
エコエリアやまがた推進コンクール２０２１ 

優良賞（エコエリアやまがた推進協議会長賞） 
※掲載している情報は令和３年度時点のものです。 

名称 奥山 勝明 

所在地 最上町 

応募部門 有機農業・環境保全型農業部門 

応募タイトル 
アイガモ農法にこだわって 19 年！ 
小国川源流の清水で育つ無農薬・無化学肥料米「夢まどか○R 」 

栽培品目 

水稲 5.35ha（夢まどか○R 1.8h、夢まどか○R (アイガモ)0.55ha、
雪若丸２ha、はえぬき１ha） 

そば 1.5ha、牧草（ＷＣＳ） ２ha、たらの芽 １ha 
作業受託（水稲） 出羽燦々0.15ha 

経営面積 
（うち、ｵｰｶﾞﾆｯｸ・ｴｺ農業に取り組む面積） 

10ha 
（特別栽培 0.55ha） 

構成員の
人数 

２人（本人、妻） 

各種認証の取得状況等 特別栽培農産物認証：水稲「夢まどか○R 」 

１．取組の背景・経過等  

（１）動機・取組み開始年  

・昭和 49 年就農。就農時から地元にある「自然のもの」、特に農業用水として利用している小

国川源流の清水を活かした環境に優しい米づくりを心掛けていた。 

（２）これまでの経緯・経営の概要 

・平成７年、環境保全を志す地域の生産者ら７名で「夢蛍の会」を設立。 

・平成 15年、町内有志でアイガモ研究会を立ち上げ、自らもアイガモ農法を導入。 

・平成 18年、消費者からの「完全無農薬・無化学肥料栽培米が欲しい」という声に応えるた 

め、夢蛍の会を中心に種子消毒を赤倉温泉の温湯利用に切り換える。 

※会員の高齢化と温泉施設のリニューアルのため、平成 30年で中止。 

・平成 20 年に第４回日本再発見塾が最上町で開催された際、主宰者で俳人の黛まどか氏が奥

山氏の圃場で稲刈り体験したことを契機に交流開始。 

・平成 27年に山形 95号を「夢まどか○R 」と命名、商標登録を取得して販売を開始（写真２）。 

・現在は、夢まどかをアイガモ(0.55ha)と慣行より農薬の使用回数を減らして栽培（1.8ha）

する夢まどかプロジェクトで活動中（表 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 奥山勝明氏           写真２ 夢まどか商標登録証     

 

 

 

 

 

 

 



表１ 奥山氏の経営の概要(水稲品種及び面積）  （数値 ha）      

  

 

 

 

 
                                     ※夢まどか 

（アイガモ農法） 

 

２．取組内容 

（１）土づくりの取組 

・アイガモ農法を導入して以降、圃場への堆肥散布は行っておらず、基肥も生育初期～中期に

必要な最低限の有機質肥料のみとしている（表２）。 

・アイガモ農法の導入翌年から数年間は収量が低かったものの、徐々にアイガモ由来の有機物

と土がよく馴染み、10年が過ぎたころから収量が向上してきた（表３）。 

・追肥はしていないが、生育後半に必要な肥料成分は、アイガモ由来の有機物で賄えている。 

 

表２ 奥山氏の施肥および農薬使用の状況(アイガモ圃場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ アイガモ圃場の収量の推移（奥山氏聞き取り） 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 水田内を泳ぐアイガモ 

