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まちむら交流きこうの地産地消の取組 

令和 4年 3月 24日 

（一財）都市農山漁村交流活性化機構 

 

Ⅰ 全国農産物直売ネットワークの取組 

平成 18 年度に発足。農業の 6 次産業化の提唱者でもある、当機構の理事長であっ

た故今村奈良臣東京大学名誉教授を初代代表に、全国の直売所のネットワークづくり

と情報発信を推進。今後さらに、直売所を取り巻く新たな課題に対応し、直売活動の

質の向上と経営の安定を図るため、平成 2年 8月に新体制での活動を始めている。 

 

●役員 

代表  染谷茂 ㈱アグリプラス取締役会長（農産物直売所かしわで） 

 副代表 山口成美 （有）シュシュ代表取締役（おおむら夢ファームシュシュ） 

 副代表 木村紀夫 ㈱秋津野 代表取締役（きてら、秋津野ガルテン）等、幹事 15名 

 

●会員数 

 44組織・個人 

 

●直近の主な活動 

 ・全国農林水産物直売サミットの開催 

令和元年度に第 18回として山形県県鶴岡市で開催、以降、コロナ禍のため延期中。 

 

 （令和 3年度） 

 ・直売所チャレンジ・フォーラムの開催（ネット配信） 

  第 1回 5月 27日（木）14:00～17:00「直売所が挑戦する、新たなサービス・ 

商品づくり」視聴者数約 160名 

第 2回 10月 27日（水）14:00～16:00「直売所の世代交代を考える」約 40名 

・直売所実践オンライン講座の開催 

第 1回 11月 18日（木）14:00～16:00「直売所が取り組むべき HACCP対応」約 40名 

 

・コロナ禍の直売所の実態に関するインターネットアンケート調査の実施 

・農産物直売所の食品衛生管理に関するアンケート調査の実施 

 

Ⅱ 「地域の食の絆強化推進運動事業」（農林水産省）の取組（執行受託） 

当機構では、平成 21 年度から地産地消推進に関する農林水産省の補助事業や交付

金事業を担当。令和 2年度から、「地域の食の絆強化推進運動事業」を実施しており、

施設給食における地場農林水産物の利用拡大と定着に向けては、給食事業者と農林

水産関係者をつなぐ調整役の存在が重要であるという観点から、「地産地消コーディ

ネーター育成研修会」と「地産地消コーディネーター派遣事業」を進めている。 
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1 地産地消コーディネーター育成研修会 

●令和 3年度の内容（ネット配信と対面の併用） 

基礎講座 1 「地産地消推進の意義と多面的な効果」 

【講師】千葉大学大学院園芸学研究院 教授 櫻井 清一 

基礎講座 2 「産地消と食育のすすめ～愛媛県今治市の実践から～」 

【講師】（一財）今治地域地場産業振興センター 専務理事 安井 孝 

基礎講座 3 「学校給食における地場産物活用への取り組み」 

【講師】女子栄養大学 名誉教授 金田 雅代 

（事例紹介）袋井市教育委員会 おいしい給食課 係長 石塚浩司（静岡県） 

吉田榛原学校給食共同調理場 栄養教諭 見崎由美子（静岡県） 

雲南市農政課 主幹 小林弘典（島根県） 

基礎講座 4 「これからの時代の地産地消」 

【講師】東京農工大学大学院農学研究院 教授 野見山 敏雄 

実践講座 1 「病院給食での地場産物利用の取組と工夫～笠岡中央病院の実践から～」 

【講師】医療法人緑十字会笠岡中央病院栄養科 管理栄養士 粟村 三枝 

（対談）彦根市立病院 栄養科 管理栄養士 大橋 佐智子 

    食環境ジャーナリスト・食総合プロデューサー 金丸 弘美 

実践講座 2 「学校給食での地場産物利用を継続する仕組みと効果～東京都日野市の実践から～」 

【講師】JA 東京みなみ 代表理事組合長 小林 和男 

実践講座 3 「直売所を軸とした給食への地場産物供給の体制づくり 

～（株）アグリプラス(農産物直売所かしわで)の実践から～」 

【講師】農産物直売所かしわで 店長 海老原 康夫 ほか 

 

 

2 地産地消コーディネーター派遣事業 

施設給食での地場産食材供給体制づくりの構築等に向けた専門人材の派遣を

実施（1 地域あたり 1 名を 3 回程度）。専門人材は、給食事業での地場産物活用に

ついて実績と知見を有する専門家（地産地消コーディネーター）を約 60 名程度登録。

3 月には、派遣事業で取り組んだ内容や成果等の報告会を開催。 

 

