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『都市農業で本気で稼ぐ！』
2019.3.3 ＠国立

前段 「経営的観点から見る都市農業」
講師：山田 正勝（畑会 代表）
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自己紹介：山田正勝

一般社団法人 畑会 代表

大学卒業後 自衛隊入隊 会計隊配属
民間会社で会計、経理業務、人事業務など携わる。
八王子で農業事業会社の経理、イベントに携わる。

会社の財務分析、経営分析した経験から
今回のセミナーでは、都市農業ビジネスモデルについて。

苦手：生産に関しては素人。話ベタ。人見知り。

趣味：読書、歌、ダンス、ジョギング、筋トレなど
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本日のセミナーの位置づけ

山田パート

・都市農業ビジネスの環境分析
・都市農業のビジネスモデルの考察と提案
・経営における経営管理、戦略がメイン

マーケティング、販売戦略などは一部のみ
次回以降のテーマとしてセミナーを行います。

西田さんパート

小さい規模の農業経営でも
稼げることの実践的話。
西田さんのワークショップ

理論 実践
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農業ビジネスの特徴を知る

１ 外部環境(気候、天変地異、市場）の変化による変数が多すぎる。
⇒ 事業計画が非常に立てづらい（野菜工場は除く）

２ 生産から消費のタイムラグが長い
・ 市場の変化、顧客のニーズの変化に対応できない
・ 初期投資からの回収までが長く、資金繰りが難しい

３ 保存期間が短く、在庫が持てない。廃棄リスクもある。

４ 生活必需品のため商品の単価が低い（希少性の高いものや果物以外）

５ 繁忙期と閑散期の差が大きく、安定した雇用が難しい。
（閑散期はアイドルタイムが多く、重要度の低い作業に時間を割いてしまうことも）

他の業界とどう違うのか、なぜ難しいと言われるのか

コントロールできるものとそうでないものを明確に分ける。
できるものは管理して、PDCAを回していく。

そうでないものはリスク分散を行う。
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「都市」農業ビジネスの特徴１

地方の大規模農家との違いを明確にする

農地が狭く、スケールメリットが活かせないのが最大の違い

スケールメリットを活かすには
田んぼでは30ha（30町）畑では10ha（10町）

しかし東京都の農家だいたい0.5ha（5000㎡、５反）
大きな農家でも畑は5haもない。

地方の若手の専業農家であれば１０ha以上を持つ割合は７割

さらに都市部の農地は場所がバラバラに点在していて
移動や手間のコストがかる。
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１５％

売上

業界全体
売上

７５％

大規模農家がさらに増え、小規模農家はさらに減り始める（資料は2011年時点）

売上金額別の農家の割合
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「都市」農業ビジネスの特徴２

生産だけに集中できる状態にはない

一般的に話題にあがる農業と、まったく別のものと思っていたほうがいい

都市農業振興法 「都市農業の多様な機能の発揮」
防災機能、環境や生態系の保全、自然の景観の維持、

コミュニティの場、食育、文化教育の場

・多くの利害関係者、住民の理不尽なクレームなどに巻き込まれることもある

・土地の相場が高く、固定資産税、相続税などの猶予のために
土地使用の制限がかけられている（生産緑地法）。

相続時のリスクが高く、容易に人に貸そうと思える状態ではない。
円滑法の整備だけでなく、地主さんの意識を変えていくことが大事。

都市の農地に多様な目的や機能があり制約がある
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都市農業で稼げない５つの理由

前提として
・文化やインフラとしての役割
・国の産業として守られてきた
・「農家＝生産する」の考え

そもそもビジネスとして存在していなかった
これから
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時給としての計算が必要

① 年間の目標売上と利益（年収）を決める
② 一年で働く労働時間を決めます
③ ①で出たお給料÷②の労働時間

例えば

①売上６００万、年収３００万
②残業なしの一般サラリーマンと同様の場合

８時間×２０日×１２か月＝1920時間
③３００万÷1920時間≒1500円／時

時給を設定することで
労働生産性の基準ができ意識が変わる

設備（資本）生産性
土地生産性
にゆだねていく

稼げない理由その１：労働の生産性を意識していない



10

稼げない理由その２：他者に販売をゆだねている

直販のメリット

１ 販売手数料や仲介料などのマージンがなくなる。
２ 価格決定権が生産者側にある
３ 顧客の声を直接聞くことで、ニーズに合わせた生産が可能

直販になることで利益率が大幅に上がる
２０～３０％ ➡ ６５～７５％の収益率

画像資料 「My Farmer」サイトより
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①セットの組み合わせ、文字情報などの付加価値がつきやすい

