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○ 掲載情報は編集時点のものです。常に最新のものとは限らないこと

をご了承ください。 

○ それぞれの事例は、事業者様のご好意により掲載させていただいて

おります。掲載事業者様へのお問い合わせや視察等をお考えの際は、

各事業者様の活動の妨げとならないよう、ご配慮願います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この事例集は、農林水産物直売所について、各地域

の特徴的な取組を抜粋して、平成 28年１月時点で取

りまとめたものです。 

今後さらに、事例収集、情報の更新に努めてまいり

ます。 

利用上の留意点 

【お問い合わせ先】 

農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課 

担 当：国産消費企画班 

ＴＥＬ：０３－６７４４－２３５２ 



北海道

取組名 取組主体 都道府県 頁

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

恵庭農畜産物直売所
「かのな」

北海道 1

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

絵本の里けんぶち　Ｖ
ＩＶＡマルシェ

北海道 2

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

八紘学園農産物直売所 北海道 3

東北

取組名 取組主体 都道府県 頁

農家所得の向上と地域の活性化〝サンフェスタ〟を目指す女性
が活躍する小さな道の駅

道の駅ひろさき　サン
フェスタいしかわ

青森県 4

地域の安全な農産物等の販売拠点として
品質にこだわる多彩な地元産野菜・加工品の販売

ＪＡつがる弘前　アグ
リマーケット「四季彩
館」

青森県 5

「見る、収穫する、食べる、ふれあう」がテーマ
お年寄りや障がいのある方にも優しい観光農園

観光農園　アグリの里
おいらせ

青森県 6

「地産地食」を理念に消費者とともに歩む直売所 株式会社産直とわだ 青森県 7

障がい者へ雇用契約に基づく就労の機会を提供
地産地消を推進する地域に根ざした支援施設

あすなろ園あすなろ屋
羽場店

岩手県 8

ゆうき（有機・勇気）の里づくり運動の拠点
「一人一芸の里」岩手県洋野町大野にある直売所

農産物直売所ゆうきセ
ンター

岩手県 9

地産地消・安全安心をモットーに
作る人、食べる人、いつも笑顔で手と手をつなぐ
明るく楽しい直売所

協同組合産直センター
ひがしやま　季節館

岩手県 10

ＪＡ仙台の地産地消推進の情報発信と
農業所得向上を目指す地域農家の販売拠点

ＪＡ仙台農産物直売所
たなばたけ高砂店

宮城県 11

消費者との関係作りを大切に
固定客を増やし売上拡大を目指す！

元気くん市場仙台店
ＪＡみどりのファー
マーズマーケット

宮城県 12

目次（地域別）
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年間200回ものイベントを開催し、安全・安心な農産物の
提供と地元の消費者との関係作りを大切にする販売拠点

道の駅上品の郷　農産
物直売所「ひたかみ」

宮城県 13

秋田県内のうまいものが揃う、食べ物百貨店「潟の店」
～肥沃な大地の恵みを一杯に吸い込んだ新鮮野菜～

道の駅おおがた　産直
センター「潟の店」

秋田県 14

農業・加工体験が出来る、女性だけで運営する
「陽気な母さんの店」

陽気な母さんの店株式
会社

秋田県 15

地域の農産物がなんでも揃い
地域住民が集まる安らぎの場所

まめでらが～道の駅十
文字

秋田県 16

地元果物・野菜の販売に力を
農家所得の向上による地域活性化を目指す！

ファーマーズマーケッ
トよってけポポラ

山形県 17

地域を１つの農場とし地域連携で行う「どりいむ構想」が源
に！地元の食文化がお店を支える

白鷹産直市場　どりい
む農園直売所

山形県 18

地域を守り、ともに育つ
防災機能を備えた「味」「恵み」「健康」の総合拠点

え～こや八福神 山形県 19

地域の地魚（加工食品）にこだわった
地元漁協女性部が中心に運営する直売所

道の駅鳥海ふらっと元
気な浜店

山形県 20

消費者から信頼される農産物の生産へ
「食べて健康になる」にこだわる複合販売施設

みりょく満点物語（棚
倉）

福島県 21

農業･商業・工業・医療・観光の連携による
地域活性化の場「みんなのはたけんぼ」

ＪＡすかがわ岩瀬
ファーマーズマーケッ
ト　はたけんぼ

福島県 22

四季折々の新鮮な旬の味わいと「安全安心」を地域の皆様に提
供「めざせ、風評払拭！」

ＪＡ伊達みらい　みら
い百彩館「んめ～べ」

福島県 23

「まめで達者な村づくり」を目指した拠点施設
地元の大豆にこだわった加工品で村を元気に！

手・まめ・館 福島県 24

関東

取組名 取組主体 都道府県 頁

農業者の自己主張・自己責任の舞台
本物の農産物を適正価格で提供する直売施設

みずほの村市場 茨城県 25

土のよろこびを人のよろこびへ
「食は命」地域の食と農を守って行きます！

ポケットファームどき
どき茨城町店

茨城県 26

地域の特産品であるメロンの品質にこだわる直売所 サングリーン旭 茨城県 27
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地域の農家が元気になることで地域も元気に！
地場生産物にこだわり、加工品も充実した直売所

北の郷農産物直売所 栃木県 28

地域住民による地域のための拠点へ
地場生産農産物を活用した直売所経営

きらり佐久山農産物直
売所

栃木県 29

品質にこだわる直売所を中心に、地域に信頼され、地域に役立
ち、ふれあいと安らぎの場を提供する複合販売施設

ららん藤岡　アグリプ
ラザ藤岡

群馬県 30

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

川場田園プラザ
ファーマーズマーケッ
ト

群馬県 31

つつじの里の健康野菜
鮮度抜群な野菜・果物を生産者の思いと共に

邑楽館林農業協同組合
農産物直売所　ぽんぽ
こ

群馬県 32

自社工場で生産した豚の堆肥を活用した循環型農業
お客様の食と健康を考える！

サイボクハム　楽農ひ
ろば

埼玉県 33

生産者の顔が見える農産物直売所
花木と野菜のふるさと、ＪＡ花園。

　　 埼玉県 34

生産者もスタッフも買って支える
お客さま、生産者、スタッフ、全員で作り上げた直売所

ＪＡ南彩　菖蒲グリー
ンセンター

埼玉県 35

四季を通して採れたての味を食卓に！
今採り農産物直売所
かしわで

千葉県 36

地域の高齢者に「働く楽しさと懐にうるおいを！」
匝瑳市の食材で安心・安全・新鮮を食べて！

ふれあいパーク八日市
場

千葉県 37

都市と農村のかけはし
－地元産の優良・安全・安心な作り手が見える直売所－

鴨川市総合交流ターミ
ナル　みんなみの里

千葉県 38

何でも売れるわけではないが、売る楽しみがある。
ファーマーズセンターの売り場作りを通じた地産地消の推進

ファーマーズセンター
みのーれ立川

東京都 39

「Pride of HACHIOJI」
農家が作ったトマトゼリー販売！

道の駅八王子滝山 東京都 40

都市農業の特性を活かした情報発信基地
～消費者との共生を図る農産物直売所～

ＪＡよこすか葉山「す
かなごっそ」

神奈川県 41

作り手からあなたへ産地直送！
地元の新鮮な農産物がたくさん詰まったテーマパーク

ＪＡさがみ「わいわい
市（藤沢店）」

神奈川県 42

地域の特産農産物の販売拠点！
果実と新鮮野菜の充実した品揃えと通年販売

ＪＡフルーツ山梨フ
ルーツ直売所八幡店

山梨県 43

ＪＡ花園　農産物直売
所
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「農」と「食」の新しい未来が育つ交流空間
採れたて・摘みたて新鮮農産物を四季を通じて提供

