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〇組織の概要
　野洲市にある中道農園代表中道唯幸氏は経営面積約38haのうち、JAS有機認証ほ場約22haで水
稲の有機栽培に積極的に取り組まれています。栽培品種は「コシヒカリ」、「ササニシキ」、「夢ごごち」、
「ミルキークイーン」など消費者のニーズや有機栽培に適した品種を中心に栽培。

○取組の経過
・昭和52〜61年:本人や家族が農薬アレルギーで苦しみ、
農薬不使用栽培に着手。
・平成9〜12年:有機JAS認証を取得し本格的に有機栽培
に着手するも、雑草害に苦しみ、収益低下。
・�現在:雑草対策が安定し、さらなる高みを目指して自然
栽培※に着手。

� ※自然栽培:化学肥料や農薬に加えて有機肥料や堆肥も使用しない栽培のこと。

○栽培の特徴
　農園では様々な方法を用いて有機栽培に取り組んでおり、特に収量への影響が大きい雑草害への対
策では主に下記の方法を実践。
　①複数回代かき
　・�二回代かきを基本とし、残草が多い場合に三回代かきを行う。一回目は田植えの1か月前に荒代
かきを行い、二回目は田植え直前（1〜2日前）に本代かきを行う。荒代かき後は浅水管理する
ことで雑草の発芽を促し、本代かきで雑草を埋没させ、発生を減らすことが可能。代かきでは除
草残しがないように作業幅に対して60〜80㎝ほどオーバーラップさせることがポイント。

　②水田除草機による除草
　・�水田除草機による除草は三回を基本とし、一回目は田植え後6日ごろにチェーン除草機、二回目
以降は一回目、二回目の除草後6日おきに浅水で乗用型水田除草機（写真）による除草を行う。
また、除草後36時間から48時間後に入水することで雑草の葉に付着する泥の膜を安定化させ、
遮光効果を高めることで雑草の生育を抑制する。

　③収穫後の速やかな耕耘
　・収穫後、土壌が乾いたタイミングで3㎝ほど耕耘し秋冬期間の雑草の生育を抑える。
　　以上のように雑草害対策は複数の方法を組み合わせることがポイントとなる。

〇最後に
　有機栽培は栽培面において様々な課題があるが、中道氏は「自身や家族を含めた消費者の健康を守
り、将来につながる農業をしたい」との思いから挑戦と失敗を繰り返しながら今後も経営に合った有
機栽培に取り組んでいくとのこと。

水田機械除草技術を活用した栽培体系
中道農園Organic Rice Farm

写真　水田除草機の様子（イメージ）

第12章　県内外の取組事例紹介
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○組織の概要
・�「酒人ふぁ〜む」は、平成14年に設立された、全員参加型の集落1農場方式による協業経営を展開
する農事組合法人。
・�経営面積は、約44haで、水稲22ha、小麦・大豆20haのほか、白ネギなどの野菜、ブドウなどの
果樹、小菊、ユーカリなどの花きを生産。
・�「酒人ふぁ〜む」では、組織内を①機械作業を担うオペレーターグループ、②環境こだわり野菜な
どの栽培を担う女性グル－プのなごやか営農グループ、③日常の水管理などを担うベテラン世代の
すこやか営農グループの3つのグループに分けて、全員が何らかの形で集落営農に関わるよう工夫
していることが特徴。
・�周辺の大規模水田農業経営体と協調するため、それぞれの経営体の農地のゾーニングを実施。

○取組の経過
・�安全安心なコメが欲しいという消費者の要望に応えるため、平成23年から「キヌヒカリ」の有機
栽培米づくりを開始。
・地元の消費者のほか、米穀販売店を通じて京都市内を中心に販売。
・�平成28年には面積1.2haで有機JAS認証を取得し、さらに令和2年度からは県全体でのオーガニッ
ク米ブランドづくりの取組に賛同し、品種を「コシヒカリ」へ転換（写真1）。

○栽培、取組の特徴
・�鶏ふん等の有機物の施用、米ぬか散布、2回代かき、深水管理などの基本的な技術のほか、用水を
ぬるませ、生物をはぐくむビオトープを設置（写真2）。
・�除草作業には、乗用型田植機の後部を除草ユニットに交換したものを活用。
・�作業性効率が良い技術の導入を検討するため、水田除草機の実演会を開催（写真3）。

