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かごしま有機農業推進協議会 
（鹿児島県鹿児島市他） 

普及活動の一環として、有機農
産物や加工品などを集めた
「オーガニックフェスタ」を開催。
昨年度は３万人の来場者を数え
ました。また、有機農業の生産者
を育成するために年８回の公開
講座などを開いてきました。 

今治市有機農業推進協議会 
（愛媛県今治市） 

「食料の安全性と安定供給体制
を確立する都市宣言」や「今治市
食と農のまちづくり条例」を制定。
また、昭和５８年から有機農産物
を学校給食で使い始めました。毎
月２回有機農業の市民講座も開
講されています。 

山武市有機農業推進協議会 
（千葉県山武市） 

生産者団体「さんぶ野菜ネット
ワーク」を中核に、契約栽培によ
り地域全体で有機農業を実践
するとともに新規就農者への支
援にも力を入れています。平成
２０年環境保全型農業コンクー
ルで農林水産大臣賞を受賞。 

津別町有機農業推進協議会 
（北海道津別町） 

津別町有機酪農研究会を中心
に、約３０ｈａで飼料用作物を有
機栽培、日本で初めて有機畜
産物でＪＡＳ認証を取得。２５戸
中5戸の酪農家が有機認定農

家です。週１回「オーガニック牛
乳」を小学校に提供しています。 

（平成22年度事業実施地区一覧） 
１ 津別町有機農業推進協議会 
２ 一関地方有機農業推進協議会 
３ ＪＡみどりの有機農業推進協議会 
４ 加美よつば有機農業推進協議会 
５ 栗原市有機の会 
６ 大潟村有機農業推進協議会 
７ 鶴岡市有機農業推進協議会 
８ 遊佐町産地収益力向上協議会 
９ 最上地域有機農業推進協議会 
10 喜多方市環境にやさしい農業推進  
   協議会 
11 やさと有機農業推進協議会 
12 高崎市倉渕町有機農業推進協議会 
13 小川町有機農業推進協議会 
14 北総地区有機農業拡大協議会 
15 山武市有機農業推進協議会  
16 小田原有機の里づくり協議会 
17 やまなし有機農業連絡会議 
18 阿賀野市有機農業推進協議会 
19 金沢市有機農業推進協議会 
20 コウノトリ呼び戻す農法推進協議会 
21 白川町有機の里づくり協議会 
22 伊賀有機農業推進協議会 
23 高島有機農業推進協議会 
24 美山有機農業推進協議会 
25 神戸西有機農業推進協議会 
26 コウノトリ共生農業推進協議会 
27 丹波市有機の里づくり推進協議会 
28 小野有機農業推進協議会 
29 宇陀市有機農業推進協議会 
30 那賀地方有機農業推進協議会 
31 田辺市有機農業推進協議会 
32 総社市有機農業推進協議会 
33 徳島有機農業推進協議会 
34 木頭柚子有機農業推進協議会 
35 今治市有機農業推進協議会 
36 西予市有機農業推進協議会 
37 高知４３９号国道有機協議会 
38 高知ものべ川有機農業推進協議会 
39 四万十町有機農業推進協議会 
40 赤村有機農業推進協議会 
41 南島原市有機農業推進協議会 
42 「給食畑の野菜」有機農業推進協議 
   会 
43 人吉市有機農業推進協議会 
44 宇城市有機農業推進協議会 
45 山都町中山間地有機農業推進協議会  
46 綾町有機農業推進協議会 
47 かごしま有機農業推進協議会 
 

農林水産省では、産地収益力向上支援事
業（有機農業地区推進事業）において、地
域における有機農業推進の取組を支援し
ています。平成23年度は、全国で47地区を
支援しています。 
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南島原市有機農業推進協議会 
（長崎県南島原市） 

７つの生産団体、１生協、県、市
との連携・協力のもと、有機農業
者（５２名）を対象としたＪＡＳ制度
学習会といった知識向上、新規
就農者の育成、消費者との意見
交換会、交流会、生き物調査等
を開催しています。 
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津別町有機農業推進協議会（北海道） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①取組の体制 

