
田辺市有機農業推進協議会（和歌山県）

２．生産概要・成果
（平成21年→26年の推移・目標27年）

○面積
有機農業実施面積 4.3ha→17.0ha（300%増） 目標16.5ha
うち有機JAS取得面積 4.3ha→17.0ha（300%増） 目標16.5ha

○有機農業者数 10名→15名（50%増）目標21名

○有機農産物の生産量 59㌧→147㌧（149%増）目標241㌧

○有機農産物の産出額
23.0百万円→83.8百万円（265%増）目標72.7百万円

１．協議会の構成員
和歌山県、田辺市、紀南農業協同組合、田辺印の会

４．取組内容（事業実施期間:22～24年度）
○有機農業への参入者の増加
• 新規就農者及び地元農家を対象に、有機農業フォーラムを開催し、有機農業

者の育成を実施
• 相談体制の整備による有機農業への参入希望者の対応

○流通・販売の拡大
• イベントへの参加による有機農産物の実需者ニーズの把握

• 他産地との交流及び研修会等への参加による有機農産物の生産・販売に関
する情報交換

○技術の確立・習得の推進
• 有機質資材等の施用による生育状況調査及び栽培技術の確立
• 現地検討会や栽培技術研修会の開催による技術の普及
• 有機農業技術講習会への参加による他地域の生産者との連携

○消費者の理解の増進
• イベント等への参加による消費団体との交流よる周知活動、ニーズ把握のた

めの調査
３．これまでの課題
○有機農業への参入
• 梅等の果樹による有機農業栽培への転換が停滞
• 新規就農者や慣行栽培農家の有機農業の理解不足

○流通・販売
• 少量取引が主体となるため、輸送コストの低減が困難

• 取引先が望む品質（規格）、量が確保しにくいため、取引先の確
保が困難

○技術の確立・習得
• 果樹での有機栽培技術が未確立であるため、技術の習得が困

難

○消費者の理解
• 有機農産物等や有機JAS制度の認知度や理解度が不十分

○販売力強化の取組
• 新規参入者による生産量の増加へ対応するため

連絡先：田辺市 産業部 農業振興課
（担当：北川）

〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷1番地
TEL：0739-26-9930

５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 新たな販売先の開拓

• 担い手の育成（新規参入者者や慣行栽培転換者）及び栽培面積の拡大のた
め、研修会や現地実証試験を実施

• 新たな加工品の開発
• 消費者及び実需者への有機農業の普及啓発（イベント等の開催）
• 有機種苗の育成確保
• 病害虫防除技術の向上と普及を図るための研修開催
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 地域で就農した若者農業者との連携を図り、農産物の流通やそれらを使っての商

品開発を行う等仲間化につとめる

• 新規就農者を増やすことも大事だが、すでに就農した人の農地面積の拡大や収量
アップにつながる動きが必要

食と農のインキュベーションのろＮＯＬＯ有機農業推進協議会（島根県）
連絡先：島根県大田市温泉津町温泉津イ７０７－１（085５）６５－２０１４ 担当：脇

２．生産概要（平成21年→平成26年の推移）
〇面積

有機農業実施面積 0.7ha→ 3.5ha（400%増） 目標3.25ha（27
年）

うち有機JAS取得面積 0ha→1ha （-%増） 目標2ha（27年）
〇有機農業者数 5名→ 8名（60%増）目標15名（27年）
〇栽培品目 ２品目→８品目
〇有機農産物の生産量 0.2㌧→ 1.1㌧（450%増）

目標0.7㌧（27年）
〇有機農産物の産出額 3.6百万円→ 4.7百万円（30.6%増）

目標4.5百円（27年）
〇主な取引先 １箇所→３箇所

１．協議会の構成員
（株）バーチャルベンチャーズ、食と農のインキュベーションのろＮＯＬ
Ｏ、ＮＰＯ法人 行って楽しい・迎えて嬉しい石見銀山ＮＰＯ

４．取組内容
〇有機農業への参入者の増加
• 就農した若者農家が生活のためのアルバイトを減らし、農業の時間を増やし、収益

で生活
• 地域の障がい者施設とも協働し、畑を耕し、仲間が広がる

〇流通・販売の拡大
• 一時加工～加工品の開発・販売を通じて、消費者のニーズを把握
• 地域内、県外の取引先となりそうな企業へ啓発活動

○技術の確立・習得の推進
• 実験ほ場がなくなったが、就農した若者農家が耕作放棄地を活用し、有機農産物

栽培の場を確保
• 生産技術の強化に努め、自然食品や有機栽培に関心のあるスーパーでも販売

〇消費者の理解の増進
• 就農した若者農家はSNSを活用し、販路やネットワークの拡大を図り、消費者への

理解・関心を広めてもらうツールとして活用

３．これまでの課題
〇有機農業への参入
・有機農業を目指す者が、身近に相談することのできる窓口を設置し、現

場に直結した相談体制の構築に努める
・有機農業を本格的に目指す者には、実験農場の紹介、土地を提供した

い土地所有者とのマッチングに努める

〇流通・販売
・生産者側と流通・販売側が連携・協力して有機農業により生産される農

産物の流通、販売及び利用の拡大が図られるよう、情報収集・発信、大
都市へ向けた商談の場作り等、一層の販路開拓・拡大の支援を行う

○技術の確立・習得
・すでに有機農業に取り組んでいる者などの協力を得、技術習得のため

の必要なノウハウ提供を通じ、技術習得ができるような体制を整える
〇消費者の理解

・WEBサイトの活用
・食育、地産地消、農業体験学習、都市農村交流等による有機農業者等

と消費者の交流の場づくりや取組みの推進に努める

取組の様子がわ
かる写真や絵、技
術がわかる写真
や絵等

取組の様子がわかる写真
や絵、技術がわかる写真や
絵等
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• ゲリラ豪雨への対策と長年続けている連作の障害対策が今後の課題
• ほ場の排水対策
• 田んぼの畑化を行政に要請

総社市有機農業推進協議会（岡山県）
連絡先：総社市産業部農林課農林係 総社市中央一丁目1番1号 (0866)92-8273 担当:平田

２．生産概要（平成21年→平成26年の推移）
〇面積

有機農業実施面積 20.6ha→ 20.1ha（2.4%減） 目標28ha（27
年）

うち有機JAS取得面積 13.5ha→13.9ha （3.0%増） 目標18ha
（27年）
〇有機農業者数 9名→ 5名（44.4%減）目標13名（27年）
〇栽培品目 １０品目→12品目（20%増）
〇有機農産物の生産量 225.6㌧→ 178㌧ （21.1%減）

