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本事例集は、農業分野における環境負荷の
低減に係る取組を推進するため、令和４年２
月時点での、全国各地における持続性の高い
農業の取組事例を取りまとめたものです。
今後さらに、事例の追加や更新などに努め

てまいります。

【お問合せ先】
農林水産省農産局農産政策部農業環境対策課
直通電話：03-6744-2494
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番号 見出し（取組主体） 都道府県名 取組内容 作物分類 キーワード

1
赤クロ－バ－の同撒による

無農薬・有機栽培の実現（（株）神門）
北海道 有機農業 畑作

技術
販売開拓

2
オーガニックによる新しい地域循環型経済の創造

（アグリシステム株式会社）
北海道 有機農業 水田作

除草
加工品開発

3
中山間の休耕地を利活用した高付加価値生産の実現

（株式会社アグリーンハート）
青森県 有機農業 水田作

休耕地再生
加工品開発

4
合鴨農法と自家製堆肥による力強い有機米栽培の確立

（かやもり農産）
秋田県 有機農業 水田作 合鴨

5
販路確保に向けた多様な需要に応じた生産活動の展開

（JAみやぎ登米南方町水稲部会）
宮城県 有機農業・減減 水田作 販路開拓

6
首都圏の販路との結びつきを契機とした生産拡大の実現
（JA新みやぎ みどりのパルシステム米栽培研究会）

宮城県 有機農業・減減 水田作 販路開拓

7
米生産と和牛繁殖による循環型農業の取組

（有限会社山形川西産直センター）
山形県 有機農業・減減 水田作 連携

8
畑かん整備地域における有機露地野菜経営の実現

（（株）レインボーフューチャー）
茨城県 有機農業 野菜（露地） 畑地かん漑

9
農場で発生する有機物を活用した有機農業の実現

（舘野かえる農場）
栃木県 有機農業 水田作 抑草技術

10
田植え後一切除草しない有機稲作の実現

（関塚農場）
栃木県 有機農業 水田作 抑草技術

11
地域・消費者とともに歩む環境にやさしい農業の取組

（くらぶち草の会）
群馬県 有機農業 野菜

団地化
販路開拓

12
有機農業と地場産業の連携による地域循環の確立

（霜里農場）
埼玉県 有機農業 水田作 地産地消

13
農協の部会化による施設の有効活用と共同出荷の実現

（上里一元出荷協議会有機JAS部会）
埼玉県 有機農業 野菜（露地）

販路開拓
加工品開発

14
学校給食有機米100％使用による有機米産地化の実現

（環境保全型農業連絡部会）
千葉県 有機農業 水田作

学校給食
連携

15
多様な主体の連携による有機米学校給食の実現

（木更津市有機農業推進協議会）
千葉県 有機農業 水田作

連携
協働

学校給食

16
農事組合法人さんぶ野菜ネットワークによる環境創造型農業

への取組と持続可能な有機農業の実現
（農事組合法人さんぶ野菜ネットワーク）

千葉県 有機農業
野菜
畑作

連携
新規就農
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機密性○
情報

○○
限り

17
東京都利島村における「つばき油」の持続的な生産事例

（利島村椿油生産者部会）
東京都 有機農業 工芸作物

ブランド化
販路開拓

18
慣行栽培に劣らない生産性を実現、

有機農業のロールモデルに
（NO-RA ～農楽～）

神奈川県 有機農業 野菜（露地） 担い手育成

19
持続的な農業推進による地域農業の活性化

（有限会社ジョイファーム小田原）
神奈川県 有機農業・減減 果樹 技術

20
施設導入や品種選定などによる果樹の有機栽培の実現

（フルーツグロアー澤登）
山梨県 有機農業 果樹 施設導入

21
旬に限定した野菜の少量多品目栽培

（（農）八ヶ岳やさい倶楽部）
山梨県 有機農業 畑作

消費者交流
学校給食

22
環境保全型農業を推進し遊休農地を解消しよう

（松川町・松川農業委員会）
長野県 有機農業

水田作
畑作

学校給食
遊休農地

23
オーガニック野菜販売による、生産直売の実現

