
農業振興、農業による高齢者福祉対策、雇用の創出及び
観光拠点としての農産物等直売所を目指して

きなぁた瑞浪

＜事業者の概要＞

・所在地 ：岐阜県瑞浪市土岐町
・運営主体 ：みずなみアグリ株式会社
・取組内容 ：直売所、ダイニングレストラン、

体験工房
・売上高 ：４億1,000万円（H26）
・雇用者数 ：40人(臨時雇用を含む)（H26）
・ＵＲＬ ：http://kinahta.jp

○瑞浪市の農業は、養鶏、酪農、養豚の専業経営が多く、水稲中
心の３営農組合を除くと農産物等の生産はほとんど自給的農
家※であった。そのため、農家の所得の向上と雇用の創出及び
特産物として生産を開始した「瑞浪ボーノポーク」のPRをする
必要に迫られた。

○平成20年に中山間地域総合整備事業により、約40haの圃場整
備事業を実施。現店舗敷地は、土岐町桜堂工区70戸の農家
による減歩で6,500㎡の施設用地を瑞浪市が取得し「平成22年
瑞浪市農産物等直売施設整備計画」に基づき、平成24年６月
20日にオープンした。

※ 「自給的農家」とは、経営耕地面積30a未満かつ農産物販売金
額が年間50万円未満の農家を指す。

○出荷者の確保等
→JAとうとによる野菜つくり塾を開催する等、出荷者の確保に
取り組んでいる。また、県、市、JAの補助事業によるパイプハ
ウスの導入や、計画的な作付を進めるなど年間を通じた出荷
野菜の確保に努める。

○出荷野菜の品質向上
→出荷者協議会と随時協議し、ルールの統一を図るとともに、
出荷者協議会の中で先進的に取り組む農家の圃場視察、研
修等を開催し、出荷者相互の情報交換を図り品質向上に取り
組んでいる。

○売上高
２億3,000万円（H24)→４億1,000万円（H26)

○年間来場者数
48万人（H24)→52万人（H26)

○出荷者数
150人（H24)→270人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）
9人（H24）→40人（H26）

○自給的農家の多い本市において、直売所の整備
により、農家所得の向上に貢献し、地域雇用の
創出につながった。また、新たな集客施設として
地域の交流の窓口となり、大きく貢献している。

○生産者の顔が見え、生産時期が明確にわかる表示方法に
より、安心安全を明確に表示していく。

○季節商品の特設売り場を明確にし、商品特性、料理方法を
紹介しつつ、試食等を行い、販売を定期的に実施していく。

○地元食材を活用した加工品開発を積極的に行い、オリジナ
ル商品として提案・販売をしていく。

○従業員研修により商品知識の習得と接客技術を向上させる。

店舗全景

【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】

店内の様子

飲食店

出荷登録農家
（きなぁた瑞浪出荷

者協議会）

直売所

農作物
の出荷

体験工房
出荷ルールの統一、
出荷野菜の品質向上

地元生産者による採れたて野菜の直売、地元食材を利用した加工品の
開発。特産瑞浪ボーノポークの販路拡大

消費者

飲食店舗への販売

来場

みずなみアグリ株式会社

調理提案、試食・販売

瑞浪市

施設整備
指定管理者に指定

出資

写真１ 写真２

オリジナル商品の
開発

ＪＡとうと 瑞浪商工会議所
連携

出資JAコープ設置
出荷者支援

連携

農家ダイニン
グレストラン

加工販売施設

出資
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「郡上の元気をはぐくむ」
～農林水産物の販売をとおして地域の魅力を情報発信～

郡上旬彩館 やまとの朝市

＜事業者の概要＞

・所在地 ：岐阜県郡上市
・運営主体 ：一般社団法人 郡上旬彩館
・取組内容 ：直売所
・売上高 ：1億5,600万円（H26）
・雇用者数 ：7人（臨時雇用を含む）（H27）
・ＵＲＬ等 ：https://ja-jp.facebook.com/郡上旬彩館-

やまとの朝市-297988630305607/

○農林水産物の栽培は可能だが、店舗への輸送手段が無

い方や、時間が確保できず自ら納品が困難な方が多く、生

産者の栽培意欲が低下していた。また、学校給食に必要

な量の確保が難しく、生産者個々の手間がかかり、個人で

は対応できない状況であった。

○「郡上市産」の農林水産物や「郡上市産」の農林水産物を

使った加工品が求められていたことから、平成23年に一般

社団法人 郡上旬彩館を設立し、「郡上旬彩館 やまとの

朝市」を運営。

○生産者の売上向上による所得確保

→郡上旬彩館が窓口となり、学校給食への食材供給及び利

用可能な農林水産物の情報収集、加工業者等との連携、

新商品開発と販売を行っている。

○直売所の新たな魅力の向上

→「ＧＵＪＯ marche」（ぐじょうマルシェ）を開催し、新たな消

費者層への情報発信とＰＲを実施。

○生産者数の維持向上

→生産者向けに売れる農産物の栽培講習会の開催、栽培

技術の向上。新規登録生産者掘り起しの栽培講習会の

開催。市内の商品集配

○売上高

1億2,540万円（H23)→1億5,600万円（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

6名（H23）→7名（H27)

○学校給食への食材の供給量

339kg（H24）→3,721kg（H26）

○購買者数

101,830人(H24)→115,485人(H26)

○地域及び生産者の将来の動向を見据える機会がで

き、生産者の所得の増加が図られるとともに地元の

食材を学校給食に供給出来るようになった。

○市内産の農林水産物の付加価値を高め、利活用す

る仕組みづくり。

○出荷者間で農林水産物の供給・加工を行い、新たな

商品開発の検討。

○皮むきやカットなど一次加工した食材の学校給食へ

の供給。

○地域の飲食店等と連携した弁当・惣菜への活用や、

生産者・購買者への買い物支援や見守り支援の検

討・実施。

○ＧＵＪＯ marcheの充実。

郡上旬彩館やまと
の朝市全景

【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】

直売所売場の様子

郡上市
学校給食センター

登録農家

直売所
郡上旬彩館 やまとの朝市

農林水産物の栽培記録の記帳

売れる農産物づくりの指導、
山菜の栽培地確認

農林水産物の販売をとおして地域を元気に！！
消費者

納品希望数量

来場、要望（一社）郡上旬彩館

農林産物の販売、
商品等の改善

GUJO marche
出店者

marcheの運営協力・出店

連携

写真１ 写真２

飲食店 郡上市 市内直売所

加工品の
製造・納品

食材供給
農業アドバイザー派遣
栽培技術指導

農産物の情報・物流

農産物の納品

出荷

岐阜県
郡上農林事務所

栽培技術指導、農薬の適正指導

連携
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「アグリルネッサンス（農業復興）構想」を事業目標とし、直売
所を中心とした複合事業で知多半島の農業活性化を目指す

ＪＡあぐりタウンげんきの郷

＜事業者の概要＞
・所在地 ：愛知県大府市
・運営主体 ：株式会社 げんきの郷の郷
・取組内容 ：直売所、加工所、レストラン、温泉施設
・売上高 ：34億8,000万円 （H26）

・雇用者数 ：200人（臨時雇用を含む）（H26）
・ＵＲＬ ：http://www.agritown.co.jp

○地域では、農家の高齢化により農産物の生産量が

縮小し、市場価格低迷による農業者のやる気の低下

と後継者不足という状況にあったが、JAあいち知多

の「地域農業を変えたい、活性化させたい」という思

いで、平成12年に直売所を中心とした総合販売施設

を整備。

○新たな事業として若いファミリー層の取り込みのため、

スイーツ類の加工・販売施設やキッズ向けの施設を

平成24年に開設。

○「良質な品揃え」「質の高い農産物」への出荷者の意

識改革

→生産者組織による自主的な出荷ルールを策定させた

ことにより、生産者の意識が変わった。

○「地産地消」へのこだわり

→知多半島産にこだわり、端境期に農家へ作付を依頼

し、より幅広い期間での出荷が可能になった。

○売上高

24億1,000万円（H13)→34億8,000万円（H26)

○出荷者数

570名（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

205人（H13）→200人（H26）

○地場農産物の生産増加や農業所得の向上等、

地域農業の発展・振興に大きく貢献。

○直売と食のコラボ「げんきの野菜を使って ます」

認定制度の推薦を実施。

○ソムリエによる情報発信の実施。

○出荷者の対面販売。

○体験農園の定期的開催。

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】

惣菜工房の様子

飲食店

出荷登録農家
直売所

農作物
の出荷

加工販売施設

生産者組織による自主
的な出荷ルールを策定

産直、加工で新鮮・安全・安心な農産物を使い食生活を支えつつ、心も体
も温まる健康福祉活動としても施設全体で地域との連携に取り組み健康
な街づくりに貢献。

消費者

直売所の農産物を使用し
ている飲食店の認定

来場

株式会社 げんきの郷

野菜の選び方や調理等
の情報を生産者等がアド
バイス

地元福祉企業

弁当等のメニュー開発に参加連携

写真１

温泉施設 子供向け施設

レストラン

体験農園

大学

連携
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兼業農家が支える安心・安全野菜が溢れる農産物直売所
～食と農の大切さを１人でも多くの人へ伝えるために～

食と農の広場あぐりん村

＜事業者の概要＞

・所在地 ：愛知県長久手市
・運営主体 ：株式会社 長久手温泉
・取組内容 ：直売所、加工所、レストラン、温泉施設
・売上高 ：11億円（H26）（施設全体）
・雇用者数 ：33人（臨時雇用を含む）（H26）
・ＵＲＬ ：http://www.nagakuteonaen.jp/agrin

○長久手町時代に行政が政策として進めた「田園バ

レー事業（農業を通じたまち作り）」の一環として設

置。

○“食べ物と農業”の大切さを広く伝えるために、長久

手市全体の大プロジェクトとして「食と農の広場あぐ

りん村」を開村した。

○生産農家の不足

→長久手及び近隣農家を戸別に訪問し、出荷を要請。

○出荷農作物の品質のばらつき

→スタッフによる継続的な指導を行うとともに、ポジ

ティブリストに従ってチェックを実施し、クリアした野

菜・果物のみ出荷を許可。

○売上高（直売所のみ）

3億6,300万円（H19)→ 7億円（H26)

○出荷者数

160人（H19）→350人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

20人（H19）→ 33人（H26）

○“地産地消”をコンセプトに地元で採れた

旬の野菜や果物等について消費者への

知名度を高めることができた。

○取り扱う食材は長久手市や近隣エリアで獲れる

旬の食材をメインにし、地元で収穫したものを地

元で食べる「地産地消」を目指す。

○より広域に“あぐりん村”の取り組みを発信する

ため、名古屋市内にアンテナショップを開設。

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】

あぐりん村外観

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

パン工房

栽培日誌（栽培履歴）
の提出

食と農の大切さを１人でも多くの人へ伝えるために！！
消費者

来場
株式会社 長久手温泉

野菜の栽培履歴を確認。

素材と味！地元で収穫し
た旬の野菜やお肉・魚を
使った家庭料理の提供。

長久手市

施設整備連携

おやつ工房 レストラン花・はな市場

温泉施設
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主人公は生産者、消費者との交流の中で求められている
ものは何か?売れる野菜作りに挑戦！

松阪農業公園ベルファーム

＜事業者の概要＞

・所在地 ：三重県松阪市
・運営主体 ：株式会社 松阪協働ファーム
・取組内容 ：庭園、直売所、土産物、焼肉レストラン、

喫茶、和食、食体験施設、農業体験等
・売上高 ：1億9,485万円（H26）
・雇用者数 ：11人（臨時雇用を含む）（H26）
・ＵＲＬ ：http://www.bellfarm.jp

○農業公園内に地域農業の核となる市民が毎日集う施設

が必要との思いから、新鮮で生産者の顔の見える農産

物が利用できる直売所を建設。

○喫茶店で地元野菜を使った野菜ソムリエランチを始め、

平成24年に県産乳と地元果物を使ったジェラート工房を

立ち上げ。

○子ども達に地元野菜の美味しさを知ってもらうため、近

隣の小学校へ食材を供給している。

○「良質な品揃え」「質の高い農産物」への出荷者の意識

改革

→品目ごとに集荷農家による芽揃い会を実施し、出荷基準、

最低価格を決め品質の向上に努め、種苗会社への見学、

学習会に取り組み、新しい品種の栽培にも積極的に行っ

た結果、生産者意識が変わった。

○「安全な農産物」の出荷

→県による農薬学習会、種苗会社による栽培学習会を開

催することにより、農薬使用のリスク等について周知す

るとともに、出荷基準として栽培管理表の提出を義務化。

○売上高

1億7,847万円（H19)→ 1億9,485万円（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

９人（H19）→11人（H26）

○地産地消を広める為、園内にある農場を活

用し、生産者等が主体となって、教育ファー

ム農場の認定を受け、大豆、さつま芋等を教

材にして、子ども達と栽培、食育体験に取り

組んでいる。

○野菜ソムリエ、ジュニアソムリエによるＨＰ等

を活用した情報発信の実施。

○生産者会が園内で実施するイベントに積極的

に参加し、生産した農産物を活用した加工品

の販売。

○特産品とすべく生産者会が農産物のテスト栽

培を実施。

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】

店で提供されるランチ

学校給食

出荷登録農家
（生産者組織
ベル農会） 直売所

農作物
の出荷

焼き肉レストラン
MOW&BUU

生産者が主人公！！
収益がでる農産物を栽培する農家を応援します。

消費者

野菜等農産物の供給

来場株式会社 松阪協働ファーム

イベント、教育ファームで
の交流

地元企業

イベントでの連携

写真１ 写真２

食体験施設

加工・販売施設
ジェラート工房

農業体験施設

飲食店

野菜等農産物の供給
喫茶ルーベル
和食和の香り
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～地産地消を活動理念に農家のまごころをお届け～
四季折々に街を彩る自然豊かないなべの農産物直売所

＜事業者の概要＞

・所在地 ：三重県いなべ市
・運営主体 ：農事組合法人うりぼう
・取組内容 ：直売所、加工施設、研修施設、体験農園

・売上高 ：1億9,924万円（H26）
・雇用者数 ：30人（臨時雇用を含む）（H26）
・ＵＲＬ ：http://www.net-uribou.jp

○平成元年に旧員弁町の農協で週１回の朝市を会員

30名でスタートし、平成8年に町役場駐車場にて朝市う

りぼうを開設した。ところが平成14年に会員の減少によ

り運営不振となり存続が危ぶまれていた。そこで町内

若手農家がやる気のある農家を募りリニューアルオー

プンした。

その後、平成16年のいなべ市誕生を契機に市内の農

家に会員を募り、「農事組合法人 うりぼう」を設立し、

市役所等の支援・協力で現住所に新たな直売 所等を

設置した。

○「会員」、「来客数の減少」

→市内、市外会員の募集や売り場の新設、雇用の拡大、レ

ジの導入等経営の改善と定期的なイベントの開催により

地域住民との交流を図るとともに積極的な情報発信の実

施。

○農閑期（冬）における品揃え対策

→直売所に加工所（惣菜、和菓子、パン）を併設し、周年製

造販売する商品の開発、会員の市の補助金の活用の促

進、地元種苗会社による研修会の開催。

○売上高

3,800万円（H15)→1億9,924万円（H26)