目標282.1㌧（27年）
〇有機農産物の産出額 51.7百万円→ 45.2百万円（12.6%減）

目標68.2百円（27年）
〇主な取引先 17箇所→24箇所

１．協議会の構成員
きよね有機の郷、ＪＡ岡山西、総社市、総社市農業委員会、倉
敷農業普及指導センター、財団法人農業公社きびの里

４．取組内容
〇有機農業への参入者の増加
• 有機農業で生活が出来るモデル作りを行う。だれでもが有機農業に参入し誰でもが生

活のできる形をつくる
• 有機農業への研修生の受け入れをさらに進めるために情報の発信

〇流通・販売の拡大
• 地域の直売所で販売促進活動
• 学校給食に有機農産物を供給
○技術の確立・習得の推進
• 野菜→秀品率の高い品種の導入により出荷量の増加
• 排水対策など栽培管理の適正化
• 有機ＪＡＳ認定ほ場の確保拡大を図り、作業の効率化とローコスト生産
• 除草対策については、太陽熱除草を継続
〇消費者の理解の増進
• 有機農産物の加工品の研究
• 近畿圏の百貨店、量販店や食品加工業者との取引拡大

３．これまでの課題
○有機農業への参入

・インターネットを最大限利用し総社市有機農業推進協議会のサイトで就
農情報を発信し、全国から新規の有機農業参入者を募集

・有機農業で生計が成り立つモデルをつくる

〇流通・販売
・量販店への出荷・販売促進を積極的に進める
・学校給食への有機農産物の供給で、さらなる拡大を図る
・産直へ個人集荷からグループ出荷を進めることで、グループ力の強化と

販売力の強化を図る

○技術の確立・習得
・土壌分析を実施し地力の現状把握をおこなう
・栽培研修会を図り、技術の共有を図る

〇消費者の理解
・消費者グループと連携し、国産有機大豆の生産体験と味噌・豆腐加工体

験、大豆の料理教室講習会を行う

取組の様子がわ
かる写真や絵、
技術がわかる写
真や絵等

取組の様子がわかる
写真や絵、技術がわ
かる写真や絵等
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 需要に応えられるだけの生産体制を確立していく
• 生産供給を安定させるためには、ハウスなどの施設の建設を行う必要がある
• ①土壌診断施肥設計技術、②栽培マニュアルの提供、③苗の安定供給、という３つを

柱に具体的な生産が始められるよう、新たに有機農業に参入したい方々を募る
• 有機農産物の産地づくりを行う上で、堆肥の安定供給の仕組みは必要不可欠

徳島有機農業推進協議会（徳島県）
連絡先：小松島有機農業サポートセンター 小松島市櫛渕町字間町11-4 (0885)37-2038  担当：氏脇

２．生産概要（平成21年→平成26年の推移）
〇面積

有機農業実施面積 8.8ha→ 29.6ha（236.3%増） 目標13ha
（27年）

うち有機JAS取得面積 0ha→0ha （-%） 目標0ha（27年）
〇有機農業者数 16名→ 39名（143.8%増）目標32名（27年）
〇栽培品目 4品目→6品目（150%増）
〇有機農産物の生産量 38.9㌧→ 170㌧ （337%増）

目標138㌧（27年）
〇有機農産物の産出額 13百万円→ 55.7百万円（328.5%増）

目標50.7百円（27年）
〇主な取引先 ２箇所→5箇所

１．協議会の構成員
NPO法人とくしま有機農業サポートセンター、徳島県、小松島市、石井養
鶏農業協同組合、生活協同組合連合会コープ自然派事業連合、株式会
社イシイフーズ、小松島市生物多様性農業推進協議会

４．取組内容
〇有機農業への参入者の増加
• 有機農業に新規に参入を希望する農業者に対して、定期的に有機農業技術講座を開

催し、有機栽培技術の基礎を学んでもらい、有機農業への理解を深める取り組みを
行った

〇流通・販売の拡大

・ ロット拡大に対応する栽培技術の実証
・ 有機農産物に対する正しい知識と購入に積極的な消費者の育成を行うために有機農

産物セミナー開催
・ 消費者と生産者の交流会を開催し、有機農産物を求めている消費者の生の声を生産

者に届けることで、生産者の生産意欲を高める

○技術の確立・習得の推進
• 周年栽培と一定の出荷量を維持するために、苗の定植栽培によって生産効率を向上
• 施肥設計と養生処理による土壌管理により秀品率を向上
• 土壌の水分管理により栄養価を高め、品質を向上
• 地元の有機物をリサイクルした堆肥を利用し生産コストを低減
• 技術・肥料の統一によって品質を安定させる

〇消費者の理解の増進
• 消費者の産地見学会を開催し、有機農産物に対する理解を増進
• 有機農業が生態系を豊かにしていることを田んぼの生きもの調査を通じて明らかにしていく

３．これまでの課題
〇有機農業への参入
• 有機農業技術支援センターにて有機農業技術者の育成を行う
• 有機栽培マニュアルを作成し、肥料と堆肥による土づくり技術、苗や種

をある程度、統一することで、技術的な基礎をしっかり学べる体制をつ
くる

〇流通・販売
• 有機栽培でも高品質な野菜や米を生産しているということをホーム

ページを使って広報し、販路拡大につなげていく
• 有機栽培のお米を宣伝材料として、関西圏や首都圏へ有機農産物の

販路の研究を進めていく。

○技術の確立・習得
• 土壌分析と施肥設計の技術を導入し、土壌に対して最適な施肥を行う

〇消費者の理解
• 徳島産有機農産物の最大の供給先となる可能性の高い、関西圏の消

費者に対して、有機農産物セミナーや有機農産物フェアーなどを行う

左：パソコンを使っ
た施肥設計技術講
習会のようす。

右：小松菜おいしさ
コンテストで美味し
いとの評価を集め
ました。
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 組織力強化に対する個々の農家への支援策に改善の余地がある
• 良質な廃菌床堆肥の確保を目的にした、個々の会員農家による未完成堆肥のストック及び完熟堆肥生

産を推奨するため、積極的に堆肥分析を実施
• 有機栽培技術の会員間交流・協力、地域リーダーの育成、給食用食材の需給を踏まえた作付会議、先

進地への視察、行政や農協等の諸施策情報の提供
• 会員よりの支援策の募集など、協議会の活動が魅力的になるよう企画し、更に周知するための会報づ

くりや協議会活動をアピールするホームページの刷新

小松島市生物多様性農業推進協議会（徳島県）
連絡先：小松島市産業建設部産業振興課 小松島市橫須町1番１号 (0885)32-3809  担当：堤

２．生産概要（平成24年→平成26年の推移）
〇面積

有機農業実施面積 18ha→ 22.8ha（26.7%増） 目標28ha（27
年）

うち有機JAS取得面積 0ha→0ha （-%） 目標0.5ha（27年）
〇有機農業者数 36名→ 33名（8.3%減）目標48名（27年）
〇栽培品目 4品目
〇有機農産物の生産量 89.5㌧→ 125.6㌧ （40.3%増）

目標160㌧（27年）
〇有機農産物の産出額 30百万円→ 43.3百万円（44.3%増）

目標65百円（27年）
〇主な取引先 1箇所

１．協議会の構成員
小松島市、東とくしま農業協同組合、徳島県経営推進課安全安心室、徳島県徳島農
業支援センター、小松島市農業委員会、小松島市認定農業者連絡協議会、小松島
市教育委員会、NPO法人とくしま有機農業サポートセンターなど

