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エコファーマー

エコファーマーネットワーク通信

〈No.30〉平成 29年 1月

☆ 明けましておめでとうございます。まずは平穏

無事な年となることを祈念したいものです。

昨年の天候は異例ずくめで、農業は受難の

年でした。また集中的な大被害をもたらした熊本

等での大地震も記憶に新しいところです。

☆国外に目を転じますと、政治・経済・社会の様相

が変転極まりない不安定な状態にあり、平穏無

事なことを念じつつも、いつ何が起きるか予想の

つかない時代に入っています。

ある新聞の正月の社説では、「世界は深い霧

の中で新年を迎えた。未来を見通せない、不確

実性という霧である。」とありました。

☆国内の政治、経済、社会情勢も一頃とは異なる

局面を見せており、農業経営の方針もしっかりし

ておかないと、場当たり的な対応をせざるを得ず、

前途に禍根を残すことが心配です。新年の計で

新たな事態に備えたいものです。

☆前号以降の全国エコファーマーネットワークの活

動状況に触れておきます。

平成 28 年 11 月 7 日～11 日間は、農林水産

省「消費者の部屋」での特別展示「環境にやさし

いエコファーマーの活動」展（主催：農林水産省

農業環境対策課）に出展しました。この展示会

で前年と大きく変わったことの 1 つは、展示会に

出展したネットワークの正会員が 2 戸増えて 12

戸に、エコファーマーを応援頂いている賛助会

員が４社増えて 5 社になったことです。また、出

展された農産物等の試販を初めて会場近くで行

いました。この試みは農林水産省生活協同組合

のご協力を得て行ったものですが、消費者等か

らは大変好評であったことをご報告しておきます。

この展示会では来場者を対象にアンケート調査

も行われましたので、それらも含め消費者の部

屋での取組概要等を次の機会に報告します。

☆11 月 29～30 日には、組織結成後 7 回目となる

「エコファーマー全国交流会」を静岡県三島市

で開催しました。1 日目午後の「講演会」には 94

名が、夜間の「情報交換・交流会」には41名が、

2日目午前の「現地研究会」には 36名の方が参

加され、良き研鑽の場が持てました。

☆さて、今回の「エコファーマーネットワーク通信№

30」の『会員だより』では、正会員と賛助会員から

情報提供を頂きました。

ネットワークの幹事である正会員の宇都宮俊

文氏は、理事長をしている「地域協同組合無

茶々園」が、平成 28 年度農林水産祭の「むらづ

くり部門」で天皇杯という栄誉ある賞を受けました

ので、その活動状況や農業の枠を越えた地域

活動のことも含めて紹介を頂きました。

賛助会員からは、環境保全型農業に寄与す

る資材情報として、「ロイヤルインダストリーズ

（株）」の山田拓史様から寄稿を頂きました。超省

力化を通じて大幅な生産費コスト削減が実現で

き環境保全にも寄与する流し込み液肥について

紹介頂きました。

☆今号では、全国交流会の現地研究会に参加さ

れた農業ジャーナリストの青山浩子様にお願い

して寄稿を頂きました。現地研究会は受入体制

からも参加者を制限していますが、日頃海外も

含め調査啓発活動を続けているジャーナリスト

の目で紹介して頂くことはありがたいことです。

これを機会に会員からの要請があれば、有識

者からの寄稿を掲載していきますので、情報提

供を得たい分野・人があれば事務局にお申し出

下さい。

〈全国エコファーマーネットワーク事務局〉
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会員だより（正会員）

