
1

エコファーマーネットワーク通信
〈No.15〉

エコファーマー 2013年9月

会員番号 A0000000

☆7月22日から8月1日にか
けて九州から北海道の広い
範囲において、梅雨前線と
大気不安定による大雨があ
り、北海道をはじめ福島
県、新潟県、石川県、福井
県、岐阜県、滋賀県、島
根県、山口県ではこの期
間300mmを超える降雨で
被害が発生しました。特
に山口県下では24時間降
水量381mm、1時間降水量
143mmの観測史上１位と
なる異常降雨による大きな
被害が発生しました。さら
に、8月9～10日にかけて
秋田県鹿角市においても大
雨があり大規模な土砂災害
により死者や住宅被害、農
地被害が発生しました。被
災された会員をはじめ被災
者の方々にお見舞い申し上
げます。
☆一方、８月上旬以降、東・
西日本を中心に高温が続
き８月12日には高知県
四万十市で、最高気温が
41℃の国内最高記録を更新
するともに、東・西日本の
太平洋側や沖縄・奄美では

干ばつが続いています。こ
のような気象条件の中で農
作物の栽培管理にご苦労さ
れていることと思います。
☆最近の農政の動きについて
紹介します。7月の参議院
選挙による自民党政権の安
定化が図られ、日本経済の
再生に向けた成長戦略の実
現に向けて、８月９日には
「全国農林水産業・地域の
活力創造協議会」の第１回
会合が開催されました。
☆この会合では、
①農業・農村全体の所得を
今後10年間で倍増させ、
我が国全体の成長に結び
つけること
②消費者の視点を大切に
し、経営マインドを持っ
て生産コストを削減し収
益の向上に取り組む環境
を創ること
③規制や補助金などの現行
の施策を総点検し、農業
の自立を促進すること

　の３点を基本に検討し推進
することが報告され意見交
換等が行われました。
☆また、平成24年度の食料

自給率が公表され、カロ
リーベースでは昨年度と同
率の39％、生産額ベースで
は昨年度より１ポイント上
昇し68％となっています。
☆25年度の全国エコファー
マーネットワーク活動とし
て、24年度にも開催しまし
た農林水産省「消費者の部
屋」での特別展示を10月
28日～11月1日まで行いま
す。会員各位の協力・支援
をお願いします。
☆今回の通信では、昨年３
月６日に山口県下で開催さ
れた「全国エコファーマー
ネットワーク研究会（in山
口）」の中から、愛媛県宇
和島市三間町特別栽培米生
産組合長の赤松保孝様の
「うまい米づくりの里より
安心・安全をお届けします」
と徳島県海陽町元気農業研
究会事務局の横 考志様（海
陽町役場）の「海陽町元気
になる「和」海陽町元気農
業研究会の取組」を掲載し
ましたのでご覧ください。
　　（全国エコファーマーネット

ワーク事務局）
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エコファーマー

愛媛県宇和島市　三間町特別栽培米生産組合長　赤松　保孝

うまい米づくりの里より安心・安全をお届けします

１　はじめに

　私は「明日に夢を見る」を
座右の銘として、60年間の
農業一筋に従事してきまし
た。営業商戦の考えは、「農
は人の欲望が羅針盤」です。
この言葉を強く意識したの
は、25年前の愛媛県の農業
指導士会の10周年記念事業
の中国農業の視察研修の時で
す。中国研修は天安門事件の
起きる前年で、当時の中国農
業は集団農場、人民公社が改
革開放でなくなり、個人の自
由が認められ国が責任生産制
を導入したことから、やる気
になった農民が増加し、万元
戸（まんげんこ）の金持ちの
農家が出始めた頃で、中国農
民の目の色が変わった姿をみ
て「人間は欲望が道しるべ」
と強く感じました。
　この人の欲望からみた日本
農業の流れをたどってみる

