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●水俣市・津奈木町・芦北町の１市２町

で構成。

●傾斜地が多く、陽当りの良い。

●平均気温16.3℃、年間降水量2,145㎜で

温暖多雨な気候。

●高齢者の占める割合が熊本県内でも高い。

●気候・風土に
恵まれた地域
●海あり、山あり
●水俣病の経験

水俣病を経験したか
らこそ環境に対する
意識が高い

ＪＡあしきたサラたまちゃん選果場



●辛みが少なく、水にさらさなくても生
のままでも美味しい。

●サラダ用タマネギだけではなく、煮て
も焼いても美味しい万能型タマネギ。

●特 徴

★ 水俣・芦北地域の比較的温暖な気候を利用
して栽培

★ 超極早生、極早生、早生品種を時期に合わ
せて収穫

★ 除草剤の一部使用禁止

★ 部会員全員がエコファーマーの認証を取得

★ 特別栽培農産物として出荷

化学農薬・化学肥料を熊本県の慣行レベル
の５割削減

★ ２月下旬～７月頃まで

★ ＪＡあしきたサラたまちゃん部会が定めた
基準に準ずる

★ サラたまちゃん選果場から出荷

ＪＡあしきたサラたまちゃん選果場



夏の暑い太陽熱を利用した、環境に優し

い消毒を実施しています。

土壌薫蒸剤は使用していません。

●目 的

① 土壌中の病害虫を殺菌・防除(湿熱)

② 土づくり(粗大有機物を短期間に分解)

③ 雑草の防除

●方 法

① 堆肥・肥料散布し畝を作る。

② 潅水を行う（熱を上昇させるため）

③ 全面（土の上）にビニール等を張る。

種まき専用の機械(シーダーテープ）を

導入し作業労力を軽減しています。

苗の出来が、その後のサラたまちゃんに

大きな影響を与えるので、

生産者にとって育苗期間（苗の生育期

間）が一番神経を使うときです。
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地元の良質な完熟堆肥を、土壌診
断に基づいて散布しています。

また、肥料メーカー（ジェイカム
アグリ）と協同して「サラたま
ちゃん専用肥料」を開発し、減化
学肥料栽培に取り組んでいます。

除草効果・保温効果・肥料流亡抑

制効果のために黒マルチを張って

います。

局所施肥機（別資料により）を開

発・導入、経費等の削減に役立っ

ています。

定植は、ほとんどが手作業

一部移植機（全自動又は半自動）

マルチ栽培を行い、除草剤を一切

使用していません。

生育中に発生した雑草は大変です

が、草払機、手作業で除草してい

ます。
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条施肥(タマネギ株下5cm､15cm）、畦内施肥

Ｎ成分削減割合：２８％、４６％

●タマネギの株下１５ｃｍに条施肥することで、抽苔の発生が抑制され、
品質が向上したが、条施肥を実施するには、馬力の大きいトラクターが
必要である。

●畦内施肥により施肥量を５０％削減すると収量は従来の施肥方法と同等
であるが、抽苔等の規格外の割合が増加することから、減肥率は３０％
が適当である。

●小型の管理機にマルチャーと施肥ホッパーを組み合わせた、畦内施肥マ
ルチャー（商品名 クボタ：ＴＡ１０畦内施肥畝マルチ）を開発し、サ
ラたまちゃん専用肥料の施肥量を３０％削減。
通路の雑草の生育が抑制され、草刈りの労力軽減と、通路の排水性が改善
された。 ＪＡあしきたサラたまちゃん選果場



手間がかかり大変ですが、安心して食
べてもらうためにこだわっています。

★５月中旬までの出荷については、育苗のほ場
から本圃まで、除草剤の使用は一切禁止。

★ 農薬の適正使用の徹底

植え穴は一株ずつ手
で除草

植え穴に生えた雑草

畝間に生えた雑草 畝間・畦畔は
刈り払い機で除草
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施肥方法の検討とその効果

試験１年目

① 施肥方法の検討

条施肥（タマネギ株下５ｃｍ、１５ｃｍ）、畦内施肥

② 施肥量の検討

Ｎ成分削減割合 ２８％、４６％

施肥方法 Ｎ成分量 (kg／10a) 肥料削減割合

試験区１ ５ｃｍ下 条施肥 １２．８ ２８％

試験区 2 ５ｃｍ下 条施肥 ９．６ ４６％

試験区 3 １５ｃｍ下 条施肥 １２．８ ２８％

試験区４ １５ｃｍ下 条施肥 ９．６ ４６％

試験区５ 畦内施肥 １２．８ ２８％

試験区６ 畦内施肥 ９．６ ４６％

対照区 全面施肥 １８．０



結果

２５株調査、平成１８年３月１５日調査

平均重量

（ｇ）

球径／球高 分球率

（％）

抽苔率

（％）

試験区１ １２５

（８３）

１．０７ ８ ８

試験区２ １２５

（８３）

１．０８ ０ ８

試験区３ １４０

（９３）

１．１２ ０ ８

試験区４ １４０

（９３）

１．１４ ８ ８

試験区５ １５０

（１００）

１．０８ ８ ８

試験区６ １５０

（１００）

１．０６ ０ ３２

対照区 １５０

（１００）

１．０７ １６ １６

※ （ ）内の数値は対照区を１００としたときの数値

○ タマネギの株下１５ｃｍに条施肥することで、抽苔の発生が抑制され、品質が向上した

が、収量がやや少なくなった。

○ 畦内施肥により施肥量を５０％削減しても従来の施肥方法と同等の収量が得られたが、

抽苔率が増加した。



試験２年目

 品質向上には条施肥が優れるが、条施肥を実施するには、馬力の大きいトラクターが必

要である。

 水俣・芦北地域のほ場は狭く、大型トラクターではかえって効率が悪くなってしまうた

め、２年目は畦内施肥について肥料の削減割合を検討した。

Ｎ成分量 (kg／10a) 肥料削減割合

試験区１ １４．７ １８％

試験区２ １１．５ ３６％

試験区３ ８．６ ５２％

対照区 １８．０



結果

平均１球重（ｇ） 等級発生率（％）

調査区

全て

商品球 商 品 球 規格外 出荷

不可秀 ﾚﾓﾝ球

試験区１ 250.6(108) 258.8(113) 59.2 2.0 61.2 20.4 18.4 
試験区２ 243.1(105) 244.0(106) 46.0 4.0 50.0 44.0 6.0 
試験区３ 213.1 (92) 226.8 (99) 40.0 4.0 44.0 52.0 4.0 
対照区 230.6(100) 229.6(100) 44.0 8.0 52.0 42.0 6.0 

○ 畦内施肥により施肥量を５０％削減すると収量は従来の施肥方法と同等であるが、抽苔

等の規格外の割合が増加することから、減肥率は３０％が適当との結果が得られた。

○ 小型の管理機にマルチャーと施肥ホッパーを組み合わせた、畦内施肥マルチャー（商品

名 クボタ：ＴＡ１０畦内施肥畝マルチ）を開発した。

○ サラたまちゃん専用肥料の施肥量を３０％削減。通路の雑草の生育が抑制され、草刈り

の労力軽減と、通路の排水性が改善された。


