
関西・山陽をつなぐ農産物ＰＲ拠点として、
コミュニケーション等のふれ合いを心がける直売施設

ＪＡ鳥取いなば アグリショップ夢菜館

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 鳥取県鳥取市河原町
・運営主体 ： ＪＡ鳥取いなば
・取組内容 ： 直売所、加工
・売上高 ： １億2,000万円(H26)
・雇用者数 ： ６人（臨時雇用のみ)(H26)
・電話番号 ： 0858-85-0520

○道の駅清流茶屋かわはらの開設に伴い、ＪＡ鳥取

いなば運営のもと、平成18年に道の駅のテナントと

して入店。

○ＪＡ鳥取いなばが進める「アタック888運動」(８aの

畑で80万円以上の収入を、800人の仲間で実現しよ

う。)に賛同する会員で農産物を販売。

○鳥取道全線開通(Ｈ25)に伴い、関西・山陽方面から

の来場者が増え、平成26年に売場スペースを増設。

○県内外の来場者の増加により店内が混雑し、来場

者からのクレームが発生

→レジの場所や位置を変更し、店内への入口と出口

を決定。買い物客の動線を確保したことにより、店

内の混雑を緩和。

○売上高

6,500万円（H18)→１億2,000万円（H26）

○出荷者数

524人（H24)→732人（H26)

○リピーター客が多く、購入者と生産者とのコミュ

ニケーションにより、商品の評価や調理法のア

ドバイス等の会話が増え始め、生産者の意欲

向上及び商品の品質向上につながった。

○商品アイテムを増やすため、売場スペースの

拡大、出荷生産者の確保及び商品数の増加に

向けた取組の実施。

○冬場に販売できる農産物の確保。

商品紹介等
お客様と会話がはずむ店内

【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】

直売所の様子

出荷登録農家 直売所
・イベント開催
・クレーム対応

農作物
の出荷

直販担当部門
・各支店に出荷されたものを配送

・市況情報を生産者に提供
※生産者研修会

農産物栽培管理日誌
による使用農薬の徹底

入店者とのコミュニケーションを大切にし、農産物・特産品紹介！
農家の女性が笑顔あふれる人柄で対応！

消費者

来場

ＪＡ鳥取いなば

・野菜の選び方や調理
方法のアドバイス
・独自のイベント開催(
農産物の試食会)
・クレーム対応

道の駅

イベント協賛による集客連携

食品製造

提供 調理弁当、パン等 ※衛生管理

ＪＡ加工施設
・農産物加工品
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「私も買いたくなる私の商品」をスローガンに掲げ
体験交流を通して消費者との絆を深める直売施設

JA鳥取いなば ＪＡグリーン千代水店愛菜館

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 鳥取県鳥取市安長
・運営主体 ： 愛菜館運営協議会
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ４億9,700万円(H26)
・雇用者数 ： 11人

(農協職員及び臨時雇用含む)(H27)
・ＵＲＬ ： http://www.jainaba.com/yasai/

shop/aisaikan/index.html

○生産者の「安全・安心」の思いを消費者に届けるため、

生産者の意思を取りまとめる必要性などを感じ、平成10

年に運営協議会を設立。農協各支店の一角にあった

「100円市」直売所をとりまとめ、「愛菜館」をオープン。

○会員数の増加と併せ陳列数が増えたことにより、平成

19年売場を拡張し、外部事業者を取り込んで消費者へ

の満足度向上を図った。

○運営協議会の立上げに向け、生産者一人一人が店舗

経営者であるという「意識改革」

→生産者が売場で販売を経験し、他者の出荷品の品質、

荷姿等の比較や消費者から直接要望を聞くことにより、

出荷品の品質と生産者の取り組む意識が向上した。

○売上高

9,000万円（H11)→４億9,700万円（H26)

○出荷者数

92人（H10)→780人（H27)

