都市農業にトライ！
～ 魅力と未来ある都市農業を目指して ～

第１章

都市農業のビジネスモデルの事例集
第２章

都市農地貸借法の活用事例集

令和２年４月

はじめに
都市農業の評価は時代とともに変化
◆ 高度経済成長期の急激な都市化により宅地需要が高まり、地価が急上昇する
と、都市で大規模な土地を有する都市農業への風当たりが強まり、都市農業は
衰退していきました。
◆ しかし、近年、都市への人口流入の収束により開発圧力が低下すると、都市
住民の食への意識の高まりや、ゆとりや潤いを求めるライフスタイルの変化か
ら、身近な農地で生産された新鮮な野菜を手に入れたい、自らの手で野菜をつ
くりたい、子供達に農作業に触れさせたいといった、都市農業に対するニーズ
の高まりと共に、都市農業への評価が高まっています。
特に、近年の大災害を受け、避難場所や食料供給機能を担う都市農業の防災
の機能が注目されています。

都市農業を未来に繋げるためには
◆ 都市に潤いをもたらし、都市住民の生活の向上にも寄与する都市農業の安定
的な継続のためには、再生産可能な農業生産が行われることが大切です。
◆ しかしながら、都市農業が営まれる都市農地は一般的に面積が小さく、経営
発展のためにどのような取組を行うべきか、苦慮されているという声をお聞き
します。
◆ 一方で 都市農業者の中には、生産現場と消費者との距離が近いという都市農
業のメリットを最大限に活かした特色ある取組をされている方も多くいらっ
しゃいます。
◆ このため、今後の経営発展の参考としていただけるよう、モデルとなる都市
農業者の取組や秘訣などをまとめた事例集を作成しました。
◆ また、意欲ある都市農業者が規模を拡大する場合などに、都市農地を借りや
すくした、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」の活用方法や事例を紹介
しますので、併せてご活用いただけると幸いです。
◇ 本事例集が、都市農業者の方の農業経営の発展に寄与し、都市農業を未来に
繋げるための一助となることを期待申し上げます。
◇ 最後になりますが、本事例集を作成するにあたり御協力いただきました農業
者の皆さま、自治体・農協の関係者の皆さまにこの場を借りて厚くお礼申し上
げます。
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第１章 都市農業のビジネスモデルの事例集
経営体名
埼玉県草加市

(株)Daisy Fresh

東京都世田谷区

河原農園

〃
東京都練馬区

中山 拓郞 氏

河原 正幸 氏

世田谷いちご熟
井之口農園

廣田 隆一 氏

井之口 喜實夫・勇喜夫 氏

〃

白石農園

白石 好孝 氏

〃

(株)水橋園芸

〃

(株)山口トマト農場

水橋 義輝・宏二 氏
山口 卓 氏

野菜

４

野菜、果樹

６

野菜

８

野菜

10

野菜、果樹

12

花卉

14

野菜、果樹

16

野菜

18

野菜

20

東京都江戸川区

門倉農園

東京都清瀬市

愛情野菜専業農家ヤマヨシ

神奈川県横浜市

苅部農園（FRESCO） 苅部 博之 氏

野菜、果樹

22

〃

農娘

野菜

24

〃

三橋園

果樹

26

飯田農園 飯田 実 氏

野菜

28

〃

岡田農園

野菜

30

〃

安井水耕農園

野菜

32

野菜

34

野菜

36

愛知県名古屋市

京都府京都市

門倉 周史 氏

営農類型 ページ

小寺 正明 氏

松本 こずえ 氏
三橋 憲一郎 氏

岡田 洋 氏
安井 要 氏

嵯峨野ファームネット

今井 義弘 氏

〃

楽農

〃

西野山 山渡

渡邉 幸浩 氏

野菜、果樹

38

花工場大阪

金田 博充 氏

花卉

40

野菜

42

野菜

44

大阪府大阪市
〃

大阪府泉佐野市

藤井 達朗 氏

西野農園

西野 孝仁 氏

三浦農園 三浦 淳 氏

第２章 都市農地貸借法の活用事例集
経営体名

取組内容

ページ

東京都内２区

ＪＡ世田谷目黒

体験農園等

47

東京都練馬区

イガさんの畑 五十嵐 透 氏

体験農園

48

東京都日野市

Neighbor’s Farm

川名 桂 氏

新規就農

49

愛知県名古屋市

ぽかぽか自然農園

工藤 勉 氏

市民農園

50

大阪府内４市

ＪＡ大阪中河内

農地のマッチング

51

２

第１章

都市農業のビジネスモデルの事例集
○ 都市農業では、生産の場と消費の場が近いというメリットを活かし、
工夫次第では収益性が高い農業経営が可能です。
○ 都市農業のモデルとなる取組を行っている農業者を事例として紹介し
ます。
今後の取組のステップアップにご活用ください。

経営体名

少量
多品目

伝統
野菜

直売

加工

農業
体験

農福

ページ

○

○

○

４

○

○

６

(株)Daisy Fresh

○

○

河原農園

○

○

世田谷いちご熟

○

井之口農園
白石農園

○

８

○
○

○

10
○

○

○

12

(株)水橋園芸

○

14

(株)山口トマト農場

○

16

○

18

門倉農園

○

愛情野菜専業農家ヤマヨシ

○

苅部農園

○

○

松本 こずえ 氏

○

○

24

○

26

三橋園
飯田農園

○

岡田農園

○

20

○

○

○

○

○

22

○

28
30

安井水耕農園

32

今井 義弘 氏

○

○

○

藤井 達朗 氏

○

○

○

渡邉 幸浩 氏

○

○

○

38

○

40

花工場大阪
西野農園
三浦農園

○

○

○

○

○

３

○
○

34
36

○
○

○

42
44

株式会社 Daisy Fresh

埼玉県 草加市

中山 拓郞 氏

☑野菜（☑果菜、☑葉菜、☑根菜）、□果樹、□花卉

都市農業のメリットを最大限活用した農業経営を実践
☑少量多品目、□伝統野菜、☑直売、☑加工、☑農業体験・市民農園、☑農福
株式会社DaisyFreshの農地は、私鉄の駅から約500ｍの市街化区域にあり、マンション
やアパート、戸建て住宅が密集する住宅地の中にある。

経営面積
経営する農地面積 ： ４１a
うち市街化区域内 ： ２３a
（生産緑地 ： ２３a）

従業員数
役員（家族）：
正規雇用
：
非正規雇用 ：

３人
３人
７人（パート雇用）

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培品目別内訳
露地 野菜約15種類
米（18a）
（29a）

施設 野菜60～70種類
（12a）

その他 弁当、お総菜
加工品（菓子）

取組の特徴を教えてください
◆ 地域の学校給食等に地元農産物を提供するため、年間で約70種類の野菜を生産しています。
◆ 住宅街の中に生産現場があるという立地を活かし、農場の隣に
ぬくもり溢れる直営店舗「Chavi Pelt」（チャヴィペルト）を開
店し、農産物のほか、加工品やお弁当、お総菜、日配品を販売
しています。
◆ 生産した農産物の出荷・販売先は、学校給食が１割、直売店
舗での販売、レストランやオーガニック食品店への配達等が約
９割で、市場出荷はしていません。
◆ 近隣の住民、小学校・保育園・幼稚園・子育てサークルなど
を対象に農業体験を行っています。
また、小学校の授業の一環として、枝豆の作付け、収穫、実食
までの体験を受け入れるなど、学校給食と合わせて、食育に特
に力を入れています。
野菜が苦手な子供でも、自分で収穫した野菜は美味しいと言って食べてくれます。
◆ 特別支援学校の職場実習を受け入れ、毎年４～６人が２週間農作業の実習を行っています。

４

取組のきっかけを教えてください
◆ 相続をきっかけに、農業のみでの自立を目指し、本格的に農業に参入することを決意しま
した。
◆ 自然食品関係の勉強会への参加や、直売店舗でこだわりの味噌や油などの日配品を扱った
ことをきっかけに、都心のレストランやオーガニック食品店など、農業のみではできなかっ
た、新たな人と人のつながりが生まれ、真に求められている野菜をつくることができるよう
になりました。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 学校給食への納入や直営店舗の商品のバリエーションを確保
するため卸売業も行っています。
野菜の仕入先は、商談会や農業参入フェアなどのイベントを
活用して人脈を増やし、提携する農家も自ら開拓しています。
◆ 2019年７月に有機農産物とオーガニックレストランのJAS認
証を取得し、野菜の栽培には動物性堆肥は使用せず、植物性の
肥料を中心に調合した自前堆肥を活用しています。
◆ 直営店舗で提供する料理は、化学調味料や保存料を含む食材
は一切使用せず、低温・無水調理を基本に野菜を丸ごと活かす
調理をしています。
◆ 直営店舗では、野菜以外にも人や環境にやさしい安全な商品
にこだわり、日配品なども販売しています。
◆ 有機農産物は、流通経路が複雑で、都心の飲食店や食品店に届くまでに日数を要するため、
新鮮な有機農産物にニーズがあることが分かりました。このため、都市農業の立地を活かし、
収穫した野菜をその日のうちにレストランやオーガニック食品店に、自ら車を運転し、一律
の配送料で配送しています。野菜の種類や収穫のタイミング・方法まで細かく要望を受ける
ため、レストラン等にとっても、自ら扱う野菜の畑をデザインできます。
レストラン等からの注文は、農産物のリストや畑の写真を顧客のSNSのグループに共有し、
注文の前々日の夕方までに受け付けています。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 会社の方針や考え方を理解し、行動してもらえる従業員を雇用したり、または教育したり
することは非常に難しいです。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 顧客のニーズが何であるかを常に先読みし、先手先手で手を打っておくことが大切です。
私も学校給食への納入から、都心のレストラン等の引き合いが強い有機農産物の生産・販
売にシフトしています。
◆ 都市農業はやり方次第でチャンスがいくらでもありますので、柔軟な発想で考えてみる
ことが重要です。私もやりたいことが尽きません。

５

河原農園

東京都 世田谷区

河原 正幸 氏

☑野菜（☑果菜、☑葉菜、☑根菜）、☑果樹、□花卉

楽しませる工夫を凝らし、地域に根ざした農業経営を実現
☑少量多品目、□伝統野菜、☑直売、□加工、☑農業体験・市民農園、☑農福
河原農園は、私鉄駅から約600ｍのところにあり、周囲を戸建て住宅やマンションが密
集している住宅地の中にある。

経営面積
経営する農地面積 ： ７５a
うち市街化区域内 ： ７５a
（生産緑地 ： ７５a）

従業員数
家

族：

４人

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培別内訳
露地 野菜約30種類
（50a）みかん

施設 小松菜等

その他

農業体験農園

（20a）

（5a）

取組の特徴を教えてください
◆ ナスやスイートコーン、大根などのニーズが高い野菜を年間約30種類生産し、道沿いの直
売所で販売をしています。
◆ 食育に積極的に取り組み、区内の小学生等が伝統野菜の大蔵大根や小麦の播種から収穫ま
での農作業を体験しています。小麦は製粉し、生徒が作ったクッキーをバザーで販売してい
ます。
◆ 農福連携にも取り組み、職場に復帰（リ・ワーク）するための休職者等の受入れや、生活
弱者・引きこもり状態にある者の受入れを行っています。
◆ 農業体験農園は、27区画あり、利用者が年間８万円
で20品目程度の野菜を栽培しています。利用者が収穫
した野菜を近所の方にお裾分けしていただくことも多
く、近隣住民の都市農業の理解促進にもつながってい
ます。
◆ みかんの摘み取り園も開設し、年間約1,200人が利用
しています。料金は1kg当たり400円で、最近は海外の
利用者も多くなっています。

６

取組のきっかけを教えてください
◆ 都市農業を続けていくためには、周辺の住民の方の理解が必要です。
このことを意識し、単に農作物の生産を行うのではなく、食育や癒やし、景観など、農地が
あることの魅力を住民の方に伝えるための取組しています。
例えば、野菜を植えるにしても、住民から見える道路に近い場所には、背丈が低い作物を、
遠い場所には高い作物を植えるなど、工夫しています。
◆ 農福連携に関しては、就農前に臨床検査関係の仕事をしていたため、このときの経験や人
脈がきっかけとなっています。

