
第１２回環境保全型農業推進コンクール受賞事例の取組概要 

大賞（農林水産大臣賞） 

名 称 

（所在地） 
対象作物 

環境保全型 

農業実践面積
取 組 概 要 

北ひびき農業協同組合 

（北海道士別市） 

水稲 

小麦 

大豆 

等 

３，６０９ha

・昭和５２年、ＪＡライスセンターを建設・稼動。昭和５７年、堆肥製造施設を設置しライスセンターから排出

される籾殻と肉牛農家から排出される家畜ふん尿を活用した堆肥を製造、耕種農家に還元して土づくりに取組

む。平成１２年、本格的な良質堆肥生産のため堆肥製造施設（「めぐみ野士別」）を建設、環境に配慮した良質

堆肥を製造（１８年度出荷１６，３００t）。原料（ふん尿）の安定供給のため堆肥生産組合を組織。堆肥散布

作業を受託（現在は別会社に委託）して機械投資や労働力軽減化により堆肥利用を促進するとともに、堆肥原

料及び製品の搬送体制を整備するなど、耕畜連携した資源循環型農業システムを確立。 

・堆肥施用と緑肥作物の組合せによる化学肥料等を低減した環境にやさしい土づくりを実践。堆肥１t当たり窒素

換算量１kg として、慣行１１kg/１０aに対し９kg/１０aで１８％以上削減。化学農薬については、疫病発生予

察システムなどの活用により慣行成分使用回数２１回を９回に５８％以上削減。 

・寒冷地農業での土づくり効果を確認し、良質堆肥の製造・利活用により土づくりの重要性の認識が高まり、新

たに８戸でカボチャの「北のクリーン（YES！clean）農産物表示制度」登録。環境に配慮した土づくりによる、

安全安心な農産物を供給する産地として拡大。他地区での堆肥などの有機物施用による土づくりを推進、新た

な土づくりが広がりをみせている。 

角田市ふるさと安心米生産組合協議会

（宮城県角田市） 
水稲 １，１３４ha

・平成元年、６地区の「ふるさと安心米生産組合」で結成。現在３６地区、会員数１，０９２名、取組み水田面

積１，１３４ha で構成されている。平成１３年から施行された「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制

度」において県内第１号の認定を受け、平成１８年には全会員がエコファーマーの認定を受けた。 

・みやぎ生協との産消提携活動により、オリジナルの有機質肥料「安全提供米専用肥料」を開発、窒素成分量は

県慣行の４分の１以下に抑制。独自の認定基準を作成し、年内の稲わら鋤き込み、土壌分析結果に基づいた土

づくりを実践。「ふるさと安心米」は、①１０ha 以上の団地化した圃場での集団栽培（各地区組合長を中心に集

団化）、②土づくり（稲わら鋤き込み、耕畜連携による角田地区有機農業センター堆肥及び混合リン肥の施用）、

③オリジナル専用有機質肥料の施用、④化学肥料と化学合成農薬の節減（県慣行の５０％）、⑤圃場登録と生産

履歴の確認が要件。 

・各生産組合の組合長は、自ら提携先の店舗において販売促進活動を実践。農業体験、産地見学、ホームステイ、

意見交換会、様々なイベントを開催して年間延べ３，０００人以上の消費者との交流を図っている。平成１３

年からは給食用米穀の全量が問う協議会が生産する「角田市ふるさと安心米」となった。若手メンバーが課外

授業や農作業体験授業を継続的に実施し食育活動を推進している。 
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名 称 

（所在地） 
対象作物 

環境保全型 

農業実践面積
取 組 概 要 

ながしま農園 

（神奈川県横須賀市） 
野菜 ５ha 

・代表者が平成７年にドイツに研修留学し、生物農薬など環境保全型農業を学んだ。先代からの

環境保全型農業による農作物栽培を継承し、また、ドイツ研修で学んだ環境保全型農業を実践

している。労働力は家族５名にパート３名で、約８０品目の野菜（４９５ａ）、水稲（１０a）

全面積において環境保全型農業を実践している。 

・平成１２年度からＩＴ（ＰＤＡ、気象観測システム）を活用した栽培管理を導入し、栽培管理

を行っている。農作物の生産は、堆肥は地元ブランド牛の三浦葉山牛の堆肥と自家生産した籾

殻、米糠を混合してぼかし堆肥を生産・施用し、また、農薬低減では、生分解性マルチの使用、

地元の造園業者から木材チップをほ場やハウス内に敷き雑草抑制や土壌の保温に役立ている。

更にトマト栽培では、在来種のクロマルハナバチを活用している。 

・生産された農産物は、直売所、生協、百貨店、レストラン、百貨店と幅の広い販路を確立して

いる。 

・消費者に、自分の農園に来ていただき交流会を催し、地元の中学、高校の総合学習としての活

動を行い、更に国内だけでなく、タイ国のタマサード大学の研修生を受け入れ農業者交流も行

っている。 

池田町 
（福井県今立郡） 

水稲・野菜 １００ha 

・平成１４年から、農業者だけでなく地域住民が一体となって、地域資源を活用した循環型まち

づくりに取組んでいる。地域資源を活用した循環型農業をめざして町独自の農産物認証制度「ゆ

うき・げんき・正直農業」（野菜）、「特別栽培米」（水稲）に取組んでいる。 
・水稲については、全水稲作付の約１／３を特別栽培米として生産しており、２年後を目標に全

町すべてを特別栽培米として生産する予定。これらの農作物は、福井市内のアンテナショップ

「こっぽい屋」で販売されている。 
・平成１４年に堆肥センター「あぐりパワーアップセンター」が完成し、家庭生ゴミと町内の畜

産農家からでる牛ふん、ＪＡからでるモミガラ等の地域資源を堆肥化し、上記の「ゆうき・げ

んき・正直農業」や「特別栽培米」に活用されている。この家庭生ゴミを回収するため、町民

で組織された「NPO 法人環境 U フレンズ」が集落を回り回収。また、１７年からは「菜の花
エコプロジェクト」を立ち上げ、試験的にナタネ栽培するとともに、転作ソバの前作にナタネ

を栽培、採れたナタネから菜種油を採油して学校給食で利用。町内の飲食店、ガソリンスタン

ドの協力を得て廃食油を回収し、BDF燃料に再生して生ゴミ回収車の燃料として利用。また、
ろうそくに加工して「いけだエコキャンドル」イベントを開催するなど、農業者はもとよりそ

れを支える NPO法人等地域住民の主体的な取組みに発展している。 
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名 称 

（所在地） 
対象作物 

環境保全型 

農業実践面積
取 組 概 要 

JA あいち中央 

チンゲン菜生産部会 

（愛知県安城市） 

チンゲンサイ
６ha 

(延べ５１ha)

