
都市農業の優良事例集

令和元年９月

～都市農業の特色を活かした魅力ある取組～
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事例の各地区の指標（事例左下の【○○の指標】）の出典は以下のとおり

・ 人口：国勢調査（平成27年）
・ 農地面積：作物統計調査の耕地面積（平成30年）
・ 農地面積のうち市街化区域：固定資産税概要調書（平成29年）及び都市計画現況調査（平成29年）より試算
・ 農地面積のうち生産緑地：都市計画現況調査（平成29年）

・ エディブルフラワーによる都市農業への理解醸成！ 愛知豊明花き流通協同組合
（愛知県豊明市）

・・・ ８



〇 生産緑地法改正をきっかけに新たな農業の形態として農業体験農園を開設。

〇 農業体験農園では、利用者は、農園の開設者である農家の指導の下で野菜づくりを行うため、初心者でも安心して高品質の
野菜づくりが可能。

〇 農業体験農園は、都市住民の農業への理解の醸成とともに、農家の農業経営の安定化に寄与。

〇 練馬区内の状況
・ 30m2/区画

・ 50,000円/区画

（区内在住者は
助成により
38,000円）

区画の様子

・ 都市の農地を維持し、都市住民にとっても手軽に
失敗なく農業体験ができる新しい市民農園の形態
として、都内の農業者が区役所を動かし、平成８年
に開設。

・ 農業体験農園や充実・発展を図るため、平成10
年に練馬区農業体験農園園主会を発足。

・ 平成22年には普及啓発を行う目的で全国農業体験
農園協会を設立し、活動の幅を全国に展開。

・ あらかじめ利用者の入園料による収入が分かるため、営
農計画を立てやすく、また、面積当たりの収入も大きいため、
経営が安定化。
（40aで100区画の農園の場合、収入は５百万円
（125万円/10a））

・ 園主は作付計画の作成と指導を行い、農作業は利用者が
行うため、農業者の負担が軽減。

・ 消費者からの声を直接聞くことができるため、モチベーショ
ンの維持に貢献。

・ これらの効果により、都市農地の維持の役割を果たしている。

・新たに創設された都市農地の貸借をしやすくするための法制度を活用した規模拡大。

・新たな利用者を掘り起こすためのPR活動が必要。

都市住民が農家の指導の下で野菜づくりができる農業体験農園 【東京都練馬区】
農業体験

・ 農園数 17農園

・ 区画数 1,813農園
（平均107区画/農園）

・ 面積 7.2ha
（平均43a/農園）

〇 農園の概要

農作業の様子
「大泉 風のがっこう」

「緑と農の体験塾」

利用者用の農機具 休憩スペース 「緑と農の体験塾」

取組の概要・経過 取組の効果

今後の課題、目標等
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練馬区
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農地面積（特別区合計値）：
522ha

うち市街化区域： 519.5ha

うち生産緑地 ： 421.6.1ha

東京都

練馬区

人口： 72.2万人

【出典】
総務省 ｢国勢調査に関する地域メッシュ統計｣
map data ©OpenStreetMap contributors. 

under CC BY-SA2.0

※文字｢練馬区｣、練馬区の境界線、メッシュ分布の
バーは農林水産省が追加

地区の概要 農業体験農園（練馬区）の概要

【練馬区の指標】



〇 練馬区は、行政、農協及び農業者が連携して練馬大根を復活させるため、種子の保存や配布、販路の開拓、練馬大根引っ
こ抜き競技大会などを内容とする練馬大根育成事業を実施。

