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有機質をふんだんに含んだ泥炭
土壌で育ったアスパラ。グリー
ン・ムラサキ・ホワイトを4月下旬
～9月末まで出荷。 

根本まで甘いアスパラ 

 OL時代に、食べ歩きやお酒好きが

高じて、「野菜ソムリエ」や「チーズ

コーディネーター」などの食に関する

資格を複数取得した佳奈さん。結婚

相手は、３代続くアスパラ農家の長男

だったが、夫に農家を継ぐ意志はなく、

結婚後も札幌で生活していた。しかし、

夫は、経営者に接する機会が多く企

業経営に興味を持っていたことや、農

園を開拓した祖父の言葉の影響を受

けて、結婚5年目に、「突然、就農を決

めた」という。 

 うちやま農園は、昭和26年に九州か 

 

 

ら入植した祖父母が始め、最初は米

を生産していた。2代目の義父が継い

だ後は、アスパラ主体に切り替え、こ

の地域のアスパラ生産の礎を築いて

きた。アスパラは、このエリアの特産

品となり、うちやま農園は、地域を牽

引する代表的な農家となったが、義父

は、自分の代で農園をやめようと考え

ていたという。しかし、3代目となる佳

奈夫妻が就農したことで、農園は継

続することになった。  

 公務員の家庭に育ち、農業とは無

縁な生活を送っていた佳奈さん。「現 

 

 

状維持は性に合わない」と言い、農業

もやるなら自分らしく精一杯取り組も

うとしている。最近の女性農業者は、

高学歴の人も増え、農業以外の職種

の経験や商品開発などのスキルを持

つ人も多い。佳奈さんは、そうした地

域で頑張る若手女性農家らに声を掛

け、情報交換や勉強する場として

「LINKS」を設立した。 

 地域のアスパラ生産を牽引してきた

農家の基盤と、佳奈さん自身の発想

をミックスさせ、新たな展開を模索す

る。 

 

 

 自分らしさ アスパラ農家としても発揮 

内山 佳奈 
Uchiyama  Kana 

01 

02 
  

 夫が実家に戻り、農業を始めた当初は、第一子が

生まれたばかりで、佳奈さんは農作業には関わらず、

主に、事務作業やインターネットで情報発信を担当

していた。ホームページやSNSで情報発信をしたこと

で個人宅配の件数が毎年1割ずつ増加した。これま

でも個人宅配はやっていたが、親戚・知人から口コ

ミで広がった部分が多く、インターネットを導入したこ

とで客層が大きく広がった。 
 2013年からは、二人の子どもが保育園に行き始め、

出荷作業に携わっている。忙しい中でも、自分なり

の工夫を加え、発送時に封入するお便りに、レシピ

や保存方法を載せるなど、お客様目線の取り組み

を始めている。 
 今後取り組みたいことは、加工品製造と、現在も

実施している収穫体験や農家民泊のプログラムに

料理教室を加えること。たくさんの人に、アスパラの

良さを伝えていきたいと考えている。 

 大規模農家の後を継ぐ立場で 
 自分たちの代の経営を模索する 

農家仲間 

  メンバーの中でも、企画・とりまと
め・レポート等々を、育児や家事、農
家の仕事の合間にきびきびこなすデ
キル“農女”の内山さんと一緒に、勉
強会はもとより、参加した人が地域
でさらに活躍して「私も農業した
い！」と思われるようなことをやって
いきたいと思っている。 

農 場 名 

住 所 

構 成 員 

役 割 

うちやま農園 

北海道美唄市 

本人、夫、両親 

個人宅配・レストラン宅配等
の出荷作業および事務作業、
案内チラシ作成等 

経営概要 12.8ha 
アスパラ、小麦、大豆、 
その他の野菜 
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品種、栽培方法、お勧めの食
べ方の異なる米を詰め合わ
せて販売。食べ比べを楽しめ
る。 

カラフルコメライフ 

 山形の実家を出て横浜の大学に進

学した菜穂子さん。大学の同級生た

ちが、山形から届いた野菜を食べ「野

菜がこんなに美味しいなんて知らな

かった」という声を聞き、将来子育て

する女性たちに「もっと食や農業を

知ってもらいたい」という思いを抱くよ

うになった。大学３年生の教育実習で

は、子どもたちと接する中で、「食べる

ことが生きること、子供の成長には食

が非常に大切なものだ」と強く思い、

卒業後は実家に戻り、就農した。 

 果樹や米など生産技術の習得に加 

 

 

えて、「自分らしい農業をしよう」と始

めた直接出荷などに取組みながら、3

年を過ぎた頃、今後どんな農業をやっ

ていけばいいのか悩むようになった。

その時、国立ファーム代表の高橋が

なり氏の講演を聞いて「付加価値のあ

る生産・販売を行う仕掛けの必要性」

という考えを知る。「農業をプライドの

ある職業に変える」という同農場の理

念に共感し、「ここで学びたい」と、実

家の農業をやりながらバイヤーとして

2年間働いた。 

 その後、生産という基本はもちろん、 

 

 

