大阪エコ農産物を作っている人たち
高槻市

学校給食農産物供給部会

生産者
北部・高槻市

市内の小中学校へ、大阪エコ農産物の認証を受けた地元産農産物を出荷しています。
また、生産農家と学校生徒との給食交流会を開催し、食育の推進を図り、高槻の農業に対する理解や関心を深める一翼を担っています。

主な販売場所：
市内小中学校（給食用）
生産しているエコ農産物： たまねぎ、じゃがいも、だいこん、にんじん
連絡先：
高槻市街にぎわい部農林緑政課 ０７２ー６７４ー７４０２

北河内農業協同組合

中部

れんげ農法で栽培し、大阪エコ農産物の認証を受けているお米「しあわせのレンゲっ娘」。
平成27年4月1日からはパックごはんでも販売しています。 https://www.ja-kitakawachi.or.jp/education/rice.html

主な販売場所：
北河内農協各支店、各経済センター
生産しているエコ農産物： お米（しあわせのレンゲっ娘）、パックごはん
連絡先：
北河内農協営農センター ０７２－８６８－８６１１
フリーダイヤル
０１２０－１７７－３９１

交野市農業生産連合会

中部・交野市

市内の市立小中学校・保育所、府立支援学校へ、大阪エコ農産物の認証を受けた地元産農産物を出荷しています。

主な販売場所：
市立小中学校・保育所・府立支援学校（給食用）
生産しているエコ農産物： たまねぎ、じゃがいも、きゅうり、なす、かぼちゃ、さつまいも、
温州みかん、米、青ねぎ、白ねぎ、だいこん、にんじん、金時にんじん、
キャベツ、はくさい
連絡先：
交野市役所都市整備部農政課 ０７２－８９２－０１２０（内線５８１）

めぐみちゃん農園

中部・八尾市

農薬をなるべく少なくし、有機肥料で栽培しています。

主な販売場所：
八尾市教興寺７－１２３
生産しているエコ農産物： 葉ごぼう(八尾若ごぼう) １月中旬～３月末、えだまめ ６月中旬～７月末、
たまねぎ ３月中旬～4月中旬、さつまいも ８月末～９月初旬
連絡先：
０７２－９４１－６１６５

寺川

義浩さん

中部・八尾市

八尾若ごぼうは八尾市特産で「春を告げる野菜」です。
掘り取り体験や学校給食にも提供しています。

主な販売場所：
ＪＡ直売所「畑のつづき」、畑で直売
生産しているエコ農産物： 葉ごぼう(八尾若ごぼう) １月中旬～３月末
連絡先：
０７２－９４１－７２１４ （携帯０９０－７８７７－４３９９）

髙津

雅永子さん

農薬や化学肥料に頼らず、健康でおいしい野菜づくりを目指しています。
掘り取り体験や学校給食にも提供しています。

主な販売場所：
自然派直売所
生産しているエコ農産物： スィートコーン ６月～７月、さといも １２月～１月、
さやえんどう ４月末～５月初旬、にんじん ５月～６月
連絡先：
０７２－９９２－５５６５

中部・八尾市

大阪エコ農産物を作っている人たち
ゆうき農園

生産者
中部・八尾市

住宅地の中で栽培している都市農家です。害虫が少ないため農薬を減らして栽培することができます。
また各圃場は井戸水を使用して安心安全で美味しい野菜を栽培しています。

主な販売場所：
安心堂（ネット販売）、松屋銀座（銀座の八百屋）、無印良品
生産しているエコ農産物： えだまめ ６月中旬～８月中旬
連絡先：
０９０－１９６６－２２３２

