
北総地区有機農業拡大協議会（千葉県） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連絡先：㈱生産者連合デコポン 〒287-0222 
千葉県成田市前林976-7 TEL 0476-49-0181 
担当：竹中・長谷川 takenaka@decopon.co.jp 

生産概要（H22年12月末） 
○農業生産物の内訳 
 野菜（ほうれん草、小松菜、水菜、人参など） 
○協議会の有機農産物栽培面積 86.3ha（対前期比＋1.4ha） 
 うち有機JAS認証ほ場面積 4,595ｈａ（対前期比 ＋1.5ha） 
○協議会の農業者数 34人（対前期比 ＋2人） 
 うち有機JAS認定農家戸数 19（対前期比 ±0） 
○協議会の生産量 1,010t（対前期比 ＋25t） 
 うち有機JAS認証農産物生産量 669t（対前期比 ＋40t） 
○協議会の売上 306,522千円（対前期比 ▲17,195千円） 
○農産物の主な売り先 
 自然食品店、通信販売業、外食業、生協ほか 

取り組の体制 
千葉県の成田市ほか9市町にまたがる、有機農業者と㈱生産

者連合デコポンによる販売拡大と新規参入による有機農業
の拡大を推進 

取り組みの主な内容 
・勉強会の開催 
・有機農業体験市民農園の設置 
・農業体験の実施 
・有機農業者と消費者の交流イベントの開催 
・土壌診断、栄養分析、堆肥分析の実施 
・新農業人フェアへの参加 

協議会代表の一言 

 この千葉県北総地区を、日本で有数の有機農
業先進地域とするためにも、「北総地区有機農
業拡大協議会」を中心に、一歩一歩確実に、有
機農業者を増やし、そして有機農業の事例の普
及とともに、地域農業の活性化を図っています
。また、新規参入希望者の研修受入を行ってい
ます。 

若手生産者および取引先による園地巡回 
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～有機農業で地域農業の活性化を～ 



山武市有機農業推進協議会（千葉県） 

【お問い合せ】協議会事務局(さんぶ野菜ネットワーク内) 
〒289-1223 千葉県山武市埴谷1740 (担当：川島) 
E-mail;：kawashima@sanbu-yuki.com 
TEL：0475-89-0590   FAX：0475-89-3055 
協議会HP：http://www.sanbu-yuki.com/ 

生産概要（H22年12月末） 
○農業生産物の内訳 
 野菜（人参・里芋・葉物類等、年間約80品目） 
○協議会の有機農産物栽培面積 125ha 
 うち有機JAS認証ほ場面積 50ha（対前期比 ＋11.8ha） 
○協議会の農業者数 53人（対前期比 ＋5人） 
 うち有機JAS認定農家戸数 33（対前期比 ＋1） 
○協議会の生産量 2,100t 
 うち有機JAS認証農産物生産量 1,160t 
○協議会の売上 502,584千円（対前期比 ▲18,583千円） 
○農産物の主な売り先 
有機農産物専門流通事業体、生協、外食、小売、 
学校給食等 

①取り組みの体制 
さんぶ野菜ネットワーク(有機農家の組合・販売法人)・
ワタミファーム(生産法人)・大地を守る会(宅配事業者)・
山武市役所・ＪＡが連携し、担い手育成を行っています。 

②取り組みの主な内容 
◇有機農業研修(6ヶ月間)  ◇新規就農支援 

山武市での新規就農を希望される方を対象に、地域の
有機農家による実践的有機農業研修を行っています。
研修・就農についての相談は随時受付中です。 
まずは私どもにご相談ください。 
ご連絡はメール、または電話にて(連絡先：ページ右下) 

⑤協議会代表より皆様へ 

私達は有機農業研修・新規就農支援を中心に活動
しています。研修生の受入れは私たちに大きな刺激
となり、経営のあり方、農業との関わり方を見直す機
会となっています。新しい仲間を迎えいれ、共に地
域の有機農業を持続・発展させ、有機農産物の生産
量の増大、消費者の有機農業への理解が深まるよ
う努めていきたいと考えています。 

   

協議会パンフレット 
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①仲間がたくさん集まっています。 
  (50軒以上の有機農家が約5km 
  圏内に集まっています) 
  先輩農家達が就農・農業経営の 
  相談にのってくれます！ 

②営業・販売はお任せ！ 
  さんぶ野菜ネットワーク 
  (農家組合・販売法人)が、 
  野菜の営業・販売を担います。 
  取引先約40社(年間) 