四季新鮮収穫広場　た
・から農産物直売所

山梨県 44

巨大なタケノコが目印の山梨県「道の駅」第１号！
山梨の南の玄関口で特産品や新鮮野菜を販売

道の駅とみざわ 山梨県 45

ＩＴを活用した情報提供、生産者GAPの取組等
新たな取り組みに常に挑戦する農産物直売所「あさつゆ」

丸子農産物直売加工セ
ンター　「あさつゆ」

長野県 46

楽しく、お金になり、地域に貢献できる農業を！ 有限会社　たんぽぽ 長野県 47

その日に採れたものをその日のうちに
「新鮮」あふれる直売所を核とした海の見える道の駅

道の駅　潮見坂 静岡県 48

南伊豆の田・畑・海すべての恵みが集い
お客様・出荷者・スタッフ・地域の喜びが集う直売所

南伊豆町農林水産物直
売所　湯の花

静岡県 49

伊豆の美味しいものがまるごと揃う
食のテーマパーク

伊豆・村の駅 静岡県 50

『安心』・『安全』・『新鮮』な地元農産物をご家庭に！！
ＪＡ富士宮ファーマー
ズマーケット「う宮～
な（うみゃ～な）」

静岡県 51

北陸

取組名 取組主体 都道府県 頁

新鮮な地元の農産物を通して、
農家とお客様が出会う直売所

株式会社豊栄わくわく
広場

新潟県 52

あるんです。「おいしい安心、うれしい出会い。」
旬菜交流館　あるるん
畑

地域の交流の場を創出し、
高齢者の知恵を生かした地域の活性化

魚沼園芸　ものずき村

地元農産物にプラスワンアクション
生産、加工、販売を地域ぐるみで

ＪＡみな穂あいさい広
場

富山県 55

新たな集荷のしくみづくりで
富山ならではのとれたて地場もんを多彩に品揃え

地場もん屋総本店 富山県 56

食育ソムリエがお買い物をサポート
生産履歴100％提出の安心野菜

ＪＡ高岡あぐりっち佐
野店

富山県 57

安心、新鮮でスーパーと一味違う
道の駅に併設された農産物直売所

となみ野の郷 富山県 58

新潟県 53

新潟県 54
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安心で美味しい食を提供することで、
多くの人々の心豊かな生活に貢献

六星直売店　むっつぼ
し

地域の拠点として役割と品質にこだわり、
お客様と産直生産者をつなげる架け橋

ＪＡ小松市営農資材セ
ンター（ＪＡあぐり）

石川県 60

地域と四季を織りなす農産物に出会える場所 織姫の里　なかのと

“ツヤツヤ”洗いたての笑顔のような野菜たちと出会える
アグリらんど喜ね舎
愛菜館

福井県 62

地域の人々が集う「食と農」の発信地
永平寺四季食彩館　れ
んげの里

福井県 63

池田町の風土（フード）をアンテナショップ
こっぽい屋からお届けします

こっぽい屋 福井県 64

東海

取組名 取組主体 都道府県 頁

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 岐阜県 65

「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

岐阜県 66

「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

愛知県 67

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

愛知県 68

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

三重県 69

～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

ふれあいの駅うりぼう 三重県 70

近畿

取組名 取組主体 都道府県 頁

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

滋賀県 71

石川県 59

石川県 61
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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）

滋賀県 72

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

滋賀県 73

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 京都府 74

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

京都府 75

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　きちゃりーな

京都府 76

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」

大阪府 77

「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

大阪府 78

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」

大阪府 79

「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）

大阪府 80

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 大阪府 81

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」

兵庫県 82

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 兵庫県 83

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」

兵庫県 84

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 奈良県 85

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

奈良県 86

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 奈良県 87

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

和歌山県 88
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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

和歌山県 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

和歌山県 90

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

和歌山県 91

中国四国

取組名 取組主体 都道府県 頁

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

鳥取県 92

「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

鳥取県 93

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

鳥取県 94

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

鳥取県 95

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 島根県 96

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

島根県 97

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 島根県 98

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 岡山県 99

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

岡山県 100

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 岡山県 101

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

広島県 102

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 広島県 103

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 広島県 104
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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 山口県 105

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 山口県 106

農業者の元気を地域の活性化に！！！
～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

山口県 107

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

徳島県 108

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

徳島県 109

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）

徳島県 110

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

徳島県 111

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

香川県 112

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 香川県 113

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 香川県 114

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

愛媛県 115

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

愛媛県 116

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

愛媛県 117

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 高知県 118

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

高知県 119

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 高知県 120
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九州