松岡

孝明さん

中部・八尾市

若ごぼうに適した土づくり収穫から出荷まで風味と鮮度を落とさない工夫をしています。

主な販売場所：
八尾市恩智北町２－１５２
生産しているエコ農産物： 葉ごぼう(八尾若ごぼう) ２月中旬～４月中
連絡先：
０７２－９４１－１００４

大阪エコ農産物まったら愛っ娘（まなっこ）推進協議会

南河内・松原市

生産者１０名で３０種類以上の大阪エコ農産物まったら愛っ娘 松原育ち を生産しています。

主な販売場所：
畑のつづき松原店、畑のつづき天美店、デイリーカナートイズミヤ松原中央店
生産しているエコ農産物： しろな、こまつな、みずな、ほうれんそう、しゅんぎく、だいこん、かぶ、
非結球メキャベツ(プチヴェール)、いちご、はくさい、レタス、さつまいも、
きゅうり、たまねぎ、ブロッコリー、にんじん、ねぎ、そらまめ、えだまめ、
トマト、ピーマン、スイートコーン、おくら、ごぼう、にんにく、
実えんどう(グリーンピース）、米、なす、じゃがいも、ミニトマト、
モロヘイヤ、かぼちゃ、キャベツ、なばな類、れんこん
連絡先：
ＪＡ大阪中河内松原営農センター ０７２－３３１－１８８１

加藤 勇さん

南河内・河内長野市

丹精込めて作った大阪エコ農産物を、あすかてくるで河内長野店などで販売しています。
お近くに来られた際は是非お立ち寄りください。

主な販売場所：
あすかてくるで
生産しているエコ農産物： じゃがいも、さつまいも、ほうれんそう、レタス、キャベツ、にんじん、
はくさい、たまねぎ、いちご
連絡先：
０９０－１０７４－５０３６

kawabata farm

南河内・河内長野市

環境への配慮と「旨さ」を引き出すための堆肥、肥料の施用を念頭に「大阪エコ農産物」の認証を受け、
安全な野菜作りを心掛けております。是非旬の味をお召し上がりください。

主な販売場所：

サンプラザ三日市駅前店、河内長野店及び全店(収穫最盛期)、
アグリかわちながの、風の湯四季彩市場、葉菜の森、あすかてくるで、
大阪高島屋、生鮮市場richばんばん
生産しているエコ農産物： トマト ４月～翌２月、きゅうり ４月～１２月、
なにわの伝統野菜 天王寺蕪１１月～翌１月、田辺大根 １２月～翌２月、
たまねぎ、かぼちゃ、ズッキーニ、ねぎ、さやえんどう
連絡先：
０７２１－５２－２２９３

大阪エコ農産物を作っている人たち
上高向地区農業活性化協議会

生産者
南河内・河内長野市

河内長野市高向地区の田んぼは、初夏にはホタルが飛び交う石川清流を水源としており、
「ほたる米」と名付けてブランド化を進めています。

主な販売場所：
あすかてくるで河内長野店
生産しているエコ農産物： 米
連絡先：
０９０－２２８７－２５４５

農事組合法人

上の太子観光みかん組合

南河内・太子町

２０名で、温州みかんのエコ農産物約５００アールを生産し、１０月１日～１１月３０日まで、みかん狩りを実施しています。
又、バーべキューなど（要予約）も行っています。

主な販売場所：
上の太子観光みかん園内販売所 南河内郡太子町大字春日４４３
生産しているエコ農産物： 温州みかん
連絡先：
０７２１－９８－２５５２（携帯
０９０－５０９１－１８９９
ＦＡＸ ０７２１－９８－２５５０）

千早赤阪農振連絡協議会

南河内・千早赤坂村

大阪唯一の村、千早赤阪村で生産されているエコ農産物です。
栽培される傾斜地は、土質や気象条件がみかんの生産に適しており、食べると口の中ですっぱさと甘さが心地よく混じり合います。

主な販売場所：

千早赤阪村農産物直売所 南河内郡千早赤阪村東阪１８－１
（土曜日、日曜日、５時～１４時）
生産しているエコ農産物： 温州みかん １０月～２月 他
連絡先：
千早赤阪村農産物直売所 ０７２１－７２－１２７１（営業時間のみ）

池田

明夫さん

南河内・大阪狭山市

有機肥料を使用し、減農薬により栽培したぶどうを販売しています。

主な販売場所：
直売所（河内長野市松ヶ丘中町１４３９－２）
生産しているエコ農産物： ぶどう ７月～９月
連絡先：
０９０－５０４８－３８４１

久 池田園 生産直売所

南河内・大阪狭山市

当地は地質学的に有名な古生代粘土層で「ぶどう」の栽培に最も適しており、強い甘みと日持ちの良さは他に類を見ません。
エコ農産物として農薬は極力抑え、化学肥料はできるだけ使用せず栽培をしています。