・平成７年から地域の施設キュウリ生産者がチンゲンサイの栽培試験を行い、翌年部会を発足。環境保全型農業

には２年目から取組み、平成１３年にはエコファーマー認定及びあいち経済連の「いきいき愛知」認証を受け

た。 

・「安城市せん定枝リサイクルプラント」から産出される地域の牛糞堆肥、街路樹剪定枝を積極的に利用。食品残

さ、部会員自身の作物残さからなる堆肥による土づくり。また、毎年２回土壌診断を行い、部会専用の有機質

主体肥料「チンゲンサイペレット」を施用。農薬代替技術として熱水土壌消毒、マルチ、防虫ネット、粘着板、

季節による栽植間隔の変更、ＢＴ剤利用、ﾌｪﾛﾓﾝﾄﾗｯﾌﾟによる発生予察等を組み合わせ、化学合成農薬の施用回

数を半減させた。 

・毎月定例会を行うほか、年２回先進地視察。あいち経済連の生産情報検索システムを活用し消費者からの意見

を収集。部会員の農業所得は県内平均を大きく上回り、環境保全型農業への取組み以前に比べ資材費を低減し

経営的にも成功している。 

・部会員自ら店頭に立ち、料理レシピを作成するなど積極的な販促活動を行っている。常雇用パート職員約６０

名など、地域の安定した雇用機会を創成しているほか、新規就農を積極的に受入れ、現在１２戸中４戸は新規

就農者である。消費者見学会の受入れ、地域の小学生・保育園児のもぎ取り学習開催、学校給食へ食材提供。

平成１９年からは愛知県農産物環境安全推進マニュアルに取組むことを予定している。 

ＪＡグリーン近江・大中の湖 

ヒノヒカリ特許栽培生産部会 

（滋賀県近江八幡市） 

水稲 ８０ha 

・平成１５年、「売れる米づくり」をめざして専業農家が中心となって設立。普及機関でカメムシ剤を使用しない

独自の減農薬水稲栽培技術ｼｽﾃﾑを考案、平成１６年に特許申請。部会・ＪＡ・普及機関が協働した生産活動を

展開。栽培面積は３年間で４倍に拡大。短期間で担い手集団の個別経営体基盤が強化された。 

・本田除草剤１剤（３～４成分）以外の化学合成農薬は一切不使用。特許申請した防除技術は「畦畔２回草刈技

術」「額縁別収穫技術」「色彩選別期利用技術」をシステム化したもので被害を４年間抑制している。稲わらを

ＪＡ家畜部会に提供、畜産部会と連携して家畜排泄物を堆肥化し本部会水田で施用。地域内の外来魚の有機質

肥料生産施設で、外来魚５０％・大豆絞りかす・米糠・生ｺﾞﾐの発酵堆肥、食品残渣と炭を混ぜた肥料を試験的

に施用。化学肥料は４kg/１０a 以内。肥料袋・農薬容器・ﾊｳｽ被膜ﾌｨﾙﾑ等の廃ﾋﾞﾆｰﾙはＪＡが定期的に回収・処

理している。 

・販売委員が中心となって地域の農業まつりなどのｲﾍﾞﾝﾄ（年６回）、他府県ｲﾍﾞﾝﾄ（年４回）での試食など積極的

なＰＲ活動を実践。東京や奈良の販売業者・顧客との交流会（年２回）を現地水田で実施。地元小学生とニゴ

ロブナ方養・放流や田んぼの生き物調査を実施（年２回）。環境こだわり農産物に関わるｲﾍﾞﾝﾄに参加（年６回）。

平成１７年、愛知万博の国際環境保全型技術大賞「愛・地球賞」を受賞。平成１８年には「愛・地球米」とし

て台湾に輸出。「外来魚削減・在来魚増殖リサイクル技術」の普及定着を目指している。 
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名 称 

（所在地） 
対象作物 

環境保全型 

農業実践面積
取 組 概 要 

中尾果樹園 

（佐賀県藤津郡太良町） 

露地みかん 

ﾃﾞｺﾎﾟﾝ・伊予

柑、水稲等 

７３５ha 

・平成５年に就農。近年は「高品質と併せて安全・安心な栽培に取り組むことが不可欠」との考

えから優良品種導入やマルチ栽培の拡大により糖度が高いブランドみかん「さが美人」や環境

に配慮した栽培に取り組み、有機ＪＡＳ認証・エコファーマー認定を取得。これをきっかけに

町内みかん農家の８０％がエコファーマーの認定を取得。 

・県内有数の畜産地域であり、樹園地の一角に堆肥製造場を設置。植物土着菌等の土壌微生物を

活用した堆肥（牛糞２t＋籾殻２００kg）を生産、収穫後１０a 当たり２t をスポット施用。エ

コファーマー園でも有機質肥料や土壌微生物を利用したぼかし肥料を施用。化学肥料を地域慣

行の６０％以上低減。適期・適正防除を心掛け、改植や作業道整備、マシン油、木酢等の活用、

枯れ枝除去等の耕種的防除、発生予察による効率的防除等により化学合成農薬を地域慣行の６

０％以上低減。（有機ＪＡＳ栽培園では化学肥料・農薬不使用） 

・４Ｈクラブに所属し、有機ＪＡＳやエコファーマーの取組みパネル展示などでＰＲ。若手みか

ん農家で組織する「シトラス２１｣に参加、新技術習得や情報収集。消費者を招いてミカン狩り

ツアーを開催し環境保全型農業の理解を促進。有機ＪＡＳは契約出荷、エコファーマーみかん

は太良町果実農協へ出荷、高価格で販売され収益性が向上している。 

都農町
つのちょう

 

（宮崎県児湯郡） 

ﾄﾏﾄ・ｷｭｳﾘ他
８１．９ha 

（JA 尾鈴管内） 

・平成１２年から、地域の事業所・住民・ＪＡ・農家・町役場が一体となって、事業系及び家庭

生ゴミを処理し環境保全型農業に利用する、県内でも先駆的なエコタウンの取組み。ワイナリ

ー敷地内に設置した実験プラント「グリーンガイア」において生ゴミからグリーンガイア処理

物（農業資材）を製造、ＪＡ尾鈴、畜産農家、有機農業研究会（町内７農家）が引取り対象農

家に無料配布。各農家が土ごと発酵スターター用米糠の代用品として使用し、良質な土づくり

を実践。グリーンガイア処理物を発酵促進材として家畜排泄物に混和、完熟期間を１/３に短縮

して圃場への早期還元が可能となった。家畜排泄物の一時保管も９０％以上減少し省力化され

ている。 

・グリーンガイア処理物を利用した大玉トマト、ミニトマト、キュウリなどはイオンのＰＢ「グ

リーアイ」商品として流通。町内のＳＭでも「環境にやさしい野菜」として販売。３部会は平

成１６年度実績で２２，０００千円の増収（ﾐﾆﾄﾏﾄ部会は日本農業大賞受賞）。土ごと発酵は日

向、都城、ＪＡおきなわなどへも技術提供。平成１７年には小学校の社会教育学本に取上げら

れ子供を介して家庭にも啓蒙。町民の環境保全意識が高まり生ゴミ重量も６０％程度まで減少

している。 
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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 