取組名 取組主体 都道府県 頁

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

福岡県 121

「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

福岡県 122

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 福岡県 123

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

佐賀県 124

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 佐賀県 125

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 佐賀県 126

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 長崎県 127

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 長崎県 128

品質にこだわり、人々の交流を深める道の駅 彼杵の荘 長崎県 129

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

熊本県 130

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 熊本県 131

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

熊本県 132

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

大分県 133

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）」

大分県 134

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

宮崎県 135

− IX −



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）」

宮崎県 136

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 宮崎県 137

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）

鹿児島県 138

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

鹿児島県 139

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

鹿児島県 140

沖縄

取組名 取組主体 都道府県 頁

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」 沖縄県 141

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」

沖縄県 142

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」

沖縄県 143
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都道府県 取組主体
加工
施設

飲食
施設

体験等
施設
給食

その他 頁

北海道 恵庭農畜産物直売所「かのな」 ○ ○ 1

北海道
絵本の里けんぶち　ＶＩＶＡマル
シェ

○ 移動販売 2

北海道 八紘学園農産物直売所 ○ 3

青森県
道の駅ひろさき　サンフェスタいし
かわ

○ ○ ○ 4

青森県
ＪＡつがる弘前　アグリマーケット
「四季彩館」

5

青森県 観光農園　アグリの里おいらせ ○ ○ ○ ○ 温泉施設 6

青森県 株式会社産直とわだ ○ ○ 体験工房 7

岩手県 あすなろ園あすなろ屋羽場店 ○ ○ ○
給食業務受託、
移動販売

8

岩手県 農産物直売所ゆうきセンター ○ ○
インショップ、
直売所間連携、
民泊体験

9

岩手県
協同組合産直センターひがしやま
季節館

○ ○ ○ 市と災害協定 10

宮城県
ＪＡ仙台農産物直売所たなばたけ高
砂店

○ ○ ○
巡回集荷、直売
所間連携

11

宮城県
元気くん市場仙台店　ＪＡみどりの
ファーマーズマーケット

12

宮城県
道の駅上品の郷　農産物直売所「ひ
たかみ」

○
温泉施設、コン
ビニ

13

秋田県
道の駅おおがた　産直センター「潟
の店」

○ ○ ○ 14

秋田県 陽気な母さんの店株式会社 ○ ○ ○ ○ 直売所間連携 15

参考（取組詳細）
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都道府県 取組主体
加工
施設

飲食
施設

体験等
施設
給食

その他 頁

秋田県 まめでらが～道の駅十文字 ○ ○ 交流ホール 16

山形県
ファーマーズマーケットよってけポ
ポラ

1○ 7

山形県 白鷹産直市場　どりいむ農園直売所 ○ ネット販売 18

山形県 え～こや八福神 ○ 防災拠点 19

山形県 道の駅鳥海ふらっと元気な浜店 ○ 20

福島県 みりょく満点物語（棚倉） ○ ○ ○ ○
研修施設、直売
所間連携

21

福島県
ＪＡすかがわ岩瀬　ファーマーズ
マーケット　はたけんぼ

○ ○ ○ ○ 22

福島県
ＪＡ伊達みらい　みらい百彩館「ん
め～べ」

○ ○ ○ 検査センター 23

福島県 手・まめ・館 ○ ○ ○ ネット販売 24

茨城県 みずほの村市場 ○ ○ 体験農園 25

茨城県 ポケットファームどきどき茨城町店 ○ ○ ○
体験農園、動物
コーナー、バー
ベキュー広場

26

茨城県 サングリーン旭 ○ ○
青果物管理セン
ター、ネット販
売

27

栃木県 北の郷農産物直売所 ○ ○ 28

栃木県 きらり佐久山農産物直売所 ○ ○ 29

群馬県 ららん藤岡　アグリプラザ藤岡 ○
観光物産館、花
の交流館、ミニ
遊園地

30

群馬県
川場田園プラザ　ファーマーズマー
ケット

○ ○
展示施設、研修
施設、宿泊施設

31
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都道府県 取組主体
加工
施設

飲食
施設

体験等
施設
給食

その他 頁

群馬県
邑楽館林農業協同組合　農産物直売
所　ぽんぽこ

○ 32

埼玉県 サイボクハム　楽農ひろば ○ ○
温泉施設、パー
クゴルフ場、ア
スレチック

33

埼玉県 ＪＡ　花園農産物直売所 ○ ○ 花き温室 34

埼玉県 ＪＡ　南彩菖蒲グリーンセンター ○ ○ 35

千葉県 今採り農産物直売所　かしわで ○ ○ 宅配 36

千葉県 ふれあいパーク八日市場 ○ ○ ○ ○ 植木見本園 37

千葉県
鴨川市総合交流ターミナル　みんな
みの里

○ ○
展示ホール、ア
ンテナショップ

38

東京都 ファーマーズセンターみのーれ立川 ○ 39

東京都 道の駅八王子滝山 ○ ○ 40

神奈川県 ＪＡよこすか葉山「すかなごっそ」 ○ ○ ○ 41

神奈川県
ＪＡさがみ「わいわい市（藤沢
店）」

○ ○ 42

山梨県
ＪＡフルーツ山梨フルーツ直売所八
幡店

○ 43

山梨県
四季新鮮収穫広場　た・から農産物
直売所

○ ○ 研修生の受入 44

山梨県 道の駅とみざわ ○ 観光情報提供 45

長野県
丸子農産物直売加工センター　「あ
さつゆ」

○ ○ 46

長野県 有限会社　たんぽぽ ○ ○
移動販売、宅配
弁当

47
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都道府県 取組主体
加工
施設

飲食
施設

体験等
施設
給食

その他 頁

静岡県 道の駅　潮見坂 ○ ○ ○ 48

静岡県 南伊豆町農林水産物直売所　湯の花 ○ ○ ○
体験施設、足湯
施設、巡回集
荷、宅配

49

静岡県 伊豆・村の駅 ○ ○
おさかな市場、
園芸舎、体験農
場

50

静岡県
ＪＡ富士宮ファーマーズマーケット
「う宮～な（うみゃ～な）」

直売所間連携 51

新潟県 株式会社豊栄わくわく広場 ○
多店舗経営、店
舗間配送

52

新潟県 旬菜交流館　あるるん畑 ○ ○ ○ 53

新潟県 魚沼園芸　ものずき村 ○ ○ ○
観光農園、都会
の村人会へ宅配

54

富山県 ＪＡみな穂あいさい広場 ○
ネット販売、配
達

55

富山県 地場もん屋総本店 ○
交流学習施設、
巡回集荷

56

富山県 ＪＡ高岡あぐりっち佐野店 57

富山県 となみ野の郷 物産販売施設 58

石川県 六星直売店　むっつぼし ○ ○ 多店舗経営 59

石川県
ＪＡ小松市営農資材センター（ＪＡ
あぐり）

60

石川県 織姫の里　なかのと ○ ○ 61

福井県 アグリらんど喜ね舎　愛菜館 ○ 62

福井県 永平寺四季食彩館　れんげの里 ○ ○
キッチンスタジ
オ

63
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都道府県 取組主体
