
但馬地域の「地産地消」の拠点に！ 新鮮で安全・安心な
農産物を提供するJAたじま初の大型直売所

JAたじまファーマーズマーケット「たじまんま」

＜事業者の概要＞

・所在地 ：兵庫県豊岡市
・運営主体 ：JA たじま
・取組内容 ：直売所
・売上高 ：５億円（H26）
・雇用者数 ：29人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ：http://www.ja-tajima.or.jp/tajimanma/

○ＪＡたじまでは、地域で生産した農産物を地域で消費

する「地産地消」の拠点を作ることにより、「消費者と

の共生」の推進、高齢者や女性などを含む多様な農

業者による協同活動を通じて、地域農業の振興を図

ろうと、平成23年６月にファーマーズマーケットを開設。

○市内の各地での朝市のほか、但馬地域の量販店内

にインショップ「農協の八百屋さん」を設置。

○年間を通じた品揃えの確保と出荷者の高齢化

→全国のＪAと提携し、品薄となる冬場の品揃えを確保。

高齢化に対応して企業や定年退職者、農協OB等が

支える。

また、栽培講習会を開催し後継者を育成。

○売上高

２億2,600万円（H23)→５億円（H26)

○出荷者数

395人（H23)→558人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

27人（H23）→29人（H26）

○地場農産物の生産増加や農業所得の向上な

ど地域農業の発展・振興に大きく貢献。

消費者には新鮮で安価な農産物が好評。

○ハウス設置を支援することにより、年間を通じて

地場産農産物を店頭に。

○生産者が店頭に立って対面販売するなど「顔の

見える」関係づくりの強化。

消費者で賑わう店内

【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】

たじまんま全景

飲食店

出荷登録農家 直売所

農作物
の出荷

出荷3日前

に生産履
歴を提出。

但馬の里から毎日新鮮な食材や花を提供！
年中、但馬の商品で溢れかえるような店に！

消費者

直売所の農産物等を使
用している飲食店を毎月
発行の「たじまんまだよ
り」で紹介

来場

たじまんま

野菜の選び方や調理方
法を生産者がアドバイス

全国のＪＡ

果樹・加工品等の品揃えを補完。販売促進イベントに出店し広くＰＲ。提携

イベント広場

農産物、花、米、肉、加工品
菊づくり講習会、ぬか床教室などの講習
会、販売会、収穫祭やカブトムシ相撲大

会などのイベント
消費者の動向により
野菜などの作付け誘
導
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安全・安心な農産物(野菜、加工品等)の生産と顔の見える

流通を通じ、地域全体の活力を図る直売施設
旬彩蔵書写

＜事業者の概要＞

・所在地 ：兵庫県姫路市
・運営主体 ：兵庫西農業協同組合
・取組内容 ：直売所、レストラン、加工
・売上高 ：６億4,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：25人（臨時雇用含む）（Ｈ27）
・ＵＲＬ ：http://www.ja-

hyogonishi.com/farmers/index.html

○消費者が求める安全・安心な農産物(野菜、加工品

等)の生産と、顔の見える農産物の出荷を通じ、女性

や高齢者など多様な農業者の架け橋となり地域農業

の活性化を図るため。

○JA兵庫西管内の農業振興と地域の活性化を目指し、

販売拡大を図るため。

○生涯現役農業の促進を目的として設立。

○品揃えの確保

→当直売所のある地域は消費世帯が多く、来客者数も

増加しているため品薄状況となる農産物がある。これ

を解消するため、管内のJA組合員から調達するとと

もに、生産部会員に対し、不足する農産物の増産支

援・育成に取組んできた。

○売上高

３億6,500万円（H21)→６億4,000万円（H26)

