
つくる人と食べる人を結ぶ地域の拠点へ
ＪＡ尾道市管内の農業と地域の元気をめざして！

ＪＡ尾道市 ええじゃん尾道

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 広島県尾道市
・運営主体 ： 尾道市農業協同組合

（農協等、農業協同組合）
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ７億円（H26）
・雇用者数 ： 24人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.kohzan.jp/

○地産地消により農家と地域住民を結び、地域を活

性化させたいという思いで、平成20年に向島店に

続き尾道店をオープン。

○少量多品目生産の特徴を活かした新鮮で安全な

農産物を提供し、生産者と消費者の交流の場とし

て設置。

○平成23年に尾道店をリニューアルし管内の特産品

等の品揃えを充実。

○ＪＡは共同出荷販売が基本であり、直売事業が組

織の崩壊を招くと議論

→共選部会出荷者とすみわけを行い、共選場から直

売所へ出荷をすることで直売事業を進めた。

○売上高

1億7,000万円（H20)→７億円（H26)

○出荷者数

250人（H20)→710人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

12人（H20）→24人（H26）

○生産者の所得の向上はもとより、生産者・ス

タッフ・消費者との交流の場として支持されて

いる。

○出荷者1,000人。消費者ニーズに対応した多

品目の農産物を確保することにより、多くの来

場者で賑わう直売所を目指す。

○生産者の所得向上とＪＡ事業の拡大に繋げる。

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】

直売所正面

登録生産者
農産物直売所

農作物
の出荷

鮮魚販売

出荷協議会で出荷・販
売に関する事項を決定

鮮度の高さが最大の魅力！
JA尾道市管内の農業と地域の元気をめざして

消費者

来場

ええじゃん尾道

野菜の選び方や調理方
法をスタッフがアドバイス

各種イベント

イベントの開催による集客連携

写真２

朝穫り“新鮮”地元農産物

ＪＡ尾道市管内の特産品
を使ったオリジナル加工
品

精肉販売

市内６漁協の直営店
「漁師のさかな屋」

毎日水揚げされた新鮮な
魚介類

全農ひろしまの直営店
「ＪＡのお肉屋さん」

品質にこだわり、県内産
の牛・豚肉を対面販売
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お客様の食卓を笑顔にしたい！
都市と農村を結ぶ情報ステーション

甲山いきいき村

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 広島県世羅郡世羅町
・運営主体 ： 協同組合 甲山いきいき村

（農協等、その他）
・取組内容 ： 直売所、加工、レストラン、体験コーナー

インショップ等
・売上高 ： ４億円（H26）
・雇用者数 ： 20人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.kohzan.jp/

○農業者の高齢化と後継者不足という状況の中で、地

域を活性化させたいという思いで、平成8年に直売所

を中心とした交流施設を整備。

○都市と農村の交流の場として、地元産品を使ったレ

ストランや加工実演・実習・体験コーナーを開設。

○平成17年から運営主体を協同組合へ移行した。

○年間を通じた安定的な品揃え

→毎月１回、生産者に対し栽培推奨品目の説明会開催

や種苗代の補助により、年間を通じて安定的に農産

物を確保することができた。

○年間作付計画の不徹底

→項目の簡素化により、年間作付計画の確実な実施を

生産者に促した。

○売上高

3億2,000万円（H17)→4億円（H26)

