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「安心！広島ブランド」「安心！広島ブランド」「安心！広島ブランド」「安心！広島ブランド」特別栽培農産物特別栽培農産物特別栽培農産物特別栽培農産物    

「「「「事例１：事例１：事例１：事例１：JAJAJAJA 尾道市環境農業研究会尾道市環境農業研究会尾道市環境農業研究会尾道市環境農業研究会」」」」    

    営農方針営農方針営農方針営農方針    ・「安心・安全」かつ「食味値 80 ポイント以上（サタケ食味計）の美味しい米づくり」に取組んでいる（実績：平成 25 年産米 80～88 ポイント）。 ・生産者と消費者との交流を図る。 

    経営経営経営経営内容内容内容内容         会 員 数：１１名  栽培品目：水稲（ｺｼﾋｶﾘ・ﾋﾉﾋｶﾘ）  栽培面積：約５ha  品目収量：430～480kg/10a 

    制度制度制度制度の取組経緯の取組経緯の取組経緯の取組経緯         S62 年に御調町減農薬研究会（H16 年改称）が結成され，減農薬等に取組んできた。制度のことは，当初から知っていた。H18年からこの制度に取り組んでいる。 

    販売に販売に販売に販売についてついてついてついて        販 売 先：消費者，ＪＡ尾道市ええじゃん店，道の駅，ホテル，飲食店 出荷方法：個人 5kg 袋，大口 30kg 袋 価  格：「安全・安心」「美味しい」のこだわり米として有利に販売できている。 

    工夫していること工夫していること工夫していること工夫していること        栽培：制度の基準より厳しい独自基準を設定している。    定例会を開催し，美味しい米づくりの情報交換を行っている。  出荷：米袋や幟にロゴマーク版画「みつぎがんぼう米」を印刷し PR している。     認証マーク認証マーク認証マーク認証マークの利用状況の利用状況の利用状況の利用状況         利用方法：米袋にスタンプで押印。  利用後の状況：制度利用開始(H18)より販売数量は増加している。 

    今後の展望今後の展望今後の展望今後の展望         実需者からの要望を基に，現在出荷している独自基準をクリアした米に加えて，制度基準を満たす米も出荷することで，販売数量を増加させるとともに，栽培面積を拡大し生産量を確保する。 



 

 

    営農方針営農方針営農方針営農方針         除草剤を使用せず，必要最小限の農薬使用により，農薬低減を目指す。 

    経営経営経営経営内容内容内容内容         作業員数：１人(農繁期はパート雇用)  栽培品目：レモン，温州みかん 

(慣行栽培：その他かんきつ)  栽培面積：19a（経営面積 60a）  品目収量：慣行と同等。 

    制度制度制度制度の取組経緯の取組経緯の取組経緯の取組経緯         知人(仲介者)から紹介があり，市の説明会に出席した。 

    販売に販売に販売に販売についてついてついてついて        販 売 先：仲介者に納品し，道の駅や加工業者に出荷。また，イベント等による対面販売も実施。 出荷方法：生果は仲介者が包装し出荷。      加工業者には箱出荷。     工夫していること工夫していること工夫していること工夫していること        栽培：除草剤は使用しない。刈った草はたい肥として利用している。 出荷：品質によって生果と加工用に分けて出荷することで販売ロスがないようにしている。     今後の展望今後の展望今後の展望今後の展望         取組面積の拡大についても検討。  確実な売り先を確保し，生果と加工用が全量出荷できるようにしたい。 

    特別栽培農産物の特別栽培農産物の特別栽培農産物の特別栽培農産物のメリットメリットメリットメリット         消費者のニーズに合うところに出荷しており，慣行栽培より有利に販売できる。     認証マーク認証マーク認証マーク認証マークの利用状況の利用状況の利用状況の利用状況         利用方法：生果はシールを包装に貼付。       加工品は，説明欄の近くに縮小して本制度により栽培したレモンを原料に使用していることを容器に印刷。  利用後の状況：制度取組２年目となり，少しずつではあるが，消費者の反応を感じる。 

「安心！広島ブランド」特別栽培農産物「安心！広島ブランド」特別栽培農産物「安心！広島ブランド」特別栽培農産物「安心！広島ブランド」特別栽培農産物    

「「「「事例２事例２事例２事例２：：：：中本中本中本中本    彰弘彰弘彰弘彰弘」」」」    



 