４．取組内容
〇有機農業への参入者の増加
• 有機水稲の販売価格を増加し、現在減農薬栽培を実施している農業者を有機栽培

への転換を図る
• 新規に有機農業をめざす県内外の希望者の小松島市への定住を支援

〇流通・販売の拡大
• 市内外の物産イベントでの認証米のＰＲ活動
• 学校給食へ有機食材の提供

○技術の確立・習得の推進
• ロット拡大に対応する栽培技術の実証

• 周年栽培と一定の出荷量を維持するために、苗の定植栽培によって生産効率を向
上させる

• 有機栽培技術の講習会の開催し安定した技術の定着

〇消費者の理解の増進
• 消費者の産地見学会を開催し、生産現場を見てもらい有機農産物に対する理解を

増進させる

• たんぼの生きもの調査を実施し、ホームページの充実や消費者との関係構築に努
めている

３．これまでの課題
〇有機農業への参入
• 有機栽培技術の講習会の開催し、高品質多収穫技術の定着
• 畑作の強化による経営の複合化の推進
• 新規就農者への支援（人・農地プランの活用）
• 就農準備訓練センターを活用した実践訓練を実施

〇流通・販売
• 大都市圏等への販路拡大
• 消費者、実需者への販売促進活動

○技術の確立・習得
• 菌床シイタケの廃菌床堆肥の安定供給の確立
• 廃菌床を原料にしたみみず堆肥の普及拡大
• 土壌分析・施肥設計技術の普及定着

〇消費者の理解
• 有機農産物のファンを育成する取り組み
• 有機農産物の食農教育及び地産地消の推進

取組の様子がわかる
写真や絵、技術がわ
かる写真や絵等
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
・高齢化による農業放棄の問題、獣害対策、気候変動なども引き続き課題として大きい
・地域で取り組み始めた再生可能エネルギー事業との連携を模索
・地域全体としてのブランド力を高め、JAS認証ほ場の拡大と収益力の向上を行っていく
・青果だけでなく、流通の多様化と貿易需要など販路拡大の可能性が広がる加工を作るべく
加工ラインを整備し、加工品に対しても有機JAS認証を取得する方向で検討

木頭柚子有機農業推進協議会（徳島県）
連絡先：木頭柚子有機農業協議会 那賀郡那賀町木頭出原字ヨコマチ23-2 担当：日野

２．生産概要（平成21年→平成26年の推移）
〇面積

有機農業実施面積 22ha→ 27ha（22.7%増） 目標30ha（27年）
うち有機JAS取得面積 0ha→5ha （-%） 目標10ha（27年）

〇有機農業者数 88名→ 95名（8.0%増）目標100名（27年）
〇栽培品目 １品目→２品目
〇有機農産物の生産量 99㌧→ 110㌧ （11.1%増）
目標125㌧（27年）
〇有機農産物の産出額 14.9百万円→ 19.9百万円（33.6%増）
目標24百円（27年）
〇主な取引先 ５箇所→６箇所

１．協議会の構成員
NPO里業ランド木頭、株式会社きとうむら、那賀町

４．取組内容
〇有機農業への参入者の増加
•有機柚子の価格も安定し、新たな有機ＪＡＳ取得希望農家も増加傾向

〇流通・販売の拡大
•流通グループとの販売契約に向けての活動

○技術の確立・習得の推進
•有機JAS認証レベルでの栽培技術の実証
•高枝剪定と低木管理技術の実証
•低木管理技術の指導と、農地管理指導
•徳島県の安全安心認証ＧＡＰを取得し、県内のマーケットに流通させるなどの取り組
みも軌道に乗りつつある

〇消費者の理解の増進
• 東京の取り扱い店舗でのセミナーや、オーガニックエキスポ出店など、直接消費者
と交流する取り組みを行う中で、個人の顧客が増えた
•ブログ、ツイッター、フェイスブックなどのSNSを活用し、有機農業や製品作りについ
て消費者に向けた発信をすることで、共感（いいね）や問い合わせが増えた

３．これまでの課題
〇有機農業への参入
・都市農村交流イベントやインターネットによる地域発信を行い、Iターン・U
ターンの希望者を募る

〇流通・販売
•生果用、原料用共に生協ならびに食品加工業者と契約栽培提携を行い、
安定的で高い生産者価格を実現
•有機認証の取れた柚子については生果用、原料用共に別ブランドを設け、
有機栽培柚子としてインターネット等を利用し直接販売

○技術の確立・習得
•有機農業理論の勉強会、自然観察力強化のセミナー、有機認証取得

に向けた講習会、実践ほ場を利用した直接的な技術指導などを行う
•会員同士の栽培情報を共有するための統一した栽培管理表を用い、

コンピュータ入力して統計化し、いつでも情報が閲覧できるよう整備

〇消費者の理解
・東京の取り扱い店舗で、生産者と消費者の交流セミナーを開催
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 直売所の生産者組織や過去に農業講座を受講した者、有機農業に興味がある者などを対象に有機

栽培に取り組む者の掘り起こしを図りたい
• 学校給食や公的施設への有機農産物の導入体制を整備し、有機農産物の供給を開始していきたい
• 生産物データベースを活用し、地域全体での有機農産物を取りまとめることによって新たな販売先の

開拓や、地域であまり生産されていない農産物の作付けなど出荷計画、生産計画に役立て、収益力
の向上を図りたい

今治市有機農業推進協議会（愛媛県）
連絡先：今治市農林振興課 今治市別宮町一丁目4-1 (0898)36-1542 担当：村上

２．生産概要（平成21年→平成26年の推移）
〇面積

有機農業実施面積 30.7ha→ 45.7ha（48.9%増）
目標45ha（27年）

うち有機JAS取得面積 24.5ha→27.0ha （10.2%増）
目標40ha（27年）

〇有機農業者数 36名→ 46名（27.8%増） 目標44名（27年）
〇栽培品目 米、小麦、野菜、かんきつ、キウイ
〇有機農産物の生産量 184.5㌧→ 242.7㌧ （31.5%増）

目標200㌧（27年）
〇有機農産物の産出額 64.3百万円→ 82.6百万円（28.5%増）

目標77百円（27年）
〇主な取引先 生協、給食、レストラン、直売所、加工、直販など

１．協議会の構成員
有機農業者、消費者、実需者、今治立花農業協同組合、越智今治農業協
同組合、県地方局今治支局産地育成室、今治市農林振興課、NPO法人
愛媛県有機農業研究会など

４．取組内容
〇有機農業への参入者の増加
• 有機農業の参入促進を図るために、有機農業に興味がある人を対象に有機農業の基礎

知識や栽培技術を指導する農業講座を月２回開催
• 新規就農希望者に対しては愛媛県今治支局地域農業室と協力し、就農相談を随時実施
• 農協直売所の生産者会員組織の中に有機農業に取り組む者の掘り起こしを図るために、

有機農業に関する講習会（実習）を実施

〇流通・販売の拡大
• 市内の有機農産物の生産状況を取りまとめデータベースを作成。実需者向けの取組パン

フレットと合わせて有機農産物の商談やマッチングに活用
• 規格外品を活用した加工品の開発。廃棄率の調査及び取りまとめ、出荷調整
• 市内の有機農産物の生産状況を取りまとめデータベースを作成

