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小農的家族経営による 

有畜複合経営の有機農業の実践 
平飼600羽養鶏の採卵鶏と田畑あわせて約３町歩の有機農縁（園） 

2015.10.  

茨城県石岡市 魚住道郎 

有機農業参入促進協議会 

【はじめに】 
・ プロフィール 
・ 有機農業を志した動機 
・ 世直しとしての有機農業 
・ 提携の中での「自給農縁」の考え 
 

【１】 栽培技術についての基本的考え方 
 

【２】 魚住自給農縁（園）の実際 
１．有畜複合経営 
２．わが家のボカシ肥 
３．踏込温床と腐葉土 
４．腐葉土の使いみち 
 

【３】 「縁農」の呼びかけと実際 
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（もくじ） 

・ プロフィール 

・ 有機農業を志した動機 

・ 世直しとしての有機農業 

・ 提携の中での「自給農縁」の考え 
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はじめに 
• 1974年就農。茨城県八郷町に消費自給
農場「たまごの会」建設に参加 

• 1980年 同町内に一軒の有機農家として
独立。 
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プロフィール 

• 現在、長男夫婦（子
ども1人）と私たち夫
婦の二世代で有機
農業に取り組んで
いる 
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魚住農園ほ場 
耕作面積約３ha  平飼鶏600羽 
野菜２５０ａ、大豆麦３０～５０ａ、水田１５ａ • 1970年農業大学に入るも、当時の農業が

「薬漬け」の農業だった。 

• 早急に本来の永続的で安全な農畜産物を
生産する現場に立て直す必要を痛感。 

5 

有機農業を志した動機 

• 日本有機農業研究会の立ち上

げに参加し、海外の有機農業

の実践（ハワードほか）にも学

びながら日本の有機農業確立

が私の生涯のテーマとなった。 

【近代農学】 効率一辺倒、分断的、分業的 
【有機農業】 有機的、総合的、永続的、多様性 
 

〇有機農業＝身の丈＝「人間的」関係 

【提携】生産と消費の関係＝「売り買い」の関係を超え、「支え合
う」関係 

【自給】→生きていく上で誰もが携わるべき生産の現場を人と人
との「縁」を結び合う関係に発展 

【農縁】互いに尊敬し合い、助け合う関係に 

→世の中が変わる契機になる 
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世直しとしての有機農業 

「売り買い」の関係を超え、自給農園の上
質な農畜産物で消費者の食卓が満たされ、
納得いただいた時にには、深い信頼関係
が切れようのない「縁」になる。 

 

「縁」で結ばれた自給農園は双方にとって
食生活の重要な位置を占めるかけがえの
ない存在になる。 
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提携の中での自給農縁 
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【自給農園】 

《消費者にとって》 自らの農園を持ったこと 

《生産者にとって》 人びとに自らの農園を
解放＝魂の農地解放 

 

【双方の理想の共有空間】 

・「社会的共通資本」（宇沢弘文）としての
農業の「共有」化 

・現代の「直耕」（安藤昌益） 

8 

〇生産者を扶助することと自ら耕す農地で生きる
こと、生きていることを直通で感じることができる共
有空間 

 

〇仲間の食べものも作り出すことになり、単に畑の
所有とか自らのための食糧生産とは一味も二味も
違ってくる（自己所有からの解放） 

 

〇有機農業における「提携」の奥行きは限りなく社
会的意味合いが違ってくる。 

9 

10 

１． 必要な量の多様な堆肥投入 
２． 微生物の力 
３． 堆肥の腐植化と土壌団粒化 
４． 微生物による病原菌耐性 
５． 放射性物質を吸着する団粒構造 
６． 福島原発事故による放射能汚染と有機物施用効果 
７． チェルノブイリ原発事故と有機物施用の報告 
８． 堆肥・腐植の持つ力～セシウム吸着効果 
９． 土中残留農薬をも吸着する腐植～近代の困難を超える力 
10． 病害虫対策 
11． 労力軽減化 
12． 自家採種 