 

 

「安心！広島ブランド」「安心！広島ブランド」「安心！広島ブランド」「安心！広島ブランド」特別栽培農産物特別栽培農産物特別栽培農産物特別栽培農産物    

「「「「事例事例事例事例３３３３：：：：JAJAJAJA 三原柑橘三原柑橘三原柑橘三原柑橘事業本部事業本部事業本部事業本部」」」」    

    営農方針営農方針営農方針営農方針        環境に配慮した作り方である環境保全型農業に取組み，安全性の観点から「皮まで食べられる皮まで食べられる皮まで食べられる皮まで食べられるレモンレモンレモンレモン」を目指す。 

    経営経営経営経営内容内容内容内容         生産者数：約 200 名  栽培品目：レモン  栽培面積：40ha 程度  品目収量：4ｔ/10ａ（平均） 

    制度制度制度制度の取組経緯の取組経緯の取組経緯の取組経緯         市が開催した会議において，県から制度の情報提供があった。制度に取組むことで
PR に活用できると考えた。ロット確保のために部会で取組むこととした。     販売に販売に販売に販売についてついてついてついて        販 売 先：全国展開（百貨店、量販店、生協等） 出荷方法：専用段ボール（5kg，10kg）      個包装（貯蔵用） 

    工夫していること工夫していること工夫していること工夫していること        栽培：肥料は有機を含む肥料だけを使用。    使用資材や防除時期は毎年検証し，変更したときは毎月各地域で開催している技術検討会で周知している。    広島県果実連合会から 2 名が駐在しており，定期的に巡回している。 販売：鮮度保持フィルムにより１個ずつ包装することで，長期間の保存が可能となり，端境期とされていた 6～8月に出荷している。 

    認証マーク認証マーク認証マーク認証マークの利用状況の利用状況の利用状況の利用状況         利用方法： 段ボール，個包装どちらも 刷り込み印刷 

    今後の展望今後の展望今後の展望今後の展望         特別栽培農産物に取組む生産者の増加や個人の取組面積増加による産地全体の生産面積を拡大していく。 



 

 

エコファーマーエコファーマーエコファーマーエコファーマー        

「「「「事例１：事例１：事例１：事例１：島津りんご園（島津島津りんご園（島津島津りんご園（島津島津りんご園（島津    宏）宏）宏）宏）」」」」    

    営農方針営農方針営農方針営農方針        エコファーマー認定を受ける前から化学肥料及び農薬の使用量削減に取組んでいる。できるだけ有機栽培に近づけるよう努力している。  品質を落とさない程度に面積を拡大し，加工用品種の栽培により，加工品も今後検討していく。 

    経営経営経営経営内容内容内容内容         作業員数：３人（ピーク時はパート雇用）  栽培品目：りんご（15 品種:主要 5 品種）  栽培面積：180a（経営面積 210a）  品目収量：2.5～3ｔ/10ａ       （慣行栽培より 1 割落ちる）     制度制度制度制度の取組経緯の取組経緯の取組経緯の取組経緯         他県の知り合いから，エコファーマーマークを使用したリンゴをもらったのがきっかけ。広島県でもあるだろうと行政に問い合わせた。 

    販売に販売に販売に販売についてついてついてついて        販 売 先：個人での販売と高野町果樹園芸組合「高野りんご」としての共同販売。      個人での販売は，固定客からの事前注文が大半。 出荷方法：６～８個入りの小箱（個人）， 

4kg 箱，8kg 箱 （高野町果樹園芸組合） 

    工夫していること工夫していること工夫していること工夫していること        栽培：除草剤は使用しない 出荷：お客の家族構成などを考え，販売数を提案している。（多すぎると余らせてしまう。）     認定マーク認定マーク認定マーク認定マークの利用状況の利用状況の利用状況の利用状況         利用方法：箱にスタンプで押印，パンフレットを「道の駅たかの」に設置（出荷時期のみ）  利用後の状況：出荷量等に変化はない 

    エコファーマーのメリットエコファーマーのメリットエコファーマーのメリットエコファーマーのメリット            農薬低減について，第三者の認定のほうが自分で言うより信頼性が高いと考えた。 



 