エコロジカルな地域社会を目指したチャレンジ

―平成 28 年度農林水産祭で天皇杯受賞―

愛媛県西予市 地域協同組合無茶々園理事長 宇都宮俊文

全国エコファーマーネットワーク幹事

１．はじめに―今日あるは消費者のお陰

この度、平成 28 年度農林水産祭（むらづくり部

門）において、栄えある天皇杯を賜りました。これは

先人達の長年に渡り積み重ねてきた努力と、これ

を支えて下さった地域や都市消費者の皆様のご協

力とご支援の賜です。

当組合は 42 年前に、創始者達が近代農業への疑

問から農家らしい暮らし、生き方とはどうあるべきかと、

暗中模索する中で有機農業に挑戦し、消費者団体や

生協と出会いました。そこで産直システムという武器

（予約相対取引という価格決定権）を手に入れ、市場

流通では獲得できなかった経営の安定、やりがいも手

に入れることができ、経営体としても成長できました。

その取組の中で、消費者の皆様からは物の売り買

いだけでなく、生産者と消費者が相互理解の基で取

引を行う必要があること。また事業だけではなく「せっ

けん運動」や「環境問題」など「社会運動」に参画し、

世の中を良くする市民運動を共に行うこと。そして、自

分達だけでなく地域全体が良くなるむらづくりの推進

が必要なことを学びました。

私達はその教えを基に、平成 24 年に「F（食料）E

（エネルギー）C（福祉）W（雇用）の自給によるむらづ

くり」の推進を大方針に掲げ、コツコツと実践してきま

した。今回の受賞は、組合員や地域住民だけではなく、

多くの都市消費者の共感や参加でむらづくりを行って

いる取組に頂いたものだと思っています。

２.有機栽培の発端とその後の動向

無茶々園が立地するのは、平成16年に5町の合併

によって誕生した西予市の沿岸部に位置する旧明浜

町の狩浜地区であり、南側が宇和海に接した急峻

平成 28年 11月 23日 明治神宮会館の授賞式にて

（向かって左側が地域協同組合無茶々園宇都宮理事

長、右側は（株）地域法人無茶々園大津代表取締役）

な段々畑からなる柑橘園主体の地域です。

有機農業の発端は、昭和49年に農薬や化学肥

料の使用を前提とした近代農業へ疑問を持った青

年農業者３名が、農家らしい暮らしや生き方を探求

し、寺の住職から農地15ａを借り受けて始めた伊予

柑の有機栽培からです。「無農薬、無化学肥料栽

培なんて無茶かもしれないが、そこは無欲になって

無茶苦茶に頑張ってみようや」との意味を込め、そ

その園地を「無茶々園」と名付け、40年続く活動の

礎を築いたのです。

無茶々園の立地環境
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初めて収穫した伊予柑は外観が悪く、大半を加

工原料とせざるを得なかったのですが、昭和52年

に松山市の自然食品店の協力を得て、「無茶々園

ブランド」の伊予柑を期待の価格で販売することが

できました。翌年マスコミに取り上げられて一躍全

国に知られ、全量販売につながりました。昭和54年

には構成員農家の園地での試作に移行すると共

に、有機栽培を行う農家の拡大に努め、柑橘の生

産量を増やし、平成２年には構成員数・面積が旧

明浜町の１割を越えるなど、有機栽培は若い農業

者を中心に拡大しました。

一方、市場、自然食品店、生協、消費者グルー

プ、日本有機農業研究会を訪問し、栽培技術から

販売に至るまでの手法を学び、消費者等と直接結

びついた産直販売により販路開拓を図りました。そ

の結果、平成 23 年には構成員 69 名、栽培面積

114ha に増えました。

３．柑橘類の栽培技術と生産の拡大

創設以来一貫して、除草剤、化学肥料不使用の

柑橘栽培を実践し、有機栽培を主体とした環境保

全型農業に取り組んでいます。無茶々園が目指す

栽培は、あくまでも無農薬及び無化学肥料栽培で

す。農薬は病害虫の多発による緊急時のみ、有機

栽培で使用可能な薬剤を主体として、無茶々園が

定めた農薬のみ使用可能としています。

肥料は独自配合の有機肥料、指定の有機肥料

及び堆肥を使用し、柑橘の品質の均一化を図って

います。有機農業の基本は土づくりにあることから、

堆肥場を設置して畜産農家と連携した堆肥作りも行

っています。

また、農薬の使用状況等により独自の格付け基

準を設定し、独自の選別基準も設定しています。

なお、有機栽培普及拡大のため、無茶々園は

平成 18 年に「四国エコネット」を組織し、無茶々園

の有機栽培の取組に賛同する生産者をこの組織

の会員とし、会員の栽培指導と生産した柑橘の事

前契約による買取販売を行っています。現在西予

市全域のほか、県内４市１町の 88 名が四国エコネ

ット会員として柑橘生産を行い、農事組合法人の

組合員 69名と合わせた 156 名の柑橘生産者が有

機栽培に取り組み、無茶々園に柑橘を出荷してい

ます。

現在、無茶々園全体の従業員は 55 名（福祉事

業を除く）となり、平成27年の農業算出額は８億３千

万円（うち柑橘４．９億円、加工品１．４億円、水産物

１億円）となっています。

無茶々園の柑橘栽培の考え方

有機農業の普及と生産者仲間の拡大

４．柑橘類の販売戦略

無茶々園では、１つの販売先に３割以上依存し

ないことを原則としています。販売先は、個人会員

への販売が約３割を占め、法人会員ではパルシス

(※1）日本農林規格(JAS)の有機

栽培で使用が認められるもの。

(※2)愛媛県の一般的な柑橘栽培では
18 回の使用が指針とされています。
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テム生活協同組合連合会などの生協組織が約５