○出荷者数

120人（H15)→178人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

5人（H15）→30人（H26）

○地場農産物の生産増加や農業所得の向上、

後継者や雇用の創出など、地域農業の発展・

振興に大きく貢献。

○平成26年に国の事業を活用して、6次産業化に

よりジェラートの製造・販売を開始しており、そ

れによる若年層の取り込みや直売所内での農

産物インターネットでの販売により売上げの拡

充を図る。

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

小学校
中学校

出荷農家
（会員）

直売所

農作物
の出荷

加工所

直売所を拠点にした地産地消
都市と農村との交流・食育教育に積極的に取り組んでいます！ 消費者

野菜等農産物の供給

来場

イベント（めちゃイナベーション）

イベント、農業体験

文化協会

連携

写真１ 写真２

農畜産物、農産加工品の販売

体験工房・農園

惣菜・和菓子、パン、ジェラート 都市と農村との交流

観光協会 商工会 郵便局三岐鉄道

農事組合法人 うりぼう

連携施設整備 連携 連携

若手会員

市役所

連携

ふれあいの道うりぼう
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一般財団法人 愛の田園振興公社
（道の駅あいとうマーガレットステーション）

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 滋賀県東近江市妹町
・運営主体 ： 一般財団法人 愛の田園振興公社
・取組内容 ： 直売所、加工、レストラン 等
・売上高 ： ６億９千万円（Ｈ26）

（うち直売館５億２千万円）
・雇用者数 ： 30人（臨時雇用含む）（Ｈ26）

（うち直売館11人）
・ＵＲＬ ： http://www.aito-ms.or.jp

○消費者と農家を結ぶ情報発信の必要性

→多彩な交流イベントにより、交流人口と農家のやる気

がアップ。また、農家自らが消費者の求める農産物

の勉強に力を注ぎ、栽培方法や収入増のための工

夫を行うようになった。

○売上高

１億9千万円（H７)→５億2千万円（H26)

○出荷者数

80人（H７)→240人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

４人（H７）→11人（H26）

○地元農産物の生産増加や農業所得の向上、

後継者や雇用の創出など、地域農業の発

展・振興に大きく貢献。

○６次産業化で野菜の少ない冬場の売り上げ

拡大。

○関係機関と連携した育成事業の取り組みで

担い手不足の解消。

豊富な農産物

【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】（あいとう直売館）

農作物
の出荷

すべての農産物を生産
履歴でチェック、フルー
ツは糖度検査を実施

自然の香りであふれる田園の街！
多彩な施設展開でカントリーワールドを実現。

消費者

来場

農産物に生産者名を表示
して、「顔の見える」安心
づくり。

消費者と農家を結ぶ交流イベント

「地域の農産物を生かしたお祭り、体験農園」「季節折々のお花畑」による集客

地域にないものは地域でつくろう！
品質と安全が見える、東近江産１００％の直売所

道の駅あいとうマーガレットステーション あいとう直売館

田園生活館
レストラン、体験工房など

あいとう直売館
野菜、フルーツ、花の販売

ラプティ
ジェラート、お菓子の販売

倶楽部リンデン
観賞用植物の温室施設

愛東まるごと食館
野菜などの加工品の販売

お花畑・体験農園
摘み取り、収穫体験など

地元新鮮野菜の料理や
地元フルーツの加工品の
提供、各種体験教室等を
通じて田園生活をＰＲ。

出荷登録農家

○地域の魅力ある特産品の果樹や野菜を消費者に直

接販売する販売拠点施設の整備が求められる中、道

の駅構想により平成７年に「あいとう直売館」がオー

プン。

○生産者と消費者との交流を深め、安全で新鮮で良質

な農産物を消費者に供給できる体制を整えるとともに

農家所得の向上を目指す。

直売館の外観
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＜事業者の概要＞

・所在地 ： 滋賀県守山市洲本町2785
・運営主体 ： おうみ冨士農業協同組合
・取組内容 ： 直売所、加工、レストラン、交流事業
・売上高 ： 10億３千万円（H26）
・雇用者数 ： 96人（H26、期間スタッフ含む）
・ＵＲＬ ： http://ohmin.jp/ohminchi/

○弱体化しつつある産地に、消費者参加型の地産地

消推進を展開したかったことや、人口の増加や安

全・安心へのニーズの高まりを「地産地消」「地域農

業振興」の好機ととらえ、平成20年に直売所を開設。

○消費者の地産地消へのニーズは高いものの、供給

が追いつかず、生産者と消費者の交流で食と農の

地産地消拠点化を目指した。

○圃場の確保と受け手農業者のスキルアップ

→地域の農業法人スタッフへのインストラクター研修、

リスク管理研修。遊休地を交流圃場にリメイク。

○栽培カレンダーの充実

→参加者から栽培したい農産物をヒアリング。

○参加者への情報発信

→メールやＦＡＸなどの活用により、シンプル・スマート

に活動を発信。

○売上高

７億５千万円（H20)→10億３千万円（H26)

○実出荷者数

110人（H20)→450人（H26)

○（全）雇用者数

64人（H20）→96人（H26）

○青空フィットネスクラブ員数

50名（H24)→250名（H26)

○地産地消交流体験回数

年間６回開催（H24)→年間20回開催（H26)

○ICTを活用したｽﾏｰﾄ情報共有ｼｽﾃﾑの確立

○遊休農地を交流圃場にリメイク

○ 「青空フィットネスクラブ」員からの就農期待

○１日農業者体験「青空フィットネスクラブ」の全

国展開

【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】

ＪＡおうみ冨士（ファーマーズ・マーケットおうみんち）（滋賀県守山市）
（http://ohmin.jp/ohminchi/）

ワンランク上の地産地消推進 「青空フィットネスクラブ」
～～あなたも、1日農業者になりませんか！ ～～

ＪＡおうみ冨士（ファーマーズ・マーケットおうみんち）

消費者

直売所

お客様が畑で直接収穫（購入）

畑の直売所事業

バイキング
レストラン

クラブ員による「さつまいもの栽培」
で、焼酎ができました！！

交流施設

1日農業者体験
【青空フィットネスクラブ】

ファーマーズ・マーケットおうみんち

消費者参加による「ワンランク上の地産地消」を推進したい！

地元の野菜を中心とした
ヘルシー料理

農産物・加工品など多彩
な品揃え

生産者・消費者交流で農業・
農村・食文化の情報提供

体験風景

青空フィットネスクラブ

参加型 地産地消 応援団

おうみんちのファン！！

生
産
者

農産物の
出荷
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何度も買っていただける（友達に勧めたくなる）自社商品の
開発と自然に足がむく、お店づくりに、まごころ接客。

道の駅 アグリの郷栗東

＜事業者の概要＞

・所在地 ：滋賀県栗東市出庭961-1
・運営主体 ：アグリの郷栗東株式会社
・取組内容 ：農産物加工・販売施設
・売上高 ：１億3,300万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：31人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.agurinosato.com

○おふくろが作る、県内で一番おいしい手作り加工

品（巻寿司・豆腐・パン・ジェラート・もち・和菓子）を

目指して、平成12年に直売所を設置。

○ゆっくりお買物をしていただけるように通路を広く

確保するとともに、買物をしやすくするために価格

表・商品説明・店内案内等を統一している。

○消費者の集客、売上向上

→市内にある隠れた素材を探索し、発見すること。

→販売方法の見直し（価格表・商品説明・店内案

内等の統一）。

→従業員の意思疎通の強化。

→よく見て・よく聞き・よく動く 接客方法の徹底。

○売上高

１億3,050万円（H25)→１億3,300万円（H26) 

前年対比 102％

○出荷者数

60人（H25)→75人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

25人（H25）→31人（H26）

○来店客数 26年前年対比116％

○栗東市農業振興の拠点としての役割をさらに

拡大強化に努め農業者・消費者に親しんでい

ただける施設を目指します。

新開発製品
割木の巻寿し

【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】

店内風景（地元野菜売場）

各営農組合
栗東市農協

栗東野菜出荷
組合

地元野菜直売所

農作物の出荷

自社加工部門

何度も買っていただける（友達に勧めたくなる）自社商品の開発と自
然に足がむく、お店づくりに、まごころ接客。

消費者

来店

道の駅 アグリの郷栗東

・栗東市農林課
・地元出身アドバイザー等

連携（文献調査・農業者・協力者の紹介）

仕入れ・委託販売部門

レストラン

原材料確保協力
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京野菜の良さを知ってもらいたい！
安心・安全な新鮮野菜を提供する京都市内の憩いの場

じねんと市場

＜事業者の概要＞

・所在地 ：京都府京都市伏見区
・運営主体 ：株式会社メゾネット
・取組内容 ：直売所、食堂
・売上高 ：約３億円（H27)
・雇用者数 ：36人（臨時雇用含む）（Ｈ27）
・ＵＲＬ ：info@jinento.com

○地元の品質の良い京野菜を利用して、地域の活性化

に貢献したい。

○いいものを作っているのに、売る場所が無い。

消費者へのアピールが足りない。

○もっと京野菜の良さを伝えたい！

○開業当初は知名度が低く、農家集めも苦慮

→こまめな生産者との連絡体制。売れ残りを減らす努

力を行うことで、農家さんへの貢献にもなり、食品ロス

の低下にもつながる。

→見せることも大切。陳列はもちろん、建物自体、匠に

依頼して建築した。BGMも制作依頼。雰囲気づくりも

力を入れている。

→観光客を増やすため、旅行会社と交渉し、観光ルート

に入れてもらう。（休憩場所としてでも）

○お客様への説明、売り切れを無くす工夫

→POPを手書きなり工夫してわかりやすく、売り切れた

ら農家にメールで連絡。

○売上高

1.5億円（H25)→３億円（H27)

○出荷者数

80人（H25)→220人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

26人（H25）→36人（H27）

○京野菜の知識を学ぶ食育講座は、JA、大学

等、多様な業種から依頼が殺到し、お店の認

知度向上に貢献。

○京都府西部と北部に店舗を拡大をしていきた

いので、これまで同様、農家とのつながり、地

域との連携を強化したい。

○自然（じねん）とマーケット（市場）を結びつけ

たい。

売り場の様子

【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】

店舗外観

JA、大学

出荷登録農家

直売所 食堂

出荷

栽培履歴記録で品質をチェック
「顔」の見える農産物の提供します

消費者

食育講座にて京野菜の
良さを継承

来場

じねんと市場

ＰＯＰを工夫して
わかりやすく

旅行業界

観光コースとして京野菜の直売所連携

写真１ 写真２

直売所で見た野菜が食堂で食べられる、
食堂で食べた野菜を買うことができる

・売れ残りを減らす
・若手農家へのサポート
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京都府最大級の農畜産物直売所で、お客様への
おもてなしと生産者とのふれあいを大切に

ファーマーズマーケットたわわ朝霧

＜事業者の概要＞

・所在地 ：京都府亀岡市
・運営主体 ：JA京都（農協）
・取組内容 ：直売所、加工、パン工房
・売上高 ：約８億円（Ｈ26）
・雇用者数 ：24人（臨時雇用含む）（Ｈ27）
・ＵＲＬ ：http://www.jakyoto.com/tawawa/

○生産者が、自ら出荷できる場として、自分で値段を

設定できるメリットが出ることにより農業所得の向上

につながること。

○京都市近郊という地の利を活かしながら、新鮮で安

全安心なものを消費者に届けることを目的として直売

所を開設。

○周辺のスーパー等との過当競争を勝ち抜くためにも

差別化が必要

→活発な生産者は１日数回搬入され、店員の対応は

街の八百屋のようにコミュニケーションを取ることに

より、リピーターや口コミによるお客様が増えた。

また、旬に応じた定期的なイベントの開催（女性部会

によるおふくろの味を提供等）、手書きのＰＯＰにこだ

わり、売り場に料理レシピメモをつけたり工夫してい

る。

○売上高

２億円（H21)→８億円（H26)

○出荷者数

290人（H21)→850人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

24人（Ｈ27）

○京都府内最大級の直売所で、地場農産物

の生産増加や農業所得の向上、イベントに

よる集客アップ。

○将来的には直売所の食材を使ったレストランを

運営。

○今後も農家の数を増やし品数を増やす。

また、旅行業界と連携を強化。

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】

店舗外観

出荷登録農家

直売所

農作物の出荷

加工部門栽培管理記録簿による
確認、徹底的な品質の
チェック

京都府内最大の直売所
新鮮なものは新鮮なうちに！ がポリシー

消費者

来場
ファーマズマーケット

たわわ朝霧

各種イベント
新鮮で安全安心を提供

観光業界

観光コース連携

自家製米粉パン販売
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生産者との連携で
地場産野菜の生産・消費拡大！

JA全農京都 丹後やさい館 きちゃり～な

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 京都府京丹後市峰山町荒山３９７
・運営主体 ： JA全農京都
・取組内容 ： 農産物直売所
・売上高 ： 9,700万円（直売所のみ）（Ｈ26）
・雇用者数 ： 10名（Ｈ27）
・電話番号 ： 0772-62-7820

○近隣の学校、旅館、料飲店等による、地場産農産物

の取扱需要の高まってきた。

○京都府産農畜産物の販売強化と生産者所得の

向上を目的として開設。

○京都府産農畜産物の情報発信及び消費者と生産者

の交流の拠点となっている。

○農産物の確保

→学校、旅館等から地場産農畜産物の取扱需要が増

え、時期によっては商品不足になることが度々あっ

た。

商品不足解消のため、 生産者数を拡大した。(紹介、

農事組合への依頼など)また、生産者協議会を設置

し、協議を重ね商品構成の見直し、出荷品目や出荷

時期・量などを調整した。

○売上高（直売所のみ）

8,600万円（H24)→9,７00万円（H26)

○生産者数

280人（H24)→370人（H26)

○雇用者数

10名（Ｈ27）

○安定した販売先が出来たことによる、出荷量

の増加。生産者所得の安定。

○直売商品の販売比率の向上

H26 約50％ → H30 約70％

○登録生産者数の拡大

H26 約370人 → H30 約500人

○地場産農産物を使った惣菜コーナーの設置

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】

イベントの様子

学校・病院・
旅館

・ホテル等

出荷登録農家

農産物の出荷

出荷農産物の品目
の調整

地産地消をモットーに消費者と生産者との懸け橋に！
消費者

新鮮で安全な地場産の
農畜産物の利用

来場丹後やさい館 きちゃり～な

イベント・料理講習会など
を通じた交流

写真１

生産者協議会

野菜の納入
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自然たっぷりの「見山の郷」で都市と農村の交流を図る
地産地消の農産物・農産物加工品を提供する複合施設

