
農業者の自己主張・自己責任の舞台
本物の農産物を適正価格で提供する直売施設

みずほの村市場

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 茨城県つくば市
・運営主体 ： 株式会社農業法人みずほ
・取組内容 ： 直売所、蕎舎（そばや）、体験農園等
・売上高 ： ６億円（Ｈ27）
・雇用者数 ： 30人（臨時雇用含む）（Ｈ27）
・ＵＲＬ ： http://mizuhonomuraichiba.com

○農産物は、市場価格に左右され農業者が再生産でき

る適正価格となっていないことに危機感を感じ、農業

者が自立し経営者になってほしいとの思いで、平成２

年に直売所を整備。

○農業者が自立することで、消費者に本物の農産物を

将来にわたって提供したいとの思いを形にした。

○「農業の産業化」「再生産できる適正価格」に向けた

農業者の意識改革

→販売権利金・反則金・報奨金制度等の独自ルールを

導入することにより、直売への覚悟と売場に対する責

任感を持たせた。

○売上高

１億（H３)→６億円（H27)

○出荷者数

８人（H２)→54人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

５人（H２）→30人（H27）

○会員農産物の品質向上や所得の増加など直

売所のモデルケースとして、日本農業の発展・

振興に大きく貢献。

○これまでに培った生産、販売のノウハウを基に

フランチャイズ制を導入し、「みずほスタイル」の

全国展開を目指す。

○直売所を起点とした地域創造産業の確立。

消費者モニター会

生産現場の見学を
行うなど農業を理
解促進を図る

【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】

みずほの村市場外観
右から直売所・
イベントハウス
加工所・そばや

消費者
モニター会

みずほ農業
経営者会員

直売所

・高品質農産物
・無添加自然食品等

農作物
の出荷

蕎舎（そばや）

・常陸秋そばと国内産原
料のみ使用

・栽培管理勉強会
・生産・作付計画
・農業者同士の品質競争

本物の農産物を農業者が再生産できる適正価格で販売

一般消費者
消費者会員

生産現場の見学

来場

（株）農業法人みずほ

試食提供による品質確認

写真１ 写真２

交流事業

・体験農園

・年間を通じた旬を感じる
イベント

意見・要望

土壌分析 生育診断 成分分析みずほGAP
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土のよろこびを人のよろこびへ
「食は命」地域の食と農を守って行きます！

ポケットファームどきどき茨城町店

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 茨城県茨城町
・運営主体 ： ＪＡ全農いばらき
・取組内容 ： 直売所、加工、レストラン 等
・売上高 ： 11億円（H26）
・雇用者数 ： 70人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http//www.ib.zennoh.or.jp/dokidoki/index.html

○生産者と消費者を安心で結ぶ架け橋として、安心で

きる農畜産物の直売所とレストランを中心とした、

ファーム型複合交流施設として平成12年に整備。

○農産物の収穫体験や地場産農産物を使った手作り

体験教室の開催による集客。

○施設内の整備及び農園の管理運営

→施設内は登録生産者が毎月交代で園内整備を行い、

景観を美しく保っている。農園は有機農業者と共同で

管理することで、ＪＡＳの認定を受けている。

○売上高

８億円（H13)→11億円(Ｈ26)

○出荷登録農家数

80人（H13)→100人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

70人（H13）→70人（ H26 ）

○出荷生産者独自のイベントを年４回実施する

ことで、農業のファンづくりができている。

○食卓と農業を近づけるきっかけづくりの強化

○「食べ物としての野菜・果物」の生産強化

○小学生や幼稚園児などの食育活動の受入

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】

直売所全景

出荷登録農家

直売所
・ファーマーズポケット
・フラワーポケット

農作物
の出荷

レストラン
・フリースタイル家庭料理

屋外施設
・バーベキュー広場
・ジャブジャブ池 等

加工販売施設
・ハム ソーセージ
・パン工房

登録農家による品目別
作付計画

おいしさと安全の両立
地域資産である茨城県の農畜産物の最大活用

体験施設
・どきどき農園農業体験
・手づくり体験教室 等

一般消費者
会員消費者

来場

各種イベント
どきどきギフト

オリジナルギフトの提案

子ども向け施設
・小さな動物コーナー
・子供市場 等

ポケットファームどきどき茨城町店

会員割引

ＨＰの情報更新、会員への案内状発送による集客
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地域の特産品であるメロンの品質にこだわる直売所

