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︻視察日程︼
︻視察研修先︼

静岡県藤枝市
静岡県清水市
︻参加議員︼

瀧澤征幸

萩野幸弘
新田勝見

アグリフューチャー
藤枝の概要
▽平成 年１月︑漢方

薬の原料となる薬用農
作物の栽培を行う生産
組織として﹁藤枝市薬
用農作物生産出荷組合
アグリフューチャー藤
枝﹂を設立
▽薬用農作物として
﹁ミシマサイコ﹂の契
約栽培を展開
▽組合員数
名↓現
在は 名
▽作付面積﹂約３
▽必要な機材は組合で
所持し貸与する
▽事務局 藤枝市農林
課
ha

ミシマサイコについ
て
お茶をはじめとした
農作物の価格低迷︑農
業者の高齢化︑イノシ
シ被害などのため︑農
業経営安定化につなが
る作物を検討してい
た︒
漢方薬の原料となる
﹁ ミ シ マ サ イ コ ﹂ は︑
地元製薬会社との契約
栽培が可能であり︑同
社から奨められた薬草
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どの固形物１日１１５
ト ン を 受 け 入 れ︑
１００％リサイクル処
理している︒
食品残さ・
家畜糞尿は固液分離
し︑液分がメタン発酵
設備に送られ︑メタン
ガスエンジンにより発
電する︒固液は︑減菌
装置を通って消化液
︵液肥︶となる︒固液
分離された固形物は︑
堆肥化設備に送られ︑
一次発酵二次発酵を経
て堆肥となる︒
電力
︻場内使用︼
２︐
０００ ／日
︻場外売電︼
２︐
０００ ／日
消化液
農場へ ｔ／日販売
液肥として土中注入
散布
堆肥
農場へ ｔ／日販売
ガスエンジン発電機
により電力と排熱を得
て︑電力は場内利用・
売電し︑排熱は家畜糞
尿・食品残さの昇温と

︵新興会・清風会・緑風会︶

会派合同視察研修

２月 日〜 日

藤枝市での研修

である︒
ミシマサイコは︑乾
燥に強く︑発芽までは
潅水が必要であるが︑
その後は不要であり︑
作業の手間が軽減され
る︒一人での作業も可
能となる︒
匂いが強烈なため︑
鳥獣害の被害がほとん
どない︒
耕作放棄地︵遊休農
地︶の再生として︑ミ
シマサイコ作付面積の
約半分は耕作放棄地を
活用している︒※耕作
放棄地再生利用緊急対
策事業
︵例 国１／２︑
県１／４︑市１／４︶
︑
補助金によりミシマサ
イコ実証圃を設置︒
平成 年度から︑地
元製薬会社の了解によ
り新たな除草剤の使用
が可能となった︒除草
の省力化に向け︑より

メタン発酵糟の保温に
利用されている︒小岩
井農場で排出される家
畜の排せつ物処理は︑
環境面で課題があっ
た︒平成 年に家畜排
泄物適正処理法が施行
され︑いわゆる野積み
等が禁止された︒この
ことにより︑当農場に
限らず飼養規模に見合
う処理施設や堆肥舎な
どが設置された︒
最終的に産出される
消化液・堆肥は場内に
投入されることから︑
重金属の蓄積が懸念さ
れる魚介類や︑防疫の
観点から肉類等の受け
入れはしていない︒環
境とエネルギーがしっ
かりと調和し︑リサイ
クルする施設整備と運
営実績は極めて高いと
感じた︒
東北町の概要
小川原湖を﹁宝湖﹂
と呼び︑シラウオとワ
カサギの漁獲量が日本
一︒
ほかにシジミなど︑
１年を通して採れる魚
介類が豊富である︒農
業では︑水稲をはじめ
生産量日本一を誇るナ
ガイモ︑根菜類や葉た

ばこ生産が盛んで︑県
内でも有数の規模を誇
る畜産地帯である︒

■以上のことから︑遠

効果的なマルチ栽培の
研究が必要である︒除
草作業は栽培のリタイ
アの大きな要因となっ
ているためである︒
採算性については明
快な回答がなかった
が︑恐らく労力分を換
算すると赤字になると
のこと︒しかし︑高齢
者対策︑耕作放棄地の
再生︑有害鳥獣対策に
は打って付けの作目で
はないだろうか︒

薬草ミシマサイコ

ＪＡゆうき青森の
﹁有機の里﹂構想
ＪＡゆうき青森は︑
東北町・七戸町・野辺
地町・六ヶ所村で構成
された地域である︒販
売品販売高１３４億
円︑購買品供給高 億
円で︑行政が主要施設
の洗浄選別貯蔵・下位
等級品の処理加工施設
整備をしっかりと支え
ている︒おいしい安全
野菜の産地づくりを目
指し︑土づくりに有効
な堆肥の製造と土壌診

断に基づく施肥改善の
ための分析センターと
堆肥センター・有機供
給センターを整備して
いる︒
耕畜連携により︑
循環型の農業を構築し
ている︒営農指導体制
も品目担当から地区担
当制とし︑更に部会事
務等から開放し︑指導
業務に専念する体制と
している︒ＪＡゆうき
青森では︑エコ・ファ
ーミングＰＢＣ認証を
取得し︑
﹁ 安くておい
しい︑消費者に選ばれ
続ける野菜と産地﹂を
目指す取り組みを進め
ている︒

野市においても薬草栽
培について研究・検討
を進める価値が十分に
あるのではないだろう
か︒また︑藤枝市の薬
草栽培への実践的取組
は︑自ら市で生産組織
の事務局を受け持つな
ど素晴らしく︑特産品
開発等への大きなヒン
トとなるのではない
か︒

藤枝市議会議場にて
※【エコ・ファーミングＰＢＣとは】
「健康な畑に健康な野菜が育つ」との信念から、JA
独自で設定した認証システムのこと。基本となるほ場目
標値を設定し、土壌診断結果と巡回確認によって登録
された生産ほ場ごとに認証している。
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環境に配慮したバイ
オマス資源の循環
サイクルの促進
バイオマスパワーし
ずくいしは︑平成 年
に資本金３千万で小岩
井農牧をはじめ４社１
町で設立され︑平成
年から事業を開始し
た︒小岩井農場で飼養
する搾乳牛や肥育牛︑
鶏が排泄する糞尿を主
体に︑町内の学校等給
食加工残さと食品加工
会社からのコーヒー
糟・もやし︑おからな

東北町役場での研修

︻視察日程︼
︻視察研修先︼

雫石町株式会社バイ
オマスパワーしず
くいし
青森県上北郡東北町
ＪＡゆうき青森
︻参加議員︼

︵順不同︶

59

25

16

62

kw

kw

21

菊池邦夫︑
瀧本孝一︑
菊 池 由 紀 夫︑ 菊 池
民彌︑浅沼幸雄︑荒
川 栄 悦︑ 菊 池 巳 喜
男︑ 照 井 文 雄︑ 萩
野幸弘︑新田勝見
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バイオマスパワーしずくいしの説明員の話に
熱心に聞き入る委員たち
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12
とおの議会だより
とおの議会だより
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視察報告
視 察報告