“ｄe愛・ほっこり”「見山の郷」

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 大阪府茨木市
・運営主体 ： 農事組合法人 見山の郷交流施設組合
・取組内容 ： 直売所、加工、レストラン 等
・売上高 ： 1億1,598万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 48人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://miyamanosato.org/

○茨木市北部の山間地域にある見山地区では、都市・

農村交流推進活動を行う中で、平成14年に地域住民

が直売や農産物加工販売の拠点となる施設「“ｄe愛・

ほっこり”見山の郷」を整備。

○地域で収穫された農産物や味噌（龍王みそ）、米粉

パン等の加工品の販売にとどまらず、地域の旬の食

材を活かしたレストランや、加工施設での豆腐づくり

などの体験教室などを実施。

○都市部から離れた中・山間地域にあるため、購買者

となる都市住民に足を運んでもらうためのPRが課題。

→広報誌「見山の郷だより」の発行やイベントの開催に

加え、農産物の栄養特性や調理法を紹介したPOPを

配置して販売。

○売上高

6,359万円（H15)→1億1,598万円（H26)

○出荷者数

173人（H17)→223人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

39人（H19）→48人（H26）

○加工品の販売の増加、地場農産物の生産拡

大、農家の所得増大。

地域の活性化に大きく貢献。

○ホタル見学のできる周遊路を設置するなど、観

光レクリエーションの拠点を目指す。

○近隣の酒造会社や納豆製造会社と提携し、特

産の赤しそを活かした「赤紫蘇サイダー」や地場

産大豆の納豆等による販売の拡大。

見山の郷だより

【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】

見山の郷

食品加工
事業者

組合員
（生産者）

直売所
・野菜
・加工品
・食事の提供
など

農作物
の出荷

加工グループ
・味噌、豆腐
・総菜・菓子
・米粉パン
・ジェラート など

都市と農村の交流を進める直売所の運営を展開！
見山地区の農村文化や伝統食のよさを伝える加工品づくりに取組み。

消費者

赤紫蘇サイダー
納豆の委託製造

来場

農事組合法人
見山の郷交流施設組合

野菜の調理法等をPOPで
伝達

地域の活性化について検討連携

イベント
・味噌、豆腐づくり
・草だんごづくり
・野菜の収穫体験
など

学校給食

味噌を納入

見山地区都市農村交流活動
推進委員会

大学

連携 加工食品の開発

スーパー

加工品を納入
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「道の駅 能勢（くりの郷）」の中にある直売所
能勢産にこだわり、新鮮な農産物を消費者に提供

能勢町観光物産センター

＜事業者の概要＞

・所在地 ：大阪府豊能郡能勢町
・運営主体 ：有限会社能勢物産センター
・取組内容 ：直売所、レストラン
・売上高 ：４億6,253億円（Ｈ26）
・雇用者数 ：286人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・URL ：http://www.town-of-nose.jp/produce

○能勢町の農家が農産物を販売する百円市や無人市

が好評で、農産物の販売という経済効果のみならず、

高齢化している農家の交流の場、生きがいとなって

いた。

平成12年に 「道の駅 能勢（くりの郷）」が設置された

ことから、百円市や無人市を集約し、直売所を開設。

○「能勢産」にこだわり販売。

○レストランでは、地域食材を活かした料理を提供。

○農産物の品不足

→大阪府普及員による売れる野菜づくりの技術指導。

冬場の野菜づくりのため、パイプハウスの建設。

○消費者の集客

→イベントの開催。近隣の都市部へ新聞折込みチラシ

の配付（旬の野菜、イベントの紹介）。

○売上高

１億2,876万円（H12)→４億6,253万円（H26)

○出荷者数

77人（H12)→286人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

25人（H12）→43人（H26）

○会員数（出荷生産者）の増加。

農産物の出荷量の増加。

○直売所の特徴をだすために、独自のブランド野

菜の生産。

○能勢町のオリジナル加工食品の開発。商品数、

ここにしか無い商品を増やす。

○冬場の品揃えの強化。冬の寒さに強い品種の

導入。

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

能勢町農産物直
販協議会会員

直売所

農作物の出荷

「能勢町産」の新鮮な旬の野菜の提供！ 消費者

来場

有限会社能勢物産センター

ポイントカード会員の募集

農薬適正使用の徹底
農薬使用内容のチェック

レストラン「ひだまり」
加工品製造者

加工品の納品

ＪＡ

能勢町産玄米の納品
玄米を店頭精米して販売

農家の女性が地域食材を
活かした料理を提供

野菜の納入

学校給食
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地域の旬の野菜を食べて、旬の野菜の味を知ってほしい
新鮮で顔の見える農産物を提供する複合施設

ＪＡいずみの「愛彩ランド」

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 大阪府岸和田市
・運営主体 ： ＪＡいずみの
・取組内容 ： 直売所、加工、レストラン、

体験交流施設等
・売上高 ： 14億769万円（H26）
・雇用者数 ： 75人（臨時雇用を含む）（H26）
・ＵＲＬ ：http://www.izumino.jaosk.jp

/topics/information_aisailand.html

○生産者、ＪＡ組合員から要望があったことから、地域

のＪＡが合併しＪＡいずみのが誕生したのをきっかけ

に、地域の活性化や農業者の所得の向上をめざして

平成23年に直売所を中心とした複合施設をオープン。

○泉州野菜を使用したレストランや食と農に関する体験

を通じて交流する交流館等を併設。

○新鮮な野菜の品揃え、出荷者を集めること

→出荷協力会を組織し出荷のルールをつくり出荷者を

募集。広報誌等によるＰＲやイベントを多く開催。

○直売所への集客の懸念

→広報誌等によるＰＲやイベントを多く開催。

○売上高

11億7,631万円（H23)→14億769万円（H26)

○出荷者数

976人（H23)→1,133人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

80人（H23）→75人（H26）

○地場産農産物の生産増加、農業所得の向上。

農業者（高齢）に生きがいを与える。

地域社会が活性化し、その拠点となった。

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】

【取組の効果】

愛彩ランド

出荷協力会
会員

農産物直売所

農作物
の出荷

こだわり手作り工房
（加工施設）

出荷協力会役員、スタッ
フによる品質等のチェッ
ク

新鮮で顔の見える安全、安心な農産物の提供
消費者と生産者が対話と交流の輪を広げ、ともによろこび分かち合える場の提供

食農教育を推進し、健康で心豊かな地域づくりに貢献 消費者

来場

愛彩ランド

調理方法のアドバイス
生産者との交流

各種イベント主催者

イベントの開催による集客連携

泉州やさいのビﾕッフェ
＆カフェ（レストラン）

体験交流施設
・生産者と消費者の交流

・料理教室

地域応援施設
・魚介類の販売

・園芸用品の販売

【今後の展望】

○旬の野菜の味を知ってもらうための料理教室や地

元の材料を使ったフラワーアレジメント教室を開催

するなど、さらに消費者との交流を図っていく。

写真１
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「新鮮で安全な野菜を食べて～菜（な）」
地産地食で生産者の顔が見えるふれあいの場所

フレッシュ・クラブ（農産物直売所）

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 大阪府東大阪市
・運営主体 ： 「フレッシュ・クラブ」運営委員会
・取組内容 ： 直売所（３箇所）
・売上高 ： ２億6,500万円（H26）
・雇用者数 ： 21人（パート勤務含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.osaka-ja.co.jp/

ja/green/activity/freshclub.html

○約30年以上前から取り組まれている朝市の会員の野

菜納品先拡大要望や、地産地食運動をテーマに“消

費者から生産者の顔が見える”ふれあいの場を提供

し、新鮮で安全な農産物を提供したいという思いから

施設を整備。

○若い世代から年配の世代まで幅広い年代が「コンビ

ニ」みたいに気軽に利用できる施設を整備。

○取り扱う野菜は「健康百菜」とネーミングした大阪エコ

農産物を中心とする。（100歳まで元気に、100の農産

物、100軒以上の生産者という意味）

○売上高

１億8,600万円（H22)→２億6,500万円（H26)

○出荷者数

150人（H22)→180人（H26)

○雇用者数（パート勤務含む）

15人（H22）→21人（H26）

○利用者数

19万5,200人（H22）→26万8,700人（H26）

○「健康百菜」のもとで「ファーム・マイレージ2」（エ

コ農産物購入ポイント取得運動）やおかわかめ

を販売。

○食育ソムリエを配備して食材やメニューの情報

発信を実施。

【取り組むに至った経緯】

○当初、会員（参加生産者）が少なく、生産物（商品）が

そろわなかった

→会員（生産者）に開設趣旨を丁寧に説明し、商品を確

保。

【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（本店）

農作物
の出荷

直売所（地域店）
エコ農産物を生産

取扱野菜は「健康百菜（けんこうひゃくさい）」を中心に
生産者の顔が見えるふれあいの場提供 消費者

来場

「フレッシュ・クラブ」運営委員会

ポイント付与や食材、調理
方法等をアドバイス

イベント協力者

水産物（加工品）など農産物以外を販売連携（本店のみ）

直売所（地域店）
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地域に密着した直売所
アンケート調査を行い地域住民の意向を把握

アグリかわちながの

＜事業者の概要＞

・所在地 ：大阪府河内長野市
・運営主体 ：河内長野市農林産物直売所協議会
・取組内容 ：直売所
・売上高 ：9,640万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：６人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・電話 ：0721-53-6001

○平成3年から朝市を始めたが、売場や駐車場の狭

さ、販売時間の少なさが課題となり、平成17年に常

設の直場所を開設した。

○地元に愛される直売所を目指し、消費者アンケート

を行い積極的に要望に応える。

○大型スーパーにも負けない、消費者に近い「街中

の直売所」を目指し、設立。

○農産物等の品揃え・直売所への集客

→出荷計画を作り計画的生産に取組む。

○直売所への集客

→イベントの開催による消費者へのＰＲや、生産者が

交代で店番を行うなど消費者と交流する。

○売上高

4,000万円（H18)→9,640万円（H26)

○出荷者数

50人（H17)→96人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

２人（H17）→６人（H26）

○生産者と消費者の交流が深まり、消費者ニー

ズに応えることで「自分たちの直売所」感が強

くなった。

○若手の生産者が中心となり、種々の情報発信

ツールを活用し、消費者との交流を図る。

○引き続き、アンケート等を行いその要望に応え、

より地域に密着した直売所を目指す。

直売所内、会員の紹介

【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

学校給食等

会員

直売所

農作物
の出荷 地域密着型の直売所！

アンケート等を通じて提案等をしてもらえる環境作り

消費者

野菜、果物の納入

来場

河内長野市農林産物直
売所協議会

アンケート調査
野菜レシピの提供

農作物加工
品の出荷

スタッフによる、商品鮮
度、品質のチェック

店内に顔写真入りで会
員（生産者）の紹介

会員の「近里産品」（河内長野市が進める地域ブランド）の取扱
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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
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＜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

− 89 −



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

− 91 −



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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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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県内JA集荷場との連携による充実した品揃えが自慢

ファーマーズマーケット讃さん広場

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 香川県丸亀市
・運営主体 ： JA香川県

（農協等、農業協同組合）
・取組内容 ： 直売所、加工
・売上高 ： ３億2,300万円（H27.9）
・雇用者数 ： 40人（臨時雇用含む）（H27.9）
・電話 ： 0877-35-8333

○農協合併10周年の事業案にあったファーマーズマー

ケットの建設計画を受け、地域にある産直市の衰退

化に歯止めをかける起爆剤として、平成26年10月に

直売所を新設。

○香川県の特産品をアピールするため、県内JA集荷場

等との連携による商品拡充や生産者自薦の試食コー

ナーによる販売促進。

○出荷者が商品を搬入しやすく、消費者が立寄りやす

い場所の選定

→建設地については、外部コンサルタントに依頼し、候

補地の検討を重ね決定した。

○出荷者の確保

→出荷者の募集区域を県内とし、陳列台は、従来の個

人コンテナ陳列でなく、品目ごとの大枠の陳列ス

ペースにし、出荷者全員で陳列台を充実させた。

○売上高

2億5,100万円（H27.3)→ 3億2,300万

（H27.9) １年未満のため、半期比較による

○出荷者数

500人（H26.10)→546人（H27.9)

○雇用者数（臨時雇用含む）

47人（H26.10）→40人（H27.9）

○地場農産物の作付面積の拡大や後継者の

創出

○安全・安心な農産物へのこだわりの保持。

○気軽に立ち寄れる雰囲気づくりとわくわくするイ

ベント企画。

○「売れるもの」をつくる営農アドバイス。

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】

試食コーナーの様子

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

加工販売施設
・惣菜・弁当

試食コーナーで出荷品
をアピール

豊富な品揃えと香川県の特産品をアピール
消費者

来場

ファーマーズマーケット讃さん広場

オープンキッチンの常設
試食コーナーで調理方法
をアドバイス

他県ファー
マーズマー

ケット

年間通しての品揃え

業者・市場

提携

四国へんろ道におもてなしの心を添える休憩どころ

源平の里むれ

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 香川県高松市
・運営主体 ： 株式会社四国にぎわいネットワーク

（会社等）
・取組内容 ： 直売所、オリジナル商品販売、

物産販売、レストラン 等
・売上高 ： 3億5,000万円（H26）
・雇用者数 ： 29人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.genpei-mure.com

○平成19年８月の道の駅のオープンにあたり、地元の

新鮮な野菜を扱う生産者を募集し、直売所コーナー

を開設。

○新鮮で、安心な青果物を提供するため、出荷者及び

スタッフの２重チェックによる商品管理体制を構築。

○さぬきうまいもんネットワークのアンテナショップとして、

香川県の農山漁村女性の応援。

○「良質な農産物」の販売に向けた出荷者としての意

識改革

→栽培履歴の徹底。

また、販売価格は、出荷者にスーパー等の流通価

格を把握のうえ設定するよう助言した。

○売場の拡張

→平成25年7月に直売所コーナーを増築。

○売上高

3億2,000万円（H24)→3億5,000万（H26)

○出荷者数

60人（H24)→65人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

25人（H24）→29人（H26）

○直売所コーナーの増設により、産直市目的の

客数が増加し、売上げが向上。

○地元の小学生とのコラボによる売場づくり。

○野菜レシピ集による情報発信の実施。

豊富な新鮮野菜が並ぶ
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】

出荷登録農家

直売所

農作物の出荷

レストラン

物産販売

四国内の旬の果物や品薄
になる青果物を担当

新鮮・安心に対するこだわりを徹底
利用者がうきうきする売場づくりを目指す

消費者

来場

源平の里むれ

業者

さぬきうまいもんネットワーク

提携

連携

オリジナル商品販売

委託製造業者
オリジナル商品の
原材料の仕入

製造委託 納入
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四国へんろ道におもてなしの心を添える休憩どころ