○出荷者数

350人（H17)→400人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

13人（H17）→20人（H26）

○地場産農産物の販売・加工を通じて、生産者

の農業所得の向上はもとより、都市と農村の交

流の場として貢献している。

○直営店２号店、スーパーマーケット等のイン

ショップをさらに増設することにより、世羅町の

ファンを増やしたい。

インショップ

【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】

直売所全景

インショップ

登録生産者
農産物直売所

農作物
の出荷

レストラン

マニュアルを基に職員が
定期的に品質をチェック

お客様の食卓を笑顔にしたい！
人が輝く夢空間 笑顔とびかう 甲山いきいき村 消費者

直売所の農産物等を毎
日直送

来場

協同組合 甲山いきいき村

野菜の選び方や調理方
法を職員がアドバイス

世羅町内各種イベント

イベントの開催による集客連携

写真１ 写真２

新鮮な朝どり野菜を始め
農産加工品、お土産品等、
地域の特産品がズラリ

加工販売施設
おむすび・うどん

山菜おこわ山菜寿司

農産物等加工実演・実習
体験コーナー
・ハーブクラフト

・フラワーアレンジメント
・草木染め

・ふるさとの味体験等
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地元の食文化を発信したい
飲食店経営企業が産直市経営に挑戦！

八千代産直市場

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 広島県安芸高田市
・運営主体 ： 八千代産直市場株式会社

（会社等）
・取組内容 ： 直売所、フードコーナー等
・売上高 ： ３億5,000万円（H26）
・雇用者数 ： 22人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://yachiyo-sanchoku.com/

○平成12年に地元生産者が初めた「土日の朝市」から

出発し、平成21年に法人化。平成26年から運営主体

を八千代産直市場(株)へ移行。

○飲食店を経営する中、広島の食文化を発信している

店が少ないということを常々感じ、産直市の経営に

チャレンジすることになった。

○「食を通じて本当の喜びを伝える」という理念は、業

態が違っても同じと考えた。

○生産者により出荷物の品質や意識のばらつき

→地元生産者グループのとりまとめ役と毎月1回の対

話を重ね、出荷ルールを作ったことにより、生産者の

意識を改革することができた。

○売上高

3億円（H25)→３億5,000万円（H26)

○出荷者数（町内の登録生産者280人）

90人（H21)→90人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

10名（H25）→22名（H26）

○登録生産者の商品に対する意識の向上、フー

ドコーナーの設置等により、地域の活性化や

来場者の増加に貢献。

○地場産農産物を使用した加工品等の開発によ

り、農家所得を向上。

○高品質・低価格の農産物を広島市内の飲食店

へ届ける流通システムの構築。

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】

飲食店

登録生産者 農産物等直売

農作物
の出荷

フードコーナー

・地元産の鹿肉、赤どりを
使ったハンバーガーなど

出荷ルールを作り、品
質をチェック

地元の素晴らしい食文化を伝えたい！
生産者の経営安定、地域の活性化の拠点 消費者

グループ企業直営の飲
食店へ販売

来場

八千代産直市場(株)

野菜の選び方や調理方
法を生産者や店員がアド
バイス

各種イベント主催者

イベントへの協力・連携連携

写真１ 写真２

生鮮野菜、花
生産者製造の加工品
・手芸用品など

鮮魚、精肉等販売

焼きたてパンの販売

生活用品販売

鹿肉を使ったハンバーガー
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「癒やし」と「ぶちうまい」がここにある！
むらに元気を呼び込む温泉複合施設

楠こもれびの郷

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山口県宇部市
・運営主体 ： 楠むらづくり株式会社

（会社等）
・取組内容 ： 直売所、レストラン、温泉施設、

農業研修交流施設 等
・売上高 ： ２億4,600万円（H26）
・雇用者数 ： 69人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.komorebinosato.net

○過疎化や農林業の衰退等地域の抱える問題を解決

し、むらを元気にしたい思いから、地域住民が主体と

なって株式会社を設立。平成21年に温泉施設の集客

効果を期待し、農産物直売所と農家レストランの運営

を開始。

○旬の新鮮な農産物をより多くの消費者に届けるため

「宇部まるごと宅急便」サービスを開始。

○農業研修交流施設で新規定住就農を目指した「万農

塾」を開塾、また農村と都市の交流を目的に農業体

験を行う「週末アグリ塾」を開催。

○新鮮で良質な農産物の出荷などお客様に対する出

荷者の意識改革

→出荷者による協議会を設立し、定期的な技術講習等

を実施。また、出荷品の偏りが生じないよう協議会に

よる出荷調整を実施。

○売上高

1億7,400万円（H21)→2億4,600万円（H26)