農業実践面積
取 組 概 要 

岩手江刺農業協同組合稲作部会 
（岩手県奥州市） 

水稲 ３，５６２ha

・平成７年から全域で水稲の減農薬栽培に取組む（当時、国内最大規模）。平成１６年までに部会

員の９２％、３，３８６名がエコファーマーの認定を受け、特別栽培米の取組みを開始（３，

３０５ha）、以後、特別栽培米の安定生産を実現。 

・病害虫・雑草防除にあたってはＪＡ・共済組合・市・県による予察・事態調査を活用し、薬剤

散布か耕種的対策（草刈り）を適期決定。県慣行１６成分を５０％以上削減するため、防除体

系には生物農薬の他、育苗期病害軽減のためのプール育苗や、初期害虫の隔年防除を導入し、

化学合成農薬の低減に努めている。化学肥料についても県慣行（窒素成分８kg/１０a）を５０％

以上削減するため、複数種の基肥・土壌改良資材・有機物（稲わら・自家堆肥・工場堆肥）を

組合せた２２の施肥体系を設定、生産者の実態にあった施肥方法を選択できる。自家堆肥の圃

場還元やＪＡ江刺大地活力センターを核に耕畜連携、良質有機物施用により全部会員が特別栽

培による安定生産を実現。 

・消費地を対象にしたＰＲ活動を毎年実施。消費者による産地ツアーにも積極的に協力して交流

を深め、リピーターとの信頼関係を確固たるものにしている。また、学童農園の稲作作業体験

においても、部会員が圃場を提供し管理指導するなど全面的に協力している。 

南郷トマト生産組合 

（福島県南会津郡南会津町） 
トマト ３２．３ha 

・中山間地域で多雪という厳しい条件の中、平成１５年、組合員全員がエコファーマーの認定を取得し、全

作付面積で環境保全型農業に取り組んでおり、組織としてまとまり着実に技術を高度化している。ま

た、毎月２回の地区別集団指導会の開催、施肥処方箋の作成など生産組合・ＪＡ・行政が一体となった取

組みが行われている。 

・①硝酸イオン濃度の診断による窒素の過剰投入防止、②耕種的防除、抵抗性品種の導入等によるＩＰＭ

防除、③化学成分分析及び発芽試験により選定した優良たい肥の施用などにより、化学肥料で４割

削減。防虫ネット、粘着板による捕殺、防草シート、生物農薬などで化学農薬を２割削減。トレーサ

ビリティシステムの導入、衛生管理マニュアルによる選果過程の衛生管理、出荷物の残留農薬分析など

安全・安心対策を充実。また、寒冷地のﾃﾞﾒﾘｯﾄである大雪を選果場の予冷用の「雪室」として活用し、

電気使用量を約７割削減している。 

・地元ホテルと連携した観光客への農作業体験、地域の中・高生等の農作業体験や選果場見学の受入

れ等の消費者との交流・食育活動に取り組んでいる。 
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名 称 

（所在地） 
対象作物 

環境保全型 

農業実践面積
取 組 概 要 

どではら会 
（栃木県那須塩原市） 

水稲 １８２．９ha

・ＪＡなすの黒磯事業部の米出荷者３２名で構成。稲作研究会「緑陽クラブ」「三越会」のメンバー１

０戸（平成４年）を前身に、平成１５年、２つのクラブを統合「どではら会」が結成された。 
・那須塩原市は酪農等畜産経営が盛んで牛の敷料として稲わらが不可欠であることから、地域循環の有

効活用を行うため、稲わらと牛糞堆肥の交換を積極的にすすめ、土壌診断結果を基に堆肥の適正施用

や水稲専用肥効調整型肥料の施用、深耕や大豆・野菜等との輪作で地力保持。 
・栽培ほ場ごと、土壌分析・稲の生育状況を勘案し堆肥等の施用量を決定。平成１０年から深水栽培

を研究・実践し、１８年度から温湯種子消毒器を導入して全圃場で温湯種子消毒を導入。農薬廃

液をゼロにして環境負荷を低減した。また、会は生協と協議して独自の米の栽培暦を作成し栽培履

歴記帳を義務付け、農薬成分回数を慣行から６～７成分低減し９～１０成分としている。 
・米の販売価格は消費者を交えた価格設定委委員会で決定し玄米価格で消費者に供給している。この他

転作田で栽培している大豆、新鮮な野菜等を生活クラブに供給している。また、「おむすび交流会」

や「田んぼの生きもの調査」を開催し、消費者と交流している。 

ＪＡ京都加悦
か や

施設園芸部会 

（京都府与謝郡与謝野町） 

ﾄﾏﾄ・ｷｭｳﾘ 

みず菜 

春菊・細ねぎ

６．５ha 

・複合経営による所得増をめざし昭和６１年設立。平成２年「京都生協の示す農薬・農法」に従

った栽培・販売を開始。バーク堆肥、籾殻堆肥、自家製ぼかし肥料を利用した土づくりを実践。

土壌病害虫の被害は皆無に近く連作障害もない。ﾄﾏﾄ・ｷｭｳﾘは平成１３年エコファーマー認定。 

・町の有機物供給施設で製造されたおから主体の「京の豆っこ」肥料（年間１６t）、自家製ぼか

し肥料を使用。有機物供給施設では「米糠」「魚あら」も肥料化、ほぼ１００％有機質資材（土

壌改良材除く）を使用。マルチ栽培、ＢＴ剤使用、太陽熱土壌消毒等により化学合成農薬を低

減、農薬使用回数も極めて少ない。春秋にかけてﾄﾏﾄ・ｷｭｳﾘ、秋冬はみず菜・春菊などの輪作体

系を導入。近年ではみず菜の周年栽培も行われている。ＩＰＭ技術として黄色蛍光灯やＢＴ剤

の送風ダクトを利用した散布も普及している。 

・栽培講習会、現地巡回研修会、先進地視察等により部会全体で地域循環農業を啓発。ＪＡ出荷

生産物は全て生産履歴の記帳を義務付け。地域の環境保全型農業への理解が深まり地元スーパ

ーへの出荷割合が高まって出荷経費・運送費が削減され生産者所得も増加している。 
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名 称 