「ビジネス」としての農業を女性の立 

場で実践し、職業として憧れられる環

境を作ろうと「山形ガールズ農場」を

2009年に設立。現在は5名のスタッフ

とともに、生産から加工・流通までを

行っている。このほか、女子大生を対

象とした農業体験イベントや貸し農園

の開設も行っている。 

  一緒に働いたガールズが独立し、全

国各地でガールズ農場の理念を広げ

ていくことで、「女子から始める農業改

革」を実現することを目指し、次なる展

開の準備を進める。 

女子から始める農業改革 次のステップへ 

高橋 菜穂子 
Ｔakahashi  Nahoko 

事業拡大から「絞り込み」へ 
ステップアップに向けて足場を固める 

。 

01 
グループ 
会社 

 設立時は、2名で、主に米とスイカ・トマト・ナスなど

の生産からスタートした。販路は、契約栽培やイベ

ントでの直接販売、インターネットでの販売だった。

女子大生に農業に触れる機会を提供する「女子大

生プロジェクト」は、農場設立前から行い、今も継続

している。2年目には、加工品を始め、デパートでの

ギフトセットとして採用され、販路が広がった。2012

年からは、菜園のある暮らしをサポートする会員制

の「ファームメイド付き農園」を導入し、作付けや農

具レンタル、農作業をサポートしている。 

 現在は5名体制で農場を運営し、生産については、

初年度から拡大してきた品目や販売先を絞っている

段階。品目の見直しを行い、米を5品種に増やし、食

べ方の提案まで行う一方で、野菜の種類を減らした。

販路も卸の割合を増やし、改めて「きちんと作ってき

ちんと出荷する」ことに立ち戻り、生産技術を磨くこと

に取り組んでいる。 

 国立ファームの採用担当をしてい
た頃、面接で出会った。彼女の入社
後は、広報の立場として、展示会で
「生産物をどう魅せるか」という場面
では一緒に仕事をした。独立後は、
ホームページやチラシの制作でお手
伝いをしている。 
 これまで様々な活動を実践し、注
目を集めてきた菜穂子さん。今後は、
改めて生産の基盤固めを行い、農
業経営者としての実績を出すことが
必要だと思う。そして、その成果を次
の「農業女子」へ広めてもらいたい。 

会 社 名 

住 所 

役 職 

経営概要 

農業生産法人 
山形ガールズ農場 

山形県村山市 

代表 

5ha 
米、小玉スイカ、サトイモ 
加工品 

構 成 員 本人、従業員5名 

役 割 主に営業 
 

©Ichiro Fujisato 

©Ichiro Fujisato 
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日当たりのよい畑で生産される
ため甘みとジューシーさが特徴。 
今後は「キウイ」をはじめ、果樹
の種類が増える見込み。 

 由紀さんは、果樹園の3代目として

育ちながらも、就農を決めた時点で農

業経験がなかった。そのため、半年間

の住み込み研修で基礎的な知識を身

に付けた後、実家の長沼果樹園で働

き始めた。「やりたいことをやりなさ

い」という長沼家の家風のもと、新た

な品種の作付けや贈答用ギフトのラ

インナップを増やすなど、自分のアイ

ディアを実践していった。 

 大きな転機が訪れたのは、就農か

ら10年目。果樹園の大黒柱である父

親が急逝した。父親は、商品の品質 

 

を左右する剪定作業や取引先とのや

りとりを担っていただけに果樹園の存

続が危ぶまれた。他人に譲ることも考

えたが、最終的には自身が後継者と

なる決心をした。しかし、不運は続き、

その年の夏に雹（ひょう）の被害に遭

い作物は全滅。出荷できなくなった。

中には30年来の付き合いとなる方も

いるお客様に、せめてものお詫びにと

キズが付いたラ・フランスをジュース

に加工し、手紙を添えて送った。受け

取った方からは、励ましの電話や手

紙が届き、中には米や野菜などを 

 

送ってくれた方もいた。由紀さんは、

改めて「自分たちはお客様に支えても

らっている」と実感したという。 

 これまで、デパートで贈答用ギフトと

して販売されるラ・フランスを主に生産

してきたが、ギフト市場の先細りと個

人のお客様のニーズに応えたいとい

う思いから、昨年から新たな作物づく

りに挑戦している。 

 幾多の困難を乗り越えてきた由紀さ

んは、自分にできることを実践し、こ

れからもお客様に「愛されるフルーツ」

生産に邁進していく。 

 

果樹園3代目 「愛されるフルーツ」づくり 

長沼 由紀 
Naganuma Yuki 

01 
都内 

NPO法人 

02 

旅行会社 

 長沼果樹園は、地域でもいち早く消費者に直接販

売を始め、個人のお客様との関係を築いてきた。ま

た、品質には定評があり、地元デパートのギフト商

品としても使われ、長年取り引きを続けている。 
 由紀さんは、先代から引き継いだ、生産物への評

価、信用を守り発展させるため、「何故、数ある商品

の中から自分の農園の果物を選んでくれるのか」を

よく考え、お客様の声を大切にする。 「どうすれば

買い易くなるか」、「どんな品種を求めているのか」。

消費者ニーズに応え続けることが、果樹園の存続に

繋がると考えている。 
 個人のお客様向けの発送時には、果樹園の一角

で育てた野菜をおまけとして入れ、由紀さんらしい

細やかな気遣いで、自身の思いを届けている。 

高品質な果物に根強いファン。細やかな
気遣いを忘れず、顧客のニーズに応える 

 2002年から、都会で暮らす人に
「田舎で過ごす時間」を提供する活
動を行い、農作業を通じて田舎で暮
らす人と交流の場を設けてきた。長
沼さんとの付き合いも長く、これまで
に何度も果樹園にお邪魔し、様々な
作業を手伝わせてもらってきた。 
 今後も、長沼さんのペースで、都
会に住む人が果樹園で「田舎時間」
を過ごさせてもらい、交流するお手
伝いをさせてもらえるような繋がりを
持ち続けたい。 

