
○農家所得向上のため、地場産の農畜産物を直接消費

者に提供したい。また、地場産野菜を主原料とした手

作り加工品等を開発し、地元消費者にもっと知っても

らいたい。

○都市農業を活かし、農業者と消費者の交流の拠点・

情報発信基地として地域に貢献し、「消費者との共生」

を図りたいとの思いで、平成24年に直売所を開設。

○豊富な品揃えの確保と地場生産比率のアップ

→多品目栽培指導を行い、店舗からの売れ筋情報・追

加搬入の情報発信により、生産者と連携し計画的な

生産の強化を図った。

○地場産野菜の周知ＰＲ

→交流イベントの開催、横須賀市（観光課等）と商工会

議所との連携し、地場野菜の情報を発信した。た。

○さかな館が隣接して開設され、農畜海産物

の豊富な品揃えで、顧客数増加の相乗効

果を図る。

○学校給食への地場産食材の提供等の地産

地消により地域での食育活動を強化。

○地元の高齢者や遠方の顧客に対する通信

販売化を推進。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 神奈川県横須賀市長井1-15-15
・運営主体 ： ＪＡよこすか葉山
・取組内容 ： 地場生産の農水畜産物及びこれらを

利用した加工品・惣菜等の直売所
・売上高 ： 11億4,000万円（H26）
・雇用者数 ： 28人（臨時雇用含む） （H26）
・URL ： http//www.jakanagawa.gr.jp/kn5128/

sucanagosso/index.html

都市農業の特性を活かした情報発信基地
～消費者との共生を図る農産物直売所～

ＪＡよこすか葉山「すかなごっそ」

○売上高

５億8,000万円（H24）→11億4,000万円（H26）

○雇用者数（臨時雇用含む）

34人（H24）→28人（H26）

○年間来客数

32万4,000人（H24）→54万8,000人（H26）

店舗外観

店内の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】 【今後の展望】

【取組の効果】

地域農業を盛り上げ、地域に貢献する直売所にしたい!
出荷登録農家

加工部門 食農教育
農業体験

連携

販売

直売所

農作物等の出荷

長井町漁業協同組合 横須賀市（観光課）

学校給食

消費者

来場

ＪＡよこすか葉山「すかなごっそ」

多品目栽培指導や売
れ筋情報の発信
後継者・若手の育成

農産物及びブランド畜
産物、地元海産物や加
工品・惣菜等豊富な品
揃えによる集客 交流イベント開催や

行政との連携で地場
野菜の情報発信

路地野菜の定植及び収穫体
験による社会教育（小学生）

地場産の農畜産物を
原料とした手作り加
工品・惣菜等の開発・
ブランド化

ＪＡよこすか葉山
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作り手からあなたへ産地直送！
地元の新鮮な農産物がたくさん詰まったテーマパーク

ＪＡさがみ 「わいわい市（藤沢店）」

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 神奈川県藤沢市亀井野2504番地
・運営主体 ： ＪＡさがみ
・取組内容 ： 地場生産の農畜産物及びこれらを

利用した加工品・惣菜等の直売所
・売上高 ： 10億3,000万円 (Ｈ26）
・雇用者数 ： 39人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://ja-sagami.or.jp

○安心・安全で確かな品質の商品を多くの消費者に選

んでもらいたい。

○地元農産物を活用した加工食品等を開発・販売して

地産地消を推進したい。

○平成12年に「わいわい市寒川店」を開設し、地元生産

者が自ら持ち込む採れたて新鮮な農産物の販売が

消費者に好評であったため、藤沢市に２号店を開設

することとなった。

○商品の品揃え及び集客数の安定確保

→個性的なポップ等で商品をアピールし、直売所ならで

はの珍しい農産物や豊富な品種の商品を生産者が

自ら栽培して出荷するよう、売上げ情報等を発信した。

○加工食品の開発のこだわり

→カレールウを開発し、消費者がカレールウと共に地元

農産物を購入するようにした。

○売上高

８億9,900万円（H23)→10億3,000万円（H26)

