
平成 27年度 多面的機能発揮促進事業 

中国四国農政局長表彰最優秀賞組織 

【環境保全型農業直接支払】 

「農事組合法人
のうじくみあいほうじん

ファーム宇賀荘
うかしょう

」（島根県安来市） 

（１）事業取組概要 

○取組内容：５割低減と地域特認（冬期湛水管理） 

○取組面積：1,040ａ（H26年度） 

○対象作物：水稲 

（２）構成員数 

 ○組合員 252名 

 

【組織の取組概要】 

本法人は、13集落、338戸の農家のうち252戸が参加し、水稲・大豆を中心に189ha

の大規模営農を展開する島根県最大の集落営農法人です。 

県営ほ場整備事業を契機に、平成 14 年に宇賀荘地区営農組合を設立し、20 年に

法人化しました。 

法人設立直後にエコファーマー認証を受

けるとともに、「環境を守る農業宣言」によ

り環境負荷軽減に寄与する農法の実践を宣

言するなど、環境保全型農業に対する高い

意識のもとで活動を展開しています。 

 

【主な取組内容】 

○ 「どじょうすくい」の安来節にちなみ、どじょうが健康に住める環境での米づく

りに向け、平成 15 年から無農薬・無化学肥料栽培による「どじょう米」の栽培、

雑草対策と水鳥の憩いの場づくりを兼ね、冬期湛水・深水管理による多様な生態系

の確保、保全に取り組んでいます。 

○ 「どじょう米」の田植え、草取り体験等地域住民・消費者との交流を通じ、環境 

 保全型農業への理解促進に取り組んでいます。 

○ 県農業技術センターと連携し、チェーン除草機の実証を行うなど、環境保全型農

業の技術向上に向けた取組を積極的に行っています。 

 

 

 
チェーン除草機による
除草作業 

田植え後、水田にどじょうを放流 消費者との交流会（草取り体験） 

冬、水を張った水田で羽を休めるハクチョウ 



平成 27年度 多面的機能発揮促進事業 

中国四国農政局長表彰最優秀賞組織 

【環境保全型農業直接支払】 

「有限会社
ゆうげんがいしゃ

 吉備路
き び じ

オーガニックワーク」（岡山県総社市） 

（１）事業取組概要 

○取組内容：有機農業の取組 

○取組面積：576ａ（H26年度） 

○対象作物：水稲、大豆、野菜（ニンジン） 

（２）構成員数 

 ○農業生産法人（農作業従事６名） 

 

【組織の取組概要】 

本法人は、平成10年度に法人を設立して以降、一貫して農薬や化学肥料を一切使

用しない「おかやま有機無農薬農業」に取り組んできました。 

有機農業を「生計を立てるための農法」として持続可能なものとするため、大規

模機械化一貫体系による少品目大量生産を実

現するとともに、規模拡大に合わせ広く販路

を開拓し、企業的経営へと発展してきました。 

「おかやま有機無農薬農業」の認証面積は

県内最大級であり、他の有機農業実践経営体

の模範として、岡山県内の環境保全型農業（有

機農業）の発展に大きく貢献しています。 

 

【主な取組内容】 

○ 有機ＪＡＳ農産物より基準の厳しい、おかやま有機無農薬農産物の生産により、

地球環境にやさしい農業を長年実践しています。 

○ 自ら確立したニンジンの機械化一貫体系や独自の栽培技術（黒マルチによるトン

ネル内雑草発芽後除草等）により、おかやま有機無農薬農産物の高品質・安定生産

を実現し、販売先から大きな信頼を得ています。 

○ 学校給食への食材出荷や食育授業への参加、農業高校や就農希望者等からの研修

の受け入れ等を通じて、有機農業の普及や理解を深める活動を展開しています。 

 

笠岡市

倉敷市
早島町

玉野市

岡山市
総社市

高梁市

瀬戸内市

備前市

和気町

美作市

美咲町

津山市

勝央町

西粟倉村

奈義町

新圧村

新見市

井原市

鏡野町

真庭市

矢掛町

吉備中央町

浅口市

里庄町

久米南町

赤磐市

 

 黒マルチによるトンネル内の雑草対策 収穫機によるニンジンの収穫作業 農業高校視察の受け入れ 

有機ニンジンの栽培ほ場 



平成 27年度 多面的機能発揮促進事業 

中国四国農政局長表彰優秀賞組織 

【環境保全型農業直接支払】 

「方地地区資源景観保全活動組織
ほ う じ ち く し げ ん けい か ん ほ ぜん か つ ど う そ し き

」（鳥取県東伯郡湯梨浜町） 

（１）事業取組概要 

○取組内容：５割低減と緑肥作付の取組 

○取組面積：1,599ａ（H26年度） 

○対象作物：水稲、大豆 

（２）構成員数（うち取組農業者数） 

 ○組合員 58名（24名） 

 