と、我が家は終戦の年に外地
からの引揚者が５人も加わり
大家族となり、食べ物が不足
し腹いっぱい食べたい原始的
欲望、生きるための欲望、す
なわち「生存的欲望」があり
ました。
　私は昭和24年3月に愛媛県
の高等農業講習所卒業後に就
農しました。多収穫の栽培技
術を一生懸命勉強し、米、麦、
サツマイモ等を栽培して、こ
の生存的欲望に追いかけられ
ながら農業に取り組みまし
た。
　数年で満腹できる食べ物が
生産できるようになり、満腹
になると今度は「応分的欲望」
が芽生え、当時の言葉で滋養
のある卵、肉、牛乳等のタン
パク質やビタミン類を多く含
んだものが求められる時代と
なりました。当時ミカンは、
応分的欲望の的で生産量は少
なく大変高価であり、ミカン
御殿が建つ勢いとなりミカン
農家には寄り付けない状態で
した。
　この応分的欲望は、当時の
池田総理大臣の所得倍増や農
業の選択的拡大による経済成
長とともに変わっていき、贅

沢が当たり前となり「奢
しゃし

侈的
欲望、おごりの欲望へと変化
し、止まるところを知らない
欲望となりました。
　我が町でも海抜150ｍのミ
カン栽培の限界地帯にもかか
わらず40ha程度のミカン園
がありましたが、柑橘の輸入
自由化農政を嘆き激しく非難
しながらも転換事業で一挙に
ミカンは消えました。当時の
敵は、アメリカのオレンジで
はなく消費者の欲望でした。
　その後、時代は昭和から平
成に変わり、変化する食の欲
望は五感で感じる味から目に
見えない安全性を追求する欲
望に変化しました。　
　安全性は特に、東日本大震
災後に顕著となったことは周
知の事実ですが、消費者・生
産者の欲望を先取りする農業
こそが、今までも今からも農
業の進むべき道であり、成長
する欲望、人の欲望を羅針盤
とすることが必要です。

２　うまい“米づくりの
　　里・三間町”の概要

　宇和島市三間町は愛媛県の
西南部に位置し、宇和海ま
で10km、海抜150ｍの山間
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盆地です。地域の水田は、日
本最後の清流といわれます
四万十川の最上流部の河川勾
配が非常に緩やかな三間川沿
いに立地しています。粘土質
の土壌と盆地の影響を受けて
寒暖の差が大きく、昔から良
質米産地として知られ、戦国
の昔から伊予の米蔵として、
土佐藩の長宗我部氏が度々豊
かな領地を狙って激戦が広げ
られた所です。また、日本最
初の農学者、松浦宗案の農書
「親民鑑月集」で多く人々に
農を教え、知恵を説いた歴史
ある米どころです。三間町に
は自信と誇りを持って“うま
い米づくりの里”の大看板が
立っています。

３　三間町特別栽培米
　　生産組合の取組

　取組のきっかけは、二十数
年前、町役場の職員で組合創
立者のひとりが農薬散布で体

調を壊し入退院を繰り返すこ
とを目の当たりにして、農薬
を使う農業に疑問を抱いたこ
とです。
　当時は平成元年の食糧管理
法の改正により、特別栽培米
は生産者が消費者に直接販売
ができるようになったことも
あり、三間町の米を安心して
子どもたちに食べさせたい考
えから、集落内の牛の飼育農
家で無化学肥料栽培を行って
いた農家と２人で、三間町の
特別栽培米生産組合を結成
し、食糧管理法の特別栽培米
の認可を受けて、消費者ふた
りを相手として取組を始めま
した。
　組合の歩みは設立当初、愛
媛県下では食糧管理法の改正
による特別栽培米で消費者と
直接取引する農家はほとんど
いない先進的な取組で、販売
開始時の２人の消費者のおい
しいとの評判の口コミで広が

り販路が拡大して行きまし
た。特に平成5年の東北地方
の大冷害で米の価格が高騰し
ましたが、価格を据置にして
消費者に送り続けました。
　その結果、翌年には申込量
が数倍になり、購入希望者も
30人以上となりました。申込
量の増加に伴い10年程で組合
員も急速に増加しました。
　しかし、組合員の中には安
心・安全への理解や減農薬・
無化学肥料に対する理念、共
通認識の不足、低温倉庫で保
管不良等が発生して消費者か
らのクレームが出てきて信頼
を損なう事態が発生しまし
た。
　このため十分な栽培管理等
ができない組合員はやめても
らい、篤農家を積極的に組合
員に勧誘する精鋭主義化を図
り、現在の組合員20名となっ
ています。