○出荷者数

200人（H23)→300人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

39人（H23）→39人（H26）

○来客数（年間）

48万8,417人(Ｈ23）→53万5,025人（Ｈ26）

○地場産では珍しい品種等の生産や品質の向

上で顧客数拡大、新規出荷者を開拓、安定

供給を確保する。

○地域色を活かした更なる加工食品の開発。

○消費者の声を反映した運営の推進。

店内の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

店舗外観

養護学校等

出荷登録農家 直売所

農作物
の出荷

加工部門

新規出荷者を開
拓して確保し、
安定供給を図る

地元の新鮮な農産物がたくさん詰まったテーマパーク！わいわい市の魅力！
消費者

職業体験の受入

来場

ＪＡさがみ「わいわい市（藤沢店）」

販売

鎌倉女子大

季節ごとの手作りレシピやＰＯＰに
よる創意工夫でイベントや講座を
開催し、食育通信を発信

連携

生産者主体の販売体制
で品質向上や地域生産
率をアップ

食農教育

地元産の米、野菜を使用
したせんべいやカレー等
の加工食品の開発・販売

地域住民の健康増進、食
育推進の取組の実施

ＪＡさがみ
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地域の特産農産物の販売拠点！
果実と新鮮野菜の充実した品揃えと通年販売

ＪＡフルーツ山梨フルーツ直売所八幡店

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山梨県山梨市
・運営主体 ： ＪＡフルーツ山梨
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ３億5,800万円（H26）
・組合員数 ： 約700人
・雇用者数 ： 15人（臨時雇用含む）（H27）
・ＵＲＬ ： http://jafruits.sakura.ne.jp/shop/

○平成７年より、旧八幡果実共選所で果実（もも、ぶど

う）の直売開始。

○平成13年２月、旧東山梨地区の10の農協が合併し、

JAフルーツ山梨が発足。

○果実の一大産地であり、地域の標高差が大きく長期

にわたる販売が可能であることから、平成13年５月、

直売所をオープン。

○主要果実（もも、ぶどう、おうとう、すもも）の取扱量

の平準化と出荷農家のバランス

→主要果実は農家同士競合しないよう、ＪＡの共選品

を販売している。

○野菜の出荷量の確保

→普及指導員による、野菜栽培指導を行い、種類の

増加と出荷期間の延長を図る。

○売上高

１億5,200万円（H13)→３億5,800万円（H26)

○出荷者数（月平均)

350人

○入客数

７万3,000人（H13）→22万1,000人（H26）

○果実の産地でありながら、新鮮野菜等の品揃

えも豊富なことから、観光客はもとより、地元消

費者の確保に成功。

○野菜生産者を増やし、通年の取扱量の増加に

より、売上高向上につなげる。

○消費者との交流をさらに深めるため、味噌作り

などが体験できる施設の設置を行う。

○JA女性部による果実加工品の充実。

直売所外観

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

店内の様子

地域の小中学
校保育園等

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

イベント

・上記4品目以外の果実と野
菜など

・果樹生産者はエコファー
マーを取得

・普及指導員による野菜の
栽培指導

豊富な山梨の「恵み」をお届けします！
市街地に近い立地条件を活かし、リピーター確保！！

消費者

学校給食食材提供

JAフルーツ山梨
フルーツ直売所八幡店

・新鮮・安全・安心をモットーに
地域に密着

・「甲斐のこだわり環境農産物」
の提供促進

「収穫感謝祭」 を秋に開催
生産者と消費者の交流を図る

特産のぶどう

ＪＡ共選場

もも、ぶどう、おうとう、
すもも 2/3が地元消費者

− 43 −



「農」と「食」の新しい未来が育つ交流空間
採れたて・摘みたて新鮮農産物を四季を通じて提供

四季新鮮収穫広場 た・から農産物直売所

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山梨県中央市
・運営主体 ： 農事組合法人「た・から」
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： １億7,400万円（H25)
・組合員数 ： 113人（H27）
・雇用者数 ： ８人(臨時雇用含む）（H27)
・ＵＲＬ ： http://takara1.exblog.jp/