〇 練馬大根を通じて、地産地消の促進や食育の推進、地元農作物への愛着など農業への理解を醸成。

〇 江戸時代から練馬地方で作り始められた練馬大根は、洋食化やその栽培の難しさから生産が衰退。

よみがえった伝統野菜、練馬大根 【東京都練馬区】
伝統野菜

練馬区での練馬大根栽培の概要

① 練馬大根の販売
JA東京あおばの農業祭や農産物販売所での販売。さらに、練馬区役所

や区内大学の食堂、区内レストランなどで料理を提供して、知名度の向上
と販売を確保。

② 練馬大根引っこ抜き競技大会
練馬大根を引き抜く早さなどを競うイベントを

開催し、伝統野菜としての練馬大根の魅力を
区内外に発信。

③ 干し風景の再現
歴史的な風景である練馬大根の干し風景を、

ＪＡ東京あおばの農業祭の会場内に再現。

・練馬大根は収穫作業を中心に多くの労力が必要であり、生産農家の確保が課題。

・令和元年度に開催する世界都市農業サミットのプログラムに練馬大根引っこ抜き競技大会を入れ、世界にその魅力を発信。

今後の課題、目標等

○ 練馬大根は、表土が深く、大根の適地であった練馬地方での江戸時代からの
生産が由来。

○ 明治から大正にかけて生産のピークを迎えたが、戦後の洋食化、農地の減少、
栽培の難しさ、収穫の手間などによって生産が衰退。

○ 練馬大根を復活させようと平成元年から行政、農協及び農業者が連携した練馬大根育成事業を実施。

○ 青首大根の２倍ほどの長さがある白首大根で、太い中央部が特徴。

29年度

生産者数 19戸
販売用生大根 3,459本
沢庵漬け用干し大根 5,100本
引っこ抜き大会用 4,800本
その他 840本

合計 14,199本

・ 練馬大根の生産量

練馬大根育成事業の概要 （主なもの） 取組の効果

２

練馬大根

練馬大根引っこ抜き競技大会

練馬区
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東京都

練馬区

【出典】
総務省 ｢国勢調査に関する地域メッシュ統計｣
map data ©OpenStreetMap contributors. 

under CC BY-SA2.0

※文字｢練馬区｣、練馬区の境界線、メッシュ分布の
バーは農林水産省が追加

地区の概要

練馬大根を通じて、地産地消の促進
や食育の推進、地元農作物への愛着な
ど農業への理解を醸成。

農地面積（特別区合計値）：
522ha

うち市街化区域： 519.5ha

うち生産緑地 ： 421.6.1ha

人口： 72.2万人

【練馬区の指標】



〇 農の学校は、農に関心を持つ区民の中から農業の支え手となる「ねりま農サポーター」を育成し、支え手を必要とする
農業者とのマッチングを実施。

都市農業を支える「ねりま農サポーター」の育成、練馬区農の学校 【東京都練馬区】
支え手育成

農の学校の概要

・ 農業者の高齢化や人手不足が進む中、農業者を支える人材を
育成し、支え手を必要とする農業者とマッチングするため、平成27
年３月に練馬区農の学校を開校。

今後の課題、目標等

○ 農業に関心を持つ区民が、①農とのふれあい・体験コース、②初級コース
（種まきから収穫まで）、③中級コース（初級コース修了者）、④上級コース
（中級コース修了者）のいずれかのコースに応募。

○ 農の学校は、研修用ほ場のほか、ビニールハウス、事務棟等を備えた約37a
の敷地で、受講生は区内農業者等から実技講習、座学講習等により技術や知
識を習得。

取組の概要・経過 取組の効果

・ 初級コースを修了した方を「ねりま農サ
ポーター」として認定し、支え手を必要とす
る区内農業者へ派遣。「ねりま農サポー
ター」は農業者のもとで活躍するほか、区
のさまざまな農業イベントに協力。

高齢農家等にとって負担の大きい農作業
を都市農業の支え手であるサポーターが軽
減することによる都市農業の安定的な継続。

27
年度

28
年度

29
年度

合計

認定
人数

25人 15人 15人 55人

マッチ
ング

成立数
18件 8件 8件 34件

・「ねりま農サポーターの認定人数」及びマッチ
ング成立数

〇 「ねりま農サポーター」の認定人数は合計55人にのぼり、区内で活躍。

・マッチング成立件数の向上が課題。
・自ら農の担い手となれる人材育成のためのコース内容の検討が必要。 ３

農の学校の様子

実技講習
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【出典】
総務省 ｢国勢調査に関する地域メッシュ統計｣
map data ©OpenStreetMap contributors. 

