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つくば飯野農園の紹介 

 平成24年茨城県つくば市にて夫婦で新規就農 

 夫婦二人のみの家族経営、雇用なし 

 

 約60aの畑で露地栽培 

 つくばエクスプレスつくば駅から約２kmの立地 

 住宅地・小学校に隣接する畑で都市型農業 

 

 農薬・化学肥料は不使用 

 少量多品目で固定種・在来種の有機野菜 

 年間を通して約100種類ほど栽培 

 

 育苗用ビニールハウス1棟 

 トラクター１台、管理機２台 

 ＣＳＡ、地元での直売、イベント出展の3本柱 

 常陽新聞 平成27年5月26日号 掲載 



～ＣＳＡ 基本の考え方①～ 
互いの顔が見える新しい産直 

消費者の顔が
見える農業 

生産者の顔が
見える買い物 CSA 消費者 農家 

CSA-Community Supported Agriculture- （地域支援型農業・地域協働型農業）とは、 
「人と人のつながりで、互いに支え合う（有機）農業」である。 
農家と地域の消費者会員が直接つながることで経済的にも精神的にも互いに支え合い、 
皆で地域の農業・食べもの・食文化・環境などを守りながら、小さな経済圏での循環型経済と 
まちづくりを目指す、新しい農業経営システム・概念であると言える。 
 

 

CSAは究極の地産地消である 



～ＣＳＡ 基本の考え方②～ 
CSA（地域支援型農業）と呼べる２つの条件 

アメリカでCSA普及活動家の エリザベス・ヘンダーソン さん 曰く 

 

①持続可能な（農場）経営を支える仕組みになっていること 
 

②新鮮で高品質の食べものを会員が直接生産者から手に入れられること。 



～ＣＳＡ 基本の考え方③～ 
CSAとは？簡単に 

 

生産者が流通業者や小売店などを通さ
ずに、農産物を地域の消費者に直接販
売をする手法のひとつ。 
 

基本的に会員制・代金前払いで、旬の
野菜セットを分配。豊作時はたくさん、不
作時は減ることもある。 
 

会員は決まった曜日に決まった場所に
農産物を受け取りに行くことで、配送や
過剰包装などの環境負荷も減らすこと
ができる。 
 

農作業を手伝ったり、差し入れなどで生
産者を支えることもできる。 

CSA 

農家の経
営を支え

る 

地産地消 

高品質の
農産物 

環境負荷
を減らす 

ともだち・
つながり・

仲間 

循環型の
まちづくり 

地域コミュ
ニティーの
創出・育成 

楽しい・お
もしろい・
幸せ 



～ＣＳＡ 基本の考え方④～ 
CSA導入の注意点 

①CSAは経営の基盤を作るために利用するのが賢明 

 新規就農者のスタートに 

 営農予算の確保 

 

②Community を深く考えすぎないで 

 コミュニティーは自然発生的にできるので、初めから無理に作らない方が良い。 

 

③CSA100％での経営はリスクが高い 

 ベーシックインカムの無い日本では、他の販路と組み合わせた農業経営がオススメ。 

 CSA100％だと、内輪乗りのコミュニティーになり、農産物の質が落ちる可能性がある。 

 CSA100％にするためには、自分のレベルを超えた大規模化をしないといけなくなる。 

  

CSAはあくまでひとつのツールであり、これを行うことが目標ではない。 
 



小さくても強い有機農業ビジネスモデルとして① 
～前払い制のメリット＝予算確保で計画営農～ 

＜農家側＞ 

 予算が確保できるので、安心して計画営農 

 作付け面積・量の計画を立てやすい 

 毎回・毎月の請求・集金の煩わしさから解放 

 

＜消費者側＞ 

 毎回・毎月の支払いの煩わしさから解放される 

 農家の経営を資金面・精神面で応援できる 

 野菜セット受取りの際に金銭のやり取りが無いので、農家と話ができて楽しい 

 

 



小さくても強い有機農業ビジネスモデルとして② 
～省力化と経費削減で所得アップ～ 

   

有機農業には多くの手間と時間がかかるが、ＣＳＡ農家は畑仕事に集中できる。 

農産物の規格を無くす 

個人別の包装・ 

仕分けをしない 
マイバッグ持参 

経費削減 

戸配しない 

（配達の人件費・ガソリン代の削減） 
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【導入準備①】CSA導入は意外と簡単！ 
～むずかしく考えないこと～ 

今の状況をもっとラクにするために・・・引き算の考え方（何をやめる？） 

① 一括・前払い・・・毎月払い・毎回払いを無くす 

 

② 農園・分配所で野菜セットを配る・・・戸別配達しない、無駄をなくす 

 