○雇用者数（農協職員及び臨時含む）

5人（H10）→11人（H27）

○生産者と消費者及び農村と都市との交流により、

地産地消の拡大と地域農業の振興に大きく貢献。

○売れ残った農産物を惣菜等に加工する施設を整

備し、生産者の出荷品を全て販売できる体制づくり。

○消費者ニーズにあった商品を増やすためにも、会

員を増加させる取組を実施。

残留農薬検査で、
農産物の安全宣言

【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】

直売所の様子

出荷登録農家

直売所
・売場体験実習
・栽培研修会
・イベント開催

農作物
の出荷

残留農薬検査
・月１回実施

・農産物栽培管理日誌
による使用農薬の徹底
・協議会規約の遵守

自分の物品に責任を持とう、「私も買いたくなる私の商品」をスローガン！
消費者からの信頼を得るため、「新鮮」・「安心」・「割安」を常に心がけ！ 消費者

来場

ＪＡグリーン千代水店愛菜館

・レシピの紹介チラシを
作成
・意見、要望、クレーム
及びお褒めの言葉は、
協議会を通して迅速に
対応し、全て会員に連絡

ＪＡ鳥取いなば

・売上管理 ・施設維持管理連携

写真１

・農業体験作業を毎月計画し、収穫及び試食会を実施

鮮魚部門
精肉部門
惣菜部門

野菜を身近に感じる
体験農場

【愛菜館運営協議会】

愛菜館農園
・野菜試験栽培
・ハーブ栽培講習

（外部店舗）

消費者交流

交流
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生産者の顔が見える、地域との関わりを重視する
愛情と活気があふれる直売施設

ＪＡ鳥取中央ファーマーズマーケット ハワイ夢マート

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 鳥取県東伯郡湯梨浜町
・運営主体 ： ＪＡ鳥取中央ファーマーズマーケット
・取組内容 ： 直売所、加工、学校給食
・売上高 ： ３億8,800万円(H26)
・雇用者数 ： 14人(臨時雇用含む)(H26)
・ＵＲＬ ： http://www.jp-tottorichuou.or.jp

○敷地内にあったAコープの閉鎖に伴い、地元の生産

者から農産物を販売できる場が欲しいとの要望を受

け、平成12年、新鮮・安心・安全の農産物を提供でき

る直売所をオープン。

○出荷者や販売量の増加に伴い、直売所が手狭になり、

平成19年直売施設を改築、豊富な品揃えと活気ある

売り場にリニューアル。平成27年には、コンビニを併

設、利便性を強化。

○当初、品質や荷すがた等、生産者ごとにバラツキ

→トレサビリティー・農業生産工程管理等の研修を実施、

栽培管理日誌を義務付け、品質面や売れる荷すがた

等アドバイスで品質向上を図った。

○売上高

4,900万円（H12)→３億8,800万円（H26)

○出荷者数

200人（H12)→835人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

3人（H12）→14人（H26）

○生産者の所得向上。やりがい、生きがいにつ

ながった。学校給食、食育、農業体験等地域

の活性化に寄与。

○農業でやりがいの場を見い出し、次世代を担う

後継者を育成。

○高齢者等が立ち寄れる飲食スペースをホット

コーナーとして整備。

ぬくもりのある手書きのポップで
農産物や調理方法を提案

【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】

直売所の様子

学校給食

出荷登録農家

直売所
・イベント開催
・料理講習会
・宅配
・営農相談

農作物
の出荷

栽培管理日誌による
品質管理の徹底

生産者の顔が見える、わくわく・どきどき・愛情あふれる店作り！
地域コミュニティーとして情報発信、積極的に地域貢献を実践！

消費者

野菜等食材を提供

来場
ＪＡ鳥取中央ファーマーズマーケット

手作りのポップ、レシピで
料理方法をアドバイス

ハワイ夢マート友の会

店内のパトロールで品質強化と
安心･安全の提供を助言協力･連携

コンビニ部門

消費者交流会

年1回、消費者と収穫作業等
農業体験を実施交流

スイーツ部門ミート部門

店内に生産者の顔写真

（系列会社） （外部のお店）

加工品
出荷登録者

加工品
の出荷

出荷登録者には衛生管理
等加工研修を義務付け

保育園

食農教育
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奥大山の中山間地域を道草して立ち寄る
笑顔が飛び交うコミュニケーションの場

