
連絡先： 
〒981-4265 宮城県加美郡加美町字矢越220番地 
 TEL（0229）63-3761 FAX（0229）63-3768 
 ＵＲＬ http://www8.ocn.ne.jp/~jayotuba/  
 E‐mail   beikoku@ja-kami.or.jp 

 
 
生産概要（H22年１２月末） 
 
○ 農業生産物の内訳（有機栽培） 

 ・有機農産物栽培面積   ８２．１ｈａ （対前期比＋３．１ｈ
ａ） 
 ・有機JAS認証面積     ７４．7ｈａ （対前期比＋３．４ｈａ） 
 
○ 有機農業者数 
 ・有機農家           ３４人   （対前期比＋２人） 
 ・有機JAS認証農家       ２９人   （対前期比＋１人） 
 
○協議会の売上高 
 ・約７０，０００千円  
 
○ 農産物の主な取引先 
 有機米実需業者、やくらい土産センター、 
 JA農産物直売所 

 
 
取り組みの体制 
加美よつば有機米生産部会を中心に、地域における有機農業
の取組の拡大・定着を図り環境保全を重視した農業生産を推進。 

 
 取り組みの主な内容 
 
・有機農業者の育成・確保 
・農作業体験を活用した食農教育 
・生物多様性を活かした水田雑草抑草、収量安定技術の確立 
・学校給食への有機米の供給推進 
・有機農業による安定かつ持続的な農業経営の確立 

協議会代表の一言 
 秀峰、薬莱山を眺望できるところに位置する加美・色麻町、
常に奥羽山脈から清らかな一番清水が流れ込む田んぼが
あり、環境と一体化した美しい田園が広がります。 

 その地で、加美よつば有機米生産部会は自然豊かな環境
条件のもと、消費者ニーズに対応した安全・安心な有機農産
物生産に努めております。 

 平成２０年産米より、青森県 木村 秋則氏の指導を仰ぎ自
然栽培米の生産にも取り組んでおります。 
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加美よつば有機農業推進協議会（宮城県） 

自然豊かな環境条件を活用した有機農産物生産 



栗 原 市 有 機 の 会 

取り組みの体制 

 国・県・ＪＡ栗っこ・栗原市・関係団体等と連携協力のもと
に育苗供給施設を核とした有機農業等の推進 

取り組みの主な内容 
 
・実証圃設置による有機農業の技術普及と検証 

・育苗供給施設を核とした有機農業の普及拡大 

・ＪＡアグリスクールと連携し、子供たちに対する食育 

・新規有機農業者に対する支援（技術指導会等の開催） 

・消費者との交流活動（交流イベント等） 

・有機農産物の販売促進（普及啓発） 
・くりはらツーリズムネットワークと連携し有機農法の理解 

  
≪農業生産の概要≫ 

水稲 10ｈａ（対前年比 ±0）うち有機ＪＡ栽培10ｈａ（対前年比 ±0） 

大豆  0ｈａ（対前年比 ±0）うち有機ＪＡ栽培0ｈａ（対前年比 ±0） 

協議会の農業者数  １０名（対前年比 ±0） 
  うち有機ＪＡＳ農業者 ２名（対前年比 ±0） 

協議会の売上     6,300千円（対前年比 ±0） 

    うち有機ＪＡＳ分      6,300千円（対前年比 ±0） 
    

協議会代表の一言 

 有機農業普及拡大のため有機農業の基本となる種苗
（水稲・大豆）供給施設を核とし有機農業実践者に供給し、
安全・安心な農作物の栽培を広め、消費者が有機農業に
より生産される農産物を容易に入手できるよう有機農業の
モデルタウンとして地域環境負荷低減に努め、みんなが健
康で、安心して暮らせる地域を目指す。 

連絡先 

〒９８７－２２９３ 

宮城県栗原市築館薬師一丁目７番１号 

栗原市産業経済部農林振興課内 

栗原市有機の会 代表 斎藤政憲  担当者 伊藤仁志 

ＴＥＬ：０２２８－２２－１１３５ ＦＡＸ：０２２８－２２－０３１５ 
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生き物調査（あぐりスクール） 

心と体と地球にやさしい有機農法 



大潟村有機農業推進協議会（秋田県） 

④研修会風景 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥連絡先：010-0494 秋田県南秋田郡大潟村字中央1-1 
         tel 0185-45-3653 fax 0185-45-2162 
         mail g-shoji@ogata.or.jp 担当 庄司 都志哉 