【１】 有機栽培についての考え方 

• 有機農業は、 

「作物や家畜が健康に育つには

どのようにすべきか」という観点

から考える。 

 
11 
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• 【重要】堆肥を自分の手でつくってほしい！ 
Ａ 農協に電話して堆肥を買う農家（無畜農家） 

Ｂ 畜産農家から鶏糞・牛糞等をもらい堆肥をつくる農家（半自給） 

Ｃ 家畜を飼って「有畜複合経営」農家（自給） 

 

• 堆肥を自分でつくる意味 
–限られた堆肥で畑を回してゆく「節度ある」作り方 

–貴重な肥料なので過剰な投入を抑えて健康な作物を
つくる（肥満体作物をさける） 

–食糧全体（多品目）を作ることを考えて畑を「輪作」す
るので、小麦・大豆・小豆・さつまいもは肥料が少ない
方がよい。（過剰投入してしまうとこれらの作物が作
れなくなる） 

 12 

１．堆肥の自給と節度ある作り方 
鶏舎から取り出した鶏糞堆肥を堆肥舎で再発酵 

13 

• 過度にならぬように、適切な栄養分が作物に
与えられるように、多様な敷料が入った堆肥
をつくる。 

 

• 微生物（細菌）や酵素の活性中心金属である
ミネラル（微量要素）が入るように、山の落葉、
山土、米ぬか、カキ殻、貝化石などを入れる。 

 

• 作物に応じて必要な量だけを投入し、過剰を
避ける。 

14 

２．作物が必要な質と量を投入 

15 

多様な作物生産と平飼養鶏、それらを支える森 

多様な作物 

雑木林の落葉集め 踏込温床 

育苗 
平飼養鶏 

堆肥づくり 

輪作（大豆・小麦） 
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3.堆肥の腐植化と土壌団粒化 

 

17 

腐植 

• 腐植や土壌、堆肥に住み着いた多様な微生
物は作物の病原菌に対しても必要に応じて
抗生物質を産生し、ブロックする（ﾃﾞｨﾌｪﾝｼﾝ）。 

• 糸状菌や放線菌も生きていて土壌の健全性
を保っている。 

18 

4.微生物による病原菌耐性 

19 

5.放射性物質を吸着する団粒構造 
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20 

腐植と土壌の放射性物質セシウムの結合概念図 

• 福島農業総合センターによる報告 

21 

6. 放射能汚染と有機物施用効果 

• 福島での有機農家・東大による籾殻による除去実験 

22 

二本松有機農家大内氏が籾殻による除染実験。 
使用前の自家籾殻137Cs660、134Cs441、計1,100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg。 

この籾殻をネットに入れて水田取水口に１週間。 

結果、137Cs2,910、134Cs1,980、計4,890ﾍﾞｸﾚﾙ/kgに。3,800ﾍﾞｸﾚﾙ近くを吸着。 

 

東大・小豆川氏の研究 

籾殻、稲わら表面に菌が層をつくりセシウムを吸収していることが解明された。この菌類は超音波洗浄でも剥がれず、

過酸化水素で洗浄してようやく除去でき、残った籾殻の放射能は検出限界以下となるとされる。ここでもケイ素表面と菌

類の共生による総合力といえる。 

もみがら表面の走査顕微鏡写真→ 
もみがら表面の凹凸の間に繁茂する菌類 

東京大学 小豆川勝見（環境分析化学） より 
23 

• 畜産草地研による堆肥施肥とセシウムの
低減効果 
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7.チェルノブイリの経験（有機物施用） 

 