○出荷者数

383人（H21)→750人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

21人（H21）→25人（H27.10）

○姫路書写生産部会登録者数

201名（H21）→320名（H27.10）

○生産部会への支援により、農産物の品質向上と

出荷数量の平準化及び生産拡大に取組み、農

家所得の増大を図る。

○地域内農産物の加工など付加価値化の促進を

図る。

野菜、果実のほか神戸・但馬牛、
鮮魚等を販売

【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】

旬彩蔵書写情報掲示

出荷登録農家
直売所

農作物
の出荷

レストラン

生産者部会主催の研修
会による品質向上

生産者と消費者、農村と都市との交流の場
消費者

来場

JA兵庫西 旬彩蔵書写

レシピ等情報提供

各種イベント

イベントによる集客連携

写真１ 写真２

地域農産物・加工品の
直売拠点

加工施設

管内産米、店内野菜を食
材とした手づくりの日替定
食や弁当・惣菜の販売・
定例日にバイキング実施

店内野菜の加工施設

いちじく羊羹・さつま芋羊
羹・干しいちじく米粉パン
干し芋・フライドポテト

− 83 −



＜事業者の概要＞

・所在地 ：兵庫県姫路市
・運営主体 ：神姫バス株式会社
・取組内容 ：直売所
・売上高 ： 2,150万円 （H26）
・雇用者数 ： 7人（臨時雇用含む）（H26)
・ＵＲＬ ： http://www.shinkibus.co.jp/bus_yaoya/

○当バス会社では、姫路市中心部から郊外に延びる路

線バス網を有しており、それを活かして農家への支援

が何か出来ないかと考えた。

そこで、「地産地消」のモデル的な取組みとして、郊外

の農家が生産した野菜等をバスで運んで駅前で売る

直売所「バスの八百屋」を姫路市の支援により平成2

4年に開始。

○農産物の集荷

→バスという運搬手段と売場を提供するというモデルで、

農家に農産物をバスで運んでもらい、販売を行っても

らうことを考えた。農家からは生産に忙しくバスで運

ぶ時間も売場に立つ時間も限られてくるとの意見が

多かったため、農家への軒先集荷により新鮮野菜を

確保し、買取により安定的な生産と出荷を実現。

○売上高

400万円（H24)→ 2,150万円（H26)

○出荷者数

15人（H24)→ 約500人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

3人（H24）→ 7人（H26）

○平成26年に神戸市兵庫区へも出店し、百貨

店や学校給食などへ兵庫県産の新鮮な産直

野菜を納品。

今後も、農家を応援する取組みとして販路の

拡大に努める。

移動販売車

【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】

「バスの八百屋」直売所

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

移動販売車

農産品の仕入れには、
路線バスの空席を活用

農家と消費者の笑顔をつなぐ！

消費者
来場

バスの八百屋

姫路市

支援

写真１ 写真２

沿線の農家が持ち寄った野菜、
果物、卵、農産加工品を販売

地元農家とバス利用者、地域住民、そして都市生活者を
つなぐ「食の定期路線」へ

神姫バス株式会社 「バスの八百屋」

買い物不便地等への移
動販売も拡大中

バスターミナル利用者や
姫路への観光客
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新鮮で、安心・安全な奈良県産農畜産物の拡大のため
確かな品質にこだわる販売施設

まほろばキッチン

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 奈良県橿原市常盤町605-1
・運営主体 ： 奈良県農業協同組合
・取組内容 ： 直売所、レストラン、体験農場
・売上高 ： 13億4,000万円（H26)
・雇用者数 ： 35人（臨時雇用含む）（Ｈ27）
・ＵＲＬ ： http://www.ja-naraken.or.jp/

mahoroba/about_mahoroba.html

○地域の生産者が、自ら生産した良質な農畜産物を直

接販売することにより、意欲をもって生産活動に取り

組んでもらうため、直売所を設置。

○奈良県全体の農畜産物を取り扱う直売所を中心に

直売所に出荷された野菜等を使用したレストランを併

設するとともに、ファミリー層の集客に向け、「いこい

の広場」を設置。

○奈良県全域からの農畜産物の集荷方法

→生産者自らが直売所に持ち込むことで、生産者同士

が情報交換を行うことや消費者のニーズを把握する

ことができ、新たな販路拡大のきっかけとなった。

○売上高

10億3,000万円（H25)→13億4,000万円（H26)

