
環境に配慮した農業生産活動である｢エコ農業とちぎ｣の取組や情報を紹介します！

エコ農業とちぎ推進公開ほ場・エリアを設置！
　ほ場・エリアごとに研修会を開催します！

エコ農業とちぎ通信

研修会の詳細や各地の取組を
facebookで発信します
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公開ほ場･エリアに
来てほしいまる♪

観て！触れて！
体験しよう！



機械除草による減農薬・減化学肥料栽培の取組
～水稲（足利市）～

エコ農業とちぎの取組内容

ほ場所有者：保足　清
ほ場所在地：足利市西場町257、258

公開期間：平成30年６月１日～９月30日

　　　

アイガモ農法などの環境に優しい水稲栽培
～水稲（那須塩原市）～

エコ農業とちぎの取組内容

ほ場所有者：永井憲一
ほ場所在地：那須塩原市越堀688-3

公開期間：平成30年６月１日～10月31日

　　　

エコ農業とちぎの取組を紹介します！
地球：地球温暖化防止の取組　生き物：生物多様性の維持・向上の取組　環境：環境負荷低減の取組

都市近郊農業と消費者交流につながる取組
～水稲（宇都宮市）～

エコ農業とちぎの取組内容

氏名・組織：下田原エコ ･ ワークシェアーズ
ほ場所在地：宇都宮市下田原町1687-5　

公開期間：平成30年６月１日～11月30日

　　　

平成30年7月21日・10月中旬 開催
お問い合わせ：河内農業振興事務所
 TEL：028-626-3072　FAX：028-626-3071

研修会
生き物観察会・稲刈り体験　　　

平成30年６月上旬・７月下旬 開催 平成30年６月８日・８月８日 開催
お問い合わせ：那須農業振興事務所
 TEL：0287-22-2826　FAX：0287-23-4961

研修会
生き物観察等　　　

研修会
見学会　　　

歩行型中耕除草機による除草での米づくり
～水稲（茂木町）～

エコ農業とちぎの取組内容

氏名・組織：空土ファーム　松原　努
ほ場所在地：茂木町赤房635，636，642　

公開期間：平成30年６月１日～10月31日

　　　

平成30年6月上旬・10月上旬 開催
お問い合わせ：芳賀農業振興事務所
 TEL：0285-82-3074　FAX：0285-82-9978

研修会
農作業体験等　　　

お問い合わせ：安足農業振興事務所
 TEL：0283-23-1431　FAX：0283-23-5693
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地　球　・太陽熱を利用した熱源の使用（架干し）
　　　　・窒素施肥量の適正化・低減（ぼかし肥料使用）

生き物　・除草剤を使わない米づくり（歩行型中耕除草機使用）

環　境　・有機農業（無農薬・無化学肥料栽培）

地　球　・稲わらの堆肥化後の施用（耕畜連携の堆肥施用）

生き物　・緑のあぜづくり

環　境　・減農薬・減化学肥料栽培（アイガモ農法）

地　球　・窒素施肥量の適正化・低減

生き物　・緑のあぜづくり
　　　　・除草剤を使わない米づくり

環　境　・減農薬・減化学肥料栽培（リンク・ティ）
　　　　・地域資源による堆肥の使用

地　球　・窒素施肥量の適正化・低減

生き物　・緑のあぜづくり
　　　　・側溝のふたかけ（カエル保護）
　　　　・ビオトープの設置と維持

環　境　・減農薬・減化学肥料栽培



有機農業の栽培技術を紹介します！
土 ：土づくりの技術　　　　病虫：病害虫等防除の技術　　　　雑草：雑草防除の技術

安全・安心な食材供給を目指した有機栽培
～野菜類・小豆・小麦（鹿沼市）～

有機農業の栽培技術

ほ場所有者：一本杉農園　福田大樹
ほ場所在地：鹿沼市西沢町380-2　

公開期間：平成30年６月15日～10月31日

　　　

平成30年6月26日・10月下旬 開催
お問い合わせ：上都賀農業振興事務所
 TEL：0289-62-6125　FAX：0289-62-6127

研修会　　　

鶏糞・米ぬかを利用した野菜の有機栽培
～野菜類（那珂川町）～

有機農業の栽培技術

ほ場所有者：ヤヤキタ農園　車　庄三
ほ場所在地：那珂川町健武1496　

公開期間：平成30年7月１日～11月30日

　　　

平成30年7月21日・11月10日 開催
お問い合わせ：塩谷南那須農業振興事務所
 TEL：0287-43-2318　FAX：0287-43-4072

研修会　　　

天敵生物を活用した有機稲作
～水稲（野木町）～

有機農業の栽培技術

ほ場所有者：舘野かえる農場　舘野廣幸
ほ場所在地：下都賀郡野木町佐川野1489-1　

公開期間：平成30年６月１日～10月31日

　　　