○出荷者数

155人（H21)→294人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

50名（H21）→69名（H26）

○農産物の生産及び販売の増加に伴い、農業

者の所得向上及び生産意欲の向上に繋がっ

ている。また、事業による雇用創出や「万農塾

生」の就農により地域農業や地域経済に大き

く貢献している。

○大手旅行代理店と連携し、着地型のイベント（農

業・食品加工体験）を実施。

○伝統食文化の継承や更なる雇用創出を目指し、

郷土料理を伝承する取組を計画。

農産物直売所の様子

【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】

施設全景

学校給食等

農作物
の出荷

農産物加工施設

研修等により農産物
の品質向上

消費者

旬の農産物を納入

来場

生産者の顔が見える
農産物

旅行代理店・各種イベント協賛者

イベントの開催による集客連携

温泉施設

Café&ギャラリー

農業研修交流施設
・就農研修「万農塾」
・農業体験「週末アグリ塾」
・料理教室

ベーカリー

宅急便サービス

地域農産物及び加工品 生産・販売・流通・担い手育成・交流人口の増加

農産物生産

農家レストラン農産物直売所

出荷登録農家

楠むらづくり(株)
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地元住民をターゲットにした地産地消の拠点施設
- 地場鮮魚をブランド化させた情報発信 -

道の駅 萩しーまーと

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山口県萩市
・運営主体 ： ふるさと萩食品協同組合

（会社等）
・取組内容 ： 直売所、レストラン、研修施設 等
・売上高 ： 11億1,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 17人（Ｈ27）
・ＵＲＬ ： http//seamart．axis．or．jp/

○萩市は日本海有数の漁港を持つが、地場消費は少

なく、多くは市外へ流通されている状況にあった。

また、水揚げは多いが消費されていなかった地場鮮

魚について、消費の拡大の必要性を感じていた。

○このため、鮮魚の地産池消により地域の活性化を図

りたいとの思いから、平成13年に漁協、地元水産会

社等により鮮魚を主とする地元産にこだわった直売

所を中心とした施設を開設。

○漁業関係者の地場鮮魚に対する消費拡大の必要性、

可能性に対する問題意識の共有化

→マスコミ等を利用した情報発信により知名度が上がり、

結果として販路拡大・価格上昇によるモチベーション

の向上につながった。

○売上高

８億5,000万円（Ｈ13)→11億1,000万円

（Ｈ26)

○利用者数

152万人（Ｈ13)→149万人（Ｈ26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

7名（Ｈ13）→17名（Ｈ27）

○地場鮮魚の新たな需要の掘り起こしによる水

産物価格の向上を図るとともに、地元市民を

中心とした地元産の農畜水産物の販売により

地域振興に大きく貢献。

○漁獲のない時期にも販売可能なブランド商品の

開発。

○地域の食資源の情報発信の強化。

公設市場をイメージ
した館内

【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】

水揚げの様子

水産物加工品
の製造委託

魚市場
（水産物の販売）

組合直営店
漁協直営店
組合員店舗

地元水産物を主とする
レストラン

魚市場直結の道の駅。地産池消の拠点機能として
昔懐かしい「公設市場」を再現

消費者

来場

ふるさと萩食品協同組合
（道の駅／萩しーまーと）

対面販売により調理
方法等をアドバイス

地場鮮魚を活用したイベントの主催

イベントの開催による集客

写真１ 写真２

（日用品、酒類の販売）
組合直営店
組合員店舗

（農畜産物の販売）
組合員店舗

店舗ごとにせりに
より取引

組合でまとめて
地元業者に製造
を委託

マスコミ

情報発信により
知名度アップ

農業者の元気を地域の活力に！！！
～ヒカリの旬の農産物にこだわった複合施設～

光市農業振興拠点施設 里の厨

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山口県光市
・運営主体 ： 里の厨事業協同組合

（会社等）
・取組内容 ： 直売所、加工施設、体験施設、

研修施設等
・売上高 ： 2億5,000万円（H26）
・雇用者数 ： 31人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://satonokuriya.jp/