○地域農産物の地産地消の拠点として、「愛情を込め

て育てた、田や畑からの贈り物を直接消費者に届け

たい」をモットーに、平成18年２月、「た・から農産物直

売所運営組合」を発足。

○平成18年５月、「農産物直売所 た・から」開業。

○平成20年９月、農事組合法人「た・から」設立。

○都市化が進む地域において、環境に配慮した農産

物の生産

→耕畜連携の推進と、全組合員のエコファーマー取得

を目指す。

○地域農業の振興と直売所のＰＲ

→春の創業祭、秋の収穫祭の開催、農業体験を行い

交流を図る。

○売上高

8,900万円（H18)→１億7,400万円（H25)

○出荷者数（組合員数）

60人（H18)→113人（H27)

○入客数

11万3,000人（Ｈ18）→17万4,000人（Ｈ25）

○地産地消の拠点として、地域農業の振興に大

いに貢献

○受賞歴

Ｈ21 地産地消優良事例表彰（山梨県）

Ｈ22 豊かなむらづくり全国表彰事業（農林水産大臣賞）

Ｈ27 やまなし食の安全・安心優良活動表彰（山梨県）

○生産者と消費者の交流を促進するとともに、「地域の子供は地域で育てる」との考えから、教育ファーム

の実施と食育の推進の充実を図る。

○より高付加価値・高品質なものづくりを進め、野菜の有効活用を図るため、加工品の開発を行う。

教育ファーム（田植え体験）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

店内の様子

学校給食

登録耕種農家

直売所

農作物
の出荷

農業体験
稲わら、残
野菜を飼料
に

環境に配慮した農産物を生産
採れたて野菜の直売と地域・消費者との交流！ 消費者

地元産食材の提供

四季新鮮収穫広場 た・から（農事組合法人）

中央市農政観光部農政課

農家・住民・地域が一体となり循環型の
農業を展開連携

登録畜産農家

堆肥

畜産物
の出荷

人材の育成

・安全・安心な農産物等の
提供

・消費者との交流
春秋にイベントの開催

・教育ファーム
市内保育園園児及び
小学校児童とその保護者

・企業の農業体験
農業指導と福利厚生事業

・研修生の受け入れ
・担い手の育成
「農事組合法人種をまく人」
を結成

耕畜連携

農業大学校

研修生の派遣連携

直売所外観
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巨大なタケノコが目印の山梨県「道の駅」第1号！
山梨の南の玄関口で特産品や新鮮野菜を販売

道の駅とみざわ

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山梨県南巨摩郡南部町
・運営主体 ： 南部町商工会（指定管理者）
・取組内容 ： 直売所、レストラン
・売上高 ： １億6,400万円（Ｈ26）
・登録農家数 ： 240人（Ｈ26）
・雇用者数 ： 13人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://www.michinoeki-tomizawa.com/

○旧富沢町が、地元農林業活性化、観光客誘致のため、

平成５年山梨県内の「道の駅」第１号としてオープン。

○平成21年４月より、南部町商工会が、指定管理者とし

て、管理運営を開始。

○通年販売できる加工した特産品の開発

→タケノコの水煮・お茶のドレッシング等を、道の駅限定

品として販売する。

○直売所で取り扱う野菜の品質の向上

→県の出先機関である農務事務所による野菜の栽培指

導により高品質で多種の野菜を生産する。

○売上高

１億5,100万円（H22)→１億6,400万円（H26)

○登録農家数

200人（H22)→240人（H26)

○入客数

16万5,000人（H22)→17万3,000人（H26)