• ５～７より、有機物の施用はセシウムの吸着
効果大。 

• 関東の魚住農園においても、山の落葉、腐葉
土、モミガラの堆肥・敷料への活用を続け、有
機農業の基本姿勢を崩すことなく続けて良い
との確信。 

• 放射能による土壌汚染への対策は、表土を
剥ぐのではなく、堆肥・腐植の力を積極活用
すべきとの結論 

25 

8.堆肥・腐植のセシウム吸着効果 

• 「腐植」は近代が生み出した農薬、重金属、放射能を吸
着して緩衝する。 

• 有機農業は近代社会が引き起こした様々な困難を超
えてゆく力がある。 

26 

9.近代の困難を超える力＝腐植 

27 

10.病虫害対策に対する基本的考え方 

母なる大地は、非能率的な作物を暗に示すために大がかり

な仕組みを提供してきた。目で見ただけでそのことがわかる

大規模な仕組みを備えている。不毛な土壌だったり、作付け

方法が不適切だったり、管理方法が間違っているところでは、

自然は直ちに自らのチェック部門を動員して不可であること

を指摘する。不健康な生き物に増殖する寄生虫や寄生菌の

群は、農業のやり方が失敗したことを解らせる役割を担って

いる。今日の慣用語で言えば、こういった症状を「作物が病

気に侵された」と表現する。 

 アルバート・ハワード『農業聖典』1940 
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• 基本的にほ場は露地。 

 

• 幼少期のみ不織布や
ネットで保護してやる
ことはある。 

 

28 

• 但し、8/下旬から10/下旬の害虫（シンクイム

シやヨトウムシ類）の発生の多いときは、早蒔
きダイコンや一部の葉物に「トンネル」被覆す
るときもある。 

• 「害虫」にはそれらを捕食する天敵がいる 

• それらが活躍できるように 

• アオムシ↔アオムシコマユバチ 

• アブラムシ 

   ↔ﾅﾅﾎｼﾃﾝﾄｳ 
 

29 

30 

（２００９．１１．１１ 農水省有機農業総合支援対策事業 

有機農業等指導推進事業技術評価検討委員会 現地検討会 魚住農園にて） 
常総生協撮影 

• 昆虫疫病菌に包まれてミイラ化したハスモン
ヨトウ（魚住農園） 

• 外葉を食べられてもたくましく結球する 

31 
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（例） 

• 平坦地では７～10月出荷のキャベツは
つくらない 

• 欲張ってこの時期に作ろうとするから虫
が出る。 

• 年中食べたいという消費者の欲求 

    →消費者ニーズが農薬を使わせる 

32 

欲をかかなければ農薬を使う必要がない • ポリマルチについて 

–栽培期間の長い果菜類、サツマイモ以外は極
力さけるようにしている。 

–片付ける時になるとあのゴミの山を見るにつ
け、年々減らす必要を感じる。 

 

• 太陽熱消毒について 

–透明ポリマルチや古ビニールで太陽熱消毒し
て雑草を蒸し焼きにする技術。どう考えても有
機の世界から遠い発想に思えてならない。 

33 

• 育苗－移植の方法と、自作の農具の工夫で大幅な労
力の軽減化をすすめている。 

• 良株の定植で雑草コントロールが容易に。 

• 欠株をなくし畑の集約度を上げ多様な栽培作物環境
を整える。 

 

• 【育苗】育苗の３～４週、ものによっては５～６週の育
苗期間をとることで、雑草の発芽との時間差をつくり、
定植。 

 

• 【定植と管理】苗も自作の定植機で穴開けし定植すれ
ば条間も株間も正しく植わってゆき、自作の「ドロー」
（土郎）で条間・株間の雑草を掻いて除草してゆく。 
 34 

11.大幅な労力軽減化 
• 魚住農園の産業革命 

①水陸両用 竹の柄 ねじり鎌（通称 ドロー土郎） 

35 
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36 

②水陸両用 熊手除草（通称 熊ドロー） 

37 
↑歯欠けの熊手を再度組み立て直し、狭い畦間用に作り変えたもの 

③自作の作条機と定植機（通称コロコロ） 

38 

作条機：端を基点に３条×２列を引ける  作条機でつけた線上に定植機で穴開け 

↑玉ねぎや各種葉菜類のセル苗定植用 

ジャガイモ植穴用↘ 

←サツマイモマルチ穴開け用 
  他にマルチの定植穴開けにも利用可 

12-15cmの株間穴開機 

④携行道具 

39 

腰に携行  ｽｸﾚｲﾊﾟｰ やすり 収穫ﾅｲﾌ・ﾊｻﾐ 

ねじり鎌の土
を ス ク レ イ
パーで落とす。 

作業効率は５
倍になる。 
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⑤日よけパラソル 

40 

紫外線カットのものが良い。背中が焼けないので真夏の炎天下の
作業にはもってこい 

耐病性のある自分の農園に合った作りやすい品種
を選抜して自家採種 

41 

12.自家採種 

• 現在自家採種しているもの 

 