under CC BY-SA2.0

※文字｢練馬区｣、練馬区の境界線、メッシュ分布の
バーは農林水産省が追加

地区の概要

・ 都市農業の支え手の育成に加え、区民
による都市農業の魅力を発信。

農地面積（特別区合計値）：
522ha

うち市街化区域： 519.5ha

うち生産緑地 ： 421.6.1ha

人口： 72.2万人

【練馬区の指標】



〇 安全な野菜づくりを基本とし、無化学肥料・減農薬栽培による約70種類にも及ぶ多品種・多品目を生産。

〇 農産物の生産のみならず、製造加工・販売業務も行う6次産業化に取り組むとともに、収穫体験、学校給食等への出荷も実施。

〇 草加で代々続く農家が、人・環境にやさしい野菜づくりを通じて食の大切さを伝える取組を実施。

草加市

メッシュ分布（人/500m2）
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農地面積： 180ha

うち市街化区域： 132ha

うち生産緑地 ： 85ha

取組主体の概要

地元産の野菜を通じて食の大切さを伝える株式会社ＤａｉｓｙＦｒｅｓｈ 【埼玉県草加市】
６次化・食育

埼玉県

草加市

・ 先祖代々草加市の農家に生まれ育った中山氏が、
相続をきっかけに就農。

・ 年間を通して約70種類の野菜を生産（多品種・多品
目）。安全な野菜づくりをモットーに、無化学肥料・減
農薬栽培を実施。

・ 住宅街という立地を活かし、農場の隣に直営店舗
「chavipelto」 （チャヴィペルト）を開店し、自社農産物に
加え、弁当・加工品の製造・販売を実施（６次産業化）。

・ 学校給食にまとまった数量を提供し、直営店舗では、
店舗のコンセプトに合致する他の農場の農産物も販売。

・ 近隣住民、学校、幼稚園等を対象とした収穫体験とと
もに、小学校の授業の一環として、枝豆の栽培等を通
じた食育プログラムや特別支援学校の就職支援の受
入れ等も実施。

取組の概要・経過

人口： 24.7万人

○ 経営面積：40a（うち施設12a）

○ 主要作物：小松菜、ミニトマト、カラフル人参、枝豆、パクチー、ルッコラ、
サニーレタス、リーフレタス、紫水菜、パプリカほか季節の旬野菜全般

収穫体験のイベント、BBQな

ども人気であり、野菜を通じて
食から全てに繋がることの有効
さ、重要さを多くの人に広める
食育への取組を展開。

今後の取組、目標等

取組の効果（実績）

・ 学校給食や自ら開拓した販路による農産物の販売や、
付加価値を付与した加工により、高収益の事業を実現。

○ 1997年に青果物の生産・販売・卸業務・飲食店業を営む

（株）ＤａｉｓｙＦｒｅｓｈ設立

４

直営店舗 「chavipelto」

収穫体験の様子

【出典】
総務省 ｢国勢調査に関する地域メッシュ統計｣
map data ©OpenStreetMap contributors. 