集落営農法人によるオーガニック米の取組
　農事組合法人　酒人ふぁ〜む

写真3　水田除草機の実演会写真1　オーガニック水田 写真2　水田に設置されたビオトープ
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○組織の概要
・�JAグリーン近江竜王町酒米生産部会（以下、酒米部会）は、平成2年から活動を開始し、30年の
歴史を持つ。
・�令和2年現在、部会員は10名で、「山田錦」、「吟吹雪」、「滋賀渡船2号」の酒米生産に取り組み、
酒米は町内の酒造会社と全量契約している。

○取組の経過
・�令和元年産では、4名が1.7haの規模で農薬を使わずに「山田錦」を栽培していたが、契約先の酒
造会社から更なる増産を求められた。令和2年産から新たに4名が加わり、栽培面積は4.2haに拡
大した。
・�農薬を使わないことから、雑草繁茂による減収や手押しの除草機等による除草作業の大きな負担が
問題となっていた。
・�そこで、会員のうち6名で、乗用型水田除草機の共同利用を行い、雑草対策を中心とした収量向上
を図る取組実証を開始することとなった。

○栽培の特徴
・�酒米部会で生産される酒米は、すべて県の環境こだわり農産物の認証を受けており、「山田錦」に
ついては、令和元年産で18.6haのうち4.2haがオーガニック栽培。
・耕種的な雑草防除として、米ぬか散布と深水管理を行っている。
・�毎年、生育調査ほ場を設定し、現地研修会等を通じて調査結果を共有することで、中干しや穂肥の
施用時期判断等の栽培管理に役立てている。また、酒造会社やJA、県と連携し、栽培管理手法の
技術研鑽や土壌分析等にも取り組んでいる。

○取組の特徴
・�乗用型水田除草機を共同利用するにあたり、植代10日後の除
草作業実施が重要になることから事前に事務局（JA）が田植
予定日等を聞き取り、利用日程の調整を行った。
・�初めて乗用型水田除草機を利用する生産者に対して、実演会を
開き、機械の設定や除草のタイミングについて理解を深めた。
・�生産者からは、「水田除草機を使ってかなり草を抑えられた」、
「除草作業が楽になった」という声が聞かれ、酒米収量は昨年
より約1.5俵多く、約5.5俵となり、水田除草機を利用した無農薬栽培の生産意欲が高まった。
・�作業スケジュールを調整することで一台で約8ha（延べ面積）の除草作業が可能となり、最大で
10ha程度までは作業面積を拡大できる見込みが立ち、酒米部会では、今後も水田除草機利用を推
進し、農薬不使用酒米の生産を拡大する方針である。

乗用型水田除草機の共同利用の取組
JAグリーン近江竜王町酒米生産部会

無農薬酒米の除草作業
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○組織の概要
・�㈲フクハラファームは、滋賀県彦根市南部にある稲枝地区を中心に水稲200ha・麦26ha・キャベ
ツ18haの作付けに取り組む、国内でも有数の大規模経営体の一つ。
・�「日本の美しい田園風景を未来永劫悠久に繋げていく『守る農業』」をスローガンに、琵琶湖とその
周辺生態系への影響を抑えた栽培に意欲的に取り組む。

○取組の経過
・平成10年に販売力強化を目的に農薬を使用しない「アイガモ農法」に取り組み開始。
・平成17年に一部の水田で有機JAS認証を取得。
・�現在は、10haでアイガモ農法により「コシヒカリ」と「ミルキークイーン」のオーガニック栽培
に取り組み、そのうち3haで有機JAS認証を取得。

○栽培の特徴
・�「アイガモ農法」は、田植え後の水田にアイガモを放飼することで、稲作の雑草や害虫の発生を抑
えることを目的とした農法。
・深水管理による苗の不活着を防ぐため、ポットで育苗した成苗を移植する。
・移植時は米ぬかペレットを同時散布することで、移植直後の雑草の発生を抑制する。
・移植後は防鳥ネット等で水田を囲い込み、野生動物からアイガモを守る。
・アイガモの水田への放飼は移植から1週間後に行い、苗の十分な活着を確保する。
・アイガモが稲穂を食べてしまうことがないよう、出穂期頃には水田から引き上げる。
・アイガモの飼育や誘導のため、慣行よりも単位面積当たりの労働時間は増加する。