取組の成功の秘訣を教えてください

イメージ

◆ 新たに建てた直売所では、世田谷区民が重視する「おしゃれ」をコンセプトに、野菜の色
彩で並べる順番を決めたり、ハクサイであればあえて立てるなど、様々な工夫をしています。
また、野菜のラインナップをブラックボードに書いて店の外に置いています。出勤時にこ
の写真を撮った夫から妻に、妻から知人にSNSですぐに情報が拡がり、開店から１時間程度
で完売しています。
◆ 農業体験農園は、25ｍの縦に長い区画にしています。
通路の幅も広く取っており、通路も併せると、一人当た
り50ｍ2あり、風通しもよいので、病害虫の発生が抑え
られています。また、子供たちが走り回ることもできま
す。
◆ みかんの摘み取りは、午前中は一般の個人が対象です。
午後は福祉施設などの団体が同一時間に一団体のみ利用
できるようにすることで、周りを気にせず楽しむことが
できます。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 楽しむように工夫して農業をしているので、苦労と思ったことはあまりないですが、農業体
験を希望する方が多く、全ての方を受け入れることができないことがつらいところです。
◆ 食育などの取組をどのように所得に結びつけるかが課題です。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 自分の農福連携の取組のように、脱サラし就農した農業者には、前職の経験やノウハウ、人
脈などの中に、何かしら農業経営につながるものがあるはずです。そうしたものを見つけるこ
とで、新たな取組に結び付くと考えています。

７

世田谷いちご熟

廣田

隆一 氏

東京都 世田谷区

☑野菜（☑果菜、☐葉菜、☐根菜）、□果樹、□花卉

立地条件を生かし新鮮ないちごを消費者自ら収穫！
☐少量多品目、☐伝統野菜、☑直売、☑加工、□農業体験・市民農園、□農福
世田谷イチゴ熟は、私鉄駅から700ｍに位置し、周囲は戸建て住宅やマンション、保育園
や小中学校がある閑静な住宅地である。

経営面積
経営する農地面積 ： １４a
うち市街化区域内 ： １４a

（生産緑地 ： １４a）

従業員数
家

族：

２人

非正規雇用： ２人（アルバイト雇用）

売上高
1000万円～
3000万円

～1000万円

3000万円～

栽培別内訳
露地

その他 ジャム、ゼリー
アイスクリーム

施設 いちご
（14a）

取組の特徴を教えてください
◆ 東京23区でいちご狩りができるというのは珍しく、さらに私鉄駅から近いこともあり、世
田谷いちご熟の立地場所そのものを商品価値として活かしてます。
◆ 世田谷いちご熟は、少数の従業員でたくさんの消費者に新鮮ないちごをそのまま提供する
ため、収穫やパック詰めなどを省略し、消費者自ら収穫して新鮮ないちごを直接食べていた
だく観光農園に特化した経営をしています。
◆ 農園では、多数のアート作品の展示や赤く幻想的に光る農業
用LEDライトの光の中での「夜のいちご狩り」を行ったことも
あるなど、新たなイベントの開催にもチャレンジし、色々な楽
しみ方を提供しています。
◆ 観光農園以外には、いちごの加工品（ジャム、ゼリー、アイ
スクリーム）も製造・販売しています。一目で分かってもら
えるよう、パッケージのデザインは自作しました。

８

イメージ

取組のきっかけを教えてください
◆ 元々、枝豆等の生産が中心でしたが、楽しく農業を将来に続けていくためには、自分が好
きないちごを生産し、かつ消費者に直接いちごを収穫してもらい、その場で喜んで食べる姿
を実感できる観光農園を開園しました。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 現在、「紅ほっぺ」と「章姫」の２種類を栽培しています。実
がしっかりして甘酸っぱい「紅ほっぺ」と、柔らかく甘い「章
姫」を比較しながら、いちごの味を楽しめるようにしています。
お客様からも好評のため、他の品種も追加していきたいと考えて
います。
◆ 観光農園方式は、作業の省力化を図ることが目的ですが、直接
口に運んでいただくため、常に高品質で安全・安心ないちごを提
供できるよう心がけています。
◆ 栽培方法もICTを活用したデータ管理による品質の確保や、天
敵虫や紫外線ライト等により、農薬を極力使用しないようにして
います。
◆ 広報活動は、開園の状況をブログ等でお知らせしている程度で
すが、来園したお客様がSNS等に書き込み、口コミで拡散してい
ただいています。最近では、外国人の方も農園まで足を運んでい
ただいています。
◆ 加工品の素材のいちごは、当農園で採れた世田谷産いちごです
が、加工については、世田谷区内では加工業者が見つけられず、
現在は埼玉と神奈川で加工してもらっています。将来的には、世
田谷区内で加工まで行うことで、ブランド力を上げていきたいと
考えています。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 開園時はハウスの施工ミスや苗床の病気もあったり、お客様の行列で近所から苦情がきたり
と、色々と大変でしたが、地域の理解を得つつ試行錯誤しながら何とか経営しています。
◆ テレビ番組で取り上げられた時は、反響が大きすぎて、お客様が急増した結果、対応ができ
ず、周辺地域に大変迷惑をかけてしまいました。最近は、テレビの取材を断るようにしていま
す。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 消費者の方に喜んでいただくのが一番だと思います。そのため、美味しいいちごを作るのは
もちろんですが、農業といろいろなものをコラボレーションして、消費者の方もそして自分
自身も楽しめるよう心がけていくことが大事です。

９

井之口農園

井之口 喜實夫・勇喜夫 氏

東京都 練馬区

☑野菜（□果菜、☑葉菜、☑根菜）、□果樹、□花卉

東京２３区内の専業農家として江戸東京野菜を生産
□少量多品目、☑伝統野菜、□直売、□加工、□農業体験・市民農園、□農福
井之口農園の農地は、練馬ICから約１㎞の範囲に点在する代々引き継いできた農地である
が、幹線道路や私鉄駅から近いことから周辺は宅地化が進み、現在は住宅やマンション、コ
ンビニエンスストア等の施設が立ち並ぶ住宅地である。

経営面積
経営する農地面積 ： ７５a
うち市街化区域内 ： ７５a
（生産緑地 ： ７３a)

従業員数
家

族：

４人

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培別内訳
露地 キャベツ、ネギ、ダイコ 施設 小松菜、ホウレンソウ、 その他
（2a）ミョウガ
（71a）ン

取組の特徴を教えてください
◆ 明治から続く野菜の専業農家で、親子間で家族経営協定を締結し、それぞれ認定農業者
になって、練馬区のブランドである「ねり丸キャベツ（春玉系、寒玉系）」を主体に、千
住ネギ、練馬大根などの江戸東京野菜を生産しています。
◆ 生産された野菜は、「生産者の鏡」であり、値段の高い安いに関わらず、どのように栽
培し手間をかけたか野菜に表れるため、常に品質の高い野菜の生産を心掛けています。

◆ 栽培された野菜は、キャベツや小松菜は市場を経由して
学校給食納入業者に、千住ネギはホテルや飲食店に、練
馬大根は地元の漬物店に仲卸業者を経由して出荷してい
ます。
◆ ９年前に江戸東京野菜の「早稲田みょうが」の復活に関
わり、発見した数株のミョウガを年々増加させ、今では、
秋は「早稲田みょうが」、春は「ミョウガダケ」として
出荷しています。
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取組のきっかけを教えてください
◆ 創業当時の明治の頃は、周辺に農地も多かったが、その後都市化が進み、今では農地もわ
ずかに点在する程度になっています。代々引き継いできた農地を保全するため、時代のニー
ズに合った野菜を生産するとともに、東京の風土・気候に合った江戸東京野菜の生産に取り
組んでいます。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 品質の高い野菜の生産にこだわっているため、土づ
くりや農薬の散布、出荷の際の箱詰めなど、手間を惜
しまず作業をしています。
◆ 特にキャベツの栽培では、農薬を散布する回数は多
くなりますが、濃度を極力低くしているため、使用量
もかなり低く抑えることができます。その分、作業す
る手間がかなり増えますが、こまめに散布することに
よって虫が育つ前に駆除できるため、安全で品質のい
いキャベツを栽培することができます。
◆ このような取組が認められ、天皇陛下の皇位継承に
伴う大嘗祭にキャベツを奉納することができました。
◆ 農作業を行うに当たっては、土や農薬が飛散しない
ようにビニールを張ったり、通行人がいるときは、散
布作業を中止したりと常に気を付けています。このよ
うな取組から、住民の理解が深まってきていると感じ
ています。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ リスクに対しては、事前に対処できるものはすべてやることとしています。昨年の台風の
際も被害はなく、ここ数年の天候不順でも大きな被害は発生していません。復活を目指した
江戸東京野菜のミョウガが、夏の異常な暑さで変色してしまったことがありましたが、翌年
には場所を移し、現在も引き続き栽培しています。
◆ キャベツは、学校給食に活用されているため、調理しやすい中玉の大きさに統一しつつ、
虫の混入がないよう慎重に箱詰めしています。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 生産された野菜は「生産者の鏡」と捉え、手間暇を惜しまず、常に品質の高い野菜の生
産を心掛けることが大事です。
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東京都 練馬区

白石農園 白石 好孝 氏

☑野菜（☑果菜、☑葉菜、☑根菜）、☑果樹、□花卉

地域に根ざした様々な取組により経営を安定化
☑少量多品目、☑伝統野菜、☑直売、□加工、☑農業体験・市民農園、☑農福
白石氏の農園は、大泉ICから約１㎞の丘陵地に位置し、周囲は東京23区では珍しく農地が
多く見られるが、住宅等の開発が虫食い状に進行している地域にある。

経営面積
経営する農地面積 ： １.４ha
うち市街化区域内
（生産緑地

：１.４ha
：１.４ha）

従業員数
家
族：
非正規雇用：

４人
１人

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培別内訳
施設 葉物野菜等（約25種類） その他 農業体験農園
露地 野菜（約80種類）
（65a） ブルーべりー（20a） （25a）アスパラガス（18a）
（50a）

取組の特徴を教えてください
◆ 都市農業の特性を活かし、地域に根ざした取組を展開していま
す。年間約100種類の野菜を生産し、スーパーの直売コーナーや、
JAの直売所のほか、農園横の自動販売機で直接販売しています。
また、隣接地に農家レストランを建設し野菜を供給しています。

◆ 農業体験農園も開設し、一区画30m2、計125区画で都市住民
が年間約30種類の野菜を栽培しています。一年分の利用料を利
用開始前に納入してもらうので、収支計画を立てやすく、経営
の安定につながっています。
◆ 低労力・安定収入の農業を実現するため、ブルーベリーの摘取
り観光農園も開設しています。防草シートで覆うことで除草作
業を省力化し、ほこりも少なく、景観作物としても最適です。
◆ 食育や農福連携にも取り組んでいます。練馬大根の生産体験、職場体験等で年間約1,000人
の小中学生を受け入れるとともに、社会適応訓練及び就労支援として精神障害をお持ちの方を
受け入れています。
◆ 収益性が高い農業経営の実現に向け、後継者がクラウドファンディングを活用して、アスパ
ラガスのハウス栽培を始めています。２月から10月まで長期間収穫でき、安定的な出荷ができ
る見込みです。
12

取組のきっかけを教えてください
◆ 就農当初はキャベツのみ生産していましたが、市場価格の低迷や市場ニーズの変化から、
作物の種類を増やしてきました。
◆ また、平成３年の生産緑地法改正時に、地域に根ざし、かつ、これからも生き残ることが
できる農業を実現するため、友人の農業者の発案により、農業体験農園を開設しました。
イメージ

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 直売コーナーなどで販売するときには、価格を下げすぎ
ないことも必要です。値段を下げすぎると、全体の価格
の低下を招き、結果的に質の悪い野菜が並ぶようになり
かねません。新鮮な採れたて野菜を直売することは、農
業者の顔が見えるという付加価値があります。
◆ 農業体験農園は、自治体と連携して仕組みを構築し、区
内の利用者には、自治体から利用料の支援が受けられる
ようにしています。
若い世代からのアイデアも積極的に取り入れ、利用料の
キャッシュレス決済も導入しています。
当農園では、利用者による立毛品評会があり、上位入賞
者は、区内の他の農園を含めた品評会に進むことができる
ため、利用者の意欲向上につながっています。
◆ ブルーベリーの観光農園は、消費者のニーズに合った品
種を選択することが大事です。当観光農園では、人気の
高いラビットアイ系品種６種類を栽培しています。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 直売所には、季節によって商品が溢れる時期と端境期があり、販売が不安定になってしま
うことがあります。
◆ ブルーベリー観光農園は、消費者のニーズにあった品種と、多収量の品種をどのように選
定するかの判断に苦慮しました。また、天候に大きく左右されるため、雨が多く入園者が減
少した年もありました。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 少量多品目の生産は、栽培面や出荷・調製面で大きな労力が必要となります。グループで
取り組むことができるのであれば、中量・中品目という方法も有効だと思います。
◆ 農業体験農園の開設に当たっては、全国農業体験農園協会で運営のアドバイスを行ってい
るため、ハードルはそれほど高くありません。開設を考えている方は、ぜひ協会にご相談く
ださい。野菜の直売と組み合わせると、効率的な農業経営が可能になります。
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東京都 練馬区