（所在地） 
対象作物 

環境保全型 

農業実践面積
取 組 概 要 

農事組合法人丸広出荷組合 

（奈良県北葛城郡広陵町） 

ナス 

軟弱野菜 
２２ha 

・平成１６年から組織力を活かし環境に配慮した生産と販売を実践。組合員全員がエコファーマー（平成１

６年当時５９名）。 

・近隣の肥料業者に依頼した独自配合の有機肥料を使用。冬期のナスも３重被膜により暖房不使用。県内で

いち早く受粉にミツバチを利用、天敵導入の試験も行った。近隣の酪農家から生産される牛糞堆肥を共同

購入して土づくりに活用。ＪＡライスセンターのもみ殻もマルチ等に利用して地域内資源循環に寄与。効

率的な農薬使用による回数低減をめざし、県の指導のもと主力品目について農薬名を記載した栽培暦を作

成。履歴記帳も徹底している。 

・有機物による土づくりを主体とした減農薬・減化学肥料栽培の品質をエコファーマーマーク付パッケージ

や大手スーパーのプライベートブランドなど、付加価値を付けた契約販売に結び付けている。組合として

小学校給食センターに給食用野菜を提供し、小学校３年生に毎年ほ場や選果場を見学させ総合学習に積極

的に貢献している。全国を探して発掘した新品種のナスを商品化し、町議会の承認を受け町のマークを付

けた商品パッケージで町外へ販売、「ナスの町・広陵町」をＰＲしている。また、町の支援を受けて県の

特産品推進事業（Ｈ１８）に応募し、新商品のサラダ用ナスについて町内の大学が機能性の研究や特性を

生かしたレシピを開発、町内のレストランでは町内のナスを使った新しいメニューの提供に取組んでい

る。新規組合員の確保対策も兼ね、高齢化した組合員の空きハウスを就農希望者に斡旋し栽培指導。契約

販売の比率が高くなり経営の安定化が図れるようになった。 

脇町ぶどう生産組合 

（徳島県美馬市） 
ぶどう ４．０ha 

・昭和３２年設立。栽培面積の拡大に伴いＪＡ共同出荷を開始し本格的な産地形成。消費者ニーズの変化に

伴い品種更新を図る。当市で盛んなブロイラー生産で排出される鶏糞を、地元処理施設で発酵鶏糞堆肥に

して再利用。平成１３年から、組合員が一致団結して地域有機資源を活用した土づくりなど、環境保全と

安全・安心をテーマとした「エコぶどう」生産の取組み開始。 

・鶏糞・豚糞堆肥投入や草生栽培（ナギナタガヤ）による土づくりと雑草抑制。化学肥料を慣行の４割低減。

土壌・肥料成分の流防防止にも効果。大型トンネルハウスでの有袋栽培による耕種的防除の結果、化学農

薬使用を慣行の６割に低減。隣接園地の周囲にビニールカーテンを設置し農薬の飛散を防止。 

・毎月、美馬農業支援センターやＪＡ美馬の支援で定例会を開催。土づくり・化学肥料・農薬の低減技術の

研究と生産履歴記帳を徹底。消費者アンケートはがき、リーフレット、ぶどう情報誌等で攻めの販促。全

組合員の家族連名でエコファーマー認定。平成１８年「とくしま安２（安全・安心）農産物」認証取得。

組合員が率先して、小学生大賞のぶどう栽培体験の企画・実践、消費者との交流会、周辺環境の美化など

の活動。 
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名 称 

（所在地） 
対象作物 

環境保全型 

農業実践面積
取 組 概 要 

ＪＡ松山市○久高原トマト部会 

（愛媛県松山市） 
夏秋トマト ２５ha 

・昭和４６年部会発足。「人や環境に優しい○久高原トマトの里づくり」というスローガンのもと、

県内野菜産地の先陣を切って環境保全型農業の構築に取り組む。平成１４年に部会全戸で減農

薬栽培に取り組む。平成１５年には部会全員がエコファーマー取得。平成１６年からは県特別

栽培農産物等認証制度のもと減農薬減化学肥料栽培（３割減）に取り組む。 

・地域資源である山草（カヤ）を堆肥化し、土づくり資材として活用。有機質肥料の利用や養液

土耕栽培の導入によって化学肥料を削減。耕種的防除や物理的防除を組合わせ化学農薬を削

減。 
・コープ神戸独自ブランドの「フードプラン」にも認定。より厳しい生産基準や規範を実践。 
・旧行政単位（1町 2村）を越えた大規模な生産部会での認証取得が、県内の各野菜部会に波及
効果を及ぼし、県下他地域のトマト部会の認証取得が相次ぐ。 

・消費者との交流会の開催や、生産者自ら店頭でＰＲ販売に携わる等、消費者と生産者との「顔

の見える関係」構築に努める。 
・Ｕターン、Ｉターン等の新規就農者が年々確実に確保され、地域の過疎化防止に貢献。 

アグリタウン小山田 

一里原園芸組合 

（鹿児島県鹿児島市） 

こまつな等 ５．２１ha 

・平成１３年、大型営農団地が造成され、こまつな・みずな・チンゲンサイ・春菊等の軟弱野菜

のハウス団地で環境にやさしい都市近郊農業を実践。平成１５年には組合員８戸全員がエコフ

ァーマーの認定を受け、平成１７年には「かごしまの農林水産物認証制度」の認証を取得。 

・牛糞一次発酵堆肥（ＪＡ出水堆肥ｾﾝﾀーから搬入）を組合の堆肥舎で切り返し等により１年間

熟成、完熟した良質堆肥を施用した土づくりと、地域の土壌に適応した専用肥料を製品化（カ

リ過剰対策として「アグリ野菜特号」）などにより、慣行施肥量の５割低減に努めている。ま

た、防虫ネット、太陽熱消毒、性フェロモン剤の利用等、耕種的防除を組合せながら化学合成

農薬の低減にも努め、慣行防除回数を５割以上低減する防除体系を組み立てている。出荷も「通

い箱」を導入するなど環境負荷絵低減に配慮している。定期巡回点検により、土波、法面のエ

コロージョン防止、流末処理など地域環境の保全に努めている。 

・生産量の６０％以上を全国の量販店と契約。毎週１回、定例会議を開催。生産者、市、普及セ

ンター、経済連、市場等が参集し流通・新技術情報等を交換。学校給食への食材提供、栄養士

との情報交換、一日体験見学会など、地域の食育・環境教育にも積極的に取組んでいる。 
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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 

農業実践面積
取 組 概 要 

人と環境にやさしい農業実践者の会 

（山形県鶴岡市） 
水稲 １３３．６ha

・平成１４年１２月、地元、旧藤島町では「人と環境にやさいしいまちづくり条例」を制定。「持続可能な循環型

農業」「安心安全な食料生産」「都市との共存」目標に掲げ、ＪＡＳ法に基づく有機農産物の登録認定機関とし

て町が認証事業を行うなど地域をあげた取組みに拡大。平成１５年、エコタウンプロジェクトを契機に、有機

栽培米の生産に取り組む農業者が組織化され、技術情報交換などの取組みがスタートした。 

・堆肥や有機質肥料の品質にこだわり化学肥料を一切使用しないなど、より有機栽培に近い地域独自の特別栽培

米の技術体系確立にむけ山形大学農学部の指導を仰ぐなど、技術向上に努めてきた。成果として化学肥料を使

用せず、除草農薬１成分又は３成分回数のみ使用する技術体系を確立、「藤島型と区別栽培」又は「鶴岡エコ型

特別栽培」として基準化し取組面積を拡大した。農薬等の飛散防止対策も、慣行栽培と圃場が隣接する場合、

慣行側１０ｍを粒剤対応することを基準化し対応している。 

・首都圏の米穀店や消費者団体を招いて「お米の産地見学会」の開催、横浜市の３つの認可保育園、東京都港区

の全２８小中学校の給食など、販路も開拓された。地区内の小中学校と連携し「田んぼの生き物調査」を実施、

地域の環境保全機運の醸成に寄与し、「全県エコエリア構想」の模範事例となっている。 

農事組合法人霞ヶ浦有機センター 
（茨城県土浦市） 

ﾚﾝｺﾝ、ﾆﾝｼﾞﾝ 
ｺﾞﾎﾞｳ等 

１５３ha 

・昭和４８年から独立農家の会を発足、昭和６０年に法人組織となる。現在６０戸の農家が野菜

を主に１８品目・作付面積１５３haすべてにおいて環境保全型農業に取組んでいる。 
・組合として堆肥センターを設置、地域から発生する家畜排泄物、籾殻、米ぬか等を原料とする堆肥

を生産、全ての作物で組合指定有機１００％肥料の施用、緑肥（麦、スダックス等）栽培等で

土づくり。有機センターでは産直５原則（素性がわかり、顔の見える産直、栽培方法がわかり、安

全性を高めた産直、交流のできる産直、生産者、消費者が平等の立場での産直、事業として発展して

いく継続性のある産直）を掲げ、太陽熱土壌消毒や機械除草などにより農薬使用回数５０％低減。 
・農産物の有利販売（市況より最大３００円高）、出荷用資材の減量化（段ボールからイフコ・コ

ンテナ）に努めてるとともに、年１０回以上の消費者との交流会（収穫祭等）を行い、地元の

小学校への地産地消の食育活動も行っている。環境保全型農業の地域への波及、次世代の後継

者も徐々に育成されてきている。 
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名 称 

（所在地） 

対象作物 環境保全型 

農業実践面積

取 組 概 要 

株式会社 生産者連合デコポン 
（千葉県成田市） 

野菜類 １７５ha 

・平成６年に、安全性が高く安心して食べられ且つ食味の良い農産物の生産にこだわる生産者が集まり、

有限会社生産者連合デコポンを設立、平成１７年に株式会社となった。 
・平成６年当時の、生産者１７名、有機・特別栽培の面積２５haから、平成１８年には９８名、
１７５haに拡大した。生産者の輪は県内にとどまらず、北海道、茨城県、群馬県、愛媛県等と全国
的に拡大している。 