４　環境に配慮した農業
　　技術の実践と工夫

　土づくりは稲わらの全量還
元を基本とし、圃場毎の土壌
により異なりますが牛糞堆肥
を10a当たり2～4t散布して
います。また、道路や河川敷
の雑草、鶏糞等でも堆肥づく
りを行い、圃場の地力に応じ
た施用量を散布しています。
　なお、土づくりは特別栽培
米の基準に基づき行ってお
り、具体的な方法、資材の選
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定等は組合員各人の独創性に
任せて行っています。
　減農薬栽培は、県の基準の
５割以上の削減を行い、特に
殺虫剤は極力使用しないこと
からカメムシの被害が問題と
なりますが、消費者への対応
として平成8年には「農薬の
残留性を考慮して稲穂が出て
からは農薬散布をしていませ
ん。お米の黒いキズがありま
すが安全性の勲章として理解
してください。」という手紙
を同封し理解を得ながらの販
売に取り組んでいます。
　また、近年は精米時に色彩
選別機の導入により乳白米を
全部除去したものを水晶米と
して店頭や消費者の方々に
送っています。このことが消
費者の関心事となり、食料自
給率の向上と相俟って一層の
消費者の信頼を得ることがで
き、売上げが向上していま
す。

　無化学肥料栽培には、元肥
は牛糞堆肥のみの組合員も
いますが、鶏糞を10a当たり
300～500kgを標準としてい
ます。以前は穂肥に油粕を使
用していましたが、現在は指
導機関の穂肥診断に基づいた
量を100％の有機肥料で10a
当たり10～30kg施用してい
ます。
　このため、組合員全員の圃
場の穂肥診断と適期刈取り診

断を行う年2回の圃場巡回を
行っています。圃場巡回後
は、県の指導機関の方々を招
いた種々の研修会や、巡回時
には意見交換も行っていま
す。圃場巡回は、指導機関の
担当者とのにぎやかな談笑の
下で３時間程行い、穂肥の過
剰施用や刈り遅れ防止等に務
めています。
　圃場巡回を20年以上継続
したことで、うまい米づくり
では地域でトップの稲作栽培
集団となっています。
　かんがい用水は、108個の
ため池で賄い、間断かんがい
を行っています。間断かんが
いによって、効率的な酸素供
給を促し、丈夫な根を育てて
秋落ちのないものに育て、刈
取り時に稲穂が黄金色に輝く
最良の稔りによるうまい米づ
くりともなっています。
　一方、当地区の土壌は粘土
質で粒子が細かく、保水力、
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保肥力に富み米作りに最適な
土壌ですが、水田がまとまっ
て480haもあることから、代
かきや田植時の濁水、濁り水
の河川への流出が問題になっ
ており、地域環境への配慮事
項として平成20年度からは
官民挙げて浅水代かきや浅水
田植えの徹底による濁水流出
防止の環境保全に務めていま
す。

５　販路の確保と経営
　　確立

　生産費の低コスト化への工
夫として、25年前から坪当た
り50株程度の植付による疎
植栽培に取り組み、物財費で
慣行栽培との比較で10％程
度のコスト低減と品質向上に
成果を上げております。な
お、中には坪当たり40株以下
の植え付けを行う組合員もい
ます。
　また、玄米保存用の冷蔵庫

の自主製作による設備投資の
コスト削減も行っています。
冷蔵庫は、組合員全員が200
袋規模のものを、写真のよう
な発泡スチロールで内部を
囲った倉庫に15℃まで下が
る10万円程度の家庭用エア
コンと3万円程度の加湿機を
つけて18万円程度で自主製
作しています。冷蔵庫は、年
間15℃、湿度70％を維持す
ることができ、日本一安価で