○取組の特徴
・�アイガモ農法で栽培されたお米は、「アイガモ君が育てたお米」として販売。㈲フクハラファーム
を代表する主力商品で、ブランド商品としての地位を確立。
・�オーガニック米が加わることで、より幅広い客層に対して自社をPRすることが可能に。消費者に
対する訴求力も非常に大きい。
・�取組を続けたことで、「フクハラファー
ムはアイガモ農法」というイメージが定
着。多くのリピーターを獲得することに
成功した。
・�需要自体は決して多くはないが、そのニ
ーズは確かなものである。

アイガモ君が育てたお米
㈲フクハラファーム
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○担い手の概要
・経営面積（令和2年）；14.8ha（内訳；水稲12.4ha,麦2.4ha,大豆2.4ha）
・水稲有機栽培面積（令和2年）；2.4ha（内訳；コシヒカリ1.8ha,みどり豊0.3ha,秋の詩0.3ha）

○取組の経過
・�安全・安心で美味しいお米を消費者へ届けたいとの思いから、水稲の農薬・化学肥料不使用栽培に
平成19年から取組を開始。
・�平成30年までの除草対策はチェーン除草や自作除草機で実施していたが、省力化のため令和1年に
乗用型除草機を導入。その結果、オーガニック栽培面積は1ha（平成30年）から2.4ha（令和2年）
まで拡大した。
・�面積拡大により米の安定供給が可能となり、有機JAS認証の取得を検討。令和2年に初めて有機
JAS認証機関へ認証申請し、有機JAS指定講習を受講し、9月に実地検査を受検。その結果、
1.8haがJAS認証ほ場（転換期間中）として認められた。

○栽培の特徴
・収量よりも食味を重視し、穂肥は施用していない。
・緑肥（ナタネやヘアリーベッチ）の生育量に応じて基肥を施用。
・乗用型除草機による除草（2〜3回/作）を実施。

○取組の特徴
・有機JAS認証を取得し差別化を図り、多様なニーズに応えようとしている。
・�地域と調和して集落のブロックローテーションに協力し、ブロックに該当したほ場は大豆のオーガ
ニック栽培を行っている。
・有機JAS認証を得るため、主に以下の点を変更した。
　◆育苗培土の変更等、使用資材を有機JAS認証資材とする。
　◆�汚染防止のため、慣行栽培で使用した機械等はオーガニックほ場で使用する前に清掃・洗浄する
ほか、収穫時は外周を別刈りしている。

　◆�有機JAS審査に対応しやすいよう作業日誌をほ場ごとに管理できる様式へ変更。
　◆�転換期間中として認定を受
けるため、平成30年産米
から作業記録をほ場ごとに
記録。

有機JAS認証へのチャレンジ
長浜市T氏

認証機関の実地検査乗用型水田除草機による除草作業
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○組織の概要
・�過去から除草剤不使用栽培にも取り組み、大阪の消費者団体との契約栽培が90％以上を占めてい
たが、取引の継続が危ぶまれたことをきっかけに、平成19年より有機JAS認証にも取り組み販売
体制を転換。
・�現在は水稲17haのうち、約13haで有機JAS認証を取得。

○取組の経過
・�有機JAS認証の取得に合わせて、以前からの顧客に認証取得のお知らせと、有機JASマークを付
した商品の値上げを実施。
・�継続して購入する中で、有機JASシールの必要性は無くなると想定していが、結果は逆で「同じ
ほ場でとれたお米」と伝えても、「過去からの信用」があったとしても、有機JAS表示のあるお米
の利用が年々増加した。
・�慣行栽培に比べ増加する生産コストも加味した有利販売が必要となるが、今のところ「有機栽培」
は殆どの人に分かりやすく、プラスに評価される要素となり、取引の中で有機玄米の卸価格の相場
も10年間変動していない。