①農業者（有機酪農研究会・ＪＡ特別栽培部
会・農業士会津別支部・農業青年グループ 
「つべつべＧＲＯＷほか」 
②津別町 
③津別町農業委員会 
④網走農業改良普及センター美幌支所 
⑤ＪＡつべつ 

②取組の主な内容（22年度） 
10年4～7月 協議会総会及び事業検討 

10年6～7月 有機農業に関する各種調査 

10年8月    現地検討会の開催 

10年9月～11月 有機生産物の試食等消費  
者との交流活動 

11年1月 有機農業フォーラムの開催 

11年3月 漁協との有機農業に関する検討会
の開催、 次年度に向けた検討会の開催 

④協議会代表の一言 
 06年に日本初の有機牛乳を出荷。北海道での有機農業の推進を目指し、地域協議会を設立。

大規模な畜産と畑作の有機農業の連携による地域づくり『有機の「つべつ」の勇気』を合
言葉に取り組んでいます。 

１ 

津別町 

 （平成23年3月末現在）・オホーツク管内最南端の町 

・人口 ５，７４４人（２，５９５戸） ・ 面積 約７１６．６０ｋ㎡ 

連絡先：〒092－0292 北海道網走郡津別町字幸町41番地
（役場内）津別町有機農業推進協議会 
 ℡0152－76－2151   FAX0152－76－2976 
 メール kanehira-masaaki@town.tsubetsu.lg.jp  

   ＨＰ    http://www2.ocn.ne.jp/~sinohiro/index.html 
  担当   産業課農政グループ 兼平 

 
③生産概要（H22年12月末現在） 
○ 農業生産物の内訳 
  農地面積5,193ha(うち有機栽培303ha) 
  上記有機飼料作物226ha、有機畑作物77ha 
    乳用牛飼養頭数2,297頭（うち有機牛568頭） 
○ 協議会の農業者数 
    現在70人、有機農家戸数7戸、目標（24年度）10戸 
○ 協議会の売上 
  現在462百万円、目標（24年度）604百万円 
○ 農産物の主な取引先 
  国内乳業メーカー、国内生協、宅配、町内ほか 

有機農業公開セミナーin北海道・津別を共催 

有機牛肉の生産 

ｻﾂﾏｲﾓの試験栽培 消費者向け講演会 

現地検討会の開催 

国
内
初
の
有
機
牛
乳 

消費者との交流 

北海道からでっかい贈り物 ～有機のつべつの勇気～ 

http://www2.ocn.ne.jp/~sinohiro/index.html


一関地方有機農業推進協議会（岩手県） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        食の安全・安心について学ぶ               田んぼの学校の活動をまとめた 
          有機農業者を講師とした食育学習会              「みんなの笑顔」 

連絡先 
〒029-0523  岩手県一関市大東町摺沢字菅生前61-26   
          一関市北部農業技術開発センター内  

ＴＥＬ   0191-75-2922     ＦＡＸ   0191-75-2923 
E-mail  hokubunokai@city.ichinoseki.iwate.jp 
担当者  小野寺  健 

 
 
生産概要 
 

○ 有機農業者数 
    現在 ２７人      目標（平成２７年度） ３０人 
○ 有機農業実施面積 
    現在 １５.４ｈａ    目標（平成２７年度） １７．４ｈａ 
     〔主要作目：米〕    〔主要作目：米・野菜〕 
○ 有機農産物の生産量（格付数量） 
    現在 ２７ｔ       目標（平成２７年度） ３１ｔ 
○ 有機農産物の産出額 
    現在 ９３９万円   目標（平成２７年度） １，０３８万円 
○ 有機農産物の主な取引先 

    自然食品取扱業者、環境保全米流通業者、県アンテナ       
ショップ、レストラン、農産物宅配サービス業者、 
    産地直売所、給食、ふるさと便、個人宅配 
 

取り組みの体制 
 

一関地方（一関市・平泉町）における有機農業の推進を図るた
め、有機農業者や一関市、一関市農業委員会、一関市教育委
員会、平泉町、県農業改良普及センター、県農林振興センター、
ＪＡ、産地直売所などの関係団体で組織し活動する。 