しかも安全な美味しい米を貯
蔵することができます。
　私は平成5年にこの冷蔵庫
を作成し、この様子を組合の
ホームページに掲載したとこ
ろ、各地から問合せがきてい
ます。
　販売先については、４つの
経路で販売しています。１つ
目は全国の消費者で、関東
から九州まで約400戸の方と
の年間契約による個別販売を
行っております。私の顧客を
紹介しますと関東、関西を中
心に全国37戸の消費者に送っ
ております。２つ目は、店頭
販売です。宇和島市内の道の
駅や県内のスーパー２社14
店舗で販売をしており、近年
は販売量が大変伸びていま
す。３つ目は地元の料理屋・
レストラン・食堂を対象に組
合員が独自に開拓し販売して
います。４つ目はインター
ネットを活用した販売で、東
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日本大震災後、一層販売量が
伸びてきています。
　なお、当組合のホームペー
ジは平成13年に開設し、「三
間町特別栽培米」で検索して
頂くと組合の様子がよく分か
るようになっています。
　私達の平成22年産の生産
実績と23年産の見込みにつ
いて紹介しますと、販売価格
は1俵（60kg）当たり3万2,000
円（玄米価格）です。店頭価
格はkg当たり500円～530円
（精米価格）、農家手取は、ゆ
うパック等の流通経費を差し
引いて1俵（60kg）当たり2
万4,000円（玄米価格）です。
　販売状況の推移は、良食味
が人気を呼び、21年産より
県内スーパーの販売店舗数の
増加や道の駅「きさいや広場」
での販売が本格化し、販売量
が年130％に拡大して５月に
は売り切れが発生する嬉しい
状態となっています。

６　創造性と地域的な
　　影響力

　エコ栽培の取組による地域
への影響について紹介します
と、組合は先鋭主義を取って
おり組合員は地域をリードす
る篤農家が多く、地域がまと
まってエコ栽培に取り組むこ
とによって、集落営農や農事
組合法人が増加しています。
組合員９名のうち８名がエコ
ファーマー認定を受けて旧農
地・水・環境保全向上対策の
営農活動支援を設けておりま
す。
　また、私が住んでいる三間
地区では、営農活動支援を受
けていた組織が発展して農業
法人化され、地区全体の米が
愛媛県認証による特別栽培米
として全量を当法人が販売し
ており、当組合の環境に優し
い安心・安全な米作りの活動
が地域へ波及し環境保全型農

業が拡大しています。
　なお、当組合の活動は平成
21年度の全国環境保全型農
業推進コンクールで優秀賞の
栄誉をも受けています。

７　消費者との交流、食
　　農教育への参画

　消費者との交流については、
設立当初は近くの消費者が中
心でしたが、稲刈り体験や交
流会、試食会等を続けた結
果、交流は全国に広がってい
ます。特に、契約栽培での消
費者個々に送る場合には、米
の出来栄えなどの品評を手紙
に書いて同封するなどの個別
契約だから出来る消費者との
交流もできます。この20年
以上の交流で組合員の中に
は、消費者との信頼関係がで
きあがり、親せき以上の付き
合いをしている方もいます。
　また、食農教育への参画に
ついては、組合の食の安心・
安全な活動が教育面でも活用
されています。平成14年に
は愛媛県内の小学校4年生の
社会科の副読本に組合の取組
の様子が紹介されるなど、教
育面でも評価されています。
　さらに、後継者の育成につ
いては組合の活動が評価さ
れ、私は町内にあります三間
高校の運営委員に参画し、年
間数回の農家実習を受け入れ
ていますが、その結果として
農業に魅力を感じてくれる生
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徒が多数でてきています。現
在、高校生の農家実習での取
組は黒米栽培です。黒米はコ
シヒカリの8倍の価格で売れ
ていることもあり、黒米栽培
に取り組んでみたいという頼
もしい生徒が現れるなど後継
者育成にも貢献していると自
負しています。

８　取組みの成果と
　　今後の展望

　組合結成から二十余年、活
動の成果はすばらしく、23
年産米の予約販売では24年5
月には売り切ることが出来る
ことなどから、組合員は笑顔
であふれております。
　組合の基本的な考えは、冒

頭に述べましたが「農は人の
欲望が羅針盤」で、環境保全
型農業の基本もお米に対する
人間の欲望を如何にして満た
すかです。生産者と消費者相

互に満足できる安心・安全な
米作りに対する地道な活動の
成果が見えてきております。
これからもこの成果を長期に
拡大・発展、特に後継者問題
には力を入れていきたいと考
えています。
　最後に、私は現在83歳で
米、麦、イチゴを作る複合経
営を行っており、座右の銘と
して、「あしたに夢みる」と
して当組合の代表として活動
してきましたが、今後の展望
は環境と調和した持続的な農
業を高め、環境保全機能の一
層の向上を図りつつ安心・安
全な米を全国へ送り続けて行
きたいと考えております。
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１　はじめに