サングリーン旭

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 茨城県鉾田市
・運営主体 ： ＪＡ茨城旭村

（農協等、その他）
・取組内容 ： 直売所、加工等
・売上高 ： ８億6,442万円（H26）
・雇用者数 ： 16人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http：//www.sungreen-asahi.jp

○消費者と生産者を安全・安心・新鮮で結ぶ産地の中

心としたいとの思いから、直売所を整備。

○ファミリー層を取り込むため、特産品のメロンを使った

ソフトクリーム類の販売施設やスロープ等のバリアフ

リー設備を整備。

○施設の管理と運営（登録生産者の管理指導）

→生産者同士の意識向上により、出荷商品の品質向

上につながった。

○売上高

１億1,000万円（H7)→８億6,442万円（H26)

○出荷者数

100人（H7)→400人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

４人（H7）→16人（H26）

○さつまいも掘り体験学習などのイベント開催を

行い、地域の食育や活性化に貢献。

○主力商品であるメロン販売時期(４月～10月)以

外の来客数確保のための取組。

直売所の全景

【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】

直売所内の様子

出荷登録農家
直売所

農作物
の出荷

ＪＡ茨城旭村 メロン部会

加工販売施設
・惣菜
・ソフトクリーム

品質に対するこだわりを徹底
トレーサビリティの実施による消費者との信頼の確保

青果物管理センター（メロン）
・光センサー選果による品質の確保
・トレーサビリティの実施

消費者

来場

サングリーン旭

各種イベント主催者

イベントの開催による集客連携

ネットショッピング

食材カレンダーによる
旬の食材の情報提供
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地域の農家が元気になることで地域も元気に！
地場生産物にこだわり、加工品も充実した直売所

北の郷農産物直売所

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 栃木県足利市樺崎町611-3
・運営主体 ： 北郷ふれあいの郷管理運営組合
・取組内容 ： 直売所、加工所、都市農村交流
・売上高 ： 1億2,400万円（H26）
・雇用者数 ： 23人（臨時雇用含む）（H26）
・電話番号 ： 0284-41-4293
・ＵＲＬ ： http://www.kita-no-sato.com

○ 耕作放棄地の解消、地元の活性化、雇用創出など

を図るため、平成18年４月に営業を開始した。

○小規模農家が多いため、端境期の品不足を懸念

→地元市場の仲卸業者と連携。

→出荷生産者に作付間隔を少しずつ調整し、作物が

途切れないように要請。

〇自家消費の残りではなく、品質の良い農産物を出

荷するように生産者の意識を改革

→生産者の自主的な出荷ルールにより、生産者の意

識が変わった。

○売上高

9,750万円（H21)→１億2,400万円（H26)

○出荷者数

75人（H21)→110人（H26)

〇来店客数

８万7,000人（H21）→10万1,000人（H26）

○雇用者数（臨時雇用含む）

19人（H21）→23人（H26）

農業所得の向上及び雇用の創出など、地域農

業の発展・振興に貢献

○ＰＢ商品（加工品）の販売額を増加したい。（目

標：総売上高の50％）

○農産物を出荷することで、地域の高齢者も元気

にしたい。

加工品（惣菜等）の
陳列の様子

【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
農産物直売部会

農作物
の出荷

農産物加工部会

品質チｪｯク

品質に対するこだわりを徹底（安心・安全）

消費者

・お弁当、惣菜、ジャム等
の製造

販売

北郷ふれあいの郷管理運営組合

・ジャガイモ、さつまいも
掘り等の農業体験
・各種イベント

・農産物や加工品等の
販売

都市交流部会

来場
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地域住民による地域のための拠点へ
地場生産農産物を活用した直売所経営