加工
施設

飲食
施設

体験等
施設
給食

その他 頁

福井県 こっぽい屋 ○ ○ 巡回集荷 64

岐阜県 きなぁた瑞浪 ○ ○ ○ 体験工房 65

岐阜県 郡上旬彩館　やまとの朝市 ○ マルシェ 66

愛知県 ＪＡあぐりタウンげんきの郷 ○ ○ ○
体験農園、温泉
施設、子供向け
施設

67

愛知県 食と農の広場あぐりん村 ○ ○
花販売施設、温
泉施設

68

三重県 松阪農業公園ベルファーム ○ ○ ○ ○
食体験施設、農
業体験施設

69

三重県 ふれあいの駅うりぼう ○ ○ ○
体験工房、体験
農園

70

滋賀県
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

○ ○ ○
観賞用植物温
室、体験工房、
体験農園

71

滋賀県
ＪＡおうみ冨士（ファーマーズ・
マーケットおうみんち）

○ ○ ○ 交流施設 72

滋賀県 道の駅　アグリの郷栗東 ○ ○ 73

京都府 じねんと市場 ○ 74

京都府 ファーマーズマーケットたわわ朝霧 ○ パン工房 75

京都府
ＪＡ全農京都　丹後やさい館　きち
ゃりーな

○ ○ 76

大阪府 “de愛・ほっこり”「見山の郷」 ○ ○ ○ ○ 77

大阪府 能勢町観光物産センター ○ ○ 78

大阪府 ＪＡいずみの「愛彩ランド」 ○ ○ ○
体験交流施設、
魚介・園芸販売
施設

79
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都道府県 取組主体
加工
施設

飲食
施設

体験等
施設
給食

その他 頁

大阪府
フレッシュ・クラブ（農産物直売
所）

複数店舗経営 80

大阪府 アグリかわちながの ○ 81

兵庫県
ＪＡたじまファーマーズマーケット
「たじまんま」

○ イベント広場 82

兵庫県 旬彩蔵書写 ○ ○ 83

兵庫県 神姫バス株式会社「バスの八百屋」 ○ 移動販売 84

奈良県 まほろばキッチン ○ ○
体験農場、いこ
いの広場

85

奈良県 曽爾高原ファームガーデン直売所 ○ 土産売場 86

奈良県 荒神の里・笠そば処 ○ ○ 87

和歌山県
ＪＡ紀の里ファーマーズマーケット
めっけもん広場

○ ○
イベント広場、
体験交流施設、
インバウンド

88

和歌山県
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
ラン食彩館

8○ 9

和歌山県
ＪＡありだファーマーズマーケット
ありだっこ

○ ○
調理室、研修交
流室

90

和歌山県
ＪＡ紀南ファーマーズマーケット紀
菜柑

○ ○ 91

鳥取県
ＪＡ鳥取いなば　アグリショップ夢
菜館

9○ 2

鳥取県
ＪＡ鳥取いなば　ＪＡグリーン千代
水店愛菜館

○ 外部店舗併設 93

鳥取県
ＪＡ鳥取中央ファーマーズマーケッ
ト　ハワイ夢マート

○ ○
外部店舗併設、
宅配

94

鳥取県 道の駅奥大山　直売所みちくさ館 ○ ○ インショップ 95
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都道府県 取組主体
加工
施設

飲食
施設

体験等
施設
給食

その他 頁

島根県 道の駅サンピコごうつ ○ ○ 96

島根県 奥出雲産直振興推進協議会 ○ ○
直売所間連携、
巡回集荷、地産
都商

97

島根県 道の駅　本庄 ○ 98

岡山県 星の郷青空市株式会社 ○ ○ 99

岡山県
ふれあい市場　稚媛（わかひめ）の
里

○ 100

岡山県 彩菜茶屋 ○ ○
多店舗経営、地
産外商

101

広島県 ＪＡ尾道市　ええじゃん尾道 漁協直営店併設 102

広島県 甲山いきいき村 ○ ○ ○
体験コーナー、
インショップ

103

広島県 八千代産直市場 ○ 104

山口県 楠こもれびの郷 ○ ○ ○ ○
研修交流施設、
温泉施設

105

山口県 道の駅　萩しーまーと ○ ○ 研修施設 106

山口県 光市農業振興拠点施設　里の厨 ○ ○ ○ ○ 研修交流施設 107

徳島県
ＪＡ東とくしま　みはらしの丘・あ
いさい広場

○
ネット販売、宅
配

108

徳島県 ＪＡ麻植郡ひまわり農産市 ○ ○ ○
多店舗経営、宅
配

109

徳島県
ＪＡ夢市場（阿波郡東部農業協同組
合）

○ ○ 110

徳島県 石井町農業振興グループ百姓一 ○ ○ ふるさと納税 111
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都道府県 取組主体
加工
施設

飲食
施設

体験等
施設
給食

その他 頁

香川県 ファーマーズマーケット讃さん広場 ○
オープンキッチ
ン、直売所間連
携

112

香川県 源平の里むれ ○ 113

香川県 たからだの里さいた ○ ○ ○
宿泊施設、研修
施設、温泉施設

114

愛媛県 ＪＡおちいまばり　さいさいきて屋 ○ ○ ○ ○
キッチンスタジ
オ、体験農園

115

愛媛県 たいき産直市・愛たい菜 ○ 巡回集荷 116

愛媛県
株式会社内子フレッシュパークから
り

○ ○ ネット販売 117

高知県 かざぐるま市 ○ ○ 118

高知県 山里の幸　鏡むらの店　万々店 ○ ○ 調理実習室 119

高知県 本山さくら市 ○ ○ ○ 120

福岡県 道の駅　豊前おこしかけ ○ ○
輸出、屋台村、
物産情報館、漁
師直売所

121

福岡県 ＪＡ糸島産直市場　伊都菜彩 ○ ○ 122

福岡県 道の駅　むなかた ○ ○ ○
アンテナショッ
プ

123

佐賀県 「道の駅」大和 そよかぜ館 ○ ○ ○

体験農園、研
修・展示施設、
オートキャンプ
場

124

佐賀県 唐津うまかもん市場 ○ ○ ○
キッチンスタジ
オ、研修施設、
ネット販売

125

佐賀県 道の駅　鹿島 ○ ○ ○ ○
干潟体験施設、
イベントハウ
ス、宅配

126

長崎県 じげもん長与直売所 127
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都道府県 取組主体
加工
施設

飲食
施設

体験等
施設
給食

その他 頁

長崎県 ひらど新鮮市場 ○ ○ ○ 128

長崎県 彼杵の荘 ○ ○ 弁当宅配 129

熊本県 コッコファームたまご庵 ○ ○ バナナ館 130

熊本県 道の駅阿蘇
総合案内所（イ
ンバウンド対
応）

131

熊本県 道の駅七城メロンドーム ○ ○
選果場、イン
ショップ

132

大分県
有限会社　清川ふるさと物産館　夢
市場

○ ○ 直営農場 133

大分県
ＪＡおおいた直売所オアシス「春夏
秋冬（ひととせ）」

○ 道の駅併設 134

○

135宮崎県 綾手づくりほんものセンター

136宮崎県 ＪＡこばやし「百笑村（小林店）」 インショップ

137宮崎県 道の駅北川はゆま ○ ○

138鹿児島県 やごろう農土家市（のどかいち） ○

139鹿児島県 江口蓬莱（ほうらい）館 ○ ○ ○ ○

140鹿児島県 道の駅「桜島」火の島めぐみ館 ○ ○

141沖縄県 今帰仁の駅「そ～れ」 ○ ○ ○

142沖縄県 おんなの駅「なかゆくい市場」 ○ ○ ○ ○

143沖縄県
ファーマーズマーケットいとまん
「うまんちゅ市場」

○
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＜事業者の概要＞

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

（twitter、Facebookでも情報発信）

○道の駅の多目的スペースの活用について、行

政が地元市民や学生と議論を行ったところ、恵

庭産の農産物を購入できる直売所への要望が

強かった。ここから「市民が普段使いできる店」

を目指した直売所開設の取組が始まった。

【取り組むに至った経緯】

〇予想以上の客数により、品切れによる販売機会

のロスが発生

→生産者ごとに販売状況をリアルタイムで携帯電話

に発信する「欠品防止システム」を導入すること

により欠品を 防いだ。このシステムにより、生産

者は在庫状況 に能動的に関心を持つようにな

り、やりがいを感 じるメリットも生まれた。

○顧客満足度を高め、リピーターを増やす

→鮮度が低下した野菜等を、生産者自らが店頭か

ら引き取る仕組みを作った。

→店長が市場相場や地域の価格動向を調査し、他

店に負けない品質と価格を維持している。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○より持続可能で体力のある経営を目指す

（取組の第一弾として、平成27年10月に運営主

体の任意団体を法人化）

○通年営業することを目標に（現在は冬季休

業）、恵庭の食材を使用した料理を提供する食

堂などに取り組んでみたい。

【今後の展望】

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

○年間来場者数
89,688人（H19）→328,854人（H27）

○出荷者数
45戸（H19)→68戸（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）
４人（H19）→14人（H27）