　海陽町は、四国の東、徳島
県の最も南に位置し、県都の
徳島市まで車で約２時間ほど
のところです。西は高知県と
隣接し総面積327.58km2、９
割は山地が占めており、北
部・西部には1,000ｍに及ぶ
山々が連なり、これらの山々
を水源とする海部川が流れ、
南には宍喰川があり太平洋に
そそいでいます。山と川、黒
潮の海に恵まれ、ダムが一つ
もない海部川は日本の清流百
選に選ばれるなど豊かな自然
を有するところです。
　町では、海部川が日本の清
流百選に選ばれたのを機に、
海部川清流保存条例を制定
し、「究極の清流　海部川風
流マラソン」等を開催するな
どの保全活動を行っておりま
す。このマラソン大会は、マ
ラソンランナーのための雑誌
「月刊ランナーズ」において、
2011年の年間ランキング全
国１位の評価をいただいてお
り、他県から大勢の参加者が
集まる大会となっています。
　当町は中山間地域で、零細
農家が多く、農地の区画は狭

エコファーマー

徳島県　海陽町元気農業研究会　事務局　横　考 志（海陽町役場）

海陽町元気になる「和」海陽町元気農業研究会の取組

く、耕土も浅
く、農業生産
基盤には恵ま
れていません
が、冬は日照
時間が長く温
暖な条件を活
かし施設栽培
の促成キュウ
リやトンネル
栽培の洋ニン

ることを目標に、平成21年
３月、活動の基本理念を「食
の安心・安全」、「活力ある地
域づくり」、「環境への配慮」、
「食文化の伝承と創造」、「食
育の推進」とする海陽町元気
になる『和』の条例を制定し
て、各種の活動を展開してい
ます。

ジン、露地栽培のブロッコ
リーとともに、地鶏の生産日
本一を誇る阿波尾鶏などの肉
用鶏の飼育も盛んです。
　しかし当町には、大規模な
工場や商業地も少なく雇用の
場もないため、生き残るには
第一次産業の振興が重要であ
ると考え、人と町が元気にな
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２　海陽町元気農業研究
　　会の発足

　海陽町元気になる「和」を
進めるため22年３月から活
動を開始し、最初に「新しい
時代の農業技術としての有機
農業」を講演題目とし、「多
収穫・高品質の栽培を目指し
て」を副題に掲げ講演会を開
催しました。講演内容の有機
農業の導入については、当町
は雨量が多く、地力に乏しい
ことから化学肥料に頼りがち
な栽培を行っている生産者が
多いことから、有機農業を受
け入れられるかという不安の
中での開催でしたが、多くの
参加者を得た講演会となりま
した。
　講演会に出席した生産者の
中からは、「１度限りの講演
会ではなく、継続的に勉強
し、環境保全型農業に取り組
みたい」という声が上がり、
22年４月からは、「海陽町元
気農業研究会」の設立に向け
た会員を募集し、６月には海
陽町元気農業研究会を発足さ
せ23年3月末には会員24名
となり、研修会を22年度に

は10回開催し精力的な活動
を行いました。
　翌年度の23年度には、22
年度の研修会（勉強会）の開
催を見ていた町内の生産者か
ら「研究会の会員に入り勉強
したい」との声が多数上がっ
てきたため、栽培技術に関す
る研修会を基礎編と実践編の
２班に分けて開催しました。
研修会は、基礎編31名、実
践編21名の計52名の参加者
で、月１回のペースで、年間
11回にものぼる開催となり
ました。活動を始めた22年
度には町役場の職員が研究会
への会員加入促進を行い、担
い手としてこれから海陽町を
担っていって欲しいと考えら
れる年齢の若い人に声掛けを
行い無理矢理に参加してもら
いましたが、現在ではその時
の声掛けに感謝の言葉を発言
してくれる多数の生産者も出
てきました。

