
第１０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 

なんぽろピュアライス 
【北海道空知郡南幌町】 

水稲 225ha 

・「南幌町減農薬栽培米生産部会」（平成 13 年設立）を名称変更。化学肥料・化学合成農薬を削減、「北のクリー
ン農産物表示制度」の新基準をクリア。町内水稲作付面積の約９％が減農薬栽培。 

・稲ﾜﾗ堆肥１t /10a以上投入（稲ﾜﾗはロールベーラーで収集）、窒素成分量 7.3kg /10a・化学肥料 6.3kg/10a以下・
化学合成農薬の成分回数 8回（慣行 20）。畦畔の草刈とハーブ栽培で害虫発生抑制（ハーブ苗は JAの育苗施設
から供給）。温湯種子消毒、病害虫発生予察。化学肥料 37％・化学合成農薬 55％削減。 

・「なんぽろ産 YES！clean ほしのゆめ」とし地元Ａコープ・道内スーパーで販売（コープ沖縄でも販売予定）。
札幌市在住消費者との交流会実施。 

田尻町通木集落基幹生産組合

ＨＩ－ＳＯＦＴ２１通木 
【宮城県遠田郡田尻町】 

稲 
大豆 
野菜類 

（ネギ、なす、

トマト他） 

76.4ha 

・集落営農とリンクした実践組織。担い手農業者集団として環境保全型農業の推進を先導、集落全体の取組みに成熟。

集落の生産面積対比で水稲 100％、野菜 95％が「みやぎの環境にやさしい農産物認証制度」の認証農産物。 
・耕・畜共同負担で家畜排泄物発酵処理施設（集落リサイクルセンター）設置。共乾施設の米糠・クズ大豆、野菜クズ、

給食センター食品残渣を利用。生産堆肥は経営面積の 97％に施用（園芸では堆肥、籾殻、米ﾇｶのボカシ堆肥）。農薬・
化学肥料使用量は慣行の 70％削減。町域全体での捕虫と徹底した雑草刈取りで防除。県研究機関、農業短大等の調査
研究にも協力、天敵生物農薬利用をﾓﾃﾞﾙ的に実証。独自に農用廃ﾌﾟﾗ回収、再生ﾏﾙﾁの共同購入。 

・毎年、成果発表フォーラムを開催、地区住民・生協組合員等約 200名参加。「通木地域環境保全型農業施術開発プロジ
ェクト」（普及センター事務局）と水田の生き物観察、消費者とともに農法効果確認。県内外の生協・消費者との米づ

くり・農作業体験交流と合わせ「県環境学習プログラム」に。自治体・大学関係者・農業者集団等の視察研修で年間

約 1,500 名来訪。小学生を招く農業体験学習は総合学習プログラムのカリキュラムとして食農教育事業「みどりの子
ども探検隊」に発展。 

高山村 
【長野県上高井郡高山村】 

りんご 
ぶどう 100ha 

・非農家含め全村で環境保全型農業を実践。他市町村に先駆け「環境に配慮した資源循環型農業」の仕組みを構

築。昭和 57年「地力増進施設」設置。 
・村内の生ゴミ、家畜ふん尿、菌茸栽培の廃ｵｶﾞ粉、農業廃水施設の脱水汚泥等をコンポスト化。コンポストは年 2回成
分分析し品質管理。バラ・14kg袋で村内農家にのみ限定販売。圃場ごとの定期的土壌分析、普及センター・関係機関
等の技術指導で適正施肥。性フェロモン剤で殺虫剤使用を控え、平成 3年から全リンゴ圃場（85.47ha）で減農薬栽培。 

・農産物直売所、ふるさと秋の市などで地産地消。学校給食に食材提供。村内宿泊施設（28軒・年間観光客数 52
万人）での村内農産物利用を促進。コンポスト製造施設見学会等で全村民の環境保全意識を醸成。 

・福祉法人共同作業所、学校農園にコンポスト無償提供。有休荒廃農地を市民農園として再生。農業集落排水事

業で水路･河川の水質大幅に改善。 
ＵＢＣ出荷組合 
【富山県魚津市】 

こまつな 
ホウレンソウ 

6.1ha 

・全戸専業農家。耕畜連携による土づくりと減農薬・減化学肥料栽培を確実に実践。全組合員エコファーマー認定。 
・冬期堆肥化籾殻や畜産農家の牛糞籾殻堆肥を 10ａ当り 2ｔ以上施用。大豆クズに魚粕、カニガラ、米ヌカを配
合したボカシ肥料を製造・施用。毎年、土壌検査（９項目）、適正な土づくりと施肥管理を徹底、化学肥料の窒

素施用量 50％削減。栽培体系にホウレンソウ１作を組入れ土壌病害防止。防虫ﾈｯﾄで農薬散布回数削減。鱗翅
目害虫は生物農薬（Ｂ/Ｔ剤）で対応。化学農薬使用、慣行２回/１作を 1回以下に削減。普及センター等の実証
圃場設置にも積極的に協力。 
・消費者の収穫作業体験、こまつな料理試食会の開催。学校給食センターへはコンテナ配送で省資源化。市蔬菜