③生産概要（H22年度） 
○ 農業生産物の内訳（目標年：H27年） 
 ・水稲 8,305.5ha(うち有機栽培 549ha)→(有機目標面積 750ha) 
 ・大豆       386ha(うち有機栽培 184ha)→(有機目標面積 190ha) 
 ・野菜         40ha(うち有機栽培     5ha)→(有機目標面積    15ha) 
  
○ 協議会の農業者数 
 ・16人(ただし、補助金の受益者は村民全員) 
 
○ 協議会の売上 
 ・なし 
 
○ 農産物の主な取引先 
 ・個々の農家による直接販売の為、集計不能 

①取り組みの体制 
 村、JA、ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ公社がともに有機農業者を積
極的に支援。キャンペーン等も合同で行う。 

②取り組みの主な内容 

 首都圏などで開催される、キャンペーンや交流会を
通じて、有機農業の啓発と販路拡大を図る。 

 また、実証圃による技術検証や講習会を開催し、安
定的に生産できる技術の確立と労働時間の削減を図
ることで新規有機農業就農者の増加に繋げる。 

 上記の取組を中心に、大潟村内での有機農業取組
面積の拡大を目指す。 

⑤協議会代表の一言 

 「食の安全・安心を求める声に応えるため、有機
農業をさらに進歩させたい。同時に環境保全型農
業としての役割を意識し、この活動を続けていくこ
とで、日本農業が抱える問題解決の足掛かりにな
ればと思っています。」 
            大潟村有機農業推進協議会 
               会長  佐藤  誠 

H21.11.20  
有機野菜の栽培研修会 

H21.7.30 
有機農業の現地研修会 
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 広大な土地を活かした大規模営農 ～水稲の有機栽培面積は５４９ｈａ～ 

mailto:g-shoji@ogata.or.jp
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鶴岡市有機農業推進協議会（山形県） 

 
 

連絡先：〒９９９－７６０１ 山形県鶴岡市藤島字笹花２５ 
鶴岡市有機農業推進協議会事務局（鶴岡市藤島庁舎エコタウン室） 
 ℡0235‐64-5803 fax0235‐64‐5847 http://www.tsuruoka-yuuki.jp/ 

 
 
 
生産概要（H22年12月末） 
 
○ 農業生産物の内訳 

米    65ｈａ（対前期比  ±0ｈａ） 
       うち有機ＪＡＳ栽培62ｈａ（対前期比 ±0ｈａ）  
野菜   22ｈａ（対前期比 ＋9ｈａ） 
      うち有機ＪＡＳ栽培7ｈａ（対前期比 ±0ｈａ） 

○ 協議会の農業者数 

有機農業者 73人（対前期比  ±0人 ） 
      うち有機ＪＡＳ農業者35人（対前期比  ±0人 ） 

○ 協議会の売上 

協議会の売上高 155,733千円（対前期比 ▲22,412千円） 
      うち有機ＪＡＳ分 121,355千円（対前期比 ▲22,676千円） 

○ 農産物の主な取引先 

大手百貨店、スーパーチェーン、有機農産物取扱 

専門業者、産直施設、宅配 ほか 

 

取り組みの体制 
 JAや鶴岡市・県の出先機関・大学などと連携し、有機
農業振興を目的とした各種取り組みを推進。 

取り組みの主な内容 
■有機農業と命の学校 

 ◇楽しい野菜づくりコース 

  （有機農業にふれ、有機農業の実態を学ぶ。消費者の理解の増進） 
■有機栽培技術実証展示 

 ◇疎植稲作、除草体系、イネミズゾウムシ対策、生き物調査等 

■有機農産物の流通・販売の拡大（商談交流会．ホームページの活用） 
■有機農産物の自給の推進（家庭菜園で有機栽培） 
■食育と環境教育の推進 

■給食への地場産有機農産物の活用 

■エコタウン塾の開催 

協議会代表の一言 
 

 鶴岡市の有機農業は藤島地域を中心に長く、積極的に取
り組まれてきました。ソフト・ハード両面で環境が整いつつあ
ります。 

 今後は鶴岡市全域に有機農業を推進していくために、市の
有機農業推進計画の策定と会員の拡大をすすめて行きたい
と思います。 
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関係機関との連携で市全域に有機農業を推進 