○取組の特徴
・�販売事業者からは、接客の中で「これはオーガニックなの？」と聞かれた際「農薬不使用ですが、
オーガニックではありません」、「農薬不使用なのになぜオーガニックではないの？」などと売場の
スタッフが正しい説明ができないことから有機JAS認証が評価されている。
・�有機JAS認証は、認証の取得に必須である日々の作業や出荷記録、資材の確認などを行ったこと
の証明となり生産者にとっても「信用のパスポート」となる。
・�オーガニック栽培を行うだけで利益と結びつくとは一概には言えず、有利販売を行うためには、独
自性を見出し、自分たちのお米の特徴を伝え、対価を払っていただくための努力が必要。

○オーガニック農業の広がりに対して期待すること
・�アメリカやEUの統計では、オーガニックの市場規模は平成17年からの10年で約3倍も拡大してい
る。日本の市場はまだまだ小さいが、コンビニ等でもオーガニック原料を使用した商品を目にする
ことも増え、これから更に大きく伸びていくと考えられる。
・�滋賀県ではオーガニック米の販売に関しても産地として取り組んでおり、それらの仕組みも活用し
ながら、ほんの少しずつからでもオーガニック農業にチャレンジしてみてはどうか。

オーガニック米の有利販売に向けて
　　　　　　　　のんきぃふぁーむ
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○組織の概要
・JAたじまは兵庫県の北部3市2町を管轄し、兵庫県の1/4を占める。
・�職員　約800名、営農指導約1/4。米穀課13名。JAが小ロット・多アイテムに対応できる精米設
備を有し、営業担当3名が京阪神を中心に活動。豊岡市にもPRの担当者が1名おり、連携し販売促
進に取り組む。

○取組の経過
・平成17年:環境に配慮したお米づくりとして普及員からの提案により5戸で取組。
・平成18年:JA内に生産部会設立。
・平成28年:豊岡市内の学校給食に「コウノトリ育むお米」を使用。
・�現在は、部会員約300名、取組面積約400ha、減農薬栽培が7割前後、3割が無農薬栽培で一部は
有機JAS。安全・安心のお米＋αとしてコウノトリ育む取組が評価されている。

○栽培の特徴
・�コウノトリの餌となる生き物を育むため、冬季湛水や早期湛水を努力目標とし、ネオニコチド系の
殺虫剤は使用せず、除草剤は1回とし機械の使用や手取りで行っている（減農薬栽培）。
・中干し開始を通常より遅らせ、カエルの数を数えてから中干しに入ることを要件化。
・品質向上のために、1.85mmの網目を1.9mmとし、発生した網下を米粉に利用。
・食味値を計測し、測定値をフィードバックすることで、品質改善につなげる。
・�JAの部会で栽培技術の高位平準化や継承に取り組み、新規に取り組む農業者に対しては、地域の
ベテランが指導的役割を果たすとともに、JAも重点的に巡回指導を行う。

○取組の特徴
・�「コウノトリ育むお米」として販売しているのはほとんどJAの直売で、JAが生産、集荷、製造、
販売の中心となり様々な取り組みを進めている。
・�農薬・化学肥料を使わず、コウノトリを増やす取組であることを中心に説明・PRすることで、地
域全体がそういう取組をしているようなイメージが強化されていた。
・�出荷した米1kgあたり1円を「コウノトリ基金」として積み立て、そこから給食費に係る割り増し
分の補てんや各種PR事業を実施。
・�販売先のバイヤーだけではなく、店頭の販売員さんにも取組を周知し、応援団となってもらうこと
で、日切れ等へのサポートを得る。
・�米袋に応募券を貼り、生きもの調査の参加者を募る他、県外も含め小学校等の出前授業を実施（子
供が認知→親子で買物をした際に購入→リピーター化）。

コウノトリ育むお米
JAたじま
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○組織の概要
・新潟県佐渡市では、平成19年より「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」を開始。
・�令和元年度では408人が取り組み、市内の主食用水稲の約2割に当たる
1,038haが認証された。
・�市内にある2JAは特別栽培を推奨しており、市内で生産されるほぼすべて
の「コシヒカリ」は通常の5割以下の農薬・化学肥料で生産されている。