○出荷者数

1,350人（H25)→1,255人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

41人（H25）→35名人（H27）

○生産者の生産意欲の向上、農畜産物の品質

の向上、地産地消活動に貢献

○青果物、６次化商品の取扱商品数の増。

○販売増に向け、野菜の特徴、調理方法を情報

発信。

バイキングレストランの様子

【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】

直売所内の様子

出荷登録農家 直売所

農作物
の出荷

レストラン

納品時、鮮度・品質
管理の徹底

奈良県産農畜産物の地産地消の推進！
生産者・消費者の笑顔があふれる販売所づくり。

消費者

来場

まほろばキッチン

野菜の保存・調理方法
の情報提供

各種イベント

イベントの開催による集客連携

写真１ 写真２

体験農場
・農業体験

直売所で取り扱う
野菜等を使用

ファミリー向け施設
・いこいの広場
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安心・安全な「曽爾高原野菜」の知名度アップ
リピーターを呼び込む魅力ある複合販売施設

曽爾高原ファームガーデン直売所

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 奈良県宇陀郡曽爾村太良路839
・運営主体 ： 一般財団法人曽爾村観光振興公社
・取組内容 ： 直売所、レストラン、お土産売場
・売上高 ： 1,140万円（H26)
・雇用者数 ： 2人（臨時雇用含む）
・ＵＲＬ ： http://www.soni-kogen.com/

○地域農業者が、農産物の意欲ある生産・販売活動を

行っていたが、常設販売場所がなかったため、平成

17年曽爾高原ファームガーデン（すすきの館）内に直

売所施設を整備。

○「曽爾高原野菜」として観光客に対し積極的にアピー

ルし販売促進。

○「質の良い農産物」への出荷者の意識改革

→生産者が他の直売所見学を実施、品質に対する意

識が向上。

○直売所に配置出来る人員の確保困難

→生産者の自主的な運営・管理に任せる。

○売上高

675万円（H17)→1,140万円（H26)

○出荷者数

22人（H17)→33人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

2名（H17）→2名（H26）

○出荷農産物の品質の向上、地場産野菜の

知名度アップ

○店頭購入商品の、宅配による利便性を確保し

販売促進。

○青果店との連携を強化し、販売増。

○○○

【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

お土産売場
出荷時直売所と品質の
相互管理

「曽爾高原野菜」の販売促進！
意欲ある生産者が集い・利用者がリピートしたくなる販売所づくり。 消費者

来場

曽爾高原ファームガーデン
直売所

野菜のレシピの情報提供

写真１ 写真

青果店

野菜の納入

村営加工場

加工品の納品 青果物の加工委託
地ビールを

直売所で販売

ビール工房パン工房

曽爾村産
米粉使用

集客

レストラン
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。

地元特産のそばを目玉に「直売所」や「レストラン」を開設
地元生産者の収入の増加に寄与

荒神の里・笠そば処

＜事業者の概要＞

・所在地 ：奈良県桜井市笠4408
・運営主体 ：（有）荒神の里・笠そば
・取組内容 ：直売所、そば処、そば打ち体験
・売上高 ：3,990万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：1人（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www2.mahoyoba.ne.jp/~kasasoba/

○造成農地の有効利用を図るため、地域特産物として

そばを導入。

○そばの栽培だけでは利益が少ないため収穫したそば

を自分たちで加工販売することを検討し、平成14年度、

直売所、そば打ち体験教室を建設。翌年に地元特産

のそばをメインとした「そば処」を開設。

○農産物の購入消費者から品質に対するクレーム

→生産者と消費者の対話方式で解決。

○冬場、農産物の受け入れ商品が少ない

→加工施設を利用し加工食品を販売。

○売上高

3,130万円（H16)→3,990万円（H26)

○出荷者数

39人（H16)→37人（H26)

