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☆ ６年前の３月 11 日に、東日本大地震とそれに

ークも全面的に協力して行いました『環境にやさ

伴う未曾有の津波及び東電原発爆発があったこ

しいエコファーマーの活動』の特別展示の様子

とは、記憶から消えることのない悲惨な出来事で

を掲載しました。

した。6 年経っても被災地の復興は遅れ、いまだ

本年度で 5 回目の参加となりましたが、会員の

膨大な行方不明者がいるという痛ましい状態が

協力で展示内容も拡充されました。また、会員の

続いています。また、放射能汚染については、

生産する農産物等の販路拡大や消費者からも

食品の安全対策は万全な対応が図られているも

要請のあった展示農産物等の購入希望に応え

のの、爆発を起こした原発本体の安全対策のメ

る第一歩として、初めて展示物等の試販も行い

ドは全く立っておらず、厳しい状態が続いていま

好評でした。

す。1 日も早い復興を願うばかりです。

☆次に、本通信の「会員だより」欄では、恒例にな

☆ さて、３月１４日に平成 28 年度日本型直接支

りました正会員と賛助会員からの情報提供を頂

払の実施状況（見込み）が公表されました。この

きました。

うち、農業者の組織する団体等が化学肥料及び

正会員の佐伯昌彦さんは、本会の副会長で

化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合

すが、北海道で佐伯農園経営の傍ら、全国

わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全

1600 名のプロ農業者で組織する（株）マルタ（賛

に効果の高い営農活動に取り組む支援として、

助会員でもあります）の代表取締役として活躍し

「環境保全型農業直接支払（交付金）」が行われ

ています。技術確立により生産の安定が図れる

ています。

ようになった有機ミニトマトの栽培技術について

環境直接支払の対象者の要件の一つに、原

紹介頂きました。

則として“エコファーマー認定を受けていること”

賛助会員の（有）アスカの中澤邦春代表取締

がありますが、エコファーマー自身がこの事業の

役からは、土壌微生物資材「アスカマン」を使っ

ことを認知していない場合もあるようですので、

たユニークな「菌耕農法」により高単収・高品質

本通信では冒頭部に「解説」欄を設け、本事業

の作物生産を実現している資材開発の経緯や、

を推進している農林水産省農業環境対策課の

実施事例を紹介頂きました。

協力を得て、分かりやすい解説をお願いしまし

☆20 ページの「お知らせ」欄では、3 月 14 日に開

た。この事業は平成２７年度から「農業の有する

催されました幹事会で検討された 29 年度の活

多面的機能の発揮の促進に関する法律」（平成

動方針の概要について簡単に紹介しました。記

２６年制定）に基づき実施されている重要な施策

事には入れておりませんが、幹事会では農林水

ですので、エコファーマーの方は率先して学び、

産省の河内農業環境対策課長の来賓挨拶あと、

農業の持続的発展と農業の有する多面的機能

幹事等との間でエコファーマー制度やネットワー

の健全な発揮に取り組んで下さい。

クのあり方等について意見交換を行うことができ、

☆本通信の 2 番目の記事「報告」欄では、昨年 11

今後に繋がる有益な機会となりました。

月に５日間にわたり全国エコファーマーネットワ

〈全国エコファーマーネットワーク事務局〉
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解

説

平成29年度環境保全型農業直接支払
年度環境保全型農業直接支払交付金の概要について
の概要について
農林水産省 生産局 農業環境対策課
農業

農林水産省では、農業の有する多面的機能の

全国における環境直接支払の実施面積は
環境直接支払の実施面積は、平

発揮の促進を図るため、日本型直接支払制度の

成 23 年度当時は約 1.7 万 ha でしたが、都道府県

一つとして環境保全型農業直接支払交付金によっ

や市町村等と連携して制度
や市町村等と連携して制度の周知を進めたことな

て、自然環境の保全に資する農業生産活動に対し
生産活動に対し

どにより、平成 28 年度には約
年度には 8.5 万 ha（平成 29 年

て支援を行っています。特に、平成
、平成 27 年度からは

1 月末時点の概数値）と大幅に増加（平成
月末時点の概数値）と大幅に増加
27 年度

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する
の発揮の促進に関する

と比べて約 1.1 万 ha、15
15％増加）しています（表

法律（以下「多面的機能発揮促進法」
機能発揮促進法」と い いま

１）。

す。）」に基づく制度として、環境にやさしい農業に
環境にやさしい農業に

また、取組別に見ると、平成 28 年度は地域特認

取り組む農業者を支援しています。

取組（地域の環境や農業の実態等を勘案した上で、
地域の環境や農業の実態等を勘案した上で、
地域を限定して支援の対象とする取組
限定して支援の対象とする取組）の面積が

１．環境保全型農業直接支払交付金
保全型農業直接支払交付金について

一番多く、全体の約４割を占めています（
割を占めています（図１）。

環境問題に対する国民の関心が高まる中、国際
的な動向と協調しつつ、農業分野においても、地

図１ 平成 28 年度の取組別面積（見込み）
年度の取組別面積（

球温暖化防止や生物多様性保全等に貢献してい
くため、農地での炭素貯留量の増加につながる土
での炭素貯留量の増加につながる土
壌管理や生きものの生息空間の提供等、より環境
保全効果の高い営農活動の普及拡大を図ってい
くことが重要になっています。
このため、農林水産省では平成 23 年度から、化
学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取
組と合わせて、地球温暖化防止や生物多様性保
全に効果の高い営農活動に取り組む農業者等に
対して、当該営農活動の実施に伴う追加的コストを
動の実施に伴う追加的コストを
支援する「環境保全型農業直接支払
支援する「環境保全型農業直接支払（以下「環境直
接支払」といいます。）」を実施しています（
を実施しています（資料１）。
表１ 環境保全型農業直接支払交付金の実施件数、実施面積、市町村数
※ 平成 28 年度は平成
年度
29 年１月末
時点の概数
概数値
※ 平成 27 年度から実施件数が大きく
年度から
減少しているのは、 本交付金の支援
対象者の要件を「農業者個人」から
「農業者の組織する団体等」に変更
したため
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資料１ 環境保全型農業直接支払交付金の概要