●令和 3年度の派遣地域と派遣専門家 

都道府県 応募団体名 専門家（敬称略） 

宮城県 気仙沼市教育委員会 食育アドバイザー、管理栄養士 吉原 朋子（秋田県） 

神奈川県 寒川町教育委員会 

㈱たくみの里代表取締役       西坂 文秀（群馬県） 

(一財)今治地域地場産業振興センター 専務理事 

安井 孝（愛媛県） 

山梨県 
北都留ブロック公立学校食育推

進研究会 
袋井市教育委員会おいしい給食課 石塚 浩司(静岡県) 

長野県 飯綱町 産業観光課 ㈱産直新聞社 代表取締役     毛賀澤 明宏（長野県） 

静岡県 静岡市教育委員会事務局 元中京学院大学短期大学部 非常勤講師  遠山 致得子 

石川県 学校法人鶴来学園 
(一財)今治地域地場産業振興センター 専務理事 

安井 孝（愛媛県） 

滋賀県 甲賀市教育委員会事務局 
元公益財団法人 兵庫県学校給食・食育支援センター 

食育支援専門員                田路 永子 
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大阪府 大阪教育大学附属池田小学校 
道の駅かなん 駅長兼支配人    石原 佑也（大阪府） 

農業生産法人(有)北摂共同農場 代表取締役 安原喜美代 

鳥取県 境港市福祉保健部子育て支援課 石川県七尾市立中島小学校 栄養教諭      北出 宏予 

高知県 香南市地産地消推進協議会 ㈱たくみの里代表取締役        西坂 文秀（群馬県） 

※フォローアップ派遣 

都道府県 応募団体名 専門家（敬称略） 

大分県 別府市教育部教育委員会 
女子栄養大学 名誉教授                金田 雅代 

鹿児島純心女子短期大学                中馬 和代 

沖縄県 石垣市北部農村集落活性化協議会 食育アドバイザー、管理栄養士 吉原 朋子（秋田県） 

 

●これまでの派遣実績 

申請者の種類 R3年度 R2年度 R1年度 H30年度 H29年度 H28年度 合計 

行政（農政・商工・観光など） 1 3 4 3 4 1 16 

行政（教育委員会・学校給食ｾﾝﾀｰ） 4 2 2 2 1 2 13 

食育推進等の協議会 2 1 1  2 3 9 

農協・直売所・生産者  2 1 1   4 

その他 3 1 1 1 1  7 

合計 10 9 9 7 8 6 49 

 

 

Ⅲ 野菜のワークショップの開催 

平成 26 年度から、月 1 回ペースで、伝統野菜や新顔野菜等を身近に使って食べて

学ぶワークショップを開催。現在は、会場参加とオンラインで実施。主な参加者は、

野菜ソムリエ等野菜や果物等に関心の高い首都圏在住の女性で、令和 3 年度からは、

当日のテーマ野菜等を参加者の自宅に届ける「野菜セットお届け便」も開始。 

 

●講師(敬称略) 

コスモファーム 取締役会長  中村 敏樹 

料理研究家                 牛原 琴愛 

 

●会場 

 築地魚河岸スタジオ（東京都中央区築地 6-26-1 築地魚河岸 小田原橋棟 3 階） 

 

●直近のプログラム 

2021年 5月 旬の春野菜と話題の大豆ミートのコラボ 

6月 間引き野菜をムダなく使おう 

8月 夏野菜を国産スパイスで満喫 

9月 秋のベジタブル&フルーツを贅沢に 

10月 ソウルフードのお米をもっと自由に楽しもう 

11月 冬野菜を酢・ビネガー・柑橘の酸味で味わう 

12月 カラフル野菜で年末年始の巣ごもり常備菜 



主な活動内容

お問い合わせ先 全国農産物直売ネットワーク
（一財）都市農山漁村交流活性化機構 （まちむら交流きこう） 内

（土日祝日をのぞく９：３０～１７：４５）
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町45 神田金子ビル５階

電 話０３－４３３５－１９８４ ＦＡＸ０３－５２５６－５２１１ ｍａｉｌ：chokubai@kouryu.or.jp

全国農産物直売ネットワーク

●農業の6次産業化のトップランナーであり、今や全国に2万店以上もある農産物直売所。直売所は地産地消、
都市農村交流、コミュニティビジネスなど地域活性化の拠点として食・農・暮らしを最前線で支えています。

●平成18年度に発足した「全国農産物直売ネットワーク」では、農業の6次産業化の提唱者である今村奈良臣
東京大学名誉教授を初代代表に、全国の直売所のネットワークづくりと情報発信を進めてまいりました。

