
１２ 

農場で収穫した有機栽培のショ
ウガを加工し、シロップやジャム
などを製造、販売している。 

ショウガを利用した加工品 

 都内の会社で事務職として勤めて8

年が経ち、キャリアアップを目指すか、

別の道に進むのか悩んでいた時、子

どもを授かった沙由里さん。子育てと

キャリアを天秤にかけ「子育てを優先

したい」と思った。夫も同じ頃、今後の

生き方を模索しており「自然や環境に

やさしい仕事をしたい。それは農業で

はないか」という思いで一致した。 

 漠然と「有機栽培がやりたかった」。

そのため、関東近郊の有機農家を回

り、自分たちの就農後のイメージを描

いた。その後、研修する農家を探すた 

 

 

 

め、就農希望者と農家のマッチングイ

ベントに参加した。そこで、有機農業

で新規就農者の受入や有機農産物

の集荷・販売等を行っている「さんぶ

野菜ネットワーク（千葉県山武市）」と

出会った。二人の就農条件は、①有

機農業に取り組む仲間が居る②消費

地に近いことの２点だった。山武市は

その条件を満たしており、そこで就農

すると決めた。 

 まず夫が退職し、一年間有機農家

で研修を積み、その後、沙由里さんも

加わって、独立した。 

 

 

 

 現在、サンバファームの主力は、 

「ショウガ」「サトイモ」「ニンジン」。そ

の他50～60種類の野菜を有機栽培し

ている。生産した野菜は、卸出荷をす

るほか、個人宅配やイベントで販売し

ている。また、ショウガを使った加工

品も製造・販売している。 

 「サンバファームの野菜はおいしい

から食べたい」と思ってくれるファンを

増やしたいと語る沙由里さん。卸と直

接販売で得られる情報や反応をうまく

経営に取り入れ、「サンバファーム」ら

しい野菜作りを求め続けている。 

  

畑で生まれた新しい「命」を大切に届けたい 

松下 沙由里 
Matsushita Sayuri 

01 

農家仲間 

02 

役場 

 就農1年目は、研修から就農するまでの過程で関

わっていた「さんぶ野菜ネットワーク」に、生産物を

すべて卸していた。山武市は、もともと、有機農業が

盛んな地域で、「有機野菜のレベルが年々上がって

いる」と、感じている。それに加え、卸は、出荷時の

規格が決まっているため、農産物の水準を維持・向

上するのに「良い刺激」となっている。 
 しかし、卸の場合、曜日に関係なく発注があるため、

プライベートの予定が立てにくく、出荷量が増えるに

したがって週末にも仕事をすることが多くなってきた。 
 沙由里さんは、「子どもと過ごす時間を大切にした

い」と考え、新たな販路として「個人宅配」を始めた。

発送曜日を決めることで、作業スケジュールが立て

易くなり、消費者への直接発送のため、反応が返っ

てきやすくなり、消費者それぞれが感じる「素直な反

応」を、生産に活かしている。 

 ライフスタイルと販路を模索 
 お客様の要望を真摯に受け止める 

 自分の畑で開催した「体験農場」
の参加者として出会った。その後、
再会した時には「農家をやる」と決め
ていて、同じ地域で研修することに
なり、研修中に週1回は自分のところ

で一緒に仕事をして経験を積んでも
らった。 
 今は、同じ地域で有機農業に取り
組む仲間として、毎週1回の朝市に

共同出店している。松下さんは社会
人経験がある分刺激を受けることが
たくさんあり、これからも共に切磋琢
磨していきたいと思う。 

農 場 名 

住 所 

構 成 員 

役 割 

サンバファーム 

千葉県山武市 

本人、夫 

経営概要 畑1.4ha 
ショウガ、里芋、人参、その他
の野菜50～60種（有機栽培） 

事務作業、野菜の袋詰め 
加工品開発 



１３ 

「野菜の味が濃い」「生物多様性
のある畑で生産」「生命力」が
キーワードに生産されている。 

あいよ農場の野菜 

新たな新規就農の形!? シェアFARMを実践 

室住 環 
Murozumi Tamaki 

01 

地元企業 

02 

旅行会社 

  あいよ農場は当初、3人（室住夫婦ともう1人）で始

め、一つの経営体として生産・販売していた。その後、

役割分担を明確にし、世帯ごとに経営を独立させ、

メンバーを増やした。どうすれば上手くいくか、より 

良い形を模索している。複数の新規就農者が集まっ

て農場を運営するメリットは、メンバーそれぞれが自

分の得意分野を担当することでより高いレベルの事

ができるようになること。仲間がいることで、機械や

建物をシェア出来たり、イベントや新しい取り組みを

する時に「一緒にできる人がいる」ことは、とても心

強いという。 
 環さんは、自分たちが生産に専念する時には、同

じ思いを共有するメンバーが販売を担当してくれる

ので安心感があるという。また、美容室での野菜直

売では、女性同士の会話を楽しみながら、地元の人

の生の声を聞くのは貴重な機会になっている。 

 新規就農の新しい形として 
 よりよい体制を作るための試行錯誤 

 自分が知り合った「プロの人」の技
を周りに広めたいという発想で、経
営する美容室で、ワークショップや
サロンなどを開いている。そのメ
ニューの一つで月2回、あいよ農場
の野菜を販売している。 
 野菜に対するニーズは高く、販売
の日をめがけて買いに来るリピー
ターも多い。これからも「地域で野菜
を売る場所」「お客さんと直接会話を
しながら販売できる場所」として、こ
の場を活用していって欲しい。 