【組織の取組概要】 

湯梨浜町のシンボルでもある「東郷池」の水質浄化や、将来を担う子供たちに「安

全・安心なコメを食べてもらいたい」との思いから、県内でもいち早く減農薬・減

化学肥料による水稲栽培に取り組みました。 

当初、９haで始めた取組が、現在では地区内

の水稲、大豆を作付けするほぼ全てのほ場

（16ha)で取組が行われるまでに拡大しました。 

地域が一体となった取組により、地元を流れ

る方地川にホタルも復活し、地区主催の「ホタ

ル観賞会」が開催されるまでになりました。 

 

【主な取組内容】 

○ 「東郷池」に注ぐ方地川等の水質浄化に向け、組合員全員で緑肥の作付けと減農

薬・減化学肥料の取組を実践しています。 

○ 水田から排水路への濁水流出を抑えるため、全員で浅水代かきを実践しています。 

○ 子供会との生き物調査や地区住民との有機栽培のそば打ち体験等を通じて、環境

保全型農業への理解を深める活動を実施しています。 

 

 

 
緑肥（レンゲ）の作付け 

「浅水代かき」の実践 子供会と生き物調査を実施 

町のシンボル「東郷池」 



平成 27年度 多面的機能発揮促進事業 

中国四国農政局長表彰優秀賞組織 

【環境保全型農業直接支払】 

「森
もり

 昭暢
あきのぶ

 氏」（広島県東広島市） 

（１）事業取組概要 
○取組内容：有機農業の取組 
○取組面積：142ａ（H26年度） 
○対象作物：水稲､たまねぎ､キャベツ､果菜類等 

（２）経営面積：170ａ 

 

【取組の概要】 

森氏は、脱サラ後、１年半の農業研修を経て５年前に地元広島県で就農し、就農

当初から地域資源を活用した循環型の有機農業に取り組んできました。 

土づくりに努め、栽培方法も工夫しながら取組面積を拡大するとともに､近隣の有

機農業に取り組む農業者の中心として活動し、

不足する品目を補完する等の協力関係を築き

ながら販路の開拓を行っています。 

また、平成26年度からは、東広島市から認

定農業者の認定、広島県から青年就農給付金

（準備型）の研修機関の認定を受け、研修生

を積極的に受け入れるなど、新規就農者の育

成にも力を注いでいます。 

【主な取組内容】 

○ 野菜ではぼかし肥料の施用や疎植栽培、水稲では緑肥と深水管理の徹底など様々

な技術を取り入れ、消費者ニーズの高い品目を生産し、インターネット販売や飲食

店、保育園等への出荷、百貨店での店頭販売等多様な販売を展開しています。 

○ 就農してから４年間で10名の研修生を受け入れ、研修生の就農時の住居・農地の

確保には地域住民と連携し、マッチングも行っています。 

○ 他の有機農業者と連携した田植えイベントなど、消費者との交流を通じ、有機農

業や自然環境の大切さに対する理解を深める活動を展開しています。 

 

広島市

大竹市

竹原市

尾道市
福山市

熊野町
坂町

海田町

府中町
廿日市市

安芸太田町

北広島町
安芸高田市

三次市

庄原市

神石高原町

府中市

世羅町

三原市
東広島市

呉市
大崎上島町
町江田島市

 

 ネット販売による宅配の一例 草生栽培：交互に設置した畝と通路を、

作期毎に入れ替え 
田植えイベントなどで消費者と交流 

森氏の経営する農園「安芸の山里農園 はなあふ」 



平成 27 年度 多面的機能発揮促進事業 

中国四国農政局長表彰優秀賞組織 

【環境保全型農業直接支払】 

「菊川町
きくがわちょう

レインボー稲作研究会
いなさくけんきゅうかい

」（山口県下関市） 

（１）事業取組概要 
○取組内容：５割低減と緑肥作付・堆肥施用、 
       有機農業の取組 
○取組面積：1,666a（緑肥 1,016a、堆肥 221a、 

有機 429a）（H26 年度） 
○対象作物：水稲 

（２）構成員数（うち取組農業者数） 
 ○会員 24 名（20 名） 

 

【組織の取組概要】 

本会は、平成４年に設立して以降、化学肥料・化学合成農薬を使用しない

アイガモ水稲同時作など環境保全型農業に取り組んでいます。 

「安全でおいしいお米を提供していく」ことを常に念頭におき、化学肥料・

化学合成農薬を削減するため様々な栽培技術に試

行的に取り組み、米ぬか除草・温湯種子消毒等の

新技術を導入し、それぞれの農家にあった生産方

法を取り入れ、活動を発展させてきました。 

販売先との契約栽培により、安定した販売対策

を講じるとともに、消費者や子供たちに、農業へ

の理解促進となる活動を実施しています。 

【主な取組内容】 

○ 共同温湯消毒機の導入、疎植栽培による病害抑制やアイガモの放飼・米ヌ

カ散布による雑草の抑制等、化学合成農薬に頼らない技術の導入に努めてい

ます。 

○ 新規会員へは､本会の熟練者が重点的に指導を行うとともに、全会員でほ場

巡回を行うなど会員間の技術の交流・向上に意欲的に取り組んでいます。 

○ 園児を対象とした放鳥行事、田植･稲刈等の農作業体験を通じた消費者との

交流や地域イベントの食材としてアイガモ肉を提供（栽培期間終了後、アイ

ガモを共同肥育し肉質を向上）するなどの活動を通じ、環境保全型農業の理

解増進に努めています。 

 