割を占めています。

販売額の約３割を占める個人販売の会員数は約

１万人で、顔の見える関係を構築するため、農事組

合法人の個々の農家が選果・箱詰めを行い発送し

ています。

販売価格は柑橘の品質や市況に左右されないよ

う継続した関係を目指していて、個人会員には農家

のメッセージ、栽培情報、返信はがき、機関紙天歩」

（隔月発行）をみかん箱に同封し、会員の意見等を

栽培や経営に反映するよう努めています。

５． むらづくりの推進体制

柑橘生産者で組織していた無茶々園は、平成元

年に「農事組合法人無茶々園」（以下、「農事組合

法人」という）へと移行し、平成５年には農産物の販

売等を行う総務部門を担う「株式会社地域法人無

茶々園」（以下、「地域法人無茶々園」という）を、平

成 13年には大規模有機農業を実践する直営農場

を運営する「有限会社ファーマーズユニオン北条」

（以下、「ファーマーズユニオン」という）を設立しま

した。また、平成 25 年には福祉事業に参入するた

め、「株式会社百笑一輝」を設立しました。これら４

組織全体をまとめているのが、平成 16 年に設立し

た「地域協同組合無茶々園」であり、これらの組織

をまとめて「無茶々園グループ」（以下、このグルー

プを「無茶々園」という）と呼んでいます。

無茶々園は、狩江地区にある地域づくり組織「か

りとりもさくの会」に、中核体として活動に参画する

と共に、行政、関係機関、関係者で組織する「西予

市有機農業推進協議会」や「四国西予ジオパーク

推進協議会（注）」にも参画しています。

注：急傾脚註斜の園地であるが耕作放棄地は少なく、

美しい景観が維持されており、狩浜地区の段々畑が「四

国西予ジオパーク」として景観ポイントになっている。

６． むらづくりに伴う農業生産活動の拡大

①柑橘の加工事業

有機栽培では加工品の比率が高くなりやすく、

加工事業は重要な地位を占めます。果汁 100％ジ

ュースやマーマレードなど定番の加工品に加え、

平成 19 年には伊予柑の果皮を利用した「伊予柑

エッセンシャルオイル」を開発しました。また、平成

24 年には生産した柑橘の果皮エキスや真珠貝な

どを主原料としたコスメブランドを設立しました。ブ

【むらづくり組織体制図】

西予市

農事組合法人無茶々園

（生産者）
・農産物生産

（有）ファーマーズユニオン北条

（直営農場）
・新規就農者育成
・大規模有機農業

（株）百笑一輝

（地域福祉）

・ディサービス

（株）地域法人無茶々園

（総務部門）
・営業、経理
・生産管理

なんな会

個人会員 法人会員

食育活動

地区内外の小中学校等

交流部門

地域住民

妄想コンドルの会

地域協同組合無茶々園

生きがい活動

かりとりもさくの会

四国西予ジオパーク推進協議会

西予市有機農業推進協議会四国エコネット（組合員以外の生産

地域づくり・観光推進

有機農業の推進

消費者等

てんぽ屋

女性の活動

交流

連携ファーマーズ協同組合

販売

参画

参画

連携 連携

参画

県
（西予農業指導班）

連携

地元漁業者

支援

無茶々 の里町づくり・都市共生基金
第２のふるさとづくり

海外事業

ファーマーズユニオン

ベンチャー（FUV）

海外事業

連携

交流
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ランド名は狩江地区の秋祭りの掛け声「やーえーと

こー」から「yaetoco（ヤエトコ）」と名付けました。現在、

コスメ専門店やバラエティショップなど全国 122 店

舗で販売され、最終目標として柑橘の花、葉、摘

果みかん、ジュース粕など、みかん山をまるごと商

品化することを目指しています。

商品構成（平成 26 年度）

②情報通信技術を活用した生産管理

農事組合法人は消費者ニーズや販売実態に合

わせ、温州みかん、伊予柑、ポンカンを主体に約

30種類を栽培しており、栽培面積、品種、生産者の

増加に伴い、生産管理が重要となっています。そこ

で、平成 12年に農事組合法人の組合員にパソコン

を導入し、独自開発の「生産管理システム」により農

薬や肥料の使用履歴、作業日誌など生産情報の入

力を行っています。

また、平成 15 年にはインターネット環境を利用し

た新システムを導入し、一元管理による情報の共有

が可能となり、さらに、販売管理システムの注文情

報をつなぐトレーサビリティシステムを構築しました。

この取組により、消費者に「安心」という価値を提供

すると共に、生産情報をベースとした組合員の経営

改善にもつなげています。

さらに、無茶々園に柑橘を出荷する生産者の増

加から、品質（糖度、酸度）のばらつきが顕著となっ

てきたため、平成 14年に宇和選果場に光センサー

選果機を導入しました。これにより均一な品質の選

果と取引先が求める品質の柑橘が販売可能となっ

ています。この品質情報は生産者にフィードバック

され、生産者の柑橘生産に対する意識の高揚にも

つながっています。

③新規就農者の確保育成

無茶々園は農業を志向する研修生を受け入れ

新規就農者として育成するため、平成10年に狩江

地区に研修生の宿泊する「研修センター」を設置し

ました。翌11年には研修実施組織である「ファーマ

ーズユニオン天歩塾」を設立し、８名の若手スタッ

フが農業を実践しつつ研修生を指導しています。

