作る人と食べる人が支えあって皆んなで地域の農を守るCSAの取組
宮城県大崎市

ＮＰО法人鳴子の米プロジェクト

【取組のポイント】
①

作り手（農家）と消費者等（支え手）によるCSAの取組
鬼首地区と中山平地区の約30軒のゆきむすび生産者が「作り手部会」
を結成。生産された米を事務局が預かり、農家が安心して米づくりを続
けられる値段に事務局の運営費を乗せし「支え手」に販売。
平成24(2012)年までは、全て「くい掛け天日干し」（自然乾燥）で
生産していたが、高齢化の進展もあり、平成25(2013)年産米からはコン
バイン生産との2本立てで生産。 「くい掛け天日干し」は根強い人気が
あり、地元の温泉旅館や首都圏のおにぎり屋とも取引を行っている。

②

農業体験、講演会等による交流
作り手（生産者）と支え手（消費者）が農業体験（田植え、稲刈り
体験等）を通して、信頼関係を築くとともに、食・農・の大切さに
ついて再認識してもらう機会を提供。消費者・高校生・大学生との
交流を毎年継続している。さらに「鳴子の米プロジェクト」の総合
プロデューサー結城登美雄氏（民俗研究家）を講師に、地域農業の
持続性等を考えていく講演会を、東京と鳴子で開催している。

③

新たに「野菜版CSA」の取組を試行
（公財）トヨタ財団の実証実験事業を活用し、「野菜版ＣＳＡ」の
取組を平成31年(2019)年に期間限定で実施。事前に会員を募り毎月
１回地元で採れる新鮮な野菜等の販売を大崎市鳴子温泉及び仙台市の
２ケ所で開催。仙台市では一般消費者に対する販売も実施。作付計画
等のノウハウを蓄積したことで、今後自立的な取引を試行中。

＜取組主体の概要＞
・所在地
：宮城県大崎市鳴子温泉字星沼７７－８４
・取組主体 ：ＮＰＯ法人鳴子の米プロジェクト（理事長 上野 健夫）
・取扱高
：令和元(2019)年：１,７２５万円（米穀のみ）
・出荷者数 ：令和２(2020)年 １５名（米）７名（野菜）
・プロジェクト参加者数：令和２(2020)年 37人（法人6団体 個人31人）
・ＵＲＬ
：http:/www.Komepro.org
【取組概要】
○

宮城県大崎市鳴子温泉地域の山間にある鬼首(おにこうべ)地区の農業は、農業者の減少・高齢化に
伴い遊休地・耕作放棄地も増え、鳴子温泉の景観も荒廃の危機にあった中、平成18(2006)年、鳴子
の農業、米づくりを守るために、農家、観光関係者、加工・直売所グループ、ものづくり工人の30名
が立ち上がり、農と食を地域のみんなで支えていく「鳴子の米プロジェクト」をスタートした。

○

○

この年、鳴子の米プロジェクトのシンボルとして耐冷品種の「東北181号」（のちに「ゆきむす
び」として品種登録）を選び、鬼首地区の農家3軒30ａで試験栽培を開始。冷涼な気候に合った低
アミロースのこの品種は、栽培しやすく、またひときわおいしい米に育ち、農家の人に米づくりへ
の希望が生まれた。
平成20(2008)年に特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）を取得。農家の米づくりを支えるために、
予約購入する「支え手」を確保し、「作り手」（農家）が安心して米づくりに取り組める仕組み
（CSA)「鳴子の米販売ネットワーク事業」をはじめ、、地域資源を生かした食をつくる「鳴子の食
の開発・販売事業」、次代の農と食の担い手を育てる「農と食の人材育成・交流事業」を推進して
いる。

？」と言われ、前年の価格と同じ500/kgで買い取った。それを社長夫人が煮豆にして
（取組のスキーム図）
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社長が販売したらすぐに売り切れ、その時から「付加価値を高めて販売すれば相場に左右されること2②2もない」と考
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事務局は、農家が直接消費者へ農産物を販売することで中間経費が省け、生産者の収入が上がる
ことが理想と考えるが、農家は販売先の確保が難しいことからＣＳＡ（地域支援型農業）の取組
を立ち上げ、事務局が間に入って手数料を取って運営している。プロジェクト発足当初は、運営が
大変だったが、事務局の活動と努力により参加会員の増加が図られ、安定的な取引が形成された。

【今後の展望について】
○

ＣＳＡの取組は、作り手（生産者）と支え手（消費者）の信頼関係で成り立ち、両者の顔が見え
安全・安心感がお互いに充足する取組であり、他の地区とも連携して広めていきたい。