・農作物の生産は、①土壌消毒剤を一切使用しない、②除草剤の全面禁止、③化学肥料及び化学合成農

薬を極力使用しないことを生産者全員の約束事とし、また、穀物、ミネラルの高い海産物、植物活性

酵素等を原料とした堆肥を生産・使用している。 
・生産された農産物は、生協、自然食品店、レストラン等と契約販売を行っている他、インターネット

による個別販売を全国に先駆けて行い、また全国初の海外への新鮮な野菜ボックス宅配事業に取り

組んでいる。 
・新規就農者を積極的に受け入れるため、「デコポン本気百姓塾」を開催し、環境に配慮した生産技術

を普及し、また、全国初の消費者と農業者とで共有できるシステム「農消資本会社（資本金は消費者

が出資し野菜で配当金を分配）」を確立した。 

有限会社マザーアースクラブ 

（静岡県加茂郡南伊豆町） 

ﾅﾊﾞﾅ､ﾉﾌﾞｷ 

ｶﾎﾞﾁｬ等 
７．９ha 

・平成元年に南伊豆町に移住した石川憲一氏が、農薬を極力使用せず有機質肥料を用いた野菜栽培を

開始。自家生産野菜のブランドとしてマザーアースクラブを立ち上げ、周辺農家の環境にやさし

い農業で生産した農産物を集荷・販売している。平成１８年４月、有限会社マザーアースクラ

ブを設立。現在、生産者は４７名。平成１６年からエコファーマー認定に取組み、現在１５名

が認定されている。 

・野菜、水稲を有機質肥料、化学合成農薬を極力使用しない環境保全型農業を全面積（７．９ha）で

取組んでおり、品目ごとに栽培計画・記録を作成。主に生協と販売契約を結んで生産している。

生産した農産物を、地域以外に東京都渋谷区で年４回開催されるアースデイマーケット（フリーマ

ーケット）に出店し、消費者との交流を図っている。 

・マザーアースクラブで使用するコンバインやトラクターの燃料は、南伊豆町の地域の廃油を集めて

精製したバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）を使用している。 

・地域の耕作放棄地率が２３％と高いなか、遊休農地水田１．７ha、畑４ha をマザーアースクラ

ブ関連環境保全型農業実践農地として活用している。また、新規就農者の相談窓口も行い担い手育

成に努めている。 
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名 称 

（所在地） 

対象作物 環境保全型 

農業実践面積

取 組 概 要 

ネーブル健康野菜の会 

（新潟県見附市） 
各種野菜 ５．４ha 

・平成１６年７月設立の減農薬・減化学肥料栽培による直売組織。平成１６年「みちの駅ネーブ

ルみつけ」オープンに伴い発足。平成１７年より参加資格を「エコファーマー認定」または「特

別栽培農産物認証」のいずれかとし、他の直売所との差別化を図っている。 

・農業共済組合に土壌診断を依頼し、診断結果に基づき市内畜産農家から供給される堆厩肥及び

稲わら等の有機質資材を施用し土づくりの推進に努めている。化学肥料の低減に向け、有機質

肥料・肥効調節型肥料・局所施肥技術を導入。化学合成農薬の適正使用・低減に向け、耕種的

防除による除草剤の削減・微生物農薬の使用を推進。また、臭化メチル対策としてダゾメット

微粒剤等を施用している。（蒸気消毒の導入を検討中。） 

・直売所で使用する値札に「住所・氏名・電話番号・生産者の顔イラスト」を明記することによ

り消費者に「安全・安心」を提供している。見附市観光物産フェア実行委員会が主催する「収

穫体験イベント」「表参道新潟館での販売イベント」等に参加し、地域内外の消費者との交流を

実施している。また、エコファーマーによる直売組織として、周辺地域のエコファーマー認定

促進にも大きく貢献している。 

有限会社すがたらいす 

（岐阜県下呂市） 
水稲 13.1ha 

・昭和５４年に任意組合を設立、地域水田農業の作業受託。その後利用権設定をすすめ平成７年

より集落内８戸で「米ホタルの会」を立上げ、平成１１年には（有）すがたらいすとして特定

農業法人となった。平成１２年から「ぎふクリーン農業」登録。平成１４年にエコファーマー

認定。平成１８年からは全経営面積で、農薬５割低減の「ぎふクリーン５０」に取組み地域の

環境保全型農業を推進。地域の鳥獣被害防止取組みを率先して電気牧柵等を設置している。  

・作物残さのすき込み、秋起こしによる土作りをしたうえで、有機質肥料の施用や側条施肥田植

機の利用、緩行性肥料の使用により化学肥料を低減。また、畦畔のネット被覆や草刈りの徹底

によってカメムシ防除の農薬施用回数を慣行の半分以下にしている。カメムシ被害については、

斑点米の発生に対して色彩選別機を用いることで対応。 

・顧客からの直接注文を中心に、価格面では慣行栽培よりも１～２割程度の有利販売に成功。代

表の中島氏による手書きの季刊案内状（約２００部）を発信。年に数回、２０名以上が参加す

る消費者との交流会を開催。地元小学校の農業体験に講師として参加、ほ場も提供している。

各種のシンポジウム、研修会等でも講師として活躍。 
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名 称 

（所在地） 
対象作物 

環境保全型 

農業実践面積
取 組 概 要 

美ら島の地下水保全型農業(砂川寛裕) 

（沖縄県宮古島市） 
野菜 １．８ha 

・宮古島では飲料水を地下水に頼っており、当該圃場周辺は飲料水の地下水流域にあることから、

平成１３年から化学肥料による硝酸性窒素汚染防止対策を実践し、地域への普及にも取組んで

いる。 

・東京農業大学の研究グループによる肥料成分の地下水流出状況の調査結果を受けて化学肥料を

使った慣行の施肥方法を見直し、牛糞堆肥と鶏糞堆肥の量を調整、鶏糞０．７t/１０aとした。

この結果、硝酸性窒素溶脱量を７３％まで低減。また、有機質肥料の施用と合わせて緑肥栽培

により地力増強に努め、センチュウや土壌病害の発生が抑制され、土壌消毒を行わず栽培可能

となった。 

・集落懇談会等各種集会をとおして情報提供を行うとともに、宮古農林高校との連携を強化し、

自ら地域農家・住民を集めて講習会や意見交換会を開催。１８年は１００名近い規模となり、内

容もﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞﾘｽﾄ制度や認定農業者などが加わり、年々充実している。本年１１月には指導農業

士にも認定された。 
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奨励賞 

名 称 

（所在地） 
対象作物 

環境保全型 

農業実践面積
取 組 概 要 

有限会社 北秋田有機センター 

（秋田県北秋田市） 

水稲 

大豆 

野菜 

８５ha 

２１ha 

３２２ha 

・平成９年、家畜排泄物適正処理と耕種農家の良質肥料の安定確保を目的に、旧森吉町とＪＡあ

きた北央、町の酪農家からなる「有限会社森吉町有機センター」が設立され、これを機にＪＡ

が主体となって環境保全型農業の推進に取組み、ＪＡと有機センターが協力して、圃場への堆

肥散布サービス（１０ａ当たり１，５００円）を展開。米については食味値を８０まで上げる

ことを目的に「森吉８０運動」でブランド確立に取組んでいる。 

・道路脇に水稲と畑作物の「循環型農業試験圃」を設け、完熟堆肥や活性処理水等を組合せた試

験内容を看板で説明するなど、安全産地ブランド形成に取り組んでいる。（活性処理水は家畜糞

尿の液分をバクテリアにより無臭化したもの。ミネラル等必要微量要素の補給効果があるとさ

れる。）市内農業者に、消費者ニーズを意識した減農薬減化学肥料、無農薬無化学肥料などの環

境保全型農業を目指す意識が芽生え栽培面積も年々増えている。また、牛舎周りに堆肥を敷き

込んだ花壇や、幹線道路脇に花を植えるなど、環境美化にも大きな成果を得ている。 

木瀬果樹部会 
（群馬県前橋市） 

ナシ ３３．５ha 

・天川大島ナシ組合、上大島梨組合、下大島梨組合、女屋・長磯梨組合の４つのナシ生産組合で組織。

組合の活動を通じ、平成１３年４４件、１７年２６件（再認定含む）のエコファーマー認定を

受けている。 
・平成１２年度から組合員全員で性フェロモン剤を導入し価額合成農薬散布削減モデル圃場を設

けるとともに、病害虫発生予察についても県出先機関及びＪＡと一体となって実施し、化学合成農

薬の使用を２５％削減する栽培体系を確立。また、平成１３年から毎年土壌分析に基づく土づく

り講習会を実施、平成１６年度には堆肥利用組合を部会内に組織し、畜産農家との連携による良

質な堆肥を有効利用して化学肥料を削減している。全員が栽培管理記録簿を作成・保存している。 
・[安全で安心して」食べられるナシ栽培ができたことから、平成１３年度から前橋市と連携して市の
保育園の園児に無料配布、食育・環境教育も行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 13 -