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

【取組の効果】

来場

写真１ 写真２

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

毎年秋に開催される大収穫祭は生
産者が全員参加で臨む。

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

地域の
保育園

会員登録
生産者

農作物
の出荷

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

消費者

恵庭農畜産物直売所「かのな」

地域の中学生

さばききれない量の商品は、
近隣の直売所に委託して販売

連携

既存のイベント

出張出店

食材提供

近隣の直売所

地元中学生の
体験学習の受入

地域
活性化

仕入先

生産者が出荷できない
品目は仕入品を販売

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

恵庭農畜産物直売所「かのな」

地域
活性化

ＪＡ

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

絵本の里けんぶち ＶＩＶＡマルシェ

＜事業者の概要＞

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

○「若い時にしか出来ないことにチャレンジしたい」「農業

の魅力を伝えたい」「地元農業を盛り上げたい」との思

いから、平成22年、JA青年部員13人で駅前広場、近

隣都市のショッピングセンターなど人の集まる場所で

「軽トラマルシェ」を開始。

○平成24年、運営主体「絵本の里けんぶちVIVAマル

シェ」（任意団体）を発足。

○道内外での軽トラマルシェ（年間約30回）の他、ホテル、

百貨店、消費者などへ直接販売を行う。

○知名度の向上

→知名度ゼロからスタートしたが、軽トラックによる移動

販売、多様な品揃えといった特徴を新聞、雑誌などの

マスコミに積極的に売り込んだことにより、知名度が大

幅にアップし、人脈も広がった。

○軽トラマルシェ開催回数の増加による農作業との両立

→効率的な肥培管理の研究、農業技術のメンバー間の

共有などにより、農作業効率を向上させ、軽トラマル

シェに取り組む時間を確保。

○売上高

780万円（H22)→1,600万円（H26)

○出荷者数

13人（H22)→18人（H26)

○お客様の声を直接聞くことで、野菜の種類を

増やす、野菜ソムリエの資格を取得して調理

方法を伝えるといった消費者目線での自発的

な行動が増え、本取組の目標であるモノづくり

人づくりにつながった。

○今後、法人化することで、運営資金確保、従業

員の雇用、さらなる販売促進活動を行い、販売

事業を拡大したい。

○法人化後、農業生産にも取り組み、新規就農

希望者を雇用するなど、地域の担い手育成に

貢献したい。

VIVAマルシェ
メンバー

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

軽トラマルシェの様子

学校給食

生産者（構成メンバー）

軽トラマルシェ
（道内・道外）

直売所
（道の駅）

丹精込めて育てた野菜で消費者の心をつかむ！

消費者

来場

絵本の里けんぶち VIVAマルシェ

ばれいしょ、トマト、かぼちゃなど、２７品目３６０品種の栽培

ホテル、百貨店等 地元農産加工グループ

商品の特徴やおいしい
調理法の紹介

連携

原料供給、情報交換、出店の連携

野菜の納入

消費者

直接販売

直接販売

来場

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

八紘学園農産物直売所

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 北海道札幌市
はっこうがくえん

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

○学校で生産した野菜を販売することを通して生産物

を商品にすることを学ぶ場を作ること、また、学校・

学生と消費者との交流の場を作ること等を目的に

直売所を開設。

○乳製品の通年販売を望む声に応えるとともに、札幌

市内・近郊の生産者の売り場を確保するため、平

成25年から冬季の営業を開始。

【取り組むに至った経緯】

○直売所を活用した生産者支援、学生教育

→地元生産者から仕入れる野菜は全量買取りとするこ

とで、生産者の所得向上に貢献。

→学生への６次産業化教育として、自校の生乳を使用

した乳製品の製造・販売を開始。それらを看板商品に

成長させることで、６次産業化の実践例を学生に示し

た。

○乳製品の製造に係る営業許可の取得

→なかなか許可を得られなかったが、２年間粘り強く相

談を続けた結果、許可を得ることができた。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○新たにファームレストランに取り組むことで、学生

に卒業後の農業経営モデルの一例を示したい。

【今後の展望】

○売上高

6,200万円（H18)→１億6,900万円（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

２人（H17）→７人（H27）

○看板商品に成長した乳製品を通年販売すること

で、冬季の集客力が向上。これにより、地元生産

者の野菜・漬物等の冬季の販路確保にもつな

がっている。

○札幌市街から車で20分、豊かな自然の中で、新

鮮な野菜と搾りたての牛乳の本物の味を、リーズ

ナブルな価格で味わえると地元市民に人気のス

ポットとして認知され、学校の宣伝に一役買って

いる。

【取組の効果】

消費者

来場

直売所 加工部門

・地域の生産者を地域で支え、地産地消を促進
・学生の学びのフィールドを拡大

八紘学園農産物直売所

写真１ 写真２

卒業生
卒業生支援

農作物、加工品の
出荷

学生

経営実習

ＪＡ

販売技術支援

加工業者

リンゴジュース等の
加工委託

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

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

夏季限定のソフトクリームは「札
幌一おいしい」との声も。

地元
生産者 生産者支援

農作物、加工品の
出荷
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農家所得の向上と地域の活性化〝サンフェスタ〟を
目指す女性が活躍する小さな道の駅

道の駅ひろさき サンフェスタいしかわ

＜事業者の概要＞

・所在地 ：青森県弘前市大字石川
・運営主体 ：津軽みらい農業協同組合
・取組内容 ：直売所、加工施設、食堂
・売上高 ：７億円（Ｈ26）
・雇用者数 ：63人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://michinoeki-hirosaki.jp/

○地域の女性達（サンフェスタいしかわ友の会）から自

分で作った農産物を顔が見える販売をしたいとの要

望を受け、ＪＡが施設を整備するとともに、道の駅とし

て登録。

○添加物を出来る限り使用しない健康に良い加工品を

自分達で製造することを目的に、農産物加工施設を

整備。

○加工品を製造しても、売上が伸びない

→イベント、展示会等に参加して、自分達の商品を売り

込み、直売所及び加工品の認知を図った。

○売上高

6億8,000万円（H19)→7億円（H26)

○出荷者数

180人（H7)→130人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

40人（H10）→63人（H26）

○地域の雇用を創出するとともに、地場農産物に

付加価値を付け、農家所得が向上。

○高齢化により会員数が減少していることから、

今後、若手農業者を対象に増やしていく。

○加工品について店舗販売以外に販路を拡大し

て、売上を伸ばしていく。

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】

農産物直売コーナー

会員 直売所

農作物
の出荷

加工部門
･パン
・スイーツ
・ジュース、ジャム
・漬物

会員が交代制で出荷品
のチェック

生産者の顔が見える新鮮農産物と
添加物を出来る限り使用しない農産物加工品製造販売

消費者

会員農園で農作業体験

来場

サンフェスタいしかわ友の会

ＪＡ

各地の産直交流品

写真１ 写真２

食堂

ＣＡ冷蔵庫等で保管したリンゴを通年出品
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地域の安全な農産物等の販売拠点として
品質にこだわる多彩な地元産野菜・加工品の販売