○

今後は、「野菜」でもCSAの取組を構築するため、生鮮だけではなく加工品（鬼首地区の伝統
野菜（「鬼首菜」を活用）の開発を野菜研究家を招いて行っている。

４－１

米を売らない米農家「自給家族」で農地と集落を守る
愛知県豊田市 （一社）押井営農組合
＜ＣＳＡプロジェクト＞
＜取組主体の概要＞
・所在地
：愛知県豊田市押井町寺ノ入４
・取組主体 ：（一社）押井営農組合（代表者：代表理事 鈴木辰吉）
・栽培契約料： 270万円（令和２(2020)年見込）
・契約者数 ： 50家族（令和２(2020)年）
・構成員
：役員７人、組合員27人、従業員7人
・URL
：https://oshii.net/
○ 当集落は、これまで農家が一丸となって農地と集落を守る取組を行ってきたが、高齢化や後継者
不足による離農が相次ぎ、農地の保全が困難な状況となっていた。
○ このため、平成31(2019)年に設立された（一社）押井営農組合の主導により、集落の全水田
（7.6ha）を各農家から愛知県農地中間管理機構に預けた上で、同組合がこれを借り受ける形とし、
個々の農家の状況に応じた管理を行う農地管理方式「地域まるっと中間管理方式」（取組のポイン
ト①参照）を採用し、水田の保全を行うこととした。

○

○

借り受けた水田のうち農家が管理を委託した水田（2.6ha）は、同組合が愛知県のブランド米
「ミネアサヒ」を作付けることで活用している。令和元年(2019)度から、取組に賛同いただける
消費者と長期栽培契約（３～10年）を結ぶことで、栽培経費及び販路の確保を行う「源流米ミネ
アサヒCSAプロジェクト」を開始した。
申込者（消費者）との間で、作付け前に①管理経費を負担すること、②供給数量は年間で120kg
（玄米）であること等の契約を結ぶほか、水田の除草や集落の行事等への参加を通じて地域との繋
がりを持ち、組合と消費者が一つの家族「自給家族」として集落に関わる、新しい契約形態を導入
した。
耕起、田植及び収穫等主な農作業は、この「自給家族」の理念に共感して当集落にＩターン又は
Ｕター ンした若者７人（オペレーター2人、従業員5人）が担っている。

（取組のスキーム図）
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（全ての水田7.6ha）
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①「地域まるっと中間管理方式」による農地の集積
借り受けた水田は組合が利用権を持つが、自ら管理を希望する農家は、
特定農作業受委託契約に基づき耕作を行い、管理できなくなった場合は、
同組合に返却してもらうことにより、荒廃を防ぐ仕組み。
全水田面積（7.6ha)の内訳（令和元(2019)年）
・組合管理分：2.6ha
・農家管理（特定農作業委託契約）分：５ha（15農家）

【取組概要】

○

【取組のポイント】

①

の借受

愛知県農地中間
管理機構
（農地バンク）

②米を売らない米農家「自給家族」のCSAプロジェクト
組合が管理している水田（2.6ha）のうち1.8 haを「源流米ミネアサ
ヒCSAプロジェクト」（米の売買ではなく自給仲間の一員となって農地
を守る）として実施。
契約者は、ほとんどこの地域でしか流通していない品種「ミネアサヒ」
の特別栽培米（農薬60%、化学肥料を50%削減して栽培）の長期栽培
契約（３~10年）を結び、年間60kg当たり３万円の栽培経費を負担し、
玄米を受け取る。
異常気象や災害等で契約した数量の納入が困難になった場合でも、返
金はなし。
収穫物は組合の保冷庫に保管し、原則各自が引取りに来ることで地域
との繋がりを持たせている。
この他、農繁期の除草作業や地区の行事への参加も要請する。
契約者は50家族で、愛知県が９割、県外（東京、大阪など）が１割。
③お寺片付け大作戦
「自給家族」と「地域住民」の交流拠点の場とするために、地域で維
持管理が困難となっていた廃寺（普賢院）を組合が借り受け、令和２年
に「地域住民」と「自給家族」の総勢70名で片付け作業を実施。

【課題と対処方法】
○今後10年間で集落の高齢化は更に進み、組合員27人のうち約半数で農地の管理ができなくなる
と見込まれることから、現契約者を基礎に、「自給家族」の仲間を増やす。
【今後の展望】
○「自給家族」方式を近隣の集落へ横展開する。
○ 本事業を、消滅の危機にある全国の山村集落に広げるため、「自給家族」商標登録を出願済。