（株）水橋園芸 水橋 義輝・宏二 氏

☐野菜（☐果菜、☐葉菜、☐根菜）、□果樹、☑花卉

練馬産の多彩で色鮮やかな花々を都市住民へ！
☐少量多品目、☐伝統野菜、☑直売、☐加工、□農業体験・市民農園、□農福
水橋園芸は、地下鉄駅から約500ｍに位置し、周囲は住宅やアパートに囲まれているが、
その住宅の間に小規模な農地が点在している地域である。

経営面積
経営する農地面積 ： ３０a
うち市街化区域内 ： ３０a
（生産緑地 ： ３０a）

従業員数
家
族
非正規雇用

： ２人
： １人（パート雇用）

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

栽培品目別内訳
露地 花卉（約20種種）
(7a)

施設 花卉（約30種種）
（23a）

取組の特徴を教えてください
◆ 春夏はアサガオ、ペチュニア、ニチニチソウ、秋冬はシクラメ
ン、パンジー、ビオラ、サクラソウなど年間約50種類の花の栽
培のほか、野菜の種苗も販売しています。季節に応じた花々を市
場出荷するとともに、農園内の直売所やＪＡの直売所で直接販売
しています。
◆ 消費者自身の目で花の品質を確認して、選んでいただく直売に
力を入れており、インターネットによる販売は行っていません。
◆ 農園内の直売所には、自転車や自動車などで来園する常連客が
多く、地域に根付いた農業経営を心がけています。

取組のきっかけを教えてください
◆ 昔は野菜の露地栽培をしていました。農地の面積は今より多く
ありましたが、当時は相続税猶予制度もないため、一部の農地を
手放すことになりました。このため、残った農地でいかに収益を
上げていくか思案した結果、花卉を栽培することにしました。
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その他

3000万円～

イメージ

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 昨今の花卉価格の低迷、顧客の住宅事情やライ
フスタイルの変化に応じた品種を選択するなど、
その時々の状況に合わせた花を栽培することが大
事です。
ＪＡの会合や同業者との勉強会等に積極的に参
加して情報交換を行い、新しい品種も積極的に導
入しています。
◆ コストを下げるには、種代が大きな負担とな
るため、一部の品種では自前で採種を行い、経
費の節減を図っています。

◆ 設備投資も、無理な投資は行わず、利益を積
み立て、必要な時期に投資するようにしており、
身の丈に合った経営を心がけています。
◆ 販売促進のための広告は地域の住民に効果的
に発信できるよう、新聞の折り込みチラシを活
用しています。
◆ また、暑い時期でもシクラメン栽培ができる
よう、東京より気温の低い長野県に農園を確保
しており、時期をずらした販売をしています。
◆ さらに、若者に園芸への理解を深めてもらうため、中学生の体験学習や外国からの留学
生などの受入れを行っています。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 野菜の露地栽培をしていた当時は、土ぼこりや堆肥の臭いなどで住民から苦情がありました
が、施設園芸に切り替えた後は、苦情はほとんど来なくなりました。
◆ 花は暑さに弱いため、猛暑が続くと生育に影響が表れ、特に季節の変わり目は温度管理が難
しく、極端な気象の変動に苦労しています。
◆ ガラス温室の暖房設備の故障でサイネリアの花が寒さで全滅したことがあり、改めて定期的
な設備のメンテナンスは重要と感じました。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 地域に根付き、身の丈に合った農業経営を心がけています。また、花や地域に関する情報
の収集は地域で農業を継続していく上で重要になります。同業者や同世代、地域の農業者と
の横の繋がりを広げていってください。
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（株）山口トマト農場

山口

卓

東京都 練馬区

氏

☑野菜（☑果菜、□葉菜、□根菜）、☑果樹、□花卉

人とのつながりを大事に甘いトマトを消費者へ
□少量多品目、□伝統野菜、☑直売、□加工、□農業体験・市民農園、□農福
（株）山口トマト農場は、大泉ICから約１㎞の市街化区域の中に位置し、周辺は図書館や
公園などの公共施設や飲食店、住宅等に囲まれた農地である。

経営面積
経営する農地面積 ： １７a
うち市街化区域内
（生産緑地

：１７a
：１７a)

従業員数
家
族： ２人
非正規雇用： １人
（就労支援Ｂ型事業所から施設外就労）

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培別内訳
露地 ブドウ
（４a）

その他

施設 トマト
（８a）

取組の特徴を教えてください
◆ 住宅地の中でトマトの養液栽培を行うとともに、自動販売機主体に直接販売しています。
昨年末には法人化し、都市部での農業経営の安定に取り組んでいます。
◆ トマトは、糖度の高い中玉トマトを生産し、袋詰めして自動販売機で販売しています。利
用者は主に高齢者や子育て世代の家族ですが、子供たちからも「ここのトマトがいい」と好
評で、リピーターも多く、すぐに売り切れるほどの人気です。
◆ 今後は、設立間もない法人の与信力を向上しつつ、規模
拡大を図るため、都市農地貸借法を活用して農地を借り受
けるとともに、障害者の雇用を増やし、ノウフクＪＡＳの
取得も目指しています。
◆ また、トマト養液栽培の技術の研鑽や養液栽培を目指す
農業者の育成・確保を目的に東京トマト養液栽培研究会を
立ち上げました。現在会員は48名で、トマトの養液栽培の
普及と都市農業の振興を図っています。
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取組のきっかけを教えてください
◆ 以前は一般企業に勤めていましたが、結婚を契機に妻の実家の農業を承継しました。当初
は柿などの果樹を栽培していましたが、農業収入を上げつつ、効率的な農業経営を目指し、
知人の農業者の元での研修を経て、効率的な作業が可能なトマトの養液栽培に取り組むこと
としました。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 周囲にはトマト農家がいなかったことから、品質を落と
さず、糖度の高いトマトを生産できれば、顧客を確保する
ことができます。思っている以上に、顧客は周辺にいると
感じています。
◆ 東京都は、農業への支援が手厚いため、有効に活用する
ことも重要です。そのためにもアンテナを高くして、常に
情報を入手できる環境を整えることが必要です。
◆ 当初は、大玉トマトの方がニーズが高いと考えていまし
たが、他の農業者から中玉を薦められ、実践してみました。
その結果、栽培期間を短縮することができ、かつ作業効率
も上がるとともに、糖度等の品質も向上しました。施設の
規模は変更せずに、収入を倍増することができ、経営の安
定につながりました。
◆ また、知り合いの仲卸業者と連携してＪＧＡＰの団体認
証を取得したことにより、オリンピック・パラリンピック
への食材提供が可能となったほか、作業員の意識改革につ
ながり、作業内容の向上につながりました。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 糖度が低くなり、顧客から直接「甘くないよ」と言われたときは、四苦八苦しながら原因
や対策を考え、その結果、以前より甘くなったと評価をいただきました。積み重ねた努力は、
必ず結果に結び付くと感じました。そのノウハウは研究会のメンバーで共有して、栽培技術
の向上につなげています。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ ここまでこれたのは、様々な人とのつながりがあってこそであり、そのつながりを大事
にしていきたいと考えています。立ち上げた研究会にはトマトの養液栽培に取り組みたい
人であれば、誰でも参加できますので、是非一緒に取り組みましょう。
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門倉農園

東京都 江戸川区

門倉 周史 氏

☑野菜（☐果菜、☑葉菜、☐根菜）、□果樹、□花卉

自ら営業し高級百貨店やスーパーと全量契約栽培
☐少量多品目、☑伝統野菜、☑直売、□加工、□農業体験・市民農園、□農福
門倉農園の農地は、ＪＲ駅からバスで15分ほどの住宅やアパートが密集している住宅地
の中に点在している。

経営面積
経営する農地面積 ： ３５a
うち市街化区域内 ： ３５a
（生産緑地 ： ３５a）

従業員数
家
族： ４人
非正規雇用： ５人（パート雇用）

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培別内訳
露地

その他

施設 小松菜
（35a）

取組の特徴を教えてください
◆ 小松菜は３連棟のハウス４棟・４か所で生産しており、全量契約栽培をしています。
◆ 生産している小松菜は２通りの方法により出荷しています。
１つは、小松菜５株を袋詰めにした出荷方法です。有名百貨店とこだわりの商品を
揃えるスーパーに出荷しています。
もう１つは、小松菜数株をビニールテープで束ねて、キロ単価で出荷する方法です。
学校給食や飲食店に出荷しています。
◆ 全量契約出荷のため、常に最高品質であることを求
められます。このため、スプリンクラーによる散水方
法を中心に、栽培方法は相当研究をしてきました。
その結果、江戸川区の品評会では、５年連続で１位
を獲得しており、品質には自信があります。
◆ また、商品価値を高めるため、各種認証制度も積極
的に取得しており、東京都エコ農産物認証、ASIA
GAP認証、東京都 GAP認証を取得しています。
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取組のきっかけを教えてください
◆ 小松菜の品質には自信があったものの、どのように売るか模索していました。
このため、東京で江戸野菜を取り扱ってもらえるよう、直接百貨店に売り込む営業活動を
行い、全量契約栽培を確立することができました。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 袋詰め出荷に使用するパッケージは、どこに出しても恥ずか
しくないデザインになるよう、高級スーパーの青果部門の担当
と連携して開発しました。
◆ 消費者が見て手に取ってもらえるよう、仕上がりの見た目に
もこだわっています。収穫から袋詰めまで自ら手本を見せて、
パートに作業してもらっています。
◆ 箱詰めされた商品の画像をパートの皆さんに共有することで、
より精度の高い仕上げを心掛けていただいています。
パートは５人いますが、その中でリーダーを決めています。
毎朝、その日の出荷量を黒板で指示するだけで、パートのシフ
トや作業の割振は全てリーダーに任せています。自分はできる
だけ、マーケティングや経営戦略に時間を割くようにしていま
す。
◆ 束で出荷する小松菜は、品質が保てる範囲で大きく育てて出荷することで、株数を抑え
ることにつながり、土等の異物混入を少なくするメリットがあります。
◆ 大口の注文を受けられるよう、自分の生産量だけではなく、地区内の栽培技術のある農
業者と連携し、相互に補完する体制づくりを進めています。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 父親は、市場で常に最高価格を獲得しており、大学卒業後に就農した際は、父親の背中を
大きく感じていました。試行錯誤を繰り返しながら栽培技術を磨き、時には父親に提案して
みても、父親が既に試したことがあることばかりだったので、更なる技術の向上に努めまし
た。
◆ このような積み重ねを経て栽培方法や販路を独自に確立し、ようやく父親から「オレを越
したな」と言ってもらえ、取り組んできたことが間違いでなかったと確信につながりました。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 当地区でも農業者の高齢化が進んでおり、まずは若い方に来ていただきたいです。
そして、一緒に小松菜づくりをやりましょう。やる気がある方には、栽培のノウハウを包
み隠さず教えますし、販路開拓もお手伝いします。
ぜひ一緒に地区の小松菜づくりを盛り上げましょう。
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愛情野菜専業農家ヤマヨシ 小寺 正明 氏 東京都

清瀬市

☑野菜（□果菜、☑葉菜、☑根菜）、□果樹、□花卉

真心を込めた愛情野菜「ハートベジ」を消費者へ
□少量多品目、□伝統野菜、□直売、 ☑加工、□農業体験・市民農園、□農福
清瀬市全域は市街化区域であり、その約２割が農地である。小寺氏の農園は、私鉄駅から
約２kmの道路沿いの住宅地後方に大区画農地が多く残る地域にある。

経営面積
経営する農地面積 ： ４.９ha
うち市街化区域内 ： １.９ha
（生産緑地 ： １.９ha）

従業員数
家
族：５人
正規雇用 ：１人
非正規雇用：９人（パート６人、シルバー３人）

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培別内訳
露地 カブ、ホウレンソウ
（4.2ha）人参、里芋