 あいよ農場の運営は、新規就農した

2世帯１グループの8名が、生産・販

売・加工それぞれを得意とする人が

担当する。全員が非農家出身のため、

農業機械や作業場、生産のノウハウ

などを「シェア」し、経営はそれぞれで

独立させている。同農場では、農薬や

化学肥料を使わず米と野菜を生産し、

個人や飲食店向けの宅配で販売して

いる。加えて、県内、都内で対面販売

をしたり、農場に消費者を集めたイベ

ントも実施している。   

 あいよ農場立ち上げ時のメンバーの 

 

 

 

 

環さんは、学生時代に農業実習を経

験し、農業に対して良いイメージは

あったが、経営の難しさは感じていた

ため「一人でやろうとは思わなかった」

という。卒業後は、もう一つのやりた

いことだった「子供たちに教える仕事」

として中学校の理科の教諭を5年間務

めた。その後、学生時代から抱いてい

た「農業と子どもを繋げたい」という思

いを実現するため、自然体験活動を

行う団体での１年間の研修を経て、既

に就農していた夫と結婚した。 室住

夫妻は、生産を担当し、子どもや親子 

 

 

 

 

を畑に招いて行うイベントでは、環さ

んが先頭に立って先生役を務めるこ

ともある。 

  「新規就農者の集まるこの農場が

運営できるのは地域の人たちの理解

と協力のお蔭」と環さん。農場には

「心に余裕を持った農業をしたい」とい

う想いを込め、それに呼応するかのよ

うに、農場には、援農や農業体験、研

修受入などで年間200人を超える人

が訪れる。多くの人が生産、販売、イ

ベントに関わるあいよ農場の未来は、

無限に広がっている。 

農 場 名 

住 所 

構 成 員 

役 割 

あいよ農場 

千葉県東金市 

2世帯1グループ8人 

経営概要 田3ha、畑1ha 
米、露地野菜（無農薬・無化
学肥料） 

収穫・袋詰めを中心に農作業
全般、市内美容室での販売 

ココに､ 
 注目！ 



１４ 

手のひらサイズまで大きく、真っ
赤に色づくまで育ったいちご。
ジューシーで食べごたえ満点。 

大粒＆完熟の紅ほっぺ 

 高校生の頃から「将来は農業経営

者になる」と決めていたというめぐみさ

ん。東京農大国際食料情報学部に進

学し、農業の現場を知るために研修

の受け入れ先を探すが、「女は労働

力にならない」という理由で断られ続

けた。大学2年の時、アルゼンチンで

の農業研修に参加。そこで出会った

ホストファーマーから「農業は子育て

によく似ている。女性にぴったりの生

き方」という言葉をもらう。日本からア

ルゼンチンに渡り、ゼロから花卉栽培

をしてきた日系移民だったそのホスト 

 

 

 

の言葉が強く心に響いた。「どんなこ

とがあっても農業をやる」。めぐみさん

は、農業への想いを強くし、帰国した。 

 帰国後、めげずに受け入れ先を探し

続け、長野県の果樹農家に通えるこ

とになる。その農家は、生産・加工・販

売までを手掛け先進的な経営をして

おり、「農業には、技術だけでなく企画

力や営業力も必要だ」と学ぶ。大学卒

業後は、青果卸会社に入社して流通

の現場に身を置き、次に、企画・営業

の勉強とネットワーク構築のため食品

貿易商社へ転職し、農業経営者とな 

 

 

 

る準備を進めた。「就農してやってい

けるのか」という不安を持ちつつ、県

の研修制度を利用してイチゴ農家に

研修に入り、経営の見通しを立てた上

で、2009年に就農した。 

 「あくまで職業の一つとして農業を選

んだ」というめぐみさんは、 「農業に本

気に取り組む人たちのために、農業

経営者が、結婚・出産を迎えても、他

の業界同様、経営を継続できる環境

を作りたい」と考えている。地に足を

付け、自分らしい経営スタイルの確立

を目指している。 

 

私らしい発想で、新しい経営スタイルをつくる 

栗本 めぐみ 
Kurimoto   Megumi 

01 

地元企業 

02 

旅行会社 

  

 めぐみさんは、就農前に培った経験から、どうすれ

ば他にはない「イチゴ」になるか考え、品種の特性を

最大限生かした「大粒＆完熟」のイチゴを生産しよう

と決めた。苗づくりや根の活着等の栽培方法を工夫

し、食べ応えのある「大粒＆完熟」に育てる技術を

習得した。 
 就農1年目の販売先はJA主体としていたが、2年目

からは、「完熟」まで育てたイチゴを取り扱ってくれる

流通先を開拓し、会社員時代に知り合ったスーパー

や、中小企業同友会で出会った地元和洋菓子メー

カーにも販路を広げている。複数の販路をバランス

よく持つことでリスク分散し、経営を安定させようと

言う考えを持っている。 
 メーカーとの取引は、「マーケットイン」で行い、出

荷形態や時期を相談しながら決めているため、作業

の効率化や無駄な設備投資の回避に繋っている。 
 今後は、イチゴの「ブランディング」を進め、個人向

けの宅配の開始も検討していく。 

イチゴの「個性化」 
複数の流通経路でリスクを分散 

 栗本さんのいちごに初めて出会っ
た時、その大きさ・色つやの良さと食
べた時のジューシーさに感動し、是
非、お菓子に使いたいと依頼した。
この大粒で完熟のイチゴを一番引き
立てる和菓子は何か考え、「いちご
大福」として商品化している。今度は、
イチゴを主役にした洋菓子の開発に
も取り組んでいきたいと考えている。 
 栗本さんは、惜しみない愛情を注
いでイチゴを育てている。これから
農場を発展させていく中でも、この
気持ちを持ち続けてほしい。 

