
自社工場で生産した豚の堆肥を活用した循環型農業
お客様の食と健康を考える！

サイボクハム 楽農ひろば

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 埼玉県日高市
・運営主体 ： 株式会社 埼玉種畜牧場 サイボクハム
・取組内容 ： 農産物直売所、ミートショップ、レストラン

パークゴルフ場、天然温泉
・売上高 ： 60億円（H26）（施設全体）
・雇用者数 ： 約600人（臨時雇用含む）（H26）（施設全体）
・ＵＲＬ ： http//www.saiboku.co.jp

○肉の販売だけでなく、自社生産した豚の堆肥「スー

パーサンライト」を使用した野菜の直売施設を整備し、

食をトータルでサポートすることを目的に。

○有利な販売を実現するための取組

→直売所は特定の地域の農産物を集めて売るところの

ため、「旬の時期」には、どうしてもその「旬の農産物」

ばかりが集中的に出荷されることが多いため、種を蒔

く時期をずらして収穫時期を変えたり、早生・中手・晩

生といった品種を変えることにより有利に販売するこ

とができた。

○売上高（施設全体）

60億円（H16)→60億円（H26)

○出荷者数（直売所のみ）

45人（H11)→45人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）（直売所のみ）

35人（H11）→35人（H26）

○レジ通過者数（直売所のみ）

46万人（H26）

○お客様の要望や他の直売所との差別化を図

るため、目新しい野菜を生産者に栽培しても

らいたいが、高齢化しており難しい。

徐々に生産者の世代交代を図ることが大切。

【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】

出荷登録農家

楽農ひろば
農産物直売所
地元野菜・果物

農作物
の出荷

ハム・ソーセージ工場
ミートショップ

自社生産堆肥スーパー
サンライトを使用した野
菜栽培

循環型農業により、お客様の食と健康を考える！
週１回の販売価格設定により、生産者も安心

消費者

来場

株式会社 埼玉種畜牧場・サイボクハム

写真２

レストラン
キッチン・カフェテリア

パークゴルフ場
アスレチック

天然温泉

直売所店内の様子

直売所外観

自社生産堆肥

販売
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生産者の顔が見える農産物直売所
花木と野菜のふるさと、JA花園。

JA花園 農産物直売所

＜事業者の概要＞

・所在地 ：埼玉県深谷市
・運営主体 ：JA花園 直売所運営委員会
・取組内容 ：花植木売場、野菜直売棟、花卉温室

テナント、直営食堂、加工所
・売上高 ：10億1,000万円（H26）
・雇用者数 ：30人（臨時雇用含む）

（うち職員４人）（H27）
・ＵＲＬ ：http://www.jahanazono.jp/

○養蚕が盛んであったが、昭和50年代以降、中国の輸

入生糸の増加により養蚕農家が減少し、野菜や花植

木栽培へと転向。

○花植木生産者が直売施設の建設を希望しており、昭

和58年３月に直売所設立。

○午後の品不足、出荷者による値下げ競争、加工品の

少なさ。

→生産者による１日２～３回の野菜補充、旬野菜の値

下げ競争の禁止、漬物や味噌・パン等の加工品開発

を推進。

○売上高

１億5,000万円（S58)→10億1,000万円（H26)

○出荷者数

約80人（S58)→288人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

約７人（S58）→30人（H27）

○来客数 65万人（H25)

○各部会による季節ごとのイベント開催により集

客を増加。

○平成27年４月の新店舗オープンに伴い、生産

指導の強化、加工品の拡大、惣菜の導入、試

食販売・料理提案に取り組む。

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】

花いっぱいの温室

出荷登録農家
（野菜部会）

直売所
・オープンキッチン
・切り花コーナー
・惣菜コーナー

農作物
の出荷

花いっぱいの温室

・季節の花卉、果樹、観
葉植物

植木・盆栽コーナー１日に２～３回野菜補充

「食と農を結ぶ豊かな地域社会」を目指す！
埼玉県一の実績のヒミツは、何度も足を運ぶ生産者

消費者

来場

JA花園農産物直売所

食育ソムリエによる
試食販売

写真１ 写真２

季節ごとのイベント
・創業祭（４月）
・さつき祭（５月）
・とうもろこし祭（６月）
・菊祭（10月）
・もちつき大会（12月）

直売所運営委員会（農協理事・植木部会・野菜部会・青年部・女性部）

出荷登録農家
（植木部会）

植木・鉢物
の出荷
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生産者もスタッフも買って支える
お客さま、生産者、スタッフ、全員で作り上げた直売所