○地域農業が抱える様々な課題や問題点を解消し、地

域から元気を発信したいと、地元生産者により協議

会を設立。平成23年に直売所を中心とした総合販売

施設を整備し、平成25年に協議会を協同組合に移行

し運営を開始。

○高齢生産者等で交通手段のない組合員を対象に集

荷、出荷の代行を行うことにより農産物の品揃えと量

を確保。

○農業体験は、地元農業生産法人の若者が技術指導

を担当し、管理の補助を地元の社会福祉施設が行う

など地域の協力体制が確立。

○安定的な出荷農産物の確保と良質な商品を提供す

る出荷者の意識改革

→荷姿、品質レベルのフィードバックや農産物販売状況

のメール配信サービスを実施。

また、栽培講習会等を毎月開催することにより、お客

様目線での農産物の生産、販売が定着。

○売上高

1億円（H23)→2億5,000万円（H26)

○出荷者数

200人（H23) →300人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

30人（H23）→31人（H26）

○農産物の生産出荷量や農業所得が増加傾向

にあり、農業者の生産意欲の向上に繋がって

いる。また、市外からの来場者も多く、地域の

活性化や地域経済についても大きく貢献して

いる。

○平成27年に組合員が運営する農場、カフェ、加

工施設が隣接地にオープンした。今後のイベン

ト等で連携することにより集客力のアップ及び相

乗効果を期待。

【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】

施設の全景

学校給食等

出荷登録農家 直売所

農作物の出荷
集荷・出荷サービス

農産物加工施設

講習会等により農産
物の品質向上

自然の恵みとふるさとの笑顔を食卓に届けるために
消費者

旬の農産物を納入

来場

里の厨事業協同組合
生産者の顔が見える
農産物

農業生産法人・社会福祉施設

農業体験の開催による集客連携

農業研修交流施設

販売状況の情報提供

レストラン

連携

旬の農産物

直売所の様子
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農業者の元気を地域の活力に！！！
～ヒカリの旬の農産物にこだわった複合施設～

光市農業振興拠点施設 里の厨

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山口県光市
・運営主体 ： 里の厨事業協同組合

（会社等）
・取組内容 ： 直売所、加工施設、体験施設、

研修施設等
・売上高 ： 2億5,000万円（H26）
・雇用者数 ： 31人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://satonokuriya.jp/

○地域農業が抱える様々な課題や問題点を解消し、地

域から元気を発信したいと、地元生産者により協議

会を設立。平成23年に直売所を中心とした総合販売

施設を整備し、平成25年に協議会を協同組合に移行

し運営を開始。

○高齢生産者等で交通手段のない組合員を対象に集

荷、出荷の代行を行うことにより農産物の品揃えと量

を確保。

○農業体験は、地元農業生産法人の若者が技術指導

を担当し、管理の補助を地元の社会福祉施設が行う

など地域の協力体制が確立。

○安定的な出荷農産物の確保と良質な商品を提供す

る出荷者の意識改革

→荷姿、品質レベルのフィードバックや農産物販売状況

のメール配信サービスを実施。

また、栽培講習会等を毎月開催することにより、お客

様目線での農産物の生産、販売が定着。

○売上高

1億円（H23)→2億5,000万円（H26)