○地場農産物の生産増加や農業所得の向上、地

域農業の振興に貢献

○地元農産物を原料とした加工品を開発し、地元

加工業者による製造・販売。

○栽培指導による農産物の高品質化。

○消費者ニーズに対応した商品開発と直売所作り。

目印の巨大タケノコ

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

店内の様子

出荷登録農家
直売所

農作物等
の出荷

レストラン

高齢・小規模農家の所
得の向上

南部町の観光拠点で地域特産品を活用し、
地域農業の振興に貢献したい！ 県内消費者

県外観光客

道の駅とみざわ

朝採り野菜の販売

菓子製造業者

特産品を原料に焼菓子の開発

連携

・地元産の安心・安全な新鮮
野菜等の販売
・春・秋のイベント開催

・県産ワインの販売コーナー
を設置

インフォメーション

・地元産そばや郷土料理の提
供

・地域特産品のタケノコを使用
したメニューの開発・販売

・地域の観光拠点として
県内・町内の観光スポッ
ト等の情報提供

県外の
リピーター客

宅配便による商品の提供

地元NPO法人

竹林の保全と竹製品の納入峡南農務事務所
（県出先機関）

野菜の栽培指導

県産ワインコーナー
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ＩＴを活用した情報提供、生産者ＧＡＰの取組等
新たな取り組みに常に挑戦する農産物直売所「あさつゆ」

丸子農産物直売加工センター「あさつゆ」

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 長野県上田市大字御岳堂５４－１
・運営主体 ： 丸子農産物直売加工施設運営組合
・取組内容 ： 農産物直売、食堂、加工
・売上高 ： 3億円（H26）
・雇用者数 ： 14人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.asatsuyu55.com

○徹底した情報提供

→職員のＩＴ技術を高める必要があったため導入準備

に数年間かけた。

○ＧＡＰの理解を図る

→県の農業改良普及センターの指導のもと、各種講

習会、情報提供に取り組み、「あさつゆが目指すよ

りよい農業の実践（ＧＡＰ）」を策定した。

○売上高

2億5,300万円（H21) → 3億円（H26)

○組合員数

198人（H21) → 216人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

16人（H21） → 14人（H26）

○ スマートフォンを活用した店舗情報の提供、

給食や予約品などの受発注業務、日々の

農業日誌、防除記録などを記録し簡便性と

有効性を兼ね備えたシステム開発を検討

している。

○ 自主的な農薬残留検査やＧAＰの取り組

みを継続することで、安全安心な農産物の

提供をさらに図りたい。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

写真１

施設全景

店内の様子

【取り組むに至った経緯】

○昭和60年７月１日、B級品や加工用となってしまう、

曲がったり太すぎるキュウリをもっときちんと売り

たいと考える農家５軒が作った無人農産物販売

所が誕生。

○あさつゆは生産者による値付け、出荷量、荷姿

等自由をモットーにしている。

○生産者、消費者の関心をひきつけるために、 店

内の大型モニター画面で農作業風景や調理方

法などを動画で提供している。

農作物の出荷

直売所・食堂・加工

生産者による値付け、出荷量、荷姿等自由がモットー！
消費者

来場

あさつゆ

出荷登録農家

あさつゆが目指
すよりよい農業
の実践（GAP) 大型モニター画面で農作業

風景や調理方法を動画で提
供することにより、生産者、
消費者の関心をひきつける

県農業改良
普及センター

定期的に生産者へ情報提供
・１時間ごとの個人売上額
・ライブカメラによる店内状況
・日々の売上額や客数

指導

連携
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楽しく、お金になり、地域に貢献できる農業を！

有限会社 たんぽぽ

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 長野市篠ノ井山布施８８３１－９
・運営主体 ： 有限会社たんぽぽ
・取組内容 ： 農産物直売、加工、弁当
・売上高 ： 7,765万円（H26）
・雇用者数 ： 25人（臨時雇用含む）（H26）
・電話番号 ： (026)229-2948