③ 不作時リスクの共有・・・たくさん取れたらたくさん、少ない時は少なくてもOK 

 

④ 大変なときは助けてもらう・・・農業ボランティアを募集 （会員は義務ではなく自由意思での参加） 

 

農園・会員・地域・環境に合ったCSAの組み立てを！ 

最初の会員は5人でも良い！ とにかく無理をしないこと。 

 



【導入準備②】自分に合ったＣＳＡのかたち作り 
～ＣＳＡのイメージ作りが一番重要～ 

 
つくば飯野農園の場合 

1. 会員数・・・50件くらい？ 

2. 対象・・・30～50代の子育て世代がメイン 

3. 年会費・・・中間所得層がターゲット、年間3万円が限界 

4. 営農形態・・・ＣＳＡ、直売所、イベントの３本柱 

5. 分配日・・・毎週金曜日（毎週か隔週選べる） 

6. 分配時期・・・5～1月まで、端境期は翌シーズンの準備 

7. 品揃え・・・基本野菜＋得意野菜、会員に食べたい野菜を聞く 

8. 配達・・・個配はムリ、大変だもの、農園に取りに来て 

9. 分配所・・・市内2～3か所くらい欲しいな 

10. 協力者・・・まずは今の顧客を頼ろう！ 

11. 告知・宣伝・・・お金が無いから口コミで紹介してもらおう！ 



【導入準備③】シーズン設定 
分配期間をどうするか？端境期はどうするか？ 

 
つくば飯野農園の場合 
【春夏の部】 Summer Share 

5月ＧＷ明け～8月お盆前まで（3ヵ月間）  
令和元年度 毎週コース13回、隔週コース8回を予定 

 
【秋冬の部】  Winter Share 

10月中旬～1月上旬（3ヵ月間） 

 
つくば飯野農園は、春先（2～4月）と秋口（盆明け～9月）の端境期は分配を休み、 

種まきや植え付けなどに集中するようにしている。 

 

通年で分配をすると、精神的にも肉体的にも疲れてしまう。 

 

長く続けていくためには、通年で分配しなくても良いと考える。 
（アメリカでは真冬は雪に閉ざされる地域は、シーズンオフとする農場が多い） 



日曜日 
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２～３月 

会員募集 

会費集め 

５～８月 

春夏の部 

野菜シェア 

９月 

会員募集 

会費集め 

１０～１月 

秋冬の部 

野菜シェア 

１月 

意見交換会 

【導入準備④】CSA野菜セット分配スケジュール 
ムリのない年間・週間計画を立てる 



【導入準備⑤】会員ターゲットと会費設定 
自分たちが用意できる野菜セットの量から設定する 

  

つくば飯野農園は【誰でも買える】がコンセプト 

30～50代の子育て中の主婦がメインターゲット・・・食への関心が強い 

 

一回あたり 1,250円分 基本野菜を中心に、５種類程度の旬の野菜 

 

春夏の部（5～8月） 

毎週コース 1,250円/回 × 毎週13回 ＝ 会費 16,250円 

隔週コース 1,250円/回 × 隔週 8回 ＝ 会費 10,000円 

 

会費は一括前払い。分割払いをなくし、経理の簡素化。手渡しまたは銀行振込み。 

（例えば、2019年春夏は、2月末に会費のおたよりを出して、支払い期限は3月20日） 



【導入準備⑥】品目・品種選定 
少量多品目栽培のメリットを生かせるCSA 

【色々な種類を少しずつが嬉しい】 

①誰でも使いやすい定番野菜を中心に、少し珍しい野菜でおもしろさを 

②見た目や栽培しやすさ、知名度よりも、「おいしい！」が絶対条件 

④ハーブや香りの強い野菜は好みが分かれるため、分配時に選べるようにする 

⑤栽培の苦手な野菜は無理してつくらない 

⑥「簡単レシピ付き」が重要 

 

 

【会員からのリクエストにも応える】 

意見交換会などで会員の食べたい野菜を聞く。 

会員はリクエストできる特別感と、それを手に入れることができる安心感。 

 

自分たちの力量を考えて、無理なく確実にできる品種を選定をする。 



【実践編①】農園で分配時の工夫 
セルフ受取り方式による経費削減と省力化 

マーケットスタイル（セルフ方式）の導入 

 マイバッグ持参、自分で計ってね♪ 

 分配時間は昼12時から夜20時 

 会員はその日のお野菜だよりを見ながら、野菜を選
び取り、マイバッグに詰めていく 

 必要な野菜を必要な量だけ持ち帰れる 

 果菜類や根菜類は選別をせず、好きな大きさの野菜
を自分で重さを計って詰める 

 たまにおまけや取り放題がある 

経費削減・環境にやさしく 

 個人別の仕分けをしない 

 段ボールや手提げ袋代もかからない。 

 遠距離輸送しないの→CO²の削減 

 プラスチックごみの削減 

「交換ＢＯＸ」と「選べる野菜」 

 苦手な野菜や要らない野菜は交換できる仕組みで、
会員に選ぶ自由と楽しさを。 

 