道の駅奥大山 直売所みちくさ館

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 鳥取県日野郡江府町
・運営主体 ： みちくさ推進会議
・取組内容 ： 直売所、加工、学校給食
・売上高 ： 2,000万円（H25）
・会員数 ： 90人 (H27)
・電話番号 ： 0859-75-2032

○ＪＡ鳥取西部女性会が自分達が生産した安心・安全

の農産物を地域の方に喜んでもらいたいとの思いで、

平成13年に推進会議を発足。

○生産者相互や消費者とのコミュニケーションづくり、地

域の情報の受発信拠点として、平成15年にぬくもりの

感じられる木造建築の江府地区活性化施設をオープ

ン。

○会員全体で加工品製造に取り組む中で、各会員の協

力度合いに格差

→加工品ごとにグループを設置し、役割分担。各会員

が主体的に取り組むことにより、会員のやる気が向

上した。

○売上高

1,200万円（H15)→2,000万円（H25)

○出荷者数

20人（H15)→90人（H27)

○商品のアイテム数

200品目（H15）→439品目（H27）

○学校給食の地場食材提供や耕作放棄地の解

消等地域貢献を図ると共に、会員の生きがい、

やりがいの向上につながった。

○平成27年、道の駅奥大山が併設オープン、集客

増が見込めるため、会員の拡大や冬場の生産

対策で農産物の販売拡大。

○来場者の要望に応える少量多品目の農産物の

提供。

笑顔で応対する会長と会員

【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】

直売所の様子

食品店出荷会員農家

直売所
・イベント開催

農作物
の出荷

みちくさ工房
（加工品部門）

・加工品製造
会員同士がコミュニケー
ションを取り合い、品質
チェック

減農薬、有機肥料栽培の実施
会員農家が直接、店頭に立ち、コミュニケーションを重視！

来場者の要望に応える農産物を生産と提供

消費者

野菜等食材の提供

来場みちくさ推進会議

調理方法をアドバイス

道の駅

イベント開催の企画連携

写真１ 写真２

みちくさ厨房
（惣菜部門）

・惣菜製造

学校給食

食品店店内に直売コー
ナーの設置

役場、金融機関

連携 イベント開催の企画
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生産者と利用者の架け橋となる店作り
道の駅サンピコごうつ

＜事業者の概要＞

・所在地 ：島根県江津市
・運営主体 ：有限会社ふるさと支援センターめぐみ
・取組内容 ：直売所、学校給食
・売上高 ：１億1,400万円（H26）
・雇用者数 ：９人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ：http://3pico.net/index.html

○高齢化が進む中山間地域の集落維持、耕作放棄地

の解消、農家の生きがい対策等のため、平成22年に

直売所を設立。

○学校給食向けの安定的な食材提供

→営農コーディネーターによる産直会員へ出荷の働き

かけや調整により、年間を通じて安定的に食材を提

供する体制を構築できた。

○売上高

4,700万円（H22)→１億1,400万円（H26)

○出荷者数

183人（H22)→209人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

8人（H22）→9人（H26）

○農業所得の向上。学校給食への食材供給

の実現。

○定年帰農者の取り込みなどによる、産直会員の

維持・増加。

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

学校給食

産直会員

直売所

農林水産物
の出荷

道の駅内店舗

顔の見える安全安心な食材の提供！
消費者

米・野菜等

来場道の駅 サンピコごうつ

調理方法等
のアドバイス

小中学校

食育
（生産者との交流会）

写真１

○商品の品質の確保･維持

→産直会員から選出された品質管理委員会がパトロー

ルを実施することにより、商品の品質を確保する体制

を構築できた。

食材の提供

○県外客等への江津のPR拠点。

（地域内の事業者が直売所内へ出店）

○地域住民・学校給食等への、生産者の顔の見える食

材の提供。

○栽培施設の導入を含めた、年間通じた品揃え

確保のための対策の実施。

営農コーディネーター

栽培指導

○地域内の飲食店等への地元食材の提供。
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○高齢化・後継者不足などによる出荷量の減少の