きらり佐久山農産物直売所

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 栃木県大田原市
・運営主体 ： 株式会社 きらり佐久山
・取組内容 ： 直売所、レストラン、農産物加工所
・売上高 ： １億5,900万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 12人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・電話番号 ： 0287－28－1290

○地域活性化の方策を検討するために、佐久山地区活

性化協議会が設立された。協議会で農産物直売所を

開設する計画を立案し、平成19年４月に佐久山直売

会を設立。

○平成20年６月に農産物直売所を開設。

○平成25年６月（株）きらり佐久山を設立。

○平成26年９月にレストラン、農産物加工所をオープン。

○「良質な品揃え」、「質の高い農産物」への農産物出

荷者の意識改革

→生産者の自主的な出荷ルールにより、意識が変わっ

た。

○売上高

4,000万円（H20)→１億5,900万円（H26)

○出荷者数

80人（H20)→140人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

４人（H20）→12人（H26）

○地場農産物の生産が増加したことから、 農

業所得の向上及び雇用の創出が見られ、地

域活性化につながった。

○農産物の品質の向上と安定供給。

レストラン・農産物加工所

【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】

直売所

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

出荷生産者自らが
品質チェック

地域住民の拠点となる農産物直売所へ

消費者

来場

（株）きらり佐久山

販売

佐久山地区活性化協議会

連携

レストラン 農産物加工所
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品質にこだわる直売所を中心に、地域に信頼され、地域に
役立ち、ふれあいと安らぎの場を提供する複合販売施設

ららん藤岡 アグリプラザ藤岡

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 群馬県藤岡市
・運営主体 ： 株式会社藤岡クロスパーク
・取組内容 ： 直売所、レストラン、観光物産館、花の

交流館、グルメプラザ、ミニ遊園地等
・売上高 ： 27億4,000万円（Ｈ26）（施設全体）
・雇用者数 ： 175人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://www.laranfujioka.com/

○関越・上信越自動車道及び北関東自動車道との高

速交通十字軸の結節点に位置する立地特性を最大

限生かし、平成11年に地域で生産された新鮮な農産

物を地域住民を始め観光客に提供し、農家所得の向

上、地域の活性化を図るため、農産物直売所・花の

交流館を中心とした総合施設を整備。

○午前は、地元の来店客が多く、高速道を利用する観

光客が午後に来店した際の品不足・商品の売切れが

問題

→品不足・売切れを解消するため、消費者のニーズに

合った商品や販売状況を、生産者へ頻繁に連絡する

ことで生産・出荷意欲が向上した。

○売上高

３億4,000万円（H12)→６億4,000万円（H26)

○出荷者数

常時出荷協力農家は100軒

○雇用者数（臨時雇用含む）

16人（H12）→16人（H26）

○新鮮野菜や加工品を幅広く取りそろえ、ららん

藤岡として様々なイベント、催事を実施すること

により利用客は年々増加。

○直売所ブランドを創造し、さらに充実した直売所

としリピート率を高める。

【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】（直売所のみ）

出荷組合農家

直売所・レストラン

県産農産物を積極的に販
売活用 「ぐんま地産地消

推進店」に認定

農畜産作物
の出荷

旬の野菜にこだわり、地元特化型で安心安全！
来場したお客様にふじおかを届ける

消費者

来場

（株）藤岡クロスパーク

イベント、催事主催者

イベント開催による集客連携

写真２

グルメプラザ

花の交流館
・花展示
・イベント展示会

観光物産館
・名産品、特産品の販売

ミニ遊園地
・観覧車 等組合員が当番で直

売所に赴き、スタッフ
と品質をチェック

直売所店内の様子

直売所外観
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楽しさいっぱい！おいしさいっぱい！
村のタウンサイト、大自然に育まれた新鮮食材を提供

川場田園プラザ ファーマーズマーケット

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 群馬県利根郡川場村
・運営主体 ： 株式会社 田園プラザ川場
・取組内容 ： 直売所、飲食施設、加工施設