２．法制化について

れている多面的機能の発揮に支障が生じる恐れが

農業・農村は、国土保全、水源かん養、自然環

あります。農業の持続的発展と多面的機能が今後

境保全をはじめとする多面的機能を発揮しており、

とも適切に発揮されるためにも、意欲ある農業者が

国民全体がその利益を受けています。一方で、近

農業を継続できる環境を整え、農業が本来有する

年、農村地域における高齢化、人口の減少等が進

自然循環機能を維持・増進することが必要です。

み、このままでは地域の共同活動によって支えら

このような状況に対応するため、農業を足腰の
3

強い産業としていくための政策（産業政策）と、農

の条件を満たす場合は農業者個人も対象としてい

業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図る

ます。）。

ための政策（地域政策）を車の両輪として推進する

（２）対象者の要件

こととし、地域政策として「日本型直接支払制度」が

農業者団体の構成員、または一定
農業者団体の構成員、または一定の条件を満

創設されました。

たす農業者が環境直接支払の支援の対象となる

この日本型直接支払制度は、多面的機能支払

には、以下の要件を満たす必要があります。

（農地維持支払及び資源向上支払）、中山間地域

① 主作物について販売することを目的に生産

等直接支払、環境直接支払の３本柱で構成されて
支払の３本柱で構成されて

を行っていること

おり、多面的機能発揮促進法が制定（平成 26 年６

② 主作物についてエコファーマー認定を受け

月）されたことに伴い、平成 27 年４月からこの法律

ていること

に基づく制度として実施しています（
に基づく制度として実施しています（図２）。

③ 農業環境規範に基づく点検を行っているこ
と

３．環境直接支払の対象者及び対象者の要件
環境直接支払の対象者及び対象者の要件

④ 環境保全型農業の取組を広げる活動（技術

（１）対象者

指導や理解増進の活動等。以下「推進活動」

平成 26 年度までは農業者個人を中心に支援を

といいます。）に取り組むこと

行っていましたが、例えば、昆虫、小動物、鳥類等
の水田地帯に生息する多様な生きものを育むため

なお、②については、主作物について都道府県
については、主作物について都道府県

には、化学合成農薬の低減や冬期湛水管理など

のエコファーマー認定を受けていることが基本です

の取組を点在して実施するよりも、地域でまとまりを

が、エコファーマー認定を受けていなくても特例措

もって取組を実施する方が効果が高いことなどから、

置として有機農業の取組を行う農業者等でエコフ

より多面的機能の発揮の促進に資すること等を踏

ァーマーと同等と認められる活動をしている場合に

まえ、農業者の組織する団体（以下「農業者団体」

は要件を満たすものとして対象としています。
ものとして対象としています。

といいます。）を基本に支援を行っています（一定
図２ 日本型直接支払制度の概要
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また、④については、多面的機能発揮促進法の

② 堆肥の施用

基本理念に基づき、農業者団体を構成する農業

主作物の栽培期間の前後のいずれかに堆肥

者が共同・連携して、自然環境の保全に資する農

を施用する取組で、以下の要件に該当するもの

業生産活動を推進するための活動（環境保全型農

です（交付単価 4,400 円／10a）。

業に関する技術向上等の推進活動）を展開するこ

ア Ｃ／Ｎ比（炭素量と窒素量の比率）が 10 以

とで、地域環境の改善・向上のほか、新たに取り組

上の堆肥（鶏ふん等を主原料とするものは除

む農業者の増加等による環境保全型農業の普及

く。）であって腐熟したものを使用すること。

拡大消費者や地域住民との交流、環境に配慮した

イ 堆肥施用後に栽培する作物が水稲の場合

農産物のブランド化などを通じた販売面での効果

は 10ａあたりおおむね 1.0ｔ以上、水稲以外の

等にもつながることを期待して推進活動を要件とし

作物の場合は 10a あたりおおむね 1.5ｔ以上の

ています。なお、平成 29 年度からは中山間地にお

堆肥を施用すること。

ける環境保全型農業の取組を強化するため、中山

ウ 土壌診断を実施した上で、堆肥施用量が肥

間地において一定の条件を満たす場合には、推

効率を考慮した堆肥由来の窒素成分量が原

進活動を免除することとしています。

則として都道府県の施肥基準等を上回らない
よう、適切な堆肥の施用を行うこと。なお、堆

４．環境直接支払の支援対象取組

肥その他使用する資材における窒素及びリン

支援対象取組としている化学肥料・化学合成農

酸の各成分量の合計量が、必要とする投入

薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う地

成分量を超えないよう、施肥管理計画の策定

球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営

に努めること。

農活動については、平成 28 年度から引き続き以下

（注）主作物が永年性飼料作物である場合について

の内容を要件としています。

は支援の対象としていませんので、注意してく
ださい。

（１）全国共通取組
① カバークロップ（緑肥）の作付け

③ 有機農業

主作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥

主作物について、化学肥料・化学合成農薬を

等を作付けする取組で、以下の要件に該当する

使用しない取組で、以下の要件に該当するもの

ものです（交付単価 8,000 円/10a（ただし、ヒエを

です（交付単価 8,000 円／10a（ただし、そば等雑

使用する場合は、7,000 円/10a））。

穀・飼料作物は、3,000 円／10a））。

ア 品質の確保された種子が、効果の発現が確

ア 主作物の生産過程等において、化学肥料・

実に期待できる播種量以上播種されているこ

化学合成農薬を使用していないこと。

と。

イ 都道府県の「持続性の高い農業生産方式の

イ 適正な栽培管理（栽培期間については、春

導入に関する指針」（導入指針）に定められた

夏播きの場合は概ね２ヶ月以上、秋冬播きの

土づくり技術、化学肥料低減技術及び化学合

場合は概ね４ヶ月以上とする。ただし、都道府

成農薬低減技術の全てを組み合わせた農業

県の栽培技術指針等で本栽培期間より短い

生産方式を導入していること（ただし、エコファ

栽培期間が示されている場合は、その栽培期

ーマーに関する特例を利用する場合は、導入

間とすることができる。）を行った上で、子実等

計画に基づく取組が行われていること）。

の収穫を行わず、作物体全てを土壌に還元し

ウ 組換えＤＮＡ技術を利用しないこと。

ていること。
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（注）「通常の営農管理において化学肥料又は化学
合成農薬のいずれを使用していない作物」、
「水耕栽培等土壌を利用しない栽培方法で生
産される作物」及び「永年性飼料作物」につい
」及び「永年性飼料作物」につい
ては支援の対象になりませんので注意してくだ
さい。

② リビングマルチ
５割低減の取組を行う作物の畝間に麦類や牧
草等を作付けし、一定期間後に枯れた麦類や牧
草等が土壌に還元されることにより、土壌中に炭
素を貯留する取組（交付単価 8,000 円／10a（た
だし、小麦・大麦・イタリアンライグラスを使用する

（２）地域特認取組

場合は、5,000 円／10a）））。

地域の環境や農業の実態等を勘案した上で、
地域を限定して支援の対象とする取組です（交付

③ 冬期湛水管理

単価 8,000 円／10a を上限）。対象となる取組や交
付単価は取組の承認を受けた都道府県により異な

５割低減の取組の前後のいず
５割低減の取組の前後のいずれかの冬期間

り、平成 29 年度においては 44 都道府県で
道府県で 177 取

に水田に２ヶ月以上水を張る取組（交付単価
水を張る取組（交付単価

組が設定されています。取組の例としては、化学

8,000 円／10a（ただし、畦補強等を行わない場
（ただし、畦補強等を行わない場

肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組

合は、7,000 円／10a。有機質肥料の購入・投入
。有機質肥料の購入・投入

と合わせて行う以下の取組があります（図
と合わせて行う以下の取組があります（図３）。

実態がない場合は、5,000
,000 円／10a。畦補強等を
行わず、有機質肥料の購入・投入実態
行わず、有機質肥料の購入・投入実態がない場
合は、4,000 円／10a））。

① 草生栽培
５割低減の取組を行う作物の園地に麦類や牧

④ 総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）

草等を作付けし、一定期間後に枯れた麦類や牧

病害虫の発生状況に応じて、天敵（生物的防

草等が土壌に還元されることにより、土壌中に炭

除）等による防除方法を適切に組み合わせ、環

素を貯留する取組（交付単価 5,000
,000 円／10a）。

境への負荷を低減しつつ、病害虫の発生を抑制
する防除技術を用いた取組（例：フェロモン剤を
活用した予防的措置） （交付単価
交付単価 4,000～8,000
円／10a）。
図３ 地域特認取組の例
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５．環境直接支払の申請手続等