打開と、高齢農家に元気を取り戻すため、定年帰

農者・少量生産者を巻き込んだ直売所のネット

ワーク化に取り組んだ。

○ネットワーク化に伴う情報管理

→バーコードラベル発行機を生産者毎に導入するこ

とにより、各生産者の情報を管理するシステムを

構築した。

○売上高

6,000万円（H13)→７億3,500万円（H26)

○出荷者数

571人（H13)→3,012人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

６人（H13）→52人（H26）

○売上高・出荷者数の大幅な増加など、地域農業

の発展・活性化に大きく貢献。

○生産者毎にタブレットを導入し、生産・売り場・精算

状況をリアルタイムに共有化。

○直売所を中心とした６次産業化。

○○○【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

○直売所への持込手段のない生産者

→既存施設を再利用した集荷場を40カ所設置するこ

とにより、生産者の出荷負担を軽減した。

２１カ所の直売所をネットワーク化、選んで出荷！
少量の農産物もしっかり集荷！

奥出雲産直振興推進協議会

学校給食、
福祉施設等

消費者

米・野菜等

来場

お勧め調理方法など

地域の子供たち

食農教育

出荷登録農家

農作物
の出荷

出荷登録農家

集荷場

産直相談員相談員
「アグリキャップ」

栽培指導

直売所

中山間地の地産地消と“地産都商”システムを確立

奥出雲産直振興推進協議会

直売所

販売所
（兵庫県等）
「地産都商」

直売所

・
・
・

奥出雲町 ５ヶ所 直売所

雲南市 １０ヶ所 直売所
飯南町 ３ヶ所 直売所

松江市 １ヶ所 直売所
広島県 １ヶ所 直売所
兵庫県 定期販売１企業

雲南
エリア

会長、副会長、監事
委員（農産物直売所代表者）
参与 県普及部、雲南農業振興協議会
市町 雲南市、奥出雲町、飯南町
事務局 ＪＡしまね 雲南地区本部

直売所

写真１

直売所を中心に６次
産業化を目指す

レ
ス
ト
ラ
ン

直
売
所

加
工
所

産地間交流 消費者交流

シ
ニ
ア
層
の
生
き
が
い

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
｜
シ
ョ
ン

学
校
・
福
祉
・
病
院
へ
の
食
供
給直売所の観光化

食
文
化
の
伝
承

食
育＜事業者の概要＞

・所在地 島根県雲南市
・事務局 ：JAしまね雲南地区本部
・取組内容 ：21直売所のサポート

（集荷・販売システム構築、栽培指導等）
・売上高 ：7億3,500万円（H26）
・雇用者数：52人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://unnan.ja-imane.gr.jp/sanchoku.html

組織の概要
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地元特産品を活用した
地域循環型ビジネスの拠点となる直売所

道の駅 本庄

＜事業者の概要＞

・所在地 ：島根県松江市
・運営主体 ：道の駅本庄企業組合
・取組内容 ：直売所、軽食・喫茶
・売上高 ： 8,500万円（H26）（H○)
・雇用者数 ：12人（臨時雇用者含む）（H26）

（うち障害者雇用1人）
・電話番号 ：0852－34－1528

○生産者の所得向上、高齢化が進む地域を活性化す

る拠点づくりのため、平成18年に直売所を設立。

○出荷される農産物の品質・規格のばらつき

→産直会員から選出された産直部会が、栽培講習会等

の生産者指導を行うことにより、出荷農産物の品質・

規格を統一することができた。

○売上高

4,000万円（H18)→ 8,500万円（H26)

○出荷者数

110人（H18)→120人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

8人（H18)→12人（H26)

