6 

19.0 

36.0 

50.0 

130.1 

・土壌診断と適正な施肥の実施、発生予察に基づいた的確な防除 

・家畜糞尿、稲わら等を使用した堆肥化を推進中、廃プラスチックリサイクルの実施と生分解性マルチの利用 

・Ａコープ店、大消費地量販店との直売、消費者交流会の実施 

・「北のクリーン農産物表示制度（YES！clean）」に登録、エコファーマー認証取得者 62 名 

清野袋蔬菜生産出荷組合 

【青森県弘前市】 
野菜 7.2ha 

・農薬、化学肥料の使用を通常の 50％以下とし、県特別栽培農産、物お認証基準をクリア、天敵による防除、マ

ルハナバチ導入による着花促進 

・消費者の来訪、生産者代表の市場等へ出向いての意見交換の実施 

・エコファーマー認証取得者 28 名 

石井 稔 

【宮城県登米郡登米町】 

水稲 1.5ha 

・自家製ボカシ肥料を使用した土づくり、5～6cm の半不耕起、紙マルチ田植機・乗用型除草機の導入、無農薬、

無化学肥料栽培 

・カキガラ、薫炭当の利用 

・「大地の会」の会合等の行事に参加し、消費者と意見交換の実施無農薬生産組合を設立し月 1 回は生産履歴の 

チェックを実施 

白河有機農業研究会 

【福島県白河市】 水稲 50ha 

・肥投入による土づくり（800kg/10a）、減化学肥料栽培、一部無化学肥料栽培の取組み 

・稲わらと牛糞堆肥の交換による耕畜連携 

・直売所を通じて地産地消と消費者との交流の実施、畜産農家への稲わら供給により畜産経営改善への寄与 

環境にやさしい栽培へ取り組む 

ＪＡなすのアスパラ部会 

【栃木県那須郡湯津上村】 アスパラガス 8.02ha 

・堆厩肥の毎年安定的供給による土づくり、土壌分析による適正施肥、減化学肥料、耕種的防除・トラップによ

る発生予察・紫外線カットフィルム等による減農薬、栽培講習会の実施 

・酪農家との耕畜連携による堆厩肥生産、廃プラスチックの適正処理の実施 

・市場関係者との連携・情報交換の実施、地元スーパー等との地産地消の実践、収穫体験・料理講習会の実施、 

・部会員全員が栽培履歴の記帳 

ゆあさ農園 

【群馬県群馬郡榛名町】 
梅 

キウイ 

シイタケ  

2ha 

・堆肥、緑肥の導入による無化学肥料、梅は減農薬、キウイは無農薬栽培、梅の栽培・加工・販売等の研究活動 

・ソーラーシステムによる自家発電、地下水によるシイタケ栽培、自然塩による梅加工、「お客様感謝の日」を開

催し消費者との交流、幅広い客層で全国的な活動 

・エコファーマーの認証取得 

常光果樹組合 

【埼玉県鴻巣市】 
なし 

ぶどう 
17ha 

・土壌分析による適正施肥、牛糞堆肥による適正な土壌管理、性フェロモン剤による減農薬栽培 

・牛糞堆肥の施用 3）地産地消の推進、市場との協力関係を展開 

・組合員全員がエコファーマーの認証取得 

農事組合法人  
千葉産直センター 
【千葉県匝瑳郡野栄町】 

ピーマン 
キャベツ 
さといも 
にんじん 

26.23ha 
・緑肥の活用による連作障害回避、各自で輪作体系を確立、減農薬・減化学肥料栽培の実施 
・稲わら、籾殻、ビール粕、そば、米糠等の活用 
・毎月 1 回以上販売先と会議を開催、販売先の開催する産地見学会等に参加 

