
秋田県内のうまいものが揃う、食べ物百貨店「潟の店」
～肥沃な大地の恵みを一杯に吸い込んだ新鮮野菜～

道の駅おおがた 産直センター「潟の店」

＜事業者の概要＞

・所在地 ：秋田県南秋田郡大潟村
・運営主体 ：株式会社 ルーラル大潟
・取組内容 ：農産物直売所、レストラン、特産品

販売、イベント 等
・売上高 ：３億7,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：12人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ：http://www.sanchokukatanomise.com/

○平成元年に秋田県初の常設直売所として農産物の

委託販売を開始。

○大潟村産農産物を核に特産加工品、惣菜、漬物等を

販売し、大潟村の産業振興に寄与するとともに観光

事業の総合企業としての役割も果たす。

○秋田県内産の農産物が「潟の店」で購入できる「食べ

物百貨店」かつ地域住民の楽しめるスペースとして平

成27年4月にリニューアル。

○大潟村では通年で販売できる商品が少ない

→大潟村産で対応できない場合は、秋田県産農産物

を販売。また、行政・ＪＡのバックアップで冬期間でも

出荷できる体制作りと指導を行った。

○売上高

3,000万円（H元)→３億7,000万円（H26)

○出荷者数

16人（H元)→170人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

農家運営（Ｈ元）→12人（H26）

○平成27年に直売所をリニューアルし、客数、売上

の増加で農業所得の向上、村の活性化に貢献。

○村の農産物を使ったお菓子などを商品化して販売

したい。

○産直まつり等を企画して村の活性化に貢献したい。

○村の若い農業者にも米以外の野菜・花などを作っ

て「潟の店」で販売してもらいたい。それが村のＰＲ

にも繋がればと思っている。

←出荷農家の農産物が並ぶ
直売所内の様子

【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】

↑ 産直センター「潟の店」

出荷登録農家

加工品出荷農家

農村レストラン なのはな

農作物
の出荷

・料理講習会
・イベント企画

直売所で販売する
加工品製造

全国の農業者（入植者）が作る新鮮な農産物と秋田県内のうまいものが
揃う産直センター潟の店

消費者

来場
道の駅おおがた 産直センター「潟の店」

出荷登録農家から
販売している野菜を
使った料理レシピを
提供。

村の特産品を使った料理講習
会や産直まつり、即売会などイ
ベント開催による集客

写真１ 写真２

農産物直売所

スイーツスタンド スマイル

米粉ギョウザなど提供

米ぬかソフトが好評

学校給食
福祉施設

野菜の納入
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農業・加工体験が出来る、女性だけで運営する
「陽気な母さんの店」

陽気な母さんの店株式会社

＜事業者の概要＞

・所在地 ：秋田県大館市
・運営主体 ：陽気な母さんの店株式会社
・取組内容 ：農産物直売所、加工、仕出し・食堂、

農業体験、イベント 等
・売上高 ：２億2,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：30人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.sastage.net/yoki