 



【実践編②】農園で分配時の工夫 
業務用冷蔵庫や人が集える場 

【業務用冷蔵庫】 

 農園主不在時や夜間のセルフ受取り方式を
可能にする。 

 春夏の暑い時期は冷蔵庫で保管。 

 会員が受け取りに来るのが翌日～翌々日に
なる場合もあるので、それまでの鮮度維持・
品質管理をする。 

 

【作業場・分配所】 

 わかりやすい場所・足を運びやすい環
境にあると有利。 

 駐車場があると安心して来てもらえる。 

 人が集える場があると良い。 



【実践編③】農園以外ではどこで分配する？ 

野菜の分配（受け取り）は、農園だけでなく、地域の様々な場所でできる 

   職場・ カフェ・ 学校・ 教会・ 交流センター・ 駅など、 

   わかりやすく、アクセスの良い場所が適している 

 

【分配所（班）】  

 数名以上の会員が集まった職場などを、分配所（班）とみなす。 

 分配所の運営は、その会員に任せる。 → コミュニティーが自然に発生する 
 

【戸別配達の例外】 

高齢者・妊婦・乳幼児のいる家庭で、特別な事情がある場合は、 

有料で戸別配達をすることもある。 



【実践編④】農業ボランティアはどう考える？ 

【目的】 

①簡単な農作業等により、会員の気分転換・リフレッシュを主な目的とする 

    ※ボランティアを人手不足の解消法として考えるのはあまりよくない 
②農家は、精神面・生活面でのサポート（応援・励まし）が意外と嬉しい 
   
【募集方法】 
 お野菜だより（紙ベース）や一斉メールで 
 興味がある人に直接 
     
【自由意思】 
  会員は自由意思で参加、義務化しない 
 

【時間と内容】 
 一日ひとり30分～2時間程度 
 袋詰め等の出荷作業・草取り・苗の整理整頓・苗の植え付け 
 無理に畑での仕事は任せなくてもよい 

 農作業ができない人の場合、農繁期に飲み物や料理の差し入れをしたり、古着やタオルの提供
などでも立派な農園ボランティアとなれる＝農家の精神面や生活面をサポートできる 
 

 



【実践編⑤】CSA会員との関係性の継続 

農園と会員の関係性が強
固され、コミュニティーが独

り歩きを始める 

コア会員が新会員を 

呼んでくる 

今の会員ひとりひとりを
大切に 

•良いコミュニティーは自然発
生的にできるものである 

•良い情報が自然に流れていく 

•良いものを友達に教えたい 

• コア会員が農園の応援団に
なる 

•ひとりひとりに合った細やか
な対応・人付き合い 

•食の好みやアレルギー情報
を覚える 

ここをしっかりやってい
れば何とかなる！ 

Stage 3 

Stage 2 

Stage 1 



【実践編⑥】会員との意見交換会を年一回開催 

【目的】 

①農家と会員、会員同士での交流 

②その年の感想と改善点をぶっちゃけ
トーク 

③次年度のセット内容（品種・品目数・年
間価格・配達料・分配所）を話し合いに
よってみんなで決める 

 【結果】 

 みんなで集まって話し合うことが大切
だと分かった。 

 普段言えないことも話をできる良い機
会になった。 

 みんなで話し合い納得して決めること
で、不満・不平を減らすことにつな
がった。 

大切！これはやるべき！ 



よくある質問【Ｑ＆Ａ】① 
 

農家：前払いだからCSAは普及しないんじゃないの？ 
会員確保できないんじゃない？ 

 
A, 農家が「なぜ前払いでお金が欲しいのか」 

  きちんとその理由を説明すれば、会員の理解を得ることができます。 

  前払いを嫌がる会員は殆どいません。 

 

ネット通販でさえ、「事前振込みが確認でき次第、商品を発送します」というのが多くあります。
アパートの家賃も前払いです。車や家を買うにも頭金が必要です。 

意外と世の中には前払いがありふれています。 

 

種代や資材代など作付けの予算として前払いでお金が必要だということを、 

正直に丁寧に説明すれば大丈夫です。 



よくある質問【Ｑ＆Ａ】② 
 

会員： 野菜セットを農園に取りに来て？ 
      へ？今の時代配達が当たり前でしょ？ 

A, 「農家はおいしい野菜を作るのが仕事です。 

  そのために一人ひとりに協力してもらえると助かります。」 

  と正直に丁寧に話してみましょう。 

 