○雇用者数

1名（H16）→1名（H26）

○地元生産者の農業所得の向上、耕作放棄地

の拡大抑制。

○耕作放棄地の拡大抑制のため、農作物の作付

増加を図る。

○そば味噌や米粉等を使った加工食品を商品化

し、冬場における品薄をカバー。

【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

直売所

農作物の出荷

レストラン
生産履歴の義務化で安
全・安心の農産物を提供

地元産にこだわりを徹底。
消費者と生産者の「顔の見える」関係を強化

消費者

来場

荒神の里・笠そば処

そば打ち体験教室などで
農村交流の活性化

写真１ 写真２

地元特産のそばを提供

そば打ち体験

直売所の様子

「そば処」の様子
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食と農の架け橋
農作物の本当のすばらしさを知って頂くための店です

JA紀の里ファーマーズマーケットめっけもん広場

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 和歌山県紀の川市豊田56-3
・運営主体 ： 紀の里農業協同組合
・取組内容 ： 直売所、コメ工房、イベント広場、

イーテン、体験農業、体験交流会
・売上高 ： 25億5,000万円（H26）
・雇用者数 ： 54人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.ja-kinosato.or.jp/

01_mekkemon/

○「紀の川」の豊かな水に育まれた、有機質に富んだ土

壌と温暖な気候が生み出した絶好の生産環境のもと、

新鮮で栄養分があり、「安全」で「おいしい」旬の農産

物をたくさんの方に届けたいという思いで、平成12年

に「めっけもん広場」をオープン。

○関西空港からも車で約１時間と近く、北は大阪堺市、

南は海南市からの集客が見込まれる。

○お客様に信頼される農産物を、安心とともにお届けす

る安全・安心農産物推進運動に取り組む

→すべての生産者が、安心・安全・新鮮な農産物の提

供に全力を尽くすよう意識が向上。

○売上高

2億7,000万円（H12)→25億5,000万円（H26)

○出荷者数

773人（H12)→1,547人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

15人（H12）→54人（H26）

○新鮮・安心・安価な農産物を消費者に提供す

る市場外流通の拡大により、農産物の有利

販売農業所得の向上に大きく貢献

○食料生産の役割だけでない、農業の魅力を体

験してもらう、ありのままの体験農業や体験交流

会の充実。

○訪日外国人の受け入れ体制の整備。

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】

めっけもん広場の全景

出荷登録農家
直売所

農作物
の出荷

コメ工房

出荷登録農家同士で組
織的に品質チエック

お客様に信頼される農産物を、安心とともにお届けする！

消費者

来場

JA紀の里めっけもん広場

店内の野菜や果物を使っ
た食農講演など開催

各種イベント主催者

イベントの開催による集客連携

写真１ 写真

常に豊富な品揃え

イベント広場

イーテン 体験農業 体験交流施設
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おいしい、安い、安全
出荷する農家から、お客様まで、誰もが楽しめる店です。

JA紀北かわかみファーマーズマーケットやっちょん広場・農家レストラン食菜館

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 和歌山県橋本市岸上522-1
・運営主体 ： 紀北川上農業協同組合
・取組内容 ： 直売所、農家レストラン
・売上高 ： 10億5,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 42人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://www.ja-kihokukawakami.or.

jp/yacchon/

○市内を流れる「紀の川」の恩恵で育てられた、「新鮮」

で「安全」な農産物を、地域の方はもとより、より多く

の方に味わっていただきたい思いと、「生産者が見え

る安心」を提供するため、平成15年「やっちょん広場」

をオープン。

○大阪市内に約１時間半、関西空港へも約1時間と交

通条件にも恵まれており、更に隣接している河内長

野市と五條市からの集客も見込まれる。

○「誰が・何を・いつ・どのように」作ったのかを、出荷す

る全農家に栽培履歴の記帳を義務付ける

→出荷する全農家が安心・安全・新鮮な農産物を、お

客様に提供するよう意識が変わった。

○売上高

2億7,000万円（H15)→10億5,000万円（H26)