○平成13年４月に女性農業者らで施設リース方式に

よる常設直売所をオープン。売上高１億円を目標に

農産物の販売を開始。

○農業情勢が厳しい中でお父さん達が一生懸命頑

張っている姿を見て、女性もパートナーとして女性

の役割を見出したい、との思いからはじめた。

○農業後継者を作るために給料を払える経営体とし

て、通年で収入が確保されるような直売所を作りた

かった。

○冬期間の商品不足。

→雪中貯蔵や農産物加工（乾燥野菜）に取り組むこ

とで販売する商品を確保するとともに、直売所間

の交流・連携により、四国の直売所からの生鮮野

菜等を販売して対応。

○お客様のニーズをどのようにして把握するか。

→常にお客様の声を聞く体制として、モニタリング制

度を導入。その中から生まれた、月１回発売の「自

分へのご褒美弁当」が好評。

○平成27年７月、株式会社化

○売上高

１億1,000万円（H13)→２億2,000万円（H26）

○出荷者数

88人（H13)→69人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

６人（H13）→30人（H26）

○作る楽しみ、売る楽しみがとても大きく、女性が生

きがいの持てる場として、さらに夢を実現できる

事も学ぶ事ができた。

○いつも何か新しい事をやっている、と思ってもらえる

様に新商品開発・体験交流などを実施していきたい。

○体験交流施設を新たに整備して、農業体験・加工体

験をもっと充実させたい。

○地域の人たちの交流の場として活用できる施設を整

備したい。

←出荷農家の農産物が並ぶ
直売所内の様子

【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】

会員によ
る農産物
出品

食堂・加工部

旬の農産物や、母さん自慢の味を直売、郷土料理などが体験できる
ユニークで元気な母さんの店

陽気な母さんの店株式会社

・直売所販売
・学校給食用食材提供
・福祉施設への食材提供
・きりたんぽセット宅配 など

販売・生産部 環境部

・食堂
・農業体験、加工体験
・郷土料理講習
・仕出し、弁当

・店内環境美化
・草刈り、花壇整備

消費者

学校/
福祉施設

来場

野菜ソムリエのス
タッフが調理方法
等をアドバイス

きりたんぽセット
宅配

食材供給
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地域の農産物がなんでも揃い
地域住民が集まる安らぎの場所

まめでらが～道の駅十文字

＜事業者の概要＞

・所在地 ：秋田県横手市
・運営主体 ：(株)十文字リーディングカンパニー
・取組内容 ：農産物直売所、

農産物加工所、交流・休憩ホール等
・売上高 ：３億7,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：18名（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＴＥＬ ：0182－23－9320

出荷農家の生産物が
並ぶ農産物直売所

【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】

交流・休憩ホールで健康体操

出荷登録農家

加工品出荷農家
農産物加工施設

農作物
の出荷交流・休憩ホール

直売所で販売する
加工品製造

新鮮な野菜、果物、 花、総菜など納得の商品販売！ 消費者

高品質な農産物の提供

来場

まめでらが～道の駅十文字

野菜ソムリエのスタッフが
調理方法等をアドバイス

各種イベント主催

イベントの開催による集客連携

写真１ 写真２

農産物直売所
レストラン、民芸品店など

のテナント６店

○会員から質の良い農産物を提供してもらう

→商品の種類や価格設定を会員に一任することで会員

が販売に積極的になれる仕組を構築。スタッフが会

員に公平に接するなど管理体制を徹底し、会員から

安心して農産物を出荷できる信頼を得ている。

○売上高

１億5,000万円（H19)→３億7,000万円（H26)

○出荷者数

123人（H19)→310人（H26)

○加工品出荷者

79人（H19)→90人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

８人（H19）→18人（H26）

○地場産農産物の高付加価値化による農業所

得の向上、雇用の創出に貢献。

○多くの試食を用意し知識豊富なスタッフの対応

により顧客が納得して商品を選べる。

○秋田市、宮城、首都圏などに出張販売すること

で「道の駅十文字」の認知度を高め、販路拡大

を目指す。

○これまでも農産物の小規模な直売組織はあったが、

さらに地元のいい農産物を発信する場所が必要と考

え、平成19年の「まめでらが～道の駅十文字」開設を

機に農産物の委託販売を開始。

○旧十文字町の住民の６割が住んでいる中心部に地域

住民が気軽に集まれる、災害時の避難所ともなる場

所を作る計画から生まれた。

○交流ホールを地域サークル活動等に無償で貸し出し

地域住民の楽しめるスペースになっている。
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地元果物・野菜の販売に力を
農家所得の向上による地域活性化を目指す！

ファーマーズマーケットよってけポポラ

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山形県東根市
・運営主体 ： JAさくらんぼひがしね
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： 9億8千万円（H26)
・雇用者数 ： 34人（臨時雇用含む）（Ｈ27）
・ＵＲＬ ： http://jahigashine.or.jp

○地域では、高齢化や後継者不足という状況もあり、農

家の所得向上が求められる状況であったことから、

平成14年度アグリチャレンジャー支援事業を活用し、

直売所を整備した。

○県内随一の果樹地帯で、果樹を中心としながらも毎

日の食卓に不可欠な野菜の品揃えの充実、地域内

の特産品も紹介等地域の活性化に繋がる施設として

開設。

○「豊富な品揃え」「生産者の名前が記載されている安

心感」への生産者の意識改革

→価格は生産者自らが設定し、売れ残った場合は、全

部生産者が引き取り、翌朝新鮮なものを搬入すること

で、生産者の意識が変わった。

○売上高

３億3.7千万円（H16)→９億8千万円（H26)