○平成４年、「新しいことに挑戦し、楽しく、お金にになる

ことで、地域に貢献したい！」との思いを抱く女性30

名で起業。

○週末のみの直売所の運営は全員の努力で軌道にの

り、交通手段を持たない高齢農家の農産物の買い取

りなども行ない、平成６年には通年営業できる施設を

建設。

○売れ残った野菜の有効活用がきっかけとなったおや

き製造は、現在は経営の柱となっている。

○地域に伝わる菓子や惣菜の商品化は、多くの方々の

目に触れ、伝統行事食の継承の一翼を担っている。

○施設建設の際、融資を受ける必要

→任意組織である「たんぽぽ」は、金融機関からの融

資を受けられなかったため、平成11年に法人化。「起

業」から「企業」へと意識も変化。

○はたらく仲間づくりと後継者育成

→地域の若い女性に積極的に声をかけ、仲間づくりに

力を注いでいる。小さな子供を持つ女性が働きやす

い職場環境づくりに努めるとともに、これら若い女性

に責任を持たせ、後継者育成にも励んでいる。

○売上高

7,190万円（H23) → 7,765万円（H26)

○会員数

50人（H23) → 45人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

26名（H23） → 25名（H26）

○たんぽぽは、中山間地域にあることから周囲

に「買い物難民」は少なくない。そこで、平成

27年に移動販売車を購入。

また、はたらく女性や老人の一人世帯が増加

していることから、目方売りの惣菜販売（毎週

金曜日の惣菜夕市）にも取り組んでいる。

これら様々な取り組みを通じて、より地域に

必要とされる「たんぽぽ」となれるよう努めた

い。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

写真１ 写真２

メンバー

店内の様子

直売所

農作物
の出荷

レストラン・弁当宅配

「起業」から「企業」へと意識改革！

来場たんぽぽ

はたらく仲間づくりと
後継者育成

出荷登録農家
消費者

移動販売車高齢農家

農産物
買い取り

おやきや漬物、伝統菓子も
製造・販売 買い物難民のため移

動販売者での販売
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その日に採れたものをその日のうちに
「新鮮」あふれる直売店を核とした海の見える道の駅

道の駅 潮見坂

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 静岡県湖西市白須賀１８９６－２
・運営主体 ： 株式会社朝日
・取組内容 ： 農林水産物等委託販売、レストラン経営
・売上高 ： ５億2,100万円（H26）
・雇用者数 ： 30人（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.shiomizaka.com

○平成18年、道の駅の設置に伴い市から運営会社の

公募があったため、会社を設立し、運営を開始。

○生産地が直売店から車で20分以内の距離にあること

から、新鮮な農産物の提供が可能。

〇市内の出荷者、福祉団体を通じて市と連携し、四季

折々のイベントを開催。地元の中学生を対象とした販

売体験研修等も実施。

○会員が増えたことで在庫管理が難しくなった

→会員に直売店の売上状況をメールで随時提供し、生

産者が出荷時期の調整を出来るようにした。

〇当初は運営会社自ら農産物の栽培を行ったが、技術

不足で質の良いものを供給できなかった

→農業者に栽培を委託し、販売に専念。

〇レストラン料理に使う国産食材の仕入価格が高いた

め、経費が増加

→地元の安い食材を多く使ったメニューに特化。

○総売上高

３億600万円（H18)→５億2,100万円（H26)

〇農産物売上高

7,600万円（H18）→１億2,300万円（H26）

○出荷者数

90人（H18)→157人（H26)