平成30年７月上旬・９月上旬 開催
お問い合わせ：下都賀農業振興事務所
 TEL：0282-24-1101　FAX：0282-23-6563

研修会　　　

時期により案内するほ場が異なることがあります。
研修会への参加や見学を希望する場合は、各農業
振興事務所に連絡してください。

「エコ農業とちぎ」って何？
　環境保全型農業に地球温暖化防止や生物多様性の 
維持・向上等を加えた総合的な取組です。
　農業者の方々にはエコ農業とちぎを「実践する」、
消費者等の方々には「応援する」と自ら宣言していた
だき、宣言者同士の関係づくりを進めていきます。

宣言書を進呈するまる♪

実践宣言書

応援宣言書

南摩郵便局

JAかみつか

特別養護老人ホーム
 かぬま四季の里 177

15

北川医院

女体山

高鳥山

馬頭高等学校

大桶運動公園

烏山城カントリークラブ

若鮎大橋

294

293

293 461

三枚畑

旭町

52

224

健武上公民館

道の駅 ばとう 那珂川町
馬頭広重美術館

㈲斎藤自動車

林入口
190

190

294

ファミリーマート
野木町立
佐川野小学校

特別養護
老人ホーム
虹の舎

森永スチロール（株）
 栃木工場

　土　　・雑草のすき込み
　　　　・原木シイタケの廃ホダ木等を利用した堆肥の施用病

病　虫　・適正な肥培管理による病害虫発生抑制
　　　　・天敵生物（クモ、カエル）の活用

雑　草　・田植前の３回代かきによる除草
　　　　・深水管理

　土　　・地元産堆肥の施用
　　　　・ぼかし肥を原料とする液肥の施用

病　虫　・適正な肥培管理による病害虫発生抑制
　　　　・混植による病害虫の抑制

雑　草　・草マルチ（芝草刈敷き）による抑草
　　　　・手取り及び管理機による除草

　土　　・鶏糞と米ぬかを利用した土づくり
　　　　・草のすき込み

病　虫　・手取り

雑　草　・リビングマルチによる抑草
　　　　・刈り払い機による機械除草



エコ農業とちぎカタログ
　持続性の高い農業生産活動の推進のために「生産者が実践できる取組内容」をまとめたも
のです。「エコ農業とちぎ」のＨＰにＰＤＦ版を掲載しておりますが、御希望により冊子の
提供も可能です。

ホームページ（宣言の申込み　エコ農業とちぎの詳細についてはこちら!）

お問い合わせ　　栃木県農政部経営技術課　
〒320-8501　宇都宮市塙田1-1-20　　TEL：028-623-2286　　FAX：028-623-2315

ＪＡかみつが今市農産物直売所 （日光市）
〇�平成30年２月23日に実践宣言書交付式を行い、日光市で初めてのエ
コ農業とちぎ実践店舗になりました。組合長からは「さらに環境に
配慮した農業生産を行い、安全・安心で信頼のある農産物を提供で
きるよう努力していきます」との力強い決意表明がありました。
〇�日光市内のホテルから「本物の出会い栃木ＤＣを契機に、地元産農
産物直売に取り組みたい」との要望を受け、４月よりホテル内に毎
週日曜・月曜限定のミニ直売所をオープンしております。
〇�組合員実践宣言者：43名

すぎやま農場（塩谷町）
〇�水稲・麦・大豆による有機農業経営に取り組み、有機ＪＡＳを取得しています。
〇�化学肥料を使わず植物系肥料の施肥による土作りを行い、健全に育て病害虫に
強い作物とします。
〇�生物多様性を生かし、天敵による病害虫抑制や早期湛水深水代かきによる抑草
を行っています。
〇�ほ場をパソコンで管理し、生産工程管理記録をＷＥＢ公開しています。また、
ＧＰＳを搭載したトラクターによる深水代かき等、先端技術も取り入れてい
ます。

ミニファーマーズマーケットが開催されました
　オーガニックフェスタ連絡協議会では、2018年12月２日に「オーガニックファー
マーズマーケット～とちぎの台所2018～」の開催を予定しています。また、今年度
は、有機農業をより身近に感じていただくため、各地でミニファーマーズマーケッ
トの開催を予定しております。第１回は４月28日（土）に「あぜみち上戸祭店」で
開催され、生産者等の出展の他、店内デリでは、「あぜみち」と本協議会のコラボ
企画による限定メニューも販売されました。

実 践 宣 言 者紹介

廃プラスチックの回収 リビングマルチによる抑草 田植後に深水管理を行う水田

農場長（右）とスタッフ