○出荷者数

216人（H15)→602人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

16人（H15）→34人（H27）

○地場農産物の生産拡大や農業所得の向上、

新規就農者の育成や地域の活性化に大きく

貢献。

○繁忙期は店舗内が窮屈になるため、売場面積

の拡大（増築予定H28年5月、790㎡に拡大）。

○冬期間の野菜を充実するため、ハウスの栽培

の推進。

直売所の外観

【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】

直売所内の様子

出荷登録農家 直売所

農作物
の出荷

登録者602人

POSシステムによる農産物のタイムリーな補充
ファーマーズマーケットとして生産者と消費者互いが満足できる事業

消費者

来場

よってけポポラ

年間45万人（H26)

各ファーマーズとの交流
（地域農産物の販売）

20ファーマー（岩手県～沖縄県）連携

写真１ 写真２

季節の催事
（餅つき、抽選会）

ジェラート イベントコーナー

果実・野菜・総菜
民芸品
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地域を１つの農場とし地域連携で行う「どりいむ農園構想」
が源に！地元の食文化がお店を支える

白鷹産直市場 どりいむ農園直売所

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山形県西置賜郡白鷹町
・運営主体 ： (有)どりいむ農園
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ２億7,000万円（H26)
・雇用者数 ： 10名（臨時雇用含む）H27
・ＵＲＬ ： http://www.doriimu.jp

直売所の外観

【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】

直売所内の様子

ネット販売

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

登録者220名

地元の食材がた～っぷりの品揃え
生産者の努力が絆となる

消費者

来場
どりいむ農園直売所 年間14万人

小学校（学校給食）

食育（郷土食の伝承）連携

写真１ 写真２

体験コーナーイベントコーナー

果実・野菜・総菜・民芸品 秋野菜即売会 田植え・稲刈り
消費者

（会員制度）

作付前に前払い契約

収穫後に農産物を
受け取る

○地域を１つの農場とみなし地域連携で行うという「どり

いむ構想」を掲げ、過疎化に悩む地域の活性化を目

的に集会所を作り、併設するビニールハウスでの売

上げが好調だったことから、本格的な農産物直売所

を整備した。

○新鮮で安心な農産物を適正な価格で消費者に提供し、

白鷹町に元気の出る農業を展開させることを理念と

し、全て地元産を販売する。

○販売する商品は地元産とし、仕入品の販売はしない

ため、冬期に野菜が不足

→冬の端境期はハウス栽培野菜や置賜が誇る食文化

である越冬野菜・干し物野菜・塩蔵物で対応する。

○売上高

６千万円（H17)→２億7千万円（H26)

○出荷者数

40人（H17)→220人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

６人（H17）→10人（H27）

○食と農を通じた交流促進を図り、新規就農者

の育成や地域の活性化に大きく貢献。

○他県での販売協力を受け、販路拡大を目指す

（現在、仙台市と横須賀市で協力販売）。

○直売所が増える中、こだわりのある農産物の販

売に努める。
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状況が

地域を守り、ともに育つ
防災機能を備えた「味」「恵み」「健康」の総合拠点

え～こや八福神

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山形県飽海郡遊佐町
・運営主体 ： 株式会社八福神
・取組内容 ： 産直野菜、農家レストラン、丼物、

コンビニエンスストア
・売上高 ： １億円（H26)
・雇用者数 ： 12人(臨時雇用含む)（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://www.hachifukujin.jp/

○地域に工場を作った企業が工場設立10周年を記念

して、地域貢献のために産直施設と農家レストラン

を設立。

○東日本大震災の影響を受け、地元と協定を結び、

防災拠点に指定。

○企業としては運営が出来ないため、個々の経営者

が組合を組織し、テナントとして運営していたが、

個々の経営のため入居の入替え等が煩わしい

→組合を株式会社化して、組織の一体的な運営を図

ることにより、経営力の向上につながった。

○売上高

１億円（H24)→１億円（H26)

○出荷者数(登録者数)

