
 

 

各 位 

令和元年 11 月吉日 

ファーマーズ＆キッズフェスタ実行委員会 

（ 公 益 社 団 法 人 日 本 農 業 法 人 協 会 ） 
 

 

第 10 回 ファーマーズ＆キッズフェスタ 2019 

11 月 9 日（土）～10 日（日）日比谷公園にて開催 

 
 

ファーマーズ＆キッズフェスタ実行委員会（実行委員長：山田敏之／主催：公

益社団法人日本農業法人協会、所在：東京都千代田区）は、11 月 9 日（土）～10

日（日）に「子どもと農業をつなぐ架け橋」として、都会で暮らす子ども達に元

気なニッポン農業を発信する“農と食の体験参加型イベント”「第 10 回ファーマ

ーズ＆キッズフェスタ 2019」を開催します。 

当イベントでは、①日本農業法人協会の会員（＝プロ農業

者）によるこだわり・新鮮な農産物や加工品の販売、②農業

や食をテーマにしたワークショップ、③歌って踊れるステー

ジの開催、④収穫体験、農業機械への試乗体験、動物ふれあ

いコーナー等を通し、農業の魅力と楽しさをご紹介します。 

毎年５万人を超えるお客様にご来場いただいております。

また、今年もおよそ 90 の農業法人・企業・団体が参加しま

す。詳細は当イベント公式サイトをご覧ください。 

[公式サイト] http://farmerskids.jp/ 

 

● 取材ご希望の方へ 

事前・当日ともに受け付けております。取材ご希望の方は、以下に記載のお問合

せ先までご連絡いただきますようお願いいたします。 

 

● 公益社団法人 日本農業法人協会とは 

農業生産その他農業を営む法人の経営確立・発展のための調査研究、提案・提言、

情報提供等の活動を進めることにより、わが国農業・農村の発展と国民生活の向上

に寄与することを目的としています。 正会員数（農業法人数）は 2,041 法人(令和

元年 9 月末時点) [公式サイト] http://hojin.or.jp/ 

以 上

＜本件に関するお問合せ＞ 

ファーマーズ＆キッズフェスタ実行委員会（公益社団法人日本農業法人協会） 

担当：田畠、山﨑、名取 

[電話] 03-6268-9500 [メール] fk-info@farmerskids.jp 

プレスリリース 

http://farmerskids.jp/
http://hojin.or.jp/


 

コンセプト 

 

『日本の農業の素晴らしさを都会の子どもたちに発信したい！』という強い思いのも

と、2010年に第 1回目の「ファーマーズ＆キッズフェスタ」を開催。これまで累計 40

万人以上にご来場いただき、元気な日本の農業や食の大切さを感じていただいていま

す。 

「ファーマーズ＆キッズフェスタ」の特徴は、日本各地で活躍する元気な農業経営者

が先頭に立って実施しているイベントであること。そして、農業や食の大切さ、楽し

さ、素晴らしさなどを発信するため、業界を超えて様々な企業・団体等が集っているこ

とです。 

 

 

出展者概要 

 

今回の開催では、日本農業法人協会の会員やイベント支援いただく協賛企業のほか、

学校や農業に関連する団体など、合計でおよそ 90の企業・団体が出展。 

噴水広場・にれの木広場では、日本農業法人協会の会員を中心に、とれたて新鮮野菜

をはじめ、こだわりの農畜産物を使用したジェラート、串焼きなど素材の味を生かした

料理や、農産加工品を提供します。また、田んぼや畑で働く農業機械の展示では、普段

は見たり触れたりできない体験ができることから、毎年長蛇の列ができる人気スポット

になっています。 

第 2花壇は、日本農業法人協会の会員や協賛企業が様々なワークショップをご用紙し

ています。また目玉企画として、1,000人の子どもたちへの農業体験を実施します。収

穫体験や脱穀体験、加工体験等、いろいろな体験を用意しています（※）。「農」や

「食」を学ぶワークショップブースは、連日多くの家族連れで賑わいます。 

※1,000人農業体験の受付は、各日 10：00～、13：30～。先着順。 

 