JA南彩 菖蒲グリーンセンター

＜事業者の概要＞

・所在地 ：埼玉県久喜市菖蒲町
・運営主体 ：南彩農業協同組合
・取組内容 ：イチゴ狩り・直売（梨、野菜、米、切り花、

苗もの）・食堂
・売上高 ：８億6,000万円（H26）
・雇用者数 ：30人（臨時雇用含む）

（うち正社員４人）（H27）
・URＬ ：http://www.ja-nansai.or.jp

○昭和45年頃、湿田地帯だったこの地で土地改良が行

われ、その余剰地に農協が梨の選果場を設立。選果

場では200人の雇用があり、腕に心得のある人が昼

食にうどんを打って振る舞っていた。

○それが発展し、現在の農協直売センター食堂になり、

梨の選果場の販売コーナーを直売所に整備した。

○直売所名物の特産品開発。

→久喜市の特産である梨を使った「梨カレー」を開発し

て、レトルト食品で売り出している。

また、農協食堂のメニューとしても提供している。

○売上高

約6,000万円（H２)→８億6,000万円（H26)

○出荷者数

10人（H２)→220人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

６人（H２）→34人（H27）

○年間来客数 約50万人

平日 1,000人～1,300人

土日 1,500人～3,000人

○６次産業化にも取り組みたいが、まずは現状を

維持していくことが大切。

○生産者が高齢化しているが、後継者も育ってお

り、今後が期待される。

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】

店内の様子

出荷登録農家 直売所
・いちご狩り

農作物
の出荷

加工部門
・味噌

出荷時に
買い物

出荷で直売所に来た生産者も買い物！
店舗スタッフも買い物！

消費者

来場

JA南彩 菖蒲グリーンセンター

リピーターが多く
イベントの告知は
店内のポスターで！

お弁当・パン・惣菜

いちご・梨・プラム・きゅうり・トマト部会
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四季を通して採れたての味を食卓に！

今採り農産物直売所 かしわで

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 千葉県柏市
・運営主体 ： 株式会社アグリプラス
・取組内容 ： 直売所・農業体験等
・売上高 ： ６億3,400万円（H26）
・雇用者数 ： 45人（臨時雇用者含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://WWW.kasiwade.com/

○中国から輸入される、い草・椎茸・ネギが重宝される

ようになり、柏市の特産品であるネギを栽培する農

家が大きな打撃を受け、生産意欲をなくしてしまう状

況であった。そんな姿を目の当たりにし「地域の農業

をどうにかしなければ」との思いから、平成12年末に

地域の農家15名が集まり、平成16年に開設。

○生産地であるとともに消費地でもあるメリットを活か

し、都市型農業を展開することにより、農家所得の

向上を図り農業（地域）の活性化に取り組む。

○当初は、出荷農家が共同選別出荷で育った地域の

ため、直売対応の少量多品目にならず、品揃えに

苦慮、午前中で商品棚が空いてしまう状況。

→地域別の座談会、研修会の開催による意識の向上

と、先進事例の直売所視察を繰り返し実施したこと

により品数が増え、珍しい商品も出荷されるように

なった。

○売上高

３億7,300万円（H16)→６億3,400万円（H26)

