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会員への情報提供

環境保全型農業研鑽のための見学・相談受付について

全国エコファーマーネットワークの幹事の協力

により、環境保全に寄与する有用な技術を見学

又は相談により研鑽をしたい会員に対し、情報

の提供を致します。掲載順は北の方からです。

これら掲載技術について見学又は相談をした

い会員がおられた場合には、まず事務局

（E-mail:eco@Japan-soil.net、電話：０３－３２９

２－７２８１の小松又は日高）にご連絡下さい。そ

こで希望の概要を把握した上で、見学先等につ

なぎ、あとは相対で見学・相談の日程や条件等

を詰めて頂くことにしています。

なお、色々な形態の組織もあるため、書式の

統一まではしておりません。今回は幹事の所の

みの紹介になりますが、今後多くの会員からも有

用な先進的な技術情報等をご登録頂き、相互に

研鑽を深める機会を作っていきたいので、今後、

幹事以外の各会員からも環境保全に寄与する

技術情報等の提供をお願いします。

１．株式会社 マルタ（東京都）

(１)プロフィール

・(株)マルタは北海道から沖縄までの生産者、

約１６００名の生産者集団です。

・作物生産における微生物の役割に注目し広

義の意味での有機的農業を推進するための

技術交流や研修会を開催しています。

・（株）マルタは、生産者の生産物について多

様な販売先を用意する商品企画、商品開発、

販売を主な業務としています。

・詳細はホームページ参照

⇒http://maruta-mogura.co.jp/

(２)先進的な環境保全型技術に取り組んでいる主要な農園等

農園名、組織名 作物名 作付規模
主な技術内容

（共通技術は下記注参照）
見学可能時期

佐伯農園（北海道） ミニトマト 約 40a 有機栽培 5月中～9月下

置戸マルタ（北海道） タマネギ 約 500ha 特別栽培、有機栽培、

除草機利用による省力化

7月下～9月上

青森ナチュラルファーム

（青森県）

ニンジン 約 30ha 特別栽培、有機栽培、

除草機利用による省力化、

緑肥鋤込み

6月下～9月下

飯塚農園(長野県) ブドウ ２ha 特別栽培、剪定枝炭化物利用、

酵素の葉面散布

7月中～9月上

八ヶ岳ナチュラファーム

（長野県）

レタス 約 50ha 特別栽培、有機栽培 6月下～8月下

鶴田有機農園 柑橘類 17ha 特別栽培、有機栽培 周年

注：共通技術

「ぼかし肥料」を主体とした土づくりに力点を置いており、技術の段階に応じて有機農産物や特別栽

培農産物の供給拡大を目指している。グループ全体として安心・安全で味の良い農産物づくりを目

指しており、各生産者とも観察力を高め、タイミングの良い管理作業技術を愚直に励行している。
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２．有限会社 たじりエコベジタブル（宮城県）