○技術の確立・習得の推進
• 地域の先進的な有機農業技術を体系化し、マニュアルを作成。有機農業技術の普及に努

めた
• 有機農業者自らが行う土壌分析の支援を行った

〇消費者の理解の増進
• 有機農業推進セミナーの開催及び、農業まつりや地産地消サポーター交流会等への出店、

パネル展示などを通じて消費者の理解の増進を図った。

３．これまでの課題
〇有機農業への参入
・ 新規就農希望者や、転換希望者に対する就農相談や指導者や研修受

け入れ先の紹介などが必要
・ 指導的立場にある行政やＪＡ職員の有機農業に対する知識や技術の

向上を図る必要がある

〇流通・販売
• 消費者の需要を的確に捉えた販路の開拓に取り組むことが重要
• 学校給食や公的施設への有機農産物の導入拡大及び、有機加工食

品の製造・加工・流通販売面の支援に努めることが必要

○技術の確立・習得
• 有機農業への転換にはリスクが伴うと思われていることから、地域に

適した技術体系を確立し、普及するための取組を強化することが必要

〇消費者の理解
• 消費者に対する意識調査や普及啓発活動を通して実際に有機農産物

を選択するという消費行動に結びついていないことから、食育と一体で
有機農業を推進していくことが重要

取組の様子
がわかる写
真や絵、技
術がわかる
写真や絵等
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 継続した新規就農者の確保や担い手育成に向けた取り組み
• 消費者や実需者に対し生産物・産地の魅力を伝えながらの販路拡大

• 講習会への参加や学習会を開催し、更なる安定した生産体制向上を目指した技
術の習得と情報の共有

• 有機農業者のみならず他の地域農業者や農業者団体、企業等とのネットワークの
構築と、有機農業に関する啓もう活動

西予市有機農業推進協議会（愛媛県）
連絡先：西予市産業建設部農業水産課 西予市宇和町卯之町三丁目434-1 (0894)62-6409  担当：宇都宮

２．生産概要（平成24年→平成26年の推移）
〇面積

有機農業実施面積 102ha→ 115ha（12.7%増） 目標119ha（30年）
うち有機JAS取得面積 4.9ha→4.0ha （18.4%減） 目標15ha（30年）

〇有機農業者数 115名→ 113名（1.7%減）目標122名（30年）
〇栽培品目 34品目→38品目（12%増）
〇有機農産物の生産量 1553㌧→ 1888㌧ （21.6%増）

目標1958㌧（30年）
〇有機農産物の産出額 217.9百万円→ 289.8百万円（33.0%増）

目標277.7百円（30年）
〇主な取引先 10,600箇所→10,225箇所（3.5%減）

１．協議会の構成員
西予市、農事組合法人無茶々園、株式会社地域法人無茶々園、宇和の男米
プロジェクト、丸三産業株式会社、布マルチ実践研究会、百姓百品株式会社、
西予市農業水産課、東宇和農業協同組合、株式会社どんぶり館

４．取組内容
〇有機農業への参入者の増加
• 外部から講師を招き「有機農業学習会」「環境にやさしい農業技術研修会」を開催

し地域農業者に対し、環境保全型農業の啓蒙を図る
• 新・農業人フェアへ出展し、有機での新規就農者の確保に努める

〇流通・販売の拡大
• 展示会「有機農産物マッチングフェア」「アグリフードEXPO大阪」へ出展し商談によ

る販路拡大の他、実需者のニーズを調査の実施
• 一般消費者向けイベント「土と平和の祭典」に出店し販路拡大を図る

〇技術の確立・習得の推進
• 環境に優しい農業技術研修会を開催し、有機農業技術の向上を図る
• 東予有機農業研究会主催の有機農業技術勉強会に参加し技術習得を図る
• 堆肥づくり土づくり講習会へ参加し技術習得を図る
• 地域循環型有機肥料の試作や布マルチでの野菜試験栽培の実施

〇消費者の理解の増進
• 上記イベント等への参加による消費者との交流や市場調査
• 行政と協力した生産者と消費者との交流イベント「せいよの時間」への参加

３．これまでの課題
〇有機農業への参入
• 後継者不足による、新規就農者の確保並びに担い手の育成、また

地元農業系高校等との連携
• 地域農業者同士のネットワークの強化
• 慣行農業及び環境保全型農業からの有機農業への転換

〇流通・販売
• 大手取引先との更なる連携によるPRイベント等の実施
• 契約栽培をはじめとする新たな販売先の確保のための商談会等へ

の出展と実需者のニーズ調査
• 他産地との差別化を図った特徴ある商品及び加工品の開発

○技術の確立・習得
• 有機農業技術勉強会や堆肥づくり・土づくり講習会を通じた技術の

習得とそれらの地域への還元
• 有機肥料づくりや実験ほ場での新しい技術の開発
• 学習会等の実施による有機農業に関する知識等の習得

〇消費者の理解
• 生産物や産地の魅力を伝えるための消費者等との交流の実施

展示会への出展 栽培技術研修会の開催
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 香美市社会福祉協議会との連携により生まれた「菜園クラブ」を翌年度から通年事業と

して取り組み、四季折々の野菜品目の栽培ノウハウを受講者に習得
• 協議会の主要品目である万次郎カボチャの品質向上に取り組み、ブランド品としての

育成に力を注ぐ
• 引き続き会員に対して栽培技術の指導と、収益の上がる栽培品目の導入を勧める

高知ものべ川有機農業推進協議会（高知県）
連絡先：香美市役所香北支所 香美市香北町美良布1097 (0887)59-2075 担当：山中

２．生産概要（平成21年→平成26年の推移）
〇面積

有機農業実施面積 1.4ha→ 6.0ha（328.6%増） 目標5ha（27
年）

うち有機JAS取得面積 0ha→0ha （-%） 目標1ha（27年）
〇有機農業者数 5名→ 24名（380%増）目標20名（27年）
〇栽培品目 １品目→７品目（600%増）
〇有機農産物の生産量 33.3㌧→ 39.4㌧ （18.3%増）

目標100㌧（27年）
〇有機農産物の産出額 ○3.8百万円→ 11.4百万円（200%増）

目標35百円（27年）
〇主な取引先 ３箇所→２０箇所

１．協議会の構成員
山田のかかし市運営委員会、土佐山田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、高知
県中央東農業振興ｾﾝﾀｰ、香美市役所