パン屋さんもお肉屋さんも戸配してくれません。 

農繁期の農夫・農婦が、一日50～100件配達できません。 

畑仕事ができなくなってしまいます。 

 

小規模農家が戸配をすると、驚くほど多額の経費がかかります。 

なぜ農園（分配所）での受取りになるのか、正直に丁寧に理由を話せば大丈夫です。 



よくある質問【Ｑ＆Ａ】③ 
 

農家： 異常気象や災害で農作物が不作に！ 
前払いでお金はもらっちゃったのに、 

不作で野菜は分配できませんって、そんなこと会員に言えない。 

A, 大丈夫。正直に話せば、理解してくれます。 
 

CSAはなぜリスクの共有するのか、契約前にきちんと理由を説明しましょう。 

CSAの会費は、野菜セットの値段ではありません。 

農園で働く人への対価、そして作付けの準備金です。 

 

野菜セットの値段と思うと、約束の量がもらえないと不平・不満が出てきますが、 

農園への投資と考えれば、気持ちが変わります。 

 

「豊作時はたくさん分配がありますが、不作時は申し訳ないけれど少なくなります。 

年間を通して平均を採れるよう努力しますが、台風や大雨、日照り・日照不足、 

異常な高温・低温など、自然にはかないません。不作時はごめんなさい」 

と話してみましょう。 



よくある質問【Ｑ＆Ａ】④ 
 

会員： 農作業ボランティアって、絶対に参加しないといけない
の？ 仕事と子育てで忙しいんだけど・・・。 

A, 義務ではありません。自由参加でＯＫです。 
 

ＣＳＡは皆で作りあげる農業なので、会員参加がキーワードとなっています。 
農園には、消費者会員が農業に関わることのできるチャンスを提供する義務はあります。 
 
しかし、会員にとって、農作業ボランティアは義務ではありません。 
自由意思での参加となります。 
 
会員の中には、仕事・子育て・介護等で忙しく、 
農作業ボランティアには一切関われないという方もいます。 
 
個人個人の生活スタイルや、選択の自由など、多様性を尊重しましょう。 
 
農作業ではなくて、精神面や生活面で農家のサポート・応援してくれる会員も多いです。 



ＣＳＡ導入の秘訣（農家編） 

【物理的・環境的】 

①住宅地に近い・・・半径10ｋｍ圏内での活動が理想的。 

②業務用冷蔵庫・・・夜遅くや翌日に野菜を受け取りに来る会員のために。 

③人が集える場所・・・人と人が直接会って話をできるのがCSAの醍醐味。 

 

【人脈】 

④経営パートナーの存在・・・家族経営や共同経営、相方の存在 

⑤日頃からの人脈作り・・・人が人を呼ぶ仕組み作り 

⑥農家ネットワーク・・・いざという時に助けてもらう 

 

【年会費と品種選定】 

⑦自分の力と会員層に合わせた年会費設定・・・欲張らない！ 

⑧自分の力と会員層に合わせた品種選定・・・無理しない！ 

 

 

 

 



ＣＳＡ導入の秘訣（農家編） 

【情報発信】 

⑨情報発信力・・・ＳＮＳやお野菜だより、一斉メールで日々の情報を発信。 

⑩女子力・・・会員の多くは女性、女子のハートをつかむには？ 

         おいしい食べ方・子育て・日々の生活の悩みなど、世間話で“共感し合える”。 

 

【地域との付き合い】 

⑪農家は地域の見守り隊・・・日頃から地域との付き合いを大切に。 

 

【人柄】 

⑫人に好かれること・・・売っているのは商品（野菜）ではなく自分自身です。 

⑬楽しい！嬉しい！笑顔！ 

 

【考え方】 

⑭どんなにすばらしい最先端の技術よりも、地域のひとの力が財産である！ 



CSAは、あくまでもツールです 
 小さな家族経営の農家・新規就農希望者へ 
この考え方・システムを利用して、農業経営が少しでもラクになれば、改善できれば、とい
う気持ちで導入するのが良いと思います。 

 

 経営の無駄をなくして、ラクにする 

 環境問題・エコについて考える 

 やりがいや生きがいを感じる 

 地域とつながり、助け合う 

 

メリットはたくさんあります。 

２～３年かけて、自分に合ったやり方を探していってください。 

CSAに正解はありません。ゆる～く考えて、みんながハッピーになるように。 

 

これで終了です。ありがとうございました！ 

つくば飯野農園 

 

 