３　元気農業研究会の取
　　組内容

（1）土壌分析による適正施肥

を踏まえた施肥量、施用時期
等を勉強する機会がなかった
ことから、生産者にはかなり
難しい化学記号など初めて聞
く言葉等を含めたものとなっ
ています。また、研修会では
栽培の基本的なこととして、
「人間も栄養不足になると病
気にかかりやすくなるし、農
作物も人間と同じで、必要な
養分、栄養を肥料として適正
に施肥することによって、自
然と収量も上がり、病気にか
かりにくくなる」ことを再認
識する機会ともなっていま
す。
　さらに研修会では、自らが
自分の圃場の土壌を知ること
の重要性を学び、自分自身で
土壌分析をする方法も学び、
各圃場ごとに自らの土壌分析
結果を基に必要量を適期に施
肥することの重要性を学ぶと
ともに、研究会会員間でより
よい肥料とはどのようなもの
かなど情報交換や意見交換の
場としても活用され施肥の効
率化などへの効果が出てきて
います。

　研究会が開催す
る研修会では、今
までの農作物の栽
培が農業普及セン
ター等の示す栽培
暦に沿った施肥量、
施用時期となって
いましたが、農作
物の成長の仕組み

海陽町元気農業研究会にて生産者による
土壌分析について研修の状況
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　元気農業研究会での土壌分
析の研修の結果としては、冬
期の促成キュウリ等は12月
～６月ぐらいまでの長期間収
穫することから、おおよそ２
週間か３週間に１回は土壌分
析をして土壌養分の状況をみ
て施肥しています。生産者が
自ら土壌分析を行い、その結
果をみて自らが施肥量を決定
し施肥することは無駄な経費
削減にもつながっています。

（2）有機質肥料の開発と活用
　有機質肥料の開発について
は、徳島の地鶏「阿波尾鶏」
を生産している地元の（株）丸
本の関連会社であるオンダン
農業協同組合が、以前から鶏
糞と加工場の排水汚泥を利用
した汚泥発酵鶏糞肥料を生産
していました。この汚泥発
酵鶏糞肥料を有機JASにも
対応できる肥料として開発を
依頼したところ、鶏糞と食鳥
残渣を原料として３ヶ月かけ
て低温発酵させ完熟させた
「なっとく有機肥料」という
名称で有機質肥料を開発して
頂きました。
　なっとく有機肥料の製造過
程は、基本的には汚泥発酵鶏
糞肥料の製造と同様ですが、
一次発酵、二次・三次発酵、
堆積、攪拌乾燥、熱風乾燥後
に、篩分け、粉砕、造粒を行
い、計量、袋詰めの工程で製
造されています。原料の混合

時の地鶏加工残渣の利用と、
乾燥の段階での工程に特徴が
あるようで、企業秘密となっ
ています。
　なっとく有機肥料の特徴
は、アンモニア態窒素の揮発
を抑えた発酵と、地鶏加工残
渣の添加により、従来の有機
質堆肥の成分量と比べ窒素成
分２％～４％と高く、アミノ
酸成分を多く含んでいるた
め、土壌微生物が多様で活性
値が化成肥料に比べて10倍
以上と高く、土壌物理性の向
上も期待できるものです。元
気農業研究会では、なっとく
有機肥料を用いて、化学肥料
を低減し、元気な野菜づくり
によって海陽町ならではの地
域資源循環型の環境保全型農
業を目指しています。
　なお、なっとく有機肥料を
用いた露地ナスの圃場の現地
研究会には、多くの生産者が
集まり色々な意見交換も行っ
ており、促成キュウリの圃場