遊佐町有機農業推進協議会（山形県） 

連絡先：〒999-8301  山形県飽海郡遊佐町広表6-1   
     遊佐町共同開発米部会（JA庄内みどり遊佐支店内）     
       TEL0234-72-3234    FAX0234-72-3238  
       メールyuyou@ja.midorinet.or.jp  

 
 

生産の概要(H22年１２月末) 
 

○農業生産物の内訳 
  米    20ｈａ(対前期比＋0ha) うち有機JAS栽培 0.8ha (対前期比＋0ha) 
  野菜     エゴマ  4.8ｈａ(対前期比＋2.3ha)うち有機JAS無し 
 
○協議会の農業者数 
  有機農業者４２人(対前期比＋14人)うち有機JAS栽培 １人 (対前期比＋０人) 
 
○協議会の売上 
  協議会の売上高 45059千円(対前期比845千円) )うち有機JAS栽培1080千円          
(対前期比＋0円) 
 
○農産物の主な取引先 
   生活クラブ生協ほか 

 
 

取り組みの体制 
 

生活クラブ生協との連携・協力のもとで有機農業の推
進や自給力向上及び非遺伝子組換え作物の生産 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

取り組みの主な内容 
 

・耕畜連携による堆肥の利用 
 1,300haの面積で特別栽培を行い県の認証とエコファーマー
を取得し堆肥の投入を義務付けしている 
・特色ある販売体制の構築 
生活クラブ生協と連携し生産された物の価格・農法・基金の積
立等を協議し産地・消費地での交流を中心とした顔の見える関
係を構築している 
・肥料の試作 
遊佐町で生産される資材(大豆・米ぬか・ナタネ油粕・飼料用米
を食べた豚の骨等)を使用し有機肥料を試作「ゆざづくし」 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
協議会代表の一言 
 

 おいしい米を多くの人に味わってもらいたいと始
まった遊佐の有機農業推進協議会。 

安全・安心は、食品において今以上に重要になっ
てきます。遊佐町は地域一体型の減農薬・減化学
肥料栽培を進める上で有機栽培の可能性を目指し
ます。町の山、川、海の自然が我々農家に豊かな
収穫の恵みを与えるように、皆さんの家庭に真の
「食の豊かさ」をお届けします。 
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生活クラブ生協と連携した顔の見える関係 



最上地域有機農業推進協議会（山形県） 

「拓土塾」の実践研修 
 
 
 
 
 
 
 

  
平成２３年度塾生： 
中野竜志(新庄市)  指村僚汰(新庄市) 小沼智(金山町) 
庄司翼(最上町) 栗田昌和(真室川町) 

 連絡先：996-8501 山形県新庄市沖の町１０－３７ 
         新庄市役所農林課農業公園室 
         TEL:０２３３－２２－２１１１ FAX：０２３３－２２－０９８９ 
         メール nourin@city.shinjo.yamagata.jp 
 

 

 
生産の概要（Ｈ２２年１２月末） 
○ 農業生産の概要 
    米    11,500ha うち特別栽培823ha(対前期比+4ha) 
                   有機栽培 31ha(対前期比+7ha) 
    野菜   1,170ha うち特別栽培14ha (対前期比+3ha)     
                                                   有機栽培2ha   (対前期比+1ha) 
    農業生産物 米、野菜(パプリカ、ピーマン、カボチャ、小松菜他 
 
○ 協議会の有機農業者数 
    現在 １２人(対前期比+２人)  目標（２７年度） ３０人 
○ 協議会の売上 
    現在 49,854,000円(対前期比+4,974,000円)  
    目標（２７年度） 73,320,000円 
○ 農産物の主な売り先 
    大手百貨店、産直施設、生協ほか 

取り組みの体制 
 最上地域の１市４町３村とＪＡ、農業法人等が連携し、有機農
業新規参入を目指した人材育成を中心に据えて、広く全国に先
進事例を求め、地域の特長を生かした有機農業等の推進を図る。 

取り組みの主な内容 
○雇用型農業実践塾「拓土塾」の展開（塾長：全国指導農業士
会会長・栗田幸太郎） 塾生５名、栽培実証ハウス５棟、露地
栽培圃場２ヶ所、講演・講習会４回、視察研修３回 
○有機農業推進シンポジウムの開催 ２回 

○首都圏等への販売促進活動 ３回、消費者・実需者との交
流活動 ２回 
○実証圃による栽培実証、有機農産物栽培取組の拡大 
○有機農産物提供レストラン開設準備 
  

 
 
 
 
 
 