さくらんぼ 

農 場 名 

住 所 

構 成 員 

役 割 

四季の果実 長沼果樹園 

山形県上山市 

本人、母、妹 

果樹の管理作業・消毒等の
生産に関わる作業に加え、経
理も担当 

経営概要 畑2.5ha 
ラ・フランス、さくらんぼ、プ
ルーン、りんご 

ココに､ 
 注目！ 
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美しい棚田で生産した米で、おこ
わや餅も製造。これに続くお土
産品の開発も目指す。 

棚田米で作ったおこわ 

 学生時代から起業を考えていた瑞

穂さんは、大学卒業後、両親が経営

する棚田でのコメ作りと有機野菜の生

産に加え、コメの加工品を製造する

「遊雲の里ファーム」の一員として就

農した。担当は、主に有機野菜とイチ

ゴの栽培。人手が必要となる田植え

や稲刈り時は勿論、自家生産したもち

米を使った餅やおこわなどの加工品

製造も手伝っている。 

 二本松市東和地域は、古くから有機

農業が盛んで、こだわりの農産物を

生産している。進学で上京し、外から 

 

 

地域を見ると、その魅力が充分に伝

わっていないと感じ、自分が就農した

時には、「伝える」活動もしていきたい

と考えていた。 

 就農後、一年が経とうとした時に東

日本大震災が発生。原発事故の影響

を大きく受けた。風評被害が広まる中、

そこで農業を営む自分たちが福島の

現実を知ってもらうために動かなけれ

ばいけないと「人と自然をつなぐ体

験」を始めた。「たねをまくことは、命を

つなぐこと」をモットーに「きぼうのたね

カンパニー」を設立し、県内外から訪 

 

 

れる人に農業に触れる機会を提供し

ている。参加者は、原発事故の影響

を心配し「現地がどうなっているか知

りたい」と訪れる人が多いが、前向き

に頑張る瑞穂さんらと接し、「明るく

なって帰っていく人が多い」という。 

 日本代表にもなった「セパタクロー」

にも本気で、県内にチームを作ったり、

他地域へ指導にも回る瑞穂さん。

様々な人たちと出会い、多くを学び、

人と自然をつなぐ未来の新しい農業

を創り続けていく。  

福島に「きぼうのたね」を蒔き 地域に人を呼ぶ 

菅野 瑞穂 
Sugeno    Mizuho 

01 

地元NPO 

02 

旅行会社 

 地域づくり活動を行う我々は、ツ
アー参加者の民泊先の調整やイベ
ント開催などの事務局を担う。若さ
あふれる発想で行動し、幅広いネッ
トワークを持つ菅野さんの提案を受
け止める気持ちを持ち続けたい。 

 福島を応援するツアーを企画する
中で出会い、一緒にツアーを行って
いる。今後は、参加者が何度も地域
を訪れるきっかけとなるツアーを企
画し、東和が第二の故郷になるよう
な仕掛けを共に考えていきたい。 

 大学で上京した時、「東和の魅力」はまだ十分に発

信できていないと感じていた瑞穂さんは、卒業後に

実家に戻り、両親が築いた基盤を活かして、農業の

付加価値として「体験」の要素を加えようと考えてい

た。就農1年目に震災が起こり、原発事故の影響を

受けたことから、「農業体験」に加えて「東和の現状

を知ってもらう」ことをコンセプトに、旅行会社と連携

し、都会に暮らす消費者を地域に連れてくる仕掛け

を作っている。 
 「多様な人に何度も来てもらいたい」という思いか

ら、年間を通じて受け入れができるよう、栽培する作

物の種類を増やしたり、体験の切り口の工夫は欠

かさない。特に今年度から取り入れているイチゴ栽

培の体験活動が出来るよう、メニューの充実を図っ

ている。また、参加者が帰った後も「東和」をPRして

もらうために、地場農産物を使った「お土産」も開発

したいと考えている。 

会 社 名 

住 所 

役 職 

経営概要 

きぼうのたねカンパニー㈱ 

福島県二本松市 

代表取締役 

田2.5ha、畑1ha 
米、トマト、イチゴ、その他の
有機野菜40種程度 

構 成 員 本人、母 

役 割 農業体験など企画、営業 
「遊雲の里ファーム」では、 
主に有機野菜、イチゴ栽培を
担当 

ココに､ 
 注目！ 

より多くの人、多様な人を巻き込むために 
体験メニューを充実させる 
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お客様目線で組み合わせ、レシ
ピを封入したりと、友季さんの心
遣いが感じられるセット。 