○出荷者数

120人（H16)→230人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

23人（H16）→45人（H26）

○生産者と消費者が農業を通じた交流を深める

場、定年帰農や新規就農の若者の増加といっ

た地域農業の活性化の一翼を担っている。

○開設から11年が経過し、この間の農薬問題や

東日本大震災以降の放射能ホットスポットでは、

農薬検査結果や放射能検査結果を掲示し消

費者に周知することで苦しい状況を乗り越え、

新たな事業としての６次産業化の取り組みで

「農家レストラン」を開設、「かしわで」ならでは

の野菜にこだわり抜いた農家料理で更なる飛

躍を試みます。

○○○
【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】

直売所店内

学校給食

出荷登録農家

農産物直売所

農作物の出荷 地域農業の発展のために始めた直売所
地元の畑、地方の畑を直接売場に！顔の見える国産品だけのお店です

消費者

来場

今採り農産物直売所 かしわで

写真２

・座談会、研修会を実
施して意識向上

・農作物を毎朝開店前
に納品、閉店後に撤去

・農産物の栽培状況や
生産者情報の提供

・宅配サービスを展開し、
柏市と流山市全域の買
い物弱者に配達

・季節的に地元で揃えられない農産物
を産地限定で直接仕入れ品揃えを充実

連携

県内外の生産者・直売所

・納入した農作物を毎日従業員がチェッ
クし、良品質な揃えを図る

・抜き取りによりる残留農薬と放射能検
査を定期的に実施、結果の店内掲示

農業体験・イベント

・農家と地元消費者との交流をめざし
年10回以上を企画・開催
・行政等の農業に関するイベントに積
極的に参加、地産地消に取り組む

・地元産農産物を提供

直売所店外
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地域の高齢者に「働く楽しさと懐にうるおいを！」
匝瑳市の食材で安心・安全・新鮮を食べて！

ふれあいパーク八日市場

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 千葉県匝瑳市
・運営主体 ： ふれあいパーク八日市場有限会社
・取組内容 ： 直売所、レストラン、
・売上高 ： ５億6,800万円（H26）
・雇用者数 ： 39人（臨時雇用者含む）（H27）
・ＵＲＬ ： http://fureaipark.jp/

○地域では、バランスのとれた農業生産が営まれ、特

に植木は日本有数産地であるが、一戸あたり農業

生産額が低く、農業後継者不足という状況から、新

たな農業振興を図るため、都市と農村の総合交流

ターミナルとして平成14年に開設。

○地元産農産物や地元の素材を活かした手作り味

噌・厚焼き卵などの特産品のほか、日本有数産地

ならではの植木や花も扱っている。

○当初は、出荷される商品が規格外品や低品質のも

のが多く、満足に購入してもらえなかった。また、安

定的な供給がされず品不足となることもあった。

→出荷者に生産履歴の記帳義務付けや勉強会を重

ねる等、意識改革を行うことで、良質な商品が出荷

されるようになった。また、いつ、どのような作物を

どのぐらい出荷できるか出荷者に作付年間計画を

提出してもらい、品不足とならないよう調整を行い

安定的な供給に結びつけている。

○売上高

４億5,500万円（H14)→５億6,800万円（H26)

○出荷者数

180人（H11)→131人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

35人（H11）→39人（H27）

○年間延べ100万人程度の来場者を数える施設

として、地域活性化の一端を担っている。

また、社員のほとんどが女性で地域女性の活

躍の場となっている。

○野菜等の出荷が減少傾向であるものの、お客

様からは、「新鮮で安い」との評価を頂いており、

今後、出荷契約農家の拡大やレストラン、加工

施設の拡充を図りたい。

【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】

直売所店内

学校給食

出荷登録農家
農産物直売所

農作物の出荷
お客様の声と生産者を結びつける関係を作りたい！

消費者

良質な品揃えを常に心掛
け、店頭商品を常に確認

来 場

ふれあいパーク八日市場

写真２

レストラン

加 工 所

体 験・イベント

地元の素材を生かした手作り
味噌・厚焼き卵等を製造販売

情報発信

生産現場の見学、農業体験、
うどん打ち体験教室等を実
施

地元産の旬の食材を利用
した郷土料理を開発・提供。

メニュー開発社員の名前付
き定食を販売、社員のやる
きにつなげる

高品質な商品が出
荷されるよう生産履
歴の記帳義務付け
や勉強会を実施

植木見本園
食材の利用方法、食
材の説明、履歴の開
示等情報提供

日本有数産地ならではの多
くの植木や花を展示・販売

地域農業の紹介
地域の産業・観光の紹介 地元産の食材を提供

地元の素材を活かした特産品
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都市と農村のかけはし
－地元産の優良・安全・安心な作り手が見える直売所－