under CC BY-SA2.0
※文字｢草加市｣、草加市の境界線、メッシュ分布の

バーは農林水産省が追加

地区の概要

【草加市の指標】

・ 学校給食への提供のほか、子供達の収穫体験を行うこ
とで、食育や農業への理解の促進に大きく貢献。

店舗・給食での売上高：
平成18年（店舗開店直後） 400万円

→平成30年 7,300万円

・ 店舗開店以降、草加市内販売率（消費率）は80％以上。



高津区

メッシュ分布（人/500m2）

14,000
5,000
3,000
2,000
1,000
500
300
100
50
20
0

農地面積： 568ha

木所農園の概要

ハーブなど西洋野菜を飲食店に直接販売、木所ファーム【神奈川県川崎市高津区】
直売

神奈川県

取組の概要・経過

人口： 147.5万人

○ 経営面積：30a（すべて生産緑地）

○ 主要作物：露地野菜（西洋野菜等）、ハーブ

○ 農業従事者：夫婦二人

・ 江戸時代から続く農家であり、かつては一般的な作物を作り、JA高津
支店の直売所に出荷していたが、直売所の移転を契機に、生協に出荷
開始。

・ 生協の組合員の紹介で、地元シェフに野菜を直接納入するようになり、
徐々に取引先の飲食店が増加。

・ 主な取引先である飲食店のニーズに対応した
ハーブや西洋野菜が主流。

・ 近年、畑のすぐ隣にイタリア料理のレストラン
を誘致。旬の味が楽しめる「畑の隣のレストラ
ン」としてお客様に喜ばれている。

・ 生協とレストランへの出荷により余剰
生産物が減少し、安定した価格での販
売が可能。

・ 取引先のレストランにとってのメリット
は、①他の飲食店との差別化ができる
こと、②野菜の鮮度が良いこと、③一番
良いものをすぐに調達できること。

〇 生協、レストランに出荷。景観緑地のための花の植栽などを通して地域に密着した農家として近隣から認知。

〇 JA直売所の移転を契機に、生協への出荷を開始し、徐々にレストランへの直接納入を増やし、ハーブや西洋野菜の生産にシフト。

〇 住宅地の中にある木所ファームは、取引先のレストラン向けに、ハーブや西洋野菜を中心に、年間80品目以上を栽培。

・ 住宅街にある木所ファームは、露地で年間80品目以上を栽培。

川崎市高津区

（川崎市の指標）

５

調理用トマトRomaVF

ほ場の様子 アイスプラントほか

【出典】
総務省 ｢国勢調査に関する地域メッシュ統計｣
map data ©OpenStreetMap contributors. 