オープニングセレモニー（11月 9日(土)・芝生ステージ） 

 

10：00 開会 

主催挨拶（山田敏之 日本農業法人協会会長・ファーマーズ＆キッズフ

ェスタ実行委員長） 

  来賓挨拶 

10：16 開会宣言（キッズ 2名） 

テープカット（農林水産省、農林中央金庫、山田敏之会長・実行委員長、 

宮本貴夫・副実行委員長、荻原昌真・副実行委員長、 

キッズ２名） 

10：20 終了 

 

 



【名 称】 第１０回ファーマーズ＆キッズフェスタ２０１９
～農業と子供の元気が、日本を元気にする～

ファーマーズ＆キッズフェスタとは？
日本全国のプロ農業者が集い「子どもと農業をつなぐ架け橋」として都会の子供たちに元気なニッポン農業を発信するイベントです。
こだわりの新鮮な農産物を東京のど真ん中にお届けするとともに、楽しいステージや食育・農育ワークショップを催したり、
超大型農業機械の試乗、動物との触れ合いの場を作ったりと、様々な形で農業の魅力と楽しさを紹介します。

【日 時】 2019年11月9日(土)・10日(日) 10:00～16:00 ※雨天決行

【会 場】 日比谷公園(噴水広場・第二花壇・にれの木広場）

【主 催】 ファーマーズ＆キッズフェスタ実行委員会 ［構成団体］公益社団法人日本農業法人協会

【後 援】 農林水産省、経済産業省、文部科学省、総務省、消費者庁、東京都、NHK、 全国肉牛事業協同組合
（公社）中央畜産会 、（一社）大日本水産会、全国漁業協同組合連合会、（一財）食品産業センター
（一社）日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、（株）日本政策金融公庫
（一財）都市農山漁村交流活性化機構、（一社）全国銀行協会、全国知事会、全国市長会、 全国町村会
（一財）日本GAP協会、全国農業高等学校長協会、 日本生活協同組合連合会、（一財）消費科学センター
（一社）日本食育学会

【特別後援】 NPO法人日本プロ農業総合支援機構

【特別協賛】 農林中央金庫

【メインスポンサー】 全国農業協同組合連合会

【メディアパートナー】 マイナビ農業

【協 賛】 （一社）日本フードサービス協会、（株）ジェフグルメカード、象印マホービン（株）

シダックス（株）、（一財）全国落花生協会、千田みずほ（株）、日本農業経営大学校、じゃがい問題研究所
日本ユニシス（株）、（公財）コメリ緑育成財団、東都生活協同組合、パルシステム生活協同組合連合会
（一社）日本草地畜産種子協会、全国麦茶工業協同組合、東京農業大学、全国米穀販売事業共済協同組合
NPO法人長野県セルプセンター協議会、（一財）雑賀技術研究所、（公財）流通経済研究所
全国精麦工業共同組合連合会、（株）近畿日本ツーリスト首都圏、（株）茶茶、（株）パソナ農援隊

損害保険ジャパン日本興亜（株）、 アグリビジネス投資育成（株）、共栄火災海上保険（株）、（株）みずほ銀行
住友化学（株）、（株）日清製粉グループ本社、全国農業協同組合中央会、日本製粉（株）、 東京海上日動火災保険（株）
ヤマト運輸（株）

【特別企画】 (一社)日本養豚協会(ＪＰＰＡ)

【特別協力】 全国共済農業協同組合連合会、 東日本旅客鉄道(株)、 ウェルネス・ライフサイエンス研究所

【制作協力】 井関農機(株)、(有)TAOミュージック、(株)NOPPO、シヤチハタ(株)

【制 作】 ＮＨＫプロモーション

【入場料】 無料

【来場者層】 ファミリー、一般(その他、農業関係者、食品産業関連企業など)
※昨年実績：約5.5万人(２日間)
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開催概要
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展開内容【出展者テント一覧① 大噴水広場】

