
枝豆導入による化学合成資材の５割削減
と畑作経営における農業・農村の活性化 

「平成2３年度 環境保全型農業推進コンクール」大賞 

（農林水産大臣賞）事例発表 

北海道十勝 中札内村農業協同組合 



北海道十勝 中札内村の概要 

総農家数 専業農家 1種兼業 2種兼業 うち畑作 畑作面積 1戸平均 

153戸 114戸 33戸 6戸 123戸 4,381ha 36ha 

主要作物名 

（平成22年産） 
枝 豆 

サヤイン
ゲン 

小麦 豆類 馬鈴薯 甜菜 

作付面積（ha） 518 254 878 487 958 1,087 

比率（%） 11.8 5.8 20.0 11.1 21.9 24.8 

生産戸数 100 101 105 70 123 123 

環境保全対象面積（ha） 501 205 40 292 65 0 

エコファーマー認定農家 100 96 3 31 11 0 



地域資源循環システム（土づくり） 

○畜産団地の整備（昭和40～50年代） 

○家畜ふん尿の畑地還元、コントラクターによる労働軽減（昭和46年～） 

○平成17年地域資源利活用施設の整備により、家畜糞尿や澱粉粕等の残渣を堆肥化、年間
約３万ｔの原料処理 

【中札内村堆肥化センター】 

減化学肥料に向け
た取り組みが一層

進む 
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・畑地より飼料供給 

畑 

作 

部 
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甜 菜 
育苗センター
利用組合 

小 麦
豆 類 

枝豆、サヤ
インゲン 

馬鈴薯 

養 鶏 

養 豚 

ブロイラー 

酪 農 

食肉加工所 

養豚検疫 
センター 

哺育センター 

生乳検査施設 

酪農ヘルパー 
利用組合 

小麦・豆類乾
燥調整施設 

種子、食用共同
選別、貯蔵庫 

南工連（澱粉） 農協整備工場 
農薬廃棄物 
処理施設 農配肥料工場 飼料組合 大規模育成牧場 

酪畜農家集団 畑作農家集団 機械銀行 

農産物加工処理施設 

中札内村農業を支える原動力（地域複合システム） 



輪作体系の改善 

枝豆を導入した５年輪作体系例畑作物による４年輪作体系例

秋まき
小麦
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しょ

枝豆

豆類

馬鈴
しょ

秋まき
小麦

てん
菜
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○ 澱原馬鈴しょ→秋小麦→てん菜→豆類 

 （4年輪作体系も困難、早堀り、適期は種による収量変動など） 

○ 枝豆導入により、澱原馬鈴しょ→枝豆→秋小麦→てん菜→豆類 

 （5年輪作により畑作物全体の収量・品質が向上する） 

畑作物の輪作体系
に組入れ可能で収
益性が高いこと… 



生産環境 

【プランターによる播種作業】 

額縁栽培の徹底により、
農薬のドリフト防止と枝
豆の圃場を明確に位置づ

ける 

○ 新規投資する農業機械が無いため、
生産者の作付意欲が高い 

○ 土地利用型（畑作物）と比較して
同等の単位労働時間を実現 

○ 安全、安心に対する取組みとして
「額縁栽培」の徹底と義務化 



「額縁栽培」は必須、統一した管理基準 



平成22年度 

推計値 

 

有機物の発生量
（堆肥換算）t 

耕地面積（ha） 

畑 地 飼料畑 

家畜ふん尿 98,454 
 

4,500 

 

（2.1ｔ/10a） 

 

1,649 

 

（3.6ｔ/10a） 

緑肥作物 660 

ほ場副産物 51,246 

澱粉工場粕ほか 2,774 

合 計 153,134ｔ 6,149ha（2.5ｔ/10ａ） 

化学肥料５０％以上削減  

○ 10aあたり有機質の平均還元量は、153,134ｔ÷6,149ha = 2.5 ｔ 

○ 土壌診断データに基づく適正施肥 

○ ＢＢ肥料（農協配合銘柄）の製造、利用による低コスト化 

○ 化学肥料の施用量 窒素成分量を 2㎏/10a→0.9㎏/10a以下（5割削減） 

農配えだ豆用Ｓ１５１ 

（20㎏、保証成分） 

Ｎ 1.5 % 

Ｐ 25.0 % 

Ｋ 11.0 % 

Ｍｇ 6.5 % 

【中札内村全域における有機物の発生量】 

土づくりを積み重ねた結果、 



作物別の施肥要素量
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標準施肥量 窒素（施用上限） リン酸 加里 