○取組の経過
・�平成16年に台風による塩害により収量が平年の約5割まで減収したことから、市場シェアを他産地
に奪われ、翌年以降も約2割が売れ残る事態となった。
・�農業者の生産意欲は減退し、市・JAは強い危機感を持っていたところ、国のトキ野生復帰計画が
平成20年から開始されることから、“生きものを育む農法”を農業技術化し、生物多様性を守る環
境と農業収益の両立を目指した。

○栽培の特徴
　“生きものを育む農法”

　　◆魚道の設置� ：ほ場と水路を生きものが行き来できる魚道を設置する
　　◆ふゆみずたんぼ※� ：冬の間、生きものが生息できるように、ほ場を湿地状態に保つ
　　◆江の設置� ：中干し期間でも生きものが避難できる水辺をほ場内に設置する
　　◆ビオトープの設置※� ：隣接ほ場を作付せず、1年を通して水を張り生きものの住みかとする
　　◆無農薬無化学肥料栽培
　　　※環境保全型農業直接支払交付金とは要件が異なる

　
○取組の特徴
・�平成23年に先進国初の「トキと共生する佐渡の里山」として世
界農業遺産に認定される。

・�平成30年には、野生生まれのトキが放鳥個体を上回り、令和2
年3月時点のトキ個体数は401羽まで増加した。

・�トキをシンボルとして生きものと共生する農法を消費者に知っ
てもらうため、米取扱販売店を中心に販売している。

「朱鷺と暮らす郷づくり」認証
佐渡市

地元直売所で販売されている様子
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【山形県米沢市有機農業生産者K氏の事例】
〇取組の特徴
・�有機JAS認証制度が創設された当初に認証取得し、20年の取組実績がある（令和2年は4ha）。
・�3年前にО社の乗用型水田除草機を購入し、延べ面積で19ha（うち10haは作業受託）で機械除草
作業を実施。機械の稼働時間は、年間90時間程度。

・有機栽培米の収量は、420kg〜480kg/10a（地域慣行600kg/10a）

〇雑草対策のポイント
・田植までに代かきを2回行い、初期に発生する草量（特にヒエ）を抑える。
・�田植7〜10日後から1回目の除草に入り、7日おきに6月末まで2〜3回作業を行う。作業時間は1時
間/20aほど。ただし、大きくなった草は除草しにくいため、1回目の仕上がりを2〜3回目は維持
するイメージ。残草が目立つときは専用のアタッチメントを付けた刈払機で、補完的に作業をする。

・�機械除草時には水深が重要で、O社の機械の場合、ヒタヒタ水程度が理想。水が浅いと車輪が泥
を持ち上げ苗が埋没し、逆に水が深いと雑草の埋没が不十分になる。

【（農）庄内協同ファーム（鶴岡市）の事例】
〇組織の概要
・�庄内協同ファームは平成元年の設立、組合員数40人の法人で、農産物の生産および農産加工品の
製造販売等を行っている。

〇取組の特徴
・�有機栽培の取組は令和2年度に28.3ha。雑草対策は、機械除草とアイガモ、紙マルチが中心である。
・�高齢化や後継者不足により、労力のかかる有機栽培は、ここ5年で約10ha減少した。そこで、法
人内に乗用除草機共同利用組合を設立し、O社の乗用型水田除草機を購入。有機栽培に取り組む8
名が10.5haで取組を始めた。実績は、延べ面積で約21.7haの稼働となった。

・�機械作業等の注意点、次の利用者への機械受け渡し、トラブル対応等について、乗用型水田除草機
の作業マニュアルを作成し、共同利用の仕組み作りを行っている。

・�除草作業は、田植の10日後に1回目、以降10日おきに1〜2回行う。1日当たり2haの作業が可能で、
従来の歩行型水田除草機と比べ、大幅な省力化ができた。また、株間の除草が期待できる機械であ
るため、効果的な除草作業ができた。

・�田植機と水田除草機の条数が異なる場合は、除草部（6条機＋両翼各1条）を付け替えて対応（少
し重いが1人でも作業可能）。

・�庄内エリアの有機農業推進モデルとして、有機栽培面積の増加を目指している。

機械除草を中心とした水稲オーガニック栽培
山形県米沢市有機農業生産者K氏、（農）庄内協同ファーム