●直売所を取り巻く新たな課題に対応し、直売活動のさらなる質の向上と経営の安定を図るため、令和2年8月

より新体制での活動をスタートします。直売所の持続的な発展に向けて、皆さまのご入会をお願いします。

入会のご案内

活動内容

・農産物直売所の関係者の連携・ネットワーク化

・全国農林水産物直売サミット・地方セミナー等の開催

・農産物直売所に関する情報の収集・発信

・農産物直売活動を支援する関連団体・企業等との連携

・その他、農産物直売活動の発展に役立つ活動 など

活動内容

Ａ 直売所会員（農産物直売所）
Ｂ 個人会員 （生産者、消費者、研究者等）
Ｃ 法人会員 （直売所以外の法人・団体等）

会員区分

年会費１５，０００円
年会費 ５，０００円
年会費５０，０００円

・直売所の運営に役立つ情報を定期的にお届けします
・主催イベント、セミナー、ツアーなどに会員価格でご参加いただけます
・会員間の情報共有を通じて、相互の連携を図ります

会員サービス

直売ネットの会報「ちょくばい」24号(2020.8月)
写真は初代代表の今村奈良臣氏(東京大学名誉教授)



主な活動内容

全国農産物直売ネットワーク役員一覧 2020年8月

道の駅なみおか・浪岡アップル友の会(青森県青森市)／農産物直売所 ふれあい二戸(岩手県二戸
市)／紫波ふる里センター(岩手県紫波町)／栗原産品直売所あじわいの朝(宮城県栗原市)／
花野果市場(宮城県美里町)／フルーツタウン産直あぐり (山形県鶴岡市)／百万石の里 しゃきっと
(山形県鶴岡市)／道の駅こもち (群馬県渋川市)／道の駅しもつけ(栃木県下野市)／今採り農産物
直売所かしわで(千葉県柏市)／道の駅しょうなん 農産物直売所(千葉県柏市)／道の駅やちよ 農
産物直売所 クラフト(千葉県八千代市)／ジョイフルファーム鵜の池 (愛知県美浜町)／あぐりん村
(愛知県長久手市)／道の駅あいとうマーガレットステーション・あいとう直売館(滋賀県東近江市)／
道の駅能勢・能勢物産センター(大阪府能勢町)／道の駅かなん(大阪府河南町)／あすか夢販売
所(奈良県明日香村)／秋津野直売所きてら(和歌山県田辺市)／道の駅クロスロードみつぎ 野菜
市(広島県尾道市)／甲山いきいき村(広島県世羅町)／道の駅仁保の郷いろどり市(山口県山口市)
／田布施地域交流館(山口県田布施町)／道の駅やす 協同組合やすらぎ市(高知県香南市)／
あんずの里ふれあいの館・あんずの里市(福岡県福津市)／四季菜の市やっぱぁ～岡垣(福岡県岡
垣町)／おおむら夢ファームシュシュ(長崎県大村市)／大地のめぐみ(長崎県南島原市)／
クラッシーノこうし(熊本県合志市)／JAこばやし百笑村(宮崎県小林市)他 ※個人会員はのぞく

全国農産物直売ネットワーク 直売所会員 2020年8月

代 表 染谷 茂
㈱アグリプラス 取締役会長

「かしわで」 （千葉県柏市）

副代表 山口 成美
(有)シュシュ 代表取締役
「おおむら夢ファームシュシュ」

（長崎県大村市）

副代表 木村 則夫
㈱秋津野 代表取締役

「きてら」 「秋津野ガルテン」
（和歌山県田辺市）

全国農産物直売ネットワーク 役員 2020年8月

幹 事 叶野 由佳 （株）産直あぐり 店長 （山形県鶴岡市）
後藤 勲 （株）道の駅しもつけ 支配人 （栃木県下野市）
西坂 文秀 （株）たくみの里 代表取締役 （群馬県みなかみ町）
周郷 崇 道の駅やちよ 農事組合法人クラフト 代表理事 （千葉県八千代市）
毛賀澤 明宏 （株）産直新聞社 代表取締役 （長野県伊那市）
榊田 みどり 農業ジャーナリスト 明治大学客員教授 （埼玉県）
野見山 敏雄 東京農工大学大学院 教授 （東京都）
加藤 美紀 （一社）日本協同組合連携機構 主任研究員 （東京都）
野々山 雄士 （株）長久手温泉 アグリ事業部 支配人 「あぐりん村」 （愛知県長久手市）
大平 健太郎 (一財)愛の田園振興公社 道の駅あいとうマーガレットステーション館長 （滋賀県東近江市）

石原 佑也 農事組合法人かなん 道の駅かなん 駅長 （大阪府河南町）
綾目 文雄 道の駅クロスロードみつぎ 野菜市 会長 （広島県尾道市）
須山 一 ＪＡしまね 販売戦略室 室長 （島根県）
岡 誠也 久万高原町ふるさと創生課商工観光班 係長 （愛媛県久万高原町）
臼杵 徳一 （一財）都市農山漁村交流活性化機構 専務理事

事務局長 森岡 亜紀 （一財）都市農山漁村交流活性化機構 地域活性化チーム長

農産物直売所は、 6次産業化のトップランナー

https:／／satomono.jp／ 「里の物語」 は全国の農産物直売所の情報を発信しています


