
清川にしかない安全な食、こころを全国･世界へ伝える
～農と福祉、身土不二、農と文化の継承を目指し～

有限会社 清川ふるさと物産館 夢市場

＜事業者の概要＞

・所在地 ：大分県豊後大野市清川町砂田１５７４番地
・運営主体 ：有限会社 清川ふるさと物産館 夢市場
・取組内容 ：農産物、加工品の委託販売、移動販売
・売上高 ：３億4,500万円（H26）
・雇用者数 ：18人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.mitinoeki-kiyokawa.com/

○平成２年に清川村(当時)が、特産品のクリーンピーチ

（もも）直売所として物産センターを開設。

○平成13年に道の駅きよかわへ移転し、清川村ふるさと

物産館「夢市場」としてオープン。

○地元の特産品・食文化（酒まんじゅう、もち、こんにゃく）

を継承するため、２か所の加工所設置。

○平成21年に生産量確保のために直営農場（平成26年

コープおおいたとの共同出資で(株)夢ファームおおいた

へ）を開設。

○平成25年からは地域の高齢者福祉を目的に、生活用

品を含めた移動販売を開始。

○売り上げが伸びる反面、農家の高齢化で生産量・出荷

量が減少

→直営農場を開設し、後継者育成と生産量確保。

→「身土不二学校」を開設し、新規就農者育成と農業技術

の向上を図っている。

○売上高

2,800万円（Ｈ２）→３億4,500万円（H26)

○出荷者

清川地域の農家

○雇用者数（臨時雇用含む）

18人（H26）、 直営農場５人

○来客数 3,000～4,000人／日

○安心・安全な農産物販売でリピーターが定着

○農家所得の向上と地域活性化実現

○高齢農家へは収穫作業受託や出張集荷を

行って、支援していく

○貸し農園開設で農業体験

○福祉的役割を担う

【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】

【取組の効果】

農産物出荷
農家

○農産物、加工品の委託販売
○貸し農園と農業指導
○直営農場経営

農作物出荷
販売委託

地域の農家の所得向上、生活支援と都市との交流

清川ふるさと物産館 夢市場

高齢者世帯

夢市場外観

集荷

加工所
酒まんじゅう
ももゼリー

【今後の展望】

直売所の地域農産物

地元特産の
ももジュース

日用品、 食材の移動販売

コープおおいた

共同出資農産物出荷

(株)夢ﾌｧｰ
ﾑおおいた

（後継者育
成）発展的移行

農産物
出荷

出荷

加工所の原料は地元産を中心
に一部他県産も使用している
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生産者・市・ＪＡが一体となった
地域の農林水産業・６次産業の情報発信の基地

JAおおいた直売所オアシス「春夏秋冬（ひととせ）」

＜事業者の概要＞

・所在地 ：大分県中津市大字加来814番地
・運営主体 ：JAおおいた中津事業部
・取組内容 ：農林水産物、加工品の委託販売
・雇用者数 ：25人（テナント除く）（臨時雇用含む）

（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.jaoita.net/

○平成15年に自治区や農業団体等から道の駅施設整

備の要望があがり、中津市が平成22年に道の駅なか

つの建設を決定。直売所はＪＡが事業主体となり、平

成26年４月に直売所オープン。

○直売所商品のほとんどが委託販売。

○農産物のほか、市内６次産業者の商品の発表・販売

の場としても活用。

○道の駅なかつには、レストラン、観光情報発信基地と

しての情報休憩室や遺跡公園も併設。

○林水産物も連携して委託販売。

○幹線道路沿いであり、土日・連休には県内外からの

来場者が多く、駐車場待ちが発生

→新たな駐車場設置。

○品揃えの確保をいかにしていくか

→JA直売所生産部会と一体となり、生産者への集荷を

進めた。

○出荷者

ＪＡ組合員、6次産業者41業者（Ｈ26)