○出荷者数

860人（H15)→1,030人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

21人（H15）→42人（H26）

○新鮮・安全・質のよい農産物を直接店舗に並

べ、出荷する農家が自由に値付けできるの

で、農業所得の向上に大きく貢献。

○新鮮で安全・安心な農産物をお客様に提供する

とともに、地域貢献を目指す。

○訪日外国人の受け入れ体制の整備。

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】

やっちょん広場の全景

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

農家レストラン全出荷者が栽培履歴を
残すことで組織的に品質
チェック

「やっちょん広場」は、地元の大衆踊り「やっちょんまかせ」に由来！

消費者

来場

JA紀北かわかみ
やっちょん広場、食菜館

地元で収穫された旬の新
鮮な果物や野菜を使った
ジェラート

各種イベントを開催

毎月19日の「食育の日」や桃まつり、柿まつりによる集客連携

写真１ 写真２
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おいしい、安心を農家から
安全で新鮮な地元の自慢の品はここにあります！

JAありだファーマーズマーケットありだっこ

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 和歌山県有田郡有田川町土生33-1
・運営主体 ： ＪＡありだ
・取組内容 ： 直売所（研修室、調理室併設）
・売上高 ： 5億1,400万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 20人（臨時雇用を含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://www.ja-chokubaijo.jp/5000001/

○農業所得の向上にむけて、販売しやすい環境を整

えることや、生産者同士の仲間づくり、情報交換等

の場として、拠点が必要であった。

○直接消費者に新鮮で安心・安全なものを届けると

ともに多様化するニーズに対応するため、店舗を

設立。

○商品の品質基準の明確化、ルールづくり

→店舗職員による指導。

○取り扱い生産物の端境時期ができる

→加工品・民工芸品を販売することや、産地間提携

により端境時期を感じさせない豊富な品揃えとした。

○売上高

1億3,100万円（H22半期分)

→ 5億1,400万円（H26) 

○出荷者数

711人（H22)→1,242人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

10人（H22）→20人（H26）

○地域の活性化と情報発信基地として貢献

している。

○生産者の商品供給量を需要に応じて増加させる。

○農や食、環境・文化などの幅広い情報発信基地

として、機能を拡充させる。

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】

【今後の展望】

【取組の効果】

ありだっこの外観

観光バス
誘致

出荷登録農家
直売所

農作物の出荷

本場のもんは、おいしいもん！

消費者

みかん狩り、たけのこ堀り
等体験型イベントで集客

ファーマーズマーケットありだっこ

各種イベント開催

イベントによる集客連携

農家の名前を入れて販売

調理室 研修交流室

情報受発信基地

来場
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農産直売所が地域を元気にする
やる気と工夫とアイデアで元気な地域と農業を築く

JA紀南ファーマーズマーケット紀菜柑

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 和歌山県田辺市秋津町752-1
・運営主体 ： ＪＡ紀南
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： 6億1,300万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 30人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://www.ja-kinan.or.jp/xoops/

modules/tinyd8/

○民間企業を追いかける形で組合員からの強い要望と

地域振興の為、農協直営店舗の設立。

○民間店舗との差別化に取り組み、花木・柑橘の販売

強化に努め、地域一番店（花木・柑橘のみ）を目指し

た。

○食の安全・安心を基本に生産履歴の出荷前提出の

義務化。

○商品の品質基準の明確化

→出荷物（野菜・柑橘・花木・米）ごとに部会を作り、部

会での協議を通してルール化につなげた。

○売上高

２億1,270万円（H19)→６億1,300万円（H26)

○出荷者数

898人（H19)→1,356人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

20人（H19）→30人（H26）

○地域の利用者に対する直売所の位置付けの

変化と観光客の誘致に成功。

○提携ファーマーズ及び関西圏の量販店への商

品供給。

○計画的な生産システムの構築（野菜苗の提案・

栽培講習会の開催）。

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】

紀菜柑の全景

観光バス
誘致

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷 品質にこだわり、品質基準の明確化 消費者

地場産野菜の提供

来場

ファーマーズマーケット紀菜柑

各種イベント開催

イベント開催による集客連携

写真１ 真２

梅もぎ・梅ジュース作り
みかん狩り等の体験型
受入れによる店舗集客
アップ

学校給食
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