（法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」）
平成２５年度の事業報告書
平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで
特定非営利活動法人農商工連携サポートセンター
１ 事業の成果
ミッション：「地方に元気を！食と農の新しい出会いをサポートする！」
【都市と農村の交流】
○ ちよだ青空市を継続して開催した（１月を除き１１回）。平成２２年１０月の開始以来４年目に入り、地域
の交流イベントとして定着した。
○ 東京九段・ホテルグランドパレスと連携して（主催：ホテルグランドパレス、農商工連携サポートセンター
は出店者募集とコーディネート）、同ホテルで「ホテ市」を年４回、定期開催した。
○ 東京・神田淡路町にある「ワテラス」にて、「ワテラスマルシェ」を年１１回、定期開催した（一般社団法人
淡路エリアマネジメントと共催）。
○ 地方の生産者と消費者の交流イベントとして「大和村食事会」、「山梨雪害被害応援食事会」を開催し
た。
○ 山梨雪害被害復興ボランティア（４回）などの農業体験ツアー（被災地以外）を実施した。
○ 「ちよだフードバレーネットワーク会議」を開設。常設店「ちよだいちば」の６月開店に向けた準備を開始
した。
【地域と農業の支援】
○大震災直後から開始された被災地の農業復興支援活動は、企業からの寄付金を得て、着実な成果を
上げている。例えば宮城県岩沼市では味の素冷凍食品の寄附金により塩害により使えなくなった「陸
田」を白菜を植えて畑として再生するプログラムを実施。白菜自動定植機、プレハブハウス（加工工
場）を導入。「岩沼白菜」のブランド化を支援。「岩沼白菜」は冬の地域の特産品として定着しつつあ
る。
岩沼園芸研究所で４回、ドリームファーム楽園で２回、亘理おらほのいちご生産組合で１回、計７回の
被災地援農ボランティアツアーを実施した。
（企業様）
（復興支援先）
味の素冷凍食品株式会社
→岩沼園芸研究所（宮城県岩沼市）
シンジェンタジャパン株式会社
→ドリームファーム楽園（宮城県名取市）
アサヒホールディングス株式会社
→亘理おらほのいちご生産組合（宮城県亘理町）
○ １件の６次産業化認定を支援。
・有限会社沼田屋（山形県南陽市、平成２５年５月）
針葉樹炭を用いた消臭剤の開発・製造・販売
○ 農水省都市農村共生・対流総合対策交付金により秋田県由利本荘市、鹿児島県大和村、愛媛県伊
予市佐礼谷の地域活性化事業を支援するとともに総務省専門家派遣制度により栃木県市貝町の地
域活性化計画策定を支援。
【人材育成・普及啓発】
○ 農商工連携人材育成事業として、「食農起業塾」（３年目）を開催した。公募により、参加者６名、うち４
名が最終日に事業計画の発表を行い、４名が修了した。
○ 農商工連携・６次産業化に関する講演会・講習会を全国で25回実施した。
○ 株式会社ぎょうせいより「そうだ、トマトを植えてみよう！－地域を変える食と農－」が出版決定（執筆
中・６月発売予定）。農商工連携・６次産業化の普及啓発に努めた。

２ 事業の実施に関する事項
(1) 特定非営利活動に係る事業
事 業 名
(定款に記載
した事業)

具体的な事業内容

(A)当該事業の
実施日時
(B)当該事業の
実施場所
(C)従事者の人数

(D)受益対象
者の範囲
(E)人数

事業
支出
千円

農商工連携 農商工連携研究会の開催
(A)5/21
(D)公募
に 関 す る 人 「六次産業化の現状と今後の展開」 (B)ちよだプラットフォ (E)１４人
材育成事業
ームスクウェア会
議室
(C)１人
農商工連携・６次産業化に関する講 (A)25 回
師派遣
(B)全国各地
各地で開催される農商工連携・６次 (C)１
産業化に関する講演会に講師派
遣。
「食農起業塾」
座学＋演習＋実習による「食と農」
分野の６次産業化・農商工連携の
人材育成研修を実施した。

(D)商工会等
(E)１５人
～５０人

(A)9/29,10/5-6, 13, (D)公募
20, 11/10, 24, 12/8, (E)６人
22, 1/18
(B) ちよだプラットフ
ォームスクウェア
会議室他
(C)２人＋外部講師

農商工連携 農商工連携・６次産業化事業創出
に 関 す る 支 支援・コンサルティング
援事業
①６次産業化総合化事業計画策定 (A)平成２４年４月
支援
～５月
有限会社沼田屋（山形県南陽市）
(B)左記
→平成２５年５月認定
(C)１人
②農水省都市農村共生・対流総合 (A)平成２４年１０月
対策交付金により秋田県由利本荘
～２５年３月
市、鹿児島県大和村、愛媛県伊予 (B)左記
市佐礼谷の地域活性化事業を支 (C)１人
援。また総務省専門家派遣制度に
より栃木県市貝町の地域活性化計
画策定を支援。