振興会と連携、老人福祉施設にコマツナ約 100kg寄贈。本組合の紹介でエコファーマー認定者が飛躍的に増加。
朝日町と連携、栽培技術を統一して共同販売。 

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愛知東トマト部会 
【愛知県南設楽郡作手村】 

トマト  3.2ha

・中山間地域。2河川の源流があり当初から環境保全を意識、地域資源の活用と減・減栽培を実践。村の景観づく
りに寄与、功労賞受賞。 

・河川敷の葦、山の萱・笹、村内畜産農家の家畜ふん堆肥の投入で土づくり。複合抵抗性台木との併用で土壌病

害の発生抑制。土壌診断に基づく施肥設計。栽培記録に施肥欄設け施肥量を削減。自家製ﾎﾞｶｼ肥料・有機質肥

料中心の施肥体系。トマト残渣も堆肥化。ボカシの米ﾇｶも地元産。化学肥料は 40%まで削減。マルハナバチで
着果ﾎﾙﾓﾝ剤削減。発生予察板の設置により適期防除。防虫ネット、非散布型農薬、微生物農薬を利用、栽培記

録や ISOで防除回数・化学農薬使用量を見直し節減。廃ビニールは JAが全量回収し適正処理。 
・全戸、ISO14001・いきいき愛知の認証取得。認証取得の POP 配布、国道看板設置で PR。生協会員との現地
交流会、村内の野外教育ｾﾝﾀｰでの農業体験受入れ。 

黒田庄町 
【兵庫県県多可郡黒田庄町】 

水稲 
野菜 
豆類 
麦類 

114.2ha 
3.0ha 
4.2ha 
8.8ha 

・大規模な地域内資源循環システムによる「全町有機土壌化」「有機の里づくり」。全町一体で環境に配慮、地域

を活性化。 
・町内水稲農家が供給する稲ﾜﾗを、酪農家が牛糞堆肥に。継続施用で地力向上し化学肥料不使用。土壌診断と生

育調査で過剰施肥防止。農薬は箱施用剤と除草剤 1 回のみ。レタス・モロヘイヤは無農薬・無化学肥料栽培。
白ネギは化学合成農薬・化学肥料を低減、いずれも「安心ブランド」の認定。14 集落中 12 集落でブロックロ
ーテーション。黒大豆・レンゲを取入れ窒素施用量を削減。黄色蛍光灯、白不織布トンネルなどの技術確立。

廃ビニール・不要農薬は農業振興協議会で適正処理。 
・全町有機土壌化のため土づくりセンター建設準備。黒田庄町「有機の郷づくり推進委員会」結成。町広報誌で

広報。ファーマーズマーッケとに安心ブランドコーナーを設置し地産地消。子育てグループとの定期交流や黒

大豆オーナー制度。加古川の河川環境保全に貢献。 
・有機の郷づくり全町フォーラムを継続実施。後継者の育成と女性の活躍により活性化。 

木屋平村有機栽培研究会 
【徳島県県美馬郡木屋平村】 

ゆず  22ha

・資源循環型農業を実践。郡内で発生する鶏糞（「発酵鶏糞堆肥」）と、地元で採取する萱などの草木類を活用。

有機 JAS９戸、エコファーマー50戸認定。 
・年 3 回表層に鶏糞堆肥を施用。定期的な土壌分析で適正施肥量を換算。下草や刈草を敷き抑草。縮伐や間伐、
剪定方法の工夫で園内環境整備し病虫害予防。ＪＡ加工所のゆず皮残もを堆肥化し還元。ゆず皮は「柚つくね」

として生協等に販売。生果はこだわり販売業者と契約販売、他の有機は有機ﾎﾟﾝｽ酢原料として販売。有機栽培

地は緩衝地帯を設け隔離、収穫時も分離出荷。毎年、有機農産物認証協会の実地監査を受けチェック。ＪＡも

有機栽培加工業者の認証。 
・毎年、消費者招きもぎ取り体験交流。徳島生協と提携、店頭で交流。地元小学校の総合学習としてゆず栽培の

作業体験を実施。穴吹川の水質保全に貢献。 
JAかみましき清和野菜部会 
【熊本県上益城郡清和村】 

トマト 
ピーマン 
キャベツ 

57ha 

・昭和 58年から、土づくり・減化学肥料・減農薬による環境にやさしい農業を実践。栽培基準は表示ガイドライ
ンに基づく特別栽培より厳しく設定、県内外の環境保全型農業の牽引役。会員の 6割がエコファーマー認定。 
・地域有機資源の山野草・籾殻で堆肥製造・散布。堆肥コンクール開催し動機付け。全戸、土壌分析による施肥

設計、化学肥料削減。深層施肥で環境負荷軽減。除草ﾏﾙﾁｼｰﾄ、刈払い機・人手除草で除草剤散布全廃。ＵＶカ

ットフィルム、ラノテープ、フェロモントラップ、マルハナバチで殺虫・殺菌剤削減。防虫ネットで物理的防

除。緑肥作物、圃場転換で連作障害回避。講習会・現地検討会で技術普及・平準化。地域全体で廃プラ回収、

適正処理。栽培履歴を JAに提出、データ管理。 
・消費者の農作業体験で交流。村が「有機農業振興に関する条例」制定、地域全体で環境保全意識高まる。 



 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 

冨田ファーム 
【北海道紋別郡興部町】 

酪農 
76ha 

（200頭2500
㍑/日） 

・「土づくり」「草づくり」「餌づくり」にこだわり牛乳・チーズを生産･販売。ファームイン・レストラン開設、「ふ

れあいファーム」として消費者と直接交流。 
・町営「ｵﾎ-ﾂｸ農業科学研究センター」を活用、定期的な粗飼料・土壌分析と栽培履歴の PC管理。ふん尿をスラ
リー化。スラリー散布前に石灰・苦土施用、ﾏﾒ科率 20～30％を維持、良質自給飼料生産と窒素肥料低減。化学
肥料は一般施用の半分以下。 
・酪農と食育を通じ地域社会に貢献。ファームインの年間宿泊者 700名、8割は農業体験者。 