○委託販売する農産物（野菜・果樹・花卉）直売

品のうち中津産の割合が83％を占めている。

（平成27年9月末）

○雇用者数（臨時雇用含む） 25人（H26）

○平成26年度はレジ通過者が55万人で、開設１

年４か月後の平成27年8月には来場者100万人

(推計)を突破。

○県内外からリピーターの来場者が増加中。

○年間を通じた旬の農産物の確保と農家支援を

するために、農産物集荷拠点を増やし、高齢

農家も出荷可能な体制を作る。

○新たな推奨品制度を導入し、６次産業推奨品

にはシールを貼付してＰＲ。

中津産野菜

【取り組むに至った経緯】

【生じた課題と対応方法】

【取組の効果】

ＪＡ組合員
農家

ＪＡおおいた直売所
オアシス春夏秋冬（ひととせ）

農作物出荷
販売委託

レストラン
地場産

農産物利用

中津地域の農林水産物、６次産業事業者の情報発信！

道の駅なかつ

ＪＦ中津支店 女性部

水産物加工品販売委託連携

写真１
６次産業商品写真

２

ＪＡから集荷

ＪＡ組合員

高齢・小規模
農家

【ＪＡおおいた中津事業部】

直売所オアシス「春夏秋冬」外観

【今後の展望】

六次産業ロゴ（中津市ＨＰより引用）
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よりおいしく、より安全で、より健康な農畜産物を生産
自然生態系農業にこだわった農産物直売所

綾手づくりほんものセンター

＜事業者の概要＞

・所在地 ：宮崎県東諸県郡綾町
・運営主体 ：綾町商工振興会(指定管理者）
・取組内容 ：直売所（農産物・畜産物・加工品 等）
・売上高 ：３億1,400万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：８人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.miya-

shoko.or.jp/aya/guidance.html

○行政が町民の健康作りのために安全な食べ物を生

産することを奨励し、家庭菜園運動を実施。

並行して畜産廃棄物（養豚業での排泄物）を肥料とし

て使用。

環境保全にも貢献。

○綾町が昭和63年、全国初の「自然生態系農業の推

進に関する条例」を制定。その条例に基づき町民が

町内で生産した農産物等を販売する目的で平成元年

６月に直売所を開設。

○町の認証を受けた農産物の販売と消費者ニーズに

応えた販売

→町の自然生態系農業に関する条例に沿って生産され

た農産物の安定供給体制（作付け）を確立し、四季

折々の産物をいち早く品揃えして消費者ニーズに応

える。

○売上高

1億4,800万円(H4)→3億1,400万円(H26)

○出荷者数

290人（H4)→420人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

５人（H４）→８人（H26）

○町外からの買物客が全体の９割を占め、地域

の活性化に大きく貢献。

○新作物の導入や販売アイテムを増やすことに

より、集客率を増加させ、直売所を活性化。

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】

直売所（外観）

出荷登録農家

直売所

農畜産物
等の出荷

町内で生産又は加
工されたものに限定

綾町自然生態系農業認定制度の栽培基準に従って生産された農産物 消費者

来場

綾手作りほんものセンター

条例によって生産された
安全な農畜産物の提供

各種イベント主催者

イベント開催による集客連携

写真１ 写真２

綾町

綾町商工振興会へ指定
管理者として委託
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地産地消による生産者と消費者の顔の見える「ふれあい交
流の場」-新鮮・安心・安定の直売所-

ＪＡこばやし「百笑村（小林店）」

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 宮崎県小林市
・運営主体 ： ＪＡこばやし
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ２億4,800万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 10人（臨時・パート含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http//kobayashi.ja-miyazaki.jp

○ＪＡこばやしにおいて、管内（小林市及び高原町）で生

産された新鮮で安全・安心な農産物や加工品を消費

者に安定的に供給すると共に、生産農家の高齢化等

により低迷する地域の活性化を図るため、直売所を

設置。

○地産地消による生産者と消費者の皆さんとの「ふれ

あい交流の場」づくりを行い、併せて、産地直送の発

信基地として位置付けを行うこととした。

○収穫時期による出荷商品の偏り

→作付指導により出荷商品の偏りを減らし、消費者

ニーズに応える。

○生産農家の高齢化

→会員の拡大を図るため、会員の掘り起しを行った。

○売上高

1億1,600万円（H17)→2億4,800万円（H26)

○出荷者数

191人（H17)→325人（H26)

○雇用者数（臨時・パート含む）

６人（H17）→10人（H26）

○野菜の消費拡大を図るため、新鮮野菜を使っ

た創作料理を紹介するコーナーを新たに設置

することとしたい。

〇消費者からの要望や廃棄野菜を減らすため、

惣菜や弁当などを始めていきたい。

新鮮な野菜等が並
べられた店内

【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】

直売所『百笑村』

出荷登録農家

農産物や加工品の出荷

出荷登録農家の勉強会
や関係機関からのポジ
ティブリストの定期的な
周知

直売所

地産地消による生産者と消費者の皆さんの顔の見える
「ふれあい交流の場」の創造！

百笑村（小林店）

各種イベント主催者

３月の「謝恩祭」や１１月の「百笑村収穫祭」等イベントの開催による集客連携

百笑村（宮
崎市大塚店）

消費者

来場

新鮮で安心・安全な農産
物等の安定的な供給

インショップ３店
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価値工学（ＶＥ）を取り込んだ
利用者目線でのサービスエリア的道の駅を目指して！