源平の里むれ
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・所在地 ： 香川県高松市
・運営主体 ： 株式会社四国にぎわいネットワーク
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・取組内容 ： 直売所、オリジナル商品販売、

物産販売、レストラン 等
・売上高 ： 3億5,000万円（H26）
・雇用者数 ： 29人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.genpei-mure.com

○平成19年８月の道の駅のオープンにあたり、地元の

新鮮な野菜を扱う生産者を募集し、直売所コーナー

を開設。
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スタッフの２重チェックによる商品管理体制を構築。

○さぬきうまいもんネットワークのアンテナショップとして、

香川県の農山漁村女性の応援。

○「良質な農産物」の販売に向けた出荷者としての意

識改革

→栽培履歴の徹底。

また、販売価格は、出荷者にスーパー等の流通価

格を把握のうえ設定するよう助言した。

○売場の拡張

→平成25年7月に直売所コーナーを増築。

○売上高

3億2,000万円（H24)→3億5,000万（H26)

○出荷者数

60人（H24)→65人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

25人（H24）→29人（H26）

○直売所コーナーの増設により、産直市目的の

客数が増加し、売上げが向上。

○地元の小学生とのコラボによる売場づくり。

○野菜レシピ集による情報発信の実施。

豊富な新鮮野菜が並ぶ
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】

出荷登録農家

直売所

農作物の出荷

レストラン

物産販売

四国内の旬の果物や品薄
になる青果物を担当

新鮮・安心に対するこだわりを徹底
利用者がうきうきする売場づくりを目指す

消費者

来場

源平の里むれ

業者

さぬきうまいもんネットワーク

提携

連携

オリジナル商品販売

委託製造業者
オリジナル商品の
原材料の仕入

製造委託 納入
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旬の農産物のおいしさを伝えるPRイベントを多数開催
消費者と生産者とをつなぐ交流拠点

たからだの里さいた

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 香川県三豊市
・運営主体 ： 株式会社たからだの里（会社等）
・取組内容 ： 直売所、加工、農業体験、加工体験、

温泉施設、宿泊施設 等
・売上高 ： ２億2,800万円（H26）
・雇用者数 ： 14人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.takaradanosato.co.jp

○地域の農家女性グループが週末に町直営の温泉施

設で野菜を販売していたが、平成１１年４月、近隣に

たからだの里「物産館」が建設されるのを機に、物産

館内に産直市スペースの確保を要望。

○消費者との交流や旬の農産物をPRするイベントを開

催。

○自然が満喫出来る立地条件を生かした温泉施設や

体験施設の完備。

○出荷者の確保

→当初は、役場や商工会等に依頼して、町内の生産者

から募集していたが、募集範囲を市内に広げることで

出荷者が増え、商品の確保が可能になった。

○店舗内の配置等

→スムーズな買い物を可能にするため、陳列台間のス

ペースやレジの配置を考慮。

○売上高

２億2,000万円（H12)→２億2,800万（H26)

○出荷者数

170人（H12)→170人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

９人（H12）→14人（H26）

○レジ客数

15万人（H12）→28万人（H26)

○豊富な品揃えで、地域住民の生活に欠か

すことのできないスーパーマーケット的な役

割を継続。

○地元食材を使った料理コンテスト受賞品の

商品化するなど魅力ある商品作り。

直売所のお薦め
商品（はちみつ）

【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】

地場産食材を使用した
アイスクリームの販売

出荷登録農家 直売所

農作物の出荷

温泉施設

加工販売
・アイスクリーム

新鮮野菜、旬の果物に定番の調味料も揃う頼りになる直売所

宿泊施設・研修施設
・農業体験

・料理教室 等

消費者

来場

（株）たからだの里

学校給食等

食材の納入

地域ボランティア

料理教室の講師連携

地元産の農産物にこだわった直売所、食堂、カフェを販売、運営

スーパーとの違いを考えた販売戦略
今しかないもの、ここにしかないものを全国へ

JAおちいまばり さいさいきて屋

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 愛媛県今治市
・運営主体 ： JAおちいまばり（農協等、農業協同組合）
・取組内容 ： 直売所、食堂、カフェ、乾燥・パウダー

製造工場、農産物加工・販売等
・売上高 ： 27億円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 130人（職員15名、非常勤115名)
・ＵＲＬ ： http://saisaikiteya.com/

○平成28年2月にJA支店内の金融店舗内（ワ

ンフロアー）に、カフェをオープン予定。

【取り組むに至った経緯】

【今後の展望】

○売上高

２億1,000万円 （H12) → 27億円（H26)

○出荷者数

94人（H12) → 1,300 人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

4 人（H12）→130人（H26）

○来店者数

17万5,000人（H12）→ 120万人（H26）

○2013フードアクションニッポンアワード

流通部門優秀賞を受賞

【取組の効果】

日本有数の規模を誇る施設

直売所出荷者 直売所
農作物の出荷

食堂

スイーツへ利用

消費者

来場

販売・体験

繊維・タオルメーカー

コットンプロジェクトによる連携

指導員の技術向上

パウダー工房

農産物処理
加工施設

残留農薬検査室

カフェ

新技術・新品種実証農園

キッチンスタジオ

学童農園

体験型市民農園
学校給食
への食材
供給等営農指導員

抽出検査

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○出荷時期の偏りによる、売れ残りの発生

→「さいさいきて屋」が売れ残った野菜などを買い上げ、

食堂での食材利用や工房でパウダー化後、カフェでス

イーツなどに利用。日本一売れ残りの少ない直売所を

目標にしている。

また、今治市と連携し、小・中学校へは学校給食用の

新鮮な野菜・果物などの食材、幼稚園等へは給食とし

て供給を行っている。

地元産の
農林水産物

○高齢化による離農や後継者不足、生産規模の縮小

等により、JA共販への出荷者・販売額が減少。増加

する兼業農家や高齢者・女性の出荷の受け皿となる

ため、平成12年「さいさいきて屋1号店」をオープン。

○当初の目的に加え、地産地消の推進、地域農業の振

興、安心安全な食料の供給、農家所得の向上をより

具体化するため、地産地消型地域農業振興拠点とし

て店舗を移転し、平成19年リニューアルオープン。

○さらに、平成28年春にオープン予定のイオン

モール今治新都市に出店を計画。

55才以上を担い手

として位置づけ、専
任の営農指導員を
配置し、技術指導

買上げた野菜等

さいさいきて屋

小・中学校
幼稚園(給食提供）

農業講座
食農講座
イベントにより普及啓発

農作物の出荷

指導員の技術向上
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地元産の農産物にこだわった直売所、食堂、カフェを販売、運営

スーパーとの違いを考えた販売戦略
今しかないもの、ここにしかないものを全国へ

JAおちいまばり さいさいきて屋

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 愛媛県今治市
・運営主体 ： JAおちいまばり（農協等、農業協同組合）
・取組内容 ： 直売所、食堂、カフェ、乾燥・パウダー

製造工場、農産物加工・販売等
・売上高 ： 27億円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 130人（職員15名、非常勤115名)
・ＵＲＬ ： http://saisaikiteya.com/

○平成28年2月にJA支店内の金融店舗内（ワ

ンフロアー）に、カフェをオープン予定。

【取り組むに至った経緯】

【今後の展望】

○売上高

２億1,000万円 （H12) → 27億円（H26)

○出荷者数

94人（H12) → 1,300 人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

4 人（H12）→130人（H26）

○来店者数

17万5,000人（H12）→ 120万人（H26）

○2013フードアクションニッポンアワード

流通部門優秀賞を受賞

【取組の効果】

日本有数の規模を誇る施設

直売所出荷者 直売所
農作物の出荷

食堂

スイーツへ利用

消費者

来場

販売・体験
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コットンプロジェクトによる連携

指導員の技術向上
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体験型市民農園
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への食材
供給等営農指導員

抽出検査

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○出荷時期の偏りによる、売れ残りの発生

→「さいさいきて屋」が売れ残った野菜などを買い上げ、

食堂での食材利用や工房でパウダー化後、カフェでス

イーツなどに利用。日本一売れ残りの少ない直売所を

目標にしている。

また、今治市と連携し、小・中学校へは学校給食用の

新鮮な野菜・果物などの食材、幼稚園等へは給食とし

て供給を行っている。

地元産の
農林水産物

○高齢化による離農や後継者不足、生産規模の縮小

等により、JA共販への出荷者・販売額が減少。増加

する兼業農家や高齢者・女性の出荷の受け皿となる

ため、平成12年「さいさいきて屋1号店」をオープン。

○当初の目的に加え、地産地消の推進、地域農業の振

興、安心安全な食料の供給、農家所得の向上をより

具体化するため、地産地消型地域農業振興拠点とし

て店舗を移転し、平成19年リニューアルオープン。

○さらに、平成28年春にオープン予定のイオン

モール今治新都市に出店を計画。

55才以上を担い手

として位置づけ、専
任の営農指導員を
配置し、技術指導

買上げた野菜等

さいさいきて屋

小・中学校
幼稚園(給食提供）

農業講座
食農講座
イベントにより普及啓発

農作物の出荷

指導員の技術向上
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生産者と消費者との絆作り
今日も明日も、あなたの笑顔に愛たい菜

たいき産直市・愛たい菜

＜事業者の概要＞

・所在地 ：愛媛県大洲市
・運営主体 ：JA愛媛たいき（農協等、農業協同組合）
・取組内容 ：直売所、学校給食へ食材供給
・売上高 ：10億6,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：39人（臨時雇用者含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.aitaina.jp/

○低迷を続ける地域農業の活性化と担い手確保をどう

クリアするか課題となっていた。課題解消に向け、地

域で生産された農産物を販売する直売事業に着目。

○女性・高齢者を含む多様な農業者の育成と、農業に

対する生きがい・やりがいの場の創出、農業や農産

物への消費者理解を促進し、地域農業の振興と経済

の活性化、地域自給率の向上を図るため、平成22年

にオープン。

○高齢な生産者・遠隔地の生産者の中には直売所に

野菜等の持ち込みが出来ない者もいた。

→遠隔地等の生産者に対して、隔日集荷を行うことによ

り、多様な農業者を取り込むことができた。

○売上高

6億8,000万円（H22)→10億6,000万円（H26）

○出荷者数

600人（H22)→750人（H26)

○来場者数

59万人（H22）→ 77万人（H26）

○平成25年度地産地消優良活動表彰

農林水産省食料産業局長賞 受賞

○直売所で余った食材を無駄なく利用するため、

農家レストラン等を立ち上げ、売り上げを伸ばし

たい。

【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】

駐車場の広い
直売所

愛たい菜出荷
者協議会会員

直売所

学校給食や地産地消等で連携

地元の多
様な生産
者が出荷

生産者と消費者との絆作り
子供達に笑顔をとどける学校給食

消費者

来場たいき産直市 愛たい菜（地産地消拠点）

食材供給

配送

写真１

大洲市

販売

直売所店内
新鮮な農産物

給食部会

大洲市学校給食地産地
消協議会のメンバーと
地元農産物を安定供給

遠隔地等の生産者
に対し、JAの集配
車で集荷。

病院

小・中学校

食品加工部会

福祉施設

毎月1回定期イベント

大洲市学校
給食センター

連携

住民が支える直売所
内子町の産業振興の一翼を担う核のひとつに

株式会社内子フレッシュパークからり

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 愛媛県喜多郡内子町
・運営主体 ： 株式会社内子フレッシュパークからり

（地方公共団体・第３セクター）
・取組内容 ： 直売所、レストラン、シャーベット、パン・

燻製工房、運営及び農産物加工・販売
・売上高 ： ６億9,000万円（農産物を含む）（Ｈ26）
・雇用者数 ： 64人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://www.karari.jp/

○平成６年、特産品直売所の実験施設として「内の子

市場」を開設。産直のトレーニングを開始。

情報ネットワーク「からりネット」の導入。

○産直トレーニング開始後、「正確・迅速な精算をしたい」

「残品の情報が欲しい」「直売所の販売情報が欲しい」

との生産者からの要望

○売上高（農産物を含む）

２億円（H9)→６億9,000万円（H26)

○出荷者数

176人（H9)→384人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

２人（H6）→64人（H26）

○利用者（POS通過）

約20万人→約40万人

○販売力を強化し、販売量の増加が生産の増加

を呼ぶ「正の連鎖」を作り出す。

○地域資源や自然景観を活かした「憩いの場」、

消費者ニーズにマッチした「魅力ある場」として

独自色を出し、差別化を図る。

【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】

景観を活かした
レストラン

写真１

直売所出荷者

直売所

農作物の出荷

内子町産の農産物にこだわった直売所、レストラン、パン工房
などを販売・運営

消費者

来場

㈱内子フレッシュパークからり

トレーサビリティーシステ
ムにより「からり」及び「イ
ンターネット」で閲覧が可
能

内子町農村支援センター

事業支援

燻製工房 レストラン パン工房 シャーベット

農産加工場あぐり亭栽培指導

農家が出荷するすべての農産物に
トレーサビリティーシステムを導入

●「からりネット」と呼ばれるFAX＋POSシステム導入により販売状況
に合わせた農産物の効率的な出荷・管理が可能。

●レジと農家が直結することにより、売れる手ごたえが農家へオンタ
イムで伝わり生産意欲が上昇。

販売

○平成９年、広く住民に出資を呼びかけ、「㈱内子フレッ

シュパークからり」を設立。（出資割合：内子町50%、町

民等50%）

○農産物のブランド化・地域内循環、農村女性の自立

に中山間農業の活路を見出そうと「知的農村塾」活動

等により模索が始まる。

じゃばらを活用
した商品

→直売所の販売管理（POS)情報を携帯電話、電話音

声、FAX等へ自動配信するシステムを導入し、効率的

に運用することで販売額を伸ばす農家が増加した。
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住民が支える直売所
内子町の産業振興の一翼を担う核のひとつに

株式会社内子フレッシュパークからり

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 愛媛県喜多郡内子町
・運営主体 ： 株式会社内子フレッシュパークからり

（地方公共団体・第３セクター）
・取組内容 ： 直売所、レストラン、シャーベット、パン・

燻製工房、運営及び農産物加工・販売
・売上高 ： ６億9,000万円（農産物を含む）（Ｈ26）
・雇用者数 ： 64人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://www.karari.jp/

○平成６年、特産品直売所の実験施設として「内の子

市場」を開設。産直のトレーニングを開始。

情報ネットワーク「からりネット」の導入。

○産直トレーニング開始後、「正確・迅速な精算をしたい」

「残品の情報が欲しい」「直売所の販売情報が欲しい」

との生産者からの要望

○売上高（農産物を含む）

２億円（H9)→６億9,000万円（H26)