○出荷者数

200人（H23) →300人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

30人（H23）→31人（H26）

○農産物の生産出荷量や農業所得が増加傾向

にあり、農業者の生産意欲の向上に繋がって

いる。また、市外からの来場者も多く、地域の

活性化や地域経済についても大きく貢献して

いる。

○平成27年に組合員が運営する農場、カフェ、加

工施設が隣接地にオープンした。今後のイベン

ト等で連携することにより集客力のアップ及び相

乗効果を期待。

【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】

施設の全景

学校給食等

出荷登録農家 直売所

農作物の出荷
集荷・出荷サービス

農産物加工施設

講習会等により農産
物の品質向上

自然の恵みとふるさとの笑顔を食卓に届けるために
消費者

旬の農産物を納入

来場

里の厨事業協同組合
生産者の顔が見える
農産物

農業生産法人・社会福祉施設

農業体験の開催による集客連携

農業研修交流施設

販売状況の情報提供

レストラン

連携

旬の農産物

直売所の様子
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農業者の収益アップで地域活性化！
高齢化や担い手の育成にも寄与

ＪＡ東とくしま みはらしの丘・あいさい広場

＜事業者の概要＞

・所在地 ：徳島県小松島市立江町
・運営主体 ：ＪＡ東とくしま

（農協等、農業協同組合）
・取組内容 ：直売所
・売上高 ：12億円（H26）
・雇用者数 ：30人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ：http://www.ja-higashitks.or.jp/index.html

○ 豊富な品揃えを望む消費者ニーズへの対応、農産物

の安定供給

→販売情報を生産者の携帯電話に1日3回メール発信し、

商品不足とならないよう、随時、補充を行っている。

また、県内外のJAと連携して、産地間の特産物を互い

に販売するなど、多彩な商品を提供している。

○売上高

６億9,000万円（H18)→12億円（H26)

○出荷者数

248人（H18)→460人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

13人（H18）→30人（H26）

○農業者所得の向上による新規就農者の増加に

より地域農業の活性化に寄与。

花きの品揃えも充実

【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】

○直売所の乱立や競合店の進出が激しいことか

ら、集客数アップのため、新聞折り込みチラシの

回数を増やす予定。

○独自色を出すため、旅行会社とタイアップし、地

元特産品「たけのこ」の収穫体験ツアーの実施

を検討中。

【今後の展望】

【取組の効果】

学校給食

出荷会員農家
直売所

農作物
の出荷

栽培履歴の提出

農業者の収益向上と経営安定！
消費者

地元野菜の納入

来場
ＪＡ東とくしま みはらしの丘

あいさい広場

チラシの配布やイベントの
開催による集客

県内外のＪＡ

豊富な品揃えや安定供給に対応
連携

通信販売・宅配

新鮮野菜で
あふれる店内

○ ＪＡ東とくしま管内では小規模な稲作経営の兼業農

家が多く、高齢化や担い手不足など、農業者をとりま

く環境は非常に厳しかった。

そのため、地元の新鮮な農産物を産直市を通じて消

費者へ直接販売を行うことで、農業者の所得向上に

よる担い手農家の育成や地域農業の活性化を目指し

て、平成18年に直売所を開設。

（平成17年度強い農業づくり交付金事業を活用）

丁寧な梱包サービスが人気！
きめ細やかなサービスで
リピーター続出！

太陽の恵みをいっぱいに浴びた豊かな食材の宝庫

ＪＡ麻植郡ひまわり農産市

＜事業者の概要＞

・所在地 ：徳島県吉野川市鴨島町
・運営主体 ：ＪＡ麻植郡ひまわり農産市運営委員会

（農協等、農業協同組合）
・取組内容 ：直売所、加工所
・売上高 ：３億4,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：13人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://tokuchu-ja.or.jp/store

○「農家による生産から販売まで」を合い言葉に、ＪＡ

麻植郡女性部の製造する加工品の販路拡大と、小

規模農家が意欲を持って生産・販売できる直売所を

めざし、平成11年12月に開設。

（平成11年度経営基盤確立農業構造改善事業を活

用）

○農産物の品質向上

→販売前の検品により、出荷者ごとの品質のバラつき

を解消することができた。

○生産者の意識改革

→季節ごとの野菜、果物を目玉にしたイベントを開催し、

消費者の声を生かした生産に取り組んだことにより、

生産者の意識が高まり、品質向上に繋がった。

○売上高

１億5,600万円（H12)→３億4,000万円（H26)