テントNo. 看板名 出展団体名

A-01 たまご屋さんCocco （有）九十九里ファーム

A-02 にんにくのよしだ家 農業生産法人株式会社よしだや

A-03 （有）伊豆沼農産 （有）伊豆沼農産

A-04 自然栽培の薄井農園 自然栽培の薄井農園

A-05 （株）野口農園 （株）野口農園

A-06 自然飼育の放牧薩摩黒豚 （有）三清屋

A-07 こと京都（株） こと京都（株）

A-08 徳島県農業法人協会
（有）NOUDA／THE NARUTO BASE

徳島県農業法人協会
（有）NOUDA／THE NARUTO BASE

A-09 群馬県農業法人協会 群馬県農業法人協会

A-10 ファームかずと 農業生産法人株式会社ファームかずと

A-11 さんさんファーム （有）燦燦

A-12・13 石川県農業法人協会 石川県農業法人協会

A-14
（株）卵娘庵
ひよこさんちの直売所

（株）卵娘庵

A-15 長野県農業士協会 長野県農業士協会

A-16 （株）ごはん （株）ごはん

A-17
富山県農業法人協会
（同）ぐるる富山

（一社）富山県農業会議

A-18 彩の国埼玉・農業法人協会 （株）はせがわ農園

A-19 佐藤農園 （株）佐藤農園

A-20・21 兵庫県農業法人協会 兵庫県農業法人協会

A-22・23 滋賀県農業法人協会 滋賀県農業法人協会

A-24 Cha Cha （株）茶々

テントNo. 看板名 出展団体名

A-25 調整中 日本農業経営大学校

A-26 成田ゆめ牧場 （株）秋葉牧場

A-27 全国麦茶工業協同組合 全国麦茶工業協同組合

A-28 横須賀カレー＆新潟ライスのお店 （有）フジタファーム

A-29 コムサ食堂 （株）ジェーシー・コムサ

A-30 柿安本店 （株）柿安本店

A-31 ロイヤルキッチン ロイヤルホールディングス（株）

A-32 吉野家 （株）吉野家

A-33 サーティワンアイスクリーム BーRサーティワンアイスクリー（株）

A-34 （株）人形町今半 （株）人形町今半

A-35 （株）ジェフグルメカード （株）ジェフグルメカード

A-36・37 岩手県農業法人協会 岩手県農業法人協会

A-38 井関農機（株） 井関農機（株）

A-39・40 （一財）全国落花生協会 （一財）全国落花生協会

A-41・42 うつくしまふくしま農業法人協会 うつくしまふくしま農業法人協会

A-43 福島県果樹経営者研究会
福島県農業会議
（福島県果樹経営者協会）

A-44・45 ＪＡ全農 JA全農

A-46 ＪＡ共済 全国共済農業協同組合連合会

A-47 ＪＡバンク 農林中央金庫

A-48
ＪＡバンク×健康キッチン
ＪＡ直売所キャラバン

農林中央金庫
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展開内容【出展者テント一覧② 第二花壇】

テントNo. 看板名 出展団体名

B-01 ハタチの畑プロジェクト （株）プレイストジャパン

B-02
ふるさとファーム
（北海道札幌市）

ふるさとファーム

B-03 サポート付農園シェア畑 （株）アグリメディア

B-04・05 (有) ぶどうばたけ （有）ぶどうばたけ

B-06・07
東京農大カムカムカフェ
～キッズ向けクイズに挑戦！～

学校法人東京農業大学

B-08
ファーマーズ＆キッズフェスタ大抽選
会

日本農業法人協会

B-08
キッズマルシェ
～やおやさんになってみよう～

日本農業法人協会

B-09 シダックスエコファーム シダックス（株）

B-10
おにぎりをにぎってみよう！
アグリスマイルプロジェクト

アグリスマイルプロジェクト

B-11 食の３重丸 （一財）雑賀技術研究所

B-12 （一社）和食文化国民会議 （一社） 和食文化国民会議

B-13 新潟・食楽園 新潟・食楽園／文化庁・新潟県