under CC BY-SA2.0

※文字｢高津区｣、高津区の境界線、メッシュ分布の
バーは農林水産省が追加

うち市街化区域： 379ha

うち生産緑地 ： 279ha

地区の概要

・年間を通してレストランに出荷できるよう余剰生産物を活用したドライトマト等加工品を製造予定。

取組の概要・経過 取組の効果

今後の取組、目標等



幸区

メッシュ分布（人/500m2）

14,000
5,000
3,000
2,000
1,000
500
300
100
50
20
0

新掘農園の概要

地元の和菓子店とのコラボよる商品開発、しんぼりファーム【神奈川県川崎市幸区】
６次化

神奈川県

取組の概要・経過 取組の効果

○ 経営面積：１ha（すべて生産緑地）

○ 主要作物：施設野菜（トマト、イチゴ）、露地野菜（ねぎ、だいこんなど）

○ 農業従事者：家族４人（父、母、後継者（認定農業者）、祖母）

・ 直売においては①見せ方（商品陳列）の工夫、②核になる野菜を作る、
③袋詰めを工夫するなど、消費者の視点を意識。

・ 地元の和菓子店とのコラボレーションによりトマ
ト大福や巨大イチゴ大福などを商品化し、話題。

・ トマト、イチゴの温室栽培は、環境制御
システムを導入するなど作業の効率化を
実現。

○ 直売では、商品陳列を工夫するなど、消費者の視点を意識した取組を行い、直売時には行列ができる盛況ぶり。

〇 地元の和菓子店とコラボして、トマト大福などの和菓子を開発するなど、話題性が高い取組を展開。

〇 直売歴30年のしんぼりファームは、トマト・イチゴの施設栽培を中心とした直売経営がメイン。

・ 代々300年続く生産農家であり、年間で30品目の野菜を生産。ハウスト
マトとイチゴを中心に、 枝豆、大根や小松菜など季節の野菜を生産し、そ
の70％を直売。

川崎市幸区

・ 直売のほか、量販店、地元スーパー（商品仕入
れに定評がある地域密着型スーパー）で販売。

・ 直売所には市外からもお客様が多く、
イチゴ、枝豆、トウモロコシの販売時期に
は特に長い行列が出来る盛況ぶり。

・ 露地野菜を中心とした小規模な庭先販売から、イチゴ・トマトの施設野
菜を中心とした直売経営に移行。

・ 施設野菜を中心とした直売経営に移行
したことで、単位面積当たりの収入が増
加し、所得向上を実現。

・ SNSや卸先のスーパー・和菓子店の商
品等を見て直売所へ買いに来るお客様
が増加。

・ しんぼりファームのファンが増えるよう、魅力的な野菜を生産し、また、お客様とのコミュニケーションも大切にしていきたい。

今後の取組、目標等

６

【出典】
総務省 ｢国勢調査に関する地域メッシュ統計｣
map data ©OpenStreetMap contributors. 

under CC BY-SA2.0

※文字｢幸区｣、幸区の境界線、メッシュ分布のバー
は農林水産省が追加

施設栽培のトマトとイチゴ

トマト大福

地区の概要

農地面積： 568ha

人口： 147.5万人

（川崎市の指標）

うち市街化区域： 379ha

うち生産緑地 ： 279ha



中川区
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農地面積： 1,010ha

うち市街化区域： 689ha

うち生産緑地 ： 262ha

・ 経営面積：19a

・ 主要作物：ミニトマト

・ 営農形態：直売主体

飯田農園（愛知県名古屋市）の概要

Ｍｉｕトマトジュース

高糖度ミニトマトを使った商品開発！海外市場に挑戦！ 飯田農園【愛知県名古屋市中川区】
６次化

愛知県

名古屋市中川区

袋培地栽培

取組の概要・経過

人口： 229.6万人

取組の効果

今後の課題、目標等

・ 労働力：雇用者５名
（パート含む） 高糖度ミニトマト

【名古屋市の指標】

７

〇 子供の誕生をきっかけに、子供に安心して野菜を食べさせたいとの思いから、務めていた食品メーカーを退職して就農。

〇 高糖度ミニトマトを活用してジュース等を加工。直売所の運営や輸出にも取り組み、お客様や家族に響く、他に無いこだわりを商
品に込めたものづくり。

・ 圃場が名古屋市内で小規模なため、特徴があ
り付加価値の高い高糖度ミニトマトを栽培。

・ 愛知県が開発した袋培地栽培法と、海藻など
を使った肥料の使用により、高糖度のトマト
「ｍｕｉトマト」を生産。

・ 海外向けの食品見本市（FOODEX JAPAN 等）
へ出展。

・ ６次産業化によりトマトジュース「ｍｕｉトマト
ジュース」を製造し、百貨店等で販売。

・ 売上高：
230万円（Ｈ22）→2,240万円（Ｈ30）

・ 雇用者数（パート含む）：
２名（Ｈ22）→５名（Ｈ30）

・ 生産面積（ミニトマト）：
６ａ（Ｈ22）→19ａ（Ｈ30）

・ 旨みや糖度にこだわって完熟させるため、裂果など
の規格外品が発生しやすく、市場では商品価値がない
ものの、旨みや糖度は規格品と変わらないため、規格
外品を加工商品にすることで収益性が向上。

・商品の優位性を高めるために有機ＪＡＳ認証及びグローバルＧＡＰ認証を取得し、アジア圏での販路拡大を目指す。

・ハウスを改装して収量を増加させるとともに、食品販売業者との代理店契約を結ぶなどの販路開拓を図る。

主要作物のミニトマト

【出典】
総務省 ｢国勢調査に関する地域メッシュ統計｣
map data ©OpenStreetMap contributors. 