○出荷者数

80人（H12)→162人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

６人（H12）→12人（H26）

○地元の新鮮農産物や加工品を産直市で販売

することにより農業者の作付け意欲に大きく貢

献。

平成23年４月には川島町に２号店も出店。

○高齢者等の買い物難民に対応するため、米・

野菜などの地元農産物や弁当等の加工品の

宅配サービスに力を入れる予定。

○若い客層を獲得するため、地元野菜をふんだ

んに使用した創作弁当を現在開発中。

豊富な新鮮野菜の陳列風景

【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】

保育所

出荷登録農家 直売所

農作物
の出荷

ＪＡ麻植郡女性部
（地元農産物を使った加工品）

新鮮な朝採り野菜を毎日の食卓に
地元の消費者とともに成長！ 消費者

地元産の米を納入

来場

ＪＡ麻植郡ひまわり農産市

幅広い客層を集客

徳島県内の各ＪＡ

豊富な品揃えに対応連携

収穫体験

店舗外での販売風景

徳島県立吉野川高等学校

生徒が作った野菜、加工品の販売連携

宅配サービス

加工品
の出荷 ひまわり農産市２号店
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太陽の恵みをいっぱいに浴びた豊かな食材の宝庫

ＪＡ麻植郡ひまわり農産市

＜事業者の概要＞

・所在地 ：徳島県吉野川市鴨島町
・運営主体 ：ＪＡ麻植郡ひまわり農産市運営委員会

（農協等、農業協同組合）
・取組内容 ：直売所、加工所
・売上高 ：３億4,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：13人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://tokuchu-ja.or.jp/store

○「農家による生産から販売まで」を合い言葉に、ＪＡ

麻植郡女性部の製造する加工品の販路拡大と、小

規模農家が意欲を持って生産・販売できる直売所を

めざし、平成11年12月に開設。

（平成11年度経営基盤確立農業構造改善事業を活

用）

○農産物の品質向上

→販売前の検品により、出荷者ごとの品質のバラつき

を解消することができた。

○生産者の意識改革

→季節ごとの野菜、果物を目玉にしたイベントを開催し、

消費者の声を生かした生産に取り組んだことにより、

生産者の意識が高まり、品質向上に繋がった。

○売上高

１億5,600万円（H12)→３億4,000万円（H26)

○出荷者数

80人（H12)→162人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

６人（H12）→12人（H26）

○地元の新鮮農産物や加工品を産直市で販売

することにより農業者の作付け意欲に大きく貢

献。

平成23年４月には川島町に２号店も出店。

○高齢者等の買い物難民に対応するため、米・

野菜などの地元農産物や弁当等の加工品の

宅配サービスに力を入れる予定。

○若い客層を獲得するため、地元野菜をふんだ

んに使用した創作弁当を現在開発中。

豊富な新鮮野菜の陳列風景

【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】

保育所

出荷登録農家 直売所

農作物
の出荷

ＪＡ麻植郡女性部
（地元農産物を使った加工品）

新鮮な朝採り野菜を毎日の食卓に
地元の消費者とともに成長！ 消費者

地元産の米を納入

来場

ＪＡ麻植郡ひまわり農産市

幅広い客層を集客

徳島県内の各ＪＡ

豊富な品揃えに対応連携

収穫体験

店舗外での販売風景

徳島県立吉野川高等学校

生徒が作った野菜、加工品の販売連携

宅配サービス

加工品
の出荷 ひまわり農産市２号店
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県産杉のぬくもりを感じながら癒やしのひと時とお買い物
お遍路さんも訪れる直売所

