
株式会社 近江園田ふぁーむ
取締役会長 園田耕一

（協力：ＮＰＯ法人 日本食品リサイクルネットワーク 関西支部）
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命の源「土づくり・作物づくり」
～ 食品ロス堆肥を活用したフードリサイクルエコ農法 ～

2019年 気候変動・農業技術国際シンポジウム

気候変動に対応する農業技術シンポジウム分科会

農業者と研究者をつなぐワークショップ

２０１９年５月１５日（木）

於：びわ湖ホテル内会議室



１-（1）.会社概要について
㈱近江園田ふぁーむ
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〔会社概要〕

① 社 名 ：株式会社近江園田ふぁーむ
（取締役会長 園田耕一）
（代表取締役園田祥大）

② 住 所 ：滋賀県近江八幡市野村町
２５０４－１

③ 従業者 ：１５名（内９名が２０歳～３０歳代）

④栽培面積：２１３ｈａ

（・水稲８５ｈａ ・麦６４ｈａ ・大豆６４ｈａ ）

資格
・兄…２０１２年：米食味鑑定士取得

・弟…２０１３年：お米アドバイザー収得

〃 ： ごはんソムリエ収得

http://www.mapion.co.jp/map/imap/admi/admi25.map
http://www.mapion.co.jp/map/imap/admi/admi25.map


１-（2）.当社の基本姿勢

５つの信念

①届けよう、一つ上のご満足を！
・離農された先輩や地域の方に、一つ上の年貢米

②生きた土が生命を育む
・有機物資材の投入（昔採卵鶏の糞）

③土から生まれたものは土に返す
・実以外は土に返す（稲わら、もみがら、ヌカ、食品ロス堆肥など）

④田作りはあぜ作り
・びわ湖に濁水は流さない（化学肥料や農薬の減量化）

⑤草で草を抑えよう
・りゅうのひげ植栽（カメムシ防除、雑草抑制、畦の保護など）
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土から生まれたものは土
に返す：食品ロス堆肥

田作りはあぜ作り

りゅうのひげ植栽



① １９８１年～ 就農スタート

② ２００２年～ エコファーマ （県認定）

③ ２００３年～ 環境こだわり農産物認証

④ ２００４年～ 食品ロス堆肥の栽培テスト （～現在に至る）

翌年より循環農業をスタート

⑤ ２００８年～ 「えんこう米」商標登録（第５１９３７６１号）

⑥ ２０１３年５月 法人化
（旧：園田 園 ⇒新：株式会社 近江園田ふぁーむ）

⑦ ２０１５年～ フードリサイクルエコ農法

（立命館大学と連携スタート）

⑧ ２０１７年３月 環境保全型農業推進コンクール会長賞受賞

⑨ ２０１８年１月 野菜栽培スタート（無農薬栽培、有機栽培）

１-（3）.事業の経過
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就農スタートから３８年

http://shigaquo.jp/environment/
http://shigaquo.jp/environment/


①食品ロスの一次処理

〔二次処理（異物除去、調整、混合、計量他）〕

２-（1）.食品ロス堆肥（ﾌｰﾄﾞﾘｻｲｸﾙｺﾝﾎﾟｽﾄ）の循環

NPO法人
日本食品リサイクルネットワーク

資源化

②農業資材（有価引取り）

③環境こだわり農産物に利用

所定容器、回収

④こだわり農産物の

紹介・納入

連携
⑤安全・安心な食材

として利用

循環型社会の構築… 新:食品リサイクルシステムについて

食品ロス排出事業所
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バイオ式

生ごみ処理機

連携

株式会社 近江園田ふぁーむ
（代表取締役 園田祥大）
（取締役会長 園田耕一）

稲作・野菜等の栽培に利用



◆企業の社員食堂、病院、ホテル、他、現在５ヶ所より引取

２-（2）.食品ロス堆肥（ＦＲＣ）※ 引取先一例
※FRC：Food Recycle Compost

（ﾏｰｹｯﾃｲﾝｸﾞｽｸｰﾙ） （総合医療センター） （養護学校） （ビジネスホテル） （企業社員食堂）

◆安全・安心

◆食品ロス堆肥は有機肥料原料や
土壌改良資材として利用が可能。

＜参考：肥料成分＞

窒素約2～3%、リン酸約１％、

カリ約１％、他。

食品ロス堆肥の見本 -6-食品ロス堆肥の保管
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２-（3）.食品ロス堆肥の成分分析表



