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茶生産などでは窒素肥料の多投入によって付加価値化が図られてきた。静岡県の農耕
地面積あたりの窒素収支は＋390kgN/ha（全国ワーストワン）である。現在では、施
肥量を削減した環境保全型農業の推進が行われている。しかし、植物が与えられた肥料
をもれなく吸収するわけではないため、農地から排出される窒素を完全にゼロにするこ
とはできない。 　
静岡県では、地形的に台地上で畑作を行い、低地で水田稲作を行う「畑地―水田連鎖
地形」の景観が多く見られる。このような連鎖地形において畑地と水田が連携すること
によって地域の環境を向上させることが可能である。 　
ここでは、水田のもつ優れた能力をフル活用して、ふるさとの美しい水を保全するモ
デルを提案したい。

水田は脱窒菌というバクテリアのはたらきによって、窒素を浄化する能力がある（→35 ページ） 。
冬の間も水を張ることで、水田による水質浄化は年間を通じて安定的に行われる。さらに稲わらなど
の有機物を入れることでバクテリアの働きが高まり、浄化能力は著しく向上する（→36 ページ） 。 　
　この水浄化技術の活用により、水田を通ることで水は浄化され、きれいな水が河川に流れ込むよう
になる。 　
なお、この技術は農地・水・環境保全向上対策事業の営農活動メニューに採用されており、実施地

域では地域に対して20万円、実施農家に対して6,000円 /10a が支払われる。

水田の水質浄化機能を活用した環境改善

研究成果の活用モデル１

畑－水田連鎖地形における環境改善

ポイント 水田を活用して水質を改善する1

ポイント 水田を活用して水質を改善する1

水田の機能を活用した水質浄化は生産水田でなく、休耕田を活用しても可能である（→27ページ） 。 
　かつて浜名湖沿岸で栽培されていたシチトウイは、管理が容易で水質浄化能力が高く、休耕田を活
用した水質浄化に適した水生植物である（→28ページ）。  

ポイント 休耕田を活用して水質を改善する2

水質浄化の効果を高める「冬期湛水技術」は、同時に水田雑草の発生を抑制する効果もある（→24
ページ） 。そのため、除草剤に過度に依存しない環境保全型農業が可能となる。 　
一例として、この技術を使って袋井市の一部の地域では環境ブランド米として高付加価値販売を実

現している（→56ページ）。 

・畑地からの環境負荷が軽減される。
・農地・水・環境保全向上対策事業による交付金が支給される。
・冬期湛水の低農薬による、米の付加価値販売が可能となる。

ポイント 冬期湛水により環境保全型農業を行う

農家のメリット

・水質浄化によって地域環境が改善される。
・農地・水・環境保全向上対策事業による交付金が支給される。

地域のメリット

・河川の水質が改善される。
・環境保全型農業による米を購入できる。

市民のメリット

3

ポイント 休耕田を活用して水質を改善する2

ポイント 冬期湛水により環境保全型農業を行う3
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「農地・水・環境保全向上対策事業」により、地域の人々が協働して、水路やあぜ、休耕
田などの農地環境の管理を行う取組みが広がっている。 　
休耕田やあぜは適切に管理すれば、生き物の生息地となり、地域の自然環境を向上させ
る効果がある。しかし、管理法を誤ると、かえって害虫や雑草を増やすことにもなりかねない。 
　せっかく、地域ぐるみで管理するのであれば、適切な管理によって、ふるさとの豊かな
自然を健全に保全したい。 　
ここでは、生物多様性を高めるとともに、害虫や雑草の発生を効率的に抑制する休耕田
や農地周辺環境の管理手法について提案する。

休耕田を活用した景観植物の植栽が各地で行われている。 　
景観植物の中でも、レンゲやヘアリーベッチ、アップルミントは水田害虫の発生源となる雑草を抑

制するとともに、害虫を食べるクモやテントウムシなどの天敵を増やす効果が認められている（→23
ページ ,25 ページ ,34 ページ）。これらの景観植物を活用することで、地域の景観整備を推進すると
同時に、害虫の発生を抑制することができる。

適切な農地管理による健全な生態系の保全

研究成果の活用モデル２

地域の生態系管理と害虫防除

ポイント 景観植物により雑草と害虫を抑制する1

ポイント 景観植物により雑草と害虫を抑制する1

あぜや川の土手、休耕地は草刈り管理が行われることが少なくない。しかし、イネの害虫であるカ
メムシが発生するイネ科雑草は、草刈りに強い性質を持っている。そのため、草刈りをやりすぎると、
イネ科雑草が増えてカメムシを増やしてしまうことにもなりかねない。 　
適切な時期の草刈りを心がけるとともに、少し高めに草を刈って、草刈りの影響を少なくすること

でイネ科雑草の蔓延を防ぐことができる（→29 ページ） 。また、この草刈りは、草地に住むカエルや
昆虫などの生き物にもやさしい管理技術である。 

ポイント 周辺環境技術で害虫を抑制する2

水田をすみかとする生き物は多い。ただし、農業技術の発達や水田環境の変化により、生き物にと
って水田はすみにくい環境となりつつある。そのため、カエルや水生昆虫、水草の中には、絶滅が心
配されるまでにその数を減らしているものも少なくない。しかし、それらの水田の生き物の中には、
休耕田を避難場所として生き延びているものもいる（→21ページ） 。 　
休耕田を生き物のすみかとして保全し、米の生産性を行う水田と役割分担することで、地域全体と