団体等が、農産物・農産加工品の販売力強化や

農業者団体等は、事業計画等の提出書類を平

ブランド化に関する取組を行う場合、平成 29 年度

成 29 年６月末までに取組を行うほ場が所在する市

から新設する以下２つの事業において支援するこ

町村に提出し、支援対象取組や推進活動が終了

ととしています。

した後、当該市町村に報告書類を提出する必要が

① 「オーガニック・エコ農産物安定供給体制構

あります。交付金は、都道府県や市町村において

築事業」のうち「環境保全型農業連動型」

取組内容を確認の上、支払われます。

② 「新品種・新技術活用型産地育成支援事業

申請書類やパンフレット等については、農林水

（産地ブランド発掘事業）」のうち「環境保全型

産省ホームページの環境直接支払のページ

農業連動型」

（ http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyo

詳細については、農林水産省ホームページ

u_chokubarai/mainp.html）に掲載していますのでご

(http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/organic_e

覧ください。

co.html) に掲載していますのでご覧ください。

なお、都道府県や市町村によっては、地域独自

８．おわりに

の要件を追加している場合もありますので、詳細に
つきましては、取組を行うほ場が所在する市町村

農林水産省や都道府県では、環境直接支払の

にお問い合わせください。

交付が計画的かつ効果的に実施されるよう、有識
者による第三者委員会を設置して、交付状況の点

６．交付金の交付状況

検や事業効果の評価等の検証を行っています。

本交付金は予算の範囲内で交付する仕組みで

このため、今後、農林水産省や都道府県、市町

す。

村が事業効果の評価等のために農業者団体等に

平成 27 年度までは「申請額の全国合計（以下

環境直接支払に関するアンケートなどを行う場合

「申請額」といいます。）が予算額を下回っていまし

がありますので、その際には御協力をお願いいた

たが、平成 28 年度は、制度発足以来初めて申請

します。

額が予算額を上回ったことから、規定により交付金

今後も多様な環境保全型農業の取組が展開さ

を減額して交付しました。

れるよう環境直接支払制度の適切な運用に努めて

平成 29 年度予算も平成 28 年度予算と同額であ

まいります。また、環境保全型農業の推進に当たっ

ることから、申請額が予算額を上回った場合は、交

ては、生産はもとより、流通・販売、消費につながる

付金が減額されて交付されることを予め御承知の

様々な取組を推進していくことが重要であるため、

上、取組をお願いします。

環境に配慮した農産物の生産や需要拡大に向け
た多様な施策の展開を進めていきたいと考えてい

７．環境直接支払の関連事業

ます。

なお、環境直接支払の取組を行っている農業者
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報

告

『環境にやさしいエコファーマーの活動』の特別展示に出展
全国エコファーマーネットワーク事務局

１．ネットワーク会員の出展者が増大

解して頂くことも重要と考え、農産物等の展示コー

全国エコファーマーネットワークは、1１月 7 日(月）

ナー、水生動物の展示コーナーの他に、環境保全

12 時から１1 日（金）13 時までの間、前年度に引き

型農業を応援する立場からの賛助会員の展示コ

続き農林水産省の「消費者の部屋」での「環境に

ーナーも初めて設けました。ネットワーク会員のご

やさしいエコファーマーの活動」の特別展示に協

協力で、このような多くの展示が行われたこともあり、

賛し、参加しました。会場には農林水産省のエコフ

展示会場は狭く感じられました。

ァーマー制度や全国エコファーマーネットワークの

開催期間中には、10 名の会員が入れ替わる形

概要を紹介するパネルのほか、ネットワーク会員の

で随時参加し、時間は限られましたが来場者に展

取組状況のパネル展示（31 枚）及び農産物（11 品

示内容等について直接説明を行いました。

目）や農産加工品（29 品目）の展示、環境が改善さ

開催期間中の来場者数は８８３名におよび、アン

れた水田・水路に住んでいる水生動物の展示等を

ケート（後記）への協力者にはくじ引きにより、展示

行い、好評を博しました。

農産物や農産加工品の試飲・提供が行われたこと

出展したネットワーク会員は、前年度より正会員

も展示会を盛り上げることにつながりました。

が 2 件増え 12 件に、賛助会員が 4 件増えて 5 件

今回の出展にあたり、パネル作成や出展物の提

になりました。エコファーマーを応援して頂いてい

供を頂いた会員の皆様に深く御礼を申し上げます。

る賛助会員の多くは、環境保全に寄与する資材メ

また、展示にあたり、ネットワーク会員組織や（一財）

ーカーが中心でしたが、このような技術・製品が環

日本土壌協会から多くの人的協力を得られたこと

境保全型農業に役立っていることを消費者にも理

を感謝申し上げます。

河内農業環境対策課長の開会挨拶

開場を待つパネル展示の様子
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農産物や加工品の展示状況

普段購入のキャベツより重いのに皆ビックリ

好評だった展示農産物等の試販
従来から農産物等を販売して欲しいとの要請が

委託しての試販でしたが、今後買取販売方式にも

あったことから、来場者には出展者の事業概要や

っていければ商取引につながっていきます。さらに

連絡先、URL 等を示した資料をお渡したほか、会

その先には販路拡大意向を持つ会員の意向を体

場に近い農水省北口玄関の一角では、初めての

し、農林水産省地下の生協売店での販売につな

試みとして展示物のうち約半数の種類の展示物

げていければなおベターですが、関係者間での詰

（農産物 12 種類、農産加工品９種類）の一部を、

めなければならない課題があることはもちろんで

農林水産省生協の協力を得て、入場者の多い昼

す。

間の時間帯に試販を行いました。この試販は会員

試販に協力して頂いた農林生協からのコメント

の農産物等の販路開拓の一助にしたい狙いも持

無理のない販売数量が販売できました。来年はこ

って行ったものですが、大変好評で、ボランティア

の数量をベースに買取販売も模索してゆきたいで

精神で提供頂いている展示者の展示物の輸送経

す。エコファーマーの方々に会えましたが、皆さんの

費や展示会に必要な経費の一部に当てたほか、

志の大きさというか、その信念に心打たれました。

一部会員からはアンテナショップ的な試販依頼品

商品は“販売会特別価格”つまりお試し価格ですか

もあり、その売上額は試販依頼者に還元しました。

ら、あそこでお買物をされた方は本当に得をしたと思

試販に協力して頂いた生協の担当者からは、以

います。

下のようなコメントも頂いております。今回は生協に

試販品を購入する消費者達

毎日数品目ずつの試販品はすぐに売り切れ
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来場者のアンケート調査の結果から