「豊年エビ」発生の田圃は…豊作に！

1～２月 食品ロス堆肥・約 150kg/10a 投入風景（トラクターにて）

5月中旬頃 田圃で泳ぐ豊年エビ

◆豊年エビ…環境が良いと発生（卵からふ化し成虫に）、環境が悪いと卵のまま何年も生き続ける。

３-（1）.食品ロス堆肥の農地へ還元
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◆にこまる

３-（2）. 平成30年産米「食味テスト」結果

（㈱商経アドバイス・東京）

◆コシヒカリ

◆無農薬夢ごごち

水分(%) タンパク(%) ｱﾐﾗｰｾﾞ(%) 食味値(点) 整粒比率(%) 格付 (等)

水分(%) 格付 (等)

水分(%) 格付 (等)

16.0 6.2 16.9 88 80.0 1

15.8 6.1 17.1 87 80.9 1

15.3 6.4 16.6 85 85.3 1
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タンパク(%)

タンパク(%)

ｱﾐﾗｰｾﾞ(%)

ｱﾐﾗｰｾﾞ(%)

食味値(点)

食味値(点)

整粒比率(%)

整粒比率(%)



４-（1）.活きた土が命を育む！
（立命館大学との共同研究）

土壌診断
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測定項目 推奨値（100点） 2015年度 2016年度

１．窒素循環活性評価値 ３０点以上 ２６点 ２５点

２．アンモニア酸化活性 ２０点以上 ２９点 １９点

３．亜硝酸酸化活性 ６０点以上 ３５点 ４６点

４．リン酸循環活性評価値 ４０点以上 １２点 ８点

５．総細菌数（億個/ｇ） 普通１～２億 ６億 以上 １０.７億 ２４億

他１２項目 別紙 別紙



• 立命館大学がSOFIX
（土壌肥沃度指標）による

土壌分析・施肥設計に協力

→分析の結果、良好な土壌
の基準値(4.5億個以上/g)
を超える平均9.0億個/gが
検出 SOFIX基準値

（4.5億個）

平均9.0億個

※2016年1月に分析した4サンプルの分析結果による

４-（2）.  土壌細菌数の分析 （ＳＯＦＩＸ※による）

-11-◆農薬も大幅低減…安全・安心な農産物づくり！

※SOFIX：Soil Fertile Index



１．長期中干しとは

時期： 田植えから約１カ月後

手順：

（１）水田の水を自然減水で減らす。

（２）溝切り機で作溝する。

（３）２週間以上かけて水田を干す。

２．中干しの効果
（１）温暖化低減

水田に水を張ると土壌中の酸素が減少し、

温室効果ガスのメタンが発生するが、中干し

期間の延長によりメタンの発生を抑制する。

（２）水稲への効果
１）土中に酸素が送り込まれ、根張りが良くなる。

２）高温に強い稲になり、適正な籾数の確保につながる。

４-（3）.長期中干しについて
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（写真１） 中干し開始時の溝切り作業

（写真２） 中干し中の水田の様子



５-（1）.  今後の展望
新たな時代を迎えて…
①視察に来社頂いた団体との情報交流
・県内： 大津始め、殆どの市町
・県外： 東京都、大阪府、他８県
・海外： 米国 アーカンソー州

②食品ロス堆肥のペレット化で活用の拡大
・野菜農家、果樹農家、花農家など利用の普及
・フードリサイクル・エコ農法の確立

③地元の食品ロス等の活用検討と試験テストの利用研究、他
・糖蜜等、有効利用の確立と農業利用

④市民・生ごみリサイクルプロジェクト
・生ごみリサイクル講習会の開催（２０１９年５月１１日） -13-



５-（2）.  行政へのお願い…

地域の環境や農業発展の為に！

①環境保全型農業の枠の中に、
食品ロス堆肥の利用も含めて欲しい！

（ 身近で有機資材の確保が可能、また焼却ごみ減でＣＯ2削減にも効果的 ）

⇒良い土づくり、活きた土づくりに有効

②一般事業所や地域社会に、
食品ロスの資源化をもっと積極的にPRを！

⇒食品ロス堆肥（ﾌｰﾄﾞﾘｻｲｸﾙｴｺｺﾝﾎﾟｽﾄ）が不足し、もっと多量に確保したい！
・食品循環の流れを、今後は地域社会に波及して行く事が大切
（年間１００トン以上の企業対象の枠を、もっと少ない排出事業所にも拡大）
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（株）近江園田ふぁーむ
（滋賀県近江八幡市野村町）

長らくのご静聴、誠に有難うございました。
今後ともよろしくお願いします。
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