○出荷者数

176人（H9)→384人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

２人（H6）→64人（H26）

○利用者（POS通過）

約20万人→約40万人

○販売力を強化し、販売量の増加が生産の増加

を呼ぶ「正の連鎖」を作り出す。

○地域資源や自然景観を活かした「憩いの場」、

消費者ニーズにマッチした「魅力ある場」として

独自色を出し、差別化を図る。

【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】

景観を活かした
レストラン

写真１

直売所出荷者

直売所

農作物の出荷

内子町産の農産物にこだわった直売所、レストラン、パン工房
などを販売・運営

消費者

来場

㈱内子フレッシュパークからり

トレーサビリティーシステ
ムにより「からり」及び「イ
ンターネット」で閲覧が可
能

内子町農村支援センター

事業支援

燻製工房 レストラン パン工房 シャーベット

農産加工場あぐり亭栽培指導

農家が出荷するすべての農産物に
トレーサビリティーシステムを導入

●「からりネット」と呼ばれるFAX＋POSシステム導入により販売状況
に合わせた農産物の効率的な出荷・管理が可能。

●レジと農家が直結することにより、売れる手ごたえが農家へオンタ
イムで伝わり生産意欲が上昇。

販売

○平成９年、広く住民に出資を呼びかけ、「㈱内子フレッ

シュパークからり」を設立。（出資割合：内子町50%、町

民等50%）

○農産物のブランド化・地域内循環、農村女性の自立

に中山間農業の活路を見出そうと「知的農村塾」活動

等により模索が始まる。

じゃばらを活用
した商品

→直売所の販売管理（POS)情報を携帯電話、電話音

声、FAX等へ自動配信するシステムを導入し、効率的

に運用することで販売額を伸ばす農家が増加した。
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新しい風を吹かせ、女性部組織を活性化！
地域にも新しい息吹を伝えていこう

かざぐるま市

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 高知県南国市
・運営主体 ： JA南国市「かざぐるま市」運営協議会

（農協等、農業協同組合）
・取組内容 ： 直売所、加工
・売上高 ： ２億6,000万円（H26）
・雇用者数 ： 10人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://ja-nan59.or.jp/

（JA南国市）

○生産者の「農産物を適正な価格で売りたい」という

希望と、消費者の「農家が食べている安全で美味

しい農産物を買いたい」というニーズに応え、JA女

性部が平成10年に直販部を開設した。

○平成16年に現在の店舗に移転し、農産物加工が

活発化した。

各地区のメンバーによる旬の野菜を使った料理の

試食会の開催（毎月第2木曜日）やレシピのホー

ムページへの掲載など、積極的に消費者へのPR

を行っている。

○出荷会員の確保と品揃え

→各地区の代表委員で協議会を作り、出荷者の確保

と品揃えの充実に努めている。

○売上高

１億8,000万円（H15)→２億6,000万円（H26)

○出荷者数

122人（H10)→280人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

10人（H10）→10人（H27）

○女性生産者が、自由に使える収入を得たこと

で、働きがいを得るとともに、農産物の種類も

多様化し、地域農業の活性化に寄与。

○高齢化等により、出荷会員が減少傾向にあるた

め、新たな会員確保のための取組が必要。

○イベントや体験交流を実施するなど、地域住民

との接点を拡大。

○地場産農産物を活用した加工品や特産品の開

発。

加工品コーナー

【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】

学校給食

出荷会員 直売所

農作物・加工品の出荷

加工部

鮮度保持のため
「ボードンフィルム」に
入れる

季節ごとの野菜と手作り加工品が豊富
女性だけで運営する直売所

消費者

食材納入

来場
かざぐるま市

土日祝日に生産者が

店舗スタッフになり、
レジ後の包装等のサ
ポート。販売者として
の意識高揚

JA南国市

・生産者が毎月1回、旬の食材で試食会を開催

連携

写真１ 写真２

あぐりスクール

イベント開催

生産技術研修
農薬研修

加工品（弁当・総菜・菓子類等）

小学校

出前授業

直売所内の様子

鏡村らしさを消費者に伝えたい！
楽しい・なつかしい・気軽な交流の場としての直売施設

山里の幸 鏡むらの店 万々店

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 高知県高知市
・運営主体 ： 鏡村直販店組合

（農協等、生産者グループ等）
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： 1億6,350万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 10人（臨時雇用含む）（H27）
・ＵＲＬ ： http://kagamimura.exblog.jp/

○旧鏡村地域の農家が、農産物を少量でも自由に販

売できる場、また高齢農業者や女性農業者の所得向

上の場として、平成７年に組合を設立し、直売所を高

知市街地に開設した。

○平成20年に店舗を改築し、調理実習室を整備。生産

者や調理師が、消費者に農産物の調理や新しい食

べ方を講習する交流の場として活用している。

○他店舗との競合

→他店舗の視察を行いながら、村から近い場所、消費

者人口の多い地区等、検討を重ね現在の場所に直

売所を開設した。

○売上高

7,000万円（H7)→1億6,350万円（Ｈ26）

○出荷者数

85人（H7)→122人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

４人（H7）→10人（H27）

○高齢農業者を支えるだけでなく、地域の新規就

農者や定年帰農者の受入の場となっている。

○無農薬・減農薬など付加価値を高めた農産物

の販売。

○ＨＰを活用した農産物の販売。

○高齢農家への集荷の実施や後継者対策。

また、鏡村地区への新規就農者獲得の取組。

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】

給食センター

組合員
（生産者）

直売所

農作物
の出荷

支援
（栽培指導等）

消費者ニーズに合わせた商品販や料理教室で農村交流を推進
鏡地区のアンテナショップとして商品開発や情報発信

消費者

来場

「山里の幸 鏡むらの店」

宿毛市の漁家

週３回産地直直送の鮮魚販売連携

一般消費者

食材納入

支援チーム
（JA・市・県）

POSシステム
による販売
状況

料理教室

収穫体験
（鏡村を知ってもらい安心を）

目を惹くポップ表示で野菜をＰＲ
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鏡村らしさを消費者に伝えたい！
楽しい・なつかしい・気軽な交流の場としての直売施設

山里の幸 鏡むらの店 万々店

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 高知県高知市
・運営主体 ： 鏡村直販店組合

（農協等、生産者グループ等）
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： 1億6,350万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 10人（臨時雇用含む）（H27）
・ＵＲＬ ： http://kagamimura.exblog.jp/

○旧鏡村地域の農家が、農産物を少量でも自由に販

売できる場、また高齢農業者や女性農業者の所得向

上の場として、平成７年に組合を設立し、直売所を高

知市街地に開設した。

○平成20年に店舗を改築し、調理実習室を整備。生産

者や調理師が、消費者に農産物の調理や新しい食

べ方を講習する交流の場として活用している。

○他店舗との競合

→他店舗の視察を行いながら、村から近い場所、消費

者人口の多い地区等、検討を重ね現在の場所に直

売所を開設した。

○売上高

7,000万円（H7)→1億6,350万円（Ｈ26）

○出荷者数

85人（H7)→122人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

４人（H7）→10人（H27）

○高齢農業者を支えるだけでなく、地域の新規就

農者や定年帰農者の受入の場となっている。

○無農薬・減農薬など付加価値を高めた農産物

の販売。

○ＨＰを活用した農産物の販売。

○高齢農家への集荷の実施や後継者対策。

また、鏡村地区への新規就農者獲得の取組。

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】

給食センター

組合員
（生産者）

直売所

農作物
の出荷

支援
（栽培指導等）

消費者ニーズに合わせた商品販や料理教室で農村交流を推進
鏡地区のアンテナショップとして商品開発や情報発信

消費者

来場

「山里の幸 鏡むらの店」

宿毛市の漁家

週３回産地直直送の鮮魚販売連携

一般消費者

食材納入

支援チーム
（JA・市・県）

POSシステム
による販売
状況

料理教室

収穫体験
（鏡村を知ってもらい安心を）

目を惹くポップ表示で野菜をＰＲ
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高知市内からの抜群のアクセスの良さ！集客のポイントは、
ブランド米「天空の郷」や嶺北ならではの野菜！

本山さくら市

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 高知県長岡郡本山町
・運営主体 ： 本山さくら市活性化委員会

（農協等、その他）
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： １億2,230万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： ８人（臨時雇用含む）（H27）
・電話 ： 0887－76－2252

○旧本山町農協の婦人部が主体となり、昭和59年
に「良心市」として直売をスタート。平成17年に現
在の場所に移転し「本山さくら市」となる。地域の
観光名所のイベントに合わせて宣伝活動を行い、
地域外からの来客も多い。

○標高300ｍの嶺北地区には嶺北八菜、あか牛、ブ
ランド米「天空の郷」等の特産品があり、「ここでし
か買えないもの」の販売に力を入れている。

○平成25年に東京からの移住者が直売所内にカ
フェを併設したパン屋を開設し、地域住民との交
流の場となっている。

○運営資金の確保
→直売所の建物は町から無料で貸与。また、町の

中心部という立地条件、新鮮で低価格の農産物
が評判を呼び、来客者数及び売上は年々増加し
たことにより、運営資金の問題も解消した。

○売上高
1億436万円（H18)→1億2,230万円（H26)

○出荷者数
473人（H24)→491人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）
７人（H24）→８人（H27）

○特産品の販売による地域活性化。

○ 平成27年から町営の施設となり、本山さく
ら市活性化委員会（生産者組織、農業公
社、民間業者）が道の駅等と連携し、嶺北
地域全体の地域活性化を目指す。

○調理場が完成し、今後、地場産農産物を
使用した加工品の開発等に取り組む。

カフェを併設したパン屋
【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

給食センター

出荷組合員 直売所

農作物の出荷

農薬講習会等

嶺北八菜、あか牛、ブランド米「天空の郷」など、
「ここにしかないもの」の魅力で地域を活性化

消費者

地元野菜の勉強会

来場

本山さくら市

農産物納入

さくら市運営委員会・本山町農業公社・ばうむ合同会社有限会社・さめうらフーズ

運営主体：本山さくら市活性化委員会が連携して直売所を核に地域振興

写真１

レイホクファーマーズカフェ

加工部門 （今後稼働予定）
焼きたてパンを販売

小学校
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豊前の自然と文化の魅力をまるごと全国・海外へ発信！
～地域ぐるみで行う特産品開発とブランド化への挑戦～

道の駅 豊前おこしかけ

＜事業者の概要＞

・所在地 ：福岡県豊前市四郎丸1041-11
・運営主体 ：株式会社ぶぜん街づくり会社（第三セクター）
・取組内容 ：小売業
・売上高 ：5億4,619万円（H26）
・雇用者数 ：17名（常勤5、臨時12）（H26）
・ＵＲＬ ：http://www.okoshikake.jp/

○国道のバイパスや高速道路の整備計画が示され、素通

りされることに危機感をもった青年会議所や商工会の有

志により、平成3年に「日本一のトイレづくり運動」を核と

した地域活性化策の検討開始。

○近県での道の駅登録を受け、トイレ計画を生かした道の

駅誘致が活発化。平成6年に（株）ぶぜん街づくり会社設

立、平成12年3月に道の駅「豊前おこしかけ」開駅。平成

26年時点で15期連続黒字。

○目玉となる特産品がないため集客が困難

→江戸時代に関西まで流通していた良食味米に注目し、お

米の会員制度を開始。米の高値買い取りで生産者を元

気づけ、棚田ツアー開催や駅長が開駅年から毎月執筆

する「豊前通信」により豊前の魅力を消費者へ発信。

→高校生がメニュー考案した「プロデュース弁当」など、地

域色豊かで季節感のある新しい道の駅弁を開発し、駅弁

フェアや百貨店の催事等で販売。遠方のお客を呼び込み

リピーターを増やす。

→かつての名産品のゆずを復興させ「棚田ゆずペースト」を

開発。TV取材を受けたことにより全国へ販路を拡大、平

成22年にはフランスへ輸出。

○高速道路開通で環境が変わるが、奇をてらわず

に豊前の自然や文化をPRしていく。

○棚田ゆず関連製品の輸出に向けた商談をすすめ

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】

○売上高

3億9,825万円（H12)→5億4,619万円（H26)

○来客数（レジ通過数）

31万5,551人（H12）→35万9,202人（H26）

○お米会員：約4,000人（H26）

○お弁当類売上高：63,563千円（部門別1位）

○九州・沖縄「道の駅」連絡会最優秀賞（H24）

【取組の効果】

全天候型の大屋根が特徴！道の駅「豊前おこしかけ」

・九州・沖縄「道の駅」連絡会
・近隣直売所、行政機関

販売、情報発信

写真１ 写真２

「道の駅弁」はおこしかけが発祥

消費者

販売
百貨店

来訪
出荷登録
生産者等

物産情報館

出荷

屋台村

棚田ゆずペースト

自然の恵みを生かした特産品と気遣いにあふれた施設でおもてなし

連携

豊前棚田ゆず振興協議会

個性的な６店舗が
工夫を凝らした料
理を提供

輸出

独自ブランド品の開発・販売

漁師直売所

周防灘の幸を
朝市形式で提供

多目的広場

日本一のトイレ

・農畜産、海産物
・地域特産物の加工品
・道の駅弁
・季節のツアー主催 等

福岡県立青豊高等学校フランス・イギリス等

生産委託 道の駅弁のメニュー考案

・週末のイベント
・神楽定期公演 等

棚田ゆず加工品

道の駅 豊前おこしかけ

連携

新鮮な品が並ぶ直売所
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「糸島産であること」に誇りを持ち、
農産物の提供を行う拠点

JA糸島産直市場 伊都菜彩

＜事業者の概要＞

・所在地 ：福岡県糸島市波多江567-1
・運営主体 ：糸島農業協同組合
・取組内容 ：直販所、飲食店
・売上高 ：40億2,000万円（H26)
・雇用者数 ：89人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.ja-itoshima.or.jp/itosaisai/

○売上高

約19億円（H19)→約40億円（H26)

○出荷者数

650人（H19)→1,516人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

45人（H19）→89人（H26）

○来店客数約84万人（H19)

→約137万人（H26)。

○店内の混雑改善のため、平成28年に売り場面

積の拡張やレジ増設等の店内改装の実施を

予定。

直販所の様子

○牛肉・かんきつの貿易自由化の影響による農産物の

価格低迷及び農家所得の低下、組合員の高齢化及

び厳しい出荷基準により生産部会からの脱退が生じ

た。

○地産地消運動が広まる中での安心・安全な農産物を

求める消費者の動向に応える形で、直売所を開設。

【取り組むに至った経緯】

○新鮮な糸島産の品揃え

→年1回出荷者との定例会を設けて品不足等にならな

いよう話し合いを行っている。

○糸島産農産物の認知度の向上

→糸島地域の農産物を糸島市内はもちろん、福岡都市

圏を中心とした地域住民に提供。また、子供を対象と

した食育活動も展開。

【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】

伊都菜彩の外観

出荷登録農家 直売所

農作物
の出荷

消費者との信頼関係を築き、満足してもらえる
農産物の提供を行う役割

伊都菜彩

消費者

来場

糸島産の商品を提供

飲食施設

うどん等の販売や休憩所を
兼ねた飲食スペースとして設
置している

・弁当

・つけもの

・惣菜 ・スイーツ
・菓子・乳製品

・鮮魚

・畜産物

・農産物

・花き（苗もの）

・JA（Aコープ）商品

糸島地域の食に係わる産業者

連携 地産地消運動の展開

飲食店等

飲食店の食材として提供
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宗像から元気を
～スーパー等の鮮度を超えた超鮮度をアピール～