JAつがる弘前 アグリマーケット「四季彩館」

＜事業者の概要＞

・所在地 ：青森県弘前市五代
・運営主体 ：つがる弘前農業協同組合
・取組内容 ：直売所、加工
・売上高 ：３億３千万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：８人（Ｈ26）
・電話 ：0172-82-5000

○地域の農家の女性が集まって、農産物直売

所（テント）を開設したところ反響が大きく、出

荷農家の会員を増やして、直売施設の整備

をＪＡと行政に要望し、施設を整備。

○出荷する農産物等商品の品質管理

→年に１回は、衛生管理等の講習会を実施して、

知識の習得を図るとともに、出荷した商品が

当日売れ残った場合は、出荷者が引き取るこ

とを徹底。

→「岩木の漬物」として、地域で評判の漬物コー

ナーを充実するとともに、品質審査を行い、品

質管理を徹底。

○会員の高齢化による会員数の減少を食い止

めるための方策。

○全国各地のＪＡ相互協力により、冬期間の品

揃えを充実。

直売所内

【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】

直売所全景

出荷登録農家 直 売 所

農作物及び加工
品の出荷

売れ残りは回収

農産品の品質と衛生管理の徹底により、消費者からの信頼
を得ることをモットーとし、生産者の顔が見える体制強化。

消費者

来場

JAつがる弘前四季彩館

○売上高

３億４千万円（H22)→３億３千万円（H26)

○出荷者数

125人（H22）→105人（H26)

○雇用者数

８人（H22）→８人（H26）

○農家の所得向上が図られた。

○会員が自ら出荷することにより、商品に対する

意識が向上するとともに農家と消費者の地域

の交流の場として、にぎわいを創出。
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「見る、収穫する、食べる、ふれあう」がテーマ
お年寄りや障がいのある方にも優しい観光農園

観光農園 アグリの里おいらせ

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 青森県上北郡おいらせ町
・運営主体 ： 株式会社アグリの里おいらせ
・取組内容 ： 直売所、加工、レストラン、観光農園、

温泉施設等
・売上高 ： ２億2,900万円（H26）
・雇用者数 ： 49人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://agurinosato.jp/

○「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。

○冬期の集客対策

→温泉利用施設（熱帯果樹園、イチゴ農園）の通年営

業により冬期でも安定した集客に繋がった。

○売上高

1億5,000万円（H17)→2億2,900万円（H26)

○出荷者数

６人（H17 )→134人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

８人（H17）→49人（H26）

○地域の産業振興の一役を担うために、障害者

福祉、雇用促進、地域作物振興に大きく貢献。

○生産者と消費者のネットワーク作りや、高齢者

や障がい者に優しい観光農園づくりを目指して

いる。

○生産・加工出品者の起業支援。

農園レストラン

【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

福祉施設

出荷登録農家
直売所

農作物
の出荷

レストラン

体験型加工施設
・そば
・スイーツ

出荷登録農家同士で
組織的に品質チェック

年間を通して楽しめる体験型の総合観光農園

温泉利用施設
・観光農園（ハウス施設）
・イチゴ農園
・熱帯果樹園
・足湯

消費者

来場
観光農園 アグリの里おいらせ

生産者、会員による野菜
の選び方や調理方法等
の体験、講習会の実施

学校給食等
もち小麦
加工品

各種イベント主催者

イベントの開催による集客連携

広域物産館
・もち小麦加工品
・地元特産品

雇用 障がい者就労の推進

○地域において、農業を基幹とした就労支援施設を設

立し、障がい者福祉と雇用の促進を図ることを目的

に、平成16年に熱帯果樹園、18年に直売所を整備。

その後も、観光イチゴ園、農家レストラン、加工施設

を整備。

○観光農園、産直、福祉の利点、特徴を発揮しながら

相乗効果を高め「地域、農業、観光、福祉、雇用」を

繋ぎ合わせることにより、地域を活性化させる事業を

展開。
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「地産地食」を理念に消費者とともに歩む直売所

株式会社産直とわだ

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 青森県十和田市
・運営主体 ： 株式会社産直とわだ
・取組内容 ： 直売所、加工
・売上高 ： ２億1,300万円（H26）
・雇用者数 ： ６人（臨時雇用含む）（H26）
・電話 ： 0176-28-3790

○新鮮で味のよい農産物の直売による農家所得

の向上と、地元で採れるものを地元で食べる

「地産地食」の推進を図るため、「道の駅とわだ

産直友の会」を結成。

○年間を通じて様々なイベントを開催し、地域の

食材や食文化などについて消費者の理解を深

める。

○より多くの消費者に来てもらうため、付加価値

のある地域の特色を出した加工品の開発

→オリジナル商品の開発販売及び定期的に試食

会を開催することにより、全体の売上向上に繋

がった。

○売上高

１億4,800万円（H14)→2億1,300万円（H26)

○出荷者数

110人（H14)→98人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

２人（H13）→６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

○消費者との交流・直売活動から、地元農産

物のおいしさを全国へ発信。

○他地域の直売所との連携。

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】

体験工房 「匠工房」

出荷登録農家 直売所

農作物
の出荷

体験工房「匠工房」
・ソフトクリーム ・郷土料理食材 ・新商品開発 ・体験インストラクター

出荷登録農家同士で
組織的に品質チェック

地元のものを地元で食べる「地産地食」の推進。

消費者
来場

（株）産直とわだ

加工品試食会等の
イベント連携

会員
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障がい者へ雇用契約に基づく就労の機会を提供
地産地消を推進する地域に根ざした支援施設

あすなろ園あすなろ屋羽場店

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 岩手県盛岡市
・運営主体 ： 社会福祉法人 岩手県手をつなぐ

育成会
・取組内容 ： 直売所、食堂、給食業務受託、

移動販売、介護施設への食材供給 等
・売上高 ： ２千万円（26年度）
・雇用者数 ： 19人（臨時雇用、就労継続支援含む）
・ＵＲＬ ： http://www.i-asunaro.jp

○障がい者に就労や生産活動の機会を提供し、一般

就労に必要な知識や能力を高めるための支援を行っ

てきた。

○その支援事業に対して拡大の要望があったこと、農

協が経営する産直店舗の廃止による経営移譲の打

診があったことから、地域の活性化と障がい者の働く

場の確保のため、産直部門の取組を開始。

○生産者の高齢化及び近隣の産直との競合による

出荷量の減少

→生産者との信頼関係を築くとともに、集荷地域を拡

大して集荷に出向き、生産者が出荷しやすい体制

を整えた。

○珍しい野菜（洋野菜）などの取扱いや注文販売

など、他店との差別化を図る。

○病院給食等への食材提供の拡大。

【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】

直売所内にある食堂

福祉施設
給食

出荷登録農家
直売所

・新鮮な農産物
・生産者の加工品
・木曜市などの開催

農作物
の出荷

食堂
・手打ちそば
・手打ちうどん

・地域の食材を使用

集荷地域の拡大により
品目の増加

「地域で暮らす」 は 「地域で働く」
障がい者の雇用確保と就労に必要な知識と能力の向上を目指す。

消費者

来店
あすなろ園あすなろ屋羽場店

調理方法を生産者が紹介

県内の福祉施設

月１回イベントを開催し集客連携

写真１

各種イベント

各種イベントに出向いての移動販売
によるＰＲと販売促進

農家が出荷できる野菜の
情報を提供し献立に反映

給食業務受託

・地元の季節にあった食
材とメニューの導入

・学校給食用「まめぶ」の
製造販売

出店

直売所内の様子

農産物
の供給

○売上高

2千万円（H20)→2千万円（H26)