農 場 名 

住 所 

構 成 員 

役 割 

経営概要 

KURI BERRY ＦＡＲＭ 

静岡県御前崎市 

本人 

生産から販路開拓まで全て
担当 

ハウス22a 
イチゴ、イチゴジャム 



１５ 

シェフご用達の「食べられる花」。
前菜やサラダなどに重宝されて
いる。博子さんの発案で生産を
始めた。 

エディブルフラワー 

 博子さんは、福岡で広告会社の営

業をしていた時に大学時代から続け

ていたバトミントンが縁で、サラリーマ

ンだった夫と出会った。当時、夫は、

知人の有機農家に触発され、「将来

農業をしたい」と考えていた。博子さ

んは、通っていた鹿児島の小学校で

農業に触れる機会があったこと、物を

つくることが好きだったことなどで、農

業に対する抵抗感が全くなく、就農に

踏み切れずにいた夫の背中を押した。 

 就農の地に選んだ能登は、夫の出

身地の近くで、博子さんには縁もゆか 

 

 

 

 

りもなかったが、地元の人が暖かく迎

え入れてくれたため、「ここがいい」。

そう思った。 

 能登の耕作放棄地で農業を始めた

ものの、二人とも農業の経験は全くな

く手探りの状態。全国の農家を見て

回ったり、本を読んで調べたりという

状態のスタートだった。失敗しにくいと

言われる5種類の生産から始め、卸

先のスーパーの要望を聞きながら

徐々に生産量を増やし、4年目には

スーパーの直売コーナーを創設し、

徐々に販路を広げた。その後、畑を 

 

 

 

 

視察に来たシェフが、能登の赤土で

丁寧に生産された博子さんたちの野

菜を気に入り、レストランとの直接契

約が実現。現在は、伝統野菜や西洋

野菜、食べられる花「エディブルフラ

ワー」など、年間300を超える種類の

野菜が、北海道から沖縄まで全国の

レストランで用いられ、120軒のレスト

ランに直接発送している。 

 今後は、さらに栽培ノウハウを習得

し、「お客様が欲しい野菜をきちんと

提供できるようにしていきたい」と語る。 

能登の「赤土」で育まれる野菜を全国へ 

高  博子 
Taka     Hiroko 

01 

レストラン
シェフ 

02 

旅行会社 

 高農園で生産される野菜は、全国のレストランへ

直接発送されている。 
 博子夫妻は、時には野菜を使ってもらっているレ

ストランに足を運び、料理を食べながらシェフとやり

とりする機会を持っている。そこで出された要望に応

える中で生産する種類が増えてきた。食べられる花

「エディブルフラワー」は、シェフと話をする中で博子

さんが「作ってみたい」と思い、生産するようになった。 
 また、博子さんは、シェフがメニューの予定を組み

やすいように早めに畑の作物の生育状況をお知ら

せしたり、野菜を発送する時にお手紙を添える等、

「出会いを大切にしよう」という姿勢でシェフとの信頼

関係が生まれている。 
 多くのレストランと「人と人との関係」で繋がってい

るからこそ、「野菜作りは、天候に左右されることも

多いが、待っていてくれる人がいるから頑張れる」と

いう。 

シェフとのやりとりから生まれる発見 
「待っていてくれる人」がいるから頑張れる 

 高さんとの出会いは、生産者が集
まって開催されたマルシェ。後日農
園を訪問し、畑を見学しながら高夫
妻の話を聞き、誠実な人柄と丁寧に
育てられている作物を見て、その場
で取引をお願いした。 
 年に3～4回は農園を訪れて情報

交換したり、高さんに料理のコメント
をもらったりと、生産者と取引先とい
う垣根を越えて「人と人のつながり」
が生まれている。  

会 社 名 NOTO 高農園 

住 所 石川県七尾市 

構 成 員 本人、夫 

役 割 農園は夫と共同経営。役割
分担しながら、博子さんは、
作付け、機械操作、デザイン
企画、営業などを担当 

経営概要 畑20ha 
伝統野菜、西洋野菜、ハーブ、
エディブルフラワー等約300
種類の野菜（有機栽培と自然
栽培） 
 



１６ 

お土産の饅頭をイメージした
パッケージ。直売所に並ぶ他の
トマトとは違った表情で、目を惹

く。 

庄兵衛 中玉トマト 

 飛騨高山で生まれ育った真由美さ

ん。21歳で両親の大反対を押し切り

寺田農園の後継者と結婚し、就農し

た。「親が認めるかっこいい農家にな

る！」と、熱い想いを抱き続け、精力

的に生産活動に携わってきた。   

  就農後は、農園の主要農産物であ

るトマトの作業はもちろん、自家用の

畑で作った作物を直売所で販売した

り、自分が主担当としてメロン栽培に

も取り組んできた。また、地域の加工

センターで製造していた自家用トマト

ジュースの評判が良かったことから、 

 

「いつか事業化したい」と、希望を抱い

ていた。ジュースの商品化は、トマト

の収穫期間が短いなどリスクが大き

かったが、販路開拓の協力者との巡

り合いもあり、2010年についに加工場

を建設した。同時に株式会社を設立し、

夫とともに共同代表に就任した。現在、

寺田農園では、研修生を含む18名の

スタッフがトマトを生産・加工・販売し

ている。 

 嫁でありながらここまで活動をしてこ

られたのは、「やりたいことをやれば

いい」という寺田家の両親の考え 

 