主な販売場所：
大阪狭山市大野中１７９－２
生産しているエコ農産物： 大野ぶどう（主にデラウェア）
連絡先：
０７２－３６５－０８９７

西尾ぶどう園 西尾 桂子さん
エコ農産物の認証を受けた「大野ぶどう」を販売しています。

主な販売場所：
大阪狭山市今熊６丁目３５０－１（夏期のみ）
生産しているエコ農産物： 大野ぶどう（デラウェア）
連絡先：
０９０－５２５５－９４７６

南河内・大阪狭山市

大阪エコ農産物を作っている人たち
松本ぶどう園

松本 サキ子さん

生産者
南河内・大阪狭山市

エコ農産物の認証を受けています。

主な販売場所：
直売所（大阪狭山市大野東１１番地）
生産しているエコ農産物： 大野ぶどう（デラウェア、シャインマスカット、ピオーネ）
連絡先：
０７２－３６５－０９００

さとやまブランド

南河内・大阪狭山市

無農薬で野菜を昔ながらの方法で作っています。食育プロジェクトや、子ども達への収穫体験をしています。

主な販売場所：
サバーファーム、すみすみマルシェ、収穫体験
生産しているエコ農産物： トマト、いちご
連絡先：
０９０－１２２１－７５８９

笑ノ百姓(えみのひゃくしょう)

中塚

和典さん

南河内・大阪狭山市

農薬・化学肥料を使用せず、年間８０種類ほどの野菜を育てています。
まだまだ駆け出しでご不便をおかけする事もありますが、「笑」をもってどうにかこうにかやりくりしています。

主な販売場所：

畑(富田林市錦織北１丁目地内)
Pizzaoka前（毎週火曜１１：３０～１３：００、大阪狭山市半田１丁目６７１－１）
Beans５７前（隔週日曜１０：００～１２：００、大阪狭山市大野西１２５２－５７）
野菜のセット配達（配達エリア：羽曳野市、富田林市、河内長野市、
大阪狭山市、堺市南区）
生産しているエコ農産物： リーフレタス、サニーレタス、にんじん、かぶ、はくさい、キャベツ
連絡先：
０９０－２３８８－００１４

ＪＡ堺市大阪エコ農産物出荷部会

泉州・堺市

３つの安全安心に取り組みます。
・食の安全安心 エコ農産物を生産、販売に取り組む
・未来の安全安心 小中学校の食育と給食提供に取り組む
・地域の安全安心 防災農地登録推進に取り組む

主な販売場所：

ハーベストの丘農産物直売所またきて菜、サンプラザ、八百旬、マルナカ、
イオン、イズミヤなど
生産しているエコ農産物： こまつな、しゅんぎく、みずな、しろな、ねぎ、トマトなどの旬の野菜
連絡先：
ＪＡ堺市営農センター ０７２－２３４－１９００

ハートランド株式会社

泉州・泉南市

コクヨグループの特例子会社です。水耕栽培で野菜を生産しています。
障がいを持った社員が活躍し、近隣の福祉施設より袋詰めの手伝いに来ていただいています。

主な販売場所：
関西地区のスーパー等
生産しているエコ農産物： サラダほうれん草
連絡先：
０７２－４８０－０５６７

ＪＡ大阪泉州エコ推進協議会

泉州

四季折々の色々なエコ農産物が店頭に並んでいますので、ぜひ一度お立ち寄りください。

主な販売場所：
ＪＡ大阪泉州こーたり～な店
生産しているエコ農産物： しゅんぎく、みつば、さといも、水なす、ほうれんそう、こまつな、にがうり、
温州みかん、ブロッコリー、うめ、いちじく、えだまめ、みずな
連絡先：
ＪＡ大阪泉州営農経済部指導課 ０７２－４５８－２２５５