(１)プロフィール

・宮城県大崎市田尻地区、平場の農村地帯

にあります、

・水稲は 4.5ｈａで、うち 7 割が有機栽培、他は

減々栽培を行っています。

・野菜は施設トマト 25ａで減々栽培、長期採り、

露地キュウリやナスは無農薬栽培で技術研

修受入も行っています。冬期間はミズナ、コ

マツナ等の葉物野菜を栽培しています。

・取引先は生協が 8 割で、（有）たじりエコベジ

タブル直売所でも販売しています。

・地元企業等と提携し日本酒を製造・販売し

ています。

・野菜ハウスの暖房には廃食油（天ぷら油）を

利用し、トラクターはＢＤＦで動かすなど化石

燃料の節減に努めています。

・農場内ではハチミツを飼養し、環境の指標と

して活かしています。

(２)主要な環境保全型技術

①有機稲作、田んぼの生きもの調査

実施農家は（有）たじりエコベジタブル、見

学可能時期はプール育苗が 4 月、抑草技術

が 5月～6月、田んぼの生きもの調査は 6月

～7月。

②キュウリ、ナスの有機栽培

・実施農家は（有）たじりエコベジタブル、（農）

田尻アグリワーカーズで、見学可能時期は６

月～7月。

・露地キュウリではゴーヤ等との混植（コンパニ

オンプランツ）等を行っています。

・露地ナスでは二ホンアマガエルを中心とした

天敵の活用、生物多様性豊かな環境による

害虫の制御を行っています。

３．農事組合法人 埼玉産直センター（埼玉県）

（１）プロフィール

・（有）埼玉産直センターは埼玉県深谷市、本

荘市、熊谷市、上里町、美里町の 227 人の

生産者からなる組織で、生協を中心とした産

直活動を行っています。

・組織の耕作規模は約240haで、31の野菜の

作物別部会により技術・品質の向上に取り組

んでいます。また、活動を支えるため集出

荷・集配施設、肥料製造施設、予冷庫、直売

所等を整備しています。

・生産者の研修会や各部会毎の講習会のほ

か、消費者との交流を重視し年間 40 回を超

える産地見学会、学習会、農業体験などの

交流を行っています。

・消費者に信頼・支持される農産事業確立の

ため、トレサビリティを確立し、また、日本生

協連ＧＡＰを推進中です。

・詳細はホームページ参照

⇒http://www.sanchoku.or.jp/

(２) 主要な環境保全型技術

施設での低濃度エタノールを利用した土壌

還元作用による土壌消毒

・見学可能農家は１１戸、見学可能時期は

６月中旬～７月下旬。

・低濃度のエタノール水溶液で処理すること

によって、畑土壌中にもともと生息している土

壌微生物が活発に増殖する。土壌微生物が

増殖すると、そこにある酸素が消費されるが、

農ポリで被覆しておくと土壌に空気が供給さ

れないので、土壌は酸素濃度の低下とともに

還元化される。その結果、このような環境の

変化の影響を受けやすい病原性土壌微生

物や、土壌害虫、線虫、雑草が死滅または

減少する。一方、土着の微生物はある程度

維持されるので、病原性微生物による再汚
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染を長期間抑制する効果も期待できる。

低濃度エタノールを利用した土壌還元利用

４．農事組合法人 佐原農産物供給センター

（千葉県）

（１）プロフィール

・（農）佐原農産物供給センターは、千葉県北

東部に位置する香取市を拠点に温暖な気候

と水はけのよい火山灰土に恵まれた北総台

地で、野菜作りしています。

・構成農家数は１２６名、栽培面積は２００ｈａで

す。主な取扱品目は４０品目に及び、主な作

付作物はニンジン 25hａ、カンショ 20ha、葉菜

類 31ha です。

・全体を通じての栽培の特徴は、堆肥や有機

質肥料を主体とした土づくりを行い、できる

限り除草剤や土壌消毒剤など農薬の使用を

控えた栽培を行い、産地の独自基準で栽培

しています。一部の農産物は特別栽培以上

の基準で栽培しています。

・販売先は生協への契約販売が中心です。

・詳細はホームページ参照⇒

http://www.farmersnet.net/product/070312

140635/070312140635_070313153505.html

(２) 主要な環境保全型技術

①緑肥栽培 （根菜類、葉菜類）

・見学可能農家は 10戸ほど、見学可能時期

は緑肥栽培は 4～6 月頃、作物の栽培は 9

～11 月頃。

・4 月～5 月にかけてえん麦やソルゴーなどの

緑肥を作付し、2 ヶ月くらい育て、その後モア

などで細かく切り、圃場へ鋤き込みを行う。

緑肥を作付けすることにより土壌物理性の改

善やクリーニングクロップとしての役割や連

作障害防止に役立つ。また、センチュウ、雑

草の抑制効果などが期待できる。夏場に向

けて緑肥を作つけるため、その後マルチング

し太陽熱処理を行う場合が多く、その後 8 月

から作物の作付けを行う。

緑肥をモアで粉砕・鋤き込み マルチングをして太陽熱処理を行う
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②熱水処理技術