研修には農業への理解を深めることを目的とし

た１年以内の短期研修に加え、独立就農や無茶々

園スタッフを目指すための１年以上の長期研修が

あり、現在の８名のスタッフは長期研修を受け、無茶々園

のファーマーズユニオンに採用された者達です。

また、平成 14 年から海外（フィリピン、ベトナム）

の研修生も受け入れており、この研修生は労働力

という側面もありますが、１、２年程度の研修終了後

祖国で有機農業の実践をできるようにすることが主

な目的です。

研修開始以来 37名の若者が長期研修を受講し

ており、平成 28 年６月現在、そのうち農事組合法

人の組合員の担い手として確保した者が４名、県

内外で就農した者が 10 名、ファーマーズユニオン

のスタッフとなって農業を実施している者が 8 名、

無茶々園の事務局スタッフとなった者が４名の計

26名が各方面で活躍しています。

④有機農業の大規模化と若手の積極活用

無茶々園は、農薬・化学肥料を使わない大規模

有機農業を実践するため、平成 11 年に南宇和郡

愛南町に５ha の甘夏園の城辺農場を取得しました。

次いで、平成16年には松山市に13haの北条農場

を、平成 24 年には旧明浜町に１ha の明浜農場を

取得し、大規模農場の規模は現在 19ha です。

現在、長期研修を経たスタッフ８名が、海外研修

生４名と共に有機 JAS 認証の甘夏、レモン（城辺農

場）、野菜、果樹（北条農場）、温州みかん（明浜農

場）の生産に取り組んでいます。

なお、無茶々園は大規模有機農業を実践するた

め、平成11年に「農地共有・文化共生基金」を設立

商品構成（平成 26 年度）



6

し、消費者会員に出資を募ったところ、農地取得資

金約 1,000 万円が集まり、大規模農場の取得に活

用しました。

無茶々園は若手の次世代のリーダー育成にも力

を入れており、「地域法人無茶々園」（販売、総務部

門）などの職員の採用は、新規雇用者のうち約７割

は県外からの雇用となっています。現在、「株式会

社百笑一輝」（福祉事業）を除いた社員数は 55 名

で、その平均年齢は 38 歳です。また、組合員数が

69 名の農事組合法人には、45 歳以下の農業後継

者が21名おり、その若手農業者の一部を役員に登

用したり、若手経営者会議を開催し、その場で出さ

れた意見の経営への反映に努めています。

７． むらづくりの生活・環境整備面への寄与

無茶々園は、地域の組織と連携し、「山海の自

然を楽しみ、高齢者の生きがいがあり、誰もが健康

で長生きできる理想の里にしたい」との思いで、多

数の女性が地域づくりに活躍しているので、このこ

とにも少し触れておきます。

① 地元漁業者との連携

狩江地区のもう一つの基幹産業は漁業であり、

宇和海近海の漁業は、昭和 30 年代後半イワシ網

漁の「獲る漁業」から真珠・ハマチなどを養殖する

「作り育てる漁業」へ転換しました。現在、真珠の生

産量は愛媛県が日本一ですが、その中心となるの

が宇和海の真珠養殖です。

無茶々園は「地域循環型一次産業の育成」をコ

ンセプトに地元漁業者と連携し、地域住民や消費

者会員を巻き込み、宇和海の環境を維持・向上す

るため、廃油石鹸作り、海藻の森づくりのためのワ

カメ植付けなど「豊かな山と海の環境づくり」に取り

組んできました。また、地域の海産物生産者団体と

連携し、平成３年から水産物の加工・販売を開始し、

現在、ちりめん、真珠、海藻類（わかめ、ひじき）の

加工販売も行っています。

② 福祉活動と女性の活躍

昭和58年には無茶々園婦人部「なんな会」が発

足し、廃油石鹸づくりや合成洗剤を極力使わない

環境保全活動を実施してきました。また、平成７年

以降ホームヘルパー講座も開講し、これまで 130

人の２級ヘルパーを養成し、この地域を福祉の町

へと変貌させるきっかけになりました。

また、狩江地区には社会福祉法人が営む高齢

者福祉施設があったものの、地域の高齢化率が約

５割に達し（平成22年）、更なる福祉施設の建設の

要望があったので、無茶々園は生涯現役でいられ

る福祉の地域づくりのため、平成 25 年に「株式会

社百笑一輝」を設立し、平成26年に介護予防を重

視した住宅型優良老人ホーム兼ディサービス事業

所「めぐみの里」を俵津地区に開所しました。この

評価は高く平成 27 年には２ヵ所目の事業所「海里」

を同じ俵津地区に開所しました。

③ 都市消費者等との交流

消費者と顔の見える関係を構築し、自然環境保

全の重要性等についてＰＲするため、東京で開催

する「東京交流会」（大手生協など都市消費者との

交流）のほか、みかん収穫体験、漁業者と連携した

小学生のワカメ植付け作業、真珠ペンダントづくり、

海の水質調査など、都市部の消費者を招いての交

流活動に取り組んでいます。

小学生とワカメ植え付け作業

また、有機農産物や食べ物の生産過程を知って

もらうため、西予市や東京方面の保育園、小・中学

校、特別支援学校に対する「給食時間訪問」や「食

育授業」にも取り組み、平成 21 年から６年間で延

べ 81 校、3,321 人の実績となっています。消費者

に再訪してみたいと思ってもらえる交流を通じ、消

費者と生産者の相互理解を深め、販売増加にもつ

なげています。
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会員だより（賛助会員）