道の駅 むなかた

＜事業者の概要＞

・所在地 ：福岡県宗像市江口1172番地
・運営主体 ：株式会社道の駅むなかた
・取組内容 ：直売所、加工、レストラン、パン工房、

アンテナショップ（正助ふるさと村）、
観光情報コーナー

・売上高 ：18億4,700万円（H26）
・雇用者数 ：53人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.michinoekimunakata.co.jp/

○宗像市における農水産品の販売促進を行う。

○特産品のブランド化を推進するアンテナショップとして

地域産業の振興を担う。

○宗像市の地産地消を目指す。

【取り組むに至った経緯】

○生産者の高齢化

→若い後継者への対応。

○宗像市ではお土産のブランド化された商品が少ない

→道の駅むなかたに訪れた消費者との販売を通じた交

流を積極的に行い、地元産にこだわった商品開発を

行っている。現在、宗像わかめんべいや地島天然わ

かめみそ汁の商品開発を行い、販売している。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○「道の駅むなかた」オリジナル商品の開発・増加。

○各団体や大学等とタイアップを行い、農水産物

の振興として環境分野の改善研究やブランド野

菜の開発を検討。

【今後の展望】

○売上高

約13億円（H20)→約18億円（H26)

○出荷者数

310人（H20)→598人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

37人（H20）→53人（H26）

○エコ認証や特産品であるふぐの調理師免 許

の取得促進を行い、安心・安全な食材の提供

に貢献

【取組の効果】

道の駅むなかたの外観

直売所の様子

直売所 パン工房

加工施設
・惣菜 ・水産加工

アンテナショップ
（正助ふるさと村）

JAむなかたの米粉を
使ったパンを販売

ソフトクリームや地元のたこと米
粉を使用したたこ焼きを販売

学校給食

出荷登録農・漁家
食品加工業者
工芸品作成者

農水産物
等の出荷 生産者と消費者との農水産物に対する

希望や要望のマッチングとしての機能

消費者

給食の食材として提供

来場

株式会社
道の駅むなかた

鮮度の高い商品の提供

各種イベント主催・参加者

イベント開催による集客連携
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安全安心の高い信頼性確保を基本に
地域活性化の拠点的役割を果たす

「道の駅」大和そよかぜ館

＜事業者の概要＞

・所在地 ：佐賀県佐賀市
・運営主体 ：株式会社 そよかぜ館
・取組内容 ：直売所、加工（6次産業化）、研修施設、

イベント展示、体験農園、オートキャンプ、
・売上高 ：5億3000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：28人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.soyokazekan.com/index.html

○地域農業存続への危機意識から開設した直売所を

契機に、生産者への多品目少量生産、安全安心の

意識向上、効率的直売システム構築、地域資源によ

る加工品づくりを進めることで、道の駅として年間110

万人集客の地域活性化及び地域交流の拠点として

発展。

また、消費者交流のため、地域資源を活かした体験

活動や文化伝承等の各種イベントを企画。

○平成25年から柿を原料とした6次化商品の提供を開

始。

○安全安心な農産物提供や他店競合施設との差別化

のため、生産者に対する各種ルール徹底等を厳格化

→生産者の意識醸成には時間を要したが、消費者との

交流や顔の見える関係を通じ、着実な成長。

○売上高

５億800万円（H25)→ ５億3000万円（H26)

○出荷者数

477人（H25)→477人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

32人（H25）→28人（H26）

○施設を通じ地域農産物の販売、加工品開発、

人の交流、雇用の創出など、地域活性化の主

要拠点として大きく貢献。

○平成25年の農事組合法人から株式会社への変

更による 「道の駅」 大和としての施設充実及び

6次化商品ＰＲ等の検討。

○さらなるリピーター客の確保と、スタッフのおもて

なし能力の向上と充実。

多数の特産物を陳列

【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】

鳥をイメージした外観

・保育所、病
院、ホテル

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

加工部門
・6次産業化認定

農産物生産に関する
各種履歴管理の徹底

商品への高い信頼性確保と人の交流を通じて差別化を図る！
消費者

地域食
材の提
供

来場

株式会社そよかぜ館

インターネット
での情報発信

各種イベントの主催者

イベント開催による集客連携

研修・展示施設
・各種の研修、イベント

体験活動
・農業体験 ・手漉き和紙

・加工品づくり etc

オートキャンプ場
遊休農地管理
・体験農園

・農地保全活動

新鮮な農産物 研修施設
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地の利を活かし、福岡都市圏までをターゲットにした
ファーマーズマーケットを展開

唐津うまかもん市場

＜事業者の概要＞

・所在地 ：佐賀県唐津市
・運営主体 ：唐津農業協同組合
・取組内容 ：直売所、レストラン、研修施設、

キッチンスタジオ
・売上高 ：16億3000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：77人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.karatsuumakamon.com/

○農林水産業をはじめ、地域産業と融合した新しい機

能をもった商業拠点の必要性や、唐津、玄海地区の

農林水産物販売と情報発信基地づくりを目的として

整備。

○地元はもとより、福岡都市圏など遠隔地からの集客

を図り、その滞留時間を増やすことを通じて地域内で

の消費や販売高の増加とともに農家所得の向上を図

る。

○販売可能な農産物等の安定的確保

→生産者に対し携帯電話（メール配信）を使った商品の

過不足等の情報提供を定時的に行うとともに、遠隔

地、小規模、高齢農家への訪問集荷により商品確保

を図っている。

○売上高

13億5000万円（H24)→ 16億3000万円（H26)

○出荷者数

650人（H24)→597人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

67人（H24）→77人（H26）

○周辺地域での競合他店が拡大する中で、施設

全体の売り上げは堅調に推移。

地域の魅力拡大や地域活性化にも寄与。

○来客者への新たなサービスとして、体験農園の

開設や周辺農地での心安らぐ景観作物の展開。

○旬を捉えた農林水産物フェアーの開催など。

【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】

小学校

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

レストラン

商品情報
の提供

唐津、玄海の旨いものを集め、
県内外からの集客を可能とする施設を目指す！

消費者

農畜産物の供給

来場唐津うまかもん市場

インターネットによる
情報提供、ネット販売

各種イベント主催者

イベント開催による集客連携

写真１ 写真２

キッチンスタジオ

研修（交流）施設

関係漁協・地元業者等

連携

飲食店等

ネット販売
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女性や地域住民が起こした直売所開設は、
周辺地域をまきこんだ地域振興の拠点に成長

道の駅 鹿島

＜事業者の概要＞

・所在地 ：佐賀県鹿島市
・運営主体 ：七浦地区振興会
・取組内容 ：直売所、レストラン、食材宅配サービス

干潟展望館、干潟体験施設、
漁業体験、イベントハウス

・売上高 3億2570万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：35人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://michinoekikashima.jp/main/

○昭和60年の鹿島ガタリンピック開催後の地域活動の

盛り上がりを受け、女性組織を中心に直売施設を開

設。その後の「道の駅」登録や平成22年の道の駅拡

張に合わせ、本格的な直売所を展開。平成24年に地

域福祉として空店舗を活用した食材の宅配サービス

を開始。平成27年に地域おこし企画が評価され「重

点道の駅」に選定。

○これらの活動が、各方面の団体活動等への刺激と

なったほか、各種企画を通じて地域住民が地域資源

の豊かさを改めて実感。

○販売可能な農作物等の安定確保及び宅配事業への

理解

→農作物等の安定な確保については、出荷会員の更

なる拡大を図っていく。宅配事業は時代が求める地

域の福祉対策との認識を有しており、行政等の連携

を期待しつつ、赤字覚悟で今後とも事業継続の方向。

○売上高

2億7000万円（H23)→ 3億2570万円（H26)

○出荷者数

260人（H23)→340人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

30人（H23）→35人（H26)

○道の駅や直売所等関連活動を通じた、地域・

各種団体とのつながりやネットワークの広がり

等を受け、地域振興の拠点に成長。

○「全国モデル「道の駅」」選定を目指すと同時に、

ラムサール条約登録の「肥前鹿島干潟」の情

報発信を強化。

○レストラン事業の再開及びスタッフのおもてなし

教育の充実、地産地消と安全・安心を提供す

るためのトレーサビリティーの導入。

【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】

地区内
保育園

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

加工施設
・菓子工房 ・弁当惣菜

道の駅鹿島は地域資源活用や直売所とのタイアップで着実に成長
もう一度寄ってみたい施設・地域、もう一度会いたい人々を目指す！

消費者

ふれあい体験
学習の開催、
地元農産物の
供給

来場

道の駅 鹿島

新聞折り込み、
インターネットに
よる情報提供

各種イベント主催者

イベント開催による集客連携

写真１

宅配サービス

（空店舗活用及び定期的
配送サービス）
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農地を有効に活用し安全な農産物を販売する直売所

じげもん長与直売所

＜事業者の概要＞

・所在地 ：長崎県西彼杵郡長与町
・運営主体 ：JA長崎西彼

（農協）
・取組内容 ：地域で生産された農畜産物の販売
・売上高 ：３億7,600万円（H26）
・雇用者数 ：16人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・電話 ：095-883-4409

○長与町は柑橘を主体とした産地であり、みかん選果

場横でみかんの規格外品の販売を行っていた。

○年間を通して販売を行うため、遊休農地などに野菜

等を作付してもらい徐々に販売を拡大。さらに、出荷

会員や品数などを増やすため平成21年に現在の場

所に直売所を開設した。

○年間を通じての品数の確保

→安定供給を行うためハウス栽培の推進、通年販売に

向いている加温のトマト・なすなどの栽培を推進した。

また、生食の柑橘離れが進んでいるのでジュースな

どの加工品の開発を行った。

○売上高

2億4,800万円（H21)→3億7,600万円（H26)

○出荷者数

200人（H21)→316人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

12名（H21）→16名（H26）

○来店者数

265,000人（H21）→332,000人（H26）

○加工品の販路開拓を検討しており、大阪の販売

店と交渉中。

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】

直売所外観

写真１ 写真２

道の駅

出荷登録農家

直売所
農作物の出荷

２か月に１度講習会を開催

安心安全なものを届けたい！
消費者

来場

じげもん長与直売所

イベント開催【収穫祭】

加工品を委託して製造 農産物の出荷
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高品質の加工品を生産し地域ブランド商品として販路開拓
し組合員の所得向上と経営の安定化を図る

ひらど新鮮市場

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 平戸市岩の上町228番地１
・運営主体 ： 農事組合法人ひらど新鮮市場
・取組内容 ： 直売所、加工
・売上高 ： ３億673万円（H26）
・雇用者数 ： 23人（臨時雇用含む）(H26)
・ＵＲＬ ： http://www.hirado-shinsenichiba.com/

○JA共同出荷の際に出てくる規格外品の現金化を目

的に、平成12年11月に設立。

○近隣に大型店舗が出店したことにより売上げが落ち

込む中、組合員の農林水産物を利用した加工品開発

製造に積極的に取り組むことで、直売所の経営の安

定と組合員の所得の増加を図るため平成20年に加

工場をオープン。

○加工場をオープンしたことにより、加工品を製造して

いた組合員からの苦情

→同じ商品を出荷しない事と出荷する曜日の割りあて

を実施。

○売上高

1億2,399万円（H16)→ 3億673万円（H26)

○出荷者数

139人（H16)→243人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

７人（H16）→23人（H26）

○加工品の売上げが伸びて来て原料供給する

農家の所得が増加し農家の生産意欲が拡大。

○ながさき伝統野菜の「木引かぶ」を使用した加工

品を始め、新たな商品開発・生産による新たな

販売ルートの開拓の実施。

○ふるさと納税による売上の拡大。

加工品（ドレッシング）

【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】

ひらど新鮮市場

学校給食等
出荷登録農家

直売所

農林水産物等
の出荷

加工部門

荷受けの当番制を導入

出荷量の制限をしない方式で多品目の農作物を確保
防腐剤を使用しない質の高い加工品を製造

消費者

地元、地元外の学校
へ地元の旬の農作物
を提供するとともに食
育の講演を実施

来場
農事組合法人ひらど新鮮市場

定期的な交流会の実施

県、市

長崎県ブランド農産加工品認証制度による認
定、加工品開発、ふるさと納税による販売等

連携

農畜産物、水産物、花き類、農林
水産加工品等の数100品目を販売

総菜、漬物、ジャム、ドレッシング、
生生姜味噌を生産
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品質にこだわり、人々の交流を深める道の駅

彼杵の荘

＜事業者の概要＞

・所在地 ：長崎県東彼杵郡東彼杵町
・運営主体 ：株式会社 彼杵の荘
・取組内容 ：直売所、加工、食堂
・売上高 ：４億5,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：31人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・電話 ：0957-49-3311

○東彼杵町は高速道路のインターチェンジが近くに

あったが観光客が立ち寄るところがなかったため、

平成14年に道の駅を開設。

順調な売り上げだったが、10年目から伸び悩んでき

た。

また、お客様から軽食コーナーを広くしてほしいとい

う要望があった。

それを受け、平成26年に売り場を増築するとともに、

食堂を新設した。

○売り場の増設等について、建物が行政のものであ

るため、すぐに取り組めなかった

→増設の目的や効果について、資料を作成し、関係

者に説明を行うことで、町の理解を得て予算化され

事業を進めることができた。

○売上高

２億5,000万円（H14)→４億5,000万円（H26)

○出荷者数

80人（H14)→280人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

18人（H14）→31人（H26）

○竹の堆肥（彼杵の荘で取り組んだもの）を使っ

た農産物の販売。

○品質のよい農産物の販売。

○高齢者が増えてきているので、こちらから集荷

することも検討。

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】

彼杵の荘外観

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

加工部門
年５回学習会等を開催

みかん・つけものは部会
を発足

消費者のために社員・出荷者を大切にしていきたい！
消費者

来場

彼杵の荘

選び方のアドバイス

東彼杵町物産協会（お茶・鍛冶屋・つけもの・くじらや）

月１回のイベントによる集客連携

写真１ 写真２

お茶など、それぞれコー
ナーごとに売り場を設置

食堂

弁当（配達にも対応） くじらを使ったメニュー
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自社で生産した卵を核とした
年間１１０万人が訪れる次世代型道の駅

コッコファームたまご庵

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 熊本県菊池市
・運営主体 ： (株)コッコファーム

(生産者)
・取組内容 ：直売所、加工、レストラン等
・売上高 ： 25億4,000万円(H26)
・雇用者数 ： 165人（臨時雇用含む)(H26)
・ＵＲＬ ： http://cocco-farm.co.jp/