○雇用者数

30人（H26）

〇道の駅来場者数

94万1,000人（H18）→104万2,000人（H26）

〇売店・ﾚｽﾄﾗﾝ来客者数

44万9,000人（H18）→59万人（H26）

○地元の野菜、海産物を使用した「せんべい」の

加工・販売を予定。

○販売スペースが限られていることから、インター

ネット販売を検討。

海の見えるレストラン

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

朝採りの新鮮な野菜

養護学校
出荷登録生産者

直売店農林水産物の出荷

地元の新鮮で安心な農林水産物を提供することを重視
直売とレストラン、イベント等の実施で人をつなぐ拠点に 消費者

来場

道の駅 潮見坂

湖西市役所

連携

イベント等体験 購入・体験

・農林水産物
・加工品・惣菜
・土産品 給食の食材納入

・レストラン
・イベント
・体験事業

レストラン

湖西市福祉関係団体

出荷者登録・
売上状況の提供

市内中学校

販売等体験

湖西市食育推進協議会

構成員

株式会社朝日

連携 食育の推進

運営

イベントの開催による集客
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南伊豆の田・畑・山・海すべての恵みが集い
お客様・出荷者・スタッフ・地域の喜びが集う直売所

南伊豆町農林水産物直売所 湯の花

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂157－１
・運営主体 ： NPO法人 南伊豆湯の花
・取組内容 ： 農産物委託販売
・売上高 ： ２億2,500万円（H26）
・雇用者数 ： 14人（臨時雇用含む）

（うち職員６人）（H26）
・ＵＲＬ ： http://yunohana-shop.com

○平成14年に廃止された厚労省の薬用試験場の跡地

に、南伊豆町より依頼を受けた町内の農業者の有志

33名が運営組合を作り、南伊豆地域の拠点として生

産者が直接経営する直売所を17年に開設。

○地元の農業の活性化のため、南伊豆地域の産品の

み販売。

○町内の学校給食の検討会に積極的に参加。高齢者

に対し、宅配や農産物の集荷も行っている。

○地元客に信頼される安定した直売所づくり

→組織内の打合せを定期的に実施し、月ごとに決算状

況や課題等を検討し処理してきた。

○売れ残った商品の扱い

→値下げして再度販売することで、廃棄量の発生を極

力抑えている。

○売上高

4,200万円（H17)→２億2,500万円（H26)

○出荷者数

120人（H17)→655人（H26)

南伊豆町の人口の７％に当たる630人の町民

をはじめ、近隣の市町住民が出荷者

○顧客数

４万7,000人（H17）→16万人（H26）

○雇用者数（臨時雇用含む）

３人（H17）→14人（H26）

○直売所が健全に運営することが地域貢献につ

ながるため、売上を伸ばして循環型経済を活

性化させていく。

○出荷者の婦人部を組織内に立ち上げ、女性目

線による商品開発を進めていきたい。

○体験農業等を通じ顧客との交流事業を行うほ

か、イベント事業の充実を図る。

南伊豆町産の野菜

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】 【今後の展望】

【取組の効果】

直売所外観

学校給食等

生産者 直売所

農林水産物の出荷
南伊豆町の野菜をはじめ周辺地域の安心・安全な農産物・特産物を販売 消費者

食材の納入
（一部契約栽培）

来場

湯の花

購入・体験

高等学校

試食会・イベントの連携

体験施設・事業

・農林水産物
・加工品・惣菜
・スイーツ

・足湯
・農業体験
・各種イベント

農業者グループ・法人 町（農業振興会）

加工品販売イベントの連携 情報共有

町読み書きサークル

出版本即売
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伊豆の美味しいものがまるごと揃う
食のテーマパーク

伊豆・村の駅

＜事業者の概要＞

・所在地 ：静岡県三島市安久３２２－１
・運営主体 ：株式会社 村の駅
・取組内容 ：農産物直販、地場産食材販売、食堂

農業収穫体験
・売上高 ：11億7,000万円(H26)
・雇用者数 ：75名(うち、職員７名)（H26）
・ＵＲＬ ：http://www.muranoeki.com