と、若いうちから全国の会合に出て、

「カッコイイ先輩に出会えたから」とい

う。「出る杭も出過ぎると打たれな

い！」という強いアドバイスをもらい、

行動に結びついた。 

 販路開拓、食育を通した消費者との

交流、加工場の稼働率向上、経営の

勉強と真由美さんが抱える課題は多

い。これらを前向きにとらえ、自身が

いきいきと活動することで、次の「素

敵な農業女子」を育てるべく、真由美

さんの挑戦は続く。 

 ワクワクした気持ちを胸に 農園経営に励む 

01 

市役所 

02 

飲食店 

 真由美さんが就農した当時、寺田農園で生産した

トマトとコメはJAへ出荷していた。同氏が就農後に任

された自家用として作った野菜の一部を直売所に

持って行ったことがきっかけとなり、JA以外の販路が

広がった。 
 直売所では、数多く並ぶトマトの中でどうすれば寺

田農園産を手にとってもらえるか考え、お土産のよ

うにきれいに詰めたパッケージに寺田家の屋号であ

る「庄兵衛」のブランドを付けるという真由美さんの

発想が活かされている。 
 加工品製造を始めるきっかけも真由美さんの存在

が大きく、近所の農家からの受託製造や、トマト以

外の農産物を使ったコラボ商品の導入なども進め、

地域内での連携も生まれつつある。 
 彼女の発想を経営に取り入れたことで、販売方法

や商品のブランディングなど経営の幅が広がってい

る。 

 「前向き」＆「楽しみながら」をモットーに 
 「やりたいこと」をかたちにする 

  家族経営協定の相談を受けたこ
とがきっかけで寺田さんとの距離
が縮まり、その後、研修生の受け
入れ、法人化・加工場建設のタイミ
ングで関わってきた。 
 「会うたびに新しいアイディアが
生まれている」のはすごい。どんな
時もポジティブに捉えて、キラキラ
輝きながら仕事をする姿が印象的。
これからも「寺田さんらしく」法人の
成長、研修生の育成に取り組んで
いって欲しい。 

寺田 真由美 
Terada    Mayumi 

会 社 名 

住 所 

役 職 

経営概要 

㈱寺田農園 

岐阜県高山市 

代表 

1ha 
トマト、加工品（トマトジュー
ス）、米 

構 成 員 本人、両親、役員2名、 
従業員7名 

役 割 販路開拓、営業、イベント 
出展等 
 



１７ 

売り方を少量パックや一本売り
にしたり、ラベルの表示内容を考
えるときは、常に買ってくれる人
の気持ちを大切にしている。 

丁寧に生産したカラフルな野菜 

 20年近く会社員としてSEやプログラ

マー、営業職などに従事してきた元子

さん。どんな仕事にもアツイ気持ちで

取り組む様子を見て周囲の人から「起

業家に向いている」と言われることが

多かった。そんな声を聞きながら「好

きなことを仕事にしよう」と、思いはじ

めた。「食べもの」に関われて「作るこ

と」もやりたい。レストラン、加工品製

造と思いを巡らすも、「食」の根幹であ

る「農業でものづくりをしよう」という結

論に行きついた。これまでの経験から

「今しかない」と、一念発起し、会社を 

 

 

 

 

辞め農業の世界に飛び込んだ。 

 まず、市民農園を借りて初めて野菜

作りにチャレンジ。並行して県が主催

する就農講座に参加し、就農に向け

た準備に入った。ビジネスとして農業

をしていくためには「農家さんの元で

学ばなければ」と考え、研修生として

受け入れてくれる農家を探した。そこ

で「師匠」となる農家に出会い、2年半

の研修を経て、2012年に独立、就農

をした。現在、季節に応じた野菜を露

地栽培で生産し、地元の直売所で販

売している。就農に向けて畑を確保す 

 

 

 

 

ることや出荷先であるJAの組合員に

なる時、師匠の影響は大きかった。ま

た、農業法人で働いたことで地域の

人に顔を覚えてもらった後に就農した

ため、今も、周囲からの応援や暖か

いまなざしに支えられているという。 

 若手女性農業経営者が集まった

「ひょうごアグリプリンセスの会」をは

じめ、自己研鑽の活動にも積極的に

参加する元子さん。バイタリティ溢れ

る行動力と人とのネットワークを大切

に、これからも地域に根差した「農業

者」として地域の農業を盛り上げる。 

多くの人から学び それを生産・経営に活かす 

浅川 元子 
Asakawa   Motoko 

01 

研修先 
農家 

02 

旅行会社 

 市民農園で自分で野菜を作り、研修も積んだが、

就農1年目は生産して出荷するだけで精一杯だった。

「何でもチャレンジしよう」という気持ちで、市民農園

と比べて大きな面積になった畑にさまざまな野菜を

植えた結果、きちんと予定を立てて作業をすること

が出来なかった。そのため、やるべき作業が後から

ついてくるような形になり、手が回らなかった。 
 2年目は、全体の作業計画を作り、細かい作業も

できるだけ先読みする意識を持った。そのことで、資

材を効果的に用い、農薬の使用量を減らし収穫量

を増やすことができた。「師匠」をはじめ、周りの人

から学んだことを元子さんがまじめに実践した結果、

1年目の反省を改善させることに繋がった。 
 今後も、研修先の農業者である「師匠」に相談した

り、地域内で情報交換をしながら、よりよい農産物

づくりため研鑚を積みながら安定生産を目指す。 

 「師匠」との出会いをきっかけに 
地域内のつながり持って農業に励む 

 具体的な目標を持って研修に参加
した浅川さんは、まじめに作業に取
り組む姿が印象に残っている。今後
は、「売れるもの」を安定的に作れる
よう、さらに精進することが必要。 
 完璧のない農業の世界では、常に
探究心や勉強する気持ちが大切。
その姿勢を持って、利益に加えて
「やりがい」を持って頑張ってほしい。 