ＪＡ夢市場（阿波郡東部農業協同組合）

＜事業者の概要＞

・所在地 ：徳島県阿波市市場町
・運営主体 ：ＪＡ阿波郡東部（農協等、農業協同組合）
・取組内容 ：直売所
・売上高 ：３億8,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：17人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http//jayumeichiba.jp

○ＪＡ阿波郡東部が、小規模農家の所得向上と地域

農業の活性化につなげようと、平成23年に直売所

を開設。

徳島県産材を利用した杉の香り漂う空間で新鮮な

農産物を販売している。

（徳島県森林整備加速化・林業飛躍事業を活用）

○売れる商品を生産するため農業者の意識改革

→毎月、消費者を対象とした多彩なイベントを企画。

消費者と生産者の交流を図ったことや消費者ニーズ

に合った商品開発に取り組んだ結果、来客者数の

増加に繋がった。

○売上高

１億4,000万円（H23)→３億8,000万円（H26)

○出荷者数

120人（H23)→180人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

７人（H23）→17人（H26）

○オリジナル商品の発展や地場農産物の生産

振興、小規模農家の農業所得の向上に取り

組んだ結果、 隣県からの買い物客が、多く訪

れるようになり販売額が増加。

○野菜ソムリエによる地元食材を使ったメニューを

消費者に向け、情報発信する予定。

○新商品の開発とバイキングレストランの開設な

ど、売り場面積の拡大を検討中。

徳島県産杉を
使った店舗

【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】

学校給食

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

地域農業の活性化と振興
木のぬくもりを感じながら、利用者と生産者が交流できる場を提供 消費者

地元産米や野菜の納入

来場

ＪＡ夢市場（阿波郡東部農業協同組合）

野菜ソムリエがアドバイス

徳島県内の各ＪＡ

豊富な品揃えに対応連携

イートインスペース

オリジナル商品 「美～ナス
（夏秋ナス）」

出荷運営協議会

毎月のイベント開催による集客

加工品
の出荷
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県下初の常設直売所
全員が経営者、農業者が自ら企画運営

石井町農業振興グループ百姓一

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 徳島県名西郡石井町
・運営主体 ： 石井町農業振興グループ百姓一

（農協等、生産者グループ等）
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ２億4,000万円（H26）
・雇用者数 ： ５人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.100show-no1.com/

○地域の農家の所得向上・レベルアップと地域活性化

を目指して、生産者だけで、自立的に組織を作り、平

成７年に仮設テントからスタート。

○徳島県初の常設直売所として、近代化資金や徳島

県の新店舗補助金などを活用して平成８年現在の

店舗を整備。

○資金繰り・農産物の安定供給、消費者へのクレー

ム対応等、問題が多発

→会員の自主性の尊重と人と人との信頼関係による

つながりを大切にし、問題を未然に解決するよう努

めている。また、レクリエーション活動にも力を入れ、

会員が自然と集まる憩いの場となっている。

○売上高

4,000万円（H７)→２億4,000万円（H26)

○出荷者数

40 人（H７)→45人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

３人（H20）→５人（H26）

○農業所得の向上と個々の農家の意識向上や

地域活性化に大きく貢献。

○石井町を全国に発信するため、ふるさと納税の

記念品として地元農産物を引き続き提供する

予定。

○機能性野菜の栽培に取組む予定。

大学と連携した食育講座

【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】

店内に並ぶ新鮮野菜

出荷会員農家 直売所

農作物
の出荷

農産物販売体験

野菜の販売を通して農業者の心を消費者に届けたい！
消費者

野菜・米の納入

来場

石井町農業振興
グループ百姓一

販売を通じ消費者と交流

大学（食育講座）

連携

写真１

学校給食

野菜の効能や調理法を紹介

情報発信

食育講座
月２回、ラジオで 産直情報を発信

連携 市町村（ふる
さと納税）

地元農産物を提供
（石井町を全国に発信！）
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