施設 カブ、ホウレンソウ
（73a） 水菜

その他 人参ジュース
人参ジャム

取組の特徴を教えてください
◆ ホウレンソウ・コカブを中心に水菜・人参を栽培し、約90％を東京多摩青果市場に出荷し、

約10％が豊洲市場により販売されています。
◆ 従業員一同、気持ちを一つに生産した野菜をオリジナルブランド野菜「ハートベジ」と称し
て出荷しています。
◆ 清瀬市は、埼玉県との県境にあるため、隣接する埼玉県所沢市と新座市の市街化調整区域内
農地の購入や借入により、経営面積を拡大してきました。
◆ 安全で品質の高い野菜づくりを図るため、ASIA GAPと東
京都エコ農産物の認証を取得し、栽培管理された農産物を生
産しているという自信につながっています。
◆ 人参ジュース「赤い魔法」の委託加工をして販売していま
す。先代の想いをかたちにしたジュースで、ふるさと納税の
返礼品をきっかけにリピートも多く、ヤマヨシのPRに繋
がっています。
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取組のきっかけを教えてください
◆ かつては多品目の生産を行っていましたが、ゴボウなど作物によっては、作業に専用の機
械が必要となり、稼働時期も特定の時期のみに集中していました。
このため、経営の効率化を図るため、機械を通年稼働することができ、収益性が高い野菜
の周年生産にシフトしていきました。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 品質の高い野菜を生産するためには、自分の子供に接する
ように、真心を込めて野菜に接しなければなりません。
このため「愛情野菜専業農家」と「ハ－トベジ」の商標を
取得し、従業員が常に愛情を持って丁寧に作業するモチ
ベーションづくりをしています。
実際、気温が高くなれば従業員が率先して野菜を保冷庫に
入れるなど、品質の向上につながっています。
◆ 市場での信頼を得るためには、高品質な野菜を安定して供
給することが、何よりも大切です。周年生産するため、ハ
ウスを導入したほか、露地栽培も全てトンネル栽培とし、
病害虫や悪天候から作物を保護し栽培しています。
◆ 「きよせ施設園芸研究会」を立ち上げ、業者の協力の下、
仲間と共に、価格が安価で、虫が入らず、外から潅水の操
作ができるなど、使い勝手がよいハウスの開発を行い普及
を図っています。
◆ 農地を借りるためには、農地の所有者からの信頼を得る
必要がありますが、まずは自分の農地をしっかり管理する
ことが最も重要です。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 最初にハウスを導入してから、ハウス内の換気や潅水をどのようにするか栽培技術のノウ
ハウを構築するまで、失敗をたくさん繰り返しました。
◆ 京都のシェフから注文があり直接取引をしましたが、送料が高く、長くは続きませんでし
た。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 国民の食料をつくっていることに誇りをもって農業をしています。農業には地域コミュニ
ティを守る役割もあります。
農地の資産価値が高い都市で、持続的な都市農業を行うことは大変ですが、地道でも真面
目にしっかりと農業を行うことが何よりも大事です。
自分が率先して取り組む姿を見せることはもちろん、厳しくても、家族を含めた従業員の
教育をきちんと行うことが大切だと考えています。
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苅部農園（FRESCO）

苅部 博之 氏

神奈川県 横浜市

☑野菜（☑果菜、☑葉菜、☑根菜）、 ☑果樹、□花卉

自らオリジナル野菜を開発しブランド化
☑少量多品目、□伝統野菜、☑直売、☑加工、☑農業体験・市民農園、□農福
苅部氏の農地は、横浜市保土ヶ谷区の東海道新幹線沿いの丘陵地に点在し、私鉄の駅を中
心にファミリーレストランやコンビニエンスストア、スーパー等の店舗と住宅が混在してい
る地域である。

経営面積
経営する農地面積 ： ２.５ha
うち市街化調整区域内 ： ２.５ha

従業員数
家
族：３人、正規雇用：１人
非正規雇用：４人（直売所）

売上高
1000万円～
3000万円

～1000万円

3000万円～

栽培別内訳
露地 野菜（約100種類）

施設

その他

（2.5ha）

取組の特徴を教えてください
◆ 年間約100種類の野菜や果樹を栽培。駅近くに直売所「FRESCO」をいち早く設置し、新鮮
な野菜を地域住民に販売しています。

◆ また、10年かけてオリジナルの野菜である「苅部大根」や「苅部ネギ」を開発。長期間の
努力が実を結ぶ自身の取組と名前から「受かるべ大根」として商品化し、受験生を持つ家族か
ら好評を得ています。
◆ 新規就農を目指す者を育成するための「百姓塾」、人手不
足と農作業に興味のある人を結び付けた「農業塾」を開設し、
農業技術の習得と農業への理解につなげるとともに、課題で
あった人手不足を解消しています。
◆ さらに、生産者の考えや現場を消費者に知ってもらうため
の「畑の見学視察ツアー」を20年前から実施しています。
◆ 神奈川県全体の農業を盛り上げるため、各地域の意欲と熱
意のあるメンバーで「神七」（カナセブン）」を結成し、農
業者間の連携を深めるとともに、様々なイベントを開催し、
神奈川県の農業を発信しています。
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取組のきっかけを教えてください
◆ 15年前に父親が亡くなったとき、2.5haの15か所に分散している農地を管理するためには
労働力が不足となり、ボランティアやパートではない、農業に関心や目的意識のある人を集
めて農作業がしたいと思い、百姓塾を始めました。
◆ また、周辺に先駆けて直売所を設置したものの、直売所の数も年々多くなってくる中で、
差別化・ブランド化が必要と考え、他にはないオリジナルの野菜を作りたいと独自の品種を
開発することとしました。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 百姓塾を開設したものの、なかなか人が集まらず困っ
ていたとき、メディアの方との出会いが大きなきっかけ
になりました。他業種の方との交流は新たな発見につな
がります。
また、鍬による農作業を「くわ検定」として認定し、
段階に応じて認定を行うことによって、スキル向上につ
ながっています。検定を受けた方は、モチベーションも
向上するとともに、他の農園でもその技術が生かせると
して好評を得ています。
◆ オリジナル野菜の開発は、10年という時間を要しまし
たが、こつこつと努力したことは、商品の裏づけとなっ
て説得力のあるブランドになります。
さらに、開発のノウハウが蓄積され、第２、第３の商
品の開発につながり、唯一無二の商品を自ら生み出すこ
とができるようになります。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 父親が亡くなったときは、2.5haの農地をどう耕作していくか悩みました。今では百姓塾
や農業塾の皆さんのお力をお借りして、すべて適正に管理していますが、当時は管理もまま
ならず遊休する農地もありました。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 新規就農者が農地を借りることは、まだまだ難しいのが現実で、周辺の農地所有者から信
頼を得ることが大事です。当農園では、百姓塾で学んだ方に農地をお貸しして、経験を積ん
でいただくことで、就農のサポートもしています。
また、農業者が主導的に農業をＰＲしていくことが大切です。ご賛同いいただける方はぜ
ひご連絡ください。神奈川県の農業を盛り上げていきましょう。
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農娘

神奈川県 横浜市

松本こずえ 氏

☑野菜（☑果菜、☑葉菜、☑根菜）、□果樹、□花卉

消費者のニーズを先取りした農業経営を実践
☑少量多品目、□伝統野菜、☑直売、□加工、□農業体験・市民農園、□農福
松本氏の農地は、横浜市港北区の港北IC近郊に位置し、周辺は公共施設や商業施設、住宅、
工場等が立ち並び、都市化が著しく進行している地域である。

経営面積
経営する農地面積 ： ９０a
うち市街化調整区域内 ： ９０a

従業員数
家

族：

２人

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培別内訳
露地 野菜（約30種類）
（84a）

施設 果菜類等（約15種類）

その他

（6a）

取組の特徴を教えてください
◆ ホテルやレストランなどでニーズの高い彩のある野菜を年間約50種類ほど生産し、ＪＡの直売
所、インショップ（量販店の中にある直売スペース）、中間流通業者を経由したレストラン、卸
売市場に出荷しています。
◆ 野菜づくりは、ニーズを見極めた上で、「自分が作りたいものを作る」との方針であり、生産
に集中し、作業のアウトソーシングをしています。例えば、自分で配送は行わず、野菜の適期に
は直接引き取りに来てもらうようにしています。
◆ ただ、販路の拡大に関連することは、積極的に行っており、消費者との交流やレストランのイ
ベント等への参加依頼は、できる限り引き受ける
ようにしています。
◆ 今後も、販路を創出する取組として、横浜野菜
をＰＲして、消費者や住民に野菜を好きになって
もらう取組を積極的に行いたいと考えています。
また、女性の後継者育成に取り組み、そのメン
バーとのつながりを大事にしていきたいです。
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取組のきっかけを教えてください
◆ 以前は一般企業に勤めていましたが、実家のトマト栽培を手伝っているうち に、定番野菜
の料理より、様々な彩のある野菜を使った料理がテーブルを飾った方が、食事が楽しくかつ
美味しくなるのではと思い、形や色が珍しい野菜を生産し始めました。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 野菜の生産に当たっては、出荷先の中間流通業者との信頼関係を築くことが重要であり、
中間流通業者から、最終の実需者に情報が提供しやすいよう、収量や出荷期間の打合せは頻
繁に行っています。
中間流通業者が“地場産野菜”として売り出しやすいよう、できる限り品質を保持するとと
もに、「今ほしい」というニーズに応え、鮮度の高い野菜を出荷できるようにしています。
また、特徴ある野菜を通じてレストランの新たなメニュー開発を提案するなど、ニーズの
一歩先を行く取組もしています。
◆ 形や色など珍しい野菜でも、需要を見極めることが重要です。そのため実需者や消費者
からの引き合いがどれくらいあるか把握するため、試験的にある程度の量を生産し、その
野菜を実際に食べてもらった反応を見て、作付面積を調整しています。利用者とのコミュ
ニケーションは大事です。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 形や色など珍しい野菜は需要が高いと思い大量に生産したが、レストランや消費者からの
引き合いが思ったほどなく、商機を失することもありました。
◆ また、珍しい野菜であっても、一定期間経過すると他でも生産され、代用されてしまうこ
ともありました。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 効率化やコスト意識を持つことは重要ですが、自分の利益だけではなく、実際に野菜を
使ってくれる実需者や消費者など関係する者と一体感を持ち、お互いがwin－winとなる
“ワンチーム”を目指して取り組むことが大事だと考えています。
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三橋園

三橋

神奈川県 横浜市

憲一郎 氏

☐野菜（☐果菜、☐葉菜、☐根菜）、☑果樹、□花卉

品質にこだわった完熟の浜なし、浜ぶどうを直売
☐少量多品目、□伝統野菜、☑直売、□加工、□農業体験・市民農園、□農福
三橋園は、横浜市港北区の地下鉄駅から約300ｍに位置し、周辺は住宅や小・中・高等学
校、営業所や町工場が混在する地域の中にある。

経営面積
経営する農地面積 ： ８６a
うち市街化区域内 ： ２３a
（生産緑地 ： ２３a）

従業員数
家

族：

非正規雇用：

４人
２人（パート雇用）

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培別内訳
露地 ナシ
（78a）ブドウ

施設 ブドウ

その他

（8a）

取組の特徴を教えてください
◆ 横浜市では、横浜で栽培された果実のブランド化を図っており、平成27年に横浜農協が
「浜なし」として商標登録をしました。
横浜農協から認定された生産者でなければ「浜なし」の名称を使うことは許されず、三橋
園では「浜なし」として、豊水と幸水を生産しています。
また、ブドウも「浜ぶどう」として、藤稔とシャインマスカットを生産しています。
◆ 品質にこだわっており、見た目もきれいで、樹上
完熟のとても甘い、朝獲れ果実を販売しています。
消費者は品質を信頼してわざわざ買いにくるため、
一度でも品質が悪いものを販売すると信頼を失い
かねないので、何より品質には気を付けています。
多くの消費者には並んで購入いただいていますが、
生産量が追いつかないほどの人気です。
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取組のきっかけを教えてください
◆ 本格的に果樹栽培を始めたのは、両親の代に規模拡大したことがきっかけです。今では幻
のナシと言われ、入手困難となっている「浜なし」ですが、当時は、トラックドライバーの
方に皮をむいたナシを販売したりと、相当苦労をしたようです。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 美味しい果物づくりのため、土づくりにこだ
わっています。市内の酪農家から堆肥を仕入れ、
堆肥舎で半年間熟成してから使用しています。
◆ 安定して品質の高い果物を生産し続けるため
に、計画的に果樹を伐採して更新するように
しています。
ついまだ収穫できるのだからと、伐採を躊躇しがちですが、早め
早めに更新をして、各成長段階の果樹があるようにすることが大事
です。
◆ 販売面においても、品質に対する信頼を維持するため、品質が劣
るものは大幅に値段を下げたり、ブドウの粒に歯抜けがある場合に
はバラ売りするなど、工夫しています。
◆ 当地区では一体となって、よりよい果物の生産を目指すため、有
識者を招いた勉強会を定期的に行い、技術の研鑽に努めています。
また、果樹棚の設置や補修も、地区で集まって共同で作業を実施しています。
このように、地区内の横の繋がりが強いため、農業後継者も地区のみんなで面倒を見て、
その後継者が次の後継者の面倒を見る、といった若手農業者を育てる体制ができています。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 昨年から農繁期にパートを雇用していますが、これまで経験の積み重ねで行ってきた農作
業をどのように伝えるか苦労しました。
そのため、例えば、摘果の際に、針金の輪を作って、これより小さければ摘果をしてもら
う、といった工夫をしています。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 消費者に毎年来園してもらうためには、何よりも品質の高い果物を生産し続け、信頼を
得ることが大事です。最近はSNSで情報発信ができるので、収穫時期はもちろん、収穫後
にも、どのような農作業を行っているか発信することも大事です。また、消費者からも情
報発信していただいているので、それが良い緊張感につながっています。
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飯田農園