山武での就農のメリット 

～６ヶ月間の有機農業研修で新規就農を支援～ 



小田原有機の里づくり協議会（神奈川県） 

① 取り組みの体制 

 小田原を中心に活動をしている４つの団体の協力・連携に
よって、有機農業を活用した地域農業の充実を進めます。 

② 取り組みの主な内容 

1. 有機農業実践者による講演会を行い、有機農業の参入
者を広げる。 

2. 多様な取り組みを実証し、有機農業技術の確立を図る。 

3. 学校給食や手作り教室、農業祭りを活用した有機農業
生産物の流通・販売の促進 

4. 農業体験や田畑の生き物調査などを通した消費者との
交流により、有機農業の普及啓発を進める。 

5. 有機農業の更なる学びのための先進事例の現地視察 

 ⑥ 連絡先 

  〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300 
  TEL 0465-33-1494 FAX 0465-33-1286 
  小田原市農政課農林業振興係 渡邉弘二 

  ⑤ 協議会代表挨拶 

      自然環境に恵まれ、冬も温暖、大都市圏にも近
い当地域は、農家から市民までが、年間を通じて
様々な形の「農」に取り組むことが可能な地域で
あり、有機農業推進の高いポテンシャルを持って
います。安心安全な旬の作物の生産消費拡大はも
ちろんのこと、いのちにやさしい食と農がいつで
も身近に豊かにある、そんなライフスタイルが可
能な地域を目指して、幅広い活動展開を進めます。  

④ タマネギ栽培体験・箱根地産Café出店 
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～いのちにやさしい食と農が、いつでも身近に豊かに～ 

③ 生産概要（Ｈ22年12月末） 

○農業生産物の内訳 

  水稲（4.2ha）、野菜（3.0ha）、果樹（16.4ha） 
○協議会の有機農産物栽培面積 23.6ha（対前期比＋3ha） 
  うち有機ＪＡＳ認証圃場面積 10.3ha（同±0） 
○協議会の有機農業者数 63人（同＋2人） 
  うち有機ＪＡＳ認定農家戸数 25戸（同±0） 
○協議会の生産量 133t（同＋19t） 
  うち有機ＪＡＳ認証農産物生産量 73t（同＋5t） 
○協議会の売上 150,500千円（同▲21,500千円） 
○農産物の主な売り先 
  学校給食、生協、大手量販店、有機食品業者、ほか 
 



やまなし有機農業連絡会議（山梨県） 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   

⑥連絡先：〒400-1121  山梨県甲斐市上芦沢1316 
   ☎090-2149-4389  ／ メール magonote-2008@sand.ocn.ne.jp  

③生産概要 
 
 ○ 農業生産物の内訳 
    野菜  3,440ｈａ（うち有機栽培45.89ｈａ） 
    果物  11,000ｈａ（うち有機栽培28.23ｈａ） 
    その他 158ｈａ（うち有機畜産1.0ｈａ） 
    米  5,530ｈａ（うち有機栽培2.35ｈａ） 
 ○ 協議会の会員数 
    224名（生産者・流通小売業者・消費者含む） 
 ○ 協議会の売上 
    現在327百万円  目標（24年度）473百万円 
 ○ 農産物の主な取引先 
    生協、大手通販業者、地元・大手小売店、 
    直売所、道の駅 
     

①取り組みの体制 
 有機農業推進14団体と山梨県、県下7市の連携によ
る有機農業の推進。 

②取り組みの主な内容 
 ・やまなし有機ブランドの構築 
  → 消費者・流通小売業者等に対する有機農業の理解促進活動を実施 
    参加して普及啓発を行う。 
 ・有機農業技術の実態把握と生産技術の向上 
  → 現状、県内外で行われている有機農業の実態把握と実証を行い、 
    技術の整理体系化を行いつつ、圃場の生物メカニズム理解による 
    生産技術の向上を目指す。 
 ・農業・有機農業への理解促進 
  → 既存の新規就農支援システムを補完する「出口機能」としてのネット 
    ワークを構築することとともに、有機農業経営者の能力向上のため 
    の研修を実施する。 

⑤協議会代表の一言 
 
 やまなし有機農業連絡会議では、県内14団体・224名の会員により構成 
されている団体のため、事業の方向性決定や各種判断に時間が掛かるこ 
とが尐なからず起こってきました。そのため、各団体の代表や会長により 
選出された役員会にて意思決定を行い、活動を行ってきました。しかし、2 
年間の活動の結果、本会としての方向性が明確化し、構成団体間の横の 
連携もさらに強くなったことから、今年度からはプロジェクトチーム方式に 
よって、活動を行うことを決定しました。今後、多くのプロジェクトスタッフが 
活躍し、複数の事業がパラレルで動き出すため、さらに山梨の有機農業 
は拡大していくことと期待しています。 
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Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ａ.有機圃場調査 
Ｂ.普及イベント 
Ｃ．農業への理解促進 