○観光みやげ卸業を主体に事業展開している熱海市

の会社が、伊豆地域の安全・安心で豊富な美味しい

農産物を自ら販売したいとの思いから平成18年１月

に同社を設立した。

○施設は農産物直販所のほか、おさかな市場、たまご

や、園芸舎などを配し、地域に根ざした食のテーマ

パークとなっている。

○入荷野菜の品質安定性の確保

→生産者組織の中に作物別の部会を設置し、販売

ルールの徹底、自主的目揃い会を実施し、品質の安

定化を図っている。

○販売農作物の需給調整

→施設と生産者のメールによる在庫量の確認をこまめ

に行い、入荷農作物の調整を行っている。

○総売上高

10億（H19)→11億7,000万円（H26)

○農産物直販部門売上高

２億4,000万円（H19)→４億4,000万円(H26)

○出荷者数

100人（H19)→107人（H26)

○観光の立地条件を活かし、良質で多彩な品揃

えからリピーターは増加し、農産物直販部門

の売上金額も安定している。

○将来的には、農産物直販にとどまらず、農園型

レストランや宿泊、温浴施設などを併設し、一日

遊べる目的地となるアミューズメントパークを目

指したい。

施設の全景

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

農産物直販所の様子

出荷登録農家
農産物直売所

農作物
の出荷

おさかな市場

出荷登録農家で品目別
に部会を設置し、目揃い
会を実施

伊豆の美味しいものがまるごと揃う
豊富な品揃えと来る楽しみを地域に発信

消費者

来場

株式会社 伊豆・村の駅

年間を通じたイベントの実
施

生産者女性部

手作り教室、総菜販売

写真１ 写真２

たまごや

園芸舎 体験農場

農業者グループ

村の夜祭り、お客様感謝祭への協賛
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『安心』・『安全』・『新鮮』な地元農産物をご家庭に！！

ＪＡ富士宮ファーマーズマーケット「う宮～な（うみや～な）」

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 静岡県富士宮市外神１２３
・運営主体 ： 富士宮農業協同組合
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ９億2,000万円（H26）
・雇用者数 ： 29人（臨時雇用含む）（H27.10）
・ＵＲＬ ： http//www. ja-shizuoka.or.jp/

fujinomiya/cn13/ja.umya.html

○平成16年の地元市場の閉鎖に伴い、出荷先に困っ

ていた生産者のために、地域の農業基地を整備した

いという思いから、２年の準備期間を経て直売所を平

成20年５月に開設。

○栽培履歴システムを導入し、安心・安全・新鮮な農産

物を提供。

○幹線道路から外れた場所という不利な立地面から、

周知に苦労した

→新聞折り込み、個別訪問及び地元のマスコミを活用

したＰＲ活動を行い、生産者も品質管理を徹底したこ

とにより集客増につながった。

○来場者数の増加によるサービス低下などの懸念

→レジの担当者を増やし、高性能のレジを導入したこと

で会計時の混雑を軽減、また食材のおいしい食べ方

などのアドバイスも店頭にて行っている。

○売上高

４億円（H21)→９億2,000万円（H26)

○出荷者数

219人（H20.5)→485人（H27.10)

○雇用者数（臨時雇用含む）

12人（H20.5）→29人（H27.10）

○来場者数

18万人（H21）→41万3,000人(H26)

○隣接するほ場（ＪＡの子会社所有地）で、種ま

き及び収穫の農作業体験ツアーや小学生の

食育として、生産及び販売の体験を実施する

予定。

店内の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

直売所の外観

旅行会社
出荷会員生産者

直売所

農作物の出荷

栽培履歴システムによる
品質管理

栽培履歴システムによる品質に対するこだわりへの徹底

消費者

観光バスの誘致

来場ＪＡ富士宮ファーマーズマーケット
「う宮～な」

毎月イベントの実施

ＪＡ女性部

お弁当など
総菜の納入

連携

写真１

富士山
こどもの国

情報交換及び地元
農産物の相互の仕
入・出荷

地元農産物等の
相互の仕入・出
荷

県内ＪＡファーマーズ
連絡協議会

全国ＪＡの
提携ファーマーズ

連携 連携
施設内レストランへ食材
の納入

イベントの実施

− 51 −