協議会代表の一言 
 

事業開始３年目を迎え、「拓土塾」も順調に運営さ
れているようです。新庄市エコロジーガーデン（旧農
林省蚕糸試験場跡地）を拠点に、新庄・最上地域の
「有機の里」構想実現のため、協議会が一体となっ
て有機農業を推進してまいります。 
         最上地域有機農業推進協議会 
          会長 山 尾 順 紀 （新庄市長） 
 
 
 
 
 
 

「拓土塾」を中心とした人材育成による有機農業の拡大 
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喜多方市環境にやさしい農業推進協議会（福島県） 

連絡先：966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244-1 

喜多方市産業部農林課内 担当者 福地精治 

TEL  0241-24-5235 Fax 0241-25-7073 

Eﾒｰﾙ nourin3@city.kitakata.fukushima.jp 

 
○ 農業生産の概要（Ｈ２２年１２月末） 
米    ６，７９１ha （うち有機栽培７４ｈａ（対前期比－１ha） 
野菜   １，０８５ｈａ （うち有機栽培１０ｈａ） 
（とうもろこし、ジャガイモ、アスパラ、タマネギ、トマト、きゅうり、かぼちゃ） 

その他 ４８ｈａ （うち有機栽培５ｈａ） 
（そば等） 
 

○ 有機農業実践者 
Ｈ２２年度：５２人（９４ｈａ）、目標（Ｈ２７年度）：６４人（１０２ｈａ） 
 

○ 有機農産物の生産量 
Ｈ２２年度：６１９ｔ、目標（Ｈ２７年度）：６７９ｔ 
 

○ 農産物の主な売り先 
生協、有機農産物専門店、地元直売所、個別取引き 

取り組みの体制 
 喜多方市との連携・協力により当地域の自然立地条件に適し
た有機農業を推進する。 

取り組みの主な内容 
 

・有機農業の推進 
  有機農産物の産出額、農業者数及び実施面積等の調査、取組内
容を紹介するためのパンフレット・リーフレット作成・配布等  
・販売企画力の強化 
  有機農産物販路拡大のためのPR活動及び普及啓発 
・生産技術力の強化 
  生産技術力強化のための先進地視察の実施 
・人材育成力の強化 
   有機ＪＡＳ認証制度等に関する研修会の開催 

協議会代表の一言 
 本地域では、より安全・安心な農作物を生産するため、エコ
ファーマー栽培や特別栽培に取り組む農家が多く、有機栽
培への関心も高くなってきています。また、市内の一部地域
（熱塩加納地区）では、従来から有機農業の取組みがなされ
ており、地域の学校給食にも食材として供給されています。 

 美味しくて、安全・安心な農産物を生産するため、地域性を
活かしながら創意工夫を凝らした生産体制の確立を目指し
ています。 

有機農業ほ場での子どもたちの農作業体験 
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自然立地条件に適した有機農業を推進 

mailto:nourin3@city.kitakata.fukushima.jp


やさと有機農業協議会（茨城県）

④写真 

⑥連絡先： 
住所：〒315-0116茨城県石岡市柿岡3236-6 （ＪＡやさと本所内） 
電話：0299-43-1101 FAX：0299-43-1106 
Ｅメール：pd6kp8@bma.biglobe.ne.jp ＨＰ：準備中  
担当者：事務局長 柴山 進 

③生産概要 
生産概要（H22年12月末） 
○農業生産物の内訳 

 水稲（13.4ha）、野菜（38ha） 
○協議会の有機農産物栽培面積 51.4ha（対前期比 ＋
16.6ha） 
 うち有機JAS認証ほ場面積 40.8ha（対前期比 ＋3.2ha） 
○協議会の有機農業者数 27人（対前期比 ＋3人） 
 うち有機JAS認定農家戸数 24（対前期比 ±0） 
○協議会の生産量 371t 

 うち有機JAS認証農産物生産量 307t 

○協議会の売上 97,022千円（対前期比 ▲8,884千円） 
○農産物の主な売り先 

 生協、スーパー、市場、ＪＡ直売所、業務用ほか 

①取り組みの体制 
石岡市、ＪＡやさと、生産者、生協、普及センターにより運営委員
会を構成し有機農業を推進 

 