 

名 称 

（所在地） 
対象作物 

環境保全型 

農業実践面積
取 組 概 要 

農事組合法人 三芳すこやか会 
（埼玉県入間郡三芳町） 

ほうれんそう ５１ha 

・平成１０年に農業生産法人として部会を設立。江戸時代から続く平地林の落ち葉堆肥を活用した

循環型農業を実践し、平成６年に埼玉大学「未利用食品リサイクル研究会」に参画、廃棄物処理業者

やプラント設計業者と共に食品残さの堆肥化を実現した。 
・平成１５年に肥料メーカーと共同で独自のブランドの有機質肥料「三芳すこやか有機７４５オ

リジナル（窒素成分１００%有機質由来）」を開発した。品目ごとに減化学肥料・減農薬による
栽培基準を定め、環境にやさしい農業に努めている。 
・ほ場ごと年２回土壌診断を実施し、ほうれんそうでは、葉内硝酸態窒素濃度を簡易に測定するキッ

トを導入し、自ら測定して基準値内の出荷を徹底、化学肥料を低減する栽培を行っている。ま

た、チンゲンサイやみずな等は防虫ネットを使用し、化学農薬低減を実施している。 
・１６年度にはみずなとチンゲンサイ生産者全員がエコファーマー認定を受け、現在、法人とし

てエコファーマー認定をすすめている。 
・部会の野菜は、直売所をはじめ都内のデパートでは特設コーナーを設け販売され、安全・安心

な野菜として消費者・流通業者から高い評価を受けている。 

笛吹農業協同組合中道支所なし部会 
（山梨県甲府市） 

なし １６ha 

・昭和５３年から水田転作事業の導入を機に農協管内で梨栽培が始まった。当地は県内唯一のな

し産地である。 
・地域内の養豚農家から生産された堆肥や稲わらを敷わらとして有効活用し、有機質投入による土づく

りを実践している。平成１３年度から、県普及センターと連携しながら、ライ麦等による緑肥作物を

用い樹間のみを草生する部分草生方法を確立し、導入が進んでいる。 
・平成１２年度から梨の害虫ナシヒメシンクイへの効果として「コンフューザーＰ」を導入したが、効

果が不十分であった。「コンフューザーＮ」の開発により１６年度に効果が確認され、化学合成農薬

使用回数が慣行より５回削減された減化学合成農薬防除暦を策定した。１７年度現在で１６ha の
うち１０．６ha（６６％）でフェロモン剤を利用した減化学合成農薬による栽培が導入された。 
・１７年５月になし部会全員がエコファーマー認定となり、これを契機に地域の基幹農業者従事