労働費低減（省力化）という切り口から資材費低減を図る肥料

―稲作の追肥には流し込み液肥が断然お勧め―

ロイヤル インダストリーズ㈱ 専務取締役 山田拓史

稲作の追肥（穂肥・実肥）負担軽減をいかに図

るか

資材の価格が国際的にみて高いと言われていま

す。農家の皆さんも、もっと肥料費を下げたいと考え

ているのではないでしょうか。確かにそうですが、少

し別の視点から肥料費を下げる情報を提供したしま

す。2011 年のデータですが、米生産費に占める「肥

料・農薬費」の割合は 11.7%に対し、「労働費」は倍以

上の 26.2%です。そこで、私どもの会社ではこう考え

ました。肥料を安くお売りするのと同時に、労働負担

の大幅軽減につながる製品が開発出来れば、米生

産費に占める労働費の割合は大幅に高いのですか

ら、その効果は農家さんの負担を減らし、生産費は

下がり、喜んで頂けるのではないか、と。

実際、稲作農家に伺うと、夏季の高温下での追肥

の施肥作業は想像以上の重労働で、前の晩から明

日は追肥だと相当の覚悟を決めなければならないと

の事でした。担い手への集積が進んで来ているとは

いえ、高齢の方々もまだ一線で頑張ってコメ作りをさ

れています。そうした中、少しでも身体への負担を減

らし、施肥時間を短縮出来れば、これは生産費低減

だけでなく、余った時間を別の作業にも回せ、一石

二鳥ではないでしょうか。

今回はそれを実現する水稲用流し込み液肥「どば

っとやって終わり」シリーズ（普通肥料として登録）に

ついて紹介致します。

新発売 どばっとやって終わりシリーズ（1号～4号）

写真1 カッターでポリ袋
を切る。

写真2 注水しながら
流し込む。

写真3 そのまま続けて
流し込む。

写真4 簡単に作業
終了。
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１．どばっとやって終わり 1号

～糖蜜発酵アミノ酸液をベースにした液肥～

1 号はシリーズの中では糖蜜発酵アミノ酸液をベ

ースにしつつ、3 要素のほか、良食味米づくりを意識

し苦土を配合し、マンガン、ほう素などの微量要素を

含んだバランス良い設計となっています。保証成分

は、窒素18％、リン酸2％、加里4％、苦土2％、マン

ガン 0.3％、ほう素 0.5％です。他社の製品には含ま

れていない「ケルパック66（海藻100%エキス）（参考）」を

配合しています。ケルパック 66 には作物の生育を旺

盛・健全にし、その結果発根を促進し、光合成能を

高める働きがあるため、他の成分との相乗効果で更

に増収し、食味が良くなることが期待出来ます。

平成 28 年、新潟県上越市三和区において「どば

っとやって終わり 1 号」の追肥試験（7 月 7 日施用）を

行った結果は表１，２のようでした（速報値）。品種は

「みずほの輝き」です。

表１ 収量構成要素

展示ほ（平年比） 対照区 平年*
㎡当穂数 422 113% 404 373
1穂籾数 108.0 143% 71.0 75.6
㎡当籾数 45,576 163% 28,684 27,932
登熟歩合 87.3 100.4% 92.2 86.9
精玄米千粒重 24.0 105% 24.0 22.8
精玄米重（坪刈り） 847 150% 690 563

* 平年値…平成15～24年の当地の平均値

表２ 玄米の品質（％）

展示ほ 対照区 平年

整粒 73.6 70.7 66.8

未熟粒 24.4 25.6 30.6

乳白粒 0.9 2.2 4

基部未熟 0.3 1.8 6.3

腹白未熟 0.4 1.5 1

青未熟 9.7 0.7 0.9

その他未熟 13.1 19.4 18.7

被害粒 0.8 1.1 1.6

死米 0.0 0.4 0.9

着色粒 0.1 0.2 0.1

胴割粒 1.6 2.9 0.2

玄米蛋白含有率（％） 5.9 5.6 5.5

２．どばっとやって終わり２号

～鰹 100%の有機 JAS 規格別表等適合液肥～

本材は、特別栽培米はもちろん、有機 JAS 栽培

米にも適合する鰹エキス 100%からなる液肥です。

鰹エキスには核酸の他に 18 種類のアミノ酸が含ま

れているため、本材を使用した水稲は生育が旺盛

になり、増収し、食味が良くなることが期待できます。

保証成分は窒素6%で、下記は成分分析例です。

窒素 リン酸 加里
6.45 1.38 1.56

（公財）日本肥糧検定協会による分析値

【参考】 海藻エキス ケルパック 66 （有機 JAS 規格別表等適合資材）

本資材は、葉面散布、または潅水していただくことで農作物の生育を旺盛・健全にし、根張りを促進させ、

光合成能を増進するものです。増収、食味・品質向上が期待出来ます。農薬・肥料との混用も可能です。原

料海藻は南アフリカ共和国のケープタウン沖で採取されるエクロニア・マキシマという褐藻類です。液剤のほ

か、ゼオライトに含浸させた粒剤もご用意しています。

果樹、水稲、果菜類、葉菜類、根菜類、草花、球根、苗木、茶、芝等にお使いいただけます。

詳しい使い方等につきましては、メーカーまでお問い合わせ下さい。（TEL:03-3489-1408）

ケルパック 66液剤 水稲用ウエット粒剤 果樹畑作用粒剤
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本製品は、有機 JAS 栽培米にも適合しているた

