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「近畿の食料・農業・農村（主な動向）」は、近畿農政局管内の食料・農業・農村分 

野に関する動向や主要施策の取組状況をとりまとめて公表することにより、これら 

に理解・関心を深めていただき、今後、各地域での食料・農業・農村分野の様々な 

取組をさらに進めていくための参考として作成しています。 

 

〇 本書は、令和４年３月 31日までに公表された近畿農政局、関係機関諸団体が作

成している関連データ等を用いて編集しています。 

 

〇 本書発行後、数値が概数値から確定値となる等、変更される場合があります。利

用に当たっては、各種報告書又は農林水産省（近畿農政局）の Webサイト上で関係

資料をご確認下さい。 
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・大阪成蹊大学（大阪府大阪市）・NSW株式会社（大阪府泉佐野市）   ・ 事例  46 

・大阪府立農芸高等学校（大阪府堺市）   ・・・・・・・・・・・・・・ 事例  47 

・学校法人村川学園大阪調理製菓専門学校（大阪府泉大津市）   ・・・・・ 事例  48 

・東洋大学附属姫路高等学校地域活性部 PROJECT TOYO（兵庫県姫路市）  ・ 事例  49 

・認定こども園 武庫愛の園幼稚園（兵庫県尼崎市）   ・・・・・・・・ 事例  50 

・畿央 nutrition egg チーム（畿央大学）（奈良県広陵町）   ・・・・・ 事例  51 

 

６ ＧＡＰの推進 

・滋賀県立湖南農業高等学校（滋賀県草津市）   ・・・・・・・・・・ 事例  52 

・京都府立農芸高等学校（京都府南丹市）   ・・・・・・・・・・・・ 事例  53 

 



 

 

７ 新規就農・担い手、担い手育成 

・ロックファーム京都株式会社（京都府久御山町）   ・・・・・・・・・ 事例  54 

・岡本 敦夫・愛 氏（大阪府千早赤阪村）   ・・・・・・・・・・・・ 事例  55 

 ・半田ファームじぇっとハウス苺園（大阪府豊中市）   ・・・・・・・・ 事例  56 

 ・きらめき農業塾（大阪府富田林市）    ・・・・・・・・・・・・・・ 事例  57 

 ・ほまるさんのいちご園（大阪府千早赤阪村）   ・・・・・・・・・・・ 事例  58 

 ・いちごアカデミー（大阪府南河内地域）   ・・・・・・・・・・・・・ 事例  59 

・株式会社小池農園こめハウス（兵庫県神戸市）   ・・・・・・・・・ 事例  60 

 ・前田 航 氏（兵庫県加西市）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事例  61 

 ・森農園（兵庫県淡路市）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事例  62 

・山本 賢司 氏（奈良県宇陀市）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事例  63 

 ・有限会社山口農園（奈良県宇陀市）   ・・・・・・・・・・・・・・・ 事例  64 

 

８ ６次産業化 

・株式会社河西いちご園（滋賀県守山市）   ・・・・・・・・・・・・ 事例  65 

・有限会社るシオールファーム（滋賀県甲賀市）   ・・・・・・・・・ 事例  66 

・有限会社宝牧場（滋賀県高島市）   ・・・・・・・・・・・・・・・ 事例  67 

・有限会社古株牧場（滋賀県竜王町）   ・・・・・・・・・・・・・・ 事例  68 

・こと京都株式会社（京都府京都市）   ・・・・・・・・・・・・・・ 事例  69 

・株式会社おさぜん農園（京都府八幡市）   ・・・・・・・・・・・・ 事例  70 

・株式会社カンパイカンパニー（大阪府枚方市）  ・・・・・・・・・・ 事例  71 

・有限会社レチェール・ユゲ（兵庫県神戸市）   ・・・・・・・・・・ 事例  72 

・株式会社丸尾牧場（兵庫県赤穂市）   ・・・・・・・・・・・・・・ 事例  73 

・プラスワングループ（兵庫県川西市、加東市）  ・・・・・・・・・・ 事例  74 

・quarte ferme  森田耕司（兵庫県丹波篠山市）   ・・・・・・・・・ 事例  75 

・株式会社芦田ポートリー（兵庫県丹波市）   ・・・・・・・・・・・ 事例  76 

・九果園（奈良県橿原市）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事例  77 

・株式会社早和果樹園（和歌山県有田市）   ・・・・・・・・・・・・ 事例  78 

・有田川町×龍谷大学（和歌山県有田川町）   ・・・・・・・・・・・ 事例  79 

・株式会社ふみこ農園（和歌山県有田川町）   ・・・・・・・・・・・ 事例  80 

・農事組合法人古座川ゆず平井の里（和歌山県古座川町）   ・・・・・ 事例  81  

 

９ 農福連携 

・社会福祉法人わたむきの里福祉会（滋賀県日野町）   ・・・・・・・ 事例  82 

・社会福祉法人菊鉾会ヒーローズ（京都府京都市）   ・・・・・・・・ 事例  83 



 

 

・さんさん山城（京都府京田辺市）   ・・・・・・・・・・・・・・・ 事例  84 

・株式会社舞洲フェルム（大阪府大阪市）   ・・・・・・・・・・・・ 事例  85 

・株式会社いずみエコロジーファーム（大阪府和泉市）   ・・・・・・ 事例  86 

・ハートランド株式会社（大阪府泉南市）   ・・・・・・・・・・・・ 事例  87 

・有限会社アグリハイランド金谷（兵庫県養父市）   ・・・・・・・・ 事例  88 

・北坂養鶏場（兵庫県淡路市）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事例  89 

・ＪＡ兵庫南（兵庫県稲美町）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事例  90 

・社会福祉法人青葉仁会（奈良県奈良市）   ・・・・・・・・・・・・ 事例  91 

・社会福祉法人太陽福祉会菜の花作業所（和歌山県御坊市）   ・・・・ 事例  92 

・社会福祉法人一麦会ソーシャルファームもぎたて 

（和歌山県紀の川市）    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事例  93 

・ＮＰＯ法人南高梅の会（和歌山県みなべ町）   ・・・・・・・・・・ 事例  94 

 

10 農泊 

・伊根浦地区農泊推進地区協議会（京都府伊根町）   ・・・・・・・・ 事例  95 

・秋津野農泊推進協議会（和歌山県田辺市）   ・・・・・・・・・・・ 事例  96 

 

11 鳥獣被害対策・ジビエ 

・北村 富生 氏（滋賀県長浜市）   ・・・・・・・・・・・・・・・・ 事例  97 

・NPO法人 cambio（兵庫県多可町）   ・・・・・・・・・・・・・・・・ 事例  98 

・株式会社日向屋（和歌山県田辺市）   ・・・・・・・・・・・・・・・ 事例  99 

・古座川ジビエ振興協議会（和歌山県古座川町）   ・・・・・・・・・・ 事例 100 

  

12 農村環境・コミュニティ 

・東播用水土地改良区（兵庫県三木市）   ・・・・・・・・・・・・・・ 事例 101 

 

  

  

 