者の半分以上にあたる３６９名がエコファーマー認定となった。 
・生産された梨の９割は、農協を通じた市場出荷である。消費者との交流は毎年開催される「梨まつり」

において行っている。 
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名 称 

（所在地） 
対象作物 

環境保全型 

農業実践面積
取 組 概 要 

農事組合法人 あち有機生産組合 

（長野県下伊那郡阿智村） 

畜産 

野菜 

４７６頭 

３８５ha 

・平成１２年、阿智村がすすめる「有機の里づくり」の実践組織として畜産農家１０戸・耕種農家２戸で設

立。阿智村堆肥センターの管理を村から受託、完熟堆肥（あち有機いきいき）の生産に取組むとともに村

内の農地に還元する循環型農業を構築。平成１５年、堆肥利用をすすめるため耕種農家を中心とする「阿

智村有機活用農業振興会」を設立、平成１６年、堆肥センターを建設して強力な耕畜連携を推進している。

（会員数は現在４６１名） 

・搾乳牛・肥育牛ふんのみ４：６で混合、若干のオガコともみ殻で調整、１００日以上かけて発酵・熟成。

臭気が気にならず、品質面でも軽く散布し易く肥効が安定している。施用効果実証圃場を村内８ケ所に設

置するなど効果をアピール。袋販売も行い家庭菜園等での利用も呼びかけている。「あち有機いきいき」

施用の栽培マニュアルを作成し、独自の生産方式の取組みを推進して化学肥料の使用量を削減。 

・「阿智村有機活用農産物認証」を２９名が取得したほか、長野県の「環境にやさしい農産物制度」に４名、

きゅうり生産者２９名がエコファーマー取得に取組んでいる。また、Ａコープ店内に「阿智村有機活用農

産物認証」を取得した生産者の専用販売コーナーを設け、相乗効果によりコーナー全体の売上げが２０～

３０％増加した。 

ＪＡとなみ野 

アルギットにら生産組合 

（富山県南栃市） 

にら ６ha 

・平成９年に南砺市・砺波市・小矢部市・高岡市・射水市の５市にまたがる広域的なにら生産組織と

して設立され、平成１５年には生産者全員がエコファーマーに認定され、平成１７年には特別栽培

農産物として販売を開始している。 

・天然海藻(アルギット)の乾燥粉末資材や発酵鶏糞などの有機質肥料、土壌改良資材を中心とした土

づくりに取組んでおり、化学肥料の施用は必要最小限となっている。シルバーポリマルチとグラン

ドシートによる畝間被覆がなされ、ほ場が常に清潔に保たれており病害の発生がほとんどなく雑草

の発生もないため、化学合成農薬はわずかに殺虫剤が使用されているだけである。 

・普及指導センターや市場関係者を講師に定期的に栽培講習会や現地研修会が開催され、全組合員が

アルギット栽培技術の理解を深めるなど、栽培技術の早期習得と基本技術の徹底が図られている。

初期投資は大きいものの、２年目以降は栽培管理にあまり経費を要しないこと、収量が安定してい

ること、市場単価が高いことなど多くのメリットがみられることから、販売金額は平成１８年度実

績で平均１６０万円/１０a/年と高い。 

・主穀作営農組織において経営の複合化としてアルギットにら栽培が取り組まれ、農業収入が拡大す

るなど、アルギットにら生産を通して地域農業の活性化が図られている。年に４回程度学校給食の

食材として本組合のにらが利用され、環境に優しい栽培方法で生産されたアルギットにらとして子

供たちに紹介され、食育の一翼を担っている。 
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名 称 

（所在地） 
対象作物 

環境保全型 

農業実践面積
取 組 概 要 

松任市農業協同組合梨部会 

（石川県白山市） 
なし １２．８ha 

・昭和４６年から米の生産調整の転作作物として栽培を開始したのを契機に組織された。 

・手取川扇状地の水稲単作地帯のなかで育成された産地で、植栽時から排水対策のための暗渠や地力増強の

ための土づくりを積極的に実施している。また、土づくりに必要な有機資材確保のため、管内酪農家から

出る家畜糞尿と稲わらを組み合わせた堆肥を活用することで、地域資源の有効利用による循環型農業の取

組みを推進してきた。 

・部会独自で定期的に土壌診断を実施し、土壌環境の適正化とともに施肥方法の改善や有機質肥料により化

学肥料の削減（４０kg/１０a を３０kg/１０a）を図っている。また、共同防除を中心とした一斉防除に

よる防除回数の削減に取組んでいる。 

・地域への環境保全対策として、剪定枝等残渣の焼却による煙害対策として粉砕機を導入し、剪定枝を圃場

還元する取組みや鳥害防止のための爆音機の代替として多目的防鳥ネットを導入し、騒音の防止対策に取

組む。また、農薬のドリフト対策として、ドリフト低減ノズルの導入にむけ実証試験に取組んでいる。平

成１５年より部会としてエコ農業者の認定に取組み、部会員全員がエコ農業者になることで、他の園芸部

会でのエコ農業者の拡大につながっている。 

農事組合法人白鳳梨生産組合 

（三重県伊賀市） 
梨 １０ha 

・昭和２３年から地域で梨の生産が始まり、昭和４１年に独自の選果場を設置し農事組合法人を

設立、共同出荷体制を整えた。平成１５年度にはエコファーマー認定および「人と自然にやさ

しいみえの安心食材表示制度」の認定を受けた。 

・地域農家との連携により牛・豚・鶏糞たい肥を活用した土づくりに努め、毎年の土壌分析によ

って配合割合を決める専用有機質肥料「白鳳梨配合ペレット」を委託製造し利用している。フ

ェロモン剤の利用により防除、化学合成農薬の使用量を減らしている。また、黄色電灯使用に

よるカメムシ防除試験を平成１６年から行っている。 

・各戸圃場別に生産管理記帳し、平成１５年度以降は「人と自然にやさしいみえの安心食材表示

制度」に加入、（財）三重県農林水産支援センターの現地確認を受けている。廃ビニール・プラ

スチックは適正処理を行った上、毎年の処理状況を（財）三重県農林水産支援センターに報告

している。 

・消費者に梨栽培を経験してもらう取組みとして、収穫以外の作業も経験してもらうオーナー制

度を導入している。３年・木 1 本の単位でオーナーを募集し、講習しながら組合と協力して作

業を行っている。また、自治会と協力してコスモス等の景観作物の植え付けや、オーナーによ

る地域イベントへの積極参加で地域の活性化に貢献している。 
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名 称 

（所在地） 
対象作物 

環境保全型 

農業実践面積
取 組 概 要 

母子
もうし

茶加工生産組合 

（兵庫県三田市） 

茶 １５ha 

・平成１３年、省力化・高品質化、ロット集約を目指したＦＡ工場（全自動工場）の導入を機に

設立。当初から環境にやさしい栽培に取組んでおり、脱皮阻害材による選択性の高い農薬や緩

効性肥料の使用により窒素投入量を削減している。平成１４年には生産組合内の３戸が「ひょ

うご安心ブランド」の認定を受けている。 

・茶園内外や周辺の雑草、切り下げや整枝剪定によって発生する剪定枝を有機質資材として茶園

に投入、土づくり資材として利用することで、土づくりや周辺環境の整備、廃棄物の削減に努

めている。土づくりにより施肥による窒素総投入量を低減しつつ、組合員全体の技術向上を図

り、高品質の茶を生産している。 

・直売やｲﾍﾞﾝﾄでの販売のほか、組合員自らが積極的に営業活動を行い、生産者の顔が見える販売

を実践。一般消費者を対象とした茶摘み体験や地元小学生の社会見学の受入れなど、消費者と

の交流を積極的に行い、地域の活性化や地域社会の発展に貢献する取組みを実施。設立から５

年で、都市近郊の立地条件を活かした直接販売を中心とした流通体制を確立した。 

ＪＡ紀の里桃山支所 

チンゲンサイ部会 

（和歌山県紀の川市） 

ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ ０．４８ha 

・平成２年、それまで地域の主要な産物であった柑橘にかわる新たな特産品づくりを目指し、有

志３名でＪＡ紀の里桃山支所チンゲンサイ部会を結成。 

・「捨てればゴミ、活かせば資源」との考えから、地域で発生する産業廃棄物（茶の抽出かす）や

もみ殻等有機室資源を利用した堆肥による土づくりを実践するとともに、なたね粕、魚粕、カ

ニ殻等を独自配合した有機質肥料づくりにより化学肥料を低減。太陽熱を利用した土壌消毒や

ＢＴ剤の利用による減農薬栽培を実践している。 

・ＪＡへの生産履歴記帳の提出・保管とともに、出荷箱には部会員全員がエコファーマーの認定

を取得し、環境にやさしい農業を実践していることをアピールするパンフレットを同梱してい

る。地域の大型直販所での販売では、部会員の顔写真の入った取組み紹介パネルを設置した専

用コーナーを設け、有利・安定販売につなげている。市場関係者との情報交換会や消費者への

直接販売の機会を設けることにより、消費者の志向を把握し生産に活かしている。また、平成

１４年から地域の小中学校に給食用食材として供給をはじめ、チンゲンサイ料理の試食会や作

業の実演を交えた取組みの紹介を開催し、次世代の教育にも取り組んでいる。 
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名 称 

（所在地） 
対象作物 

環境保全型 

農業実践面積
取 組 概 要 

ＪＡ鳥取中央倉吉メロン生産部 

（鳥取県倉吉市） 
メロン ８．９７ha 

・平成５年以前から土作りを意識した栽培に取組み、平成１０年からは粉ミルクを利用した減農

薬栽培を全ての生産者が実践している。平成１４年、鳥取県特別栽培農産物の認証を取得。 

・全生産部員が、稲ワラ、モミガラの施用、地元の家畜排せつ物で農協が製造した発酵堆肥など

の地域有機資源を積極的に活用。粉ミルクやブドウ糖を散布することで、樹勢強化や病害虫被

害を抑制する独自の栽培技術を実践している。 

・ＪＡ鳥取中央管内で、環境保全型農業に取組む事例がないなか、生産部員が結束して環境保全

型農業に取組んだ最初の事例である。その後、同農協管内で始まった他の品目（ダイコン、ト

マト、ミニトマト）における取組みの牽引力となった。 

・減農薬栽培に着手してからは、量販店でのＰＲ活動、産地での交流に積極的に取組んでいる。 

直接、消費者の声を聞きニーズに応え環境保全型農業に取組んでいることは、地域の模範とな

っている。 

有限会社 木村有機農園 

（島根県雲南市） 

水稲 

野菜 
１．２ha 

・平成１６年、中国地方第１号のエコファーマーである代表を中心に有志７戸で法人化。１７年

には法人としてエコファーマーの認定を受け、水稲と野菜の環境保全型農業に取り組む。 

・地元堆肥や自家製堆肥を活用した土づくりにより地域内循環農業を実践。農薬・化学肥料は県

慣行から５０％削減。健全な土づくりと輪作体系の確立により連作障害や土壌病害を回避し、

臭化メチル等の土壌消毒を必要とせず、環境にやさしい持続的な農業を実現。 

・県農業技術センターの環境保全型農業技術現地実証等に積極的に取組み、先進技術の地域波及

に貢献。地域資源を活用したツーリズム事業を展開する法人と連携し、農業体験の受入れや食

材の提供を行い地域振興に貢献。地域振興と地元雇用創出産業振興等、県内で同様の課題を抱

える山間農業地域に与えた影響は大きい。 
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名 称 

（所在地） 
対象作物 

環境保全型 

農業実践面積
取 組 概 要 

ＪＡ福岡大城アスパラ部会 

（福岡県三潴郡大木町） 
アスパラガス ８．８ha 

・平成１２年、きのこ類栽培農家や女性・高齢者を中心に部会を設立。 現在３３戸・栽培面積８．８ｈａ
であるが、当品目は軽量で定植後１０年程度は栽培できることから生産者及び栽培面積は現在も伸びてい