 

                    エエエエコファーマーコファーマーコファーマーコファーマー        

「「「「事例事例事例事例２２２２：：：：しんや農園（瀬尾しんや農園（瀬尾しんや農園（瀬尾しんや農園（瀬尾    憲雅）憲雅）憲雅）憲雅）」」」」    

    営農方針営農方針営農方針営農方針        持続可能な農業を目指して日々努力する。 安全・安心な野菜を消費者に届ける。    

    経営経営経営経営内容内容内容内容         作業員数：４人（農繁期はパート雇用）  栽培品目：多品目       認定品種 18 種類：葉菜類 （ｷｬﾍﾞﾂ,白菜,ほうれん草），根菜類（大根,人参,こぼう），芋類（ばれいしょ,里芋）など  栽培面積：約 198a（経営面積 315a）  品目収量：慣行栽培と変わらない。 

    制度制度制度制度の取組経緯の取組経緯の取組経緯の取組経緯         知人がエコファーマー認定を取得すると聞き，インターネットで調べた。 

    販売に販売に販売に販売についてついてついてついて        販 売 先：スーパーや産直市に直接出荷。 出荷方法：包装済みを出荷  販売価格：慣行栽培のものと変わらない。 
    工夫していること工夫していること工夫していること工夫していること        栽培：農薬はできるだけ使わないようにしている。    作業員の手が空かないよう，生鮮だけでなく，加工品も取組んでいる。 

    認定マーク認定マーク認定マーク認定マークの利用状況の利用状況の利用状況の利用状況         利用方法：包装にシールを貼付。今後は包装に刷り込むことを検討。  利用後の状況：以前と変わりはない。     今後の展望今後の展望今後の展望今後の展望         果菜類（ﾄﾏﾄ,ｷｭｳﾘ,ﾅｽなど）も認定の取得を予定。 加工品（漬け物，こんにゃく）の取組拡大を検討。 

    エコファーマーのメリットエコファーマーのメリットエコファーマーのメリットエコファーマーのメリット         ホームページを開設し，ネット販売を始めたので，差別化が図れると考えている。 



 

 

 

 

エコファーマーエコファーマーエコファーマーエコファーマー        

「「「「事例事例事例事例３３３３：：：：倉橋町施設野菜生産組合倉橋町施設野菜生産組合倉橋町施設野菜生産組合倉橋町施設野菜生産組合」」」」    

    営農方針営農方針営農方針営農方針         平成元年の品種転換を機に，有機質肥料の使用，農薬を低減した栽培への取組みにより，完熟で味が良く，安心・安全な高品質トマトの生産に努め，経営の安定を図っている。 

    経営経営経営経営内容内容内容内容         組合員数：１１名  栽培品目：トマト  栽培面積：375a（経営面積 1,174a） 

    制度制度制度制度の取組経緯の取組経緯の取組経緯の取組経緯         昔から農薬低減等に取組んでいたので，市から情報提供があった。 

    販売に販売に販売に販売についてついてついてついて        販 売 先：全量市場出荷。市場から各 スーパーに分配される。 出荷方法：箱で市場に出荷している。      店頭ではパック詰めが多い。 

    工夫していること工夫していること工夫していること工夫していること        栽培：肥料と水のバランスを重視している。肥料は「ぼかし肥料」を使用しており，原料の配合を変えるなど毎年見直している。    月１回勉強会を開催し，栽培方針等を話し合っている。 販売：後継者グループが，料理講習会や店頭販売などを実施している。 

    認定マーク認定マーク認定マーク認定マークの利用状況の利用状況の利用状況の利用状況         利用方法：市場出荷時の箱に印刷。     今後の展望今後の展望今後の展望今後の展望         産地を維持するためにもう少し面積を拡大させたい。  勉強会等を通じて，品質の平準化を目指す。 

    エコファーマーのメリットエコファーマーのメリットエコファーマーのメリットエコファーマーのメリット         認定マークを付けると販売先に安全・安心がＰＲでき，取り引きできると思った。  実際にスーパーではマークがあるほうがいいと言われている。 



 

 

 

 

 

エコファーマーエコファーマーエコファーマーエコファーマー        

「「「「事例事例事例事例４４４４：：：：農事組合法人シバザクラの里農事組合法人シバザクラの里農事組合法人シバザクラの里農事組合法人シバザクラの里    乃美乃美乃美乃美」」」」    