○「産みたての卵を直接お客様に届けたい」との思いか

ら400羽の養鶏を開始。

○養鶏数を増やすとともに、直売所、レストラン等の事業

を拡大。

○「都市と農村の交流」、「農業の未来」、「地域の未来」、

「環境の未来」の４つのテーマを全国へ発信したいとの

思いから、平成23年に現在のたまご庵(物産館、レスト

ラン等からなる複合施設)をオープン。

○地域の農産物を出荷してもらうために、地元生産者と

の信頼関係の構築

→地域生産者の具体的な所得向上に寄与させていただく

ために、物産館を売場として活用していただいている。

○リピーターの確保

→ポイント付きメンバーズカードの発行やＤＭ発送等によ

る情報発信に努め、リピート客を確保。

○ 来場者数

２～３人／日（H11)→110万人（H26)

○ 出荷者数

０人（H11)→250人（H26)

○ 雇用者数（臨時雇用含む）

40人（H11）→165人（H26）

○ 地元への安定的な雇用の創出、地元農産物

の直売場所の提供等により農業所得の向上

に大きく貢献。

○平成25年度６次産業化優良事例表彰「食料産

業局長賞受賞」

○ 都市と農村の垣根を越えた「行ってみたい街、

住んでみたい街」の魅力を情報発信する。

○ 地域と共生し、地域と一体となったまち作りを

行い、コッコファームの存在感を更に高める。

○○○

【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】

●●●

写真１ 写真２

食品加工
卵

バナナ館

地元農家
(２５０名)

直売所（物産館）

産みたてのおいしい卵を多くの人に味わって欲しい！

消費者

来場

お客様情報をデータ
ベース化（メンバーズ
カード発行）定期的に
DMを発送コッコファーム

野菜・花等

鶏卵、鶏肉

養鶏
８万５千羽
卵：７万個／日

レストラン（たまご庵）

鶏糞

惣菜

野菜

卵

株式会社 コッコファーム
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地域の持つ自然、景観、歴史、文化を多くの人に伝える
田園空間博物館

道の駅阿蘇

＜事業者の概要＞

・所在地 ：熊本県阿蘇市黒川1440－１
・運営主体 ：ＮＰＯ法人ＡＳＯ田園空間博物館
・取組内容 ：直売所、総合案内所等
・売上高 ：５億２千万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：23人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.aso-denku.jp/michinoeki/

○地域全体を 「屋根のない博物館」として案内所からス

タートして、地元の特産品を販売していくようになった。

○総合案内所において、外国人観光者向けに、英語で

対応出来るスタッフに加え、中国語、フランス語、土

日祝日はバングラデシュ語の出来るスタッフが常駐。

○ＡＳＯプレミアムコーナーにおいて、阿蘇にこだわって

できた新製品などの細やかな情報を「特産品コンシェ

ルジュ」が試食を提供しながら紹介。

○地元の産品を中心に小規模事業者が出品するため、

開発力がなく商品の更新ができなかった。

→公募にて一般企業での商品開発経験者を雇用し、出

展者への指導や情報交換、新製品開発助成、研修

会等を通じて、出展者のレベルアップと新製品開発

促進を図っている。 お客様の評価を基に毎年２つの

商品に「新製品大賞」を授与し、人気商品を生み出し

ている。

○売上高

1億６千万円（H20)→５億２千万円（H26)

○出荷者数

50人（H20)→300人（H25)

○雇用者数（臨時雇用含む）

14人（H20）→23人（H25）

○平成25年度の来館者数は、970,072人（うち

外国人2,433人）年々増加傾向にある。

○研究会制度を導入し、農家・加工所・製粉会社

等連携の上６次産業化を推進し、プレミアム

コーナー等で商品のPRを行っていく。

○熊本県が主催する「里モンプロジェクト」を活用

し放棄圃場の再生や特産品開発の取組を行っ

ていく。

○地元の高校と連携し、学生が作った農作物加

工品等のPR販売を行っていく。

○○○

【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】

外国人観光客への対応

バイヤー等

出展者 直売所

農作物・
加工食品等
の出荷

総合案内所

阿蘇の特産品の情報発信を通じて、地域経済の活性化に貢献！
消費者

商品のPR

来場

道の駅「阿蘇」ASO田園空間博物館

新製品などの細やかな情
報を特産品コンシェル
ジュが紹介

出展者協議会、新製品開発、地元高校との取組、フェア・PR販売の実施、栗の放棄圃場の再生・特産品開発

399の個人・団体・企業から商品を出展

写真１ 写真２

・特産品プレミアムコーナー
・特産品コンシェルジュ案内

施設の維持管理

英語で対応出来るスタッフ
が常駐し、観光案内等を
実施

・景観の維持
・施設の充実

プレミアムコーナー
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特産品であるメロンを核として、
安全・安心な環境に配慮した農産物を販売

道の駅七城メロンドーム

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 熊本県菊池市
・運営主体 ： (有)七城町特産品センター

(第３セクター)
・取組内容 ：直売所、加工、レストラン
・売上高 ： 11.8億円(H26)
・雇用者数 ： 55人(臨時雇用含む)(H26)
・ＵＲＬ http://www.melondome.co.jp/

○消費者ニーズを把握し地域ブランドを確立することに

より、新たな農産物の販路拡大を目指し、平成７年に

第３セクター方式により、特産品のメロンを核とする

七城町特産品センターをオープン。

○平成10年12月に久留米店(福岡県)をオープン。

○平成11年８月に道の駅となり、施設内に農産物加工

施設、メロン選果場を設置。

○農産物の品質向上、ブランド力強化。

→メロンでは、施設内の選果場に光センサーを導入し、糖

度、熟度、水浸度等を測定し規格、サイズ毎に選果。青

果用は糖度14％以上に限定。

→他農産物では、出荷生産者は協議会に入会し、部会毎

の細やかな規程(申し合わせ事項)に沿った生産を実施。

化石サンゴカルシウム肥料を使用した安心・安全で環

境に優しい生産が特徴。

○売上高

３．８億円（H7)→11.8億円（H26)

○出荷者数

60人（H7)→270人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

20人（H7）→55人（H26）

○雇用の創出、農業所得の向上に大きく貢献、

出荷協定の締結・実践より安定出荷体制が確

立し、担い手農家や生産組織の育成が図られ

た。

○ 出荷生産者の増加を図る。

○ 現在のゼリー、ジャム、ジュース、米粉麺等の

加工品に加え、新たにピクルス等の新商品の

販売を予定。

特産品メロンを模した特徴のある外観
【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】

メロンドーム
久留米店

協議会会員
２７０名

品質向上とブランド力強化に注力。
消費者ニーズを農家へフィードバック。

七城メロンドームの農産物を
他県支店で販売。

菊池市第３セクター連絡協議会

連携

写真１

直売所の様子

七城メロンドーム

選果場・加工場 直売所 レストラン農作物の出荷

・くまもとグリーン農業認定農業者

・化石サンゴカルシウム肥料使用

・施設内に、ガラスごしに見
れるメロン選果場を設置。
・糖度14％以上の物が店
頭販売される。

・こだわり農法による
安全・安心・新鮮な農
産物を販売。

・特A米の評価を受ける

「七城米」と地元野菜を
使用。

インショップ
県内３店舗
県外２店舗

県内外のインショップで販売。
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清川にしかない安全な食、こころを全国･世界へ伝える
～農と福祉、身土不二、農と文化の継承を目指し～

有限会社 清川ふるさと物産館 夢市場

＜事業者の概要＞

・所在地 ：大分県豊後大野市清川町砂田１５７４番地
・運営主体 ：有限会社 清川ふるさと物産館 夢市場
・取組内容 ：農産物、加工品の委託販売、移動販売
・売上高 ：３億4,500万円（H26）
・雇用者数 ：18人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.mitinoeki-kiyokawa.com/

○平成２年に清川村(当時)が、特産品のクリーンピーチ

（もも）直売所として物産センターを開設。

○平成13年に道の駅きよかわへ移転し、清川村ふるさと

物産館「夢市場」としてオープン。

○地元の特産品・食文化（酒まんじゅう、もち、こんにゃく）

を継承するため、２か所の加工所設置。

○平成21年に生産量確保のために直営農場（平成26年

コープおおいたとの共同出資で(株)夢ファームおおいた

へ）を開設。

○平成25年からは地域の高齢者福祉を目的に、生活用

品を含めた移動販売を開始。

○売り上げが伸びる反面、農家の高齢化で生産量・出荷

量が減少

→直営農場を開設し、後継者育成と生産量確保。

→「身土不二学校」を開設し、新規就農者育成と農業技術

の向上を図っている。

○売上高

2,800万円（Ｈ２）→３億4,500万円（H26)

○出荷者

清川地域の農家

○雇用者数（臨時雇用含む）

18人（H26）、 直営農場５人

○来客数 3,000～4,000人／日

○安心・安全な農産物販売でリピーターが定着

○農家所得の向上と地域活性化実現

○高齢農家へは収穫作業受託や出張集荷を

行って、支援していく

○貸し農園開設で農業体験

○福祉的役割を担う

【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】

【取組の効果】

農産物出荷
農家

○農産物、加工品の委託販売
○貸し農園と農業指導
○直営農場経営

農作物出荷
販売委託

地域の農家の所得向上、生活支援と都市との交流

清川ふるさと物産館 夢市場

高齢者世帯

夢市場外観

集荷

加工所
酒まんじゅう
ももゼリー

【今後の展望】

直売所の地域農産物

地元特産の
ももジュース

日用品、 食材の移動販売

コープおおいた

共同出資農産物出荷

(株)夢ﾌｧｰ
ﾑおおいた

（後継者育
成）発展的移行

農産物
出荷

出荷

加工所の原料は地元産を中心
に一部他県産も使用している
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生産者・市・ＪＡが一体となった
地域の農林水産業・６次産業の情報発信の基地

JAおおいた直売所オアシス「春夏秋冬（ひととせ）」

＜事業者の概要＞

・所在地 ：大分県中津市大字加来814番地
・運営主体 ：JAおおいた中津事業部
・取組内容 ：農林水産物、加工品の委託販売
・雇用者数 ：25人（テナント除く）（臨時雇用含む）

（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.jaoita.net/

○平成15年に自治区や農業団体等から道の駅施設整

備の要望があがり、中津市が平成22年に道の駅なか

つの建設を決定。直売所はＪＡが事業主体となり、平

成26年４月に直売所オープン。

○直売所商品のほとんどが委託販売。

○農産物のほか、市内６次産業者の商品の発表・販売

の場としても活用。

○道の駅なかつには、レストラン、観光情報発信基地と

しての情報休憩室や遺跡公園も併設。

○林水産物も連携して委託販売。

○幹線道路沿いであり、土日・連休には県内外からの

来場者が多く、駐車場待ちが発生

→新たな駐車場設置。

○品揃えの確保をいかにしていくか

→JA直売所生産部会と一体となり、生産者への集荷を

進めた。

○出荷者

ＪＡ組合員、6次産業者41業者（Ｈ26)

○委託販売する農産物（野菜・果樹・花卉）直売

品のうち中津産の割合が83％を占めている。

（平成27年9月末）

○雇用者数（臨時雇用含む） 25人（H26）

○平成26年度はレジ通過者が55万人で、開設１

年４か月後の平成27年8月には来場者100万人

(推計)を突破。

○県内外からリピーターの来場者が増加中。

○年間を通じた旬の農産物の確保と農家支援を

するために、農産物集荷拠点を増やし、高齢

農家も出荷可能な体制を作る。

○新たな推奨品制度を導入し、６次産業推奨品

にはシールを貼付してＰＲ。

中津産野菜

【取り組むに至った経緯】

【生じた課題と対応方法】

【取組の効果】

ＪＡ組合員
農家

ＪＡおおいた直売所
オアシス春夏秋冬（ひととせ）

農作物出荷
販売委託

レストラン
地場産

農産物利用

中津地域の農林水産物、６次産業事業者の情報発信！

道の駅なかつ

ＪＦ中津支店 女性部

水産物加工品販売委託連携

写真１
６次産業商品写真

２

ＪＡから集荷

ＪＡ組合員

高齢・小規模
農家

【ＪＡおおいた中津事業部】

直売所オアシス「春夏秋冬」外観

【今後の展望】

六次産業ロゴ（中津市ＨＰより引用）
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よりおいしく、より安全で、より健康な農畜産物を生産
自然生態系農業にこだわった農産物直売所

綾手づくりほんものセンター

＜事業者の概要＞

・所在地 ：宮崎県東諸県郡綾町
・運営主体 ：綾町商工振興会(指定管理者）
・取組内容 ：直売所（農産物・畜産物・加工品 等）
・売上高 ：３億1,400万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：８人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.miya-

shoko.or.jp/aya/guidance.html

○行政が町民の健康作りのために安全な食べ物を生

産することを奨励し、家庭菜園運動を実施。

並行して畜産廃棄物（養豚業での排泄物）を肥料とし

て使用。

環境保全にも貢献。

○綾町が昭和63年、全国初の「自然生態系農業の推

進に関する条例」を制定。その条例に基づき町民が

町内で生産した農産物等を販売する目的で平成元年

６月に直売所を開設。

○町の認証を受けた農産物の販売と消費者ニーズに

応えた販売

→町の自然生態系農業に関する条例に沿って生産され

た農産物の安定供給体制（作付け）を確立し、四季

折々の産物をいち早く品揃えして消費者ニーズに応

える。

○売上高

1億4,800万円(H4)→3億1,400万円(H26)

○出荷者数

290人（H4)→420人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

５人（H４）→８人（H26）

○町外からの買物客が全体の９割を占め、地域

の活性化に大きく貢献。

○新作物の導入や販売アイテムを増やすことに

より、集客率を増加させ、直売所を活性化。

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（外観）

出荷登録農家

直売所

農畜産物
等の出荷

町内で生産又は加
工されたものに限定

綾町自然生態系農業認定制度の栽培基準に従って生産された農産物 消費者

来場

綾手作りほんものセンター

条例によって生産された
安全な農畜産物の提供

各種イベント主催者

イベント開催による集客連携

写真１ 写真２

綾町

綾町商工振興会へ指定
管理者として委託
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地産地消による生産者と消費者の顔の見える「ふれあい交
流の場」-新鮮・安心・安定の直売所-

ＪＡこばやし「百笑村（小林店）」

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 宮崎県小林市
・運営主体 ： ＪＡこばやし
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ２億4,800万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 10人（臨時・パート含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http//kobayashi.ja-miyazaki.jp

○ＪＡこばやしにおいて、管内（小林市及び高原町）で生

産された新鮮で安全・安心な農産物や加工品を消費

者に安定的に供給すると共に、生産農家の高齢化等

により低迷する地域の活性化を図るため、直売所を

設置。

○地産地消による生産者と消費者の皆さんとの「ふれ

あい交流の場」づくりを行い、併せて、産地直送の発

信基地として位置付けを行うこととした。

○収穫時期による出荷商品の偏り

→作付指導により出荷商品の偏りを減らし、消費者

ニーズに応える。

○生産農家の高齢化

→会員の拡大を図るため、会員の掘り起しを行った。

○売上高

1億1,600万円（H17)→2億4,800万円（H26)

