
＜事業者の概要＞

・所在地 ： 北海道恵庭市
・運営主体 ： 恵庭かのな協同組合
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ４億4,410万円（H27）
・雇用者数 ： 14人（臨時雇用含む）（H27）
・ＵＲＬ ：http://www.geocities.jp/kanona_eniwa/

（twitter、Facebookでも情報発信）

○道の駅の多目的スペースの活用について、行

政が地元市民や学生と議論を行ったところ、恵

庭産の農産物を購入できる直売所への要望が

強かった。ここから「市民が普段使いできる店」

を目指した直売所開設の取組が始まった。

【取り組むに至った経緯】

〇予想以上の客数により、品切れによる販売機会

のロスが発生

→生産者ごとに販売状況をリアルタイムで携帯電話

に発信する「欠品防止システム」を導入すること

により欠品を 防いだ。このシステムにより、生産

者は在庫状況 に能動的に関心を持つようにな

り、やりがいを感 じるメリットも生まれた。

○顧客満足度を高め、リピーターを増やす

→鮮度が低下した野菜等を、生産者自らが店頭か

ら引き取る仕組みを作った。

→店長が市場相場や地域の価格動向を調査し、他

店に負けない品質と価格を維持している。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○より持続可能で体力のある経営を目指す

（取組の第一弾として、平成27年10月に運営主

体の任意団体を法人化）

○通年営業することを目標に（現在は冬季休

業）、恵庭の食材を使用した料理を提供する食

堂などに取り組んでみたい。

【今後の展望】

○売上高
6,431万円（H19)→４億4,410万円（H27)
（８年で6.9倍！）

○年間来場者数
89,688人（H19）→328,854人（H27）

○出荷者数
45戸（H19)→68戸（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）
４人（H19）→14人（H27）

○生産者が直接農産物を店舗に陳列するた
め、生産者と消費者に交流が生まれた。

【取組の効果】

来場

写真１ 写真２

秋には20品種以上のかぼちゃが
生産者自作のポップとともに並ぶ。
ポップには品種特性や農家おす
すめのレシピを記載して、珍しい
野菜を使ってみたくなる工夫を凝
らしている。

毎年秋に開催される大収穫祭は生
産者が全員参加で臨む。

直売所ならではの強みを生かした
このようなイベントを年４回開催し、
季節の味や花で来場者を楽しませ
る。リピーターを増やす取組の一つ。

地域の
保育園

会員登録
生産者

農作物
の出荷

消費者のために、生産者のために、地域のために
より高い顧客満足度を目指し、常に成長する店づくり

消費者

恵庭農畜産物直売所「かのな」

地域の中学生

さばききれない量の商品は、
近隣の直売所に委託して販売

連携

既存のイベント

出張出店

食材提供

近隣の直売所

地元中学生の
体験学習の受入

地域
活性化

仕入先

生産者が出荷できない
品目は仕入品を販売

売上高が８年で７倍に急増！ 店長は元スーパー勤務
販売ノウハウを活かし、「市民が普段使いできる店」を実現！

恵庭農畜産物直売所「かのな」

地域
活性化

ＪＡ

一部事務
の委託
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若手農家のゼロからの挑戦！
軽トラマルシェを通じた「モノづくり、人づくり、地域づくり」

絵本の里けんぶち ＶＩＶＡマルシェ

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 北海道上川郡剣淵町
・運営主体 ： 絵本の里けんぶち VIVAマルシェ
・取組内容 ： 軽トラマルシェ（定期・不定期）、直接販売
・売上高 ： 1,600万円（H26）
・雇用者数 ： なし
・ＵＲＬ ： http://keitora-marche.com/

○「若い時にしか出来ないことにチャレンジしたい」「農業

の魅力を伝えたい」「地元農業を盛り上げたい」との思

いから、平成22年、JA青年部員13人で駅前広場、近

隣都市のショッピングセンターなど人の集まる場所で

「軽トラマルシェ」を開始。

○平成24年、運営主体「絵本の里けんぶちVIVAマル

シェ」（任意団体）を発足。

○道内外での軽トラマルシェ（年間約30回）の他、ホテル、

百貨店、消費者などへ直接販売を行う。

○知名度の向上

→知名度ゼロからスタートしたが、軽トラックによる移動

販売、多様な品揃えといった特徴を新聞、雑誌などの

マスコミに積極的に売り込んだことにより、知名度が大

幅にアップし、人脈も広がった。

○軽トラマルシェ開催回数の増加による農作業との両立

→効率的な肥培管理の研究、農業技術のメンバー間の

共有などにより、農作業効率を向上させ、軽トラマル

シェに取り組む時間を確保。

○売上高

780万円（H22)→1,600万円（H26)