飯田

実

愛知県 名古屋市

氏

☑野菜（☑果菜、☑葉菜、☐根菜）、□果樹、□花卉

安心・安全で美味しいトマトを消費者へ
☐少量多品目、☑伝統野菜、☑直売、☑加工、☑農業体験・市民農園、□農福

飯田農園は私鉄駅から約800ｍの市街化区域内にあり、付近は住宅やアパート、飲食店、
コンビニエンスストア、学校等が密集している住宅地である。

経営面積
経営する農地面積 ： ３９a
うち市街化区域内
（生産緑地

： ３９a
： ２９a）

従業員数
家
族
正 規 雇 用

： ４人
： １人

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培品目別内訳
露地

伝統野菜（野崎白菜）

(20a) 他7種類

施設 ミニトマト

その他

トマトジュース
シロップ漬け等

（19a）

取組の特徴を教えてください
◆

オリジナルブランドのミニトマト「miu（みう）トマト」を袋培地栽培により生産してい

ます。
◆ 「miuトマト」の栽培は、カツオやコンブ等の有機肥料を配合したオリジナルの栽培土を
使用し、後味に海の恵みの旨味を感じるのが特徴です。糖度に基準を設け品質を確保すると
ともに、海外への販路や付加価値を高めるため有機ＪＡＳの認証も取得しています。
◆ 糖度の基準を満たさないものや裂果したトマトを活用するため加工に取り組んでおり、透
明のトマトジュースやシロップ漬け等を製造・販売しています。
◆ 農園は、駅に近くかつ住宅が密集している立地を生かし、農園
前の直接販売を主体に、収穫体験や日帰りの農業体験にも取り
組んでいます。
また、百貨店やレストラン、ホテル等にも直接出荷しています。
◆ 常に５年先を考え、消費者との距離が近い立地を生かした、販
売方法やイベント等を模索しながら取り組んでいます。
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取組のきっかけを教えてください
◆ 生まれてきた子供に安心・安全な野菜を食べさせたいと、10年前に脱サラして親の後を継
ぎました。それまで行われていたみつばの水耕栽培から好物のトマトに転換しました。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 就農に当たっては、農業大学校やプラントメーカーの試験農
場で栽培技術を学びました。農業大学校では雇用保険を受給
しながら学べ、栽培技術の取得に集中できました。
◆ 美味しく食べてもらうため、トマトの品質に基準（糖度８.５
度以上）を設け、常に高い品質を維持することで信頼が得られ
ていると考えています。
◆ トマトへの潅水は、スマートフォンを活用して制御してい
ますが、甘くないといった消費者の意見をいただいた際は、
すぐに原因を分析し再発しないように努めています。
◆ 販路は、間に業者を挟まず、自ら営業して開拓してきま
した。今では口コミやＳＮＳ等で直接問い合わせがあり、
様々なツールを活用しています。
◆ 加工品は年一品のペースで試行錯誤しながら開発し、
好評の商品のみ継続販売しています。パッケージは自身
でデザインし印刷は業者に委託し、購買意欲が向上する
見映えにしています。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 開園当初、袋培地栽培キットを購入したプラントメーカーが収穫したトマトを全量買い
取る契約でしたが、約３ヶ月で取引が終了してしまい、結果、直売を始めるきっかけとな
りました。

◆ 地域住民から騒音や臭いなどのクレームがありますが、積極的に挨拶をするなど声かけ
をしたり、農作業の風景を見てもらうことにより地域とのつながりが深まり、今では農園
をよく理解いただいております。
◆ 「都市農業では品質の良い作物を生産できる訳がない」と消費者に言われたことがあるた
め、実際に食べていただき、その考えを払拭していきたいと考えています。
◆ 有機ＪＡＳの認証を取得しているため、周辺の農地から病気が感染しないよう、生産工
程の管理に気を付けています。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 都市農業は消費者に近いという利点を生かして、様々なことができるので、常にチャレ
ンジしていくことが大事です。
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岡田農園

岡田

愛知県 名古屋市

洋 氏

☑野菜（☐果菜、☑葉菜、☑根菜）、□果樹、□花卉

名古屋市の若きみつば農家、みつばのジェラートを開発！
☐少量多品目、☐伝統野菜、☑直売、☑加工、□農業体験・市民農園、□農福
岡田農園は市街化区域に囲まれた約20haの市街化調整区域内にあり、市街化区域では大
型商業施設や工場、住宅、小中学校など都市化が進んでいる。

経営面積
経営する農地面積 ： ９７a
うち市街化調整区域内

： ９７a

従業員数
家

族

：

４人

非正規雇用

：

１人（パート雇用）

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培品目別内訳
露地 白菜、ネギ、ダイコン
(80a) 米（50a）

施設 みつば
（17a）

その他

ジェラート（みつば・
ネギ）

取組の特徴を教えてください
◆ 年間を通じて安定的に栽培ができるみつばの水耕栽培を行い、ＪＡの丸江出荷組合を通じ
て市場に出荷しています。
◆ 出荷先は、主に名古屋市内と、みつばの需要が多い福井県や石川県の温泉地に出荷してい
ます。
◆ ハウスは加入している丸江出荷組合が所有しており、組合員４戸の農家がそれぞれの区画
を管理しています。
◆ 令和２年３月には、みつばとネギを使用したジェラー
トを商品開発し、ＪＡや知り合いの店舗で販売する予定
です。食べ方は、ジェラートとしては一風変わった、醤
油を垂らして食べるスタイルです。
◆ ５年前から、地元の農業を知るための食育授業として、
市内５～６校の小学３年生の農業体験の受入れを行ってお
り、名古屋市の農業への理解を深めてもらう活動を行って
います。
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取組のきっかけを教えてください
◆ みつばは、祖父の代から栽培しており、自分で三代目になります。農業大学卒業後に園芸
資材の会社に勤めていましたが、会社が遠隔地へ移転することになったタイミングで、二人
目の子供を授かりました。代々続いてきたみつば栽培を自分の代で途絶えさせたくない思い
が重なり、一念発起し、脱サラして後を継ぐことにしました。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ みつばの水耕栽培は年間を通じて安定的にまとまっ
た量を出荷できます。また、ＪＡから出荷のタイミ
ングなどの情報をいただきながら、効率的に出荷し
ています。
◆ 最近は、トレーや生産資材のコストが高騰し、経営
上の負担も大きいため、市場出荷以外の販路として、
直接店舗へ出荷するスポットの販売も模索しており、
拡大を進めています。
◆ さらに、みつばの生産以外による経営の安定を図る
ため、ＪＡや他の農業者とも連携して６次産業化にも
取り組んでいます。みつばを活用したジェラートを開
発し、今後販売していく予定です。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 最近は、猛暑のため夏場の夜温が下がらず収穫量が減少しています。日中の気温上昇を
抑えるため遮光シートを張るなど、気温の上昇を抑える手立てをしていますが、それを上
回る暑さのため枯れてしまうことがあります。
◆ このため、夏場の暑さに強い他の作物の水耕栽培も検討しています。みつばを安定して
市場に出荷しつつ、みつば以外の生産が可能か、水耕栽培のシステムの更新時期を見据え
て、温度管理や複数作物が可能な汎用性の高いシステムの導入など、夏場の栽培ができる
生産体制を検討しています。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 時代の変化に応じて、仲間と連携して知恵を出し合い、様々なことにチャレンジしなが
ら、消費者に満足していただく商品を提供できるよう、心がけることが大事だと考えてい
ます。
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安井水耕農園

安井

愛知県 名古屋市

要 氏

☑野菜（☐果菜、☑葉菜、☐根菜）、□果樹、□花卉

安全・安心な名古屋ブランド「なごやっこ葱」を生産
☐少量多品目、☐伝統野菜、☐直売、□加工、□農業体験・市民農園、□農福
安井水耕農園は、市街化調整区域の縁辺部に位置し、国道沿いに住宅やアパート、作業所、
病院が連坦している地域にある。

経営面積
経営する農地面積 ： １５a
うち市街化調整区域内 ： １５a

従業員数
家

族： ３人

非正規雇用：

１人（パート雇用）

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培別内訳
露地

施設 ネギ

その他

（15a）

取組の特徴を教えてください
◆ 名古屋市中川区のブランドとして水耕栽培で生産した「なごやっこ葱」をＪＡの丸前出荷組
合を通じて市場に共同出荷しています。
◆ 丸前出荷組合は４名の組合員で構成され、安定して出荷できるよう、ＪＡや組合員と情報交
換しながら、出荷しています。
◆ 出荷に当たっては、組合の共同出荷場で統一ブランドとして
袋詰めした商品を、ＪＡが直接集荷する仕組みにしています。
◆ 名古屋市の小学校では、給食に地元の食材を活用した地産地
消の日があり「なごやっこ葱」も食材として使用していただい
ているため、安心・安全なネギの生産を心がけています。
◆ 栽培に当たっては、なるべく農薬を使用しない生産に努め、
毎月、農薬の残留濃度の検査を受け、適正かつ安全な生産を
しています。
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取組のきっかけを教えてください
◆ 先代から35年前に後を継ぎ、農業を始めました。就農当時はみつばやネギの水耕栽培や春菊
やトマトの露地栽培もしていましたが、家族内での労働作業の平準化を図るため、水耕栽培に
よる汎用性があり、消費者のニーズが高く、農作業の分散が可能な作物として、15年前にネギ
の水耕栽培に特化しました。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 作物を転換する際には、年間を通して安定的にネギの水耕
栽培ができるよう、名古屋市役所や普及センター、ＪＡから、
技術支援やアドバイスをいただき、現在も連携を図りながら
営農しています。
◆ ネギの種子は、組合員同士で相談しながら購入しています。
国道１号線に隣接していることもあるため、時には通りがか
りの種苗業者が飛び込みで営業に来ることもあります。
仕入れに伴う条件等について、組合員内で調整し、折り合
えば仕入れることもあります。その際、種苗業者から、ニー
ズの高い品種、耐病性のある品種、他の産地の情報など参考
となる情報をいただけるため、国道沿いという立地は、メ
リットが大きいと思います。
◆ 隣近所の作業所とは、騒音や臭いなどお互いに気を遣いな
がら、地域とのつきあいを大事にしています。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ ネギは比較的市場価格が安定していますが、最近の野菜は様々なニーズがあり、どの野菜
が売れるか読めないことから、新たな野菜の選択が難しいです。
◆ ハウスは硬質フィルムを使用しており、一度張り終えると10年は使用できますが、張り替
える際は、年中ハウスは稼働しているため、水耕栽培しながら張り替えていく必要がありま
す。定植や防除の日程調整しながら作業をするため、作業が長期化してしまい、張り替えコ
ストが割高になります。
◆ 国道沿いは、種苗業者との接点とのメリットがある一方で、幹線道路ゆえに事故が発生す
る危険があり、以前に車がハウスに突入して復旧に時間を要したこともありました。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 施設園芸は、初期投資が大きく、特に最近は資材費も高騰しているため、新規参入はなか
なか難しいと思いますが、ニーズを踏まえた野菜の売上等を考えながら何年で償還していく
のか、慎重に計画を検討することが重要です。
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嵯峨野ファームネット

今井 義弘

京都府 京都市

氏

☑野菜（☑果菜、☑葉菜、☑根菜）、□果樹、□花卉

野菜づくりと健やかな心をはぐくむ農業体験農園
☑少量多品目、☑伝統野菜、☑直売、□加工、☑農業体験・市民農園、☑農福
今井氏の農地は、ＪＲ駅から約800ｍの片側２車線の県道沿いにあり、周囲は、住宅やア
パート、スーパーなどが密集している住宅地である。