夏野菜パスタセット 

 都会育ちで、祖父母も東京に居たた

め、「田舎に行く」経験がなく幼少期を

過ごした友季さん。卒業後、フラワー

ショップに5年間勤務し、一通りの仕事

を覚え、新しいことに取り組みたいと

思い始めた頃、通っていた料理教室

の講師に誘われ、転職した。教室で

は調理法と食材について教えるが、

自分自身がその野菜がどう畑で育つ

のか知らないことに気付き、「作って

みたい」と思ったのが「農業」に関わる

きっかけだった。 

 「農家へ弟子入り」、「農業生産法 

 

 

 

 

人に就職」なども検討するが、友季さ

んは、専門学校への進学を決め、一

から有機農業を学んだ。在学中に参

加した“新農業人フェア”で久松農園

代表の久松氏と出会い、その後、農

園を見学に行った。「人がきちんと管

理を行うことで、生き生きと育っている

野菜の姿」と「ビジネスとして成立して

いる有機農業の光景」に感動し、「ここ

で仕事がしたい」と、思った。 

 就農2年目から「農場長」を務める 

友季さんは、年間の作付計画や月単

位の作業スケジュールを作る管理業 

 

 

 

 

務を任されている。また、後輩スタッフ

の指導も行う。さらに畑の様子をSNS

で伝えたり、農園カレンダーを作るな

どの情報発信も行っている。 

 農業が身近でなかったからこそ、固

定概念なく農業の世界に飛び込み、

就農前に培った「段取り」や「発想」を

いかんなく発揮している。友季さんは、

「お客様に喜ばれる野菜作りをチーム

でできることが面白い。独立し経営す

ることは考えていない」と言い、これま

でにない「農業サラリーウーマン」とし

ての道を歩む。 

 

農業サラリーウーマン ～職業として“農業”を選ぶ～ 

01 

デザイナー 

02 

飲食店 

 久松農園は、友季さんが就職するまで、代表の久

松氏一人で運営していた。経歴の異なる友季さんが

入ったことで、新しい発想が取り入れられ、農園とし

て次の展開が始まっている。 
 例えば、料理教室の講師時代に養った「調理をす

る側の気持ち」で作付する品種や品目を選び、パッ

ケージや量を工夫し、レストラン側が使い易い形で

納品できるようになり、一般家庭でも保管しやすい

パッケージとした。さらに、生鮮野菜をギフトとしてプ

レゼントできるような「仕組み」も考え、「VEGE GIFT 
CARD」として商品化している。 
 加えて、「農場長」を任せられる人がいることで、久

松氏は外部とのやりとりや講演に回る時間が取れる

ようになり、農場の認知度向上や次のステップに向

けた準備を進める時間が生まれている。 

農場長として責任あるポジションで 
好きな事を選択し「野菜づくり」を仕事に 

 ロゴやパッケージラベルをはじめ、
農園に関わるデザインを担当。久
松農園さんの魅力は「人」。友季さ
んの場合、「自分が面白いと思うこ
と」を実践しているだけだと思うが、
周囲からは新鮮な取組として注目
される。そんな吸引力のある人。 
 農園の野菜を使った料理教室や、
商品開発、レシピ提案など、友季さ
んならではの展開が、今後楽しみ。
それを伝える・発信する手段として
デザインでお手伝いをしていきた
いと思う。 

伏見 友季 
Fushimi    Yuki 

農 場 名 

住 所 

役 職 

経営概要 

久松農園 

茨城県土浦市 

農場長 

畑3.5ha 
野菜50～60種類（有機栽培）、
加工品 

役 割 生産作業、年間作付け計画、
スケジュール管理、後輩ス
タッフの指導 
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野菜本来の色や味を活かして丁
寧に作られた加工品。やさしい
味で子どもから高齢者まで安心
して食べられる。 

自家産紫芋のベーグル 

 幼い頃から外国人とコミュニケー

ションを取るのが好きだった則子さん

は、外国で現地の人を手助けできる

仕事がしたいと考え、日本語教師を

目指し大学に進学した。農業との関

わりは、大学を辞め、青年海外協力

隊の訓練校で農業について学んだ頃

から。そこで出会った夫と結婚し、

2007年に夫の故郷で就農した。 

  POCO A POCO 農園では、自家採

取した種から野菜を育てている。種は、

在来種と海外から持ち帰ったもので、

種類は100種以上。農薬や肥料を使 

 

 

 

 

わず、できるだけトラクターをかけず、

雑草もそのままという「自然農法」を実

践している。種をとるために通常は、

収穫後に土に戻してしまう作物をその

まま畑で育てており、「つぼみ」「花」

「実」も商品になる。「意外とおいしく食

べられる」そうで、レストランからの引

き合いがある。珍しい野菜が多いた

め、流通は主にレストラン向け。他に

も、料理にこだわる人などへの個人向

けや在来品種にこだわるスーパーに

も卸している。  

 変わった野菜の多い同農園では、よ 

 

 

 

 

り多くの人に食べてもらえるよう焼き

菓子、乾燥野菜等の加工品も作って

いる。自身も子育て中のため、小さな

子どもも安心して食べられるシンプル

なレシピにし、便利に使える工夫もし

ている。加えて、小麦の収穫やサツマ

イモ堀りなど地元の親子や都市部の

方を畑に招いたイベントも行っている。 

 農園には研修生はじめ、日本内外

から様々な人が出入りするという和知

家。母親の目線に加え、いろんな視

点での展開が楽しみである。 

 