でも現地研究会が行われるな
ど栽培作物は異なっても現地
研究会に多くの人が参加する
研究会となっています。

（3）土づくり
　今までの土づくりでは、堆
肥や元肥を投入してトラク
ターで耕転した後に植付けと
なっていました。植付け後、
最初は土が軟らかいのです
が、雨が降るたびに徐々に硬
くなっていき、収穫時期には
カチカチの状態となっていま
した。
　研修会や現地研修会を重ね
るうちに、農作物栽培には土
づくりが重要であることが再
認識され、土壌の柔軟性を保
つためには、稲わらなどの
有機質資材を積極的に投入
し、土壌分析を行い土壌養分
の状態を把握した上で、元肥
になっとく有機肥料、苦土石
灰、鉄、マンガンなどのミネ
ラル成分を施用後に、ビニー
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ルで被覆して、太陽熱養生処
理を行う方法も広まってきて
います。
　キュウリの圃場での太陽熱
養生処理は、ハウスの中で植
付直前までビニール被覆を行
い植付時に取り除く方法を導
入しています。追肥は、従
来、化学合成肥料の液肥を使
用していましたが、なっとく
有機肥料の肥効に優れる点を
生かして、使用する生産者が
増えてきています。なっとく
有機肥料を用いた追肥は、手
間と労力がかかりますが、畝
の肩部分に手で散布していま
す。
　なお、なっとく有機肥料の
施用効果については、元気農
業研究会のメンバーと徳島県
の美波農業支援センターとが
連携して、化成肥料と比較し
た実証圃も設け試験を行って
おり、今後なっとく有機肥料
を用いた有機農業の推進を
図っていくために、実証圃場
における生育状況などを現地
研究会で報告することによっ

　元気農業研究会の活動が１
年を経過した23年９月10日
には、栽培講演会と併せて、
地域資源活用の紹介を行いま
した。また、町内の生産者の
方々に元気農業研究会の取組
を知ってもらうために、研究
会の会員による栽培報告も行
いました。
　栽培報告では、露地ナスな
どの生産者からのなっとく有
機肥料の使用効果等の報告が
あり、地域資源を活用した有
機質肥料を使用することで、
化学肥料に頼らない農作物の
栽培ができるとの報告があり
ました。特に菜の花の栽培で
は、なっとく有機肥料の栽培
での株張りがよく、虫も付き
にくく、死花がほとんど発生
しないこと、菜の花自体の硝

かになりました。
　なお、なっとく有機肥料で
栽培した菜の花について栄養
分析機関に分析を依頼し、品
質評価を行いました。栽培方
法は減農薬、減化学肥料の特
別栽培で、品種は「ハナザカ
リ」、11月上旬に播種し、２
月10日に収穫しましたが、
前述のとおり硝酸態窒素は化
成肥料を使用したものに比べ
て大幅に少なく、生産した菜
の花は甘味があり、青味が少
ないという結果となりまし
た。
　また、促成キュウリの栽培
では、土壌分析に基づき、元
肥や追肥を行った結果、茎の
上層部の葉が分厚くなり病害
虫の発生が少なく、殺菌剤・
殺虫剤の使用回数が大幅に減
り、経費も以前に比べて大幅
に減少しました。なお、キュ
ウリの生育状況をみると、葉
を下から透かして見た場合に
奇麗な緑色となっています
が、土壌の養分バランスが崩
れてしまうと、葉の色が薄く
なりミネラルやマンガン不足
となり病気の発生などの症状
が表れてくると言われていま

菜の花での「なっとく有機肥料」と化成肥料の違い
　（2011年9月10日栽培成果報告会発表より）

酸態窒素は化
学肥料区が
1,297ppmで、
なっとく有機
肥料区では
130ppmと 明
らかに低く、
体にやさしい
農産物ができ
ることが明ら

て研究会会員の意思疎通
と相互理解を進めていま
す。

４　元気農業研究会
　　活動の成果

（1）農業経営の安定化

海陽町元気農業研究会の促成きゅうり生産者による
太陽熱養生処理の状況
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す。
　さらに、土壌分析により必
要な養分を適切に施肥するこ
とによって、市場に出荷でき
ないような規格外のキュウリ
は少なく秀品率が格段に良く
なって出荷量も増加し、経営
的に成り立つことも報告され
ました。

（2）食農教育や環境保全への
　　取組
　元気農業研究会では、子供
達の農業体験や食育にも取り
組んでいます。農業体験圃場
は、徳島県の農業改良普及セ
ンターの跡地の圃場を町が借
り上げ、研究会の会員と一緒
に、さつまいも等を植えて芋
掘り体験を行っています。こ
れらの体験を通じて食に対す
る農業が果たしている役割を
子供達に学ばせることによ
り、食に対する認識を高めら
れると考えています。これら
の食農教育への取組や研究会
の会員が栽培する野菜につい
ては農産物直売や地域振興