旭川青果物生産出荷協議会 
【北海道旭川市】 

野菜  63ha

・JA旭川青果物出荷組合野菜部会 32部会で構成。土づくりに関心が高く、減化学肥料・減農薬栽培技術を導入。
486戸が「北のクリーン農産物表示制度（YES！clean）に登録。（作付面積の 16％相当）。 

・ほんどが施設栽培。毎年 11月土壌診断、土壌改良と施肥の講習。畜産農家・道営競馬場の堆肥と有機質肥料・
有機化成を組合せ、残存窒素を考慮。防虫ネット・近紫外線カットフィル、粘着シート、発生予察・微生物農

薬等で化学合成農薬を削減。化学肥料は北海道慣行の 30～70％、化学合成農薬は 30～90％削減。 
・「旭川農業祭り」、地元Ａコープでの地産地消等で消費者と交流。栽培履歴の記帳と開示を徹底。 

いきいき農場 
【岩手郡岩手町】 

キャベツ 
レタス 
大根 

ｽｳｨｰﾄｺｰﾝ 

41ha 

・個別経営の協定に基づく出荷組織。土づくり等の持続性の高い農業を柱に、輪作体系を崩さないよう調整し契

約栽培に対応。 
・土壌診断により過剰施肥を抑制。県機関と協力、域内大規模養豚場の発酵豚肥による化成肥料代替技術を確立、化

学合成肥料を半減。豚肥約 2,000ｔ域内還元。病虫害発生状況調査、生物農薬、マルチ栽培、防虫ネット、3年 5作
の輪作、緑肥等で農薬散布回数は地域慣行の半分。緑肥を組み合わせた輪作で連作障害回避。認定農業者協議会に

堆肥利用委員会を設置、堆肥流通システムを構築。廃ﾌﾟﾗは適正処理協議会で処理。独自コンテナでゴミ対策。 
・県内量販店に「いきいき農場コーナー」設置、年数回は対面販売と収穫体験で消費者と交流。隔年で小学校の

課外授業受入れ。量販店取引は地元ＪＡが引き受け首都圏へ販売拡大。 
ＪＡたむらピーマン専門部会 
【福島県田村郡船引町】 

夏秋ﾋﾟｰﾏﾝ  30.7ha

・中山間地域、化学肥料低減と農薬適正使用を実践。JA合併で部会員急増したが全会員がエコファーマー認定。 
・地元畜産農家の堆肥（施用量 700ｔ・平均 2.3ｔ/10ａ）と栽培後の敷きﾜﾗの鋤き込みで土づくり。毎年、圃場
ごとに土壌分析、実証圃を設け窒素成分の施肥量削減。全部会員が防除記録を記帳、期間中 3 回、個別面談し
記帳内容確認と指導。植穴処理剤、脱皮阻害剤、吸汁阻害剤等の防除体系で成分回数削減（１作当り 6.7 成分
回数（県慣行基準 21））。農用地開発地区は合理的輪作体系を導入（＋ネギ体系、＋ブロッコリー体系など）。 

・ＪＡ・普及センター等と「ピーマン情報」を作成、防除情報を全会員に周知。量販店（ＩＹ、イオン）に栽培

履歴（防除・施肥・栽培管理記録）を提供。中野区の宿泊施設や三春町内の小学校と連携、収穫体験学習や消

費地での試食会で交流。 
やよい FIELD STAFF 
【新潟県中頸城郡頸城村】 

水稲  7.4ha

・頚城村・大潟町の若手農業者中心で、水稲の有機栽培・特別栽培、消費者交流で環境保全型農業の相互理解促

進。有機栽培米は JAS認証取得 
・村内畜産農家の堆肥散布と稲わらの全量鋤き込み。米ﾇｶ、市販有機質肥料で化学肥料使用量低減。種子の温湯

消毒とプール育苗。軽量除草機による除草と米ヌカ・アイガモを併用、畦畔の草刈を徹底し除草剤不使用。廃

プラは JA委託で適正処理。 
・JA 通じ首都圏ｺｰﾌﾟへ販売。ホームページで情報公開。「田植え体験ツアー」など消費者交流会開催。圃場監査
を公開。地元学校田の栽培講師。 

 



 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 取 組 概 要 

各務原市園芸振興会 
にんじん部会 
【岐阜県各務原市】 

にんじん  140ha

・都市化・混住化がすすむなか、部会全体で「施肥改善と緑肥の利用で地域環境に配慮したにんじん栽培」。 
・市・JA・試験場・改良普及所の協力で緩効性肥料・減肥栽培を実証展示、施肥量を削減。減農薬も兼ね緑肥の作付と
鋤き込み。土壌診断は年間 50点。堆肥は畜産農家から購入。地下水の硝酸性窒素濃度も改善。緑肥、BT剤・水和剤、
フェロモントラップ設置で化学合成農薬を削減（10成分から 7成分）。カブ・ダイコンとの輪作で連作障害回避。ソル
ゴーの後作で残肥成分を吸収。コーン・セスバニアの栽培で排水効果。廃ビニールは市・JAの協力で共同回収処理。 