～県内１４団体、224名の会員をもつ組織～ 

mailto:magonote-2008@sand.ocn.ne.jp
mailto:magonote-2008@sand.ocn.ne.jp
mailto:magonote-2008@sand.ocn.ne.jp


阿賀野市有機農業推進協議会（新潟県） 

④有機農業研修 
 
 
 
 
 
  
 消費者との交流 

⑥連絡先 
〒959-1919 新潟県阿賀野市山崎58番地（ＪＡささかみ） 
電話：０２５０－６２－２４１０ ＦＡＸ：０２５０－６２－１４２６ 
担当者：田中政喜 Ｅ-mail：m-tanaka@ja-sasakami.or.jp 

 

 
③生産概要 
○農業生産物の内訳 
  米 １，３５４ｈａ（うち、有機ＪＡＳ栽培１８．７ｈａ） 
○協議会の農業者数 
  有機農業者３２人（うち、有機ＪＡＳ農業者３０人） 
  ※目標（２７年度）４０人 
○協議会の販売量 
  ７７．９トン（うち、有機ＪＡＳ分６８．４トン） 
  ※目標（２７年度）１０８トン 
○農産物の主な取引先 
  生協・加工実需者ほか 

①取り組みの体制 
阿賀野市及び産直部会との連携・協力のもとで未利用有機資源
を利用した資源循環型有機農業を推進 

②取り組みの主な内容 
・耕畜連携による地域内での有機資源の循環 

 現在、地域の畜糞、籾殻、おからを使用し、ゆうき子（堆肥）
散布を実施。また、おからペレット肥料の試作実証 
・特色ある販売体制の構築 
 実需者を産地に招き、特色ある栽培内容などをＰＲ 
・消費者との交流と環境（生き物）調査の実施 

 消費者との交流による食育と生き物調査の活用による有機
農業の普及啓発の推進 

⑤協議会代表の一言 
 笹神地区では早くから消費者との交流に取組み、平成２年
の「有機の里」宣言にともない堆肥散布による土づくりと環境
保全型農業を実践してきました。 

 現在は、有機農業の希望者に対し「ささかみ本気塾」を開設
し、就農支援や技術支援もしています。 
  今後はさらに環境、生き物に配慮した有機農業の拡大を推
進していきます。 
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籾殻・おからなど未利用有機資源を活用 



金沢市有機農業推進協議会（石川県） 

④各種取組状況 

⑥連絡先： 〒920-3104 石川県金沢市八田町東9番地 
        金沢市有機農業推進協議会（株式会社 金沢大地内） 
        ＴＥＬ 076-257-8818 
        ＦＡＸ 076-257-8817 

③農業生産の概要 
・作付面積 
  米                    14.0ha 
  麦          121.5ha 
  大豆             121.5ha 
  野菜 （小松菜）        3.0ha  
   
・協議会の農業者数 
  現在  21戸 目標（27年度） 26戸 
 
・協議会の産出量 
  現在 394t 目標（27年度） 432t 
 
・協議会の生産額 
 現在 155,000千円 目標（27年度）170,000千円 

①取り組みの体制 
 金沢市、実需者、流通業者等と連携し有機農業を中心とした 

 金沢市域の農業振興の推進を図る。 

②取り組みの主な内容 
○売れる農産物・農産物加工品の製造・販売 
 米、麦、大豆等加工品の開発、出荷先の多角化、ブランド化 
 
○安定生産、安定・長期出荷、労力軽減 
 新品種導入、除草技術の確立、米・麦・大豆のブロック 
 ローテーション栽培等 
 
○新規就農者、慣行農法からの転換者の増加 
 実需者・バイヤーを講師とした講習会開催等 
  
 

⑤協議会代表の一言 
農業者が有機農業に容易に取り組め、また、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
農業の振興の核となるモデルタウンを育成し、有機農業の 

取組の面的拡大を図ることを目的とし設立しました。 

有機農業に興味があり、新たに農業を始めたいと思っている
方や、慣行栽培から有機農業に転換を考えている農家の方
は金沢市有機農業推進協議会にご相談ください。 

 

○田植えイベント ○加賀野菜加工商品開発 
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モデルタウンを育成、面的拡大を図る 