• ネギ２品種、キュウリ２品種、トウモロコシ、
カボチャ、トウガン、ニガウリ、スイカ、トウガ
ラシ、甘長トウガラシ、オクラ、ジャガイモ、サ
ツマイモ、サトイモ４品種、シロウリ、大豆２
品種、ササゲ、小豆、ウズラ豆、黒豆、イン
ゲン豆、イネ２品種など 

 

• 今後、ナスなどにも挑戦してゆく予定 

42 

１．有畜複合経営 
  ①約100世帯の人びとの農畜産物の自給農縁（園） 
  ②平飼養鶏600羽 
  ③平飼養鶏の実際 

２．わが家のボカシ肥 
３．踏込温床と腐葉土 
４．腐葉土の使いみち 

43 

【２】魚住自給農縁（園）の実際 
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（１）約100世帯の人々の農畜産物の自給農縁 
  ・エイビーシー保育園（新宿）  宅急便 

  ・さくら大崎保育園（品川区）   宅急便 

  ・松戸有機の会（松戸市）約30世帯 会が集荷に来る 

  ・個人会員 つくば市・牛久市 約〇世帯 自身で配達 

          その他の会員 約〇世帯   宅急便 

 

（サイクル）  毎週、隔週を希望に応じて 

（出荷品目）年間通じた旬の野菜（毎回15～16品目）と卵・鶏肉・
鶏肉ソーセージ、醤油、小麦粉、乾麺など 

 

市場や直売所への出荷はしておらず、「提携」の中の自給率を上
げることをめざしている。 

44 

１．有畜複合経営 

（野菜の工夫） 

露地野菜を中心に、端境期が無くなるよう
工夫 

・トマトの雨よけ栽培（冬期はブロッコリー、
ベビーリーフ、レタス、葉物） 

・春先の人参や大根のトンネル栽培 
 

切れ目のない出荷が出来るような作付けを
行い、なおかつ多品目の栽培が可能なよう
に輪作と集約度を上げる工夫をしている。 

45 

（２）平飼養鶏600羽 
①（２間×３間）×８部屋 
②１部屋にメス65～75羽、オス3～5羽 
③鶏糞堆肥をベースに 
  →ボカシ肥（米ぬかで再発酵） 
  →３町歩の田畑（水田15a、畑285a） 
コメ、小麦、大豆、小豆、ゴマ、落花生、サツマイモ 
ほか、野菜全般70～80種類の生産 

 
600羽の平飼養鶏から作れる堆肥やボカシの
みで田畑を回転させ輪作。連作避ける。 

46 

①飼育密度、飼育期間  
600羽を（２間×３間）×８部屋 入雛春・秋年2回 150羽
ずつオールイン 有精卵と肉兼用 飼育期間1年～2年 

47 

（３）平飼養鶏の実際 
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②【飼料】 1996年GM許可以後、完全に国産飼料化 

48 

野菜くず、雑草の緑餌 

49 

カキ殻 

貝化石 

一晩ねかせて半発酵 

（反GM半発酵国産自給飼料） 

地元の米ぬか・酒粕・規格外小麦 

山形県産醤油絞り粕 

貝化石、ワカメクズ、 

チーズ工房からのホエー、塩 
を混ぜ合わせ、一晩寝かせ半発酵（冬場は温かい） 

 
※「ニワトリにはトウモロコシ」という常識があるが、トウモロコシなしでも

充分にニワトリは卵を産んでくれるし、黄身の色合いも緑餌（野菜クズや

野草、畑の雑草・・・泥付きで構わない）をしっかり与えていれば、なんの

問題もない。むしろ卵や鶏肉の味は良くなった。 

 
50 

• ③土間 

51 
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（鶏舎の床）完全な土間 

※コンクリートは過乾燥になり鶏の呼吸に良くな
いし、鶏糞の自然発酵にも良くない 

 