４．取組内容
〇有機農業への参入者の増加
• 香美市社会福祉協議会と連携して「菜園クラブ」を立ち上げ、６０歳以上の市民２６

名に対して実践形式の研修会を実施し、有機農業者の育成・確保に向けて活動
• Ｉターン者等を受け入れて、有機農業者の育成・確保の活動

〇流通・販売の拡大
・ ＣＧＣグループを活用した販促活動

○技術の確立・習得の推進
・ 協定書により、協議会でのルールに基づいた作付けを指導、栽培履歴の管理
指導、その後フィードバックによる改善指導を実施

〇消費者の理解の増進
• 有機農産物（万次郎カボチャ等）を供給してきた香北学校給食センターが、県の地

場産物活用学校給食メニュー開発コンテストで優秀賞を受賞し、児童とその保護者
に対して有機農産物（万次郎カボチャ）をPR

３．これまでの課題
〇有機農業への参入

・ 集落単位で高度な有機農業技術を持つ人材を育成し、香美市全域への技術普

及を目指す

〇流通・販売
・ 既存の販売先である地元直販所、インショップコーナーに加え、消費生活協同

組合とも提携し、販売量の拡大

・ 全国スーパーチェーンの卸売業者（ＣＧＣ）との商談会

○技術の確立・習得
・ 県外の有機農業で成功を収めている生産者の栽培技術、経営手法を学び、香

美市の有機農業の取り組みに生かしていく
・ 有機農業を確立している者を講師に招聘し、有機農業の根幹である土づくり技
術の向上や各部会ごとの栽培指導、有機堆肥を有効活用する技術等を習得

〇消費者の理解
・ 小中学校において農業体験と併せて、有機野菜を使った特別給食の日「有機

の日」を設け、食育活動の推進も図る。
・ 地域の消費者の理解を深めるため、地元スーパーへ優先的に納品をおこない、
地域内の消費者に対し普及を図る

取組の様子がわ
かる写真や絵、技
術がわかる写真
や絵等

取組の様子がわかる写真や絵、技
術がわかる写真や絵等
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
・実証ほ場では、土づくりができてきており、維持をしていく土づくりの取り組みを行う

・実証圃場での栽培講習会（勉強会）を実施し、有機農業の周知に努めると共に着実に有
機野菜栽培を行う

高知４３９国道有機協議会（高知県）
連絡先：本山町まちづくり推進課 高知県長岡郡本山町本山504 (0887)76-3916 担当：大西

２．生産概要（平成21年→平成26年の推移）
〇面積

有機農業実施面積 2.3ha→ 3.8ha（65.2%増） 目標3.2ha（27
年）

うち有機JAS取得面積 0ha→0.3ha （-%） 目標0ha（27年）
〇有機農業者数 6名→ 6名（-%）目標8名（27年）
〇栽培品目 １３品目→３７品目
〇有機農産物の生産量 44.5㌧→ 60.5㌧ （36.0%増）

目標59.4㌧（27年）
〇有機農産物の産出額 15.5百万円→ 25.5百万円（64.5%増）

目標21.1百円（27年）
〇主な取引先 11箇所→２０箇所

１．協議会の構成員
ハートアンドハート（株）、コラム設計工房、アウトドアライ
ター、本山町役場

４．取組内容
〇有機農業への参入者の増加
・ 家庭の都合による減もあるものの、参入者の増加を目指し、研修者の受入れを
実施

〇流通・販売の拡大
• 実証ほ場での有機野菜や本町の有機野菜の活用し、県内都市部を中心とした

消費者層に幅広く有機野菜をＰＲ

○技術の確立・習得の推進
• 有機JAS認証圃場面積は計画的に拡大しており、今後も増やしていく意向
• 生産技術力強化のために実証ほ場を設置し、野菜の他品目栽培（大根等）を実

施

〇消費者の理解の増進
• 実証圃場での講習会の開催や保育給食への有機野菜の提供などを

通じてPRを行い理解を推進

３．これまでの課題
〇有機農業への参入
・消費者のニーズに対応する、安心・安全で付加価値の高い農産

物を生産する農家の増加

○流通・販売
・生産者の増加を図り、生産量の増産が必要

○技術の確立・習得

・無農薬有機農法を確立した山下一穂氏の栽培方法の普及を図
る

ため「実証ほ場」を設置し、技術指導を行うとともに学習会を実施
〇消費者の理解
・「実証ほ場」での生産物を、学校給食等に使用し地産地消活動も

展開

取組の様子が
わかる写真や
絵、技術がわか
る写真や絵等

取組の様子がわ
かる写真や絵、
技術がわかる写
真や絵等
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 都市部への有機農産物の流通拡大に向けた取り組みが、販売額増加に効果

が有ることから、今後も同様の取り組みを推進

• 都市部においては、高知県産の生姜等の需要もまだまだ見込まれるものと予
想されるので、ブランド化等の取り組みが必要

四万十町有機農業推進協議会（高知県）
連絡先：四万十町有機農業推進協議会 高知県高岡郡四万十町本堂707－10 0880-29-2970 担当：宇和川

２．生産概要（平成22年→平成26年の推移）
〇面積

有機農業実施面積 9.6ha→ 13.8ha（43.8%増） 目標12.5ha
（27年）

うち有機JAS取得面積 4.0ha→5.5ha （37.5%増） 目標6.0ha
（27年）
〇有機農業者数 14名→ 23名（64.3%増） 目標20名（27年）
〇栽培品目 ８品目→10品目
〇有機農産物の生産量 61㌧→84.7㌧ （38.9%増）
目標68.8㌧（27年）
〇有機農産物の産出額 39.6百万円→ 59.0百万円（49%増）
目標47.5百円（27年）
〇主な取引先 １２箇所→15箇所

１．協議会の構成員
四万十有機農業者ネットワーク、四万十オーガニックファミリーズ、四万十
瑞泉郷、高知県高南農業改良普及所、四万十町農林水産課、（特）高知
県有機農業認証協会

４．取組内容
〇有機農業への参入者の増加
・ 有機農業をはじめとした環境保全型農業を核とした地域振興施策の充実によ

り、定年帰農や新規就農者を確保

〇流通・販売の拡大
• 地域の豊かな自然環境を活かした消費者或いは流通事業者等との交流を通
じ、地域のイメージや特産品のブランド化等での認知度の向上

○技術の確立・習得の推進
• 畜産・耕種が連携した土作りや有機栽培を推進し環境にやさしい農業を目指
す

〇消費者の理解の増進
・ オーガニックフェアー〔ビッグサイト）では農産品 加工品の販売が好調

又、県主催の青果市でも、一般慣行品と並び出店
こだわりレストランはじめ流通の新規獲得を通じ消費者への浸透を図る

３．これまでの課題
○有機農業への参入
・新規２農家のJAS取得

〇流通・販売
•消費者、流通事業者等の有機農産物に対する理解と関心を増進
•地域特産物のブランド化を図る事による需要の拡大

○技術の確立・習得
・ 土壌診断に基づいた施用の取組を農業者に普及

•栽培技術の向上、産出額の向上を図る為、実証圃を設置し、 労働時間
の短縮、販売単価の増加など収益の向上を目的とした取組の推進

〇消費者の理解
•都市部におけるマスメデイア等を通じた消費者への普及・交流を図る取
組を推進する事により地元産有機農産物等の需要拡大、産出額の増加
に繋げる取の推進

取組の様子がわかる写
真や絵、技術がわかる写
真や絵等

テレサファーム1 (1).JPG
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 消費者との交流やイベントを通じ、有機農業についての周知と理解を促す。