（株式会社しあわせ野菜畑）
静岡県 有機農業 野菜（露地）

販路開拓
ブランド化
経営計画

24
自然栽培による酒米栽培と酒造りの実践

（佐々木邦基氏）
新潟県 有機農業 水田作 酒造り

25
地域条件に合った栽培技術と効率的作業体系により有機農業

の大規模企業的経営を実現
（（有）小原営農センター）

富山県 有機農業 水田作 加工品開発

26
一集落一農場による有機の里の実現
（農事組合法人 ファーム広瀬）

福井県 有機農業 水田作 連携（加工）

27
近江茶有機栽培推進協議会による士山地域の有機栽培茶

作付推進
（（株）マルヨシ近江茶）

滋賀県 有機農業 茶 コンソーシアム

28
アイガモ農法による自社ブランドの強化

（有限会社フクハラファーム）
滋賀県 有機農業 水稲

アイガモ
ブランド化

29
人と機械の力を最大限生かす雑草対策による高収量の実現

（（有）クサツパイオニアファーム）
滋賀県 有機農業 水田作 抑草技術

30
日本緑茶発祥の地から世界へ
（株式会社 播磨園製茶）

京都府 有機農業 茶 輸出

31
コウノトリとの共生を誓った水稲栽培

―環境と経済の両立を目指した水稲栽培の実現―
（コウノトリ育むお米生産部会）

兵庫県 有機農業・減減 水田作
ブランド化

連携

32
平成から令和へ繋ぐおおや高原有機野菜部会30年のあゆみ

（JAたじまおおや高原野菜部会）
兵庫県 有機農業 野菜（施設）

土づくり
後継者育成
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33
完全分業化システムによる有機野菜の安定供給の実現

（有限会社 山口農園）
奈良県 有機農業 野菜（施設）

分業化
販路開拓

34
かつらぎ町有機栽培実践グループによる地域活性化の実現

（かつらぎ町有機栽培実践グループ）
和歌山県 有機農業 果樹 人材育成

35
農福連携による「南高」ブランド力の向上と輸出

（有限会社 紀州高田果園）
和歌山県 有機農業・減減 果樹

農福連携
輸出

36
有機農業による安定経営の実現

（おかやまオーガニック）
岡山県 有機農業

水田作
野菜

人材育成
販路開拓

37
よしむら農園による有機農業の取組

（よしむら農園）
香川県 有機農業 野菜

販路拡大
連携

38
地域資源を活用した安全・安心な茶産地づくり

（（有）脇製茶場）
愛媛県 有機農業 茶

技術
加工品開発

39
有機農業による地域貢献の実現

（香北有機農業研究会）
高知県 有機農業 野菜

技術
加工品開発

40
農業でしあわせに生きていく

（株式会社 鳥越ネットワーク）
福岡県 有機農業

水田作
野菜

加工品開発

41
早生栽培による環境保全の実現

（佐藤農場株式会社）
佐賀県 有機農業 果樹 加工品開発

42
付加価値販売による葉野菜ブランド確立の実現

（農業生産法人株式会社サガンベジ）
佐賀県 有機農業 野菜（施設）

販路開拓
ブランド化

43
農業者による有機・特栽農産物産直組織の実現

（農事組合法人ながさき南部生産組合）
長崎県 有機農業・減減

水田作
畑作

産直組織
販路開拓

44
有機栽培による環境保全型農業の実現
（株式会社アグリ･コーポレーション）

長崎県 有機農業 畑作（露地）
加工品開発

輸出

45
高品質な有機農産物生産と６次産業化による

大規模経営の実現
（有限会社肥後あゆみの会）

熊本県 有機農業 施設園芸
技術

加工品開発

46
耕作放棄地の再生、ＳＮＳでのＰＲ、有機の仲間づくりによる

ゼロからの有機農業経営の実現
（鳥越 靖基（YASKI FARM））

熊本県 有機農業 野菜（露地）
技術

情報発信

47
広域出荷体制の構築による安定出荷の実現

（ohana本舗）
大分県 有機農業 野菜（施設） 出荷体制

48
「有機の里づくり」推進による循環型社会の構築の実現

（臼杵市）
大分県 有機農業 農産物全般 産地づくり

49
ASIAGAP HIOKI茶部会による持続的な茶産地づくり

（ASIAGAP HIOKI茶部会）
鹿児島県 有機農業 茶

ASIAGAP
輸出