・「ぎふクリーン農産物表示制度」に部会全体で登録。毎年、百貨店で消費宣伝実施。「健康で豊かな学校給食支

援事業」供給開始。「食の安全セミナー」で主婦と意見交換、情報共有化。。 
竜王町稲作経営者研究会 
【滋賀県蒲生郡竜王町】 

水稲 
麦 
大豆 

38.3ha 

・町農業の担い手が経営発展を目的に結成、いち早く「滋賀県環境こだわり農産物認証」に取組む。減農薬・無

化学肥料栽培米・オリジナルブランド米を開発し販路拡大。地域の環境保全型農業のリーダー。全会員がエコ

ファーマー認証取得。 
・町内畜産農家が産出する家畜堆肥（鶏糞・牛糞）を基肥に、化学肥料は全く使用せず。年 4 回の水稲病害虫発
生予察で過剰な農薬使用を抑制。種子の温湯消毒、除草剤２剤、共同防除剤２剤（いもち１剤、カメムシ１剤）

で対応。畦畔は除草剤不使用、全て草刈り対応。水稲作付面積の 70％で「滋賀県環境こだわり農産物（化学肥
料・農薬慣行の 5 割以下）」を栽培。無農薬・無化学肥料栽培の酒米を生産、地元で醸造し新銘柄として販売。 

・田植え・草刈・収穫時に生協組合員を招待。バケツ稲コンテストなどで交流。小中学校の米飯給食は全て環境

こだわり認証のｺｼﾋｶﾘ。小学校での稲作体験指導や出前授業。4）トラクター燃料を廃食油を精製したＢＤＦ燃
料に切替え。竜王町「環境こだわり農産物推進協議会」の設立を促進。 

南俣水営農集団 
【大分県西国東郡大田村】 

水稲  12ha

・平成 9年農作業受託からスタート。同 11年、集落ビジョンとりまとめ。13年、特別栽培米の生産開始。24戸
がエコファーマーの認定。 

・稲わらと牛糞堆肥の交換システム確立。ライスセンターの籾殻を堆肥化、園芸で利用。堆肥と有機肥料で土づ

くり。温湯消毒で農薬散布回数 2回以上削減。低成分数薬剤で慣行 18成分を 9成分に削減。鯉の放流、カブト
エビで除草試験。 

・生き物観察会、農作業体験イベントを開催。部会の HP で活動紹介。アジサイ、そば、なばな等を植付け、緑
肥と景観形成。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

名称 
（所在地） 対象作物 環境保全型 

農業実績面積 取 組 概 要 

農事組合法人 和郷園 
【千葉県香取郡山田町】 きゅうり 

大葉 
サンチュ 
だいこん 

109ha 

・土づくり・生産加工・リサイクル化（家畜排泄物、野菜残渣の堆肥化）を融合、総合的に環境負荷低減。「ちば

エコ農産物」として 20品目登録。 
・近隣酪農家の協力で自前の堆肥製造ラインを設置。機械メーカーと共同で野菜残渣堆肥化システムを開発 100％
堆肥化。取引先の野菜残渣も納品帰り便（専用コンテナ）で収集。堆肥は成分分析、土壌分析と合わせて適正

施肥と環境負荷低減を実践。 
・生産者の自立を理念に全て生協・スーパーに直接販売。 

長坂ファームグループ 
【山梨県北杜市長坂町】 

水稲 
大麦 
飼料 
稲 

ホウレンソウ 

10.1ha 

・農作業受託グループとして発足、地域循環型農業の中核的役割を果たす。長坂町耕畜連携会議の立ち上げに参画。 
・飼料稲 、麦藁・稲藁を酪農家に提供、酪農家から堆肥供給（約 84ｔ）の体制確立。16年には飼料稲の本格栽
培（約 8.5ha）。水稲は栽培面積の約半分で化学合成肥料を 50％削減。アイガモ農法の導入により除草剤不使用
（エコファーマー認定）。きゅうり、長芋、ホウレンソウは堆肥・鶏糞を利用、化学合成肥料を 20～40％削減
（エコファーマー認定）。ごぼうは堆肥主体で化学合成肥料を 60％削減。ごぼうと長芋は 1 年ごとの輪作。飼
料稲は除草対策の徹底、刈り取り位置の厳格化などでホールクロップサイレージの品質を向上。 
・町内量販店にインショップ設置、環境保全型農産物を地産地消。学童対象に栽培体験、いも堀り会。森林公園

内の落ち葉を堆肥化し還元。遊休農地にヒマワリ・コスモスを栽培し環境美化と遊休農地解消に貢献。 
ユウキファーム山岸 
【石川県七尾市】 

水稲 
コマツナ 
キュウリ 
トマト 

153a 

・典型的中山間地域での個人経営。平成元年から化学肥料・化学合成農薬不使用。「石川県エコ農業者」「有機 JAS
生産工程管理者」認定取得。 
・土壌診断結果に基づき自家製籾殻堆肥を施用（300kg/10a）。米糠、菜種・大豆粕、おから、魚粕を施用し化学
肥料不使用。稲ﾜﾗ全量鋤き込み、牡蠣殻粉末の施用（野菜）、緑肥作物や線虫対抗植物（クロタラリア他）の導

入。太陽熱土壌消毒、防虫ﾈｯﾄ、被覆栽培、鶏放飼を組合せ化学合成農薬不使用。除草は機械・手捕り、マルチ

被覆等で対処。トマト・きゅうり・コマツナの野菜輪作体系に太陽熱消毒、緑肥作物、対抗植物栽培を組合せ

高い生産性維持。生産物は全て有機 JAS又は県ｴｺ農産物。 
・特産・伝統野菜加工品を販売、地域活性化に貢献。消費者、食農教育の積極的受入れ、学校給食への食材供給