130人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

12人（H27）

○農家主体で販売価格を決める。農家レストラ

ンに使用する野菜も地域農家から仕入れる

ことにより、農業所得の向上に貢献。

○開業時の計画にあった診療所を併設し、地元

完結の総合施設として活用。

施設全景

【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】

産直コーナー

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

農家レストラン

登録者130人

おいしい山形がいっぱい！
地域の総合拠点として活動中

消費者/
工場関係者

え～こや八福神

写真１

地場野菜、お総
菜、お土産品

防災拠点

地場野菜使用バ
イキング

地元と協定

来場
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地域の地魚(加工食品)にこだわった
地元漁協女性部が中心に運営する直売所

道の駅鳥海ふらっと元気な浜店

＜事業者の概要＞

・所在地 ：山形県飽海郡遊佐町
・運営主体 ：元気な浜店
・取組内容 ：直売所、加工、等
・売上高 ：１億2,000万円(H26)
・雇用者数 ：11人(臨時雇用含む)(H27)
・ＵＲＬ ：http//choka-fiat.com_

○道の駅を作る時に山形県漁協吹浦女性部に対し、

施設の活用を依頼。

○第3セクター運営の交流促進施設として整備。

○季節の鮮魚(春はサクラマス、夏は岩牡蠣等）等の

加工(干物、焼き魚等)、特産品の販売を実施。

○漁業者の家族のため年間を通した収益性の確保

→漁協を通じて季節の地魚を確保、商品に付加価値

を付け販売アイテムを増やすため加工を実施及び

特産品の開発。

○売上高

7,851万円（H15)→1億2,000万円（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

11人（H27）

○漁業者の家族のための年間を通しての雇用・

収益確保に貢献。

○今後、高速道路の延長に伴い建設が予定さ

れているパーキングエリアに出店を検討。

店舗全景

【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】

焼き魚等の加工

直売所 加工部門

地域の地魚にこだわった鮮魚・加工品・特産品の販売

消費者

来場

道の駅ふらっと元気な浜店

平日の来場者400人

道の駅ふらっと「農産物直売所 ひまわり会」

道の駅主催のイベントの開催による集客連携

鮮魚・貝類

特産品

焼き魚 まるごといかの燻
製・たこめしの素

漁協

魚介類の
供給
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イベント等での相互出
店や特産品の販売

定期的に農産物
の安全性確認

いよ

消費者から信頼される農産物の生産へ
「食べて健康になる」にこだわる複合販売施設

みりょく満点物語（棚倉）

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 福島県東白川郡棚倉町
・運営主体 ： JA東西しらかわ
・取組内容 ： 直売所、加工、レストラン、研修施設
・売上高 ： ２億6,800万円（H26）
・雇用者数 ： 30人（臨時雇用含む）（Ｈ27）
・電話番号 ： 0247-33-1212（直売所）

0247-23-0831（レストラン）

○消費者から信頼される農産物「安全であること、安

心であること、良質で美味しいこと。そして体によい

もの。」を目標に平成25年３月、直売所を中心とし

た複合施設を整備。

○地元の新鮮な原乳を使用して、牛乳とソフトクリー

ムなどを製造・販売する施設を平成25年に開設。

○地元の新鮮な農畜産物を食材として、季節感のあ

る手づくり料理を提供するレストランを平成25年に

開設。

○安全・安心・良質で品揃え豊富な農産物の提供。

→ＪＡの営農指導、種苗会社の協力により、土づくり、

栽培方法、品質、食味などにこだわった農産物が

多岐にわたって出荷可能となった。

○売上高

２億2,800万円（H25)→２億6,800万円（H26)