自家採取のタネで育てる野菜の魅力を伝える 

和知 則子 
Wachi     Noriko 

01 
ｲﾍﾞﾝﾄｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

02 

旅行会社 

 就農当初は「有機栽培」をしていたが、畝を覆うマ

ルチシートをはじめ、使い捨てをする資材が大量に

必要になることに違和感を感じ、徐々に「自然農法」

を取り入れていった。 
 販売先は、まず、近所の直売所やスーパーを選ん

だが、見慣れない野菜が多い同農園の作物は売れ

ず、3年目にレストランから直接引き合いがあるよう

になった。現在はレストランへの販売が主となり、レ

ストランとの取引で、ハーブ類や在来種への要望が

あると分かり、生産に活かしている。 
 則子さんは、「多くの人に農園で採れる野菜の魅

力を伝えたい」と、2013年に自宅で加工品製造の許

可を取り、パンや焼き菓子を中心とした加工品の製

造を始めた。加工を始めたことで、規格外で廃棄す

る野菜がなくなり、野菜の生育が悪くなる時期でも

販売できる商品を持てるというメリットも生まれてい

る。 

生産、販路、事業内容・・・ 
一歩ずつ(poco a poco)前に進む 

 都内公園で月1回無農薬にこだ

わった生産者が直接販売する「朝
市」と連携して、出店農家を手伝い
に行くイベントを2010年より実施。

「朝市」で出会った和知さんの誘いを
受け、年に１～2回ポコ農園でイベン
トを開催している。 
 他の畑とは違う考えで農業に取り
組むポコ農園は「自由でワクワクさ
せられる」感じ。今後は、イベントの
開催に加えて、商品開発や販売促
進にも協力できたらと思う。 

農 場 名 

住 所 

構 成 員 

役 割 

POCO A POCO 農園 

茨城県那珂市 

本人、夫 

経営概要 畑1.3ha 
自家採取の種から育てた 
農産物100種類、加工品 

加工品の製造・販売 
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目にとまるネーミングと、苗から 
どんな実が育つのかイメージ 
できるよう大きな写真で商品を
見せる。 
 

目をひくＰＯＰ 

 農業や園芸とは無縁の環境で育っ

た花絵さんは、大学の授業で初めて

野菜を育てた。興味はなかったが、必

修科目だからと「嫌々」教えられた通

り世話をした。実ったのは大きく曲

がったキュウリ、先が二股に分かれた

人参、割れたトマトなど日頃スーパー

で見る野菜とはかけ離れたものだっ

た。気は進まなかったが、収穫後の芋

煮会で食べてみた。「おいしい！」。一

口食べてその味に驚き、周りを見渡

すと同じく笑顔で箸を進める同級生の

姿があった。この感動体験が花絵さ 

 

んを農業・園芸の世界に導くきっかけ

となった。 

 園芸には「人を感動させる力があ

る」、「笑顔にする力がある」と実感し

た花絵さんは、専門学校に進学し、植

物生産の基礎から園芸療法に関する

知識まで幅広く学んだ。卒業後は、園

芸会社に就職し、生産技術に磨きを

かけ、取引先とのネットワークを構築

した。29歳で「パナプラス」を設立。現

在、野菜の苗を中心に年間通して生

産・販売している。商品のラインナップ

は豊富で、スーパーでは手に入らな 

 

い珍しい品種の野菜も多く取り扱って

いる。 

 花絵さんの会社は、市場の担当者

や量販店のバイヤーと直接会い、提

案型の営業を行っている。直接、最終

消費者に商品を売っているわけでは

ないため、彼らを通じ、自分たちの思

いを伝え、また、消費者ニーズを把握

する努力をする。彼らとの信頼関係は、

花絵さんの事業の強みとなっている。 

 今後は、ホームページを立ち上げ、

情報発信にも力を入れていく。 

植物からもらった感動体験 園芸の魅力伝える 

小竹 花絵 
Kotake    Hａｎａｅ 

01 

取引業者 

02 

飲食店 

 野菜苗等を生産する業界では、人材育成などコス

トがかかるため、生産者が販売の現場を意識した

マーケティングをすることは少ないという。しかし、

「大切なのは、お客様との価値の共有」と花絵さん

は言い、消費者の志向が「モノ」から「コト」へと変化

してきていることを敏感に察知し、「イメージを売る」

ことで他社との差別化を図る。それが、新規参入者

としてとの営業戦略でもある。 

 花絵さんは、市場担当者や量販店バイヤーへの

直接営業を大切にし、消費者情報をより細かに吸い

上げる環境を作り上げている。そのため、取引先の

9割は顔が分かる。商品カタログやポップの工夫で

「イメージを売り」、他では取り扱っていない希少な

苗を取り扱い、多様な消費者ニーズに応えている。 

  

 新規参入者としてどう差別化するか 
 消費者ニーズをとらえた商品展開 

 既成概念にとらわれない自由な
発想で園芸業界に入ってきた小竹
さんの力に期待している。家庭菜
園用の苗のニーズは年配の人が
多く、業界としては縮小傾向にある
ことを懸念しており、生産をやめて
いく人も少なくない。 
 小竹さんとは、生産者と小売業者
が同じ方向に向かって歩んでいけ
ると思っている。 