ＪＡ中札内村 40～60kg 0.6～0.9 10.0～15.0 4.4～6.6 

北海道施肥基準 70㎏ 2.0 20.0 8.0 

対 比 － 60%以上削減 50%以上削減 30%以上削減 

【枝豆の施肥基準】 

(円/10ａ) (㎏/10ａ) 

枝豆肥料40㎏施肥で「ＮＰＫ ５割減」 



化学合成農薬５０％以上削減 

○ アブラムシ対策として、農薬の茎葉散布を削減 

 （種子コーティング、飛来予測システム活用、黄色水盤により飛来量を調査） 

○ 機械除草の励行、額縁栽培の義務化（アブラムシの飛来防止） 

○ 菌核病対策として栽植密度や施肥改善への取組みを進める 

○ 化学合成農薬の成分使用回数を削減可能に（道慣行13回→6回以下） 



病害虫防除回数の削減 

「わい化病」を媒介するアブラムシの防除体系 

苗立枯病 

ピシウム「苗立枯病」病防除 



収穫体系の大幅改善 

○ 定置式莢もぎ機に始まり、従来の牽引式収穫は1日あたり0.5ha収穫 

○ 高性能ハーベスターの導入による収穫体系の改善 

 →1台あたり6～7ha/日、3台導入整備、3台で1日あたり15ha以上収穫 

○ 農家労働の大幅改善により、他作物との作業競合が回避されます。 

 →行き届いた農作業管理により、他作物においても品質や収量アップへ 

従来の枝豆収穫「アーサーリフト」 



収穫作業の効率化による効果 

作業名 中札内村 道標準体系 

整地、播種 1.3 1.5 

中耕、除草 1.3 0.6 

病害虫防除 0.2 0.4 

収穫、運搬 0.4 10.7 

合計 3.2 13.2 

10aあたり労働時間は、3.2時間 

○ 二酸化炭素の排出量を抑制効果もあり環境にやさしい 

○ 土壌中の炭素蓄積効果に対する役割 

○ 枝豆におけるＩＰＭ（総合的病害虫防除管理）と緑肥作物の導入 

10aあたり収穫の燃料使用量5分の1へ 

実績により試算 ハーベスター 従来収穫機 

時間あたり収穫面積 50ａ 1ａ 

時間あたり消費燃料 25.0ℓ 2.5ℓ 

10aあたり消費燃料 5.0ℓ 25.0ℓ 

ℓ あたりCO2排出量 2.619 ㎏ 

燃料削減量（500ha） 10万リットル 

ＣＯ2排出抑制量 261.9トン 



冷凍加工施設で、３時間以内に処理 

農家トラック 原料定量、供給 洗浄・夾雑物除去 

塩味付け・窒素冷凍  

運 搬 受 入 
原料処理 
ライン 

半製品製造・ 
冷凍加工 
ライン 

冷凍冷蔵庫 ハーベスター 

○ 残留農薬検査は、収穫７日前と受入時のＷチェックで厳重に確認 

○ 液体窒素（-196℃）による急速冷凍システムを整備（H17、H21） 

○ ハーベスター収穫後は、待機することなく迅速に処理（日量150ｔ処理） 

○ 収穫後3時間以内に冷凍加工処理 



○ 衛生管理されたJA直営工場は、平成23年「北海道HACCP」認定取得 

○ 食味を落とさず、鮮度の良い高品質で美味しい枝豆が出来あがります 

○ 莢から子実を剥く「むき枝豆」は、時間あたり400㎏処理体制を整備（平成23年） 

冷凍冷蔵庫 色彩選別機 
製品包装
（手選別
ライン） 

冷凍冷蔵庫 
 

製品販売 

安全・安心な枝豆 
収穫日時、生産者番号により個体管理 



トップセールスによる取引拡大 

世界に羽ばたく「ＥＤＡＭＡＭＥ」 

○ 山本組合長自らのトップセールスでアピール、全国えだまめサミットin十勝2011誘致 

○ 全国各地のイベントに積極参加、年間約40ヶ所、国内取引件数250社へ 

○ 平成22年海外輸出量1,140㎏、アメリカ・香港・ドバイ・ロシア、今後取引拡大へ、 



食育にも積極的に対応 

○ 第1回（平成23年）、第2回（平成24年） 

  枝豆旗争奪少年野球大会、選手及び観客への 

 無料提供、食べ放題 

○ 地元小学生、大学生や生協組合員などの見学会や   

 体験実習 

○ 全国33都道府県の学校給食会へ供給 

ＪＡ中札内村 農畜産物PRキャラクター 

地元小学生にも高い人気№1「えだまめ」 



地域社会への貢献 

農業経営の安定と高い就農率 