を継続的に実施。周辺の保全管理や環境美化に努め美しい農村景観を形成。環境保全型農業の生産者モデルと

して地域に波及。 
大和高原野菜研究会 
【奈良県奈良市】 

丸ナス 
ダイコン 
軟弱野菜 
レタス 
カボチャ 
水稲 

437a 

・伝統野菜を中心に、豊かな農村環境の保全と、環境に配慮した農業技術を実践。消費者との交流や食農教育な

どで地域農業を活性化。 
・畜産農家の牛糞と籾殻・稲藁で完熟堆肥を生産。ソルゴーの障壁栽培で益虫増殖と害虫発生を抑制、終了後鋤

き込み土づくり。生分解マルチ・シルバーマルチで雑草・病害虫の発生抑制（丸ナス）。エンバクの青刈り鋤き

込みで害虫被害抑制（雑煮ダイコン）。定期的な土壌診断。綿実油粕・魚粕の施肥により県内慣行の 3割以上化
学肥料を低減。夏季はハウス密閉、太陽熱土壌消毒。ヤギで畦畔除草。月 1 回以上、情報交換会。パソコンに
よる栽培履歴記帳と検索。 

・地元小中学生の課外授業、農学系大学生の農業研修の受入れ。丸ナスの料理講習会で農業・農村の役割をＰＲ。

遊休農地などにコスモスやソバを作付け、近畿一円の観光客を誘致。 

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 岡野農場 
【鳥取県境港市】 

大根 
里芋 
白ねぎ 

91.5ha 

・健全な土壌で「こだわり野菜」の生産と加工販売。市場に頼らない農業経営、消費者・実需者の多様なニーズ

に対応。 
・イネ科雑草 7：鶏糞 3の完熟堆肥を自家製造。（年約 2,000ｔ、10ａ当り 3ｔ施用）秋冬大根の前作のソルゴーを鋤
き込み土づくり。農薬による土壌消毒は行わず適切な輪作で対応。地域食品加工業者・レストラン等に食品残渣堆

肥化施設を建設、自家堆肥舎で完熟化（年間 1,500ｔ）。毎年、土壌分析を実施、肥培管理し土壌を改良。 
・量販店・コンビニのバイヤー・販促マネージャー等を招き堆肥生産・栽培状況等の情報交換と契約的販売。大

根（栽培面積の 7 割）はおでん種・切り干し大根に加工。遊休農地を借り規模拡大。景観形成、生産環境悪化
防止、輪作による生産安定に。 

熊本洋一梨園 
【佐賀県三養基郡基山町】 

日本梨 0.4ha 

・健全な土づくりと樹づくりで減農薬栽培。観光農園。佐賀県特別栽培農産物（慣行防除の半分以下）認証取得 
・堆肥（牛糞・米ヌカ）は土壌診断で投入量調整。除草剤を一切使用せず草生栽培（ヘアリーベッチ、麦類）。草

刈作業は年 3 回、省力化のためナギナタガ矢栽培を試験。農薬散布回数は慣行の半分以下、全て単用。ハダニ
発生予察の指標木設定。カメムシはスピードスプレアーの風水圧で除去。アブラムシ・シンクイムシはおとり

作物で防除回数削減。モンパ病には籾殻燻炭と木酢を使用。 
・産直宅配と観光農園で直接消費者と交流。町主催の「農産物ウォッチィング＆ウォーキング」では消費者の袋

掛け作業体験を実施。 
平良 良孝 
【沖縄県名護市源河】 

マンゴー 
熱帯果実 
たんかん 

130a 

・「リュウキュウアユ」生息河川域、化学肥料・農薬の流出防止等環境負荷の少ない農業を実践。昭和 57 年、北
部マンゴー栽培研究会の設立、マンゴー苗の供給（延べ 2万本）など、県マンゴー栽培の基礎を築く。 

・米ぬか・油かす・骨粉を独自割合で配合、有機質肥料を継続施用。化学合成肥料由来の窒素成分量を慣行の 95％以
上削減。剪定クズの園外除去、天延植物性抽出液等により病害発生はなく殺菌剤不使用。殺虫剤散布回数は沖縄県

慣行の５～６分の１。ススキ等を自家採取、敷き草ﾏﾙﾁとして使用。ダム開発で発生する倒伐木をチップ化、腐熟・

堆肥化して利活用。タンク・器具洗浄水の畑内処理で河川への農薬流入防止。毎年、土壌診断、改善対策を継続。

北部マンゴー栽培研究会で相互の分析結果を検討。農業試験場の研究課題等の新しい技術情報を収集・実践。 
・内外からの視察・研修等の受入れ、栽培ノウハウの普及、産地づくりなどで地域社会に貢献。うめ並木の整備、

河川・集落のゴミ拾いも連携。 

 



 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 

二ツ井町 
【秋田県山本郡二ツ井町】 
 
 
 
 
 
 

水稲  20.5ha

・みどりのフロンティアを旗印に、環境の町づくりと環境保全型農業を実践。東北で唯一、有機栽培等ブランド

化推進事業に採択。 
・土壌分析と分析結果に基づく施肥設計・施肥指導。地域に賦在するゼオライトの活用。畦畔でのハーブ植栽、

天然防除資材（EMストチュウ）・米ぬか散布、あいがも除草。疎植栽培（50/坪 or60/坪）で病害抑制。試験実
証で慣行栽培並みにｺｽﾄ削減。 

・卸小売・食材宅配業者との減農薬・減化学肥料栽培米の契約取引。「白神郷ふたつい有機ｸﾗﾌﾞ」の協力で消費者・

生産者の相互訪問。 

豊田スーパーはえぬき栽培同志会 
【山形県東村山郡中山町】 

水稲  21ha

・特別栽培農産物に係るガイドラインに準拠した特別栽培米生産。第三者認証。16年度からは新ガイドラインに
準拠、化学合成農薬・化学肥料とも慣行の 5割以下。山形県特別栽培農産物認証制度の認証取得。 