る。・きのこ類栽培で発生する副産物（廃オガクズ）に着目、これに畜産堆肥などを加えた独自の堆肥を

施用することで、土づくりと地域での有機質資材の循環利用に貢献。また、有機質肥料の利用と組み合わ

せ、化学肥料由来の窒素成分は県基準に比較して２割程度の削減。平成１７～１８年度に県単独の補助事

業を活用し、ハスモンヨトウなどの薬剤防除回数の削減を図るため、部会員全員が黄色蛍光灯を導入。固

定費・変動費で年間約５万円/１０ａの経費となるが、防除回数は３～４回削減され、ハウスの被覆ビニ
ールを紫外線カットフィルムにすることで、さらに１～２回の農薬の散布回数を削減。農薬代や散布労力

の省力化に加え、女性や高齢者が安心して生産に取り組めるなどのメリットもあり産地拡大の要因となっ

ている。黄色蛍光灯の導入をきっかけに部会全員がエコファーマーの認定を受けている。 
・流通・販売面では、選果機や計量結束機を平成１４年度以降随時導入し、出荷調製労力の省力化と一元集

荷を図っている。さらに、きのこ類とのセット販売により、輸送コスト低減と低温輸送による鮮度保持対

策を図るなどＪＡ独自の販売戦略を構築。その他、消費者との意見交換会や試食宣伝会では女性が中心と

なって取り組むとともに、地元学校給食への食材提供なども実施している。 
・大木町でのアスパラガスの取り組みは周辺地域の農協にも波及し、生産者は普及センター管内全体で増加

傾向にある。特に、黄色蛍光灯の設置やエコファーマーの取り組みについては、産地一体となって取り組

んでおり生産者全員の結束力は高い。当部会の組織力に加え、地域での有機質資材を有効利用した地域単

位での環境保全型農業への取り組みは、町のバイオマスタウン構想のきっかけの一つとなるなど、他地域

のモデルとなっている。 

ＪＡれいほく園芸部会レタス部 

（熊本県天草郡苓北町） 
レタス １１５ha 

・国の指定産地として１３５ha で栽培。昭和５０年にレタス部を設立。平成６年頃からタバコガ

類による被害が多発し年内獲り（１１～１２月収穫）作型の生産が不安定化。平成１１年、フ

ェロモントラップを２０ヶ所程度設置。誘引データから発生予察し適期一斉防除で防除効果も

向上し農薬使用量も大幅に減少。平成１３年、黄色防蛾灯の試作品を導入し効果を検証。１４

年、２２ha（収穫量の６０％）に１４０基。１６年、農家全体１６０基。１７年には１９４基

を設置。商品化率が６０％から９０％に向上。出荷量も増え経営も安定。苓北町堆肥センター

を核に酪農家と連携し有機物投入と緑肥作付け。町内酪農家の糞尿３，９９５t を回収。畜産

環境問題発生も激減。窒素施肥料削減のための試験展示や弾丸暗渠などの排水対策を実施。 

・環境保全型農業への取組みをポスターでＰＲ、他産地より数％単価アップ。モスフーズ、首都

圏生協等と予約相対。町の小学校でのジュニア農業体験学習助成事業や給食にレタス等を提供。 
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名 称 

（所在地） 

対象作物 環境保全型 

農業実践面積

取 組 概 要 

ＪＡ佐伯豊南なす生産部会 

（大分県佐伯市） 
なす ２．７９ha 

・昭和５９年発足。当初から地元で生産される良質な豚糞と稲藁を使用した堆肥による土づくり

や有機質肥料の利用により化学肥料を削減。毎年、全農おおいた土壌診断センターの診断にし

たがって適切な肥料及び土壌改良剤を施用。１０年前から年２回、立毛品評会での役員による

全圃場巡回を継続。これにより部会全体の技術レベルが向上し、露地栽培で平均１０t/１０a

は県下でもトップクラスで、品質についても主要取引先の福岡市場から高い評価を受けている。

部会員全員がエコファーマー認証を取得。 

・平成１８年から全戸でソルゴーの囲い込み栽培に取組み、農薬散布回数の削減やﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞﾘｽﾄ

制度に対応。化学合成農薬使用回数を慣行の３割減（慣行４０回を２８回以内）。化学肥料から

有機質肥料と肥効調整型肥料主体の施肥体系に切り替え。連作障害回避の輪作を実施（一部は

抵抗性台木を使用し土壌消毒剤は不使用）。毎月１回生産履歴をＪＡに提出、データベース化し

資材の適正使用に努めている。 

・部会では市場や量販店での販促活動でＰＲや婦人部による料理研究・試食宣伝で、なすの消費

拡大を推進。今後は「農地・水・環境保全向上対策」の営農品目の一つとして位置付け、化学

肥料・化学合成農薬の５割削減に取組んでいる。 
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特別賞 

名 称 

（所在地） 
対象作物 

環境保全型 

農業実践面積
取 組 概 要 

みやぎ生活協同組合 

（宮城県仙台市） 
－ － 

・組合員５７５千人・供給高１０３，２４９百万円。前身の宮城県民生協設立（１９７０年３月）以

来、県内のＪＡをはじめ生産者・生産者団体との産直提携活動を展開してきた。ＩＳＯ１４００１

を取得。０６年には生協リサイクルセンターを立上げ生ゴミの堆肥化を開始。 

・毎月、産地実務者と生協実務者による「産直生産流通委員会」を開催、環境保全型農業の取組みに

ついて協議するとともに、農薬・農法プロジェクトによる使用資材の確認や使用方法を徹底。栽培

技術指導職員を採用し産地ごとに栽培講習会を開催。 

・県内産地とともに「産直米生産者協議会」を設置、作付け計画と使用資材を確認、産直全産地で同

じ仕様で栽培。「米・農産加工委員会」に参加する組合員を中心に生産者と交流。生協向け「産直赤

鶏」の堆肥での栽培をすすめ、農水省ガイドラインや「みやぎの環境にやさしい農産物表示・認証

制度」に取組むなど、環境保全型農業への取組みを支援している。 

生活協同組合ララコープ 

（長崎県西彼杵郡長与町） 
－ － 

・長崎県最大の流通・消費団体。平成１１年設立。組合員数１６．５万人。平成１７年度供給高２０，

７８８百万円。設立当初から環境問題を最重点課題として位置付け０２年には「ＩＳＯ１４００１

認証」を取得。「まんまるブランド」を立ち上げ、環境と調和した農業生産活動と農産物を優先的に

取扱っている。 

・トップカテゴリーの「まんまる産直品」は、化学肥料・科学合成農薬は慣行の１/２を基準とし、①

産地と生産者が明確であること②栽培・飼養方法が明確であること③組合員と生産者が交流できる

ことが条件。０３年からは食品残渣の堆肥化（登録業者）をすすめ、８店舗中５店舗でリサイクル

率１００％。生産された堆肥は「まんまる商品」生産者が購入、生産された農産物を「まんまる商

品」として販売し、食品の循環システムを形成。０５年度の「まんまる商品」農産品の取扱高は３

７２百万円に達し環境保全型農業の拡大に貢献している。 

・「まんまる商品」は「選定会議」により認定され、「確認会」により資材使用状況・管理方法などが

確認される。年１回、「まんまる収穫祭」を開催し、生産者と組合員の交流を深めている。 

 行動計画では供給高に占める「まんまるブランド」の構成比を、店舗４０％以上、無店舗５０％以

上としている。 
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