○出荷者数

191人（H17)→325人（H26)

○雇用者数（臨時・パート含む）

６人（H17）→10人（H26）

○野菜の消費拡大を図るため、新鮮野菜を使っ

た創作料理を紹介するコーナーを新たに設置

することとしたい。

〇消費者からの要望や廃棄野菜を減らすため、

惣菜や弁当などを始めていきたい。

新鮮な野菜等が並
べられた店内

【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『百笑村』

出荷登録農家

農産物や加工品の出荷

出荷登録農家の勉強会
や関係機関からのポジ
ティブリストの定期的な
周知

直売所

地産地消による生産者と消費者の皆さんの顔の見える
「ふれあい交流の場」の創造！

百笑村（小林店）

各種イベント主催者

３月の「謝恩祭」や１１月の「百笑村収穫祭」等イベントの開催による集客連携

百笑村（宮
崎市大塚店）

消費者

来場

新鮮で安心・安全な農産
物等の安定的な供給

インショップ３店
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価値工学（ＶＥ）を取り込んだ
利用者目線でのサービスエリア的道の駅を目指して！

道の駅北川はゆま

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 宮崎県延岡市（東九州道北川I.Cより0分）
・運営主体 ： 株式会社北川はゆま

（延岡市・農協等）
・取組内容 ： 直売所、レストラン、菓子製造
・売上高 ： ２億９千万円（H26）
・雇用者数 ： 35人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： www.kitagawa-hayuma.jp

○東九州道大分～宮崎市間全線開通をきっかけに

地域の拠点となる道の駅の開設を決定。

○直売所で他県産の農産物が売られているなど、

何を目指す道の駅なのかコンセプトが整理されて

いない。

→価値工学（VE）手法を用い、あるべき姿（基本機

能）の明確化、あるべきサービス（機能本位）の追

求を実施。地元ならではの加工品や、地元の高校

調理科とコラボによる商品開発により、観光客に

わかり易い道の駅となった。

○売上高

１億5,200円（H23)→４億円（H27見込)

○雇用者数（臨時雇用含む）

18人（H23）→32人（H27）

○地元高校からの新卒採用開始

H26：1名、H27：2名、H28：2名（予定）

〇地元自治体の個人・法人の売上率が向上

〇地元商材を使ったオリジナル産品が大幅増加

○平成27年中にものづくり補助金を使った「（仮）

はゆまベーカリー」「 （仮）はゆま蕎麦工房」を

オープン。

○関係機関と連携し「手狭な駐車場」「手狭な建

物」拡張。

地元産生姜
と地元地

ビール会社
とコラボ商品

【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】

年間３万個！地
元高校との

コラボにて誕生
「のべがくプリン」

写真１

史実！
を活かした
ご当地蕎麦

県内客

出荷登録農家

直売所

農作物の出荷

お土産
はゆまベーカリー

想い出に残るサービスエリア的道の駅を目指す
「誰のため」「何のため」を徹底追及！ 県外観光客

来客

道の駅北川はゆま

宮崎・延岡の
想い出創りを演出

「西郷さん献上蕎麦」事業連携体

地元蕎麦農家との連携

山間部の地形を活かした、

樒・榊・柑橘類を中心に据
えた展開

レストラン

宮崎産・延岡産の原材料
を活かし、当駅オリジナル
の商品開発を推進

延岡発祥チキン南蛮、
原木椎茸カレー、

自家製麺蕎麦を活かした
メニュー展開

自社蕎麦工房地元高校・地元企業

オリジナル商品開発
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生産者が丹精込めて育てた安心・安全の農作物や畜産加
工品・農産加工品等を直接消費者へお届けします。

やごろう農土家市（のどかいち）

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 鹿児島県 曽於市
・運営主体 ： （株）やごろう農土家市
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ３億４，６００万円（H26）
・雇用者数 ： １４名（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.nodoka-1.jp

○地域の高齢者が栽培する農産物を販売することによ

り、高齢者に生き甲斐を見つけてもらい、地域活性化

につなげたいとの思いで、平成13年度に直売所を設

置。

○地域密着型の販売施設、ここに来れば一通りの新鮮

食材が揃う店作り。

○農業後継者の取組発表の場を提供。

○売上高

1億1,000万円（H13)→3億4,600万円（H26)

○出荷者数

70人（H13)→152人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

６名（H13）→14名（H26）

○地場農産物の普及、生産増加や地域農業の

発展・振興に大きく貢献。

○農業後継者の意欲向上。

○地域密着型店舗を基本に、新鮮さと価格のバ

ランスを図り、出荷者の経済的向上、地域の

活性化を進める。

直売所内の様子

【取り組むに至った経緯】

○地元の新鮮で安心して食べられる質の高い農産物を

入荷していたが、地域の来場者から地元では生産し

ていない農産物の要望があった。

→離れた地域（伊仙町、福岡県うきは市）と連携し、相

互の旬の特産物を販売し、品揃えの充実を図った。

食育等の独自勉強会を実施。

【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

学校給食等出荷登録農家 直売所

農作物
の出荷

独自の勉強会を実施
（食育、加工、生産履歴）

新鮮なうちに消費者に届ける！
消費者と生産者の情報交換の場を提供。

消費者

各団体への直接販売

来場やごろう農土家市

調理法等を生産者が
アドバイス

各種イベント主催者

イベントの開催による集客連携

肉類、肉加工品については、入店販売。水産物については、契約入荷

離れた地域の直売所

特産物の相互販売

福祉協議会

飲食店

連携
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新鮮・安全・安心をモットーに生鮮食品の提供に努め、来
館者のニーズに応えた施設づくりをめざす。

江口蓬莱（ほうらい）館

＜事業者の概要＞

・所在地 ：鹿児島県日置市東市来町伊作田
・運営主体 ：江口漁業協同組合
・取組内容 ：直売所・加工・レストラン
・売上高 ：10億3,500万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：62人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://wwwj-bee.com/eguchihourai/

○水揚げされるチリメン・魚介類などが大量に獲れる

度に値下がりを繰り返していた。昭和60年代に漁協

が、入札（１次産業）に参加することによって漁家の

安定と組合員の所得向上、しいては組合経営の安

定を図った。

○漁協直売所で仕入（１次産業）、加工（２次産業）、

直販（３次産業）を一貫して行うことで安定的な運営

となり、これを基に、平成15年に現在の大型店へ移

行するに至った。

○魚価の安定と底上げを図るために大量に仕入れた

魚の販売先の確保

→直売所での販売以外の売り先の開拓、未利用魚

種の加工、常に新たな商品開発を行った。

○地元の鮮魚と野菜を使った商品開発。

○遠隔地等、農産物の共同出荷者からの受け入

れ及び海産物等の販売。

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】

江口蓬莱館外観

飲食店

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

加工部門

チリメン・鮮魚の買い支え

新鮮・安全・安心な生鮮食品の提供
利用者と広く交流し農林水産業の地域活性化

消費者

海産物等の納入

来場

江口蓬莱館

旬の魚の選び方・調理方
法のアドバイス

漁協

イベントの開催連携

魚の解体ショー
試食販売、食育
料理教室

レストラン

漁協からの仕
入買付

魚介類の安定供給
魚食の普及、消費拡大

学校給食等

○売上高

７億2,800万円（H15）→10億3,500万円（H26）

○出荷者数

127人（H15）→352人（H26）

○雇用者数（臨時雇用含む）

50人（H15）→62人（H26）

○水産物小規模市場での買い支えや魚介類の付

加価値化（雑魚と言われる種の商品化）による

漁協経営の安定

○魚食の普及、消費拡大による雇用の拡大と地

域の活性化
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桜島の鼓動と大地のもとで、季節のめぐみをあつめました

道の駅「桜島」火の島めぐみ館

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 鹿児島県 鹿児島市
・運営主体 ： 桜島農産物直売施設利用組合
・取組内容 ： 直売所、レストラン
・売上高 ： １億9,529万円（H26）
・雇用者数 ： 15人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.megumikan.jp/

○桜島の農家の生産意欲と所得を向上させ、農業振興

の推進、また、農業後継者の育成と地域活性化を図

ることを目的として、平成12年8月にオープン。

○幅広い客層・観光客への対応、商品の品揃え、桜島な

らではの農産物・加工品の展示販売を行っている。

○組合員の高齢化に伴う出荷物の減少

→組合員からの連絡を受け、家庭集荷の取組を開始。

（出荷物はあるが、高齢または、どうしても館まで

商品を持って行けないとの連絡を受け、有償であ

るが、農産物等の集荷を行っている。）

○桜島と地元農産物や商品を熟知した販売者

育成による情報提供の実施。

○桜島小みかん、桜島大根、椿油等を活かし

た農産物加工所との協力のもと、桜島にし

かない商品の開発販売。

直売所外観

【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

出荷登録農家

直売所

農作物の出荷

レストラン

生産履歴による
食品チェック

桜島産農産物の生産から販売・加工まで一貫した取組！

消費者

地元桜島で採れた農産
物の納入

来場道の駅「桜島」火の島 めぐみ館

販売者による魅力的
な情報

各種イベント主催者

季節の農産物と桜島、錦江湾を活かしたイベントとの相乗効
果による販売

連携

○売上高

１億3,285万円（H13)→１億9,529万円（H26)

○出荷者数

73人（H13)→170人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

14人（H13）→15人（H26）

○桜島産農産物の販売、また、生産から加工販

売と一貫した取組による商品アピール。

また、従業員全員桜島出身者と雇用の創出、

農業振興発展に貢献。

有償による
巡回集荷
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女性パワーで消費者へ地場産の農産物、加工品、料理を
供給・地域活性化を図る

今帰仁の駅「そ～れ」

＜事業者の概要＞

・所在地 ：沖縄県今帰仁村
・運営主体 ：（有）そーれの会
・取組内容 ：直売所、加工、レストラン
・売上高 ：8,400万円（H26）
・雇用者数 ：16人（すべて女性・臨時雇用含む）（H26）
・電話 ： 0980-56-4940

ナーベーラー（へちま）

○女性パワーで消費者へ地場産の農産物、加工品、

料理を供給し、地域の活性化を図るため、平成９年

に直売所を整備。

【取り組むに至った経緯】

○生産者の高齢化による不安定な出荷への対応

→生産者と直売所、生産者同士で情報交換を常時実施。

○地場産物を使用したメニュー開発

→地場産の野菜を使い、健康を考えた手作り弁当や

オードブル等のメニュー開発をみんなで相談・勉強会

を開催。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○生産者と直売所、生産者同士での情報交換

による農産物の安定供給。

○地場産農産物を活用したメニューを提供す

るため、レストランの後継者の育成を図る。

【今後の展望】

○売上高

500万円（H9)→8,400万円（H26)

○出荷者数

100人（H9)→700人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

６人（H9）→16人（H26）

【取組の効果】

直売所内の様子

学校給食等

出荷登録農家 直売所

農作物
の出荷

生産者と直売所、生産
者同士で情報交換を常
時実施

女性パワーで消費者へ地場産の農産物、加工品、料理を供給
→地域活性化！

消費者

地場産農産物の納入

来場

今帰仁の駅「そ ～ れ」

地場産農産物、加工品、
料理をPR

写真２

・感謝祭を開催（ゴールデンウィーク）し、地場産農産物、加工品、料理をPR。
・食育の取組として、子供たちが直売所を訪れ、地場産農産物について学習。

レストラン

加工販売施設
・マンゴージャム
・漬け物 等
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観光客、県内の消費者へ地場産の農産物等を安定供給・
一次産業の活性化を図る

おんなの駅「なかゆくい市場」

＜事業者の概要＞

・所在地 ：沖縄県恩納村
・運営主体 ：（株）ONNA
・取組内容 ：直売所、加工、レストラン等
・売上高 ：２億円（H26）
・雇用者数 ：100人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://onnanoeki.com

○観光客、県内の消費者へ地場産の農産物等を

供給することにより、一次産業の活性化を図るた

め、平成16年に直売所を整備。

○生産者の高齢化による不安定な出荷、品質低下

への対応

→恩納村のアドバイザー（元普及指導員）による生

産者への勉強会を開催。また、おんなの駅職員に

よる集荷を実施。

○売上高

2,000万円（H16)→２億円（H26)

○出荷者数

38人（H16)→600人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

35人（H16）→100人（H26）

○栽培指導等による計画生産、安定供給。

○地場産農産物を活用した加工品の開発によ

る観光ホテル等への販路開拓。

シークヮーサー

【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】

直売所内の様子

学校給食等

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

JAが中心となって品目・
品質の勉強会を開催

観光客、県内の消費者へ地場産の農産物等を安定供給・一次産業の活
性化！

消費者

地場産農産物等の納入

来場

なかゆくい市場

地場産農産物等をPR

写真１ 写真２

・収穫祭等のイベントを常に開催し、地場産農産物をPR。
・品評会（すぐりむん品評会）を年２回（２月、６月）開催。

・食育の取組として、生産者が恩納村特産のパッションフルーツを小学生、給食関係者へ
供給し、栽培等を紹介。

レストラン

加工販売施設
・総菜
・スイーツ 等
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地場産農畜産物の消費者への安定供給・農家所得の
向上を図る

ファーマーズマーケットいとまん「うまんちゅ市場」

＜事業者の概要＞

・所在地 ：沖縄県糸満市
・運営主体 ：JAおきなわ糸満支店
・取組内容 ：直売所
・売上高 ：14億8,000万円（H26）
・雇用者数 ：54人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.ja-okinawa.or.jp/fm/market/

島野菜・ハンダマ

○平成４年にJA糸満の４支店を合併。平成14年に合

併10年目の節目として新たな取組を検討し、地場

産農畜産物の消費者への安定供給、農家所得の

向上を目指し、ファーマーズマーケットを開設。

【取り組むに至った経緯】

○夏場の品薄への対応

→新たな品目の拡大（島野菜：ハンダマ、カラシナ

等）に向けて、普及センター、沖縄県農業研究セン

ターと連携し、講習会を実施。また、JAの補助で簡

易パイプハウスの整備を支援。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○生産の拡大。

○地場産農畜産物を活用した加工品の開発。

【今後の展望】

○売上高

6,000万円（H14)→14億8,000万円（H26)

○出荷者数

300人（H14)→1,300人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

15人（H14）→54人（H26）

【取組の効果】

直売所内の様子

学校給食等

出荷登録農家 直売所

農作物
の出荷

JAが中心となって品目・
品質の勉強会を開催

地場産農畜産物の消費者への安定供給・農家所得の向上！
消費者

地場産農畜産物の納入

来場

うまんちゅ市場

地場産農畜産物をPR

写真１ 写真２

・うまんちゅ祭り（４月）、周年祭（11月）を開催し、地場産農畜産物をPR。
・毎月19日の食育の日に、調理法・レシピを紹介。
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