• 有機農業生産者の増加と面積の拡大を図るため、講演会・研修会の参加者を
広く募る。

• 有機ＪＡＳ認証を取得し、生産農家の技術水準の向上を図る。また、認証所得
のための援助を実施したい

赤村有機農業推進協議会（福岡県）
連絡先：赤村役場産業建設課、0947‐62‐3000

２．生産概要・成果（平成21年→平成26年の推移）
〇面積
有機農業実施面積 7.5ha→11.2ha（49%増） 目標9.4ha（30年）
うち有機JAS取得面積 0.1ha→2.5ha （2.4ha増） 目標2.8ha（30
年）
〇有機農業者数 17戸→23戸（35%増）目標30戸（30年）
〇有機農産物の生産量 24㌧→85㌧ （254%増）

目標136㌧（30年）
〇有機農産物の産出額 11百万円→32百万円（190%増）
目標60百万円（30年）

１．協議会の構成員
赤村有機農業生産組合、赤村有機農業研究会、赤村特産物セン
ター、赤村役場産業建設課、田川農業協同組合赤支所

４．取組内容（事業実施期間:22～26年度）
〇販売企画力強化の取組
• 農作業体験、生き物調査等消費者との交流会及び講演会の開催による理解

促進、普及啓発

• 特産物センターでのイベントの開催及び特産物コーナーでの展示による販売
促進

〇生産技術力強化の取組
• 有機農業先進地の技術の習得のために必要な現地調査の実施
• 有機ＪＡＳ認証取得による有機農業の拡大
• 栽培技術実証展示圃場の設置による技術の確立

○人材育成力強化の取組
• 講演会の開催による有機農業者の育成確保

３．これまでの課題
〇流通・販売

• 赤村の有機農産物の需要が高まっていることから、今後、
さらに安定供給体制を確立し、販売組織との連携強化に取
り組んでいく必要がある。

〇関係機関の連携
• 赤村内の関係機関が連携して、地域全体での有機農業に対す

る意識向上を図っていく必要がある。
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 生産技術を検証するために実証試験に取り組む。
• 有機農産物販売流通促進活動を実施し、消費者への理解促進を図る。

• 消費者との交流会、学校給食関係者との意見交換会を実施し、地産地消による消費
拡大を図る。

• 成分分析結果により、今後の有機農業の推進、販売促進について検討を行う。
• 有機農業実践講座などの研修会を通じて、有機農業技術力の向上を図る。

• 有機ＪＡＳ取得者の増加及び面積の増加に向けて、ＪＡＳ制度学習会を開催する。

南島原市有機農業推進協議会（長崎県） 連絡先：南島原市役所農林水産部
農林課農林班、050‐3381‐5060

２．生産概要・成果（平成21年→平成26年の推移）
〇面積
有機農業実施面積 77ha→62ha（19%減） 目標85ha（30年）
うち有機JAS取得面積 28ha→26ha （7%増） 目標31ha（30年）
〇有機農業者数 134名→188名（40%増）目標147名（30年）
〇有機農産物の生産量 2512㌧→2006㌧ （20%減）

目標2764㌧（30年）
〇有機農産物の産出額 330百万円→283百万円（14%減）
目標346百万円（30年）

１．協議会の構成員
南島原市、長崎有機農業研究会、ながさき南部生産組合、供給セ
ンター長崎、島原雲仙農業協同組合、島原雲仙農業協同組合、長
崎県島原振興局、生活協同組合ララコープ

４．取組内容（事業実施期間:22～26年度）
〇供給力強化の取組
• 実証試験の実施、有機圃場の土壌調査及び報告会による技術の確立
〇販売力強化の取組
• 有機農産物販売流通活動の実施による消費拡大
• 農業者と消費者・流通刊業者間による理解促進、普及啓発のための交流会の実施

• 学校関係者との意見交換会の実施（学校給食への利用についての理解促進及び普
及啓発）

• 販売企画力向上講座の開催による消費拡大の推進
• 有機農産物の成分分析による消費拡大の推進
• 消費者との交流会への参加による消費者ニーズの把握、情報収集
○有機農業者育成力強化の取組
• 有機農業先進地の技術研修及び情報交換
• 有機農業実践講座の開催による参入希望者及び慣行農業者に対する技術の普及

• セミナー、研修会への参加による有機農業に関する情報収集及び他地域との情報交
換

• 新規就農者・青年農業者との意見交換の実施による有機農業に関する理解促進

３．これまでの課題
〇供給力の拡大、技術の確立

• 有機農業の取組が未実施の団体や農業者に対して、有機農業
の実践の推進を図ることが必要。

• 有機農業実践者及び団体と慣行農業者間における意見交換会
や技術交換会の実施が必要。また、青年農業者への有機農業
の推進を行い、新規取組者の拡大を図ることが必要。

• 極端な反収の増加が望めないため、有機農業実施面積の増加
が必要。

○消費拡大

• 消費拡大に向け、消費者との意見交換会を実施し、消費者ニー
ズに合った有機農産物の生産に努め、消費者の購買力を高め
ることが必要。

• フェア等は、土日に開催するなどして、消費者の参加拡大を図
り、購買力向上に取り組むことが必要。
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 有機農業における安定した農業経営を行うことは、大変厳しく課題も多くあるこ

とから、課題について検証し、専門家による研修会の開催や有機農業のＰＲ活
動を充実させ、各取組の更なる強化を図る。

雲仙市有機農業推進ネットワーク（長崎県）
連絡先：雲仙市役所産業振興部農林水産課、0957‐33‐3111

２．生産概要・成果（平成23年→平成26年の推移）
〇面積
有機農業実施面積 52ha→51ha（2%減） 目標55ha（27年）
うち有機JAS取得面積 15ha→14ha （7%減） 目標17ha（27年）
〇有機農業者数 22名→22名（増減なし）目標25名（27年）
〇有機農産物の生産量 922㌧→939㌧ （2%増）

目標1,020㌧（27年）
〇有機農産物の産出額 135百万円→140百万円（4%増）
目標143百万円（27年）

１．協議会の構成員
吾妻旬菜(株)、雲仙秀明自然農法ネットワーク、雲仙市産業振興部

農林水産課、芳澤農園、はちまき自然農法生産グループ、吾妻町
有機農業研究会、長崎ECOF、農事組合法人守山女性部加工組合、

岩崎農園、増田農園、雲仙畑、スローフード長崎、土と分化の会、
はたちょく九州、長崎県島原振興局農林部雲仙地域普及課

４．取組内容（事業実施期間:24～26年度）
〇販売企画力強化の取組
• 有機農産物フェアの開催・参加による理解促進及び普及啓発

• 有機農業者と消費者との意見交換会及び交流会の実施による理解促進及び
普及啓発

〇生産技術力強化の取組
• 農産物の栄養分析調査及び研修会の開催による栽培技術の向上
• 土壌分析調査及び研修会の開催による栽培技術の向上

○人材育成力強化の取組
• 有機農業先進地の技術の習得及び情報交換による有機農業の拡大
• 新規就農者などへの研修会の開催による人材育成消費者

消費者との交流会 栄養分析研修会

３．これまでの課題
〇会員間の連携

• 各会員に対して、栽培技術や有用な情報の共有化を図る
必要がある。

〇推進の強化
• ①ネットワーク内の先進事例調査の実施、②各種団体との交流

を通して学習会の開催、③団体間の意見交換会や技術交流会
の実施。以上を行いながら一体的に有機農業を推進することが
必要。
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 有機ＪＡＳ認証の取組
• 慣行農業者に対する有機農業講習会の実施。