め、追肥に化学肥料の使用に制限のある産地や

農家で特に求められています。従来、流し込み液

肥では化成成分を中心としたものが多く、本製品

のように100%有機のものや、後でご紹介する50%が

有機のものなどはほとんど流通していませんでした。

あっても拡散性に問題がある等、利用者を満足さ

せる水準のものでなかったと言えます。

「どばってやって終わり 2 号（ポタポタ液肥 2 号）」

については、平成 27 年度に兵庫県豊岡市（豊岡

農業改良普及センター）において新肥料展示ほ設

置を行ったところです。「コウノトリ育む農法」の追肥

として、その肥効と普及性について試験していただ

きました（品種：コシヒカリ）。

その際の「展示ほ結果の概要と考察」では、「追

肥ポタポタ液肥2号（*）については心配していたム

ラも無く、拡散性の高い肥料である。肥効は対照区

で使用した慣行資材より早く、施用後 4 日目には

葉色の変化を確認している。6日目にはCCN値で

0.5 ポイントの上昇となった。」とのことでした。

(*： 「どばっとやって終わり 2号」と内容物は同じもの）

また、「普及の可能性」の評価については、「ある」

との評価をいただきましたが、もう一年の試験結果

をみるということで、平成 28 年度も引き続き試験を

行いました。

展示区は基肥に「オール有機コウノトリ（仮称）」

（8-6-5）を 35kg/10a、追肥に「ポタポタ液肥 2 号」

を 21.6kg/10a、対照区は基肥に「コウノトリ有機」

（7-6-6）を 40kg/10a、追肥にも同肥料を 20kg/10a

施用しました。

その結果、収量調査結果及び流し込み所要時

間、品質分析結果は表３～５のとおりでした。

表３ 坪刈り日（9 月 28 日）

全重
kg/10a

籾重
kg/10a

玄米重
kg/10a

精玄米重
kg/10a

検査
等級

展示区 3159 698 558 466 1 中

対照区 3695 702 575 487 2 中

注：実収（kg/10a）は展示区 441 ㎏、対照区 437 ㎏

表４ 収量構成要素

㎡当たり
穂数

㎡当たり
籾数

登熟歩合
％

千粒重
g

展示区 299 24,219 80 23.2
対照区 313 25,979 78 22.1

表５ 品質分析結果

アミロース
％

タンパク質
含量％

水分
％

脂肪
酸度％

スコア
＊

展示区 17.7 7.2 13.6 16 (79)
対照区 17.2 7.5 13.6 16 (76)

＊スコアは食味計（静岡精機 ES-1000）による食味値

流し込み液肥所要時間他については、以下のよ

うな評価でした。

『昨年の実証では用水量不足と不慣れも重なり、

１箱ずつの流し込み作業となり 1時間40分/30a（コ

ック開度 5～6 割）を要した。今年度は用水量も確

保出来、コックの開度は 7～8 割程度として、一度

に3箱/30aの流し込みとした。流し込み作業そのも

のは約 20分（容器の洗い流し含む）/30a で終了し

た。肥料の効きムラも無く安定した効果が得られた。

雨天でも流し込みは可能で、用水量と段取りを上

手くすれば、連筆圃場では非常に省力的な作業

が可能と思われる。』

展示ほ結果の概要と考察については以下のと

おりでした。

『数値以上に実証区の生育状態は良く思われた。

（中略）生育状況は数値的に分げつ数、穂数、坪

刈り収量等は対照区が良い結果となっているが、

千粒重は実証区が勝る結果となり、食味値、実収

でも若干高い結果となった。追肥（ポタポタ液肥 2

号）については昨年度からの使用であり、懸念され

る肥効ムラについて、今年度⇔も問題は無く作業

時間も短縮された。連筆圃場では段取りを上手く

すれば処理面積、省力化の向上につながると思わ

れる。』

普及の可能性も「高い」との評価でした。

流し込みに要する時間については、平成27年、

28 年ともに従来のコックを使ってゆっくり流し込む

やり方で行っており、これは「どばっとやって終わり」

が想定する水口でカッターナイフでポリ袋を切り裂

き、内容物を一気に流し込むやり方を採れば、更
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に大幅に短縮が図れます。そのやり方は次のＵＲ