○出荷者数

406人（H25)→473人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

32人（H25）→30人（H27）

○地域密着型の直売所として、生産者と消費者の

交流の場 ・ 食育、地域農業と生活文化交流拠

点として機能。

○女性の目線を重視した店舗づくりにより集客力UP。

○地元の野菜 ・ 果物などを使用した商品を開発し、

６次産業化を推進。

○地元農産物のＰＲ、集客のため、研修施設を利用

し、料理教室などのイベントを企画。

旬の果物、野菜など
品揃え豊富な店内

【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】

「みりょく満点物語」外観

学校給食

出荷者協議会

会員農家数
473人（H27）

直 売 所

みりょく満点物語

「安全・安心・良質・
美味」の農作物を出荷

消費者から信頼される農産物を販売。
「食べて健康になる」で、生産者の農業所得を向上。

消費者

地元野菜の納入

来場JA東西しらかわ

地元農産物販売はもとよ
り、レストランでも提供し
消費拡大を図る

福島県内のＪＡ直売所

連携

写真１ 写真２

加工部門・販売

ミルク工房

レストラン

山ぼうし

研修（イベント）

施 設

飲食店等

地元野菜の納入

店内で放射線検査

信頼の確保

ＪＡ東西しらかわの要件をクリ
アした生産者のみが会員登録

ＪＡ・
種苗会社

栽培指導等
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農業・商業・工業・医療・観光の連携による
地域活性化の場 「みんなのはたけんぼ」

JAすかがわ岩瀬 ファーマーズマーケット はたけんぼ

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 福島県須賀川市
・運営主体 ： 株式会社ジェイエイあぐりすかがわ岩瀬
・取組内容 ： 農産物、加工、研修施設 等
・売上高 ： 11億3,300万円（H26）
・雇用者数 ： 35人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http：//ja-sukagawaiwase.or.jp/farmer

○高齢化と担い手不足により農業生産が減少し、新た

な経済事業改革が求められＨ１５年に設置。

○H２３年東日本大震災の影響で出荷制限・摂取制限

のため、一時は地元農産物が「はたけんぼ」から姿を

消すといった状況になったが、地元消費者・飲食店や

全国からの応援や以前から実施していた安全性の

チェックに放射性物質検査を加え、安全な食品の提

供を継続することで消費者の信頼を確保。

○東日本大震災による影響

→厳しい状況をあえて風評被害のせいにせず、従来通

りに食育講座や料理講習会等の食育活動や各種イ

ベントを開催することにより、皆が「食べたい」と思う環

境作りをするとともに、乾燥・加工品の商品開発（プロ

ジェクト「ＦⅡＲ」）などに取り組んだ。

○売上高

７億5,800万円（H16)→11億3,300万円（H26)

○出荷者数

750人（H16)→750人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

28人（H16）→35人（H26）

○須賀川市の観光ＰＲ拠点としても活躍し、地

域振興に大きく貢献。

○医療との連携「食事制限者への食材提供」

○高齢者対策「はたけんぼの食材で長生きでき

る環境作り」

○飲食店への販売拡大「より消費者の口へ」

「はたけんぼ」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】

「アイス工房」自慢のジェラート

学校給食

会員農家 直売所

農作物の出荷

加工販売施設
・手作り豆腐、油揚げ等
・アイス工房

情報発信の基地として様々な分野と連携
生産者と消費者の笑顔が交差する地域に根ざした店づくり！

消費者

生産者招待給食での
交流

来場

ＪＡすかがわ岩瀬 ファーマーズマーケットはたけんぼ

食育ソムリエ（スタッフ）
を中心にレシピを作成
し消費者と交流

加工業者

農産物の乾燥・
加工品の開発・
販売

共同企画

写真１

写真２

食育活動
・料理講習会・食育講座
・農業体験・健康相談等開催
・ＪＲとの連携による「地産地消
お座敷列車」等

飲食店

飲食店と連携し消費者
への食事会や試食会を
随時開催

農産物の提供

食材の販売

品質チェック

生産者個人ブラン
ドの確立
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四季折々の新鮮な旬の味わいと「安全安心」を地域の皆様
に提供 「めざせ、風評払拭！」

ＪＡ伊達みらい みらい百彩館「んめ～べ」

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 福島県伊達市
・運営主体 ： ＪＡ伊達みらい
・取組内容 ： 直売所、加工、農業体験 等
・売上高 ： ６億6,000万円(H26)
・雇用者数 ： 34人（臨時雇用含む）（H26)
・ＵＲＬ ： http//www.jadatemirai.or.jp

○伊達市・伊達郡管内で生産される豊富な農産物を集

約し、農業者の所得向上、高齢者や女性でも活躍で

きる場作りを目的として平成21年に開設。

○東日本大震災の影響で、農産物の出荷制限が出さ

れたり、風評被害を受けるなど販売不振に至ったが、

放射性物質の検査を継続することで安全性を消費者

に伝えている。

○東日本大震災による影響

→県の放射性物質のモニタリング検査のほか、「んめ

～べ」敷地内に検査センターを設けた。「安全・安心

な農産物を地元の方々に食べて頂きたい」という想

いを持ち、食品の安全性のＰＲを積み重ね、消費者

の信頼を取り戻しつつある。

直売所内の様子

【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】

○６次産業化への取組

○地元商工会や飲食店などと連携し、新たな特

産品開発への取組

【今後の展望】

○売上高

２億円（H21)→６億6,000万円（H26)