４－２

生産者・消費者共に顔が見える安心とCSAの可能性
～互いに支えあう新しい農業のかたち～
兵庫県神戸市

【取組のポイント】
①

株式会社ナチュラリズム

＜取組主体の概要＞
・所在地
：兵庫県神戸市西区玉津町二ツ屋286－1
・取組主体
：株式会社ナチュラリズム 代表 大皿 一寿 氏
・会員数
: 35名(令和２年11月末現在)
・農家数
： 6名
・URL
: http://www.naturalismfarm.com/
【取組概要】
○

2010年、大皿氏は脱サラして就農したが自身が販路開拓に苦労した。神戸市が主催する地産地消イ
ベント「EAT LOCAL KOBE」でも中心メンバーとなった大皿さんはCSAという仕組に着目し、近郊農
業の神戸がCSAに適していると考え、神戸市西区において(株)ナチュラリズム 大皿氏を中心に有機
農家6名と一緒に”BIO CREATORS”を結成。消費者は会員として受け取る野菜の対価を事前に支払う
ことで、生産農家は販売先が確保できるうえ、農産物の生産に専念できることから収入の安定が図れ
るCSAの取組で“農の仕組み”を変えていく。

○

生産者は、消費者である会員に対し、有機農法による”安心”に加え、ピックアップステーション
（野菜を受け取れる場所）で直接農産物を受け渡す(野菜の内容は毎回おまかせ)ことで、互いに”顔
が見える安心感”も商品と共に提供する。

○

更に(株)ナチュラリズムで栽培された麦芽やホップを使って醸造した「１００％神戸産」のクラフ
トビールを市内のブルワリーとタッグを組み提供するなど、消費者との関係構築、企業との連携で
CSAの推進だけでなく農地でのツアーイベントや、飲食ビジネスなども取り込んだ６次産業化にチャ
レンジしている。
生産者
(有機農家)

（取組のスキーム図）

消費者
(会員)

① (2) (3)

代金先払い

①（１）

生産者
(有機農家)

BIO CREATORS

集 約

生産者
(有機農家)

②

新規就農者の支援
(株)ナチュラリズムの取組に賛同する新規就農者をサポート。
一定のレベルに達したら、「CSAセット」で一緒に販売を行う等
販路の確保を支援している。

③

企業との連携
(株)ナチュラリズムで栽培された麦芽やホップを使って醸造した
「１００％神戸産」のクラフトビールを市内のブルワリーとタッグを
組み提供している。

会員ごとにセットされた
野菜類。
ピックアップステーション
にて受け渡される。

会員あてに提供される野菜類。

【課題とその対処方法】
○

会員数を増やしていくための活動、会員ごとの農産物のピッキング作業、会員へのお知らせ、生産
者から持ち込まれた農産物の保管・品目管理及び経理事務を一元管理できるシステムづくりが課題。
生産者は農産物の生産に専念できるCSAのスキームづくりを更に構築していく。

○

生産者
(ナチュラリズム)

農産物の受取

ピックアップ
ステーション

生産者
(有機農家)

CSAの取組
(1) 消費者（会員）は、申し込みコース（10週10パックコース/20,000円
(税込)、隔週５パックコース/12,000円）で、事前に代金を納入。
(2) 消費者（会員）は、農産物をピックアップステーションに取りに行き、
「CSAセット」として受け渡される。この時、生産者が受け渡しを行う
ので互いの”顔が見える”関係が構築されている。
(3) 仮に、天候不良や有機農法の特性上、病害虫の影響よる被害を受け
減収になって欠品が出た場合においても、CSAの仕組みを消費者（会員）
が理解しており、苦情等問題は生じない。

生産者
(有機農家)

連 携

③
②
サポート

企
業

配布された野菜類が食べきれないとの声もあり、今後はシェアパックや少量パックの形態も組み入
れて会員のニーズに応えていく。

【今後の展望】

新規就農者
新規就農者

○ 先輩農家がサポートしCSAで経営を安定させ、就農しやすい環境づくり。農家自身が切磋琢磨しなが
ら小規模農家の成長できる環境づくり。
○ 多くの方にCSAを知っていただき、利用していただくために、この仕組みを広めたい。消費者が購入
の 際にCSAを選択、そしてもっと身近に感じていただけるように地域農業のサポーターを増やしCSA
がスタンダードになるよう、このスタイルを追求していく。

４－３