○出荷者数

13人（H22)→18人（H26)

○お客様の声を直接聞くことで、野菜の種類を

増やす、野菜ソムリエの資格を取得して調理

方法を伝えるといった消費者目線での自発的

な行動が増え、本取組の目標であるモノづくり

人づくりにつながった。

○今後、法人化することで、運営資金確保、従業

員の雇用、さらなる販売促進活動を行い、販売

事業を拡大したい。

○法人化後、農業生産にも取り組み、新規就農

希望者を雇用するなど、地域の担い手育成に

貢献したい。

VIVAマルシェ
メンバー

【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】

軽トラマルシェの様子

学校給食

生産者（構成メンバー）

軽トラマルシェ
（道内・道外）

直売所
（道の駅）

丹精込めて育てた野菜で消費者の心をつかむ！

消費者

来場

絵本の里けんぶち VIVAマルシェ

ばれいしょ、トマト、かぼちゃなど、２７品目３６０品種の栽培

ホテル、百貨店等 地元農産加工グループ

商品の特徴やおいしい
調理法の紹介

連携

原料供給、情報交換、出店の連携

野菜の納入

消費者

直接販売

直接販売

来場

出荷開催
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札幌市民に愛される小さな直売所
農業専門学校の生乳100％絶品ソフトクリームを味わって！

八紘学園農産物直売所

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 北海道札幌市
はっこうがくえん

・運営主体 ： 学校法人八紘学園
・取組内容 ： 農産物直売、加工品製造・販売
・売上高 ： １億6,900万円（H26)
・雇用者数 ： ７人（臨時雇用含む）（H27）
・ＵＲＬ ： http://hakkougakuen.web.fc2.com/
（Facebook、twitter、ブログでも情報発信）

○学校で生産した野菜を販売することを通して生産物

を商品にすることを学ぶ場を作ること、また、学校・

学生と消費者との交流の場を作ること等を目的に

直売所を開設。

○乳製品の通年販売を望む声に応えるとともに、札幌

市内・近郊の生産者の売り場を確保するため、平

成25年から冬季の営業を開始。

【取り組むに至った経緯】

○直売所を活用した生産者支援、学生教育

→地元生産者から仕入れる野菜は全量買取りとするこ

とで、生産者の所得向上に貢献。

→学生への６次産業化教育として、自校の生乳を使用

した乳製品の製造・販売を開始。それらを看板商品に

成長させることで、６次産業化の実践例を学生に示し

た。

○乳製品の製造に係る営業許可の取得

→なかなか許可を得られなかったが、２年間粘り強く相

談を続けた結果、許可を得ることができた。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○新たにファームレストランに取り組むことで、学生

に卒業後の農業経営モデルの一例を示したい。

【今後の展望】

○売上高

6,200万円（H18)→１億6,900万円（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

２人（H17）→７人（H27）

○看板商品に成長した乳製品を通年販売すること

で、冬季の集客力が向上。これにより、地元生産

者の野菜・漬物等の冬季の販路確保にもつな

がっている。

○札幌市街から車で20分、豊かな自然の中で、新

鮮な野菜と搾りたての牛乳の本物の味を、リーズ

ナブルな価格で味わえると地元市民に人気のス

ポットとして認知され、学校の宣伝に一役買って

いる。

【取組の効果】

消費者

来場

直売所 加工部門

・地域の生産者を地域で支え、地産地消を促進
・学生の学びのフィールドを拡大

八紘学園農産物直売所

写真１ 写真２

卒業生
卒業生支援

農作物、加工品の
出荷

学生

経営実習

ＪＡ

販売技術支援

加工業者

リンゴジュース等の
加工委託

写真の店舗では牛乳やヨーグル
ト、ソフトクリーム等といった乳製
品や、地元生産者から仕入れた
野菜を毎日販売しており、別棟
では学生の実習で生産した野菜
等を販売している。

口コミで広がり人気商品となった
八紘学園の生乳のみを使用した
オリジナルの乳製品。

夏季限定のソフトクリームは「札
幌一おいしい」との声も。

地元
生産者 生産者支援

農作物、加工品の
出荷
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