ココが､ 
 注目！ 

農 場 名 

住 所 

構 成 員 

役 割 

元農園（チアファーム） 

兵庫県神戸市 

本人 

営農計画から生産、販売まで
全て担当 

経営概要 19a 
アスパラ、ナス、ズッキーニ、
ブロッコリー、ホウレンソウ等 
 



１８ 

試行錯誤を繰り返しながらも愛
情をこめて育てた野菜。ナスは 
2年目も継続して生産予定。 

就農1年目に育てた野菜 

 美和子さんの嫁いだ先は農家だっ

たが、夫は会社員、自身はピアノの先

生をしており、義母が一人で自家用の

米と野菜を作っていた。しかし、義母

が病に倒れ、家の田んぼを耕す人が

いない状況となった。その後、何年間

かは近隣の農家に土地を貸していた

が、「やっぱり自分たちの食べる米は

自分で作りたい」と思いたち、コメ作り

と家庭菜園を美和子さんが再開した。   

 農業の経験も知識もなかったが、本

などを調べ、近隣の農家に聞きなが

ら自己流でやってみたところ、「上手 

 

 

 

に野菜が作れた」。そのまま７年間作

り続け、ふと周りを見渡すと、あきらか

に高齢化が進み、自分の地域で精力

的に営農している人は80歳近くなって

いた。「この人がいなくなったら荒れ地

だらけになってしまう」と、危機感を

持った。そして、本格的に農業をして

いこうと決めた。 

 初年度は、季節ごとに作れる野菜を

試験的に栽培し、今後はキャベツ等

の葉物に力を入れていく予定でいる。

生産物は、地元企業への卸と直売所

で販売している。出荷を始めた頃は、 

 

 

 

直売所で販売していた。しかし、搬入

時間と子どもを送り出す時間が重なる

などの課題があり、苦労があったが、

後に、自身の生活スタイルにあった販

路を見つけることができ、農業と子育

てを両立させている。 

 将来は、面積を広げ、夫も一緒に農

業をやることを見据え、「自分はその

基盤づくりをしたい」と語る美和子さん。

今は露地栽培だが、ゆくゆくはハウス

を建て、メロンやトマトを作るという目

標に向けて、持ち前のまじめさと探究

心を武器に一歩ずつ前に進む。 

 

嫁ぎ先の畑を受け継いで 農業を始める 

冨田 美和子 
Tomita   Miwako 

01 

出荷先 

02 

旅行会社 

 農業を始めた頃は、“家庭菜園”だったが、就農を

決心した後は、直売所での販売からスタートし、現

在は、野菜の集荷・卸事業に新規参入した地元企

業の登録農家として、農産物を卸している。 
 「農家」として生産活動をするにあたり、地域の女

性農業者が集まって結成された「ひょうごアグリプリ

ンセス」に加入。その結果、これまで相談する人が

限られていた美和子さんの環境は大きく変化した。

人のつながりは瞬く間に広がり、研修会やSNSを通

じて情報共有の場が生まれ、一人では得られなかっ

たことを知ることができるようになった。また、地域内

でのイベントにも出店し、直接消費者とコミュニケー

ションを取りながら販売する機会もできた。 
 安定して野菜を生産している先輩たちの姿を見て、

「自分もそうなりたい」という気持ちになったり、頑張

る女性農業者を見て、「自分も頑張らなければ！」と

いい刺激を受けている。 

「自家用」から「売るための農産物」へ 
団体に所属したことで広がるﾈｯﾄﾜｰｸ 

 冨田さんとの関わりは、新たに農
業生産と農産物の集荷場を立ち上
げた際、野菜を出荷してもらう「登録
農家」になってもらうべく、営業をした
のが出会いだった。冨田さん自身も
販路を探していたこともあり、登録を
快諾してもらい、取引を続けている。
会社自体も農業参入して日が浅いこ
とから、お互いに勉強しながら、進め
ている。 
 次のステップを見据えている冨田
さんには、失敗を恐れずチャレンジ
していってもらいたいと思う。 

農 場 名 

住 所 

構 成 員 

役 割 

とみたFarm 

兵庫県加古郡稲美町 

本人 

経営概要 畑20a、田40a 
キャベツ、リーフレタス、ナス
等の野菜、米 

生産から出荷まで全ての 
業務 

ココに､ 
 注目！ 



１９ 

その日に収穫できる野菜を紹介
し、参加者それぞれが必要な分
だけ畑から採って購入する企画。 

畑でワクワクお買い物ツアー 

「人の体を癒す野菜作り」 畑の可能性は無限大 

岡本 尚子 
Okamoto  Hisako 

  「畑に様々な人に来てもらいたい」     
 人を呼ぶ仕掛けと情報発信を模索する 

01 

野菜の 
販売先 

02 

旅行会社   

 尚子さんは、減農薬で農産物を作りながら、畑に

多くの人に来てほしいと考えている。それは、尚子さ

んが「人と接することが好き」なだけなく、人の健康

や命に直結する「農業や農産物を身近に感じで欲し

い」という、思いがある。 
 畑に、人を呼ぶようになり、あらためてお客様の顔

を直接見ることの大切さにも気付いた。一方、SNSで
の情報発信にも積極的で、消費者と別の形で直接

繋がれると実感している。 
 就農してまだ日が浅いが、既に様々なことにチャ

レンジしている尚子さん。イベントの参加者や野菜を

購入してくれたお客様のニーズやアイデアを事業に

反映させるため、事業は無理なく広がりを見せてい

る。畑で生きた食育と生きた食との触れあいを提供

し、消費者がより「農業」を身近に感じる場を提供し

ていきたいと考えている。 

 長年、住宅関連の仕事に従事し、数

名で立ち上げた建築会社で営業を担

当していた尚子さん。お客様には、ア

トピーやアレルギーに悩む方もおり、

ともに対策を考えながら家づくりする

中で、おのずと食事療法にも触れた。

「根本的に体の改善を目指すには食

の根源である農業しかないのではな

いか」と考え、実家の畑の一角で野菜

を作り始めた。土や植物に触れること

で感じる「癒し」、収穫の「喜び」を体感

し、「人の身体を癒す野菜作りをしよ

う」と、就農に向けた本格的な準備に 

 