（敷料）モミガラ、落葉  厚さ20～30cm 

 

床からの湿気と鶏糞が、鶏自身の行動（エサを
探す行為、身体についた虫を落とす動作で、土
浴をすること）で、適度に混ざり合い、鶏舎の床
で自然の低温発酵分解が始まる。 

 

 
52 

④ヒヨコ 

53 

⑤敷料の取り出し 早くて半年・遅くて１年 

54 

堆肥舎の中で２～３ヶ月山積み
（そのまま使うと雑草やクズ小
麦がほ場で発芽してしまう） 

２～４回切り返し
（発酵を均一化する
ことでほ場での生
育の均質性を図り、
生育障害を防ぐ） 

鶏舎から取り出した鶏糞堆
肥が若い時（敷料に対して
鶏糞の割合が少ない時）は
米ぬかや鮭魚粉を混ぜ、さ
らに山土を入れて発酵させ
るなど、ケースバイケース。 

55 

２．わが家のボカシ肥 

土を入れることで、発酵の際に発生するアン
モニアガス、その他のガスも吸着するようで
臭いが減る。土壌微生物の繁殖の基にもな
るようで有効。 
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冬の１～３月の間に、近隣の雑木林（クヌギ・コナラ、山桜、コ
ブシ、カシ）の落葉を魚住農縁の消費者＝サポーターの人た
ちと集めている。 

56 

３．踏込温床と腐葉土 

１つのコンテナに数kg～10kg。今年は延べ5日間 

        で700ｺﾝﾃﾅ、６～７トンの落葉集め 

57 

【落葉を集める目的】 

 

１．踏込温床の発酵の元に使う（７割） 

   →１年後にかけがえのない腐葉土に 

 

２．鶏舎や鶏糞堆肥の中に入れる（３割） 

   →良質の堆肥が出来る 

58 

• きれいな山の土、腐葉土、有効な微生物を
集めていることになり、山の樹木が土中か
ら吸い上げてくれたリンや微量要素も集め
て田畑に投入することができる。 

 

• 集めた落葉や山土の成分はいずれ田畑か
ら水路や河川を通じ、湖沼（ここでは霞ヶ
浦）を通り、利根川を経て、銚子沖の海に注
ぎ、豊かな海に腐植の水（フルボ酸鉄）を供
給。 

• 森里海につながる有機農業。 

59 
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60 

腐植がつなぐ森里海 

61 

踏込温床は有機農業の基礎 

「踏込温床」とは、クヌギ、コナラなどの落葉と米ぬかやボカシ
肥を、60～70%の水分を加えつつ踏み込んで、７～10層位に
積み上げた、落葉堆肥の発酵熱を利用するものである。 

水分を加えながら踏込んでゆく 

62 63 

温床の木枠を堆肥枠の原理で移動可にする 

温床枠を木枠にし、１年後に枠を持ち上げ引き抜き、腐葉土をさらうか、その落葉堆
肥の山にローター耕耘し粉砕すると、いっきにサラサラの腐葉土になる 
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• 踏込が緩すぎれば好気的発酵で、高温で短期間

の発酵しか持続しない。 

• 踏込が強すぎると嫌気的発酵条件となり、発熱も

思うように出てこない。乳酸発酵となり牛に給与す

るサイレージ臭がしてくる。こうなると思うような温

度が確保できなくなるので、切り通しに空気を入れ、

水分調整も必要。 

• 「適度に踏み込まれた温床」は、緩やかな発酵温

度（20～35℃前後）を２～４週間維持できる。 

64 65 

踏込温床での育苗 

発酵中期でも床面がデコボコにならぬように均一に踏み込む 

66 

踏込温床での育苗 

• こうして育苗の役割を終えた踏込温床をそ
のまま１年放置すると、そこに山からカブト
ムシ類が卵を産みつけに来る。晩夏から
翌春にかけてカブトムシの幼虫にとっては
絶好のえさ場となり、越冬場所となる。 