(７月上旬） 

（２）地球温暖化抑止や生物多様性保存などの取組 

・無農薬・無化学肥料米の取り組みの一環で、平成 15 年に町ぐるみでアイガモ研究会を設立。 

19 年目となる今年度（令和３年）は、５月下旬に 10a 当たり 10羽(圃場当たり約 60 羽）の 

ヒナを放飼、出穂期（８月上旬）まで水田で飼養している。 

・アイガモは水田を泳ぎ回り、雑草や小型の昆虫、地中に埋没している多年生雑草の塊茎を食 

べるている。アイガモ導入以降、除草剤や殺虫剤等の化学合成農薬を散布していないが（表

２）、今まで雑草や病害虫が問題化することはなく、環境に優しい農業が実践されている。 

・アイガモは土壌表層を攪拌し、根に新鮮な酸素を送るので、中干しを実施しなくても生育は 

確保される。また、水面が懸濁状態になるため（写真４）、後発雑草の発芽が抑制されると 

ともに、太陽の熱を吸収しやすくなり、冷夏でもやませから稲体を守ることができる。 

・圃場周辺は今でもホタルやドジョウが多くみられるなど自然豊かである。(写真５）。 

夢まどか※ 55 夢まどか※ 0.6 夢まどか※ 0.6 夢まどか※ 0.6 夢まどか※ 0.6

夢まどか 126 夢まどか 1.0 夢まどか 1.4 夢まどか 1.0 夢まどか 1.8

はえぬき 98 はえぬき 2.0 はえぬき 2.0 はえぬき 1.0 はえぬき 1.0

ササニシキ 97 ササニシキ 0.3 ササニシキ 0.3 ササニシキ 0.3 雪若丸 2.0

あきたこまち 78 あきたこまち 0.5 あきたこまち 0.5 あきたこまち 0.5

山形112号 45 雪若丸 0.5 雪若丸 1.1 雪若丸 2.1

合計5.0ha 合計 4.7 合計 5.9 合計 5.5 合計 5.4

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

年度 収量/10a 備考

１年目 平成15年度 400kg/10a 減農薬・減化学肥料

２年目 平成16年度 300kg/10a 減農薬・減化学肥料

10年目 平成24年度 350kg/10a 無農薬・減化学肥料

15年目 平成29年度 460kg/10a 無農薬・減化学肥料

17年目 令和元年度 490kg/10a 無農薬・減化学肥料

18年目 令和２年度 500kg/10a 無農薬・無化学肥料

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

ようりんケイカル14号 ようりんケイカル14号 天の恵み14号 天の恵み14号 天の恵み14号

発酵鶏ふん 発酵鶏ふん 発酵鶏ふん 発酵鶏ふん 発酵鶏ふん

味好2号 味好2号 味好2号 味好2号 味好2号

追肥 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 　　－

種子消毒 温湯消毒 温湯消毒 温湯消毒 温湯消毒 温湯消毒

本田防除 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 　　－

その他資材 アイガモ放飼 アイガモ放飼 アイガモ放飼 アイガモ放飼 アイガモ放飼

基肥・土づくり

育苗
ミヨシバイド（2-2-2）
液肥2号(10-4-8）

ミヨシバイド（無肥料）ミヨシバイド（無肥料）ミヨシバイド（2-2-2）
ミヨシバイド（2-2-2）
液肥2号(10-4-8）



 

 

 

 

 

 

 

  

写真４ 懸濁する水面         写真５ ドジョウやカワニナ（ホタル幼虫の餌） 

（雑草も見られない）         が多くみられる 

 

（３）効率的な生産に向けた取組み 

・温湯消毒の湯を沸かすための燃料費や環境への負担を考慮し、地元の資源（赤倉温泉の源泉）

に目をつけた。町や夢蛍の会と連携し、温泉の泉質調査、処理温度や時間の実験を経て平成

18 年に実用化している(現代農業 2007.3）。 

・町営温泉施設の駐車場に 1,000 リットルの水槽２台を設置、一方に源泉の余り湯を水道水で

調整した 60℃の温湯、もう一方に冷却用の水を入れ、種籾を温湯に 10 分間浸漬した後、水

槽で冷却している。冷却水の温度調節には周辺の雪を利用している。 

※会員の高齢化と町営温泉のリニューアルにより令和元年から中止している。 

 

（４）地域内外・他業種と連携した安定出荷・販路確保の取組 

・アイガモは鳥小屋で飼養、11 月上旬に解体し、肉は個人販売している。 

・夢まどか（アイガモ栽培）は、東日本大震災のボランティア活動を通じて知り合った南三陸

町への個人販売とふるさと納税で、ほぼ全量が取引される。 

・最上町物産協会と連携し、「夢まどか減農薬栽培」と「夢まどかアイガモ栽培」をふるさと

納税（ふるさとチョイス）の返礼品としている。夢まどかを通じて最上町の自然の豊かさや

自らの環境に配慮した米づくりを全国にＰＲしている。 

 

（５）地域内外の消費者等への情報伝達の取組 

・ＨＰ(http: //yumemadoka.net/)や、ＦＢ(http://www.facebook.com/yumemadokaproject/)

を立ち上げ、夢まどかの紹介と販売を行っている。 

・日本再発見塾をきっかけに交流している俳句の会（黛まどか関連）を通じて、毎年田植えと

稲刈り体験を実施し、全国から参加者を集めている。 

・最上産材の利用と環境等の協働の推進に向けた覚書を締結している東京都板橋区との交流を

活用し、「板橋区民まつり」や「板橋うまいもんマルシェ（オンライン開催）」に「夢まどか

プロジェクト」として参加、環境に配慮した米づくりのＰＲに貢献している（写真６）。 

 
３．活動の成果 
・奥山氏は、地区の有志と立小路環境保全会を立ち上げ、耕作放棄地でハスやナタネを栽培し、

隣接する寺院でハスを「天然の供物用の器」として活用してもらうなど、農業に限らず「地

元の自然のもの」を活用した環境保全に積極的に取り組んでいる。 

・令和３年度は、「最上の地酒を造る会」を立ち上げ、小国川の清水を利用して減農薬栽培し

た酒米（出羽燦々）と地区の地下水を利用して、地酒を造る活動を行っている。 

 

 

                                   

 

 

 

 

  写真６ 板橋区民まつりに参加    写真７ 立小路環境保全会の活動(ハス栽培） 



 