②取り組みの主な内容 
・ＪＡの新規参入研修事業の支援、新規参入生産者支援 
・実証圃の設置、土壌分析、栄養分析、指導会の開催 

・生協組合員と生産者の交流、有機農業体験の提供、ＨＰによ
る広報活動 
・生協組合員への情報提供 
・転換説明会の開催 

⑤協議会代表の一言 
 
（田村和夫ＪＡやさと組合長）  

 地域に根ざした有機農業を、地域の産業として広
めていきたい。また、農業を希望する新規就農者と
地域の後継者の育成を進めていきたい。 
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～有機農業を地域の産業に～ 



高崎市倉渕町有機農業推進協議会（群馬県） 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥連絡先：〒370-3402 
       群馬県高崎市倉渕町三ノ倉303 
       高崎市倉渕支所産業課 担当：武井 
電話   027-378-3111 
E-mail  takei3389@city.takasaki.gunma.jp 

③生産概要（H22年12月末） 
○農業生産物の内訳 

 野菜（680a） 
○協議会の有機農産物栽培面積 680a（対前期比 ＋20a） 
  うち有機JAS認証ほ場面積 6.5ha（対前期比 ±0） 
○協議会の有機JAS農業者数 45人（対前期比 ＋3人） 
 うち有機JAS認定農家戸数 7（対前期比 ±0） 
○協議会の生産量 1,700t （対前期比 ＋50t） 
 うち有機JAS認証農産物生産量 163t（対前期比 ▲17t） 
○協議会の売上 231,500千円（対前期比 ▲24,255千円） 
○農産物の主な売り先 

 専門業者、宅配ほか 

①取り組みの体制 
 農業者、高崎市倉渕支所 
 

②取り組みの主な内容 
・新規就農希望者に対する指導 
 参入希望者への技術指導、研修の受入 
・技術の実証 
 堆肥製造・土壌分析、硝酸イオン・糖度調査、 
 堆肥成分調査 
・その他 
 技術実証とその結果を用いた講習会の開催 

⑤協議会代表の一言 

 地域では、倉渕地区を中心として２０年以上有機農
業が実践されています。地域内で未利用の有機質
資源の利活用、安全な農産物の生産、有機農業に
よる新規就農者への研修に重点を置いています。 
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～２０年以上有機農業を実践～ 



小川町有機農業推進協議会（埼玉県） 

 
 
 
 
 
 
 
 
相談会（新農業人フェア）  種子採り講演会 
 
 

⑥連絡先：事務局〒355-0328埼玉県比企郡小川町大塚55 
   小川町産業観光課農林政策担当 ℡0493-72-1221 
   Email： ogawa110@town.ogawa.saitama.jp 

③生産概要（H22年12月末） 
○農業生産物の内訳 

 水稲（5.8ha）、麦・大豆（5.5ha）、野菜（16.8ha） 
○協議会の有機農産物栽培面積 28.1ｈａ（＋6ha） 
 うち有機JAS認証ほ場面積 0（対前期比 ±0） 
○協議会の有機農業者数 23人（対前期比 ＋1人） 
 うち有機JAS認定農家戸数 0（対前期比 ±0） 
○協議会の生産量 1,650t（対前期比 ＋37t） 
 うち有機JAS認証農産物生産量 0t（対前期比  ±0 ） 
○協議会の売上 88,700千円（対前期比 5,280千円） 
○農産物の主な売り先 

 スーパー、専門業者、加工業者、宅配ほか 

①取り組みの体制 
 行政、有機農業生産グループ、JA埼玉中央・直売組合、認定農業者 など
の全ての関係農業団体、NPOふうど、消費者団体、県が 構成団体となり、
地域全体で有機農業の取組みの拡大を図る。 

②取り組みの主な内容 
・新規参入希望者への支援 

 有機農業学校（研修生受入れ体制の整備）、学習会など 

・実証ほの設置 

 水稲（除草）、野菜（天敵利用技術）、慣行農家の転換実証 

・流通、販売の促進 

 講習会（直売農家の売り方）、ｿﾌﾄｽﾁｰﾑ加工を利用した新規   

 加工品の開発 

・消費者との交流、先進地視察・交流など 

⑤協議会代表の一言 
 現在の小川町の農業において、有機農業は地域農業の 
 担い手として重要な役割を担っています。消費者の理解 
 を得て、地域が有機農業の推進を支援することで、循環 
 型社会への貢献、地域農業の振興及び安定的な農業経 
 営体の育成を図り、地域の活性化が期待されます。 
 また、他の地域と連携し、情報交換などを行うことで、 
 本事業がより効果的に実施されることを期待します。 
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～地域全体で有機農業の取組みを拡大～ 