しはエコファーマーの認知度向上に寄与したもの

期間中の入場者 883 名のうち 829 名からは農水

と考えております。

省が行ったアンケート調査にご協力頂きましたので、

「エコ農産物」と聞いてイメージすることは図１の

その一部を紹介致します。

ようであり、全国エコファーマーネットワークが目指

アンケートに協力した来場者は男性が女性より

している趣旨と共通な認識が見られました。

若干多く、来場者の年代は 60 歳代以上が 29％、

なお、エコファーマーからは、苦労して栽培して

50 歳代が 27％、40 歳代が 22％、30 歳代以下が

もあまり高く売れないという話がよく聞かれます。農

21％でした。

薬や化学肥料の使用量と農産物購買の消費者の

来場者のうち「エコファーマー」という言葉を聞い

購買行動との関係を図 2、図 3 の結果からみますと、

たことがない方が 37％いましたが、今回の展示で

売値がそれほど高く望むのでなければ、農薬や化

「エコファーマー」や「エコ農産物」への関心が高ま

学肥料の使用量を減らした農産物を買いたい方は

った方は 86％という回答率でしたので、今回の催

増加するのではないかとの感触が得られました。

図１ 「エコ農産物」と聞いてイメージすること

図２ 店頭に以下の商品が並んでいた場合の選択

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
生き物を大切にした栽培方法で作
られている

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

44%

水質に配慮した栽培方法で作られ
ている

通常の栽培方法（例：農薬使用回
数10回）で作られた150円のほう
れん草

25%

温室効果ガスの排出抑制に資する
栽培方法で作られている

農薬の使用回数を通常より３回減
らした160円のほうれん草

30%
47%

健全な土壌で作られている

農薬の使用回数を通常より５回減
らした170円のほうれん草

回答なし
49%

化学合成農薬の使用量が少ない

店頭に以下の商品が並んでいた場合の選択
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

通常の栽培方法（例：化学肥料
10a当たり10kg使用）で作られた
150円のほうれん草

23%

化学肥料の使用量を通常より２kg
減らした160円のほうれん草

24%

化学肥料の使用量を通常より５kg
減らした170円のほうれん草

回答なし

29%

53%

57%

化学肥料の使用量が少ない

図３

17%

51%

2%
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1%

会員だより（正会員）

北海道における佐伯農園での有機ミニトマト栽培の取組
北海道洞爺湖町 佐伯農園代表 佐伯 昌彦
全国エコファーマーネットワーク副会長

１．はじめに

（洞爺高台地区）、年間平均気温 6.5℃、年間降水

有機農業を始めたきっかけは、作物の持つ生産

量 870mm と、北海道としては温暖で湿度が高く、

力の可能性を引き出したいとの思いからでした。作

降雪量が多い地域です。地域の土質は、有珠系

物を連作し続けると収量や品質が低下し、病害虫

火山灰性土です。

の防除も農薬耐性が出て次から次へと新剤を投入

経営耕地面積は水田 50a、普通畑 920a、果樹園

する農業に疑問を感じたのと、本来作物が健康に

80a、ハウスが 2,615 坪（87a）です。主な栽培作物

育つというのはどういうことなのかという素朴な疑問

は、水稲 50a、セロリ 150a、ミニトマト 38a、トマト 30a、

があり、それを実現するための一つの手法として有

イチゴ 15a、サクランボ 80a で、その他約 20 種類の

機農業に取り組んだのです。

作物（30a）を栽培しています。このうちミニトマトは
有機栽培、その他作物はほぼ特別栽培です。最
近の購入地は労力配分の観点から休耕地も多くあ
りますが、順次緑肥作物も取り入れ野菜の輪作地
として利用していく予定です。
ほかに、農産加工品会社（(有)ピュアフーズ）の
代表として地元の生産物を使った農産加工品（シ
ソジュース、セロリの漬物など）の製造・販売も行っ
ています。
労働力は、私と妻、長男で 2.5 人、常雇用 1 人
（男性）、季節雇用 3 人（約 7 か月、女性）、パート
は延 300 人日です。
なお、消費者にも農業の現場を理解してもらうた

２．佐伯農園の経営概況

めに、観光農園（イチゴ、サクランボ、ミニトマト）や

当農園のある北海道洞爺湖町は、標高 250ｍ

体験学習（主に収穫体験）もやっています。
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佐伯農園のハウス群（南側に洞爺湖を望む）

ハウスでもセロリを栽培（８月中旬頃の様子）

シソ栽培（加工品向け）

小学生の体験学習(サクランボ狩り)

３．ミニトマトの有機栽培の概要

(2) 育苗培土

一般に有機栽培は、

育苗培土は、使用する前年の 8 月から 9 月に、

① 収量・品質が安定しないため、高単価で販売し

山土（20 ㎥）、自家堆肥（10 ㎥）、ピートモス（10 ㎥）、

ないといけない。

モグラ堆肥（20 袋）、サンゴ要源（8 袋）、米ぬか

② 美味しく、機能性も高い。

（10 袋）、苦土タンカル（10 袋）を、約 30 ㎝の高さ

③ 栽培方法のマニュアル化ができない。

に堆積し、３～４回程度ロータリーをかけて混合・熟

④ 変わり者が撰択する経営。

成させてから使用している。

(3) 育苗

と考えられている場合が多く、その品質を評価し
つつも、農業経営を考慮しないライフスタイル（生き

三つ子の魂百までと言われるように、トマトの体

方）としての農業形態と受け止められています。

質も育苗期にほぼ決まると考えている。播種日は

しかし当農園では、健全な土づくりと健全な根づ

加温型栽培の作型では12月25日、無加温型栽培

くりを心がけ、安定した収量・品質を目標に、農業

の作型では2月25日である。

経営として成り立つ栽培を実施しています。以下に

発芽温度は20℃以上に上げないように心がけ、

有機栽培技術の概要を紹介します。

また、育苗期間中の温度は昼間が20～25度、夜間

(1) 土づくり

は最低12度を保つようにしている。

前年の秋（12 月上旬）に、自家製堆肥 10ａ当た

品種はCF千果を使用し、播種後１７～18日目の

り 2ｔを施用し、耕起後、十分に灌水（1 月下旬）を

本葉２枚、草丈５㎝くらいの時に４寸鉢に移植す

行っている。

る。

有機ミニトマトの育苗

モグラ堆肥(東海マルタ製)
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(4) 施肥・追肥
元肥は 10ａ当たりモグラ堆肥を 32 袋、米ぬかを
8 袋施用するほか、サンゴ要源、苦土炭カルは適
宜施用するようにしている。しかし最近は、pH が
安定してきたので苦土炭カルは施用していない。
加温型苗では、お盆前に畦のマルチを一旦剥い
で 10ａ当たりモグラ堆肥７袋を表面施用し、直後に
灌水をしている。