• 有機野菜の取組として、生産者拡大及び実証データの公表による生産者の拡
大及び栽培の本格化に取り組む。

• 生産コスト減のための研修会の実施
• 販路拡大の取組を組織的に展開することにより、収益力向上を目指す

人吉市有機農業推進協議会（熊本県）
連絡先：人吉市役所経済部農業振興課農畜産係、0966‐22‐2111

２．生産概要・成果（平成21年→平成26年の推移）
〇面積
有機農業実施面積 3.8ha→5.3ha（39%増） 目標30ha（27年）
うち有機JAS取得面積 0ha→2.9ha （増） 目標15ha（27年）
〇有機農業者数 10戸→28戸（180%増）目標40戸（27年）
〇有機農産物の生産量 14㌧→22.4㌧ （60%増）目標40㌧（27
年）
〇有機農産物の産出額 5.8百万円→8.6百万円（48%増）
目標22百万円（27年）

１．協議会の構成員
人吉市地産地消推進協議会、ひとよしアイガモ農法研究会、人吉
有機の会、熊本県球磨地域振興局、ＪＡ球磨、人吉市役所

４．取組内容（事業実施期間:22～24年度）
〇販売企画力強化の取組
• 熊本ゆうきフェスタ及びひとよし産業祭りへの参加による販売促進。
• 食味成分による品質の向上
• 有機農業の普及のための農業体験活動の実施

〇生産技術力強化の取組
• 有機農業先進地の技術の習得のために必要な現地調査の実施
• 九州有機農業の祭典への参加による有機農業技術の習得
• 有機農業技術定着のための専門技術者派遣（業務委託）による技術の確立
• 新たな有機農業技術の実証展示圃場の設置及び土壌診断による技術の確立

○人材育成力強化の取組
• 有機ＪＡＳ講習会への参加及び有機ＪＡＳ所得農家拡大のための講座の実施

による有機農業者の育成確保

３．これまでの課題
〇流通・販売

• 市民への啓発活動が不十分。農産物（米）の年間契約者
の拡大が厳しい状況。

• 健康農産物のブランド化への取組が必要。

〇関係機関との連携
• 健康農産物に対する教育分野や福祉、観光分野との連携が不

十分である。

○技術の確立・習得
• 有機稲作において、更に収量を増加するために、良質堆肥の散

布や土壌診断に基づく土づくりに取り組む必要がある
• 有機ＪＡＳの認定取得に向けた取り組みが課題。

• 有機野菜については、安定的な生産技術が確立していないこと
から、生産マニュアルの構築が必要。
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 有機農業参入者の拡大や有機ＪＡＳ取得者の拡大を図る。

• 有機農業の推進により、環境問題の改善や消費者の食生活に改善につなが
るよう各種活動を推進する。

宇城市有機推進協議会（熊本県）
連絡先：宇城市有機農業研究会、0964‐43‐0234

２．生産概要・成果（平成21年→平成26年の推移）
〇面積
有機農業実施面積 18.5ha→42ha（127%増） 目標24.4ha（27
年）
うち有機JAS取得面積 15ha→24ha （60%増） 目標22ha（27
年）
〇有機農業者数 29名→42名（45%増）目標40名（27年）
〇有機農産物の生産量 259㌧→600㌧ （132%増）

目標375㌧（27年）
〇有機農産物の産出額 56百万円→171百万円（205%増）
目標80百万円（27年）

１．協議会の構成員
宇城市有機農業研究会、宇城市、熊本県宇城地域振興局、ＪＡ熊
本宇城

４．取組内容（事業実施期間:22～24年度）
〇販売企画力強化の取組
• 農作業体験、生き物調査等消費者との交流会及び講演会の開催による理解

促進、普及啓発

• 特産物センターでのイベントの開催及び特産物コーナーでの展示による販売
促進

〇生産技術力強化の取組
• 有機農業先進地の技術の習得のために必要な現地調査の実施
• 有機ＪＡＳ認証取得による有機農業の拡大
• 栽培技術実証展示圃場の設置による技術の確立

○人材育成力強化の取組
• 講演会の開催による有機農業者の育成確保

有機農業への理解促進活動（親子田植え交流会）

３．これまでの課題
〇関係機関との連携
• 宇城市では、旧町毎に立地条件や農産物の特色があり、複数

の有機農業生産者グループが存在することから、グループ間の
連携が不十分であった。

〇推進の強化
• 一体的に有機農業を推進するために、情報交換の充実が必要。

また、有機農業研究会等の専門部会を発足する等、推進の強化
が必要。
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 産地化に向けてさらに推進する。常時直送便デリバリーを強化し週5便の実現

を目指す。また、コールドチェーン化を目指して、美味しくて栄養豊富な有機農
産物の安定供給に取り組む。

• 有機農産物の安定供給の確立等、目的の実現に向けた教育プログラムの策
定に努める。

山都町中山間地域活性化有機農業推進協議会（熊本県）
連絡先：農業生産法人キッチンガーデン、0967‐75‐0881

２．生産概要・成果（平成22年→平成26年の推移）
〇面積
有機農業実施面積 13ha→23ha（ 77%増） 目標23ha（27年）
うち有機JAS取得面積 12ha→19ha （58%増） 目標22ha（27
年）
〇有機農業者数 20名→30名（50%増）目標37名（27年）
〇有機農産物の生産量 230㌧→420㌧ （83%増）目標410㌧
（27年）
〇有機農産物の産出額 83百万円→149百万円（80%増）
目標100百万円（27年）

１．協議会の構成員
有機農業生産者ネットワーク、農業生産法人キッチンガーデ
ン株式会社、リーフレットファーム、YASKIファーム、山都町役
場

４．取組内容（事業実施期間:23～25年度）
〇販売企画力強化の取組
• 関西の生協との取引実現のため、供給可能な品目・生産量の周知活動
• 販売促進のための野菜成分分析

〇生産技術力強化の取組
• 有機農業栽培研修会の開催による栽培技術の確立及び生産技術力の向上
• 野菜の分析システム説明会（技術講習会）による生産技術力の向上

○人材育成力強化の取組
• 有機農業全般に関する基礎セミナーの実施による人材育成
• 有機ＪＡＳ認証に関する講習会の実施による人材育成
• 土壌分析、施肥設計に関する研修会の実施による人材育成
○産地化直送便がスタートした。
・今年度中に週３便~５便へと
平成６年４月
コープ自然派
熊本・山都町～神戸
西区生鮮センター到着

３．これまでの課題
〇会員間の連携
• 新規の有機農業就農者とベテランの有機農業者との連携、

交流がスムーズに行われていない。
○高品質・高収量の継続性獲得

・病害虫の克服がうまくいかない。連作障害や土壌中のアン
バランスの克服など

○産地化直送便の組織化

今の組織密度では個別山都町に限定しては無理がある。
熊本県全域での組織化を目指す。個別と全体との有機的
統一的推進。
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 各機関が連携を強めることにより、生産現場と給食調理現場の距離を近づ