under CC BY-SA2.0

※文字｢中川区｣、中川区の境界線、メッシュ分布の
バーは農林水産省が追加

メッシュ分布（人/500m2）

地区の概要



７

〇 豊明市では東洋一の花き市場があることを背景に、市内の飲食店や菓子店、花に携わる団体が集まり、花に関係した商品開
発・販売やイベント開催により、花に親しむ暮らしを推進。

〇 豊明産エディブルフラワー（食べられるお花）等を通じて、都市農業への興味・関心の向上を図り、都市農業への理解を醸成する
ため、地域ブランド「とよあけ花マルシェ」を“とよあけ花マルシェプロジェクト”と共催。

地区の概要

メッシュ分布（人/500m2）
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豊明産エディブルフラワーの概要

【名称】 とよあけ花マルシェ
～花と過ごす素敵な時間～

【来場者】 約１，４５０人（延べ人数）

【参加者】
豊明産エディブルフラワー試食会 １００人

【アンケート結果（４２０人回答】

アンケート項目と「都市農業のはたらき」のパネルに関連づけ
することにより、パネルを多くの人に読まれ、都市農業への理
解が醸成（理解度92%）

・ 観光資源が少ない豊明市を“花の街とよあけ”としてＰＲし、豊明産の花き及びエディブルフラワーを地域ブランドとして更
に市内外に向け拡大・普及させ、都市住民と都市農家の交流を深めながら地域を活性化。

エディブルフラワーによる都市農業への理解醸成！ 愛知豊明花き流通協同組合【愛知県豊明市】 卸売主体、
マルシェ

豊明市

取組の概要

取組の効果

今後の課題、目標等

エディブルフラワーの生産

花の寄せ植えなどの体験教室 １１５人
クイズラリー ４２０人

エディブルフラワー
試食

花の寄せ植え体験教室 都市農業のはたらき
パネル展示

○豊明産エディブルフラワーの試食、花に接する体験
等、花をテーマとした都市住民との交流イベントにより
都市農業の振興・地域活性化を推進。

豊明市

愛知県

○豊明市、都市農家、ＪＡ、地元飲食業者等が連携し、
花きの普及啓発活動を精力的に実施。

農地面積： 496ha

うち市街化区域： 25ha

うち生産緑地： 8ha

人口：6.9万人

【豊明市の指標】

○地域情報紙、ホームページ、新聞折込、メディア取材
等を活用し、近隣市町村の都市住民に対し、「花の街
とよあけ」の取組の認知度向上を促進。

食べられる花エディブルフラ
ワーは、近年注目を集め、話題
性が高まっているところであり、
「花の街とよあけ」を掲げ、花文
化発信地として活動を進めてい
る豊明市では、市内農家・ＪＡが
エディブルフラワーの栽培を開
始し、市内飲食店・菓子店と連
携して商品開発、加工販売を行
い生産拡大を進めている。

○上記のほか、市内各地で行う大型の花体験イベント
を開催し、花のある豊かなライフスタイルを提案

８



東住吉区

メッシュ分布（人/500m2）
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農地面積： 89ha

うち市街化区域： 92ha

うち生産緑地 ： 75ha

西野農園の概要

・ 高層住宅等に囲まれた生産緑地で野菜を栽培。

・ 夏場はトマトを中心に夏野菜を栽培し、冬場は、
きくなを中心に、なにわの伝統野菜の天王寺蕪（て
んのうじかぶら）や田辺大根、小松菜等を栽培。

大阪府

大阪市東住吉区

取組の概要・経過

人口： 269.1万人

取組の効果

〇 営農形態
野菜生産

〇 経営面積 60a（露地25a、施設35a）

〇 栽培作物

天王寺蕪（なにわの伝統野菜）、 トマト、夏野菜、きくな、こまつな等

○ 労働力
家族３人、雇用３人

・ 主力のきくなは中央市場へ９割を個人出荷している
ほか、なにわの伝統野菜の天王寺蕪や田辺大根は、
料理店や漬物店へ出荷。農園の直売所でも約30種
類の野菜を販売