○出荷者数（出荷者数把握は22年度から）

146人（H22)→161人（H26)

○雇用者数（臨時雇用、就労継続支援含む）

7人（H20）→19人（H26）

○来店者の減少により売上が減少したが、移動

販売などの新たな取組により、売上が回復。施

設利用者の意欲向上。
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ゆうき（有機・勇気）の里づくり運動の拠点
「一人一芸の里」岩手県洋野町大野にある直売所

農産物直売所ゆうきセンター

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 岩手県九戸郡洋野町大野
・運営主体 ： 大野産直友の会と（一社）大野ふるさと

公社が連携
・取組内容 ： 直売所、加工、インショップ、学校給食

への農産物の供給 等
・売上高 ： １億300万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： ５人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http//www.ohnocampus.jp/

○ゆうきセンターがある旧大野村は冷涼な地域であり、

昭和50年代には毎年600人を超す村民が出稼ぎに出

ていた。

○昭和55年の大冷害では米の収穫はゼロに近く、村で

は稲作に頼らない農業と、出稼ぎ解消を目指した「一

人一芸の里」作りが始まった。

○農業では、地域の畜産業と連携して土作りにこだ

わった有機栽培に取り組んでおり、有機栽培の拠点

と農業所得の向上を目指し開設。

○土日は観光客で賑わうが、平日や冬期間は客数が

少なく、観光客に頼らない販売先の確保

→首都圏の直売所との農産物の交流、インショップ販

売、学校給食への農産物供給により販売が安定。

○売上高

4千300万円（H12)→1億300万円（H26)

○出荷者数

101人（H12)→67人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

4人（H12）→5人（H26）

○旧村民の雇用の場となり、経営が小規模農

家でも収入を得られる場として、生産者の生

産意欲と所得向上に寄与。

○施設（ハウス）を利用した冬期の農産物栽培に

よる品目の拡充。

○インショップ拡大による所得向上。

岩手県産大豆を使用
し、自然乾燥させた

「南部板ゆば」

【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】

「農業技術の匠」が栽培した
山ぶどうで作ったジュース

学校給食
出荷登録農家 直売所

・新鮮安全安心な農産物
・生産者の加工品

・畜産物の仕入れ販売
（地域の小売店の役割）

農作物
の出荷

厨房棟
・惣菜
・菓子

（対面販売が特徴）
出荷農産物荷姿の改善

重点品目出荷拡大の取
組み

地域の畜産業と連携した土づくりにこだわり、
安全で安心な農産物の生産と供給

消費者

定期的に提携している店
舗前で物産展を開催し、
認知度向上と消費者交流
による信頼確保

来店ゆうきセンター

作付時期の調整による長
期間販売、消費者ニーズ
に対応した品目の作付け

（一社）大野ふるさと公社

グリーンツーリズム、民泊体験の対応連携

写真１ 写真２

インショップ

東京都内の直売所

品目交流による栽培意欲と販売額の向上

給食センターの意見・要望
に対応、生産者給食会
（学校給食に出席）の実施

連携
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あ

地産地消・安全安心をモットーに
作る人、食べる人、いつも笑顔で手と手をつなぐ
明るく楽しい直売所 協同組合産直センターひがしやま 季節館

＜事業者の概要＞

・所在地 ：岩手県一関市東山町
・運営主体 ：協同組合産直センターひがしやま
・取組内容 ：直売所・加工所
・売上高 ：１億円(H26)
・雇用者数 ：14人(臨時雇用含む)(Ｈ26)
・ＵＲＬ ：http//kisetu-kan.seesaa.net (ブログ)

○平成5年の冷害により地域の農産物が不足したこと

を受け、地域の消費者に自分たちが生産した農産物

を直接供給したいという思いから、農協青年部の有

志45人が、平成６年６月に直売活動を開始。

○平成８年４月、「産直センターひがしやま生産組合」を

発足し直売所「季節館」を開設。

○平成17年６月、産直内の加工施設から、空き保育所

を活用した「あじゃら味善加工所」を新設。

○農協青年部有志が直売所を開始するにあたり、農協

役員から直売に対して懸念の声

→青年部有志の熱意と当時の農協幹部の協力により、

反対する役員の納得が得られた。

○農産物の品質、品揃えが、季節により変動大

→生産者のほ場の土壌分析を行い健康な土作りを徹

底、生産品目、生産時期を指導し、品揃えの改善を

図っている。

○売上高

3,000万円（H６)→１億円（H26)

○出荷者数

組合員45人（H６)→

組合員・準組合員150人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

０名(組合員の当番制)（H６）→14人（H26）

○農産物や加工品を多くの消費者(平成26年来

店者数約10万８千人)へ供給することにより、

生産者の農業所得、生産意欲の向上、生きが

いや健康管理にもつながり、地域農業の振興、

活性化に貢献。

○「産直農園交流事業」を企画し、生産者を講師

に生産から加工までを消費者に体験してもらい、

地域農業への理解を深めるとともに応援団を増

やしていきたい。

○加工部門における新商品開発の推進。

種類豊富なソフトクリーム
左：南蛮味噌！ 右：桑茶

【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】

伝統食のあずきばっとう、おこわ、
料理餅等が並ぶ店内

「食の匠」（組合員）
が運営する食堂

組合員
準組合員 直売所

・新鮮な農産物

・加工部門及び組合員の
加工品 等

農作物・加工品の出荷

加工部門

・総菜
・あんこ餅等の
伝統郷土食 等

産直独自の土壌分析
健康な土作りの徹底、
生産への指導

消費者に安全安心な地元の農産物を提供し、
消費者の信頼を大切にする店作り。

消費者

協同組合産直センターひがしやま

農産物・加工品の販売
料理教室開催

学校給食センター

地元食材の提供

一関市

「災害時における応急食糧等の確保に関する協定」

来店・電話等による注文

伝統食の提供
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ＪＡ仙台の地産地消推進の情報発信と
農業所得向上を目指す地域農家の販売拠点

ＪＡ仙台農産物直売所たなばたけ高砂店

＜事業者の概要＞

・所在地 ：宮城県仙台市
・運営主体 ：仙台農業協同組合
・取組内容 ：直売所、加工工房
・売上高 ：6億1,900万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：46人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：ttp://secure.jasendai.or.jp/tanabatake/