入った。２件の農家で２年３か月の研

修生活を経て２０１２年に就農。「めぐ

み農園」を立ち上げた。 

 現在、トマトを中心とした季節の野

菜を、減農薬で生産、販売まで一括で

行っている。近隣のスーパーの直売

コーナーで販売しているほか、市内の

レストランやこだわりの素材を集めた

自然食品店での直接販売、最近は、

宅配も始めた。生産・販売だけでなく、

畑に人を呼び込むイベントは去年か

ら積極的に開催し、今後は、今より、

加工品製造や食育の要素を取り入れ 

 

たイベント開催を計画し、事業の幅を

広げていく。 

 「人と話すのが好き」、「イベントを企

画して人を楽しませるのが好き」とふ

んわりとした笑顔で語る尚子さん。建

築のノウハウを活かした頑丈なハウ

スを建てたり、消費者ニーズを組み込

んだイベント企画など、これまでの職

業経験の中で蓄積した力を存分に農

業で活用している。今後も、既成概念

にとらわれない「めぐみ農園流」のや

り方を模索し、形作っていくことだろう。 

  

 店で販売する生鮮野菜を岡本さん
より仕入れている。「これが売れる」
といった既成概念にとらわれず、「い
ろんなものがあれば選ぶ消費者が
楽しいのでは」という発想で、同じ野
菜でも複数の品種を育てるなど、エ
ネルギッシュな様子が印象的。また、
納品される野菜は丁寧に包装され、
かわいいラベルやレシピをつけるな
ど、細やかな気配りも忘れない。こ
れからも自身が「楽しい」「好き」と思
う野菜の生産を続けてほしい。 

農 場 名 

住 所 

構 成 員 

役 割 

めぐみ農園 

岡山県岡山市 

本人、父 

経営概要 畑45a 
トマト、季節の野菜、加工品
（トマトジャム） 

作付けから販売、イベント企
画まで全て担当 



２０ 

赤米の加工品を一度に楽しめる。
赤を基調とした目を惹くパッケー
ジ。 

加工品ギフトセット 

 備中吉備の国から 赤米の素晴らしさを発信 

難波 友子 
Nanba   Ｔomoko 

01 

出荷先 

02 

旅行会社 

 赤米そのものや米粉、甘酒・味噌・うどん、シフォ

ンケーキやベーグルまで多様なラインナップの商品

が揃うレッドライスカンパニー。事業を始めた当初は、

友子さん自身が「食べてみたい」と思ったものから商

品化していったという。商品を販売してみると、自分

が思っていた反応と違ったり、別の使い方を提案さ

れたりすることがあり、あらためて消費者の求める

商品の開発を意識するようになっている。 現在は、

赤米の持つ意味を踏まえ、「手軽に食べられる」「身

体にやさしい」「日持ちがする」等をキーワードに新

商品を開発中だという。 
 友子さんが手掛ける商品のラベルやパッケージ等

のデザインも、ターゲットとしている女性がどうすれ

ば手に取ってくれるかを意識し、「消費者目線での

商品の見せ方」を実践している。 

“食べてみたい”から“食べてもらいたい” 
赤米を広めるためにできること 

 新規就農でありながらも、栽培の
難しい「赤米」にこだわって栽培や加
工に取り組む難波さんから、就農当
初は基礎的な栽培技術の相談を受
けていたが、徐々に専門的な内容に
変わってきた。 
 センターとしては、引き続き栽培技
術面等をサポートし、熱心に農業に
取り組むリーダーとして、地域の活
性化を図っていただくことも期待して
いる。 

ココが､ 
 注目！ 

会 社 名 

住 所 

役 職 

経営概要 

レッドライスカンパニー㈱ 

岡山県総社市 

代表取締役 

１ha 
赤米、赤米を使った加工米 

構 成 員 本人、夫、従業員1名 

役 割 赤米の生産から加工品の企
画、パッケージデザイン案、
営業、イベント、販売 

 夫の故郷である岡山県備中地域は

古くから米の栽培が盛んな場所であ

る。神事で継がれてきた米を祖先に

持つ「赤米」に興味を持ち、加工品を

作りたいと考えた。しかし、希少な米

である「赤米」は単価が高く、加工品

の原料として用いるには値段が合わ

なかったことから、「じゃあ米の生産か

ら手掛けよう」と単純な発想で「農業」

の道を歩み始めた。しかし、夫婦とも

に農業に携わった経験はなく、種はど

こで買うのか、どうやって苗をつくるの

か、田んぼはどう耕すのか、水はどう 

 

 

 

引き込むのかなど、全て一からのス

タートだった。試行錯誤を繰り返しな

がらも、なんとか生産体制を整えるこ

とができた。 

 2012年に法人化し、現在、赤米の生

産から加工・販売まで手掛けている。

事業は夫と二人三脚で行い、「やらな

ければならない仕事は手が空いてい

る方がやる」というスタンスだが、加工

品のアイデアやデザインは、女性の

顧客が大半を占めるため、友子さん

が手掛けることが多い。惣菜製造工

場の開発員として勤務したことがあり、 

 

 

 

その中で培った「女性目線のマーケ 

ティングのノウハウ」を活かしている。 

 赤米が地元特産品で、全国に誇れ

る自慢の逸品になるよう普及活動に

より力を入れていきたいと意気込む。

赤米の田植え体験や秋の月見イベン

トも企画し、近隣住民に加えて、観光

客も巻き込んだ活動に発展させようと

考えている。 

 友子さん自身が感じた「農業の摩訶

不思議や素晴らしさ」を伝えるべく、商

品開発・マーケティング・イベントと多

様な手法を用いた活動を続ける。 

 