展示施設、研修集会施設 等
・売上高 ： 15億円（H26年）（施設全体）
・雇用者数 ： 133人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.denenplaza.co.jp/

○村の活性化計画に基づいて企画された道の駅田園

プラザ事業において、地場商品のＰＲと直販を進め

て村内消費拡大に繋げるため平成７年に直売施設

を整備。

○農家等における、新しい加工品の製造による村の特

産品の販売。

○「農業+観光＝健康な農業」を理解し実践してくれる

出荷会員の確保と、安定した農産物の出荷体制の

構築。

→生産意欲の高い出荷会員を確保・育成し、出荷会員

全体へ協力体制の波及を図った。

→売切れを極力無くすため、在庫状況を出荷会員に１

日複数回情報伝達できる体制を構築、会員の出荷

への意識向上が図られた。

○売上高

１億円（H10)→５億4,000万円（H26)

○出荷者数

30人（H10)→400人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

３人（H10）→14人（H26）

○会員の多くが、一線を退いた高齢者や婦人だが、

趣味と実益を兼ねた生きがい対策、農地の景観

保護、遊休化防止、地域の活性化に大きな役割

を果たしている。

○地産地消を村のみの「点」から、市町村を越えた

地域の地産地消の「輪」とし、品揃えを充実させる。

○有機栽培作物に対する取組みを検討。

【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】（直売所のみ）

直売所外観

出荷登録農家

直売所

県産農産物を積極的に販
売活用 「ぐんま地産地消

推進店」に認定

農畜産作物
の出荷

レストラン・物産館
そば処

生産者・直売所スタッ
フで品質チェック

つねに新鮮・豊富！さらに新鮮・豊富！

消費者

来場

（株）田園プラザ川場

写真２

展示施設
研修集会施設

加工販売施設

・ミルク工房・ミート工房・
ビール工房・パン工房等

宿泊施設
・ホテルＳＬ

直売所店内の様子

イベント・催事主催者

イベント開催による集客連携
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つつじの里の健康野菜
鮮度抜群な野菜・果物を生産者の思いと共に

邑楽館林農業協同組合 農産物直売所 ぽんぽこ

＜事業者の概要＞

・所在地 ：群馬県館林市
・運営主体 ：邑楽館林農業協同組合
・取組内容 ：農産物直売所
・売上高 ：８億5,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：24人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.ponpoko.jp/

○地域で生産された農産物を自ら販売することによる

農家所得の向上、また高速道路が通る立地を利用

した、県外からの集客や地元野菜のＰＲ等、地域の

活性化を図るため平成20年に直売所を整備。

○夕方の買物客にも対応できるよう生産者と連携した

品揃え。

○午前と午後の品揃えの差を無くし、豊富な品揃えに

するための体制づくりや、農産物の直売所用個包装

への生産者の意識改革

→午後にも２回以上出荷してもらえるよう、スタッフ全員

で生産者への働きかけや、個包装の研修会等を頻繁

に開くことにより生産者の販売意識が向上した。

○売上高

５億2,000万円（H21)→８億5,000万円（H26)

○出荷者数

250人（H21)→390人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

15人（H21）→24人（H26）

○生産者の意欲と所得の向上、地元食材のブラン

ド力向上に大きく貢献。

○生産者とスタッフのコミュニケーションを大切に

することで直売所の総合力が高まった。

○地元農作物を豊富に取り揃えた、魅力のある

直売所をめざし、さらなる農家所得向上に繋げる。

直売所店内の様子

【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

保育園・老
人ホーム

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

地元の加工グループ

品質はスタッフ全員で
チェック

農家直送！新鮮という直売所の魅力にこだわりつづける！ 消費者

地元産米
の提供

来場

農産物直売所 ぽんぽこ

イベント開催による集客地元食材を使った銘柄商品の提供

写真２

地元商工会

加工商品提供

地元商店

連携

野菜ソムリエによる相談対応
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