側枝を取りすぎない栽培管理

(5) 定植

(9) 灌水

加温型栽培の作型では 2 月 25 日に加温ハウ

灌水は潅水チューブで行っている。有機栽培で

スに、無加温型栽培の作型では 3 月下旬～4 月上

は微生物活性により水分が利用され水分ストレス

旬にハウスのビニール掛けを行い、4 月 25 日に

が起きやすいので、定植直後は多頻度で行う（生

定植する（葉令 7～8 枚、大きさ約 30ｃｍ程度の

長点の色が濃い緑になった時が要潅水の時）。ま

時）。

た、収穫中も水は絞り過ぎないようにして、生長点

条間は 1～1.5ｍ（ハウスの間口幅により異なる）、

の様子を見ながら少量多灌水を心がけることが大

株間は 36cm である。定植時に植穴にアルム顆粒

切である。

を入れている。

(10) 病害虫対策

なお、定植の 10 日前くらいには元肥施用後畦

① 病気

立をして赤外線マルチをかけ、準備を整えておく。

CF 千果にしてから葉カビはほとんど心配ない。

(6) 交配

秋口にうどんこ病が発生する場合があるが、草勢

マルハナバチを利用。その際、寒冷紗の被覆が

維持のためにモグラ堆肥の追肥と通路への灌水を

必要である。

行う。また樹勢が落ちた時には葉面散布(アルム純

(7) 栽培管理

EX1000 倍)を行っている。加温型は 25 年、無加温

加温型苗も無加温型苗も 3 段目の開花までは、

型は 20 年の連作になるが、土壌病害は今のところ

トンネル内で這わせる。その後支柱立てと誘引を

出ていない。

行う。

② 害虫

加温栽培の作型では、後半まで草勢を維持する

当農園では、アブラムシ、スリップス、オンシツコ

ために、9～10 段の花房は摘除する。加温栽培、

ナジラミが主に発生する。寒冷紗（網目は２㎜）の

無加温栽培とも、7～8 段目以降は根の活性のた

利用によってある程度飛来を防げるが完全ではな

めに、側枝を取りすぎないようにしている。特に近

く、粘着テープも併用している。しかし、最近は粘

年の暑さ対策として、側枝を活用して日焼け果を

着テープをしなくても虫による被害は少なくなって

防ぐようにしている。

きている。

(8) 誘引

(11) 収量

支柱の横桟（誘引のひもを縛る 19 ミリの鉄管）を

収穫は両作型とも 10 月下旬までで、加温型で

U ターンさせる形で行っている。タイミングが「大

16 段くらい、無加温型で 12 段くらいである。栽培技

事！」で、遅れるとジャングルに、早すぎると茎が折

術の向上・確立により 2009 年に比べ、10 年以降の

れてしまい、散々な結果になる。

単収はかなり上がり安定して推移している（図 1）。
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図1 有機ミニトマトの単収の推移

2009 年以前は後半の草勢が葉かびなどにより

が長いなど、年によって気象条件が大きく変

維持できなかったため、収量が少なかった。2010

化）。

年以降、収量がアップした要因として、①葉かび抵

③ 販売先との契約がしやすい。

抗性の品種の導入と有機環境の継続により根張り

④ 観光農園としても魅力がある。

が良くなったこと、②収穫終了期まで草勢が維持さ

有機栽培が大変な点は、

れ、最後まで小粒化しなくなったこと、が考えられる。

① 雑草対策

また、アブラムシやオンシツコナジラミの被害がほと

② 転換時に病害虫(葉カビ、アブラムシ）

んどなくなり製品率が上がったことも一因と考えら

③ 使用資材の有機 JAS 認証適合性評価

れる。近年もこの収量は維持されている。ちなみに

④ 有機 JAS 認証審査の際の書類管理

北海道のこの作型の平均収量は 10ａ当たり 5ｔであ

である。

る。

農業経営は生産力と販売力によって成立します。

(12) 販売

生産力を高度に維持していく一つの手法として有

2000 年に有機 JAS 認証を取得し、その販売先

機農業は有効な手段と考えられます。作物に共生

は主にイオン、オイシックス、パルシステム、東都生

しながら作物の生育を促進したり、病害虫を抑制し

協他である。出荷量がまとまらない出始めや終了

たりするエンドファイトの機能も明らかになりつつあ

間近は一部農協を通した市場販売もある。

ります。有機農業の可能性についてはやっと大き

出荷体制は、佐伯農園で選別し、農協を通じて

な扉が開き始めたと感じています。

分荷・輸送・代金決済を行う。株式会社マルタにて、

農業者の立場としては、作物の地上部から地下

企画提案、生産管理報告、代金決済行い、各販売

部まで良く観察することがまずは大事であり、生産

先との関係を強化している。

の手法が適切かどうかを判断するには作物の生育

出荷形態は、3kg バラ（2L～S）と 150ｇパック（2L

状況がすべてを物語っています。

～S）。キズ等の規格外品は直売所に出荷する。希

有機農業を始めるに当たっては、転換期間中の

望単価は、3kg バラが kg 当たり 700 円、150ｇパッ

収量低下や病害中被害のリスクをどう乗り越えるか

クが１パック 120 円である。

が課題ですが、あらかじめそれを織り込んだ経営
計画を立てることが大事です。有機栽培の多くの

４．有機栽培を行って思うこと

優良事例も整ってきたので、その事例に謙虚に学

有機栽培をして、良かった点は、

び、愚直に実践し、無駄な時間を費やさないように

① 連作をしても土壌病害が出ていない。持続した

することも大切と考えます。ただ失敗には多くの気

栽培が可能。

付きがあるので、失敗も無駄にしないことが大事だ

② どのような年でも収量・品質が安定（2010 年は

と思います。

猛暑、2011 年は春の天候不順、2012 年は夏
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会員だより（賛助会員）