 

園児によるアイガモ放鳥行事 消費者交流・農業体験 共同のアイガモ肥育場 

ほ場でのアイガモの様子 



平成 27 年度 多面的機能発揮促進事業 

中国四国農政局長表彰優秀賞組織 

【環境保全型農業直接支払】 

「有機稲作
ゆうきいな さく

徳島成苗
とくしませいびょう

の会
かい

」（徳島県徳島市、鳴門市、小松島市、   

阿南市、阿波市、美馬市） 
（１）事業取組概要 

○取組内容：有機農業の取組 

○取組面積：1,630a（H26 年度） 

○対象作物：水稲 

（２）構成員数（うち取組農業者数） 

○組合員 21 名（19 名） 

 

【組織の取組概要】 

本会は、平成 23 年 2 月に農機メーカー内に事務局を置き、徳島県内の 15

名で設立、翌 24 年には徳島県の独自認証の「とくしま安２農産物認証」を取

得しました。農機メーカーと連携し、独自の試験や研究により試行錯誤を重

ね、田植同時米ぬか散布を基本に、複数の技術を

組み合わせた独自の抑草型有機栽培を確立し実践

しています。この技術で栽培した米は、慣行栽培

の２倍の価格で取引（契約）されています。また、

この栽培技術は県内にとどまらず、西日本の各地

に広がり、その中核的な団体となっています。 

【主な取組内容】 

○ 独自の研究による６つの技術を組み合わせた雑草対策やカメムシ対策の

畦の雑草管理により、安定的な生産を実現しています。また、新規生産者

に対して、３年間で技術習得できる体制を確立しています。 

○ ほ場見回りにより各ほ場のリスク評価を行い、航空写真に評価内容を記

載したほ場台帳を整備しリスク軽減に努めるとともに、台帳は事務局が一

括管理し会員への指導に活用しています。 

○ 毎年の生き物調査により、平成 25 年には、山間部でしか確認できなかっ

た「コオイムシ」が平地でも確認されるなど、環境保全型農業の効果が確

認されています。 

「コオイムシ」準絶滅危惧  
（小松島市坂野町）  （名西郡神山町）  
 

研修会での優良事例発表  
（平成 25 年「とくしま安２農産物  
  認証制度」管理責任者研修）  

田植え同時米ぬか散布の様子  

航空写真を利用したほ場台帳 



 

 

平成 27 年度 多面的機能発揮促進事業 

中国四国農政局長表彰優秀賞組織 

【環境保全型農業直接支払】 

「馬路村
うまじむら

農業協同組合
のうぎょうきょうどうくみあい

柚子部会
ゆ ず ぶ か い

」（高知県安芸郡馬路村） 

（１）事業取組概要 

○取組内容：有機農業の取組 

○取組面積：3,397a（H26 年度） 

○対象作物：果樹（ユズ） 

（２）構成員数（うち取組農業者数） 

○組合員 195 名（104 名） 

 

【組織の取組概要】 

  馬路村は総面積の 96%が山林で林業が基幹産業でしたが、林業の衰退に伴い、

昭和 40 年から傾斜地でも栽培可能なユズ栽培に取り組み、産地化に成功しま

した。 

馬路村農協では昭和 54 年から加工品開発を本格的に

開始するとともに、マーケティング活動や、独自の情報

発信（新鮮、自然、飾らない田舎を売込む販売戦略）を

行い、全国段階での市場展開を実施しました。 

平成 13 年から有機農業に取り組み、現在は構成員の

全員が有機農業を実践し、農協と連携し加工品の産地直

送を主体とした生産･販売体制を構築しています。 
 

【主な取組内容】 
○ 山の落ち葉等の活用、ユズ専用に作った有機 100%肥料、鶏糞、油粕等を使用

する独自の栽培暦と、作業日誌（栽培履歴記帳様式）を全農家に配布・指導す

ることで、栽培技術を徹底しています。 

○ 栽培したユズは農協の加工場で加工し、全国へ直接販売しています。部会員

は、農協が行う販促活動に参加するほか、馬路村で行う販促イベント等でのユ

ズのＰＲを通じ、消費者の環境保全型農業への理解増進に取り組んでいます。 

○ 部会の生産量よりも需要が多いため、県内他産地と連携し加工用ユズの供給

体制を構築し、連携先の産地にも部会と同一内容での栽培を求めるなど、部会

の栽培技術の普及と環境保全型農業の取組拡大を推進しています。 

 

有機ユズ専用肥料を施用する生産者 イベント「ゆずはじまる祭」で消費者へ PR 

ユズの栽培風景 