会 社 名 

住 所 

役 職 

経営概要 

パナプラス㈱ 

栃木県栃木市 

代表 

ハウス2､000坪 
園芸用野菜苗約60種、花苗 

構 成 員 本人、夫、従業員7名 

役 割 生産、営業 
 

ココに､ 
 注目！ 
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平飼いで飼育し、国産小麦と有
機野菜を食べ、日当たりと風通
しの良い小屋で育っている。 

岡崎おう斑の卵 

 一日中室内でパソコンに向かい、季 

節や天候を感じることなく、食生活も

乱れがちだった20代。大量消費の都

市生活に疑問を持ち、「自然の中で生

きものらしく暮らしたい」と思うように

なった。そんな頃、有機野菜の宅配便

を注文し、届いた箱の中から溢れる

生命力に感激した。すぐに、その野菜

の生産者を訪れて、農業体験をさせ

てもらい、帰り道に「農業をやろう」と

決意した。 

 まずは、資金を貯めることから始め、

同時に新規就農を学べる講習に参加 

 

 

 

 

した。そして、栃木県で有機農業の研 

修生を募集していることを知り、同じ

思いだった夫も一緒に仕事を辞めて

東京から引っ越し、2009年から1年間

研修を受けた。新規就農者の受入に

熱心な地域で、温かく迎え入れてくれ、

そこで独立した。しかし、災害に見舞

われ、借りてた畑と鶏舎に大きな被害

を受けた。営農継続にはリスクが高く、

通年で多くの品種を生産したいと考え

ていたこともあり、後ろ髪をひかれな

がらも2014年に現在の場所に農場を

移転した。現在、房総の温暖な気候 

 

 

 

 

のもと、農薬や化学肥料を使わずに 

野菜50種類、ハーブ、平飼いの養鶏

の卵を年間通して生産している。販売

は、主に個人向けに宅配で、その他

にレストランへの直接出荷や有機野

菜を取り扱う卸業者との取引もある。 

  「台所と畑が近くなるような存在で

いたい」と語る麻衣子さん。旬の農産

物を届けることはもちろん、畑に触れ

て知ってもらうことも積極的に行って

いる。農場の風景や作り手を思い浮

かべながら食べてもらえる関係づくり

を大切にしながら農業を営む。 

 

 “畑の空気” “作り手の想い” を野菜にのせて 

竹川 麻衣子 
Takekawa Maiko 

01 
お客様 
協力者 

02 

旅行会社 

  さいのね畑の主な販路である宅配だが、就農1年
目は畑も狭く、お客様も家族と友人が中心だった。

徐々に口コミや、ギフトを受け取った人からの直接

注文、イベントで出会った人が宅配会員になったり

と徐々に顧客の数が増え、畑の面積も広くなった。 
 売れ筋は、2週間に1回お届けの卵と野菜のセット。

卵があることは自分たちの強みだという。野菜は、

その時採れたものを入れるため、受け取った人が使

い易いよう意識して内容を決めている。当初、珍し

いものを多く入れていたが、調理に困ったという声を

聞き、見慣れない野菜は「時々届くお楽しみ」になる

よう頻度とバランスを心掛け、美味しく食べられる調

理法を添えるようにした。また、少人数の家族の場

合、「根菜類など大きいものだと使い切れない」と聞

き、小さいサイズの品種を選んで栽培したりとお客

様の声を大切に、柔軟に対応している。 

 お客様との関わりを大切に 
 農場の情報も発信しています 

 竹川さんの夫と就農前から知り合
いで、マクロビオティックの勉強をし
ている中で、新規就農で有機農業に
取り組む「さいのね畑」の野菜を注
文するようになった。野菜の味を気
に入り、今はここの野菜を使ったレ
シピを作らせてもらっている。 
 今後は、加工品の商品開発なども
一緒にやっていけたらと思う。また、
人望が厚いお二人ならではの環境
で、研修生を育て、いろんな場所で
農業をする、そんな形を目指して頑
張ってほしい。 

農 場 名 

住 所 

構 成 員 

役 割 

さいのね畑 

千葉県長生郡一宮町 

本人、夫 

経営概要 畑1.2ha 
野菜50種類（無農薬・無化学
肥料）、ハーブ、卵（平飼い） 

生産作業、作付け計画の作
成、育苗、出荷シール・お便
りのデザイン 
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 狭山茶の製造販売をしていた貫井

園では、香織さんの父が原木しいた

けの栽培を始め、お茶の生産に加え

てナラの原木にしいたけ菌を植える

最も自然なしいたけづくりも行ってい

る。香織さんは、大学進学時に上京

し、そのまま都内のコンサルティング

会社とPR会社で勤務した。東京で働

く中で、みんなに愛されるものづくり

を続ける両親の姿に改めて「すごい

なぁ」と感じたという。何か事業を始

めたいという思いを抱いた時、自分

に何ができるか考えた。悩んだ末に 

 

 

 

 

 

 