②注文してからの発送となるので廃棄ロスが減り、出荷計画が立てやすい

③個人相手なので出荷基準が厳密ではなく、質がよければ発送可能

④継続して買っていただけることで、資金繰りの安定

特に野菜セットの定期販売がおススメ

㈱坂の途中＠京都

3,500円
（送料別）

オイシックス

5,000円
（送料別）
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稼げない理由その３：自分のこだわりが優先になっている

例えば 有機野菜もしくはそれに似た農法

しかし、実際には有機栽培の
マーケットは全体１％以下
（JAS認証申請していないものも含む）

複数のアンケートで
農作物に求める要素として
新鮮さ、味、安さ、料理のしやすさ、
などが上位に。生産者のこだわりと消費者
のニーズのずれが存在する。
大衆向けへの販売は向いていない。

生産してから、販売するのではなく
ターゲットの顧客を想定してから
生産を考えていく。

一般社団法人 ＪＣ総研 データ参考
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稼げない理由その４：生産に集中しすぎている

販売、宣伝、分析、戦略に費やす時間が無くなってしまっている。

結果として、売値を上げることができず
安売り競争の中で農作物を販売することになる。

収益があがらず悪循環になる。

思いきって生産量、農地を減らすことも選択肢にあげる。

時給３０００円の
杉山経昌さんの仕事の割合

経営管理：マーケティング：生産
＝４：４：２
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稼げない理由その５：コミュニケーション不足

すべての原因の根本になる部分

都市農業の最大のメリットは
「人が多いこと」

消費者だけではく、協力者が多い。

地域活性化、コミュニティ、ボランティアなどの志向性

消費者と交流する機会を増やして
援農などを行ってもらうことも可能。

地域の人たちにファンになってもらう戦略も都市農業では可能
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都市農業で稼ぐ５つの思考
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都市農業で稼ぐ思考①：単価を上げ利益率の高める

A
B

（価格２割増）
C

（価格５割増）
D

（価格2割引）
F

（野菜セット直販のみ）

価格 100 120 150 80 150
手数料率 57% 57% 57% 57% 0
手数料 -57 -68.4 -85.5 -45.6 0
生産経費 -25 -25 -25 -25 -55
利益 18 26.6 39.5 9.4 95
利益率 18% 22% 26% 12% 63%

Aを基準とした利益の
倍率

100% 148% 219% 52% 528%

１００万円利益の
場合の売上額

550万円 450万円 380万円 850万円 150万円

利益率が高いと狭い農地でもビジネスになりうる

画像資料 「My Farmer」サイトより
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都市農業で稼ぐ思考②：バリューチェーンを意識する１

バリューチェーン

マイケル・E・ポーターが提唱。
経営活動の業務の流れを
機能でそれぞれ分け、機能の
価値のつながりの分析。
分析することで、価値の向上、
コスト削減し利益を最大化
させる手法。
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都市農業で稼ぐ思考②：バリューチェーンを意識する２

「生産」の機能
→ 畑づくり、種まき、圃場管理、収穫、出荷調整など
「販売」の機能
→ 販売活動、営業、広告宣伝、マーケティングなど
「経営管理」の機能
→ 事務、各種分析、経営戦略、人脈、仕組み化など

① ３つの機能に経営資源「ヒト・モノ・カネ」をバランスよく投入
➡ ボトルネックを無くし、価値の最大化

② 各機能のレベル向上 ➡ 仕組化できるまで投資を続ける

③ 顧客のニーズから生産を計画すること



都市農業で稼ぐ思考③：シミュレーション

①シミュレーションを行い、事前のビジネスモデルの検証
バリューチェーンの流れを数字に落とし込む作業

②事業計画作成

③実際の数値の入力

④PDCA 差異分析、利益率の確認など

稼いでいる脱サラ初心者農家は
数字を使った分析を行っている



都市農業で稼ぐ思考③：シミュレーション２

少量多品種栽培を
段取りよく行う場合も

この考え方が活きてくる
製造業で言う生産管理という考え

システム化して、最低限の入力で済ます



都市農業で稼ぐ思考③：シミュレーション３

・少量多品種（中量中品種）
➡ 露地栽培の天候不順に対応する

・顧客を分散させる 販売チャネルを分けておく

・生産不足の場合の仕入れ先を考えておく

・生産過多の場合の販路や加工先をあらかじめ決めておく

天候や災害リスクにどう向き合うか➡リスク分散
農業共済や収入保険以外にも対応策を考える。
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数字の分析で、できることとできないことを明確に