南多摩農業改良普及センター 
【東京都八王子市】 

ほうれんそう 
キャベツ 
小松菜 
レタス 

20ha 
・フェロモン剤を活用し減農薬栽培の実施、「東京都有機農産物等認証制度」に 14,623 ㎡雅認証、内 1 名が有機

JAS 認証取得 
・生産者と消費者の交流会を開催 

奨励賞  
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勝沼町 

【山梨県東山梨郡勝沼町】 ブドウモモ 80ha 

・果樹園への草生栽培導入による土づくり・減農薬の実践、CATV を活用した技術情報の効果的伝達 

・果樹園の剪定枝を有機資源として再利用 

・町による推進事業、エコファーマーの認証取得者出現 

古代営農生産組合 

【富山県高岡市】 水稲 

大豆 
22ha 

・籾殻牛糞堆肥施用による土づくり、減農薬・減化学肥料栽培の 実践、堆肥の春施用による高品質米生産を実

証し他集落へ波及が始まっている。 

・近隣酪農家との５年契約を結び、耕畜連携を実施 

・リーダー3名がエコファーマーの認証取得 

農事組合法人  

世界永続農業協会石川事業団 

【石川県松任市】 
野菜 

水稲 
2.15ha 

・自家製堆肥・ボカシ肥料を製造し施用、竹炭と竹酢液の試作と試験の実施、米糠除草・竹酢液・輪作等を実施

し無農薬栽培の実践 

・家畜糞・籾殻・米糠等による堆肥の製造 

・県の依頼により小学生の農業体験の実施、友の会による農業体験 の実施、消費者による援農ボランティアと

の交流会の実施 

原田牧場 

【愛知県知多郡東浦町】 
  

・資源循環型酪農経営、家畜排せつ物の堆肥化 

・酪農体験を通じ、地元小学生のために食農教育 

安堵町農業者ﾘｰﾀﾞｰ会議 

【奈良県生駒郡安堵町】 
水稲 

太ネギ 
1.05ha 

・地元畜産農家と連携したい肥利用、種籾の熱消毒、米糠を用いた除草 

・小学生の収穫体験の場の提供、小学生への食農教育「親と子の楽しい料理教室」、使用した農薬や肥料の使用実

態報告会の開催 

JA 紀南梅減農薬栽培研究会 

【和歌山県田辺市】 

青梅 

漬け梅 
12ha 

・発生予察、フェロモン剤利用、土壌分析に基づき土壌改良とたい肥施用 

・ホームページによる情報開示、年５回程度生産者会議を開催し生産者同士の情報交換 

チョットいいかもクラブ 

【愛媛県南宇和郡一本松町】

水稲 ６ha 

・緑肥（ﾚﾝｹﾞ）は全量年内にすき込みによる土づくり、微生物農薬使用により無化学農薬栽培、有機肥料に１０

０％切換え  

・地元保育園によるｱｲｶﾞﾓ放飼体験、地元小中高校へアイガモ栽培米の講義や田植え、消費者へ生産者やアイガモ

の写真を送付し顔の見える関係の構築や情報交換の実施 

 

椎田町有機液肥・ 

固形堆肥利用者協議会 

【福岡県築上郡椎田町】 

水稲 

麦 

ﾚﾀｽ 

212ha 

・収穫後の稲わらを土にすきこむ、独自に液状堆肥専用の散布機開発、 

・屎尿処理施設により液状堆肥生成による液肥利用 

・液肥で生産された米を地元で消費する地産地消の取組み、地元小学校へ出前授業や給食への供給、九州米サミ

ットでは最優秀賞、シンポジウム開催（350 名参加） 

山田 浩樹 

【佐賀県伊万里市】 
レタス 120ha 

・たい肥舎を自前で建築し牛糞や鶏糞と米糠、籾殻によるたい肥利用、フェロモン剤利用、防虫ネットで防除、

は種前と収穫後に土壌診断、地下水の硝酸性窒素について調査 

・農業用廃ビニールをできる限りださない仕組み 

・消費者、流通業者と現地検討会の実施 

清武町新農法研究会 

【宮崎県清武町】 
きゅうり 

ナス 
17ha 

・太陽熱土壌消毒、天敵利用・アレロパシー作物利用による生物的防除、資材利用による物理的防除の組み合わ

せ、実証圃の設置、研修会の開催による技術の普及 

・宮崎大学と協力し研究実証ﾊｳｽ設置、学校給食への提供、量販店における PR 活動 
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鹿児島県園芸振興協議会 

指宿支部 

【鹿児島県指宿市】 

サツマイモ 

キャベツ 

ソラマメ 

かぼちゃ 

2029ha 

・肥効調節型肥料、フェロモン剤利用、栽培履歴記帳による農薬、化学肥料適正使用の徹底、土層改良事業及び

良質堆肥施用に伴う効果確認 

・全国に先駆けたエコファーマーの育成のための情報提供、管内集出荷業者へ農薬の使用等の情報提供 

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なかがわ 

【横浜市】 
  

 

特別賞  