たどり着いたのが「両親の作ったも

のを世に広めたい」だった。 

 2008年に実家に戻り就農。最初の1

年は生産の基礎を父親のもとでみっ

ちり学んだ。現在は主に収穫・出荷

作業を担当している。 

 加えて、就農1年目から東京でのイ

ベント出店にも積極的に参加し、レス

トランへの直接販売も含めた地域外

の販路開拓も行った。就農3年目に

は、しいたけの粉末を作ることから加

工品の生産を始め、粉をアレンジし

た加工品のラインナップを増やして 

 

 

 

 

 

 

いった。粉のアレンジを試行錯誤し、

加工品を作ってくれる会社と連携しな

がらラインナップを増やしている。今

後も、「女性ならではの視点を活かし

た加工品の開発と販路拡大を目指し

たい」と話す。 

 また、国内だけでなく、世界の人に

自分が関わるものを広めたいという

思いで、海外展開に動いている。生

産者同士の情報交換の場として「グ

ローバルファーマー連絡協議会」も

立ち上げ、さらなる展開に向けた体

制を整えている。 

 

両親が繋いできた思いを自分らしく発展させる 

貫井 香織 
 Nukui     Kaori  

01 
農林振興
センター 

02 

旅行会社 

 入間市で長年お茶と原木しいたけの生産・販売に

取り組んできた貫井園では、長年地元スーパーの

直売コーナーでの販売が主であった。 
 香織さんが就農したことで大きく変化した一つが

「販路」である。東京で暮らしていた香織さんのネッ

トワークを活かし、東京でのイベント販売、都内レス

トランへ直接販売等地域外での販路を増やしていっ

た。2013年からは、海外展開にも取組み、現在はパ

リの日本食材店で、お茶と乾燥しいたけの販売を開

始した。今後は、他のEU諸国での販売を目指す。 
 また、「しいたけ」そのものを食べる機会の少ない

人にも、貫井園を知ってもらおうと加工品の製造も

はじめた。 「ジャム」、「ココア」等意外な組み合わせ

で商品を提案し、しいたけが苦手な子供でも食べら

れるもの、美容・健康志向をくすぐるものなど、彼女

ならではの発想で商品づくりに取り組んでいる。 

 地域外、そして海外への販路開拓 
多くの人に食べてもらうための加工品開発 

 ６次産業化や商品開発、販路開拓
等のお手伝いをしている。パッケー
ジデザインや写真の撮り方など「商
品の魅せ方」をテーマに研修を実施。
また、貫井さんが試作した加工品の
味やデザインの相談を受けることも
ある。 
 これからは、やりたいことを形にし
ていくこと加え、地域に目を向け、
「一人の農業経営者」として、周囲に
いい影響を与えるような存在になる
ことを期待している。 

しいたけとは異色のコラボ！？
しいたけの食物繊維・ビタミン豊
富な椎茸成分を配合したミルク
ジャム。 

ナイトジャム 

農 場 名 

住 所 

構 成 員 

役 割 

貫井園 

埼玉県入間市 

本人、両親 

経営概要 原木しいたけ3万本、お茶1ha 
原木しいたけ、茶、加工品 

しいたけ収穫・出荷作業、加
工品開発、イベントでの直販、
販路開拓 
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藤野牧場の生乳は学校給食で
提供されている。香織さんは、本
業の酪農も意欲的に取り組みた
いと考えている。 

市内唯一の酪農家 

 酪農家の両親のもとで育った香織さ

んだが、跡を継ぐ気はなく、大学卒業

後はOLとして働いていた。就農のきっ

かけは、実家の牧場と取引のある飼

料会社からの酪農研修生のお誘い

だった。そこでは、酪農家の後継者育

成を目的とした研究農場での作業実

習と講義が行われた。生産現場では

知り得ない専門知識を学ぶ毎日は、

「本当に楽しかった」と香織さん。酪農

の面白さにはまり、研修期間が終

わった後も2年間農場で臨時職員とし

て働き、Uターンした。 

 

 

  現在は、子どもが小さいため牛舎

の仕事には直接携わらず、市内数カ

所にある畑で年間通して露地野菜を

生産している。「現金収入を増やすた

めに」と、最も交通量が多く条件の良

い畑に直売BOXを設置し、無人販売

している。収穫したての野菜は、「美

味しい」と評判になり、野菜を並べる

時間に常連客が待ち構えていて、そ

の場で売り切れることも珍しくない。直

売BOXのすぐ裏が畑のため、「客の要

望に応じ、収穫し売る」という生産者と

消費者のやりとりも成立しており、“究 

 

 

極の直売”が実現している。 

 2014年1月には、若手農業者のグ

ループを結成した他、希少種のトウモ

ロコシ生産を本格化させるメンバーに

加わったりと新しい活動にも積極的だ。 

  香織さんの牧場で生産している生

乳は、地元の小学校の給食で提供さ

れている。地域の酪農家の高齢化が

進む今、「地元の子供たちに地域で生

産した牛乳を飲める環境を残したい」

と考えており、酪農研修で学んだ知識

を発揮する機会を楽しみにしている。 

野菜づくりに酪農、加工、やりたいことは無限大 

藤野 香織 
Fujino     Kaori 

01 
地元酪農
協同組合 

02 

市役所 

 次世代を担う生産者として彼女た
ちの声を聴くことを大切にしている。 
 藤野さんは、将来6次産業化にも

取り組みたいと聞いているので、応
援していきたい。 

 特産品づくりに取り組む研究会や
若手農業者が情報交換やイベントを
行う団体に所属し、明確な将来設計
を描いて農業や活動に参加している
様子が印象的。将来、集落の中心
的な存在として、農村の活性化や後
輩の育成にも尽力してほしい。 