地球に優しい｢菌耕農法｣
―菌が耕す省力・省エネ・省コスト農法―
有限会社 アスカ代表取締役 中澤邦春
１．菌耕農法の推進を思い立ったいきさつ

の全農バース（株）―海外からの肥料原料の輸入

昔中国の古老が初めて日本にきて曰く、“耕して

基地―へ出向しました。この間全国の産地に出入

天にいたるこれ勤勉なるかな”と感嘆したそうです。

りして分かったことは、日本中の土が多かれ少なか

また、次にきた古老は“耕して天にいたるこれ貧な

れ成人病・糖尿病にかかっており、連作障害から

るかな”と皮肉ったそうです。ことほど左様に物事の

逃れるため、土壌消毒剤が多く使用されている結

見方、感じ方は色々あるものです。

果土が疲弊・劣化して、孫子の代になったら日本

さて、昔から農業とは耕すことなりと言われてい

中の土はどうなってしまうのだろうかという心配ごと

ます。ところが近年山や野原は耕さなくても毎年木

でした。

や草が生え、花が咲き、連作障害もおこさないでは

そこで、なんとか環境に優しい土作りの方法がな

ないかといわれ、不耕起栽培や自然栽培が提唱さ

いかと模索を始めました。いろいろ考えたり、調べ

れたりしています。

たり、当時顧問であった藤原先生(東北大学名誉

｢菌耕農法｣とは読んで字のごとしで、菌が耕す

教授)に聞いたりしているうちに、地球に優しい土

農法です。そんな馬鹿なことがあるかと思われる方

作りには微生物が一番面白いという結論に達しま

が大半だろうと思います。私は２０年前からこの農

した。

法を普及推進するため有限会社アスカを設立し、

２．画期的な土壌微生物の存在を知る

毎年「アスカ研究会」を開催し、菌耕農法の勉強会
を進めてきました。１３年前の第１回の研究会には

丁度その頃私の部屋に畜産部門で家畜の腸内

20 名の出席者でしたが、年々会員が増え今年の

細菌の権威である日比野進氏（東大農学部農芸

第２１回研究会には 55 名が参加し、米部会・野菜

化学微生物学専攻）が遊びに来て、大変有効な微

部会・有機栽培部会・堆肥部会・生ゴミ部会など多

生物製剤を開発したが、誰も相手にしてくれないと

技にわたり、かなり突っ込んだ研究・討論がされる

嘆いていました。いろいろ聞いてみると、彼が腸内

ようになりました。北海道から九州までの地域でこ

細菌を勉強している間に、土壌中で面白い活動を

の農法を実践している農家・生ごみ処理剤使用の

する微生物の存在が分かり、微生物専門メーカー

消費者は 3,000 名を超えます。

に行っている彼の同級生の南 善朗氏（東大農学

では、なぜこのような一見突飛な農法を始めた

部農芸化学肥料及び食品栄養学）と連携プレーの

かを少し触れ、疑問にお答えしてみます。

結果、画期的な複数の土壌微生物を発見したとの

私は長野県のリンゴ経営農家で生まれ、更級農

ことでした。

学校に 6 年通い、1956 年北大農学部を卒業と同

日比野氏から種々話を聞いた結果、私は即断

時に全農に就職し、肥料部門のカリ肥料輸入業務

即決し、“私が会社を作ってこの菌製剤を担いで菌

からスタートしました。リン鉱石の輸入業務や国内

耕農法の普及推進をしよう”言いました。日比野氏

肥料の販売業務から、神田市場に移動して野菜や

は一瞬あっけにとられたようですが、ワラをも掴む

果実の販売現場を経験し、次は畜産部門へシフト

心境からかこの案に賛成してくれました。私は即座

しました。その後大消費地販売業務を経て、当時

に先輩の公認会計士事務所に駆け込み、退職金
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で資本金 300 万円の有限会社を設立しました。あ

の時間を計った結果大きく差がでました。慣行区

とから考えると、海のものとも山のものとも分からな

は裸足で入るとザラザラしていて違いが分かります。

い仕事に飛び込んで、ドンキホーテーみたいなこと

この水田は１俵増収しました。最初モミガラを撒くの

を良くやったと思います。しかし、当時私は日本農

が面倒だといっていたＴ氏は翌年５０a、3 年目１ha、

業は自分で背負って立つんだというような使命感

4 年目２ha、5 年目３ha、6 年目全面積の 5ha となり

にかられていましたから前進あるのみでした。

ました。年々微粒子の団粒の層が厚くなるので保

これらの微生物は、枯草菌（Bacillus 属）といって、
納豆菌の一種と Clostridium 属という嫌気性菌を組

肥力が増し、根がよく張るので光合成が旺盛となり、
澱粉の蓄積も良く品質も向上しました。

み合わせたものです（菌の作用機構は後述）。当

４．アスカマンでレタスの連作障害克服

時試験場の先生方は微生物資材は再現性がない
ので、農業用には無理だという固定観念がありまし

高原野菜の産地長野県川上村の F さんはレタス

た。地球が 48 億年前にでき、微生物はその 10 億

を 3ha 栽培しています。レタスも長年連作すると根

年後に発生したといわれています。土は植物にと

腐病が発生します。これは、レタスが好きな

っても動物にとっても命の源です。また、団粒を効

Fusarium oxysporum というカビ菌が増えて根から

率よく作ることこそ究極の土作りです。

侵入するためです。F さんは土作りに熱心なのでそ
の対策として、ライ麦を蒔く秋に牛糞堆肥を 2t/10a

３．微生物資材で水稲の増収、高品質化実現

投入して、春に菌製剤アスカマン 21 を 100kg/10a

このような土壌改良用資材は最初試験場に持ち

散布して鋤き込みます。2 週間目くらいからマルチ

込み一定の試験をしてから売り出すのが常道です。

をしてレタスを定植します。従来はピシウム菌という

私も日比野氏と試験場まわりをしましたが、前述の

悪玉菌が立ち上がり、４週間ほど経たないと定植で

ような固定観念からどこも引き受けてくれませんで

きなかったのが、この菌製剤がすばやく立ち上がり

した。やむなく、長野県更級農学校の同級生のＴ

ピシウム菌を抑制する効果があり、２週間ほどで定

氏の水田で 3 年間試験してもらいました。その結果

植可能になりました。また、堆肥中の針葉樹系のオ

品種は秋田こまちでしたが、１０a 当たりほぼ１俵増

ガコはなかなか分解しないものの、この菌は緑肥の

収しました。

分解促進のみならず、針葉樹系の堆肥も 3 倍くら

新潟県のＴさんは、私の大学時代の友人の兄さ

いのスピードで分解します。

んです。コシヒカリを１０a の水田で試験してくれまし

これらの有機物がこまかい腐植となり、また、粘

た。１０月～１２月間にワラ 300kg とモミガラ 300kg(こ

土もこまかくするので、これらが合わさって微粒子

の菌はモミガラも分解する)と菌製剤 10kg を散布し、

の団粒を作ります。団粒の表面積が増えるので、イ

４月下旬～5 月中旬に耕起して、代掻き、田植え後

オンの力で肥料成分やミネラルを吸着し保肥力が

しばらくして現地調査をしました。

増します。通気性もよくなるので白い根が良く張り、

日比野氏が革靴を脱いで裸足で田んぼに入り、

光合成が旺盛となるため葉中の硝酸塩も減り、甘

“土がヌルヌルしていますね“というとＴさんはびっく

味のあるレタスが収穫できます。

りして、”試験場の先生方は誰も裸足で田んぼに入

このレタスは日持ちもよく、太田市場の中卸の I

る人はおりませんよ”と言いました。土がヌルヌルし

社長が冷蔵庫で保管試験をした結果、対照区のレ

ているので、掻き回すとドロがコロイド状になって浮

タスは 1 週間しか持たなかったのが、菌耕農法レタ

遊しなかなか沈殿しません。微粒子の団粒が沢山

スは 1 カ月持ちびっくりしていました。収量も通常

できるからです。団粒の測定は大変難しいのです

は 16 玉入り（10kg）400 ケース/10a ですが、F さん

が、後で佐渡の普及センターで、試験区と対照区

は 450 ケースから 500 ケース採ります。

の泥それぞれをメスシリンダーに入れて沈降速度

F さんのグループは延べ 25ha 栽培していますが
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全員菌耕農法に切り替えました。M バーガーという

が足りません(この程度だと２、３カ月で喰い尽くす)。

チェーン店と契約栽培することになったからです。

ヤマト芋は生育期間が６カ月ほどあるので、その間

この店は硝酸塩にこだわっており 2,000ppm 以下で

微生物が生存するだけの餌が必要です。

ないと買い取らないからです。このグループは現在

近くに肥育牛の畜産農家と堆肥屋さんがあった

1,000ppm を切っています。

ので、アスカマン 21(この菌の商品名)を混入したモ
ミガラ牛糞堆肥を作ってもらい、３、４t/10a 投入す
ることにしました。これでも砂地の強めのところは有
機物が足りないので、信州中野からエノキの廃オ
ガを１０ｔ車で運んで入れることにしました（緑肥が
不十分の場合はその補充となる）。Ｍさんの家に帰
ってこれらの打ち合わせをしていたら、突然 80 歳
のＭさんのおばあちゃんが怒り出しました。
“わたしは 50 年以上芋作りをしているが、ネマト
ーダはこの芋が大好きでネマトリンを使わないと芋