Ｌより動画でご覧になれます。

【https://www.youtube.com/watch?v=dtIwNBLVgNk】

３．どばっとやって終わり 3 号

～鰹エキスをベースにした有機由来窒素 50%液肥～

特別栽培米で、有機 50%タイプを使用したいとい

う場合、ピッタリなのがこの「どばっとやって終わり 3

号」です。保証成分は窒素9%、リン酸2%、加里2%、

苦土 1%です。窒素成分 9%のうち 4.5%が有機質由

来となります。本製品もケルパック 66（海藻エキス）

を配合しており、水稲の生育を旺盛・健全にし、根

張りと光合成能を増進する結果、良食味、増収が

期待出来ます。

100%有機成分の2号よりも価格的に安めであり、

拡散性にも優れており、使い勝手の良い製品にな

っています。

４．どばっとやって終わり 4 号

～非主食用米に向けた低コストタイプ液肥～

本製品はシリーズの中でも非主食用米（飼料用

米、米粉用米、米加工品）向けとして成分数を最低

限に絞り、低価格を追求した製品です。糖蜜発酵

液をベースにしている点は 1 号と同様ですが、糖

蜜発酵液の割合を高めています。保証成分は窒素

20%、加里1%です。1号より窒素は高いですが、反面

リン酸や苦土、微量要素は含まれていません。

平成 28年度行った「どばっとやって終わり 4号」

の飼料用米「新潟次郎」への試験結果（速報値）に

ついてご紹介します。試験結果はまだ正式にまと

まったものではないため、A農業普及指導センター

とさせていただきます。同センターによる「どばっと

4号」の試験結果は表５～８のとおりでした。

表５ 生育経過
草丈
（cm）

茎 数
（本/㎡）

葉 色
（SPAD）

田植 30日後 37 288 -

最高分けつ期（6/20） 55 707 41.9

幼穂形成期（6/24） 59 678 44.6

出穂期（7/14） - - 38.2

出穂後25日頃（8/10） - - 33.4

表６ 出穂期・成熟期の生育・障害調査

出穂期

（月日）

成熟期

（月日）

稈長

（cm）

穂長

（cm）

倒伏

程度

7/14 8/22 80 19.0 1
穂いもち 紋枯病 虫害等（害虫名） 生葉数

稀 無 無 2.5

表７ 収量及び収量構成要素

穂数 1穂

籾数

㎡籾

数

登熟

歩合

千粒

重

籾全

重

粗玄

米重

実収

441 99 43,747 83.7 22.8 988 831 796

*籾全重は風乾重とする。

表８ 粒厚分布

屑：～1.7 1.7 1.85 1.9 2.0 2.1 2.2～

0.6 1.0 0.8 6.1 23.7 50.3 17.5

おわりに

日本再興戦略2013（平成25年 6月）において、

今後 10年間で、担い手の米の生産コストを現状全

国平均（23 年産米 16,000 円/60kg）比で 4 割低い

水準とすることを目指すことになっています。

それを受け、農林水産省は担い手農家の農地

集積・規模拡大に対応した省力栽培技術等の導

入を進める一助とするため、『担い手農家の経営

革新（低コスト化・高収益化）に資する稲作技術カ

タログ』を作成し、情報提供を行っています。同カタ

ログの中で栽培技術のうち「労働費・資材費」の低

減として、稲作の場合、大幅に追肥作業時間が節

約できる製品技術として「流し込み液肥」が紹介さ

れているところです。

通常 1ha の田の追肥は 2時間位かかるものです

が、賢い農家であれば弊社の「どばっとやって終わ

り」の液肥を使って、水口から灌漑水と一緒に一挙

に流し込む方法により、僅か 10 分以内で済ませて

います。

弊社はこの「流し込み液肥」を、農家の様々な要

望に応える形で、有機 100%から非主食用米をター

ゲットにした化成 100%の製品まで、他社にないライ

ンナップを取り揃え、トータルに皆様の栽培をサポ

ートしてまいります。
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寄 稿

平成 28 年度エコファーマー全国交流会 in 静岡に参加して

―エコファーマーを増やすヒントを発見！―

農業ジャーナリスト 青山浩子

エコファーマー制度が導入されたのは平成 11

年。実は、私が農業ジャーナリストとして生産現場

の取材を開始したのも同じ年である。制度が生ま

れ、年とともにエコファーマーとして認証を受ける生

産者は年々増え続けていった。しかし、平成 23 年

の約22万件をピークに減少傾向にある。消費者の

食の安全に対する関心は高まっているにも関わら

ず、なぜ件数が減る傾向にあるのか。

平成28年度エコファーマー全国交流会 in静岡が、

去る 11月29～30日に開催された。2 日目には、三

島市内でエコファーマーとして活躍する 3 名の野

菜生産者のほ場を訪ねる現地研究会がおこなわ

れた。生産者の話しを聞きながら、あらためてエコ

ファーマーとして取り組む思いの根幹の部分にふ

れることができた。そこには、減少気味のエコファ

ーマーを勢いづかせるヒントがあるようにも感じた。

今井農園の今井洋平さん（40）の畑にはにんじ

んが植わっていた。土壌消毒をせず、エン麦（ヘイ

オーツ）を緑肥としてすき込み土づくりをしていると

いう。同市周辺の量販店で「エコにんじん」として、

慣行栽培に比べ 30％ほど高い小売価格で販売さ