２１ 

通信やホームページを使い、畑
や農園の情報を発信している。
インターネット通販では、同地域
の農家の米等も販売する。 

情報発信ツール 

アヒルで栽培管理 環境に優しい農業実践 

森安 かんな 
Moriyasu  Kanna 

01 

取引先 

02 

旅行会社 

 就農後、小松菜を主とした軟弱野菜の施肥管理や

作業工程の工夫を行い、栽培の効率化を進めてき

た。そして、栽培面積を計画的に拡大している。生

産量が増えた分、販路開拓もバランスよく行い、市

場流通に加えて、契約栽培も増やしてきた。 
 かんなさんが担当している「アヒル農法による特別

栽培米」の生産においては、米やアヒルが育つ過程

を「阿比留屋 かわら版」という通信を通して情報発

信を行っている。田んぼやアヒルの様子に加え、自

分の身近で起きたことも伝えることで、「オルトファー

ム」が取り組む農業に親しみを持ってもらうよう努め

ている。 
 また、生産した「アヒル米」は、地域の農業者が生

産した米やかんぴょうと一緒にインターネットで販売

している。自分が得意なことを活かしたサービスや

商品開発を行い、地域に貢献していきたいと思って

いる。 

 岡山県で生まれ育ったかんなさんは、

大学進学を機に上京し、約10年間、

関東で過ごした後、地元に戻って農業

大学校に進学した。学校に入り、見慣

れない道具や機械がたくさんあるのを

見てさらに興味がわき、家庭菜園とは

違う「生業」としての農業の世界を「面

白い」と感じた。 

  「卒業後は農業をしよう」と決め、1

年生の夏から準備に取り掛かった。し

かし、学生をしながらの「新規就農の

準備」は苦難の連続で、資金調達・土

地確保・施設整備のすべての過程で 

 

 

 

壁があった。それでも、自身の頑張り

と夫との出会い、周りの人の協力を得

て、就農までこぎつけた。 

 現在は、ハウスで小松菜の生産を

主とし、そのほかに、露地野菜と特別

栽培のコメを作っている。小松菜生産

では、土壌分析の結果に基づいた施

肥管理を徹底し、化学農薬の使用量

を抑えるため虫が付きにくい環境をつ

くっている。田んぼは、アヒルを活用し

た栽培管理（除草・有機肥料）を行い、

畔の除草はヤギが担当する。生産し

た小松菜は、オリジナルの出荷箱を 

 

 

 

用い、袋も小売り用と直売用を使い分

けるなど、マーケティングにも力を入

れている。 

  生産物は、近隣の農家とともにイン

ターネットで販売する等、独自の販路

を築いている。 

  夫婦で役割分担を明確にした部分

管理をはじめ、互いの得意分野を活

かした経営を実践する等、地域で近

代的な経営モデルとなっているオルト

ファーム。今後は、研修も受け入れて

いきたいと考えている。 

 森安さんの夫と農業大学校の同級
生として出会い、その後も縁があり、
野菜を取引することになった。オルト
ファームは真面目なモノづくりを続け
ていて、買い手側からの信頼も厚い。
目先の利益に走らず、長期的な視
点で農業経営を考えていることは、
取引相手としてもとても重要だと思う。
今まで通りに信頼できる野菜作りに
努めてほしい。 

農 場 名 

住 所 

構 成 員 

役 割 

Orto Farm（オルトファーム） 

岡山県備前市 

本人、夫、父 

経営概要 田50a、畑20a、ハウス9棟 
特別栽培米（アヒル農法）、 
小松菜 

主に生産と情報発信（かわら
版の作成・発行、インターネッ
ト販売等） 

ココに､ 
 注目！ 

生産と販路をバランスよく成長させる 
情報発信・インターネット販売にも取り組む 



２２ 

役 割 加工品の開発・製造を担当 
 
 

ラインナップも豊富で柑橘類を
使ったものが人気。キラキラ光る
姿に丁寧な仕事ぶりが伺える。 

透明感のある綺麗なジャム 

 子どもの頃から動物が好きで、「将

来は、動物に関わる仕事がしたい」と

地元広島の農業高校へ進学。牛とと

もに高校3年間を過ごした。その後、

獣医を志し大学受験するが上手くい

かず、「獣医でなくとも農業に関わろ

う」と、北海道の大学で農業経済学を

学んだ。卒業後、一般事務職として数

年働いた後、オランダの酪農家で1年

間の農業研修を経験する。結婚を機

にドイツへ渡り、生活の近くに「農」の

ある暮らしをする中で、自分たちも就

農しようと考えるようになった。 

 

 

 

 

 経営形態は、夫婦とも非農家出身

だったため、比較的初期投資の少な

い「果樹」と採卵鶏を飼う「複合経営」

を選択し、場所は友香さんの出身地

に近い「大三島」にした。その後、夫が

県の制度を利用し、2年間、先進農家

で研修した後、就農した。 

 農園は、鶏を飼うことで環境循環型

の生産体系を築き、農薬・化学肥料を

使わない農法で生産している。販路

は、個人向けの直接販売が一番多く、

野菜と平飼いの鶏が産んだ卵を一緒 

に詰め合わせた「おまかせセット」が 

 

 

 

 

人気だ。その他、島内の直売所でも

販売している。就農3年目からは、友

香さんが担当となり加工も始め、農園

で採れる柑橘類を使ったコンフィ

チュール（ジャム）やラムネ菓子、温州

ミカンのジュース、卵も使った焼き菓

子などを製造する。加工品は、個別

発送のほかに、島内外のカフェやパ

ン屋に置かせてもらっている。 

 子育て奮闘中の友香さん。誰もが安

心して食べられる柑橘とその加工品

を手抜きのない丁寧な姿勢で作り続

けていく。 

 