    営農方針営農方針営農方針営農方針         法人設立時から「環境にやさしい農業と暮らし」を考え，安全で安心して食べられる農産物の生産・安定供給を目指している。 

    経営経営経営経営内容内容内容内容         作業員数：１７名（構成員は６１名）  栽培品目：水稲（ｺｼﾋｶﾘ･ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ･ あきろまん），枝豆 （ｴｺﾌｧｰﾏｰ以外:大豆，野菜等）  栽培面積：31ha（経営面積 34ha）       水稲 18.2ha，大豆 2.3ha       野菜 0.3ha     制度制度制度制度の取組経緯の取組経緯の取組経緯の取組経緯         法人設立時に経営理念及び経営基本方針を盛り込み，取組みを進めている。     販売に販売に販売に販売についてついてついてついて        販 売 先：直接販売，インターネット販売，業者出荷 出荷方法：玄米（10kg，20kg，30kg） 

    工夫していること工夫していること工夫していること工夫していること        栽培：土壌診断を行い，家畜堆肥とミネラルで土づくりをし，化学肥料と化学合成農薬を通常施用量の５割減の特別特別特別特別栽培米栽培米栽培米栽培米を生産している。 法人設立当初から，250 成分の残留農薬の分析と食味計の分析をしている。 販売：法人独自の米袋を作成している。    さらに法人の取組をまとめたチラシを作成し，PR している。法人のホームページでも PR している。 

http://www.nomishibazakura.jp/ 

    認定マーク認定マーク認定マーク認定マークの利用状況の利用状況の利用状況の利用状況         利用方法：米袋にシールを貼付。 

    今後の展望今後の展望今後の展望今後の展望         独自の米袋を作成したので，「シバザクラ「シバザクラ「シバザクラ「シバザクラ米」米」米」米」を認知してもらい，消費者まで法人の理念を届けていきたい。 



 

 

 

 

 

 

エコファーマーエコファーマーエコファーマーエコファーマー        

「「「「事例事例事例事例５５５５：：：：高野町野菜組合ほうれんそう部会高野町野菜組合ほうれんそう部会高野町野菜組合ほうれんそう部会高野町野菜組合ほうれんそう部会    

エコほうれんそー部エコほうれんそー部エコほうれんそー部エコほうれんそー部」」」」    

    営農方針営農方針営農方針営農方針         エコファーマー基準に合うように独自の栽培出荷基準を作成し，部会員に徹底することで，環境にやさしい農業を行っている。 
    経営経営経営経営内容内容内容内容         構成員数：８戸（部会構成員は１９名）  栽培品目：ほうれんそう  栽培面積：1.4ha（実面積）×3～4 回転 

    制度制度制度制度の取組経緯の取組経緯の取組経緯の取組経緯         ほうれんそう部会の部会長が慣行栽培と比べ，よりこだわりを持った生産を検討し，平成 18 年に JA が生産者にエコファーマーの認定取得を提案したのがきっかけ。 

    販売に販売に販売に販売についてついてついてついて        販 売 先： ひろしま菜’S，生協ひろしま 出荷方法：段ボール出荷（共同販売） 

    工夫していること工夫していること工夫していること工夫していること        栽培：慣行栽培に比べ栽培期間が長く（１週間程度）回転数が減少する中で，化学肥料に頼らない栽培方法取り入れ，土づくり徹底など，こだわり続けている。 販売：『「夢産地たかの」エコほうれんそー』として，鮮度を長持ちさせる資材を使用しており，棚もちがいいとの評価がある。     慣行栽培のほうれんそうと分別・集荷販売することで差別化を図っている。 

    認定マーク認定マーク認定マーク認定マークの利用状況の利用状況の利用状況の利用状況         利用方法：包装資材に刷り込み。 

    今後の展望今後の展望今後の展望今後の展望         「ノンステープル箱」の作成や契約出荷が主体となってくれば通いコンテナの検討など，環境により配慮した取組を検討している。 

    マーク利用のメリットマーク利用のメリットマーク利用のメリットマーク利用のメリット        第三者認証があることで，市場からの引き合いが強くなった。 国，県の HP で部会を PR してもらえる。 