経営面積
経営する農地面積 ： ２.８ha
うち市街化区域内 ：
（生産緑地 ：

５４a
５４a）

従業員数
家

族

：

正規雇用
非正規雇用

２人

： ３人（知的障害者含む）
： ２人

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培品目別内訳
露地 野菜（約40種類）
(2.3ha) 米（2ha）

施設 野菜（約20種類）
（13a）

その他 農業体験農園
（12a）

取組の特徴を教えてください
◆ 平成27年に農業体験農園「すこやか嵯峨野ファーム」を開
設し、令和2年の利用区画は約35区画です。
体験農園が単なる農業の体験の場ではなく、カルチャース
クールであり、農業を通じてのコミュニケーションの場、憩
いの場でありたいと考えています。
農に親しみ仲間が出来ると心身ともに健やかになります。
農作業講習会を兼ねた集まりを毎週金・土に開き、利用者
には都合がよいどちらかの日に参加してもらっています。
◆ 野菜は減農薬栽培です。出荷先はスーパーや生協、八百屋、福祉施設などで約９割、残りは
市場と作業所での軒先販売です。
◆ 農福連携の取組として、軽度の知的障害をお持ちの方を雇用しています。単純作業から始め
徐々に難しい作業へとスキルアップし、成長を実感出来るよう配慮しています。
◆ 今後とも、農業サイドから京都市の保育や食育、学校教育、福祉行政のお手伝いができる取
組をしていきたいと思っています。
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取組のきっかけを教えてください
◆ 年齢と共に、重量野菜の持ち上げは難しくなり、以前と同様の農業経営を継続していくこ
とは難しくなるのではないかと考えていたとき、京都市主催の講習会で農業体験農園の話を
聞き、行政や全国農業体験農園協会から開園の手続や技術についてアドバイスを受けすぐに
始めてみることにしました。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 農業体験農園が楽しく野菜づくりをする場であるとともに、農園が憩いの場であれば最高で
す。
このため、年度初めに自己紹介を行いますが、それだけでは直ぐにお互いのコミュニケー
ションが取りづらいため、利用者毎の写真や入会の動機、趣味等を掲載したパンフレットを作
成・配布しています。パンフレットは、利用者のスキルを活用して作成してもらっています。
また、収穫祭の音頭取りなど、当農園では利用者のスキルを有効に活用しながらコミュニケー
ションを深めています。
◆ 個人区画のほかに共同区画を設け、連作障害のあるナスや倒れやすいスイートコーン、少量
で済む大葉などについて、共同で栽培して利用者のコミュニケーションを図っています。
◆ スーパーへの出荷については、JA支部内で出荷希望者を募ってグループをつくり、出荷調整
して安定的に供給しています。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 消費者のニーズは複雑で、掴むのに苦労しています。利用者の野菜作りの目的は、食料
のため、健康のため、ストレス解消のため、コミュニケーションを図るため、憩いの場の
ためと多様です。都市住民のニーズに応えられる農業体験農園の運営に努力しています。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 全てを農家一人で行うのは限界があるため、グループをつくることが大切です。グルー
プをつくることによりできることがたくさんあります。
例えば、農業体験農園も利用者のグループと捉えることで、各自のスキルを活かした役
割分担ができ、全体としてより良いものをつくり上げることができます。
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楽農（じょいふぁーむ）藤井 達朗 氏

京都府 京都市

☑野菜（☑果菜、☑葉菜、☑根菜）、□果樹、□花卉

仲間と上賀茂の伝統を守りつつ、楽しむ農業を目指して
☑少量多品目、☑伝統野菜、☑直売、☑加工、□農業体験・市民農園、□農福
藤井氏の農地は、地下鉄駅から約１kmに位置し、周囲は寺社が多く建立された住宅やア
パート、飲食店等が立ち並ぶ地域にある。

経営面積
経営する農地面積 ： ９５a
うち市街化区域内
（生産緑地

： ３０a
： ３０a）

従業員数
家
族
非正規雇用

： ４人
： ３人

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培品目別内訳
伝統野菜（すぐき）
露地 その他野菜12種類

(65a)

伝統野菜（賀茂なす）
施設 トマト
（30a）
その他野菜6種類

その他

漬物（すぐき漬け）

取組の特徴を教えてください
◆ 京都の伝統野菜を主体に、農薬を軽減した安心安全な地域に根ざした野菜づくりに取り組ん
でいます。
◆ 夏は、伝統野菜の賀茂なすを主に市場へ出荷しつつ、関東や関西地方に複数店舗を有する京
懐石の飲食店にも直接出荷しています。集荷に当たっては、ブランドの品質を守るために三段
階の基準を設け、最上位のＡ品は全体の半数程度と、厳しく選別しています。
◆ 京都の伝統野菜でカブの変種である「すぐき」は、漬物に加工し、漬物屋に出荷しています。
すぐき漬けは、面取りなどの下処理後に塩漬けし、その後一度洗って本漬けする、非常に手間
の要する工程が必要な漬物です。11月から12月は休みなく仕込む必要があります。
◆ 伝統野菜以外にも、トマトやきゅうりなどの夏野菜を中心に旬の野菜
を生産し、地域の若手農業者で結成したグループを通じて八百屋に共同
出荷し、百貨店の青果物売場や八百屋の直営店で販売されています。

◆ また、夏場は、母親が週２～３日、個々の家に直接売って回る「振り
売り」を行っています。振り売りでは、味の違いが分かりやすいトマト
を中心に様々な野菜を販売しています。
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取組のきっかけを教えてください
◆ 代々、伝統野菜の生産やすぐき漬けの製造をしてきた農家です。自分は両親の薦めもあり
他産業を経験してから就農しました。野菜づくりに当たっては、美味しくて安心安全な野菜
を自ら楽しむことが大事と考え、楽農（じょいふるふぁーむ）を目指し日々試行錯誤してい
ます。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 地域の農家は経営規模が小さいことから、作目や取組
別にグループを立ち上げ、共同で出荷しています。また、
各グループ間で技術の共有や販売戦略の検討が行われ、
地区全体の底上げを図っています。
◆ 賀茂なすの場合、ＪＡの上賀茂支部に20～50歳代の
若手農家16戸が構成する「上賀茂特産野菜研究会」を
結成し、「京賀茂なす」として共同出荷をしています。
「京賀茂なす」の種子は、構成員が毎年持ち回りで採
種・頒布を行うことで、他地域への流出防止と栽培技術
の伝承、作業の分散化を図っています。
◆ すぐきは、各農家で採種しているため、それぞれの家
でオリジナルの品種を代々生産しています。漬物の漬け
方や樽の乳酸菌も異なり、販路も農家が独自に確保して
出荷しています。
すぐき漬けは、高級なイメージがあり、食卓に並びに
くいといわれているため、需要拡大と栽培技術の向上を
目指し「京の上賀茂すぐき倶楽部」を結成し、まずは
知ってもらうための販売戦略に重点を置いて、共同で活
動しています。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 賀茂なすのほか、トマトや千両なす、万願寺とうがらしなど、ナス科の野菜は、連作障害
が出やすいため、ＪＡなどと連携し、障害が出にくい栽培技術を取り入れています。
◆ 賀茂なすは、肥料もよく吸収するためコストが割高であることから、品質の劣るＣ品をど
う活用していくか課題であり、現在加工等を検討しています。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 縦や横のつながりを作るために、仲間を作ることが大切です。仲間で切磋琢磨して技術を
磨き、互いの技術の底上げにつながります。
上賀茂地区では、年が近い農家が多くいるため、時に協力し合い、時にライバルにもなる
ため、よい刺激になり、モチベーションの向上と励みになります。
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西野山 山渡

京都府 京都市

渡邉 幸浩 氏

☑野菜（☑果菜、☑葉菜、☑根菜）、☑果樹、□花卉

「振り売り」を通して地域のコミュニティを活性化
☑少量多品目、☑伝統野菜、☑直売、□加工、□農業体験・市民農園、□農福
渡邉氏が野菜やぶどうを生産している山科区の農地は、山の麓の階段状の土地の中にある
が、渡邉氏の農地の周辺では戸建て住宅が数多く建っている。

経営面積
経営する農地面積 ： ２.２ha
うち市街化区域内
（生産緑地

： ９４a
： ９４a）

従業員数
家

族

：

３人

正規雇用

：

１人

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培品目別内訳
ブドウ（35a）
トマト
施設
野菜（約30種類）（1ha）
ホウレンソウ
（15a）その他野菜5種類
(1.9ha) 米（57a）
露地

その他

タケノコ

（30a）

取組の特徴を教えてください
◆ 農作物を軽トラに乗せて市内の個々の家に売り回る「振り売り」という伝統的な販売を行っ
ています。
京都市民は旬のものを食べることを大切にしているため、春：たけのこ→エンドウ、夏：ト
マトを中心とした夏野菜→ブドウ、秋冬：葉物を中心とした秋冬野菜、と旬の農産物を週２
日、計200名ぐらいのお宅に販売しています。事前に注文を受けた場合は米の販売も行ってい
ます。
◆ ブドウは、振り売りのほかに、作業所を期間限定の直売所にして、直接販売も行っています。
◆ 振り売りと直売の売上は、全体の約７割を占めています。
◆ また仲間の農業者７人とチームを結成し、地元スーパー２
軒に農産物を年間を通じて出荷しています。
◆ 新たな取組として、保育園の保護者の方に都市農業の応援
団になってもらうため、園児の迎えの時間に合わせて、保
育園で野菜の販売会を行っています。
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取組のきっかけを教えてください
◆ 就農した当時は、市場出荷も行っていましたが、一人一人の顧客と直接コミュニケーショ
ンを図りながら、旬の美味しい農産物を届けることができる振り売りに魅力を感じ、１５年
前に振り売り専門に切り替えました。
◆ 振り売り専門となった当時は、一から顧客を開拓し、紹介をいただきながら顧客の拡大を
図ってきました。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 振り売りは、いかに顧客との信頼関係を築くことが
できるかが大切です。
このため、積極的にコミュニケーションを図ること
を心がけています。時には野菜に関する話題で盛り上
がり、野菜の美味しい食べ方などの情報を紹介いただ
き、次の売り先での話題の提供に一役買っています。
このように振り売りを通じて、それぞれの売り先で
話題が広がり、地域のコミュニティの活性化に繋がっ
ています。
◆ 振り売りは、顔が見える究極の販売方法です。野菜を生産した農業者の人となりを顧客
が直接見て感じることができるため、農業者を信用してファンになっていただいていると
思っています。この信頼関係から、新たな顧客の紹介につながっています。
◆ 地元スーパーへの出荷は、仲間の農業者７名でグループを結成し、農産物が途切れない
よう互いに情報交換しながら補い合い、年間を通して安定的に出荷しています。
◆ 保育園での販売会は、実質的な決定権は保護者会にあるため、保育園だけではなく、保
護者会とも関係が構築できるように取り組んでいます。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 顧客からの要望を受けて新たな野菜を生産しましたが、想定していたより売れないことも
あり、他の顧客にもニーズがあるのか見極めることも重要です。
◆ 直接販売では、常に商品が途切れないように収穫時期をずらして栽培していますが、天候
次第で一斉に収穫時期を迎えてしまうことがあり、ロスになることもあります。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 地域には独自の歴史や風土があるため、その地盤を一から変えるのではなく、特色を活
かす形で新しい取組を行うことが大切です。

◆ 人と人とのつながりを作ることが大事です。顧客との関係でも、行政、JAとの関係でも
同様です。これらのコミュニティが活性化することで、取組が広がり、自ずと所得にもつ
ながっていくのではないかと考えています。
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花工場大阪

金田

大阪府 大阪市

博充 氏

☐野菜（☐果菜、☐葉菜、☐根菜）、□果樹、☑花卉

花で彩りあるまちづくりを目指して
☐少量多品目、□伝統野菜、☑直売、□加工、□農業体験・市民農園、□農福
金田氏の農地は、私鉄駅から約300ｍのところにあり、周辺は区役所や図書館などの公共
施設や住宅、アパート等が密集している地域である。

経営面積
経営する農地面積 ： ６２a
うち市街化区域内
(生産緑地

： １８a
： １８a）

従業員数
家

族：

２人

非正規雇用：

３人（パート雇用）

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培別内訳
露地 葉ボタン、ノースポール 施設 パンジー、ビオラ
その他
（46a）シクラメンほか約40種類
（16a）米（10a）