○地元農家が販売機会を得たことにより、生産

意欲が高まり、出荷アイテムの増加等により

農業所得が向上した。

○中海産のサルボウガイ、すじ青のりなど、新た

な地元特産品を活用した新商品の開発。

○「弁慶生誕の地 本庄」をPRするツアー等の開

催による地域の活性化。

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】

直売所の外観

各地のイベント

産直会員 直売所

農作物
の出荷

軽食・喫茶

生産者の顔の見える商品の提供！
消費者

弁慶生誕の地「本庄」のPR

来場

道の駅 本庄 （弁慶の里）

調理方法等のアドバイス

食料品製造会社

製造委託
（原材料の提供）

写真１

食材の提供

試作品開発
商品の製造

販売

販売

○出荷時期の偏りによる農産物の売れ残りの発生

→島根県の６次産業化の補助事業を活用。野菜・果物

等の乾燥設備を導入し、果物（カキ、ブルーベリー等）、

野菜（カボチャ、大根等）を通年販売することにより、売

れ残りを解消することができた。
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全国直売所のパイオニア
地域のPRと農産物の販売拠点、都市住民との交流拠点

星の郷青空市株式会社

＜事業者の概要＞

・所在地 ：岡山県井原市美星町
・運営主体 ：星の郷青空市株式会社
・取組内容 ：直売所、加工
・売上高 ：３億2,500万円（H26）
・雇用者数 ：11人（臨時雇用含む）（H26）
・電話番号 ：0866-87-3908

○昭和62年、地元で生産される農産物を町外の消費者

に味わってもらい、町に来て町の良さを知ってもらい

たいという思いから、後継者グループ13人が中心とな

り、折りたたみテント１張りの無人市を開設。

○平成３年、来場者数の増加に伴い、現在の場所に移

転、売場面積を拡大。平成６年、13人が出資し法人

化。

○平成10年、農家の所得向上のため加工施設を整備

し、加工品の開発に取り組む。

○直売所の運営、体制づくり

→現在のように周囲に直売所はなく、直売所の運営、

出荷方法や手数料等、会員同士で何度も話合いを重

ね、徐々に体制を整備。先進直売所として全国から

の視察に対応。

○売上高

3,000万円（S62)→３億2,500万円（H26)

○出荷者数

76人（S62)→227人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

１人（S62）→11人（H26）

○来場者数

約７万人（H3）→18万人（H26）

○西日本初の有人農産物直売所として、直売

所の先進事例となり、全国各地の地域農業

の活性化に寄与。

○出荷者の所得向上。声掛けや研修会の開催に

より、栽培技術や農産物の品質向上を図る。

○地域おこしの若者グループ等と協力し、収穫体

験イベント等を共同開催。地域を盛り上げる活

動を継続し、町のファンを増やす。

○○○

【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】

農産物直売所の様子

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

加工部門
指導

会員同士で何度も話合いを重ね、体制を整備
イベント等の開催により、都市住民との交流、地域をPR

消費者

来場

星の郷青空市（株）

販売・体験

JA岡山西

連携

写真１ 写真２

井原市

連携 連携

岡山県備中県民局広域農業
普及指導センター

技術指導

消費者との交流イベント
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熱意あふれる農業後継者が直売所設立
出荷者との信頼関係構築により周年安定出荷を実現

ふれあい市場 稚媛（わかひめ）の里

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 岡山県赤磐市馬屋
・運営主体 ： 有限会社稚媛の里（会社等）
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： １億5,100万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： ５人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://wakahime.net/

○出荷物の確保

→毎年３月に役員と出荷者が面談し、品目や作付面積

等を決定。品目や出荷時期に偏りがないよう調整する

ことにより、年間を通じ安定した農産物の提供が可能

となった。

○世代間意識の違い

→40代以下の後継者世代が売上実績を作ることにより、

当初は直売所への出荷を反対していた60代以上の親

世代の出荷につながった。

○販売単価の向上

→消費者からの声に素早く対応。１箱あたりの個数削減、

ももとぶどうなど複数品目や別品種を組み合わせるこ

とにより、高価格での販売が可能となった。

○平成７年、米価の下落、生産者の高齢化等により、将

来に不安を感じた農業後継者が、再生産可能な価格

で販売できる直売所を目指し、自身の米乾燥施設前

で米の直売を開始。その後、果樹、野菜等の後継者

も加わり、徐々に拡大。

○平成13年、直売所を開設。30歳代の若い後継者の熱

い思いに共感した生産者100名が出荷登録。

【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】

○売上10億円を目指し、飲食施設の併設やB級

品の果樹を活用した加工品の開発。

○次世代を担う後継者の育成。研修の受け入れ

や栽培指導等により、新規就農から独立まで

サポートする体制を確立。

○体験農園や観光農園に取り組み、消費者へ生

産者の苦労を伝え、農業の現場を知ってもらい、

農業への理解や自給率の向上に貢献。

【今後の展望】

○売上高

4,200万円（H13)→１億5,100万円（H26)