道の駅北川はゆま

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 宮崎県延岡市（東九州道北川I.Cより0分）
・運営主体 ： 株式会社北川はゆま

（延岡市・農協等）
・取組内容 ： 直売所、レストラン、菓子製造
・売上高 ： ２億９千万円（H26）
・雇用者数 ： 35人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： www.kitagawa-hayuma.jp

○東九州道大分～宮崎市間全線開通をきっかけに

地域の拠点となる道の駅の開設を決定。

○直売所で他県産の農産物が売られているなど、

何を目指す道の駅なのかコンセプトが整理されて

いない。

→価値工学（VE）手法を用い、あるべき姿（基本機

能）の明確化、あるべきサービス（機能本位）の追

求を実施。地元ならではの加工品や、地元の高校

調理科とコラボによる商品開発により、観光客に

わかり易い道の駅となった。

○売上高

１億5,200円（H23)→４億円（H27見込)

○雇用者数（臨時雇用含む）

18人（H23）→32人（H27）

○地元高校からの新卒採用開始

H26：1名、H27：2名、H28：2名（予定）

〇地元自治体の個人・法人の売上率が向上

〇地元商材を使ったオリジナル産品が大幅増加

○平成27年中にものづくり補助金を使った「（仮）

はゆまベーカリー」「 （仮）はゆま蕎麦工房」を

オープン。

○関係機関と連携し「手狭な駐車場」「手狭な建

物」拡張。

地元産生姜
と地元地

ビール会社
とコラボ商品

【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】

年間３万個！地
元高校との

コラボにて誕生
「のべがくプリン」

写真１

史実！
を活かした
ご当地蕎麦

県内客

出荷登録農家

直売所

農作物の出荷

お土産
はゆまベーカリー

想い出に残るサービスエリア的道の駅を目指す
「誰のため」「何のため」を徹底追及！ 県外観光客

来客

道の駅北川はゆま

宮崎・延岡の
想い出創りを演出

「西郷さん献上蕎麦」事業連携体

地元蕎麦農家との連携

山間部の地形を活かした、

樒・榊・柑橘類を中心に据
えた展開

レストラン

宮崎産・延岡産の原材料
を活かし、当駅オリジナル
の商品開発を推進

延岡発祥チキン南蛮、
原木椎茸カレー、

自家製麺蕎麦を活かした
メニュー展開

自社蕎麦工房地元高校・地元企業

オリジナル商品開発
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生産者が丹精込めて育てた安心・安全の農作物や畜産加
工品・農産加工品等を直接消費者へお届けします。

やごろう農土家市（のどかいち）

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 鹿児島県 曽於市
・運営主体 ： （株）やごろう農土家市
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ３億４，６００万円（H26）
・雇用者数 ： １４名（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.nodoka-1.jp

○地域の高齢者が栽培する農産物を販売することによ

り、高齢者に生き甲斐を見つけてもらい、地域活性化

につなげたいとの思いで、平成13年度に直売所を設

置。

○地域密着型の販売施設、ここに来れば一通りの新鮮

食材が揃う店作り。

○農業後継者の取組発表の場を提供。

○売上高

1億1,000万円（H13)→3億4,600万円（H26)

○出荷者数

70人（H13)→152人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

６名（H13）→14名（H26）

○地場農産物の普及、生産増加や地域農業の

発展・振興に大きく貢献。

○農業後継者の意欲向上。

○地域密着型店舗を基本に、新鮮さと価格のバ

ランスを図り、出荷者の経済的向上、地域の

活性化を進める。

直売所内の様子

【取り組むに至った経緯】

○地元の新鮮で安心して食べられる質の高い農産物を

入荷していたが、地域の来場者から地元では生産し

ていない農産物の要望があった。

→離れた地域（伊仙町、福岡県うきは市）と連携し、相

互の旬の特産物を販売し、品揃えの充実を図った。

食育等の独自勉強会を実施。

【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

学校給食等出荷登録農家 直売所

農作物
の出荷

独自の勉強会を実施
（食育、加工、生産履歴）

新鮮なうちに消費者に届ける！
消費者と生産者の情報交換の場を提供。

消費者

各団体への直接販売

来場やごろう農土家市

調理法等を生産者が
アドバイス

各種イベント主催者

イベントの開催による集客連携

肉類、肉加工品については、入店販売。水産物については、契約入荷

離れた地域の直売所

特産物の相互販売

福祉協議会

飲食店

連携
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新鮮・安全・安心をモットーに生鮮食品の提供に努め、来
館者のニーズに応えた施設づくりをめざす。