丁寧に 愛情を込めて 柑橘と加工品をお届けする 

花澤  友香 
Hanazawa  Yuka 

01 

お客様 

02 

市役所 

 移住相談を受けた時から関わって
おり、現在は、農業をやりながら地
域活性化を目的に集まった協議会メ
ンバーとして、イベントなどで活躍し
てもらっている。これから島で就農し
ようとする人の良きお手本としてこれ
からも頑張ってほしい。 

 就農当初は、柑橘類を中心とした果物・卵・野菜の

販売を主としていたが、3年目から加工を取り入れた。

農産物はどうしても端境期があり、保存もきかない

ことから、常に「売れる商品」を持ちたいと思ってい

た。 
 また、有機で栽培しているため、味には問題がなく

てもお客様に届けられないと判断せざるを得ないも

のが出てしまう現状に「もったいない」と感じ、「何ら

かの形で活用していきたい」と考えていた。 
 そのため、「加工品」を作ることは、友香さんにとっ

て、自然な流れだった。 
 加工を始めたことで、加工品の材料になる作物の

栽培種類を増やした。また、お客様が青果と併せて

買ってくれるようになったり、加工品を知ったお客さ

んが青果を買ってくれたりという相乗効果が生まれ

ている。 

 「生産」と「加工」を両輪に据え 
 経営の安定を目指す 

 大学の友人として知り合い、今は
農園のファン。柑橘類の採れない北
海道で、友香さんの想いも一緒に食
べられることが幸せ。自分の身近な
ところからファンを広げていきたい。 

農 場 名 

住 所 

構 成 員 

花澤家族農園& 
       菓子工房花菓舎 

愛媛県今治市 

本人、夫 

経営概要 果樹1.2ha、野菜5ha、養鶏 
柑橘類、露地野菜（無農薬・
無化学肥料）、鶏卵、加工品 



２３ 

草原であか牛が草を食む姿は、
阿蘇を代表する風景。阿蘇の草
原を守っていくには欠かせない
存在。 

阿蘇のあか牛 

 建築士の母の影響で地域計画を学

ぶため慶応大学へ進学。そこで自然

や景観に関心を持ち、環境計画を専

攻した。結婚後にドイツの大学院に留

学し、夫とともにランドスケーププラン

ニングを学んだ。夫の叔父は、阿蘇の

専業農家で、夫が後継者の立場であ

ることを知っていたため、「就農するな

ら早い方がいい。田舎は子育てする

環境としてもいい」と、夫の背中を押し、

ドイツから帰国後、就農した。 

 O2Farmは、無農薬米の生産・販売と 

あか牛の繁殖を行っている。農場内 

 

 

の役割は、叔父が牛、愛梨夫妻が米

を担当。愛梨さんは、いずれあか牛の

周年放牧にも取り組み、「健康な赤身

の肉」を販売したいという。 

 愛梨夫妻は、農業を始める時から

一貫して「農業を通じ阿蘇の美しい景

観を守りたい」という思いを持つ。それ

は一農家で出来るものではないため、

周りの農家や地域の人たちの繋がり

を大切にしている。子どもたちの農業

体験受け入れや、地域発電の取り組

みなど、活動の幅は広い。 

 阿蘇地域は、伝統的農法など土地 

 

 

利用システムを守る目的で創設され

た「世界農業遺産」に、2013年5月に

認定されている。愛梨さんは、得意の

語学力を活かし、阿蘇の魅力や自分

たちが実践してきた事を世界に向け

てアピールし、認定に大きく貢献した。  

O2Farmには、年間を通じて多くの来

訪者が訪れ、多様な視点による新た

な取り組みが次々と生まれている。  

 国内外の多くの人を魅了する南阿

蘇らしい暮らし・農業・風景を守り、次

世代へと繋いでいく。 

 

  南阿蘇で「食物」「景観」「エネルギー」 をつくる 

大津 愛梨 
Otsu     Eri 

01 
地元 

テレビ局 

02 

旅行会社 

 O2Farmでは、昔から米の生産とあか牛の繁殖を

行っていたが、人手不足により近年あか牛の生産を

休んでいた。しかし、愛梨夫妻が就農したことで、あ

か牛の繁殖部門を再開することができた。その結果、

田んぼに牛糞をいれることができ、よりよい環境でコ

メ作りを行えるようになった。 
 また情報発信による「地域の巻き込み」も広がった。

農村の風景や農作業の様子、農場での受け入れの

様子などをＳＮＳやブログで発信することで農場を訪

れる人が増えたり、生産物の購入に繋がっている。

加えて、バイオマスエネルギーに関する取り組みや

研修生の受け入れ、子どもたちの体験活動等活動

の幅を広げていくこととの相乗効果が生まれている。 
 
 
 

ＥＲＩらしい農業スタイル 
農場にはいつも人がいっぱい 

 取材を通じて同農園と知り合い、そ
の後も番組等で協力してもらってい
る。農業を基盤に「景観」や「エネル
ギー」にも気を配った取組はとてもユ
ニークで、できることから着実に活動
を広げていることはすごいこと。 
 これからも、豊かな発想や行動力
のもと、新しい農業の形を作り、「阿
蘇の風景を子どもたちに残す」という
目標を実現してもらいたい。私たち
はその活動を見守り、それを発信す
る担い手として応援していきたい。 

農 場 名 

住 所 

構 成 員 

役 割 

O2Ｆarm 

熊本県阿蘇郡南阿蘇村 

本人、夫、叔父 

農作業全般、営業渉外 

経営概要 田5ha、繁殖牛20頭 
無農薬米の生産・販売、 
あか牛の繁殖 
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