○出荷者数

約100人（H13)→330人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

４人（H13）→５人（H26）

○来場者数

約４万人（H13）→７万人（H26）

○直売所の設立により、出荷者の所得向上、地

域住民を巻き込んだ地域活性化等に寄与。

【取組の効果】

店内ポップで生産者を紹介

赤磐市

出荷者

農産物の出荷

年間を通じて消費者に新鮮な農産物を安定的に供給するため、役員と出
荷者が面談し、品目や作付面積等を決定するなど信頼関係を構築

消費者

来場（有）稚媛の里

販売・イベント

赤磐市農業経営者クラブ

連携

写真１

直売所

岡山県農林水産総合センター 小中学校

学校給食へ地場
食材の供給・食育

連携

小学校での食育の授業

連携 連携技術指導

指導・調整
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出荷者の確保、育成による成長
地産地消から地産外消へ発展したモデル直売所

彩菜茶屋

＜事業者の概要＞

・所在地 ：岡山県美作市明見
・運営主体 ：有限会社特産館みまさか
・取組内容 ：直売所、レストラン
・売上高 ：10億6,000万円（Ｈ26）

（彩菜茶屋（美作市）3.7億円、
彩菜みまさか（大阪府箕面市）6.9億円）

・雇用者数 ：48人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.sai2.jp/

○平成６年、高齢者や女性の力を活かし、農業所得を

確保するとともに地域活性化を図るため、JAが主体

となり農産物直売所「彩菜茶屋」を開設。運営主体と

して「有限会社特産館みまさか」を設立。

○平成21年、生産者及び生産量の増加に伴い、大阪

府箕面市に２号店を開設。

○出荷者数の確保

→専任職員を配置し、新規出荷者の確保に努め

ている。（737人（Ｈ23）→840人（Ｈ26））

また、出荷場を市内に３箇所設置し、高齢者の出荷負

担の軽減につなげ、出荷者を確保。

○品目数の増加と品質向上

→出荷者に対し、施肥の量や時期等の細やかな指導と

栽培管理を徹底し、少量多品目、高品質の農産物を販

売することにより、一人あたりの購入単価の向上につな

がっている。

○新たな販売先の確保

→大阪府箕面市に２号店を開設。高速道路で約２時間と

いう地の利を活かし、朝採れの新鮮な農産物を開店ま

でに店頭に並べることにより、売上額、来場者数は年々

増加している。

○売上高

１億1,700万円（H７)→10億6,000万円（H26)

○出荷者数

210人（H６)→909人（H27.8末)

○年間販売額（出荷者一人当たり）

35万円（H７)→80万円（H26）

○雇用者数（臨時雇用含む）

約10人（H７）→48人（H26）

○来場者数

15万人（H７)→61万人（美作・箕面）（H26)

○出荷者の育成と積極的な地産外消の取組によ

り、売上額は10億円を突破するなど、生産者の

所得向上に大きく貢献。

○出荷者の所得向上。直売所からの収入のみで

生活可能な出荷者数の増加（500万円以上を目

指す）。

○出荷者数1,000人の確保。自社で全ての品目の

栽培指導ができるよう、施肥体系等を整備。

トラックで１日２便、新鮮な
農産物・加工品を大阪へ

【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】

農産物直売所の様子

写真２

技術指導

岡山県美作県民局
広域農業普及指導セ

ンター

技術指導 消費者

（大阪府箕
面市）

出荷者

農産物直売所・レストラン
（美作市）

農作物
の出荷

農産物直売所
（大阪府箕面市）

多品目、高品質の農産物を確保するため、出荷者に対する細
やかな指導、栽培管理を徹底

消費者
（美作市）

来場
（有）特産館みまさか

販売・体験

来場

販売・体験技術指導
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