【できること】

①問題を抽出する（細かく分ける）
②今いる場所を知る（全体を俯瞰）

③失敗を減らし、失敗から学ぶ（PDCA)
④マインドに焦点をあてる（①～③）

数字の分析は万能ではなく、単なる一つのツール

【できないこと】

①短期で売上をだすこと
②解決方法を生み出すこと

③意思決定



都市農業で稼ぐ思考④：スモールメリットを活かす１

堀江貴文（ホリエモン）が言う 優秀なビジネスモデル

１.利益率が高い

２．在庫を持たない
※農業においてはほぼ持てない。廃棄が少ないか、という解釈

３．安定収入

４．初期投資が少ない
※農業においては 野菜 露地栽培の場合

都市農業の直販モデルに近い
規模が小さいことはデメリットではない



都市農業で稼ぐ思考⑤：スモールメリットを活かす2

西田さん
「小回りのきく経営、オリジナル商品」

「小回りのきく経営」

失敗しても路線変更が早い
半農半X（兼業農家）からでも始められる

（都市に住んでいるとなおさら）

大規模農家だと一度失敗すると
回復するまで時間がかかる

農作物、売り方もいろんなパターンで
挑戦することができる

信用や質が確立してから
規模を拡大することも可能

「オリジナル商品」
（個人としての付加価値）

人柄ごとトレーサビリティできる

有機的なネットワークが生きる

SNSやブログで個人が情報発信する
時代に適した強い武器

「あなたから買いたい」
という形になれば

価格競争に巻き込まれない



都市農業で稼ぐ思考⑤：販売戦略（マーケティング）

ホームページ、ブログ
クラウドファンディング

SNS
（facebook,Insta）

直接会いにいく
ターゲットとなるコミュニティで交流

畑に来てもらう企画
援農・イベント（Tabica,畑会）

広告宣伝

都市部に行けば、ターゲットの顧客に簡単に会いに行ける
地方の農業だと、会いに行くのが難しい
都市農業の最大のメリットはここにある

直販のため、販売に力を入れる必要がある
以下のような媒体を複合的に継続的に使い続ける

直販サイト
ポケットマルシェ、メルカリ

マスコミ取材 マルシェ、朝市
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圧倒的な鮮度
地産地消
（都市の農業のイ
メージ払しょく。本当は
おいしい、新鮮、自然
の中で栽培）

都市農業で稼ぐ思考⑤：販売戦略（マーケティング）２

唯一無二の存在を目指す 徹底的な差別化

１つの分野で１万人に１人ではなく
複数の分野で１００人１人をつくって掛け合わせる

都市の
地域性

商品 農法
こだわり

売り方
見せ方

個人

野菜の食べ方
レシピ情報
健康知識
畑に来てもらう
当日配達

味（甘さなど）
セットの組合
用途別
伝統野菜
果物
加工品

有機栽培
〇〇栽培
特定の資材
旬のみ
固定種のみ
色とりどり

Only
One

価値観・考え
人柄
趣味・志向
会っている
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今後の都市農業ビジネスについて
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畑会の都市農業ビジネスへのかかわり方１

畑会の目的・活動

①生産者と消費者をつなげていく
②都市農業を発展させ、都市に農業を残していく

③都市の人々のライフスタイルを進化させる

過去の活動

農業体験
イベント

勉強会

シンポジ
ウムなど

援農
活動

地域活性
化企画

体験農園の
サポート

今年から
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畑会の都市農業ビジネスへのかかわり方２

ただ、原則としては生産者さんが主役。
一人一人が独立して売る力を持つことが望ましいと考える。

➡生産者さんが語ることが最も説得力がある。

畑会の今後の事業として

「農家の野菜を 都内の消費者に向けて販売」

・生産者と消費者の交流イベント

・農作物のネット販売

・農作物の加工品、商品開発

・農作物の情報コンテンツの発信

・生産者の利益、販売力向上のアドバイス、システム開発の支援
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都市農業ビジネスと地域活性化は別で考える

相互に関わり合いながらも 前提、役割、消費者の位置づけが違う

どちらも大事なもの。社会情勢に応じて比重が変わる。

【前提】共生社会、贈与経済
➡シェアリング、持続可能性、格差是正

【農産物の役割】
・持続可能なライフライン

・ライフスタイルの表現ツール
・コミュニケーションツール
（一部、貨幣の役割）

【消費者の位置づけ】
協力者、援農ボランティア、仲間

（贈与、交換）

農業ビジネスの
地域密着型は
うまくいかない
可能性が高い

【前提】資本主義経済
➡需要と供給、経済成長、収益性

【農産物の役割】有用性のある商品
➡ゆえに高く売れる

【消費者の位置づけ】顧客（販売）

都市農業ビジネス 地域活性化

人的資源を活かす
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１５％

売上

業界全体
売上

７５％

大規模農家がさらに増え、小規模農家はさらに減り始める（資料は2011年時点）

売上金額別の農家の割合



32

・農作物の質の保持

・農業の多様性

・食文化の多様性

・ライフスタイルとして農業

・コミュニティ経済の基盤
（交換経済、贈与経済の保持）

まずは都市農業から小さな農業を残していく

小さな農業の重要性