• 落葉堆肥は、この１年でカブトムシやシマ
ミミズのお腹を通じた後、すばらしい腐葉
土と化す！ 

67 

踏込温床作りはかけがえのない腐葉土作り 
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68 

堆肥舎に移された腐葉土 
• 伝統的踏込温床作りも、慣行栽培農家の
庭先からほぼ消失している。 

• 苗作りを各農家レベルで行わなくなってき
て、稚苗を購入したものをハウス内の冷床
で育苗する方法が一般化している。 

• 苗作り専門の農家が出て来て、農家自身
での苗作りが消えつつある。 

• 山も針葉樹（杉、檜）が植林され、里山とし
ての落葉広葉樹の山が消え、落葉を集め
にくくなったことも拍車をかけている。 

69 

70 

４．腐葉土の使いみち 
育苗の床土に、サラサラになった腐葉土（母乳） 

71 

育苗 
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わが家ではこの腐葉土を 
 

育苗箱の床土に 

セルトレイの床土に 

ポットの育苗土に 

トマトなどの重要作物の植付床に 

鶏のヒナの育成に（喜んで食べる） 

貴重なサポーターの人々との努力の結晶、
宝物として大事に使っている。 

72 

• この「腐葉土」は作物にとっては「最高の土」
と言って良く、種から育てる床土はいわば母
乳のようなものと言って過言ではない。 

• 昔から“苗半作”と言われるくらいなので、こ
のような床土はその後の生育を大きく左右
する。 

良質の腐葉土の作出は、良質の有機農業
生産の基礎とも言える。 

• ※この腐葉土の中には雑木林の下草のササなども入って
いる。雑木林の落ち葉を集める前に、モア（粉砕機）で下草
も刈り取り、落葉といっしょに集めていて、このササが入るこ
とも良い育苗の結果をもたらしている。 

73 

74 

【３】縁農の呼びかけと実際 

ただ安全なものを食べるだけでなく、足が地に

着いている、土に根ざしていることを実感し、

そこに種を播き、育て、草を取り、収穫する歓

びを一人でも多くの人に共有してもらいたいと

の思いから、「提携」＝「自給農縁」を提案し、

本格的で、美しく、楽しい作物生産の田畑を共

に作っていこうと思っている。 

75 

冬の落葉集めと、夏のジャガイモ堀りで毎

年、それぞれ延べ４０～５０人ぐらいの人々

が参加いただいている。冬は森に入り落葉

を集め、夏は一年分のジャガイモを炎天下

で収穫する。どちらも農園にとって重要な

作業で、多くの人の参加は、なくてはならな

いものになっていて、そのことの意味を理

解してくれる人は毎年参加してくれる。 
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昨年から始まった魚住有機農学校でスイカの定植作業 

76 77 

縁農の参加は義務でも何でもないにもかかわ

らず、大きな縁農以外にも、ほぼ毎月、松戸や

東京足立区の人々が、４～５名単位で参加し

ていただいている。だんだんに自分にとって、

自分たちにとって、かけがえのない楽しい農園

＝農縁にしていただいているように思う。そし

て回を重ねるうちに、腕前も上がっている。も

はや素人の域を超えている。 

2011.6上旬、福島原発事故後 決意を新たに 
 玉ねぎの収穫縁農に参加した松戸有機の会の人々 

78 79 

援農は縁農に進化し、 
 魚住自給農縁は完成度を増してゆく 

昼食を食べながら、作業を終え、一杯やりながら、今日の

作業の反省をし、交流を深めていく。そして次回はいつに

しようかと、早々と次の予定を組んで帰って行く。縁農の

お礼はいつもの野菜ぐらいしかできていないが、「あ～楽

しかった」と言ってくれる。 

 

こんな人々に囲まれて、魚住農園は、今日も種を播き続

けている。そこに縁を作りながら、深めながら、双方生き

ている限り、続くであろうし、続けていくつもりです。 