鴨川市総合交流ターミナル みんなみの里

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 千葉県鴨川市
・運営主体 ： 鴨川市農林業体験交流協会
・取組内容 ： 直売所、レストラン、農業体験等
・売上高 ： 2億6,100万円（H26）
・雇用者数 ： 28人（臨時雇用者含む）（H27）
・ＵＲＬ ： http://minnami.com/

○地域の農業者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地増

加という状況から、鴨川市が優良な農産物の生産販売

や都市住民等の農業体験、地域物産紹介等による都

市農村の交流による地域活性化の中核施設として平

成11年に開設。

○様々な業種の地域住民で組織する鴨川市農林業体験

交流協会が施設を借り受け、一括管理運営。

○農産物等供給、農産物生産、地域物産開発、企画、景

観形成の５つの専門委員会制を設け、会員は必ずい

ずれかの専門委員会に所属し、地域おこしの義務を負

うという考えのもと、取組を推進。

○出荷者の高齢化・後継者難に伴う生産能力の減少と生

産意欲の減退

→出荷者に高齢化・省力化に対応した作物や栽培方法

の情報提供等支援、新規就農者への就農支援等によ

り、地産地消の取り組みを維持発展。

○売上高

２億900万円（H11)→２億6,100万円（H26)

○出荷者数

231人（H11)→380人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

16人（H11）→28人（H27）

○来場者数

25万6,000人（H11）→ 26万8,000人（H26）

○体験を通して都市農村の交流を充実させて

いきたい。

○都市住民や友好交流市町村との物産交流

に止まらず、文化や人的な交流を拡大させ

ていきたい。

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】

みんなみの里外観

鴨川市ペンショ
ン組合等

出荷登録農家
農産物直売所

農作物
の出荷

物産紹介売店

高齢化・省力化に対応し
た作物や栽培方法の情
報提供等支援、新規就
農者への就農支援等

ものの売買だけでなく、体験を通じた都市と農村の心の交流を目指したい！ 消費者

来場
みんなみの里

食育ソムリエの販売員を配
置。ちばエコ農産物の拡大

地域住民（農家を含む様々な業種）・農業団体・ＮＰＯ法人等

連携

写真２

レストラン

体験活動
・農作業体験
・クラフト体験等

地場産品を素材とした郷土
料理の提供

地域景観保全と
観光資源化

食材の説明や利用方法
等情報の提供
栽培履歴の開示

情報提供コーナー
・農村文化室
・展示ホール等

アンテナショップ

板橋区内商店街に開設
地元産の農産物を供給

地元農産物の提供提携

名所旧跡、散策コース整
備紹介等

地場特産品や地元の原料
を生かした加工品を開発
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何でも売れるわけではないが、売る楽しみがある。
ファーマーズセンターの売り場作りを通じた地産地消の推進

ファーマーズセンターみのーれ立川

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 東京都立川市
・運営主体 ： ＪＡ東京みどり
・取組内容 ： 地産地消のファーマーズセンター
・売上高 ： １億8,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 22人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://tokyomidori.jatokyo.or.jp/minore/