・隣接の山形市と地域間調整、良質牛糞籾殻堆肥を施用。化学肥料由来の窒素成分施肥量を慣行の 7割まで削減。
改良普及センター・JAと連携し圃場研修。種子消毒・微生物農薬などで化学合成農薬の使用回数を慣行の 5割
削減。生産履歴記帳を徹底、ＪＡが回収・確認。 
・毎年、消費地でＰＲ。芋煮会、りんご狩り、あゆ祭りなどで消費者と交流。 

有限会社 丸エビ倶楽部 
【茨城県東茨城郡茨城町】 

米 
野菜 
果樹 

87ha 

・生活クラブ生協との取引希望者の任意組合を有限会社化（平成 10 年）。バランスよい土づくりと施肥量・農薬
使用量削減で、環境に負担を掛けない農業を実践。 

・堆肥原料のカキガラ、カニガラ等を共同購入。養鶏場の鶏糞、養豚農家の豚糞、酪農家の牛糞堆肥に、籾殻、

米ぬか、菌茸残渣等を加え各戸で完熟。水稲 0.5t、野菜 1～2ｔ/10a投入。元肥・追肥とも有機質肥料。農薬は
除草初期一発剤、殺虫剤の箱施用、いもち防除１回程度（水稲）。土壌消毒せず土づくりで対処。除草・殺虫殺

菌剤は合わせて 1～2回。施設の化学農薬は概ね 10成分以下（野菜）。栽培記録書を記帳し役員が確認。 
・年 6回程度、生協組合員との農作業体験交流。 

茂木町 
【栃木県芳賀郡茂木町】 

水稲 
蒟蒻 
陸稲 

899ha 

・地域内リサイクルで自然循環システムと調和した農業を実践。「茂木町有機物リサイクルセンター美土里館」を

立ち上げ、環境保全型農業・ごみリサイクル・森林保全・地産地消体制の確立を総合的に推進。 
・酪農家 13戸・250頭分の家畜ふん尿、水稲農家 50戸・180ha分の籾殻、生ごみ 300ｔ（生分解性プラスチッ
クのゴミ袋で回収）、剪定枝 60ｔ、落葉 250ｔを堆肥化、「美土里たい肥」として販売（1,117ｔ）。その 90％を
町内農家で使用。間伐材を粉砕したオガコを水分調整剤に活用。 

・「美土里たい肥」を使った農産物にシール貼付、直売所・町内ショッピングセンター等で販売。学校給食へも提

供し町民の健康増進。落葉収集で森林保全と雇用創出。 
ＪＡたのふじトマト生産販売組合 
【群馬県藤岡市】 

促成ﾄﾏﾄ  11ha

・促成トマト生産者組合、藤岡市のトマト生産量の 90%を生産・共同出荷。より安全で環境に配慮した生産と販
売に取組む。全組合員がエコファーマー認証取得。 

・土壌分析結果に基づく施肥と堆肥で化学肥料を 20％削減。栽培後の植物体残渣を鋤き込みポリマルチ被覆して
太陽熱消毒、土壌病害や雑草発生なし。防虫ネット、黄色粘着板、非散布型製剤・ラノテープで農薬散布を大

幅削減。天然生物由来農薬（ＢＴ剤、バチルス菌製剤）で化学農薬散布回数を削減。マルハナバチで自然受粉

に移行、減農薬にも寄与。組合内で農薬使用履歴をチェック。 
・平均単収 20ｔを実現、「ふじ娘トマト」ブランドを確立。ホームページを立ち上げ顔の見える生産と流通を目
指す。直売所、地元ＳＭへ積極的に出荷。（直売所販売額は 15年度 1,300万円） 



 

 

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ふかや本郷支店野菜部会 
【埼玉県大里郡岡部町】 ブロッコリー

スイートコーン

レタス 
きゅうり 

75.9ha 

・部会全体で減農薬・減化学肥料栽培に取り組み、多品目で先進的な環境保全型農業を展開。 
・農林振興センターと連携、栽培圃場の土壌診断と施肥面談を実施。適正施肥・良質堆肥の投入を推進、部会全

体で約 1,000ｔ以上の牛・豚・鶏糞を施用。スイートコーン栽培面積の約半分 12haで生分解マルチを利用。約
3時間/10aの作業労力軽減。 

・スイートコーン栽培者全員 36戸がエコファーマーに認定。ブロッコリーのコンテナ出荷により約 21,300箱分
のダンボールを削減。 

東京都中央農業改良普及センター 
【東京都小平市】 

コマツナ  72ha

・江東 3 区（全国有数のコマツナ産地）で新たなｺﾏﾂﾅ害虫総合防除技術と施設栽培における環境負荷の少ない施
肥法を確立 
・近紫外線除去フィルム・防虫ネットによる害虫侵入防止、短期太陽熱消毒による土中生息性害虫駆除で、害虫発生を

許容範囲に管理（IPM）。環境負荷の少ない施肥法（窒素施肥量 10a 当たり 3.5～7.0kg）で施肥量 30％以上削減。 
・現地試験を JA東京スマイル江戸川青年部が担当。区内小学校の総合学習と連携、土着天敵を青年部会員のハウ
スや学校農園に放す活動。部員がコマツナを区内小中学校に直接納品、減農薬栽培を PR。 