コウノトリ呼び戻す農法推進協議会（福井県） 

連絡先：〒９１５－８５３０ 福井県越前市農政課内 
℡０７７８－２２－３００９ FAX ０７７８－２３－９９０７  

E-mail  nousei＠city.echizen.lg.jp 

③生産概要 
  ○農業生産物の概要 
    米  ３４９ｈａ（うち有機栽培５．２ｈａ（目標２０ha）） 
  
  ○協議会の農業者数 
    現在  １５人（目標２７人） 
  
  ○有機農産物の生産量（米） 
    現在 １５トン（目標 ７８トン） 
  
  ○農産物の主な売り先 
   デパート、有機農産物取り扱い専門業者、ＪＡ直売所等 

①取り組みの体制 
 コウノトリ呼び戻す農法部会と越前市、福井県、ＪＡ越前た
けふと連携・協力のもと、コウノトリが生息する環境の保全や
有機農業を通じて産地の収益力向上を推進 

②取組の主な内容 
○コウノトリ呼び戻す農法米の学校給食への試験提供等
を通じて次世代（将来）を見据えた消費拡大の推進、販売
促進活動 

○コウノトリ呼び戻す農法米の栽培技術（抑草、土づくり
等）の確立及び後継者の育成と地域への広がりを推進  

○地域（白山・坂口）全域での有機農業の啓発を図り、将
来的には越前市全域に有機農業を普及推進 
 ※将来は地域での６次産業化への取組を図っていく  

⑤協議会代表の一言 
Ｈ２２年に開催された名古屋でのＣＯＰ１０の会場で「コウノトリ呼
び戻す農法米」がふるまわれました。まだまだ生産量が尐ない 

ので、これからも仲間を増やし、栽培技術を向上し多くの人に私

たちの思いのこもったお米を食べていただきたいです。 

東京アンテナショップでの販売 チェーン除草の様子 

生き物調査 
冬みずたんぼ 

④各種活動状況 
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名古屋ＣＯＰ１０会場にも登場 



白川町有機の里づくり協議会（岐阜県） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥連絡先：白川町有機の里づくり協議会事務局 
 〒509-1431 岐阜県加茂郡白川町黒川153-3 
   ℡0574-77-1638 

③生産概要（H22年12月末） 
○ 農業生産物の内訳 
  水稲 9.1 ha（対前期比 +0.3ha） 
  大豆 2.6ha （対前期比 +0.1ha） 
  茶    1 ha （対前期比 ±0ha） 
  野菜 2.9ha （対前期比  +0.2ha）  
  （キュウリ、レタス、なす、かぼちゃ） 
 
○ 協議会の農業者数 
   現在33戸 目標50戸（27年度）（対前期比 +2人） 
 
○ 農産物の主な取引先 
   愛知県の消費者グループ、青空市、トラスト会員ほか 

 
①取り組みの体制 

 白川町と町内のいくつかの有機農業グループが連携
して環境への負荷をできる限り低減した農業を推進する。 
 

②取り組みの主な内容 
・ 「水源の里」として下流域の消費者の理解と協力を 
 深める中で有機農産物の販路を確保する。 
 －交流イベントや通信発行 
・ 研修施設「くわ山結びの家」を活用して有機農業者 
 のＩターンＵターンを促す。 
・ 稲作をはじめ、有機農産物の生産技術の体系を確 
 立する。 －会員相互の情報交換と外部研修  

⑤協議会代表の一言 
  

 木曽川上流域の水源の里として、豊かで安全な水
を守る責務を負っています。環境に負荷をかけない
有機農業を推進することにより、下流域の消費者の
皆さんのご理解とご支援をいただきながら、流域に
自給の輪を広げていきます。 

 （主な構成団体） 
  

 NPO法人ゆうき
ハートネット 
 大豆畑トラスト 
 はさ掛けトラスト 
 赤河産直組合 
 郷蔵米生産組合 
 切井茶生産組合 
 白川エゴマの会 
 むらざと農園 
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研修施設｢くわ山結びの家｣ 

水源の里から広がる有機の輪 



伊賀有機農業推進協議会（三重県） 

連絡先：〒518-0221 伊賀市別府740 (社)全国愛農会内 電
話：0595-52-0108 FAX：52-0109  メールyama@ainou.or.jp 

担当者名：山本和宏ほか 

 
 
 