・ 農園の直売所の購入者は近隣の方が中心で、生産者との
距離が近く、顔も見えるため、新鮮かつ安心な野菜が買える
と評判で盛況。農産物の地元での地産地消を促進。

てんのうじかぶら

・ FACEBOOKを活用し、栽培している野菜の最新の情
報を消費者に発信。

・ 生産者としては、一定以上の量と規格が求められる市場へ
の出荷は課題も多いが、農園の直売所により、小ロットで多少
規格が合わない農産物の販売が促進。

・ 長距離輸送が不要となるため、環境負荷が低減し、旬の農
産物や鮮度の落ちやすい作物が提供可能。

【大阪市の指標】

９

〇 大阪市東住吉区内の高層住宅等に囲まれた生産緑地で野菜を販売。

〇 農園の直売所では、約30種類の野菜を販売しており、新鮮な野菜が買えると評判。

〇 主力のしゅんぎくは中央市場へ出荷しているほか、なにわの伝統野菜を料理店や漬物店へ出荷。

なにわの伝統野菜を料理店等に出荷、西野農園 【大阪府大阪市東住吉区】
伝統野菜・直売

トマト 天王寺蕪 温室横で栽培される露地野菜

【出典】
総務省 ｢国勢調査に関する地域メッシュ統計｣
map data ©OpenStreetMap contributors. 

under CC BY-SA2.0

※文字｢東住吉区｣、東住吉区の境界線、メッシュ
分布のバーは農林水産省が追加

地区の概要



〇 天保１４年から大阪泉州（大阪府貝塚市）で代々１５０年続く農家。

〇 伝統野菜をはじめとした収益性の高い野菜を栽培するとともに、泉州水なすを使用した漬物、コンフィチュール（ジャム）などの
新商品を開発。

〇 販売先は、主に飲食店・小売店で、個人向けにも野菜・加工品を直売。

貝塚市

メッシュ分布（人/500m2）
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農地面積： 413ha

うち市街化区域： 146ha

うち生産緑地 ： 79ha

川崎農園の概要

・ 天保14年から大阪泉州（大阪府貝塚市）で代々150
年続く農家。経営圃場はすべて生産緑地であり、住宅
に囲まれた環境で営農。

・ 施設（ビニールハウス）で「水ナス、水菜」、露地で
「ほうれん草、小松菜」を栽培するなど、伝統野菜
をはじめとした収益性の高い野菜を栽培。

・ 土や自然の恵みに対する想いが代々引き継がれ、
栽培密度を減らす等による減農薬栽培を実施。 ・ 消費地での生産という特性を生かし、消費者が求める地元

産の新鮮な農産物や加工品を供給することにより、地産地消
を促進。

・ 伝統野菜の生産を通じた歴史・文化の保存や郷土愛の涵養。

・個人向けにインターネットを利用した通信販売の取組の強化。

泉州水なすを使用したジャムなどの新商品を開発、川崎農園 【大阪府貝塚市】
伝統野菜・６次化

大阪府

貝塚市

伝統野菜の泉州水なす 泉州水なすを使用したコンフィチュール（ジャム）

取組の概要・経過

人口： 8.9万人

取組の効果

今後の課題、目標等

〇 営農形態
野菜生産、農産物加工品の製造・販売

〇 経営面積 100a（すべて生産緑地）

〇 栽培作物
・施設野菜 泉州水なす（なにわの伝統野菜）、水菜
・露地野菜 難波ねぎ（なにわの伝統野菜）、ほうれん草、小松菜等

・ 泉州水なすを使用した漬物、コンフィチュール（ジャ
ム）などの新商品を開発。

・ 土づくりや減農薬などにこだわって生産した旬の野菜を飲
食店や小売店、個人向けに出荷。

・ 農園の泉州水なすを使用したコンフィチュールは「フードア
クションニッポンアワード2016究極の逸品100選」に入賞。

１０

【出典】
総務省 ｢国勢調査に関する地域メッシュ統計｣
map data ©OpenStreetMap contributors. 