レイクサイドフローラ 
【静岡県湖西市】 

施設花卉 
露地花卉 
養豚 

245ha 
32ha 

3,000頭 

・堆肥利用組合。畜産・耕種農家の連携により堆肥化施設・機械を整備。 
・堆肥生産農家と花卉農家が定例会で意見交換、堆肥品質や流通の仕組みづくり。養豚農家で一次発酵、レイク

サイドフローラの堆肥舎で二次発酵（各約 1 ｹ月づつ）。花卉農家は土壌診断と側条施肥、施肥量を慣行より 1
割削減。組合員以外の耕種農家にも販売。地域全体の生産物品質が向上。 

・湖西市で堆肥マップを作成、耕畜連携を推進。市の育苗センター（花壇苗約 15万本）に堆肥を無償供給、景観
改善に貢献。 

みやざき村有機の会 
【福井県丹生郡宮崎村】 

水稲 ６ha 

・有機米の生産・販売組織。無農薬・無化学肥料による水稲栽培。 
・ボカシ肥料と米ヌカを基肥とし、EM 活性液散布。ボカシ肥料は共同作成、化学肥料一切不使用。収穫後、耕

起・代掻き、灌水して越冬。冬期灌水と手取り除草で農薬は一切散布せず。全会員が JAS認証取得。 
・「田んぼの天使」ブランドで販売。「田んぼの天使」は近隣保育園の給食に使用。月 1回の例会で技術交換。EM
にとらわれない技術吸収。農林事務所が実証圃場設置などで支援。「田んぼに集まる生物と蛍の観察会」開催、

親子 45名参加。 
グループ「酵素の里」 
【三重県久居市】 トマト 

ミニトマト 
ナス 

ジャガイモ 

17.12ha 

・廃棄物処理業者と連携し地域内循環型農業を実践。エコファーマー認定、県の認証制度「みえの安心食材」取得。 
・地元スーパーの生ゴミを処理業者が回収、木材チップ・籾殻・種菌と混合し完熟堆肥化、堆肥の品質管理を徹

底、農作物は直売所（(有)酵素の里）へ納品、生ゴミを排出したスーパー等の常設コーナーで販売。マルチ栽培・
天然系農薬で化学農薬使用回数 60％に削減（ジャガイモ）。酵素の世界社・他県農家との勉強会と情報交換。 

・直売所・スーパーの常設コーナーで消費者と交流。大学との共同研究実施。 
大阪市農業協同組合 
【大阪府大阪市平野区】 シュンギク 

ネギ 
ホウレンソウ

葉菜類 

12ha 

・全域市街化区域、「もみがら堆肥の供給による土づくりの励行」で小面積・集約的な野菜生産者を支援。 
・地域に稲ワラ・牛糞などの未利用資源なく、ＪＡ営農ｾﾝﾀｰ内に堆肥舎を建設。籾摺り(受託)で排出される籾殻に

VS34と鶏糞を混和し籾殻堆肥を製造（約 180,000㍑）。堆肥は全量組合員に安価で販売（バラ、60㍑袋）。肥
料の流亡、連作による塩基類の過剰を抑制。 

・市街地だが製造時、散布時の苦情なし。地産地消をバックアップ。 
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日本の音風景百選 
 杉尾有機の里 
【和歌山県橋本市】 

古代米 
柿 70.5ha 

・過疎・高齢化のなか、村ぐるみで有機農業に取組む「杉尾有機の里」宣言。高野山から譲り受けた古代米を有

機 JAS法に則り栽培。 
・雑草の緑肥利用や剪定枝の堆肥化、域内資源を活用し土づくり。アイガモ、手押し除草機で除草。畦畔の雑草

は緑肥として還元。柿園は機械除草、BT剤等生物農薬、ボルドー剤により化学合成農薬を 100％削減。園地の
相互巡回で技術を平準化。 

・毎年数回、田植え・収穫など消費者交流イベントを開催。消費者の農作業の対価として農産物を提供。休耕田

にコスモスを植え農村環境・景観を維持。他地域からの来訪者が増加し活性化。市内全小学校の給食、高野山

の宿坊に古代米を供給。 
西いわみヘルシー米生産者協議会 
【島根県益田市】 

水稲  101ha

・「人と環境にやさしい米づくり」実践。エコファーマー163人に拡大。 
・地域内堆肥センターで生産する良質堆肥で土づくり。農薬成分・化学肥料を県の推奨基準より厳しく設定。生

産圃場を限定、良食味を目指す。堆肥 1ｔ+稲わら 600kg/10aを義務付け。消毒済種子、長期残効型育苗箱施薬
剤により病害虫発生を最小限に抑制。殺虫殺菌剤・除草剤は１回のみ散布。化学合成農薬成分数９成分以下。

側条施肥、緩効性肥料、有機質肥料の組合せで化学合成肥料由来の窒素成分量を慣行の 50％以下に削減。農家
ごとの栽培記録台帳の記帳と内容確認を徹底。 

・田んぼの生き物調査、消費者交流会を生産現場で開催。 
門藤農園 
【広島県賀茂郡福富町】 

水稲  16ha

・大規模稲作経営。自然生態系重視で化学肥料・農薬を低減。 
・化学肥料・農薬等化学合成資材不使用、有機資材は重金属等不純含有のない良質資材で土づくり。育苗培土は

山土と有機肥料を配合。完全自然米・古代米・酒米・もち米はアイガモ・再生紙マルチを利用し農薬・化学肥

料完全不使用。準自然米は除草剤 1回のみ使用。 
・消費者交流会、ほたるを見る会を継続実施。自然農法ｻｰｸﾙ「農夢」で学生と交流、百姓アカデミー（農業塾）「沙

羅樹楽舎」開校。地元小学 5年生「カモ-ズ」でアイガモ農法実践。 
・普及拡大や啓蒙に努め、集落水田の 8割が自然農法を導入。 

上須戒梨生産組合 
【愛媛県大洲市】 

梨  6.3ha

・観光梨園、減農薬栽培で高品質で安全な果実を生産（組合設立は昭和 57年）。 
・毎年、全園地を土壌分析。有機質肥料と有機質を投入。ＪＡ堆肥ｾﾝﾀｰ製造の堆肥を活用し土づくり。化学合成