○ 枝豆による経営安定（粗収入11万円、所得率67%） 

○ 魅力ある農業の展開、農業後継者の就農率が高い 

 ・過去10年間の就農人数は、50人 

○ 農村景観の美化、農家ガーデニングが盛んな地域 

○ 花いっぱい運動「花フェスタ」も活発、民間観光ツアーが企画（大手菓子会社の美術館、
収穫体験、ファームレストラン） 

○ 雇用の場を創出（加工施設整備による人員確保） 

→冷凍加工施設のJA職員採用 31人（平成18年）→96人（平成23年） 

○多彩な商品アイテムは、食品会社との連携や6次産業化として注目 



建設のコンセプト 

１. 環境問題を考えた冷凍機の冷媒対策 
２. 省エネ・節電可能なシステム・安価なランニングコスト 
３. 安全・安心で美味しい製品の提供・製品の品質管理システム  

自然冷媒を活用した枝豆・インゲンの保管 

最新の省エネ冷凍・冷蔵システム 



ＮＨ３／ＣＯ２クーリングシステムとは 

Ｂ : ＮＨ3/ＣＯ2 自然冷媒を使用した場合(導入方式) 

  ＮＨ3 (アンモニア)  ＯＤＰ＝０ ＧＷＰ＜１ 

  ＣＯ2 (炭酸ガス)    ＯＤＰ＝０ ＧＷＰ＝１ 

注）ＯＤＰ：オゾン破壊係数 ＧＷＰ：地球温暖化係数 

Ａ：フロン系冷媒を使用した場合(従来システム) 
 

 ■ オゾン層破壊物質、温室効果ガス 
  フロンＲ-２２    ＯＤＰ＝0.055 ＧＷＰ＝1,700 
  フロンＲ-４０４Ａ ＯＤＰ＝0 ＧＷＰ＝3,850 

環境対応型のシステムであること 



膨張弁 

水冷凝縮器 

ＣＯ２ 
レシーバー 

ＣＯ２/ＮＨ３ 
熱交換器 

圧縮機 

膨張弁 

水冷凝縮器 

ＣＯ２ 
レシーバー 

ＣＯ２/ＮＨ３ 
熱交換器 

圧縮機 

冷却塔 

冷却水ポンプ 

設定室温：-30℃ 

ＣＯ２ 

流量調整弁 

A 冷凍庫 クーラ 8台 

ＣＯ２ 

ＮＨ３ 

冷却水 

ＮＨ３／ＣＯ２クーリングシステム フロー図 

B 冷凍庫 

流量調整弁 

クーラー 8台 

ＣＯ２ 

冷却水ポンプ 



システム 空冷式 R-404A冷媒 水冷式 NH3/CO2自然冷媒 

ユニット台数 ６セット ２セット 

必要能力 ３０１.２Ｋｗ 

消費動力 294 Ｋｗ 224 ｋｗ 

年間基本料金 4,852,764円 3,697,344円 

年間使用料 16,897,600円 12,874,300円 

電気料金合計 21,750,000円 16,570,000円 

差 異 - - 5,180,000円 

 注）北電基本料金：1,375.5円/KW、使用料金：12.07円/KW、13.2時間/日運転で算定 

ランニングコストの比較 

年間約５００万円の節約 



LED照明の採用による負荷低減 

LED照明を庫内に２６５灯採用 
○ 照明負荷の比較(全灯時) 
  従来の照明では 100w×265灯= ２６.５ｋｗ 
  ＬＥＤ照明では  23w×265灯=  ６.１ｋｗ 

照明負荷は、従来比２３％まで削減しました。 

 また、自動ラック連動照明システムを採用することにより更なる省エネ
化を実現しております。 



入出庫管理システムで製品の品質を守る 

安全・安心・美味しい製品の提供 

１.製品保管の管理 
 ・在庫量、保管日数の管理（サーバーシステム） 
 ・品質管理の徹底（ハンディ端末によるパレット管理） 
 
２.作業経過の管理 
   ・リアルタイムに作業進捗を管理することより、無駄のない鮮度  
  保持を実現する 

■ 新設冷凍庫の仕様は 
 63m×34m×高7.8ｍ×2室 
 ＝製品保管4,000トン 
■ ラック配列 
   88列×20組×4段積 
 ＝7,040パレット 



以上のことから、 
 
１.環境問題に対応した取り組みを先進的に進めます。 
２.常に省エネ・節電を考えています。 
３.安全・安心で美味しい製品管理を実現することが出来るよう努めます。 
 
○ 最新の冷凍・冷蔵庫、管理システムを完成させることが出来ました。 



枝豆導入による化学合成資材の５割削減
と畑作経営における農業・農村の活性化 

北海道十勝 中札内村農業協同組合 