B-14
国民文化祭・にいがた2019
（文化庁・新潟県）

新潟・食楽園／文化庁・新潟県

B-15
Let's！和ごはんプロジェクト
（農林水産省）

農林水産省

B-16 （一社）日本食育学会 （一社）日本食育学会

B-17 象印ライスマイルプロジェクト （株）日本経済広告社

B-18 産地直結の東都生協 東都生活協同組合

B-19 東京観光情報センター 多摩 東京観光情報センター 多摩

B-20 全国稲作経営者会議 全国稲作経営者会議

B-21 大麦パンの全麦連 全国精麦工業協同組合連合会

B-22
ＰＡＬネットながの
長野県農業青年クラブ

ＰＡＬネットながの
（長野県農業青年クラブ）

テントNo. 看板名 出展団体名

B-23・24 踊るミエ企画 Crazy thunder farm

B-25
長岡若手農家×大学生 「稲わらリー
スをつくろう！」

（株）NOPPO

B-26
農業合唱団ナレッジ・ステープル・シン
ガーズ

農業合唱団ナレッジ・ステープル・シ
ンガーズ

B-27 生協の宅配パルシステム パルシステム生活協同組合連合会

B-28 フォトスポット 日本農業法人協会

B-29 （一社）日本草地畜産種子協会 （一社）日本草地畜産種子協会

B-30
国産ハーブの鉢植え体験
ハーブティ試飲付き（新農業人スタート）

株式会社パソナ農援隊

B-31 （株）農協観光 （株）農協観光

B-32
全国米穀販売事業共済協同組合
（株）ミツハシ

全国米穀販売事業共済協同組合

B-33・34 千田みずほ（株） 千田みずほ（株）

B-35・36 （公財）コメリ緑育成財団 （公財）コメリ緑育成財団

B-37・38 信州農福連携マルシェ
特定非営利活動法人
長野県セルプセンター協議会

B-39・40 日本ユニシス（株） 日本ユニシス（株）

B-41 ミニ動物園
日本農業法人協会
（成田ゆめ牧場）

B-42 （株）アグリスリー （株）アグリスリー

B-43～B46
めざせプロ農業者！
1000人農業体験

日本農業法人協会

B-47 やまと凛々あぐりネット やまと凛々あぐりネット
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展開内容【出展者テント一覧③ にれの木広場】

テントNo. 看板名 出展団体名

C-01 （有）大地 （有）大地

C-02 小平第六小学校 小平市立小平第六小学校

C-03 (有)信州ファーム荻原 （有）信州ファーム荻原

C-04 利根川ネットワーク委員会 利根川ネットワーク

C-05 Paradise Beer Factory （株）オールフィールズ

C-06 （株）れんこん三兄弟 （株）れんこん三兄弟

C-07 （株）ベジアーツ （株）ベジアーツ

C-08 岐阜県農業法人協会 岐阜県農業法人協会

C-09・10 ご当地ウマイモノLABO （公財）流通経済研究所

C-11・12
もみ殻かまど&オリニギリ
（有）くりこま高原ファーム

（有）くりこま高原ファーム
(宮城県農業法人協会）

C-13・14 信州中野シャインマスカット園 （株）農業開発

C-15
じゃがい問題研究所
（ホクレン）

ホクレン農業協同組合連合会
じゃがい問題研究所

テントNo. 看板名 出展団体名

軽トラ市 ナナメファーム

軽トラ市 （株）アグレス

軽トラ市 ならはら農園

軽トラ市 木下 義隆

D
（一社）日本養豚協会
（JPPA）
「俺たちの豚肉を食ってくれ！」

（一社）日本養豚協会



※それいけ！アンパンマン ショーは出展者の記録写真においても、撮影禁止です。

芝生ステージ
特設ステージ
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展開内容【ステージコンテンツ】