 親の代の藤野牧場は、酪農とコメ栽培を手掛けて

おり、主な出荷先は農協だった。藤野夫妻が、実家

の牧場で就農したことを機に、露地野菜を通年で生

産・販売するようになった。生産品目は、トウモロコ

シ、キャベツ、ブロッコリー、トマトなど。野菜は、全

て畑すぐ横に設置した「直売BOX」（無人販売の小

屋）で販売しており、消費者への直接販売で販路が

広がった。 
 酪農については、現在は両親と夫が担当している

が、いずれは携わりたいと考え、昨年、家畜人工授

精師の資格も取得した。埼玉県のように、学校給食

で地場産牛乳を提供している例は全国でも多くない。

香織さんは、酪農研修時代に身に付けた知識を活

かし、家業の牧場をさらに発展させ、また、地域の

酪農業を守る担い手として、今後の活躍が期待され

る。 

 酪農家が露地野菜を通年生産 
 お客様とのコミュニケーション大切に 

農 場 名 

住 所 

構 成 員 

役 割 

藤野牧場 

埼玉県東松山市 

本人、夫、両親 

経営概要 乳牛20頭、水稲2ha、畑70a 
生乳、米、露地野菜 

露地野菜の生産・販売 

ココに､ 
 注目！ 



１１ 

道の駅などで販売しており、最
盛期は一日に複数回配達するこ
ともある。 

周郷梨園の梨 

仲間を作ってスキルアップ 積極的に地域活動 

周郷  綾 
Sugou    Aya 

01 

農家仲間 

02 

旅行会社 

 綾さんが就農する前は、市場への出荷が主流で

あった。しかし、綾さんが経営に加わったことで、人

手が増え、収穫した梨の運搬や個別宅配の発送作

業できるようになった。 
 ちょうど、地域に道の駅や農産直売所ができ始め

た時期とも重なり、地域内での販売量が増えていっ

た。現在は、市場へは出荷せず、地域内での販売と

直接お客様へ発送する「直接販売」を行っている。 
 また、個人への直接販売のやり方も少しずつ変

わってきた。これまで手書きしていた伝票を電子化

して省力化を図る一方で、お客様へ季節ごとのお手

紙を出すようになった。こうして顧客一人ひとりとの

つながりを大切にするのは綾さんらしい発想だ。 
 今後は、梨を購入してくれた人のデータの管理・活

用や、傷がついてしまった梨を使った「タレ」を作りた

いと考えている。 

家族内の役割分担 
お客様とのコミュニケーション 

 地域の若手女性やお嫁さんの知
識や技術の向上、仲間づくりを目的
に開催したセミナーで出会い、現在
はアンシャンテ倶楽部のメンバーと
してともに活動している。 
 周郷さんは、梨の仕事をばりばりこ
なし、地域活動にも積極的。そして
責任感が強く、気配り上手な彼女は、
今までと違う農業への関わり方、楽
しさを彼女らしい視点で広げ、実行
出来る人。一緒に活動を盛り上げな
がら、実りあるものにしていきたい。 

 農家に嫁いできたものの、農業をや

るつもりはなく、子育て中心の生活を

して綾さんに夫が「暇なら手伝って」。

この一言がきっかけになり農作業に

携わるようになる。決して前向きとは

言えない状況だったが、作業に携わ

るうちに「こうしたらいいのに」という改

善点が見えるようになった。それを家

族に提案するが、聞き入れてもらえず、

悔しい「一人前に扱ってもらえるよう

仕事をしよう」と決心し、子どもを預け

て本格的に農業に携わり始めた。 

 就農5年目、思うように認めてもらえ

ない日が続く中、県や市などが若手

女性農業者向けに実施したセミナー

参加者の有志で結成した団体「JA八

千代フレッシュミズアンシャンテ倶楽

部」の立ち上げに携わる。地域の活動

に参加したことで外からの情報が入る

ようになり、自分の悩みを分かってく

れる人に巡り合えた。それ以降、女性

が生産に関する勉強が出来るよう県

の協力を得て研修会を開いたり、ジャ

ム教室を開いたりと精力的に活動し

てきた。 

 農家としてのキャリアに加え、地域

での活動が認められ、八千代市の女

性で初めて「農業士」として認証を受

けた。さらに、指導農業士と農業士の

有志で構成する団体に参加し、地場

農産物の活用や食育活動等に関わる

施設の運営にも携わっている。 

 もともと「面白い」と思ったら、「まず

参加してみよう」と考える綾さん。「農

業・家事・育児とやるべきことをやった

ら外に出る」という信念は曲げず、積

極的に活動することで、周りの環境も

変えていく。 

農 場 名 

住 所 

構 成 員 

役 割 

周郷梨園 

千葉県八千代市 

本人、夫、両親 

経営概要 畑1.3ha、ハウス4棟 
梨、トマト 

道の駅、直売所への出荷 
自宅に隣接するお客様の 
接客。剪定等の作業 
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