①取り組みの体制 

 有機農業者はじめ市民活動グループ、行政などと連
携・協力して、有機農業の技術の普及、農産物の販売
促進、新規就農者の育成支援活動に取り組む。 

②取り組みの主な内容 
 ◎安心できる食環境の大切さをアピールする 
  農・食・医健康教室の開講 
 ◎有機農業の技術力を高める 
  有機農業講座、土壌分析と施肥設計、現地研究会 
 ◎有機農産物の販売を促進する仕組みづくり 
  市場調査の実施、伊賀ブランドの発掘 
 ◎子ども達の食の見直し 
  学校給食をより豊かで安心できるものへ ⑤協議会代表の一言 

 伊賀地域の有機農業が大きく前進することを願い
協議会を立ち上げ、今年で2年目を迎えました。3人
に1人が癌でなくなる時代に、食の安全はすべての
人にとって最優先の課題です。目指すは｢伊賀は安
心できる食の里｣。そのためには、有機農業を応援し、
農を担う若者を育てよう！そして今を生きる大切な
子ども達を安心できる食、安心できる環境・地域の
愛情いっぱいで育てたい！それがわたしたち伊有協
会の願いです。 

④活動風景～伊賀オーガニックフェスタを開催！～ 

生産者と消費者が顔の見
える関係を築き、有機農
業を広く知ってもらうため
の地域密着型のイベント
としてオーガニックフェス
タを開催しました。 

普段なかなか交流が持て
ない生産者と消費者が直
接意見交換できる有意義
なイベントになっています。 
（年3-4回開催） 

③生産概要（H22年12月末）（伊賀市・名張市） 
 ○ 農業生産物の内訳 

米   16 ha  
野菜（トマト､きゅうり､なす､ピーマン他） 29  ha   
              → 目標(27年度) 56ha 

○ 協議会の農業者数 
   現在 38人   → 目標(27年度) 40人 
  

○ 農産物の主な売り先 
   産直・提携、有機農産物取り扱い専門業者、 
   道の駅、宅配 ほか 
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23年度 

｢オーガニックタウン伊賀」～子どもたちに安心できる食と環境を～ 



高島有機農業推進協議会（滋賀県） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥連絡先：高島有機農業推進協議会 事務局 
 

 高島市役所 産業経済部 農業振興課内（担当：梅村 淳） 
 〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565 
 電話：0740-25-8511 / FAX：0740-25-8519  
 E-Mail：norin@city.takashima.shiga.jp 

③生産概要（H22年12月末） 
 
 

○農業生産物の内訳 
 米 約32ha(対前年比＋14ha) 大豆 約4ha(対前年比＋1ha) 
 うち有機ＪＡＳ栽培 米約8.4ha (対前年比＋約0.5ha)  
              大豆約0.6ha(対前年比+約0.6ha) 
 （いずれも栽培期間中 化学農薬・化学肥料不使用栽培） 
○有機農業産出額 
 平成22年実績 42,839千円(対前年比 ＋2,423千円) 
○協議会の農業者数 
 現在 ２５戸(対前年比＋１名)  目標（平成24年度） 38戸 

 うち有機ＪＡＳ栽培農家 ３戸(対前年比±0戸) 
○農産物の主な取引先 
 百貨店、関東圏・関西圏の米穀店、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等による直接販売 等 

①取り組みの体制 
 

行政機関（滋賀県、高島市）、高島地域農業センター、市内小中学校、
民間稲作研究所、アミタ持続可能経済研究所等と連携をとりながら、
生物多様性保全型稲作を中心とした有機農業の振興を図っている。 

②取り組みの主な内容 
 
 

○たかしま有機農法研究会が中心となり、 
 「生きものの安心(生物多様性の保全)」 
 「消費者の安心(食べ物の安全性)」 
 「農家の安心(農産物からの安定収入)」の 
 3つの安心の確立を目指して 
 「たかしま生きもの田んぼプロジェクト」に着手。 
 

○有機稲作の推進と併せ、冬季湛水、魚道・亀カエルスロープの設置、
休耕田を活用したビオトープの設置など水田やその周辺の生物相
に応じた生物多様性保全策を実施。 

 

○また、農業者自らがマーケティングや営業活動、交流活動、情報発
信などを実践することを通じて、「たかしま生きもの田んぼ米」のブラ
ンド化とファンづくりに取り組んでいる。有機大豆の生産や藁納豆の
生産にもチャレンジ中。 