硝酸態窒素 3000ppm のレタスが現在は 1000ppm に
低下

は売り物にならなくなるぞ！息子よこの者たちに騙
されるな！”と大変な剣幕でした。そこで息子も開
き直って“わしはこの新しい農法に挑戦する。清水

５．ヤマト芋の連作障害克服

の舞台から飛び降りるつもりでやってみる！”と切り

群馬県尾島町はヤマト芋の大産地です。昔利根

返しました。結局 20a 試験的に実施することにしま

川の上流から流れ込んだ砂質壌土系の肥沃な土

した。我々としても責任重大ですが、長野県のレタ

でネバリの強い美味しいヤマト芋が採れます。近年

スやイチゴで線虫対策をクリアーした実績がありま

は数十年の連作の結果、連作障害や線虫の被害

したので、これらの大量の有機物にアスカマン 21

が多発して土壌消毒剤を使用しないと栽培が困難

を 100kg/10a 散布して鋤き込み、2 週間ぐらいでヤ

になっています。

マト芋を定植してもらいました。

Ｍさんは毎年土壌消毒の時期になるとそのガス

８月に訪問し調査したら茎葉は葉色もよく、慣行

にやられて喘息が発症します。なんとか消毒剤な

区より盛り上がっており、Ｍさんがおそるおそる根

しでヤマト芋が作れないかと考えていたので、菌耕

をほってみたら、線虫の被害もなく一同ホットしまし

農法の記事を新聞で見つけ“来て指導して欲しい”

た。11 月収穫直前に再度訪問し掘りあげてみたら、

とのことでした。早速伺って畑に連れて行かれまし

すばらしい芋が採れました。形状もよく、肌も本来

た。２月頃でしたが真っ赤な土にネットが敷いてあ

の茶褐色で、摺り下ろしてみたら香りもよく、味も抜

りました。なぜと聞くと“群馬県特有の空っ風で土が

群でした。さすがに、おばあちゃんも“これは奇跡

一晩に何トンも飛んでしまう”とのことでした。手にと

だ！”と叫びました。

って土の匂いを嗅いでみると土が死んでいる状態
でした。３月に入ったらすぐエン麦を蒔けば緑の絨

６．トマトの増収・高品質化

緞になるし、その後緑肥として使えるからとアドバイ

栃木県の高品質トマト研究会の O さんの加温ハ

スしました。エン麦を鋤き込む時にアスカマンを併

ウスでは、11 月中旬に２番花が咲きマルハナ蜂が

用します。

舞っています。１番花は小さな果となり、収穫は１月

緑肥は有機物として微生物の餌にもなるし、そ

から始まり６月まで続きます。糖度は６度から８度、

の腐植が団粒の素にもなります。但し、出穂直前ま

糖のピークは３～４月で、糖酸バランスも抜群です。

で持っていっても生草で３，４ｔしか採れないので餌

固くて赤いトマトがトレードマークです。慣行栽培と
17

比べて日持ちがよく、食味・品質がよいので２、３割

り返して完熟に近い堆肥を作っていました。このよ

高く売れます。販売先によっては糖度を評価して

うな堆肥は 80℃近くまで温度が上がり、何回も切り

買ってくれます。ハウス桃太郎(300 坪×２棟)の栽

返すので菌のエサが殆んどなくなり燃え殻になっ

培で、菌耕農法７年継続です。

てし まいます。それ に比べてアスカマ ン堆肥は

６月下旬にトマトの茎葉をカットして菌と一緒に

60℃で止まり(焼けないで発酵し、LP（リポぺプタイ

鋤き込み（O さんは最初いやがったがアスカ菌使

ドー界面活性剤で Fusarium oxysporum などを抑え

用３年目から鋤き込み、ソルゴーを播種します。8

る）という代謝物を出し、中熟で畑に入れるので菌

月下旬にソルゴーを細断し、モミガラ 600kg/10a 投

のエサも残っています。また、作物の根を傷める悪

入、アスカマン２１を 100ｋｇ/10a 散布して鋤き込み、

い成分や有機酸を出しません。川上村の村会議員

タップリ潅水します。９月 20 日頃トマトを定植します。

ら 22 名が見学に来て２カ月足らずで臭いもないこ

普通緑肥は鋤き込んでから播種・定植するまで１カ

んな素晴らしい堆肥ができるのかとびっくりして帰

月かかります。ピシウム菌が立ち上がり根を傷める

っていきました。

からです。アスカマン２１を構成している菌類(根に

その後、この JA ではアスカマン堆肥を 2,000ｔ以

悪さをする成分や有機酸を出さないもののみを選

上作り組合員の畑に請負散布をしています。現在

んでいる)は緑肥があるとすばやく立ち上がるので

もこの管内では野菜の連作障害から逃れていま

ピシウム菌が立ちあがれなくなります。

す。

このハウスに入って歩くと弾力があって、絨緞の

８．畜産農家も利用して成果を上げる

上を歩いているようです。団粒の層が厚くなってい
るためです。物理性（保肥力・保水性・排水性）、化

長野県の駒ヶ根で肥育牛を８０頭飼育しているＴ

学性（塩類障害がない）、生物性（菌相が豊かにな

さんはアスカマン２１を畜舎の床に散布し、オガコと

る）がよいので根圏が広がり、根毛も多いのでミネラ

モミガラを半々に混ぜてその上に敷き、牛に踏ま

ルなどの養分もよく吸い、光合成が旺盛となります。

せます。ほぼ２週間で悪臭が消えて、３週間から１

植物体も丈夫になるので耐病性となり、連作障害

カ月で掻き出し堆肥舎に落とします。ここで水分調

にもかかりません。根がしっかりしているので、15 段

整をして若干アスカマン２１を混入、切り返して積

まで収穫し（以前は 12 段収穫）、収量も２、３割増と

み込みます。２カ月くらいで野菜農家に売れる堆

なりました。

肥になります。従来は、半年ほどかけて何回も切り
返して悪臭を抜いていました。１年位したら今まで

７．好・嫌気生菌が堆肥作りに役立つ

に無く堆肥の在庫が払底してしまいました。近所の

長野県の JA 朝日（現松本ハイランド）でアスカマ

野菜作り農家が競ってＴさんのアスカマン堆肥を持

ン堆肥の製造試験をしました。側壁４ｍ、約 2,500ｔ

っていくようになったのです。この堆肥を使うと土が

の堆肥舎の片隅で 30t 作りました。新しい牛糞に重

よくなり、美味しい野菜が出来るようになったからで

量比で３割のモミガラを混ぜ、水分 65％ほどになっ

す。Ｔさんは堆肥の値段を２割上げましたが今だに

たものに、１ｔ当たりアスカマン２１を 15ｋｇ均一に混

在庫不足です。

入しよく切り返して３m ほどに積み上げました。１週

２年ほど経って突然Ｔさんから電話がありました。

間で表面より 40ｃｍほどの温度が 60℃近くまで上

少し興奮気味なのでなにか問題が発生したかと危

がりました。この菌は好・嫌気生菌ですから内部か

惧しました。ところが聞いてみると、関西の屠畜市

ら発酵し、悪臭も出さないのでその後切り返す必要

場に出した肥育牛が長野県のトップ賞を取ったと

がありません。1.5 カ月ほどで堆肥の色も黒くなり、

のことでした。部位ごとの品質など抜群で下位等級

２カ月で畑に投入できる状態となりました。

が５割から２割くらいに減り、上位等級が増えて、そ

従来は１０カ月ほどかけ数回悪臭を出しながら切

の差益で菌代が賄えるとのことでした。これは牛舎
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も堆肥舎も環境が改善され、牛も悪臭のストレスか