under CC BY-SA2.0

※文字｢貝塚市｣、貝塚市の境界線、メッシュ分布の
バーは農林水産省が追加

地区の概要

【貝塚市の指標】

・ 消費者とのコミュニケーションを大切にしており、地元泉州
で注目度が上昇。水なすジャムなら川崎農園とテレビなどの
メディアで紹介。



〇 直売所等の農産物に貼付されているエコ農産物のシールを集めると東大阪市の農地を守ったお礼として感謝状等を贈呈。

取組主体の概要

・ 「東大阪市で生産される農産物は全てエコ農産物」にする
というブランド戦略を打ち立て、これと連携するかたちで
ファームマイレージ2を実施。

・ エコ農産物シールには生産者の電話番号を記載。消費者
から生産者へ感謝の気持ちを直接伝えることが可能。

・ 現在の業務人員体制では業務量的に消費者・生産者・実儒者のニーズを汲み取った新たな取組が実施困難になりつつある。

消費者が都市農地の守り手になる地産地消の取組「ファームマイレージ２」 【大阪府東大阪市】
地産地消

取組の概要・経過 取組の効果

今後の課題、目標等

消費者は、単に農産物を消費するのではなく、地元農産物を購入することの意味や地元の生産現場のことを考えるきっかけと
なり、消費者を地元農業の農地の守り手として育成。

○ 東大阪市では、このファームマイレージ2を核とした農作業体験、地産地消、６次産業化等の様々な食育の取組を展開。

・ 直売所や朝市で売られている地元農産物に貼付されてい
るエコ農産物シールを50枚集めると「5m2の東大阪市の農
地を守った」ことに対して感謝状等を贈呈。感謝状10枚で
表彰状等も贈呈。

・ 農産物直売所でのエコ農産物の取扱実績は取組前と
比較して大幅に増加。

環境に配慮した安心できる農産物の地産地消が促進。

年度 種類 金額(千円) エコ農産物率

平成20年度

(取組前)

生産者売上 54,621
18%

(内)エコ農産物売上 10,086

平成29年度 生産者売上 123,504
51%

(内)エコ農産物売上 62,531

農産物直売所「フレッシュクラブ」でのエコ農産物の取扱実績

地区の概要

メッシュ分布（人/500m2）
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農地面積： 181ha

うち市街化区域： 168 ha

うち生産緑地 ： 115 ha

大阪府

東大阪市

人口： 50.3万人

東大阪市

1１

地元サツマイモで
できた芋焼酎

パン購入者による野菜の
収穫体験

【出典】
総務省 ｢国勢調査に関する地域メッシュ統計｣
map data ©OpenStreetMap contributors. 

under CC BY-SA2.0

※文字｢東大阪市｣、東大阪市の境界線、メッシュ分
布のバーは農林水産省が追加

【東大阪市の指標】

取組主体の概要〇 町工場や住宅が密集する中に小規模の農地が点在し、開発圧力が極めて高く、農地を残すことが大きな課題。

〇 消費者発信で市内の農地を残すファームマイレージ2運動に取り組むほか、当該運動を核に、

① 小学生が田植え・稲刈り体験を経て、フレンチシェフと料理を作り、販売する「THE 米」、
② 栽培体験したサツマイモでできた芋焼酎を楽しむ大人版食育「いも」、
③ 地元製パン業者が作る市内産野菜を使ったパンの購入者が収穫体験する「食農教育型

６次産業化」、
④ 高齢生産者と新規就農希望大学生との担い手確保と技術継承のマッチングを行う「ひっし

のぱっち」

などの取組を展開。