・実施農家は岡澤健男氏、見学可能時期は 6

月～7月。

・施設内で夏場にかけて熱水を使った土壌消

毒法であり、薬剤処理による土壌消毒剤の

代わりに行う。

岡澤氏が処理を実践中の圃場 神奈川県HPより

５．杉正農園（静岡県）

（１）杉正農園のプロフィール

・杉正農園は静岡県の東部、三島市にあり、

圃場は排水の良いミネラル豊かな火山灰土

壌です。

・エコファーマーの認定は、コマツナ、ナバナ、

ナス、ニンジン、 サトイモで受けています。

・経営の主力は 4,100 ㎡のビニールハウスで

のコマツナ栽培です。日本で唯一１品種（柔

らかくておいしいサラダにも向く「ひろみ」）で

周年栽培し（通常は気候条件に応じた数品

種で栽培）、スーパーに出荷しています。

・1haの露地畑では、一般野菜、イタリア野菜、

ハーブ、果樹など１００種類を超える作物を

栽培し、レストラン、ホテルに直接販売してい

ます。

(２) 主要な環境保全型技術

・見学は通年可能ですが、火曜日、水曜日の

みです。

・年 7 回転しているコマツナの施設栽培では、

化学合成農薬による土壌消毒は行わず、夏

期に米ヌカと石灰窒素を施用し太陽熱食毒

を行っており、20 年間病害は受けていない。

・ナスは１坪に１株植えで株間、うね間を広くとり、

通気性をよくして病害虫の発生を抑えている。

夏の切り戻しもせず、11 月上旬まで休まず収

穫している。またハーブ（ミント）を株間に植え

て虫害も抑えている。

６．JA あいちみなみ てつコン倶楽部（愛知県）

（１）プロフィール

・愛知県渥美半島の恵まれた気候の中で、エ

コファーマーの農家 16 戸が組んで、業務用

キャベツの栽培を行い、350 ㎏入りパレテー

ナ（注）出荷によりコスト低減を図っています。

（注：パレットとコンテナの機能を併せ持ちメ

ッシュパレットともよばれ、保管、荷役、輸

送面での物流合理化、物流コスト低減に

役立つパレットである）

・栽培面積は延べ 50ha、出荷期間は 10 月中

旬から 6月下旬に及びます。

・堆肥や緑肥による土づくりに留意するととも

に、低コストで環境負荷が低い施肥技術や

化学合成農薬の低減を目指した IPM に取り

組んでいます。

・肥大化促成栽培により、10a当たり10t（１～２

月を除く）の収穫を図っています。

(２) 主要な環境保全技術

うね内部分施肥

・見学可能農家は富田信也他、見学可能期
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間は 12月～4月。