３８０

４２０

6,122

(D)左記

(D)左記

被災地農業復興支援
①岩沼園芸研究所
（宮城県岩沼市）
味の素冷凍食品株式会社からの寄
付金により、塩害により使えなくなっ
た「陸田」を白菜を植えて畑として
再生するプログラムを実施。白菜自
動定植機、プレハブハウス（加工工
場）を導入。「岩沼白菜」のブランド
化を支援。
以下のボランティア援農ツアーを実
施。
5/5 トウモロコシの定植
7/27 トウモロコシ収穫
8/31 白菜定植
12/7 白菜収穫
②ドリームファーム楽園
（宮城県名取市）
シ ンジ ェンタ社からの寄付金によ
り、野菜栽培ハウス１４棟を建設、
復興。
以下のボランティア援農ツアーを実
施。
4/13 ハウス建設支援ツアー
11/9 ハウス野菜収穫ツアー

21,826
(D) 被 災農 家
/ボランティア
(A)２４年４月
～２５年３月
(B) 宮城県岩沼市
(C)３人

(A)左記
(B) 宮城県岩沼市
(C)１～２人

(E)３２人
(E)１７人
(E)２４人
(E)２１人

(A)２４年４月～１２月
(B) 宮城県名取市
(C)３人

(D) 被 災農 家
/ボランティア

(A)左記
(B)宮城県名取市
(C)３人

(E)２８人
(E)２９人

④ 亘 理お ら ほのいち ご生 産組 合 (A)２５年１月～
（宮城県亘理町）
(B) 宮城県亘理町
アサヒホールディングス株式会社か (C)２人
らの寄付金により、イチゴの育苗用
の パ イ プ ハ ウス ６ 棟 を２ カ 所 に 建
設。
以下のボランティア援農ツアーを実
施。
9/7 イチゴ定植ツアー
援農ツアーの実施
①山梨雪害被害復興ボランティア
ツアー（４回）
2/23, 3/9,3/16,3/30

(D) 被 災農 家
/ボランティア

(E)３９人
18

(A)左記
(B)山梨県各地
(C)２人

(D)公募
(E)１０～２５人

ちよだ青空市の開催
(A)4/3,5/10,6/5,
(D)一般来場
地方の生産者と都会の消費者を直
7/3,8/7,9/4,10/2 (E) ２００人
結する青空市を神田で１１回開催。
,
～５００
出店者は全国から１３～１７店、客
11/6,12/4,2/5,3/
人
数は毎回２００～５００人。
5
(B)ちよだプラットフォ
ーム
(C)２人

764

「ホテ市」の開催
(A)5/11,8/29,
(D)一般来場
九段下のホテルグランドパレスと連
11/7,3/7
(E) ５００人
携して同ホテルで「ホテ市」を４回開 (B)ホテルグランドパ
催。集客数は５００～８００人。
レス（九段下）
(C)１人

54

「ワテラスマルシェ」の開催
(A)4/19-20,6/21-2
東京・神田淡路町にある「ワテラス
2,
広場」にて、「ワテラスマルシェ」を
7/19-20,8/21-22,
年１１回、定期開催した。
9/20-21,10/18-1
集客数は 2 日間で 4000 人。
9
11/22-23,
12/20-21,1/24-2
5
2/21-22,3/28-29
(B)ワテラス（神田淡
路町）
(C)５人
生産者との交流イベント
(A)下記
（地方応援食事会）
(B)「なみへい」ほか
(C)１人
大和村食事会（鹿児島県奄美大 2/5
島）
山梨雪害被害応援食事会
3/14
農商工連携 施設管理・運営
該当なし
に関する支
援事業
農商工連携 該当なし
に関す る情
報収集・提
供事業
農商工連携 該当なし
に関す る調
査・研究事
業
その他目的 該当なし
を達成する
た めに 必 要
な事業
(2) その他の事業
該当なし。

(D)一般来場
(E) 4000 人

3,884

(D)一般来場

33

(E)２５人
(E)70 人
0

0

0

0

３．平成２５年度の運営
（１）総会：平成２５年度通常総会
日時：平成２５年６月２６日（火）１７：００～１８：００
場所：千代田プラットフォームスクウェア００２会議室
出席者：正会員２６名中２６名（うち委任状による出席者１５名）
内容：平成２４年度事業報告・決算、平成２５年度事業計画・予算の承認
理事光井将宇氏の辞任
（２）理事会
第１回理事会
日時：平成２５年６月２６日（火）１８：３０～１９：００
場所：ちよだプラットフォームスクウェア００２会議室
内容：副代表理事の選任、事務局長の任命、平成２５年度会費、
理事長及び事務局長の給与等、事務局長の業務
第２回理事会
日時：平成２５年９月２５日（火）１６：００～１７：３０
場所：ちよだプラットフォームスクウェア５００会議室
内容：平成２５年度事業中間報告,平成２５年度会計中間報告及び通期見通し,
プラットフォームサービス株式会社との連携について
第３回理事会
日時：平成２５年１２月１３日（木）１６：００～１７：３０
場所：ちよだプラットフォームスクウェアＲ００２会議室
内容：平成２５年度事業中間報告,平成２５年度会計中間報告及び通期見通し,
フードバレー構想の進捗について,ワテラスマルシェ中間報告,
就業規則等の作成について,筒井聖子理事の辞任について
第４回理事会
日時：平成２６年３月１９日（水）１６：００～１７：２０
場所：ちよだプラットフォームスクウェア 地下１階プレゼンルーム
内容：平成２５年度事業中間報告,平成２５年度会計中間報告及び決算の見通し,
フードバレー構想の進捗について,常設店の開設について,
賞与の支給と来期の給与等の改定について,渡邊真祐理事の辞任について