○ファーマーズセンターを新設したが、最初は知名度が

無く、経営は厳しく、商品があまり売れず、負のスパイ

ラルを感じた。

○状況を改善するため、まずはお客様にお知らせする

ための取組を開始した。

○お客様の声には、価格が高い、アボガドが売ってい

ないなど。

○お客様の声を分析

→近隣の個人直売所価格に近い価格設定。ＪＡ東京み

どり管内の農畜産物等を中心に国産にもこだわり、

お客様の理解を推進する。例えば、グレープフルーツ

のかわりに宇和ゴールド（国産）を販売等

○各種イベントの開催

→トマト、トウモロコシの試食会（品種比べ）、バターナッ

ツかぼちゃの冷製スープ調理レシピを配布、コスモス

フェア等

○売上高

１億2,000万円（H25)→１億8,000万円（H26)

○生産者出荷額

８千900万円（H25)→１億3,000万円（H26)

○出荷者数

175人（H25)→177人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

21名（H25）→22名（H26）

○端境を作らない好循環を生産者にお願いして

いく。

○みのーれ立川の６生産部会から構成される、

運営委員会が企画するお客様向けイベント等

を実施し、お客様に価値を伝えていく。

○食べ方のわからない野菜も、店内カフェを通し

ておいしく食べていただく。

【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】

地元出荷農家

ファーマーズセンター

地元農産物等

運営部門

消費者

来場

地元や国産の食材の購
入が出来る店

食材の利用方法が分か
る店
値頃感のある価格設定

提携ＪＡ 地元農産物の好循環
お客様のニーズに国産で対応

連携

写真１ 写真２

ＪＡの６生産部会からなる
直売所運営委員会がイベ
ントを企画・実施

地元野菜・果実・花・植木・畜産・加工食品と国産食材の直売所！
イベントを通じ食べる楽しさを伝えます

国産農産物等

カフェ

試食イベントの出来るカ
フェ。地元食材を使った実
演、地元食材を使った
にんじんゼリー等の提供

みのーれ立川
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「Pride of HACHIOJI」
農家が作ったトマトゼリー販売！

道の駅八王子滝山

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 東京都八王子市
・運営主体 ： 八王子市
・取組内容 ： 八王子産トマト加工品製造・直売
・売上高 ： ９億4,000万円（H26)
・雇用者数 ： 104人（うち正規雇用18人）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.michinoeki-hachioji.net/

○八王子の農業は多種多様な農畜産物生産を活か

した都市農業として発展してきた。

○本市の農業は少量多品目生産の中で他地域のよ

うな特産品と呼べる野菜や加工品が少ない。

○本市では東京都の支援を受けハウスが整備され春

先からトマトの栽培が可能となった。

○春先の寒暖の差のある時期に育ったトマトは味が

濃く、加工品には最適である。

○当初Ｂ級品を当てて試作したが、正規品を使って

作った方がおいしい。

○製造ロット数（900個）と少ないため大手食品メー

カーが製造するゼリーに比べ単価が高くなってしま

う。しかし、すぐに完売した。今後も継続的に実施し

増量を図る。

○売上高

９億8,000万円（H19)→９億4,000万円（H26)

○出荷者数

150人（H19)→170人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

104人（H26）

○農家売上

２億5,000万円（H19)→３億5,000万円（H26)

○八王子では、八王子滝山出荷組合以外にも地

産地消の加工品作りが行われている。

○地域農業のＰＲのためにも、加工品作りに取り

組んでいく。

【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】

粗切りとまとの
八王子とまとゼリー

直売所運営

加工品企画推進

八王子市民・他地域からの来場者

来場 交流

八王子市

写真１ 写真２

顧客を女性と想定し、女
性が中心になって開発

地産地消の加工品
八王子・多摩の生産者

八王子産トマト使用

さくさく嚙めるとまとあめ
＆

塩とまとあめ

生産者の力で八王子の特産品を作りだす！

道の駅滝山

農産物の出荷

多品目農産物の出荷

交流イベントの
企画・運営・発信

トイレの重視

月１イベント、市の広報と連携都の補助事業で、生産拡大

たけのこ、とうもろこし、収穫体
験で農業への理解促進

道の駅で、地元メニューの食事
体験

地産地消の窓口になる直売所作り

バラエティで特徴ある、
品揃え

同じ目標

八王子滝山出荷組合

１９器、２４時間、パウダールーム
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