して豊かな自然環境を保全することが可能となる。

・水田周辺における害虫発生が抑制され、環境保全型農業の実現につながる。
・休耕田の荒廃が防がれ、復田可能な状態で保全される。

ポイント 休耕田を活用して生き物を保全する

農家のメリット

・景観植物により地域の景観整備ができる。
・水田の生き物が保全され、豊かな自然環境が創り出される。

地域のメリット

・景観植物により美しい景観を楽しむことができる。
・景観植物や生き物の保全による豊かな自然を享受することができる。

市民のメリット

3

ポイント 周辺環境管理で害虫の発生を抑制する2

ポイント 休耕田を活用して生き物を保全する3
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傾斜地や山間部は、農地の大規模化が困難で作業性が悪いことから、「条件不利地域」
と呼ばれている。しかし、これらの地域は、一方で優れた自然や景観を有している。こ
のような自然や景観の強みを生かすことはできないだろうか。 　
ヨーロッパの中山間地域では地域の自然や景観を生かしたツーリズムや農産物の環境
ブランドが成功を収めている。 　
ここでは地域の景観や自然を活用した農業のモデルを提案したい。

アンケート調査の結果では「棚田の米」に対する消費者のニーズは、けっして高くない。しかし「生
き物がいる水田の米」や「水がきれいな水田の米」、「天日干しの米」など棚田の持つ特徴に対する消
費者のニーズは高い。つまり「棚田米」の魅力が消費者に伝わっていないのである。　 
地域の持つ自然や景観の価値を伝えるためには、積極的な情報発信とともに、体験やツーリズムで

体感してもらうことが一番である。実際に、体験は付加価値となり、体験者は農産物の購買ニーズが
高くなることから（→40 ページ） 、体験やツーリズムと組合わせることで、地域のブランドも高まる
効果が期待される。

地域の自然や景観を活用した農業

研究成果の活用モデル3

条件不利地域における環境ビジネス

ポイント 体験価値をマーケティングに活用する　　　　　1

ポイント 体験価値をマーケティングに活用する1

ヨーロッパでは、農業と地元の観光業や商工業と連携することによって、多様なグリーンツーリズ
ムを展開している（→46ページ） 。他産業との連携は、グリーンツーリズムの魅力を高めるとともに、
農家の煩雑な負担を少なくする効果もある。 　
これらのプロジェクトの調査結果をもとに、新しいツーリズムのスタイルが試みられつつある（→

55ページ） 。

ポイント 他産業と連携した新しいツーリズムを展開する2

静岡県の茶園では伝統的に茶園に草を敷く技術が行われている。これは全国でも特に静岡で特徴的
に見られる技術である。茶草場と呼ばれる草を取るための場所は、静岡を代表する里山景観として維
持されているとともに、貴重な動植物の生息地ともなっている（→44ページ）。 　
アンケート調査の結果では、この草を敷く技術の環境に対する効果に対して、消費者の87.6％が「評

価する」と回答した。各地で生き物や環境に配慮した「生き物ブランド」や「環境ブランド」の農作
物が作られつつあるが、静岡に特徴的な茶草場を活用した「茶草ブランド」も１つの環境ブランドと
なりえないだろうか。   

・地域農産物のブランド力があがり、高付加価値販売ができる。
・直売などの販売チャネルが拡大される。

ポイント 静岡発　「茶草ブランド」を作る

農家のメリット

・地域の景観や環境が保全される。
・農業との連携により地元の観光業や商工業が活性化される。

地域のメリット

・美しい景観や豊かな自然など農村の有する魅力を享受できる。
・環境ブランドなど環境に配慮された農産物を購入できる。

市民のメリット

3

ポイント 他産業と連携した
新しいツーリズムを展開する2

ポイント 静岡発　「茶草ブランド」を作る3
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研究成果の活用モデル3

条件不利地域における環境ビジネス

ポイント 体験価値をマーケティングに活用する　　　　　1

ポイント 体験価値をマーケティングに活用する1

ヨーロッパでは、農業と地元の観光業や商工業と連携することによって、多様なグリーンツーリズ
ムを展開している（→46ページ） 。他産業との連携は、グリーンツーリズムの魅力を高めるとともに、
農家の煩雑な負担を少なくする効果もある。 　
これらのプロジェクトの調査結果をもとに、新しいツーリズムのスタイルが試みられつつある（→

55ページ） 。

ポイント 他産業と連携した新しいツーリズムを展開する2

静岡県の茶園では伝統的に茶園に草を敷く技術が行われている。これは全国でも特に静岡で特徴的
に見られる技術である。茶草場と呼ばれる草を取るための場所は、静岡を代表する里山景観として維
持されているとともに、貴重な動植物の生息地ともなっている（→44ページ）。 　
アンケート調査の結果では、この草を敷く技術の環境に対する効果に対して、消費者の87.6％が「評

価する」と回答した。各地で生き物や環境に配慮した「生き物ブランド」や「環境ブランド」の農作
物が作られつつあるが、静岡に特徴的な茶草場を活用した「茶草ブランド」も１つの環境ブランドと
なりえないだろうか。   

・地域農産物のブランド力があがり、高付加価値販売ができる。
・直売などの販売チャネルが拡大される。

ポイント 静岡発　「茶草ブランド」を作る

農家のメリット

・地域の景観や環境が保全される。
・農業との連携により地元の観光業や商工業が活性化される。

地域のメリット

・美しい景観や豊かな自然など農村の有する魅力を享受できる。
・環境ブランドなど環境に配慮された農産物を購入できる。

市民のメリット

3

ポイント 他産業と連携した
新しいツーリズムを展開する2

ポイント 静岡発　「茶草ブランド」を作る3