のイベントでも好評なほか、
スーパー等の量販店や生協か
らも注目されており、農産物
の販売量も増加してきていま
す。
　また、研究会の会員は、化
学肥料や農薬の使用を少なく
するために、酵母菌と納豆
菌、乳酸菌の培養方法と使用
方法、活用方法について勉強
しています。微生物の活用
は、一つ間違えると栽培には
逆効果になりますが、適切に
使用すれば経費の大幅な削減
が図れるとともに、この技術
を取り入れて生産することに

５　元気農業研究会の
　　今後の展開

　元気農業研究会の活動も約
１年半が経過し、栽培技術の
勉強とともに、農産物販売の
マッチングフェア等にも積極
的に参加しています。最近で
は、徳島市内にある徳島マル
シェとか、ゆめタウン、生協、
徳島市内のスーパー等への販
売促進PRにも取り組んでい
ます。
　24年２月19日には、徳島の
小松島市で、有機農産物をメ
インとした「オーガニック
フェスタ」の四国大会が開催
され参加しました。元気農
業研究会で取り組んでいる
「なっとく有機肥料」を用い
た栽培での硝酸態窒素の大幅
な減少について紹介したとこ
ろ、販売業者等が大変興味を
持ち、生産している圃場を見
学したいとの要望を受けて見
学会を開催し販売先の拡大に

よってエコ
ファーマーの
方々が特別栽
培へ、さらに
は有機栽培へ
と移行するこ
とが期待され
ています。

微生物の活用についての研修に真剣に
取り組む研究会員
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も取り組んでいます。
　販売先の確保については、
元気農業研究会の新たな取組
を色々なところでPRするこ
とによって、多くの販売業者
が当町を訪れています。これ
からの流通販売上では、安全
安心なもの生産して行くこと
と、流通業者が欲しがってい
る量をいかにして確保するか
が課題となります。元気農業
研究会に参加している生産者
は、栽培技術のレベルが向上
し安全安心なものを栽培でき
る自信を持てるようになって
きましたので、今後は販売面
に力を入れていくことが重要
になってきています。

　しかしながら、当町では個
人経営の農家がほとんどで、
法人経営を行う生産者は少な
く、ほとんどの生産者の販売
は農協任せですので、販売面
の充実を視野に入れた組織づ
くりを行うことを考えており
ます。
　海陽町元気農業研究会は発
足して１年半しか経過してお
りません。畜産廃棄物、減化
学肥料での生産は緒についた
ばかりですが、地域の資源を
活用したなっとく有機肥料を
生産者も納得した肥料とし
て、その性質や施肥量につい
て研鑽して土づくりに励んで
おり、その技術についても惜

しみなく情報を公開して、多
くの生産者を環境保全型農業
の実践に誘い込んでおり、当
研究会員の会員増加と「和」
が拡大し、より一層の元気に
なる「和」が実践されてくる
ものと考えております。
　今後ともこれらの取組につ
いては、行政としても海陽町
が積極的にバックアップをし
て、生産者の栽培技術の向
上・確立と、収量の増加、新
たな販路拡大を行い、農業所
得の向上による地域農業の活
性化への道筋になればと考え
ています。

「消費者の部屋」特別展示の開催案内

テーマ　　環境に貢献するエコファーマーの活動

期　間　　平成25年10月28日（月）～ 11月１日（金）

会　場　　農林水産省「消費者の部屋」

目　的　　エコファーマーネットワークの活動状況やエコファーマーが生産して
いる農産物・加工品等を展示し、環境保全に貢献するエコファーマー
の取組について消費者の理解を高めます。

「平成25年度エコファーマー全国交流会」（in奈良）の開催案内

テーマ　　環境保全型農業の一層の推進を目指して

日　程　　平成25年11月27日（水）13：00 ～ 28日（木）12：30

会　場　　橿原市立かしはら万葉ホール（奈良県橿原市小房町11-5）

目　的　　全国各地で先駆的な取組を行っているエコファーマーが連携し、先進
的な技術や経験を交流しながら研鑽を深めるとともに、消費者や流通
関係者との交流を図ります。