⑤協議会代表の一言 
 自然環境の豊かさと農業者の層の厚さが自慢です。安全性や環境保
全、そして食味にこだわった高島の産物を、是非お試しください。 

「生活者」「農家」「生
きもの」が共に安心でき
る関係づくりを目指し、
各種活動を実施 

独自の魚道・スロープ 
の開発・設置 

統一のロゴマークを 
使用した販売 

マーケティング活動 

20代の若手とベテラン
が共に技術研鑽に励む 
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自然環境の豊かさと農業者の層の厚さが自慢 



 
 
③生産概要（H22年12月末） 
 

○ 農業生産物の内訳 
 ◈ 米     ２６２ｈａ（対前年比▲8ha）（うち有機栽培4.5ha（対前年比+0.6ha）） 
 ◈ 野菜    ２９ｈａ(対前年比▲1ha）（うち有機栽培2.0ha(対前年比+0.3ha）） 
  （とうがらし、はくさい、大根、キャベツ、他） 
 ◈ 果樹    １６ｈａ（対前年比±０）（うち有機栽培０．５ｈａ（対前年比±０）） 
  （いちじく） 
 ◈ その他  ５８ｈａ（うち有機栽培０．０ｈａ）(対前年比±０） 
 

○ 協議会の農業者数 
 ◈ 現在  ４８人（対前年比▲3人） 目標(２５年度) ９０人 
 

○ 協議会の売上 
 ◈ 現在 29,130千円(対前年比＋330千円） 目標(２５年度) 61,000千円 
 

○ 農産物の主な取引先 
 ◈ 有機農産物取り扱い専門業者、道の駅、町内直売所、宅配 ほか 

美山有機農業推進協議会（京都府） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥連絡先： 601-0797 京都府南丹市美山町島島台５１ 

          南丹市役所美山支所産業建設課（事務局：大澤） 
          TEL 0771-68-0043 FAX 0771-75-0801 

①取り組みの体制 
 

美山自然農法の会、美山認証野菜生産者の会、美山ふるさと㈱、京
都府南丹農業改良普及センター、南丹市役所美山支所産業建設課が
連携・協力のもと、稲作や野菜作の有機農業等を推進 

②取り組みの主な内容 
 

◉山間地で不利な立地条件の中、美山ブランドとしての有機農産物を
確立させ、農家の所得向上によるやりがいアップ 
◉尐量多品目の農業で、有機農業の裾野を広げる 

◉地域の有機物資源（牛ふん、鶏ふん、モミガラ、コメヌカ、落ち葉、
土）を活用した良質な完熟堆肥の生産と施用 
◉年間７０万人の観光客への販売体制の構築 
◉学校給食への有機農産物等の供給 
◉南丹市美山町から南丹市全域での取り組みへ 

⑤協議会代表の一言 
 

 美山有機農業推進協議会は、平成２０年５月２９日に設立されま
した。自然農法稲作や、化学合成農薬・化学肥料を使わない野菜
作りのグループ、第３セクター、行政機関など、多くの団体が連携し
協議会を構成しています。今年度は、新たな有機稲作のグループ
にも参画を呼びかけています。 

 活動を進めることで仲間が増え、有機農業に対する思いがより強
くなってきました。京都府で唯一のモデルタウンとして、美山の地で
作った安心・安全、そしておいしい農産物をより多くの消費者に提
供できるよう、協議会の取り組みを進めていきます。 
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条件不利の山間地で美山ブランドを確立 



神戸西有機農業推進協議会（兵庫県） 

④写真、絵、グラフ等プレゼン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥連絡先： 

 
③生産概要（平成22年度12月末） 
○ 農業生産物の内訳 
有機野菜圃場10.4ha（コマツナ、ホウレンソウなど） 
   （対前期比＋0.2ha） 
  うち有機JAS認定8.7ha（対前期比＋0.1ha） 
○ 協議会の農業者数 
現在17戸（目標24戸）（対前期比＋0戸） 
  うち有機JAS 認定者13戸（対前期比＋0戸） 
○ 協議会の売上 
74百万円（対前期比▲9百万円） 
○ 農産物の主な取引先 
都市生活生協、菜の花の会、コープ（フードプラン）、宅配 
直売所（六甲のめぐみ） ほか 

①取り組みの体制 
 
 

②取り組みの主な内容 
○都市には潜在的販売先が多いことから、新規有機農業者
の育成を図る 
○品質・収量の向上に向けて、土壌分析による施肥設計勉
強会の開催、有機農業者間の情報交換会の実施 
○経営効率化を図るための調査や意見交換、有機農産物の
PRや販路拡大に向けた交流会の実施 

⑤協議会代表の一言 
協議会では野菜を中心とした有機農業を実施しています。農村
とニュータウンが混在した地域性を生かして、消費者交流や取れ
たて新鮮の農作物をより多くの市民に供給できるよう活動を行い、
有機農業の啓発につとめていきたい。 

〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 
神戸市役所 産業振興局 農水産課 
農産園芸係 檜垣 
Tel：078-322-5355  Fax：078-322-6076 

安定生産するために、有 
機農業技術の実証を実施 

有機農産物が身近に 
購入できるように、 
有機農産物取扱店の 
拡大につとめています 

市内小学校と連携した 
食農教育への取り組み 

消費者と生産者の交流 
活動を実施 

有機農業を志す人を
応援します 

兵庫県・神戸市・JA兵庫六甲・生産者が連携し、都市型有機 
農業を推進する 
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都市型有機農業を推進 



コウノトリ共生農業推進協議会（兵庫県） 

④写真、絵、グラフ等プレゼン資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥連絡先：〒668-0045 兵庫県豊岡市城南町23-6                     
  豊岡市役所 コウノトリ共生部農林水産課 環境農業推進係内  
 TEL 0796-23-1127  FAX 0796-24-7801  担当：谷垣 

 
③生産概要（H22年12月末） 
○ 農業生産物の内訳 
   米 64.6ha（対前期比▲1.7ha） 
     うち有機JAS栽培 6.3ha（対前年比▲0.2ha) 
   野菜  4.2ha（対前期比▲0.2ha ）  
     うち有機JAS栽培 2.0ha（対前期比▲0.1ha） 
   大豆・小麦  7.4ha（対前期比+4.2ha ） 
     うち有機JAS栽培 1.6ha（対前期比±0ha）   
   その他（そば等） 61.6ha（対前期比+10.9ha） 
     うち有機JAS栽培 0.1ha（対前期比±0ha） 
○ 協議会の農業者数 
   179人（対前期比+1人） うち有機JAS農業者 42人（対前年比±0人） 
○  協議会の売上げ 
   92,050千円（対前期比▲7,950千円） 
   うち有機JAS分 12,448千円（対前期比▲1,276千円） 
○ 農産物の主な取引先 
   ＪＡ、豊岡中央青果、スーパー、直売所、大型量販店、百貨店 ほか 

①取り組みの体制 
 行政、ＪＡ、生産者、流通業者、消費者が連携し、コウノトリ野生復帰
の取組みの一環として推進している「豊岡型環境創造型農業」の普及、
拡大、定着を図るとともに、有機農業への段階的ステップアップを目指
す。 

②取り組みの主な内容 
・有機農業への参入希望者に対する相談、講演会や研修会の開催 
 等による就農支援 
・農産物認証制度事業の実施（「コウノトリの舞」ブランド） 
・実証ほの設置、土壌分析、適正施肥指導、残留農薬検査の実施 
・学校給食への認定農産物の供給 
・認定農産物を使用した料理教室の開催 
・田んぼの生きもの調査・農業体験の実施 
・生産者による店頭販売の実施 

⑤協議会代表の一言 
 豊岡市では、「コウノトリも住める豊かなまちをつくる」をキーワー
ドに地域に根ざしたまちづくりが進められています。 

 コウノトリを再び暮らしの中に迎えるために進めてきた多様な生
きものを育む水田づくりや、化学肥料・農薬に頼らない米づくりの
取り組みが、安全・安心な農作物づくりへと展開し、「コウノトリ育
む農法」として、農業者だけではなく、消費者の理解と注目を集め
るようになりました。本協議会では、そうした「豊岡型環境創造型
農業」の推進を進めています。 

 是非、「コウノトリ悠然と舞うふるさと」で生産された安全・安心な
農産物をお試しください。 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

ha

1類2類合計1類2類合計1類2類合計1類2類合計1類2類合計1類2類合計1類2類合計1類2類合計

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

｢コウノトリの舞」農産物生産面積

野菜

水稲

26 

コウノトリ悠然と舞うふるさと 豊岡市 



丹波市有機の里づくり推進協議会（兵庫県） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥連絡先：事務局 
 丹波市役所 農業振興課 
 電話 ０７９５－７４－１４６５ 

 
 
 
 
 
 