「菌耕農法」とは好・嫌気性菌を利用して、有機

ら解放され、体内の代謝効率がよくなり肉質が向上

質（緑肥、わら、モミガラ、バーク、堆肥など）を循環

したためです。この取材記事が 2005 年に日本農

させることにより、土壌の疲弊・劣化を防止し、地力

業新聞に載りましたので、青森、岩手、茨城、群馬、

を維持・向上させ、農産物の安定生産を実現する

三重、広島、島根などの農家が使うようになりまし

新しい農法です。また、菌耕農法は多くの微粒子

た。

の団粒を容易に作ることにより、速やかに高度な土
作りを実現します。団粒が沢山できると本来の土作

９．菌耕農法の特長と効能

りの狙いである①物理性、②化学性，③生物性が

菌が耕す省力・省エネ・省コスト農法 「菌耕農

改善されます。

法」の特徴は米も野菜も品質・味が向上するのみ

特に生物性は、好・嫌気性菌の相乗効果により、

ならず、収量も増えるという画期的な農法です。慣

土壌中における微生物の菌相を著しく改善します。

行農法では、例えば魚沼産のコシヒカリは味を優

微生物の多様性と活性化が格段に向上すると、連

先するためにチッソの施用を減らし、収量は犠牲に

作障害も土壌消毒剤を使用しないで大幅に軽減し

しています。野菜もチッソの施用を増やして収量を

ます。まさに、環境に優しい菌耕農法で、安心・安

増やそうとすれば、病気にかかりやすく、硝酸塩類

全・美味しい農産物を実現します。

も増えます。

[微粒子団粒の効果]：表面積が大幅に増えるので

菌製剤「アスカマン」は、枯草菌（Bacillus 属）・嫌

イオンの力でミネラルや肥料成分が効率よく吸着さ

気性菌（Clostridium 属）など 10 種類の菌の胞子で

れます。排水性・保水性・通気性もよくなるので白

構成されています。これらの菌が土壌中の嫌気的

根の根圏が広がり、根毛が増えます。

状態で、化学物質(水の表面張力を下げるリポペプ

[品質・味の向上]：増えた根毛により養分が豊富に

タイド＝LP と、繊維質を分解するセルラーゼ)を産

吸収できるので、光合成が旺盛となり、お米はタン

生・分泌します。LP が水の浸透力を高めることで、

パク含有量が減り、食味値が上がります。野菜類は

モミガラなどの表面にある孔隙からセルラーゼが容

植物体内の硝酸塩をよく代謝するので甘味が増し、

易に入り込みやすくなり、通常の３倍以上のスピー

糖酸バランスが改善され、細胞が緻密になるので

ドで分解されていきます。また、この菌製剤の畑作

食感や日持ちがよくなります。

用には線虫が忌避する酪酸を分泌する菌も入って

[商品化率が上がる]：水稲はワキを起こさないで

います。

（硫化水素を抑制）、根が深く入り、根量が増え、根
が太くなるので倒伏し難く、高温障害や冷害にも耐
えられます。また、しっかり登熟するので等級が上
がり、歩留まりが良くなります。葉菜類は根がよく張
るので、養分の吸収がよく規格が揃います。果菜
類は細胞が緻密になるので食感がよく、重みが増
し、増収が期待できます。根菜類も緑肥やアスカマ
ン堆肥の連用により連作障害が軽減されます。
詳しい使い方などは有限会社アスカまでお問合
せ（TEL/FAX:042-593-5951）又は URL（
www.askaman.com）を見て下さい。

トマトの糖度は 8 度以上となり糖酸味バランスが向上
(長野市松代町の関川農園、向かって右側が筆者）
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お知らせ

29 年度の活動方針検討メモ
全国エコファーマーネットワーク事務局
28 年３月 14 日開催の幹事会おいて、29 年度の

特別栽培農産物を志向した活動の強化を図る取

ネットワークの活動方針について検討を行いました。

組を行う方針です。

その主な事項を抜粋すると以下の通りです。

(1)環境保全型農業研鑽のための見学・相談の拡

今後さらに事項ごとに検討を行い、随時、幹事と

充

の調整を図って活動内容を詰め、具体化を図るこ

会員の協力を得て、技術力、経営力を高める研

とにしています。会員の皆様からも具体的な意見、

鑽のための見学・相談先の紹介をします。

提案があれば、事務局までご連絡下さい。内容に

これらの情報はエコファーマーネットワーク通信

応じ、幹事会で取り上げ対応していきます。

や全国エコファーマーネットワークのホームページ

１．会員の増加等による財政基盤の確立

でお知らせします。

ネットワーク会員は 3 月 10 日時点では、個人正

(2)ネットワーク通信の発行による情報提供

会員が 91 名、団体正会員が 18 名（当該団体のう

28 年度に引き続き、時期に応じて解説、寄稿、

ち農業者の構成員は 1，793 名）、個人賛助会員が

会員だより、お知らせなどの枠組で、年数回発行

24 名、団体賛助会員が 18 名（当該団体のうち農業

する方針です。通信を発送する際には適宜参考と

者の構成員は 1,802 名）です。個人賛助会員の減

なる資料も同封致します。

はあったものの、個人正会員及び団体賛助会員の

(3)ホームページ（www.eco-farmer.net）の充実を

増加により、合計では前年度より 3 会員増加の 151

通じた情報提供

会員（構成員数では 3,595 名）となりました。

(4)特定技術習得のための講習会等の開催

会員の研鑽を助長し、技術力、経営力をレベル

会員からの特定技術習得の発意を基にして、当

アップしていくには活動内容の拡充が必要ですが、

該技術習得希望者を会員から募り、講習会等の開

活動費が不足し思うにままならない状態にあります

催を検討する。

ので、以下の対応により財政基盤の強化を図る必

４．消費者へのアピールや販路拡大の活動

要があります。

農林水産省「消費者の部屋」での特別展示に協

① 会員の増加推進

賛し、この催しを通じて販路拡大の道を探ります。

② 会費未納入者への催促

また、有機栽培農産物や特別栽培農産物の流通

③ 団体賛助会員への会費引上げ要請

拡大の見込める行事への参加や販路拡大の方途

２．エコファーマー全国交流会の開催

について検討します。

５．その他

関係機関の協力も得て、宮城県大崎市を主会
場として、7 月 11（火）午後～12 日（水）正午を軸に、
講演会、現地研究会、情報交換・交流会を開催す

(1)会員に対するアンケート調査
会員の望んでいることを調査し、活動に反映さ

る方針です。

せることを検討します。

３．技術力・経営力向上のための活動強化

(2)シンボルマークの活用と商標登録更新

より一層レベルの高い安全・安心で品質の良い

シンボルマークの活用推進を図っていくとともに、

農産物の生産を目指す仲間を増やし、こうした農

２９年８月に商標登録が期限切れとなるので更新

産物がより多くまとまって供給できるようにするため、

手続きを行います。
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