け、「給食畑の野菜」有機農産物の利用率拡大に繋げていくこととする。

２．生産概要・成果（平成21年→平成26年の推移）
〇面積
有機農業実施面積 70ha→95ha（36%増） 目標117ha（27年）
うち有機JAS取得面積 27ha→30ha （11%増） 目標33ha（27
年）
〇有機農業者数 20戸→65戸（225%増）目標50戸（27年）
〇有機農産物の生産量 1,555㌧→1,900㌧ （22%増）

目標2,000㌧（27年）
〇有機農産物の産出額 3百万円→29百万円（867%増）
目標16百万円（27年）

１．協議会の構成員
「給食畑の野菜」研究会、「給食畑の野菜」出荷者協議会、臼杵市農林振
興課、ほんまもんの里・うすき農業推進協議会、ＪＡおおいた大分のぞみ
地域本部、ＪＡおおいた野津町地域本部、大分県中部振興局、臼杵給食
センター、臼杵市農業委員会

４．取組内容（事業実施期間:22～24年度）
〇販売企画力強化の取組
• 「給食畑の野菜」（ほんまもん農産物）加工開発促進による販売額の増

加

• 「給食畑の野菜」（ほんまもん農産物）販売コーナーの設置及びＰＲイベ
ントの開催による販売促進及び消費拡大

• マッチング事業による消費者の意向把握
• 映画上映会による消費者へ利用促進

〇生産技術力強化の取組
• 実証圃の設置による栽培技術の確立及び生産量と所得額の拡大

• 栽培研修会、巡回指導による生産技術の確立、平準化による生産量と
所得の拡大

• 土壌診断の実施による適正施肥の実施
• 土作り研修会による安定生産の確立

○人材育成力強化の取組
• 先進事例調査による生産意識の向上
• 実証圃事例集の作成による有機農業希望者の育成

３．これまでの課題
〇生産
• 生産者数は増加したが、少量多品目であるため、思ったような栽

培面積の拡大が図れていない。

〇消費者の理解
• 消費者と生産者の相互理解を深めるためのイベント実施も定期

的に行うことができなかったため消費者の理解が不十分である

「給食畑の野菜」有機農業推進会議(大分県）
連絡先：臼杵市役所農林振興課有機農業推進室、0974‐32‐2220
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 目標の達成を目指して、有機農業の普及啓発促進、生産技術力の強化、販売

企画力、人材育成力強化に取り組む。

おおいた有機農業推進協議会(大分県）
連絡先：大分県農林水産部おおいたブランド推進課安全農業推進班、097‐506‐3631

２．生産概要・成果（平成23年→平成26年の推移）
〇面積
有機農業実施面積 226ha→278ha（23%増） 目標238ha（27年）
うち有機JAS取得面積 150ha→245ha （63%増） 目標158ha
（27年）
〇有機農業者数 78名→107名（37%増）目標82名（27年）
〇有機農産物の生産量 2,637㌧→3,085㌧ （17%増）

目標2769㌧（27年）
〇有機農産物の産出額 659百万円→997百万円（51%増）
目標692百万円（27年）

１．協議会の構成員
おおいた有機農業推進ネットワーク、大分県

４．取組内容（事業実施期間:24～26年度）
〇販売企画力強化の取組
（大分県農業祭、オーガニックマーケットの実施によるもの）
• 有機農産物の販路の拡大及び販売体制の整備による収益力の向上
• 消費者動向調査による消費者の意向把握

• 映画上映会による有機農業生産者の確保・栽培面積の向上及び消費者へ理
解促進

（生物多様研修会）
• 研修会の実施による消費者への理解促進

〇生産技術力強化の取組
• 研修会及び有機農業推進講演会開催による栽培技術の確立及び生産力の向

上
• 土壌診断による生産力の向上

○人材育成力強化の取組
• 新規就農相談会への参加及び新規就農研修会の開催による新規就農者の

育成

親子田植え交流会 新規就農説明会３．これまでの課題
○慣行栽培が環境に与える生態系等への付加が課題となっ
ており、有機農業を推進することにより環境負荷の低減の取
組が必要。

○生産者の高齢化等により栽培面積の減少が続き、生産額
は横ばい傾向にあり、中山間地が多い地形的特徴を生かし
て高付加価値化を図る必要がある。このため儲かる農業をめ
ざして「マーケット起点のものづくり」を進めており、消費者か
ら要望の多い有機農業を推進する。

○有機農業に関する普及啓発や販路拡大による収益力の向
上が課題となっており、有機農業を目指す新規就農・企業参
入希望者は増加傾向にあることから、新規就農者への支援
や企業の誘致などにより地域活性化を目指す。
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５．有機農業の拡大に向けた今後の展開
• 有機農業供給力拡大のため、有機ＪＡＳ取得者を増加する。

• マッチングフェアなどの商談会に参加し販路を拡大することで、農家所得の向
上に努める。

• 輪作体系のモデルの確立及び土壌分析を行うことで、より効果的な農業の確
立を目指す。

綾町有機農業推進会議(宮崎県） 連絡先：綾町役場農林振興課有機農業振興班
0985‐77‐0100

２．生産概要・成果（平成21年→平成26年の推移）
〇面積
有機農業実施面積 80ha→83.7ha（5%増） 目標88ha（30年）
うち有機JAS取得面積 10ha→18.7ha （87%増） 目標15ha（30
年）
〇有機農業者数 387名→370名（4%減）目標400名（30年）
〇有機農産物の生産量 1,156㌧→1,108㌧ （4%減）

目標1055㌧（30年）
〇有機農産物の産出額 254百万円→308百万円（21%増）
目標275百万円（30年）

１．協議会の構成員
綾町、綾町農業協同組合、綾町議会、綾町農業委員会、綾町土地
改良区、綾町教育委員会、中部農林振興局(普及センター）、綾町

自治公民館連絡協議会、綾町露地園芸振興協議会、綾町自治公
民館女性連絡協議会、綾町有機農業実践振興会

４．取組内容（事業実施期間:22～26年度）
〇供給力強化の取組
• 新品目導入等実証展示圃の設置による技術の確立
• 土壌分析・診断の実施による土壌改善

• 先進事例調査研修（高い収益力を確保する産地の生産体制や販売形態等の
先進事例の調査研修）

〇販売力強化の取組
• 市場情勢調査及び有機農産物ＰＲ活動を実施し、市場情勢の把握及び販路

拡大を行う。
• 綾町自然生態系農業等消費者モニター会議を開催し、消費者拡大を図る。

• 綾町有機農業まつり、ふれあい収穫体験を実施し、消費者と生産者の意識統
一、信頼関係を深める。

○有機農業者育成力強化の取組
• 参入希望者等への研修会の開催による参入希望者の育成
• 有機農産物栽培指針の作成による参入希望者の育成

食育活動 消費者と生産者の交流会

３．これまでの課題
〇流通・販売
• 付加価値を付けた販売強化が不十分

〇技術の確立
• 収益力向上のための新品目の導入が必要
• 生産コスト削減のための実証実験の実施が必要
• 生産技術の確立が不十分

○推進の継続
• 各種取組を通して有機農業の推進を継続して行うことが必要

53