江口蓬莱（ほうらい）館

＜事業者の概要＞

・所在地 ：鹿児島県日置市東市来町伊作田
・運営主体 ：江口漁業協同組合
・取組内容 ：直売所・加工・レストラン
・売上高 ：10億3,500万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：62人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://wwwj-bee.com/eguchihourai/

○水揚げされるチリメン・魚介類などが大量に獲れる

度に値下がりを繰り返していた。昭和60年代に漁協

が、入札（１次産業）に参加することによって漁家の

安定と組合員の所得向上、しいては組合経営の安

定を図った。

○漁協直売所で仕入（１次産業）、加工（２次産業）、

直販（３次産業）を一貫して行うことで安定的な運営

となり、これを基に、平成15年に現在の大型店へ移

行するに至った。

○魚価の安定と底上げを図るために大量に仕入れた

魚の販売先の確保

→直売所での販売以外の売り先の開拓、未利用魚

種の加工、常に新たな商品開発を行った。

○地元の鮮魚と野菜を使った商品開発。

○遠隔地等、農産物の共同出荷者からの受け入

れ及び海産物等の販売。

直売所の様子

【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】

江口蓬莱館外観

飲食店

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

加工部門

チリメン・鮮魚の買い支え

新鮮・安全・安心な生鮮食品の提供
利用者と広く交流し農林水産業の地域活性化

消費者

海産物等の納入

来場

江口蓬莱館

旬の魚の選び方・調理方
法のアドバイス

漁協

イベントの開催連携

魚の解体ショー
試食販売、食育
料理教室

レストラン

漁協からの仕
入買付

魚介類の安定供給
魚食の普及、消費拡大

学校給食等

○売上高

７億2,800万円（H15）→10億3,500万円（H26）

○出荷者数

127人（H15）→352人（H26）

○雇用者数（臨時雇用含む）

50人（H15）→62人（H26）

○水産物小規模市場での買い支えや魚介類の付

加価値化（雑魚と言われる種の商品化）による

漁協経営の安定

○魚食の普及、消費拡大による雇用の拡大と地

域の活性化
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桜島の鼓動と大地のもとで、季節のめぐみをあつめました

道の駅「桜島」火の島めぐみ館

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 鹿児島県 鹿児島市
・運営主体 ： 桜島農産物直売施設利用組合
・取組内容 ： 直売所、レストラン
・売上高 ： １億9,529万円（H26）
・雇用者数 ： 15人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.megumikan.jp/

○桜島の農家の生産意欲と所得を向上させ、農業振興

の推進、また、農業後継者の育成と地域活性化を図

ることを目的として、平成12年8月にオープン。

○幅広い客層・観光客への対応、商品の品揃え、桜島な

らではの農産物・加工品の展示販売を行っている。

○組合員の高齢化に伴う出荷物の減少

→組合員からの連絡を受け、家庭集荷の取組を開始。

（出荷物はあるが、高齢または、どうしても館まで

商品を持って行けないとの連絡を受け、有償であ

るが、農産物等の集荷を行っている。）

○桜島と地元農産物や商品を熟知した販売者

育成による情報提供の実施。

○桜島小みかん、桜島大根、椿油等を活かし

た農産物加工所との協力のもと、桜島にし

かない商品の開発販売。

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】

直売所内の様子

学校給食

出荷登録農家

直売所

農作物の出荷

レストラン

生産履歴による
食品チェック

桜島産農産物の生産から販売・加工まで一貫した取組！

消費者

地元桜島で採れた農産
物の納入

来場道の駅「桜島」火の島 めぐみ館

販売者による魅力的
な情報

各種イベント主催者

季節の農産物と桜島、錦江湾を活かしたイベントとの相乗効
果による販売

連携

○売上高

１億3,285万円（H13)→１億9,529万円（H26)

○出荷者数

73人（H13)→170人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

14人（H13）→15人（H26）

○桜島産農産物の販売、また、生産から加工販

売と一貫した取組による商品アピール。

また、従業員全員桜島出身者と雇用の創出、

農業振興発展に貢献。

有償による
巡回集荷
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