○出荷者数

600人（H21)→692人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

32人（H21）→34人（H26）

○農業所得の向上、女性の活躍の場や新規就

農者の創出、遊休農地の解消など、地域農

業の発展・振興に大きく貢献

【取組の効果】

みらい百彩館
「んめ～べ」外観

病 院出荷登録農家
直 売 所
・果 実（３割）
・野菜類（３割）
・その他

農産物の出荷

加工販売施設
・惣菜

放射性物質の全戸検査
を出荷者毎に全品目
チェック

消費者

地元野菜・米の納入

来場

みらい百彩館 「んめ～べ」

写真１

写真２

学校給食等

野菜の調理法、保存方法
のアドバイス

農業体験・料理講習会・各種イベント

地場産農産物を基盤に、地域の中でさまざまな交流（ご縁）を大切に！

地元野菜・米の納入
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お

「まめで達者な村づくり」を目指した拠点施設
地元の大豆にこだわった加工品で村を元気に！

手・まめ・館

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 福島県東白川郡鮫川村
・運営主体 ： 鮫川村農産物加工直売所手まめ館

運営協議会
・取組内容 ： 直売所、食堂、カフェ、加工 等
・売上高 ： 1億1,800万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 22人（Ｈ27）
・ＵＲＬ ： http://www.samegawa-temamekan.com/

○村の基幹産業である農業の振興と、高齢者の健康づ

くり、生きがいづくりを進める「まめで達者な村づくり事

業」の拠点施設として、平成１７年１１月に整備。

○村で生産されたまめ（主に福島県奨励品種の大豆「ふ

くいぶき」）を使用する加工品製造施設を整備し、味

噌や豆腐などの加工品を販売。

○地元企業が村で生産されたエゴマを使用して商品開

発した和風ドレッシングなどの加工品を販売。

○農家の余剰農産物が出荷対象であったため、品質の

向上、品揃えに課題。

→役場に農業指導員を配置し、栽培者研修会などを開

催。栽培方法や有機・低農薬農法などを指導したこと

により、新鮮で品質の良い様々な農産物が生産・出荷

出来るようになり農家の生産・出荷意欲が向上した。

○ハウス栽培を奨励して、年間を通して出荷出

来る体制を構築し、農家所得の増収と品揃え

の強化。

○農家の高齢化に対応し、世代交代を踏まえた

生産者の育成。

福島県ブランド認証産品
｛達者の味噌」

【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】

○売上高

5,700万円（H18)→１億1,800万円（H26)

○出荷者数

106人（H17)→102人（H27)

○雇用者数

８人（H17）→22人（H27）

○村の基幹産業である農業の振興、耕作放

棄地の増加防止、高齢者の生きがい・健康

づくりに貢献。

○地域経済の活性化や食農教育の場、都市

との交流の情報発信基地の役割。

【取組の効果】

会員の顔写真が掲示された店内

学校給食

会員 １０２名
（地元農家） 直 売 所

手・まめ・館

農作物の出荷

大豆加工施設

土づくりからこだ
わった有機農法

農業の振興と高齢者の健康づくり、生きがいづくりのため、
大豆を柱とするプロジェクト「まめで達者な村づくり」！

消 費 者

地元産の米を炊飯し提供

来場
鮫川村農産物加工直売所手まめ館運営協議会

地元農産物、地元大豆を
使用した加工品を中心に
販売

鮫 川 村

「まめで達者な
村づくり事業」

連携

写真１ 写真２

食 堂
手まめ食堂

カ フ ェ
手まめＣafe

給食施設

福 島 県

大豆加工品
「達者の味噌」県ブランド産品認証

地元企業

エゴマ
ドレッシングなど

連携

商品開発

消 費 者

大豆加工品などを通
信・ネット販売

村営たい肥製造場

たい肥
の供給
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