取り組みの主な内容 
 

・参入希望者に対する指導・助言を行い、なるべく自然環境へ
負担のかからない農業生産方式への転換を図る。 

・地域の立地条件に適応した技術を確立するため実証ほを設
置し、地域の資源を有効活用した循環型農業を実践する。 
・有機農産物の流通・販売を促進し、農業所得の向上を図る。 

・消費者等に対する有機農業に関する普及啓発及び有機農業
者、消費者等の交流を行い、安全で安心な食料を提供する。 

・学校給食へ積極的に地元農産物を供給し、将来を担う子ども
達の食育の向上を図る。 

協議会代表の一言 
 

 東日本大震災では多くの皆様のご支援をいただき、誠にありが
とうございます。 

 私たちが目指す有機農業は、自然の力を恵みとして、自然が本
来持つ循環機能を維持増進させ、微生物やイトミミズ、カエル、ク
モなど多くの生きものの力を最大限に活かして作 
物を育てることです。作る人の健康、食べる人の 
健康、そして地球の健康まで全てを可能にするの 
が有機農業です。 有機農業を面に広げていきた 
いので、ご協力をお願いいたします。 

               代 表  小 島 幸 喜 
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生きものの力を最大限に活かした有機農業を 



ＪＡみどりの有機農業推進協議会（宮城県） 

取組の体制 
 みどりの農協・稲作関係生産組織・大崎市・美里町・涌谷町・美里農業改
良普及センターを構成員とし、複数の市町村（大崎市・美里町・涌谷町）を活
動範囲とする広域連携型の有機農業を推進しています。 
 

取組の主な内容 
１． 資源循環型農業の構築 
     地域全体で農地水環境保全向上対策による田んぼや水路の保全活   
  動や化学肥料・化学合成農薬を削減した栽培を実践し環境保全米及び 
  有機米の生産拡大を目指します。    
２． 有機農業への理解増進と販路の確保  
    消費者との交流、体験学習の受入、活動成果の情報提供などにより   
  消費者への理解増進を図るとともに商談会での仕入れ企業様への提案   
    や小売店での販促活動の実施により販路の確保・拡大を目指します。 
 

生産概要（平成22年12月末） 
１．農業生産の概要 
  米 受益面積 8,946ha 
          うち有機JAS栽培 58.71ha(対前期比 -1.08ha） 

             

２．有機農業者 35人（対前期比 +2人） 
     うち有機JAS農業者 14人（前期比 -1人）      
        
３．協議会売上高 8千4百万円（前期比 ＋１千4百万円） 
      うち有機JAS分 3千6百万円（対前期比 ＋１千万円） 
   
 ４． 取組課題 
  １）有機農業者育成 
  ２）水稲雑草対策 
  ３）販路の確保 
      

協議会代表の一言 
有機農業を頂点とした環境保全米を主体とした産地づくりを推進しています 

さらに、消費者の皆様と農作業体験や交流活動、小売店での販促活動など積
極的に展開しています。 

連絡先：ＪＡみどりのマーケティング室 
989-4308 宮城県大崎市田尻沼部字富岡174番地 
℡0229-87-3344 Fax0229-87-3406  
mail http://www.ja-midorino.or.jp/のお問合せからお願いします。 

（参考説明） 
●受益面積＝農業センサスより ●有機米栽培面積＝ＪＡみどりの取扱値（集荷数量/反収） 
●有機栽培には農薬化学肥料不使用栽培含む ●売上＝平成22年1月～12月まで、ＪＡみどりの取扱値（出荷分） 

有機米生産の課題とされる雑草対策として除草機の 
実演会を開催 

生協様店舗での販売促進活動 

生協様との交流事業 生協様との交流事業（生き物観察） 
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資源循環型農業の構築をめざす 