取組の特徴を教えてください
◆ 花壇やプランター等に植える苗花を生産し、年間で約38万鉢を出荷しています。
パンジーやビオラなどを中心に、花、葉の色彩や形状も、定番のものから珍しいもの、最
新のものまで、年間約40種類もの苗花を生産していることが特徴の一つです。
◆ 現在は、約６割が市場出荷で、他は造園関係の業者やJAの直売所などに出荷しています。
以前は、市場出荷が９割を占めていましたが、徐々に契約栽
培の割合を増やしており、契約栽培による販路の拡大を図って
います。
◆ 毎年６月頃に地元の職場を学ぶ授業の一環として、地元中学
校の生徒を職業体験として受け入れています。
◆ 花に触れることによって、心が落ち着いたり、安らぐ効果が
あると言われており、園芸セラピーとして、介護施設の利用者
向けに花の寄せ植えができるキットの普及を進めています。
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取組のきっかけを教えてください
◆ 軟弱野菜を代々生産していましたが、父の代に大阪市鶴見緑地で国際花と緑の博覧会が開
催される際に、市から花の生産の要請を受けたことが苗花を始めたきっかけです。
◆ 以前は造園関係業者向けに多量少品種の生産をしていましたが、大型施設の花壇等の需要
が減ってきたため、品種を増やしています。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ クオリティが高い苗花を生産するために、土には強いこだわりがあります。品種毎に土
の構成比や肥料の配合量の研究を重ね、最適の配合の苗土を提供するよう努めています。
消費者からは、根張りがよく花が長い間咲き続けてくれると好評をいただいています。
◆ 消費者は、圧倒的に女性が多いため、生産する花の品種
や生産量の割合は、パートの意見を取り入れるようにし
ています。自分がきれいだと思った花でも、女性目線で
は異なる場合もあり、また、その逆もあり、女性の意見
は経営上重要な役割を持っています。
出荷するトレーの苗の配置（配色）も購買意欲の向上に
欠かせないため、パートによる配置はとても重要であり、
新しい品種を取り入れるときも貴重な意見をいただいて
います。
◆ 苗花の栽培には、可動式のベンチを採用しており、体
への負担も軽減され、効率的に作業ができ、浸水被害も
避けることができます。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ こだわりの土づくりですが、最適な配分を調整するまでが大変です。今でも、試行錯誤を
繰り返しています。
◆ プラグ苗からポットに植え替えるときに菌が入ると、その後の成長に大きく影響を及ぼす
ため、慎重に管理しています。また、苗花は生き物のため、ニーズの高い時期に出荷できな
いことがありますが、常に最適な時期に出荷できるようタイミングを調整しています。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 苗花生産は、公園などの空間に彩りある環境をつくることができる、やりがいのある仕
事です。
◆ 苗花の生産者は減少しています。都市に生産現場があるというメリットを活かし、花の
摘取り園など新しい取組も考えていますので、ぜひ一緒に盛り上げていきましょう。
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西野農園

西野

大阪府 大阪市

孝仁 氏

☑野菜（☑果菜、☑葉菜、☑根菜）、□果樹、□花卉

なにわの伝統野菜を守り、地域の食文化を未来へ
☑少量多品目、☑伝統野菜、☑直売、□加工、☑農業体験・市民農園、□農福
西野氏の農地は、大阪市東住吉区の長居公園付近に位置し、周囲はマンションやアパート、
病院、小中学校など都市化が進んだ地域にある。

経営面積
経営する農地面積 ： ６０a
うち市街化区域内 ： ６０a
（生産緑地 ： ６０a）

従業員数
家

族： ３人

非正規雇用：

３人（パート雇用）

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培別内訳
露地 伝統野菜（しろな等４種類） 施設 きくな、トマト
（35a）
（25a） 他約40種類

その他

取組の特徴を教えてください
◆ 夏場はトマトを中心とした夏野菜を、冬場はきくなを中心に、なにわの伝統野菜である大阪
しろなや田辺大根、天王寺かぶら等を栽培しています。
なにわの伝統野菜は、生産が難しく、天王寺かぶらは、本体の９割近くが地上に露出するた
め、強風の影響を受け倒れやすく、病気にも強くないため、品質を維持することが難しいです
が、甘くて食感も良い美味しいかぶらです。
◆ 冬場はきくなを中心に８割は市場へ出荷し、他は八百屋を通じた料亭等への出荷や、スー
パーや生協への直接出荷、農園前での直接販売をしています。
八百屋は、注文があった量を収穫して、集荷場に準備しておけば、
直接引き取りに来てもらう仕組みにしています。
また、農園前での直売は、農作業の時間に近隣の住民に声をかけ
ていただく仕組みですが、対面販売に抵抗がある住民の方のために
自動販売機も設置しています。
◆ 収穫体験も受け入れ、近隣の保育園の大根抜き体験では、ずんぐ
りむっくりした地元の田辺大根を抜いてもらっています。園児でも
折らずに抜くことができ、地元野菜への愛着を高めることにもつな
がっています。
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取組のきっかけを教えてください
◆ 先祖代々、この地で農業を営んでおり、確認できるだけでも自分で６代目になります。
「地域の食文化を守るため、なにわの伝統野菜を途絶えさせてはいけない」という強い思い
で生産しています。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 消費者のニーズに応えた品質の良い野菜を生産することにこだ
わっています。
きくなは、他のきくなに比べ、傷みにくく棚持ちが良いとの
評価をいただいています。見た目にも優れ、収穫の作業性が高
い品種を自家採種により選抜してきました。
キャベツも、現在主流の品種ではなく、寒さから葉がポリ
フェノールにより赤くなり、見た目で市場価値は低くなります
が、甘く、お好み焼きの食材としてニーズの高い品種を栽培し
ています。
伝統野菜も、自家採種を行っています。他の品種の花粉を受
粉することにより、異なる形質が出やすい野菜もあるため、採
種には気を遣っています。
◆ 自動販売機で販売する際には、葉物野菜など、見た目で違い
が分かりにくい品種もあるため、野菜を入れるスペース毎に野
菜の名称を記載しています。
サツマイモも具体的な品種名を記載して、調理の参考にして
いただくよう配慮しています。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 近隣が住宅に囲まれているという立地上、騒音や土埃などに対する近隣住民への対応が必
要となります。このため、近隣の住民の方とよくコミュニケーションを図り、更に知り合っ
た住民の方を通じて、他の住民の方へも理解が深まるよう取り組んでいます。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 伝統野菜などの在来種は、病気に強いなど栽培しやすい品種に置き換わり、姿を消しつ

つありました。近年、食に対する意識の変化などから脚光を浴びつつありますが、まだま
だ生産量は少ないのが現実です。
在来種を守ることは、地域に代々伝わってきた食文化を守ることにつながります。地域
の食文化を未来に残していくことは、農家にしかできないやりがいがあることであり、ぜ
ひ一緒にチャレンジしませんか。

43

三浦農園

三浦

大阪府 泉佐野市

淳 氏

☑野菜（☑果菜、☑葉菜、☑根菜）、□果樹、□花卉

伝統を守りつつ、新技術を取り入れた「かっこいい」農業
☐少量多品目、☑伝統野菜、☑直売、☑加工、□農業体験・市民農園、□農福

□少量多品目、☑伝統野菜、☑直売、☑加工、□農業体験・市民農園、□農福、 □その他（

）

三浦氏の農園は、私鉄駅から約600ｍに位置し、周辺は住宅や工場、飲食店等が混在する
中に、農地が点在する地域にある。

経営面積
経営する農地面積 ： ２ｈa
うち市街化区域内 ： ９０a
（生産緑地 : ６０a）

従業員数
家
族： ５人
正 規 雇 用 ： １人
非正規雇用：３人（パート）

売上高
～1000万円

1000万円～
3000万円

3000万円～

栽培別内訳
露地

伝統野菜（泉州黄玉葱、松波
キャベツ）他7種類
米（50a）

（1.5ha）

施設

伝統野菜（水ナス）

その他

漬物（水ナス漬け）

（50a）春菊、水菜、みぶ菜

取組の特徴を教えてください
◆ 最先端の技術を取り入れつつ、地域ブランドの水なすを主体に、伝統野菜を家族全員で
生産しています。水なすは市場の評価も高く、安定した価格で販売しています。
直売は手間がかかり、大きなロットの販売は困難であるため、市場出荷が９割を占め、
主に水ナス漬けの材料として漬物屋に引き取られています。
１割は、ミシュランの星獲得レストランや料亭、ホテル等で利用されているほか、当農園
で「水なすぬか漬け」に加工し、主に百貨店や雑貨店の食品コーナーで販売しています。
◆ 米は食用以外に、ぬか漬けのための「ぬか」や堆肥への
活用も兼ねて栽培しています。
◆ 伝統野菜の泉州黄玉葱や松波キャベツ、ケールなどの珍し
い野菜も、農薬や化学肥料を最小限に抑え栽培しています。
◆ 市場や直売所以外の出荷では、スーパーとの直接契約があ
り、週２回集荷にきていただいています。この際、取引先
の目に留まるよう道路沿いに珍しい野菜を栽培し、新たな
取引の拡大につなげています。
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取組のきっかけを教えてください
◆ 水なすは、３代前から生産を始め、自分が責任をもって栽培するようになってからは、商
品の付加価値を高めるため、最先端の技術の導入など様々な栽培方法を取り入れています。

取組の成功の秘訣を教えてください
◆ 取り入れた以下の新しい技術により、労力を抑えつつ、農薬の使用量も軽減しながら、
品質の高い野菜を栽培することができるようになっています。
・ 天敵昆虫のスワルスキーカブリダニなどを利用した生物防除
・ 赤色LEDによる害虫の防除

・ 漢方や微生物などの自然由来の素材を活用した減農薬
・ スマートフォンを活用した気温、湿度、CO2濃度、土壌水分量
等の情報管理
◆ 水なすは、代々自家採種して受け継いだ種で栽培しており、皮が
薄く柔らかく、みずみずしいのが特徴です。
その特徴を味わっていただくため、余計な食品添加物を使わない
「無添加の米ぬか床」に漬け込んだ水なすぬか漬けは、人気も高く
ふるさと納税の返礼品では好評でした。
◆ なにわの伝統野菜「泉州黄玉葱」の一つ、「今井早生」も自家
採種した種で栽培しており、府内で栽培している数少ない農園の
一つです。超極早生品種の玉ねぎは甘みがとてもあり、生で食べ
ることもでき、葉も合わせてすき焼きなどで食べていただきたい
です。松波キャベツもとても甘く、お好み焼きの材料として最適
です。直売所には大阪市から買いに来ていただいているようです。
◆ このように、人・作物・環境にやさしい農業を実践し、子供が安心して食べられるような
野菜づくりの取組により、大阪府の「エコ農産物」の認証を取得しました。

ご苦労されたことがあれば教えてください
◆ 昨年、ふるさと納税の返礼品として、大量に水なす漬けの注文を受け、作業が深夜に及ぶ
など精神的、体力的に厳しい事態になったため、注文を受ける際には、無理のない許容でき
る範囲で受けることとしています。
◆ これまで住んでいる住民の方から苦情はないのですが、周辺が新たに宅地化されると、新
たに入居された方から騒音などの苦情等があるため、農作業には配慮しています。

取組をしたいと考えている方に一言お願いします
◆ 若い方に面白い、かっこいいと思ってもらえる農業のスタイルを意識して、様々な技術を
積極的に取り入れています。
◆ 自動潅水は、労力の削減や品質の向上に大きく繋がるため、取り入れるべき技術だと思い
ます。
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第２章

都市農地貸借法の活用事例集
○ 平成30年９月に都市農地（生産緑地）を借りやすくするための措置を
講じた「都市農地の貸借の円滑化に関する法律（都市農地貸借法）」が
施行されました。
○ 本章では、都市農地貸借法の活用方法と、実際に活用いただいた事例
の紹介をします。
都市農地貸借法の活用方法
新規就農

農業経営の規模拡大

借入農地

借入農地
農地を借りて新規就農

隣接する農地を借り、経営を効率化

事業承継

法人化
法人化

株式会社○○

承継

借入農地

借入農地
立ち上げた法人に賃借権を設定し、法人化

後継者に賃借権を設定し、事業承継

グループで取組

学童農園の開設

借入農地

借入農地

代表者が農地を借り、グループで野菜を生
産し、直売（農業経営は代表者が主宰）

幼稚園が農地を借り、園児が農作業を体験
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東京都
（世田谷区、目黒区）