③生産概要（H22年12月末） 
○農業生産の概要： 
 米3030a（（対前期比 ＋60ａ） 

【うち有機栽培1816a （対前期比－4a）】  
 野菜418a（対前期比+11a)    
【うち有機栽培1130a（対前期比+30a ）】 
 （葉物類全般、玉ねぎ、ごぼう、とうもろこし、トマト） 
 果樹120a（対前期比0） 
【うち有機栽培43a（対前期比0）】（ブルーベリー他） 
その他79 1a(対前期比+５a)【うち有機栽培324a（対前期比+10a)】 
○協議会の売り上げ 
  68,148,500円（対前期比+7,830,500円 
  目標（27年度）76,983,000円 
○ 協議会の農業者数 
       現在 有機JAS認定農家 14戸（対前期比－1） 
  目標（平成23年度）2戸      
○ 農産物の主な取引先 
   大手百貨店・大手通販業者・消費者団体・ 
   有機野菜専門取り扱い業者・宅配 
 
 
    
    

①取り組みの体制 有機農業を目指す生産者を幅広く募り「丹波市有機農業研究会を
設立、行政、JAと連携し、有機農業生産者 ・農産物生産の拡大を図る。 

 
②取り組みの主な内容 
・土壌分析に基づく適正施肥の技術講習会の実施 
 各農家が、質の高い有機農産物を生産することにより、農産 
 物の付加価値を高め、消費者等の信頼を確立する。 
・新規参入者支援 
 行政の支援メニュー、先輩農業者との連携体制を確立し、 
 毎年2名の新規就農者を獲得する。 
・消費者交流とファーマーズマーケットの推進  

 現地での援農ツアー、有機農業体験の実施 

 

 
⑤協議会代表の一言 

 有機農業に関しては、歴史の長い地域ですが、中
山間地域であるため、各農家の耕作規模も尐ない
です。しかし、近年は、若者も多く就農し、就農した
若者が次の若者を指導するといった仕組みも出来
つつあります。今後は、土壌分析に基づく技術を向
上させ、よりよい生産物を今以上に供給できる体制
をとり、有機農産物の生産地として、消費者の方の
信頼を勝ち得たいと考えています 
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大手百貨店・大手通販と取引 



  

小野有機農業推進協議会（兵庫県） 

⑥連絡先 
小野市地域振興部産業課長(課長：市橋)  
TEL 0794-63-1928 
FAX 0794-63-2614 
小野有機農業推進協議会事務局：産直マルシェはっぱや内(加古) 
TEL ＆ FAX 078-594-8841 

 
③生産概要（H22年12月末） 
○ 農業生産物の内訳 
 ◈ 米    １．７ｈａ(対前期比 ＋0.37ha) 
  うち有機JAS栽培０．１７ｈａ(ｃ＋0.07ha) 
 

○ 協議会の農業者数 
 ◈ 現在  １８人 (対前期比 ＋3人) 
  うち有機JAS栽培3人 (対前期比 ＋１人) 
 

○ 協議会の売上 
 ◈ 現在 ６，１０４千円  (対前期比 ＋３，０１４千円) 
 

○ 農産物の主な取引先 
 ◈ 産直マルシェはっぱや 

①取り組みの体制 
 

小野市地域振興部産業課、加西農業改良普及センター、小野有機農
耕研究会、産直マルシェはっぱやが連携・協力のもと、稲作や野菜作
の有機農業等を推進 

 
②取り組みの主な内容 
●販売企画力強化 
・生産者への意識調査とセミナーの開催 
・生産者の有機農業等意識調査 
・調査に基づく課題対策のセミナー 
 情報誌の発行及びイベント開催 
・小野有機農業推進協議会だよりの発行 
・有機農業推進の啓発イベントの開催実証圃場における技術講習会の開催 
●販売企画力強化 
・地域内幼稚園への調査、飲食店への啓発活動 
●生産技術力強化 
・生産技術講習会及び先進地視察 
●人材育成力強化 
 ･リーダー研修 先進地研修及び講習会 
 ・就農プログラムの支援 
 

 
⑤協議会代表の一言 
 

 小野有機農業推進協議会は、１９８４年に設立された、小野有機
農耕研究会のメンバーを中心に有機農業に長年取り組んできた経
験、手法に加えて、新たに有機農業の拡大の活動を進める目的で
若手を中心に設立されました。 
2年目に入り、より生産技術の向上、有機農産物の販路拡大に力を

入れていき、より品質の高い、美味しい有機農産物を生産販売して
いきたいと考えています。 

「産直マルシェはっぱや」での販売により、播磨地域の有機農産物
の美味しさ、品質が地域において認知されつつある現在、有機農業、
有機農家の現状をより広く知ってもらえる活動を協議会の取り組み
としたいです。 
 

有機JASコーナー     
【産直マルシェはっぱや】 

有機JAS認定農家による      
生産技術 先進地研修会 

28 

若手を育成する協議会 
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