れている。

JA 三島管内で人参を生産する農家は１００軒以

上いるが、エコにんじんの栽培は、今井さんをはじ

め８名のみだ。エン麦（ヘイオーツ）は環境保全型

農業資材として、三島市と JA 三島函南が経費の

1/3 ずつを助成しているという。

今井さんの話で心に残ったのは、「うちのにんじ

んを買ってくれるお客さんは、安全性のみならず味

のよさで選んでくれる」という言葉だった。ある量販

店で、たまたま「エコにんじん」が品切れだったため、

別のにんじんを買ったという顧客から「いつもと味

が違う」と言われ、味のよさで評価されていることを

実感したという。

にんじん畑で説明する今井洋平氏

今井農園のすぐ近くで、エコにんじんを始め複数

の野菜を栽培する山下農園の山下幸宏さん（３６）は、

収穫時期を迎えた大根畑の前で説明をしてくれた。

今井さんと同様、緑肥としてエン麦（ヘイオーツ）をす

き込んでいる。大根は残念ながら「エコにんじん」のよ

うに地域でのブランド化はしておらず、独自で市場出

荷しているそうだ。

差別化販売ができなくても、なぜエコ農業をしてい

るのかと尋ねると、「土のため」ときっぱり話してくれた。

「土壌消毒をすると、病害菌のみらず、土にいい微生

物も死滅してしまい、一から土をつくらないといけな

い。エン麦をすき込む手間はかかるが、消毒せずに

病害虫を抑えられる」と山下さん。

大根畑で説明する山下幸宏氏
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「どうぞ（大根を）抜いて持っていってください」とい

う言葉に甘え、一本を抜かせてもらった。一緒に現地

研究会に参加した野菜生産者が、「きれいな大根で

すね。根が曲がらず、まっすぐに伸びているでしょ。

ストレスを受けずに育った証拠ですよ」と教えてくれ

た。家で食べたこの大根、やはり美味だった。

最後に訪ねたのは杉正農園の杉本正博さん（６４）

の畑だ。全国エコファーマーネットワークの幹事でも

あるが、今回の交流会の開催県の生産者として準備

段階から関わり、交流会の1日目にも講演をおこなっ

た生産者だ。私も日頃から親しくさせてもらっている。

小松菜をメインにしながら、地元や東京など約 40 軒

のレストランを相手に、イタリア野菜やハーブ類を生

産している。

杉本さんの野菜づくりに対する考えは明確で、「安

心安全は当たり前。おいしくなければ野菜ではない」

を経営理念に掲げている。その味のよさは取引先で

あるスーパーのバイヤーやレストランのシェフからお

墨付き。私が杉本さんに会うたびに、取引先が増え

ている。自分で営業することはなく、杉本さんの野菜

を扱っているスーパーやレストランの紹介で、「取引

したい」と言ってくるそうだ。

「良質な有機肥料を組み合わせて使うことで、野菜

の味がうんとよくなる」というが、杉本さんのこだわりは

それだけではない。小松菜は収穫して袋に入れた後、

ただちに予冷庫で保管し、出荷先までは冷蔵車で運

ぶなど物流にも気を配る。お客さんの手元に届くまで

が生産者の仕事という思いが、ファンを増やしている

のだろう。

現地研究会で訪れた人々を前に、「エコファーマ

カラーピーマン畑で説明する杉本正博氏

ー」の認証は自分がやっている農業の証にはなって

いる。でもおつきあいしているシェフたちは『杉本さん、

大事なのはおいしさだよ』と言われています」と説明

した。

３名の生産者に共通していることは、安全性のみ

ならず、おいしさを最優先に野菜づくりをしていること

だ。エコファーマーという言葉から、一般の人は「安

全性」を打ち出した農産物だとはわかるが、「おいしさ」

はわからない。一方、現場で奮闘している生産者と、

実際に口にしている消費者は、「安全性」と「おいしさ」

によって信頼関係が成り立っている。そのギャップが

エコファーマー制度の課題であり、打開策なのでは

ないだろうか。両方を伝えるにはエコデリファーマー

（エコ：環境、デリシャス：おいしい）など名称変更も検

討材料になるかもしれない。

もっとも私自身、エコファーマー全員の農産物を食

べたわけではなく、例外なくおいしいとは言い切れな

い。もしそうだとしても「おいしさ」は食べる側の主観、

好みによるところが多く、安全性のように「おいしさ」を

客観的に示すことは簡単ではない。

だがやり方がないわけではない。杉本さんの小松

菜を成分分析したところ、他の小松菜と比べ、グルコ

ース（糖の一種）やグルタミン酸が多く含まれているこ

とがわかった。グルコースは糖の一種、グルタミン酸

は、「うまみ」成分の代表と言われている。おいしさが

データによって示されたわけだ。

こうしたデータを少しずつ蓄積し、おいしさの面か

らもエコファーマーを特徴づけられれば、消費者の

認知度は上がるだろうし、食べる人の支持が高まれ

ば、取り組もうという生産者も増えるはずだ。そんな希

望を感じさせてくれる現地研究会だった。

＜現地研究会訪問生産者概要＞

ｏ今井農園（畑２ha）：エコにんじん、馬鈴薯、キャ

ベツ、種ショウガ、葉菜類等

ｏ山下農園（畑 1.8ha）：エコにんじん、大根、馬鈴

薯、ブロッコリー、種ショウガ、キャベツ等

ｏ杉正農園（ハウス 41a、畑 90a、転換田 30a）：

小松菜を周年栽培するほか、レストラン・ホテル

向けに年間 100 種類を超える野菜を栽培