ＪＡ世田谷目黒

ＪＡが貸借への不安を解消し、都市農地を保全
都市農地貸借法を活用した取組を教えてください
◆ ＪＡ世田谷目黒では、組合員が急遽入院してしまった場合に、営農支援事業として、農協
が除草や耕起などの簡易な農作業を行い、農地の保全管理を行ってきました。しかし、長期
の入院が必要になった場合や退院後の体調回復が長引いた場合など、年単位での管理が必要
となった場合には、営農支援事業では十分な対応ができず、課題となっていました。
◆ 都市農地貸借法を契機に、この課題を解決する２つの取組を実施しています。
◆ 一つ目は、農協自らが組合員の農地を借り入れ、企
業の従業員やその家族などがレクリエーションを目
的に農作業を体験する体験農園を開設しています。
組合員である農地所有者からは、農地を貸す相手が
農協であれば、安心して貸し出すことができるとい
う声を頂いています。

◆ 二つ目の取組は、農地所有者の代理として農協が企
業と貸借の交渉を行う代行事業を実施しています。
都市農地貸借法の施行により、企業による市民農
園の開設が行いやすくなり、高齢化等を理由に企業
への農地の貸付けの意向を示す農地所有者がいる一
方で、企業に農地を貸すことに不安感を持つ農地所
有者もいました。
このため、農協が間に入ることにより、所有者が
安心して農地を貸せるように取り組んでいます。

取組の成果を教えてください
◆ 農協では既に２件の農地を借りており、令和元年度中にもう１件借りる予定です。
これにより、令和元年12月に企業の従業員向けの体験農園を１件開設し、令和２年４月
にも２件開設予定です。開設予定の２農園のうち１農園は企業の従業員向けですが、もう１
農園は近隣の都市住民を対象にしたものとなっています。
◆ また、代行事業として、１件の貸借の交渉の代理を行い、市民農園が１件開設されてい
ます。
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イガさんの畑

五十嵐 透 氏

東京都 練馬区

（全国初の都市農地貸借法の事業計画の認定）

近隣の農地を借りて農業体験農園を拡大
栽培別内訳
露地

（7a）

野菜（約20種類）

その他
（41a）

施設

農業体験農園

都市農地貸借法を活用した取組を教えてください
◆ 平成11年に農業体験農園「イガさんの畑」を開園しま
した。
◆ 農業体験農園では、利用者が30m2の区画を利用して、
年間20種類ほどの野菜を栽培し、播種・苗植えから収
穫までの一連の農作業を体験しています。
◆ 農園は、数年前に行われた土地区画整理事業により、
農地の一部が失われ、区画数も減少することとなりまし
た。
◆ このような中、農園に隣接した農地６aを借りること
ができ、農園の区画を13区画増設することができまし
た。その後、さらに農地を13a借り、農園の区画を12
区画増設しました。

農地はどのように見つけましたか
◆ 農園に隣接する農地の所有者は、高齢により農地の維持に苦慮していました。
◆ 練馬区農業委員会の職員からその所有者に対して、
都市農地貸借法の仕組みを丁寧に説明していただきま
した。平成30年12月に区より事業計画の認定を受け、
翌年２月に農地を借り受けることができました。

今後の展望を教えてください
◆ 農業体験農園の魅力は、消費者である利用者と農家との距離が近く、獲れた野菜がおい
しかったといった利用者の声を直接聞けることにあります。
借りた農地を最大限活用し、農園の区画をさらに増設する予定です。より多くの人に農
業に親しんでほしいと考えています。
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Neighbor's

Farm

川名

桂

氏

東京都 日野市

（都市農地貸借法を活用した全国初の新規就農）

都市農地を借りて農業への思いを実現
栽培別内訳
露地
（21a）

野菜（約25種類）

その他

施設

都市農地貸借法を活用した取組を教えてください
◆ 東京大学在学中に、海外の発展途上国の農村地帯を回るうちに、「人間の本質である農
業」に魅力を感じるようになり、一生の仕事にしようと決心しました。
◆ 大学3年からはさまざまな農家を回り、卒業後農業法人に就職
しました。法人では、トマト部門の立ち上げメンバーとなり、
トマトの生産に携わっていましたが、やはり自分の農業をやり
たいと、独立を決意しました。
◆ 現在は、少量多品目の野菜を露地で栽培し、畑に設けた直売ス
ペ－スで近隣住民に販売するほか、JA等の直売所やほ場に集荷に
来る業者を通じてスーパーの直売コーナーや飲食店などに出荷し
ています。
◆ 今後は、環境制御型の施設（ハウス）を建て、トマトの養液栽
培に取り組み、畑の直売スペースやJAの直売所等で販売する予定
です。

農地はどのように見つけましたか
◆ 父の故郷である日野市周辺での就農を目指しましたが、トマト栽培に必要なハウスの設置
が可能な農地の確保に苦慮しました。
◆ このような中、私が所属する「東京NEO-FARMERS!」※
の事務局である東京都農業会議と日野市が連携し、市内の農
地所有者に意向を確認していただき、希望に沿う農地を借り
ることができました。
※ 都内で新規就農を目指す非農家出身者等の集まり

今後の展望を教えてください
◆ まずは、施設を建てて、本当に美味しいトマトづくりをすることが目標です。
◆ その上で、将来的には、トマトの生産を志す若い新規就農者の人材育成も行いたいです。
◆ また、子供達が農作業に触れることができる場の提供など、住宅地の近くに農地があること
を活かした、まちづくりにも関わっていきたいです。
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ぽかぽか自然農園

工藤

勉

氏

愛知県 名古屋市

都市農地を借りて農福連携の市民農園を開設
市民農園の概要
850㎡ 40区画
区画 １区画12㎡
利用料3,500円／月

設備 農機具、水洗い場、
駐車場（２台分）

その他 アドバイザーあり
農家からの講座あり

都市農地貸借法を活用した取組を教えてください
◆ 社会福祉施設（就労継続支援事業所（B型））として、市民農園を開設し、障害者の社会
参画の場づくりに取り組んでいます。
◆ 障害者の方々には、主に市民農園の維持管理を担当していた
だいています。具体的な作業としては、貸出前の全区画の耕
起作業や、未利用区画・通路の維持管理を行っています。
◆ 区画の利用に当たっては、無農薬・無肥料を条件にしており、
こうした農園の趣旨に賛同する方を募集しています。
◆ 手軽に農園を利用していただくため、農作業に必要な農機具はすべて用意しています。
また、農作業に必要な助言を受けられるよう、アドバイザーを配置したり、定期的な講
習会を開催したりすることで、初心者でも安心して利用できるようにしています。

農地はどのように見つけましたか
◆ 名古屋市内において、市民農園の開設を目指し市の農地
バンク制度に登録しました。農地バンクでは、農地の所有
者からも貸付希望農地の登録を行っており、マッチングし
ていただいた結果、借り受けることができました。

今後の展望を教えてください
◆ 利用者や区画を管理する障害者の夏の安全対策として、日差しを遮る施設を検討していま
す。
◆ 障害者の働く場を拡大したいため、他の農地でも市民農園を開設していきたいと考えてい
ます。
◆ また、維持管理が難しくなった農業者の農地を安心して貸していただけるよう、地域との
コミュニケーションを図りつつ、適正な管理・運営に努めていきます。
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ＪＡ大阪中河内

大阪府
（八尾市・柏原市・松原市・東大阪市）

都市農地の保全に向けた農協による農地のマッチング
都市農地貸借法を活用した取組を教えてください
◆ ＪＡ大阪中河内では、農地の所有者の高齢化が進む中、「農地の貸借なしで農地を守るこ
とはできない」との理由から、平成29年度に「農地保全チーム」をつくり、農地の貸借の
マッチングを行っています。
◆ 当初、同チームでは、市街化調整区域内の農地の利用権設
定によるマッチングを行っていましたが、都市農地貸借法の
施行を受け、生産緑地も支援の対象に拡大しました。
農地保全チーム
◆ マッチングは、農地を貸したい、又は借りたいと相談を受
けた際に、具体的な内容を申込書に書いてもらい、この内容を基に行います。

例えば、農地を借りたい、という方は、どのような農地を希望するかだけではなく、現
在作付けしている農作物や、農業用機械の所有状況も記載してもらいます。
◆ 成功の秘訣は、まずは取組を
知ってもらうことです。全組合員
にチラシを配布するところから始
めました。
また、府や市と取組の内容につ
いて情報共有し、連携しながら進
めています。
◆ さらに、農地を借りたい方が少
ないという実態を受け、農地の借
り手となる準農業者を育てるため、
農薬や機械の使い方を教える農業
塾も実施しています。

都市農地保全チーム
貸出
申出書

借受
申出書

農業塾
農地の借り手
の育成

マッチング
技術指導

農地を
貸したい方

農地を
借りたい方

定年を
迎えた方など

取組の成果を教えてください
◆ 令和元年度は既に４件、43aの生産緑地の貸借のマッチング
を行っています。年度末までにあと６件のマッチングが実現
する見込みです。

◆ 農地の貸し手からは、「JAが間に入ることで、トラブルな
く安心して農地を借りることができる」という声をお聞きし
ています。
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借りた農地で地域特産物「若ごぼう」
を生産する松岡孝明氏

参考１

都市農業に関する税制措置について
○ 農地に関する税制は、高額な税負担により農業経営の維持が困難となる
可能性があることに配慮した制度となっており、市街化区域内農地に係る
相続税、固定資産税は、生産緑地とそれ以外の農地の区分などに応じ、課
税条件や評価が異なる仕組みとなっています。
○ 平成30年度税制改正において、都市農地貸借法に基づき、生産緑地を貸
借した場合には、相続税の納税猶予措置が継続されることとなりました。
相続税の納税猶予について
相続税納税猶予制度の適用条件
三大都市圏の
特定市以外の
市町村

三大都市圏の
特定市
市街化区域内
の農地
生産緑地
地区

適用

適用なし

(20年継続免除)

適用

適用
(終身営農が必要)

農振農用地等

(終身営農が必要)
(※3)

納税猶予期間の終了事由
とならない貸付け
営農困難時の貸付け(※1)
営農困難時の貸付け(※1)
都市農地貸借法等による政策的貸付け
営農困難時の貸付け(※1)
基盤法等による政策的貸付け(※2)

適用
(終身営農が必要)

(※1)営農困難時の貸付けとは、猶予期間中に身体障害等により営農継続が困難となった場合の農地貸付け。
(※2)基盤法等による政策的貸付けに係る特例は、市街化区域を除いて認められている。
(※3)既適用者に対する経過措置として、①既存の納税猶予を引き続きすべて自作する場合は、20年継続免
除、②適用農地を貸し付けることも可能（この場合、適用農地はすべて終身利用することが必要）。

固定資産税について

市街化区域内の農地
生産緑地地区
農振農用地等

三大都市圏の特定市

三大都市圏の特定市以外の市町村

宅地並評価・宅地並課税

宅地並評価・農地に準じた課税

農地評価・農地課税

農地評価・農地課税

農地評価・農地課税

農地評価・農地課税
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参考２

個人版事業承継税制について
○ 令和元年度税制改正において、個人事業者向けに、後継者が事業用資産
を先代から承継した際に課される贈与税・相続税の負担が大きく軽減され
ることとなりました。
○ この制度は個人事業者の農林水産事業者もご活用いただけます。

１ 多様な事業用資産が対象です
事業を行うために必要な、多様な事業用資産が対象です。
○農地等以外の土地・建物［畜舎、ライスセンター等］(土地は400㎡、建物は800㎡まで。)
※農地等の贈与・相続については、別途、納税猶予制度が措置されており、これを活用できます。

○機械・器具備品［トラクター、コンバイン、自動計量器等］

【漁船】

【農業用施設】

○車両・運搬具・船舶［トラック、漁船等］
○生物［乳牛、樹体等の償却資産］

【乳牛(育成、肥育を除く)】

○無形償却資産［漁業権、育成者権等］

【農機具】

等

２ 相続税だけでなく、贈与税も対象です
生前贈与による、早め早めの事業承継の準備を応援します。

３ 対象資産の納税額の全額(100%)が納税猶予されます
後継者の承継時の現金負担が軽減されます。

４ １０年間の時限措置です
平成31年1月1日～令和10年12月31日の間に行われる相続・贈与が対象
です。待ったなしの課題である事業承継を、集中的に支援します。
(注1)制度を活用するためには、
①経営承継円滑化法に基づく認定が必要です。
②令和元年度から５年以内に、予め承継計画を提出する必要があります。
※青色申告者が対象となります。

(注2)既存の事業用小規模宅地特例との選択制です。
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問い合わせ先

農林水産省農村振興局都市農村交流課
都市農業室
〒１００－８９５０
東京都千代田区霞が関１－２－１
ＴＥＬ ０３－３５０２－８１１１（代表）
０３－３５０２－５９４８（直通）
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_no
ugyo/t_gaiyo.html