肥料由来の窒素成分量を慣行の 36％に削減。複合性フェロモン剤の分割設置、防虫ネットの被覆、機械除草に
より防除回数を慣行の 64％に低減。共同防除機により全園地で適期・一斉防除。 
・「梨感謝デー」「花による環境整備」などにより地域活性化に取組む。14年、全戸エコファーマー認定。 

環境にやさしい農業のための研究会 
【高知県中村市】 

水稲 
野菜 
果樹 

12.43ha 

・有志農家と消費者組織に市・関係機関が加わり、土づくり・良質堆肥を研究。市内の家畜糞堆肥を利用した有

機農業で安全な農産物の自給率向上を目指す。独自の「四万十こだわり農産物表示認証制度」。 
・堆肥投入 3分の 1助成、一次発酵堆肥ストックヤードの設置（市内 5ヶ所）、マニアスプレッダーの配置で堆肥
の利用促進（16年度目標利用量 200ｔ）。実証圃で紙ﾏﾙﾁ栽培、米ﾇｶの除草効果、土壌改良剤の効果、防虫網に
よる除去法調査等を実施。 

・「四万十こだわり農産物」は学校給食に優先供給、給食ｾﾝﾀｰ購入額の 40％に。有機栽培事例の講演会、「環境に
やさしい農業推進交流会」「食の交流会」等を開催。 
・有機農業を目指すグループ 7名が遊休農地に共同農場を開設。 
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福岡勝山農業協同組合  
勝山ねぎ部会 
【福岡県京都郡勝山町】 

ねぎ 2.7ha 

・土づくりと減農薬栽培の実践を基本方針の 1つに、環境にやさしく消費者ニーズにあった高品質の青ねぎを生産。 
・完熟牛糞堆肥 4ｔ/10a 投入。有機 100％と苦土有機入り化成を施用、窒素成分の半分以上を有機資材利用の施
肥体系で減化学肥料栽培。防虫ネットを全戸・全ハウスに導入、熱水土壌消毒で農薬散布回数を削減、過剰肥

料の溶脱で土壌改善効果。紫外線カットフィルムの被覆でさらに減少。 
・販売の 7 割は、地元飲食店と近隣量販店のインショップ、学校給食ｾﾝﾀｰへの契約販売。ＪＡ直売所でも地産地
消。勝山ねぎが町内小学校の総合学習テーマとなり食農教育を実践。 
・栽培履歴は全員が記帳、ホームページでも栽培状況を紹介。 

ＪＡながさき 
西海世知原茶業部会 
【長崎県北松浦郡世知原町】 

茶  58ha

・「土づくりの徹底」活動と町内粗大有機物を活用し高品質茶の生産。中山間地域農業を持続。部会内のエコファ

ーマー認定 33名 1法人。 
・肥育農家と提携、茶圃団地に堆肥保管施設と自走式堆肥散布機設置。硫安主体の多肥栽培を脱却。おから、魚粕を

投入。毎年、土壌診断を実施。年間窒素施肥量 65kg/10aから 50kg/10aに節減。合成ピレスロイド剤不使用、有機
リン剤年 1 回の防除体系を実践。防除掲示板（5 ヶ所）で防除適期を告知、散布農薬激減。エコファーマー認定者
は機械除草に切り替え、散布回数は慣行の半数。部会役員が毎月巡回、有機物投入や深耕による土づくりと栽培管

理を徹底。農薬散布・施肥・除草・摘菜の生産履歴を記帳。土づくりと資材費を記入、経費確認。 
・毎年、茶摘み体験イベントを実施。新茶まつり「じげもん市」において生産活動のﾊﾟﾈﾙ展示し PR。他品目農業
者を含め「世知原町エコファーマー認定者協議会」を設立、土壌診断・生産履歴記帳等の研修会を開催。 

アグリタウン吾平なす部会 
【鹿児島県肝属郡吾平町】 

なす  2.3ha

・環境保全を視野に、土づくりから防除・交配に至るまで化学肥料・農薬を低減。 
・堆肥の 2次発酵施設を整備、牛糞の完熟堆肥を投入。年 1回以上、土壌診断。養液土耕システムで過剰施肥抑
制。化学肥料施肥量は県慣行の半分以下。熱水土壌消毒、防虫ネット、天敵利用により化学合成農薬を低減。

マルハナバチで自然交配。廃ビニールは町協議会で適正処理。定例講習会、作業日誌記帳で技術統一。 
・量販店・市場での町産農産物の PRと交流、学校給食に使用する活動に参加。県病害虫防除所の調査協力圃場。 
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名古屋勤労市民生活協同組合 
【愛知県名古屋市】   

・多様な商品取引事業から交流事業まで産直提携を中心に取り組んできて、提携先の「ＪＡ愛知東トマト部会の

環境保全型農業の推進・展開を支援してきた。 
・同ＪＡの合併前の「設楽町農業」そして「やまびこ農協」から今日の「ＪＡ愛知東トマト部会」へと引き継が

れ、商品取引・交流事業を中心に、同ＪＡとの多様な提携交流を積み重ねてきた。 