・秋冬キャベツ5.0ha（うち業務用７～8割）、夏

キャベツ 2.5ha を栽培している。

・うね立てと同時に肥料を定植位置付近に帯

状に施用技術で、施肥量は 3 割減となるなか

で、単収水準は慣行栽培並を確保している。

・畝立て及び施肥を同時に行うため省力化が

図られるほか、土穣処理剤の施用量も 1/2

以下となりコスト低減が図られる。

左：全層施肥、中央：局所施肥、右：うね内部分施肥

７．菊井果樹園（奈良県）

（１）プロフィール

・奈良県吉野地方の標高400m前後の中山間

地で 4.5ha の果樹園を経営しています。

・栽培作物はウメ180a、カキ 170a、ナシ 70aで、

ウメは有機栽培、それ以外は特別栽培で、

生食用は自然食品会社や直売所､インター

ネットで販売しています。また、梅干し、干し

柿のほか外観の悪いウメやナシはジュース、

エキスに加工して販売しています。

・土づくりを重視し、産業廃棄物から出る副産

物を利用して良質な堆肥を製造（年間 800ｔ

生産し半数近くは特殊肥料として販売）して

活用しているほか、性フェロモン剤、生物農

薬、黄色蛍光灯を使用し、化学合成農薬の

削減に努めています。

(２) 主要な環境保全技術

①自家製の堆肥製造

・見学可能時期：周年

・豆腐屋のオカラ、酒造メーカーでの廃棄

炭、漢方薬の絞り滓、菌床廃棄物等を利

用し、８カ月間以上かけて熟成堆肥を製

造する。

②性フェロモン剤の利用

・見学可能時期：周年

・虫のメスが出すフェロモンと同じ成分の物

質を樹につるすことにより、オスがメスの

居る位置を分からせなくして交尾を防ぎ、

次世代の害虫発生を防ぐ。カキとウメに

使用している「スカシバコン」は、カキやウ

メ等の樹皮の下にもぐり込み樹の幹を食

害する害虫のコスカシバの発生を防ぐ。

８．農事組合法人 無茶々園

（１）プロフィール

・愛媛県西予市明浜町の南面急傾斜地で柑

橘類の無農薬柑橘を目指しているグループ

が結集して、1989 年に農事組合法人として

発足しました。

・現在は「株式会社地域法人無茶々園」という

販売部門（青果、加工品、野菜、乾物等）や

「有限会社イー有機生活四国」という営業・

選果・荷造り業務組織も発足し、また、他の

関連組織からなるグループとして柑橘類や

野菜の直営農場や研修農運営組織も発足し、
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全体としてエコロジカルな地域社会づくりを

目指す組織として活動しています。

・（有）無茶々園は現在構成員が 64 戸、柑橘

類の栽培面積は 113ha、生産量は 1200ｔ程

度に拡大している。販売先は生協等が6割、

個人販売（消費者会員約 3000 名）が３割程

度であり、生産量や景気に左右されない価

格設定を図っています。

・生産委員会による生産技術向上の講習会や

糖酸分析による収穫適期の指導を徹底して

いるほか、消費者交流や新規参入者の研修

受入、農地の斡旋による担い手確保にも力

を入れています。

・詳細はホームページ参照

⇒http://www.muchachaen.jp/

(２) 主要な環境保全技術

特別栽培技術

・技術全般にわたり組織として周年見学・研修

受入が可能なので､あらかじめ相談下さい。

・柑橘類の栽培基準は、基本的には有機 JAS

基準に準じ、無茶々園特別栽培基準として

化学肥料、除草剤は使用せず、農薬はやむ

をえない場合に限って指定化学農薬の３回

までの使用を認めるこ とに してお り 、

ISO14001 取得による環境保全全型農業の

取組も行っている。

８．JA あしきたサラたまちゃん部会

（１）プロフィール

・熊本県水俣市芦北地域の温暖な気候を利

用して超極早生、極早生、早生品種を栽培

し、3月中旬～7月まで出荷しています。

・生産されるタマネギは、水分含量が多く、甘

味があり、辛味成分が少ないので、生で食べ

ても美味しいサラダ用タマネギとして人気が

高い（商標：サラたまちゃん）。

・部会員 106 人全員がエコファーマー認証を

取得しており（タマネギの栽培面積は 64ha）、

除草剤の使用は禁止し、化学肥料及び化学

農薬を慣行栽培の１/２に削減し、特別栽培

農産物として出荷している。施肥基準は、土

穣分析により堆肥４ｔ/10a（畑は２ｔ/10a）、ま

た、有機率 50％の専用肥料（独自開発）180

㎏/10a を基準としています。

・詳細はホームページ参照

⇒http://saratama.ja-ashikita.or.jp/ JA

(２) 主要な環境保全技術

①育苗圃での太陽熱消毒

・見学可能農家は田畑和雄氏他、見学可能

時期は 7月下旬～８月上旬。

・7 月中旬より約 45 日間、圃場に十分な水分

を与え、ビニールで被覆し、高温と酸欠状

態で雑草、土穣病害の防除を行う。

育苗圃での太陽熱消毒

②局所施肥技術

・見学可能農家は田畑和雄氏他、見学可能時

期は 11月上旬～１2月下旬

・狭小な圃場向けの管理機と局所施肥とマル

チャーの機能を持った複合機を開発した。こ

れにより、傾斜地に立地する狭小な圃場でも、

畝立てのほか局所施肥とマルチャーが同時

に行える省力的な作業が可能になり、収穫

量に影響なく施肥量の大幅節減と労働力の

大幅節減が可能になった。

局所施肥とマルチャーの機能を持った管理機