○東北の消費地、仙台の中で地産地消のＰＲと、農

業所得を向上させたいという思いで、平成19年に

仮店舗での営業を開始し、平成23年に現在の直売

所施設を整備。

○地場産を利用する加工工房（惣菜、豆腐、今搗き米、

スイーツ）も一緒に開設。

○震災の影響から「品揃え、継続的な量の確保」が

必要

→集荷車導入により遠隔地の出荷者も出荷しやすい

体制を確立、提携先からの仕入れにより品揃えの

充実を図る。

○売上高

2億8,000万円（H23)→6億1,900万円（H26）

○出荷者数

350人（H23)→634人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

57人（H23）→46人（H26）

○平日は1,200人、イベント時は2,000人が利用し、

地場農産物の増加や農業所得の向上に大きく

貢献。

○売れ筋情報を提供し、栽培講習会を通じて作付

誘導や販売量の増加を図る。

○野菜ソムリエによる料理教室やイベント開催に

よる集客の増加を図る。

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】

加工工房の様子

料理教室

出荷登録農家
直売所

農作物
の出荷

加工工房
・惣菜
・豆腐
・今搗き米
・スイーツ

農家が荷姿、価格
を決めて出荷。
わけあり品の出荷
も可能。

※集荷車による出
荷も実施

地域の農家の販売拠点。
イベント開催や豊富な品揃えで集客ＵＰ！ 消費者

野菜ソムリエが講師とな
り、旬の野菜を使用して
料理教室を開催

来場

たなばたけ高砂店

調理方法等をベテランス
タッフが説明

提携した直売所・ＪＡ

地場で生産していない野菜、果物等を仕入れて品揃えの充実仕入

写真１ 写真２

店舗スタッフによる購入者
目線での検品

地場産を
利用した
加工品の
販売
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消費者との関係作りを大切に
固定客を増やし売上拡大を目指す！

元気くん市場仙台店 ＪＡみどりのファーマーズマーケット

＜事業者の概要＞

・所在地 ：宮城県富谷町
・運営主体 ：株式会社みどりのサービス
・取組内容 ：直売所
・売上高 ：5億5,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：16人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://genkikun.jp/

○新鮮な野菜の直売所として、平成11年に地域のＡ

コープのインショップとしてスタート。地域の農産物の

販路拡大を目指し、「生産者の顔が見える安全で安

心な地場産農産物を大消費地仙台圏へ」をコンセプ

トに、平成16年に元気くん市場仙台店を設立。

○生産者が小売価格を参考に値決めするため、生産

者、消費者双方の満足を目指す。

○生産地域から店舗まで距離があり、出荷農家の運搬

の負担軽減が必要

→生産地域から店舗までは直売所が運搬し、農家の

利便性の向上を図ることで出荷者数が増加。

○売上高

1億6,500万円（H16)→5億5,000万円（H26)

○出荷者数

440人（H16)→600人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

8人（H16）→16人（H26）

○リーズナブルな値段が好評で、年間約32万人

が利用し、農業所得や生産意欲の向上に貢献。

消費者との関係作りに努めることで、宣伝に頼

らず口コミによる固定客が増加。

○消費者との関係を大切に集客を増やし、ＪＡと

連携し出荷者の育成や生産拡大を図り、年間

を通して切れ目なく販売量を確保し販売拡大

を目指す。

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】

加工品コーナー

地域の集荷場

出荷登録農家

直売所（生鮮野菜、加工品、精米 等）

農作物
の出荷

生産者が値決め、包
装した商品を直売所
へ運搬

新鮮な農産物を試食やリーズナブルな値段で提供！ 消費者

来場

元気くん市場仙台店

会話を大切にした消費
者との関係作り

店舗に出荷者の写真を
展示し顔の見える関係
作り直売所で出荷者の商品から試食品を作り、試食や調理方法の説明など

消費者との会話を大切にすることで、固定客等が増えている
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年間200回ものイベントを開催し、安全・安心な農産物の
提供と地元の消費者との関係作りを大切にする販売拠点

道の駅上品の郷 農産物直売所「ひたかみ」

＜事業者の概要＞

・所在地 ：宮城県石巻市
・運営主体 ：株式会社 かほく・上品の郷
・取組内容 ：直売所、レストラン、温泉施設、

コンビニ 等
・売上高 ：5億6,000万円（直売所分、H26）
・雇用者数 ：9人（臨時雇用含む）（直売所分、H26）
・ＵＲＬ ：http://www.joubon.com

○基盤整備を契機に水稲以外の農産物の生産が拡

大し、地域農産物の販路拡大のため直売所の設

立を検討していたが、三陸道ＩＣの計画があり、平

成17年に 直売所を中心とした総合販売施設の道

の駅として整備。生産者自らが運営会社の株主と

して運営に参加。

○レストランでは出荷登録者の生産物及び地域の農

畜水産物を仕入れて料理を提供。

○地元のリピーターを確保するため、直売所の商品

の差別化を図る必要。

→顔の見える関係作りと、安全・安心な生産の取組

としてエコファーマー認証取得を推進し、生産情報

をＰＣや店内などで確認できる体制を構築。

○売上高（直売所の直営分）

4億5,000万円（H17)→5億6,000万円（H26)

○出荷者数（水産・加工業者含む）

240人（H17)→280人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

7人（H17）→9人（H26）

○年間200回以上のイベントを開催し、生産者の

顔の見える販売の取組を進め、売上や農業所

得の向上に貢献。

○宮城県の優良活動表彰で地産地消部門の大賞

を受賞するなど、多数表彰され、生産者のやる

気につながった。

○栽培指導や雨よけハウス支援を通じて生産拡大

を図り、地域の生産者等と連携し、農業体験や

観光などと一体となったイベント開催により集客

を増やし売上の拡大を目指す。

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】

直売所の様子

出荷登録者

直売所

農林水産
物の出荷

レストラン農業、水産業、加工業
など多様な事業者が
登録（株主）

エコファーマー認証取
得を進め、生産情報を
提供

安全・安心な農産物の提供と顔の見える関係作りに取り組む

消費者

来場

（株）かほく・上品の郷

生産情報の提供やイベン
トでの顔の見える販売

温泉施設

コンビニ テナント等
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秋田県内のうまいものが揃う、食べ物百貨店「潟の店」
～肥沃な大地の恵みを一杯に吸い込んだ新鮮野菜～

道の駅おおがた 産直センター「潟の店」

＜事業者の概要＞

・所在地 ：秋田県南秋田郡大潟村
・運営主体 ：株式会社 ルーラル大潟
・取組内容 ：農産物直売所、レストラン、特産品

販売、イベント 等
・売上高 ：３億7,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：12人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ：http://www.sanchokukatanomise.com/

○平成元年に秋田県初の常設直売所として農産物の

委託販売を開始。

○大潟村産農産物を核に特産加工品、惣菜、漬物等を

販売し、大潟村の産業振興に寄与するとともに観光

事業の総合企業としての役割も果たす。

○秋田県内産の農産物が「潟の店」で購入できる「食べ

物百貨店」かつ地域住民の楽しめるスペースとして平

成27年4月にリニューアル。

○大潟村では通年で販売できる商品が少ない

→大潟村産で対応できない場合は、秋田県産農産物

を販売。また、行政・ＪＡのバックアップで冬期間でも

出荷できる体制作りと指導を行った。

○売上高

3,000万円（H元)→３億7,000万円（H26)

○出荷者数

16人（H元)→170人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

農家運営（Ｈ元）→12人（H26）

○平成27年に直売所をリニューアルし、客数、売上

の増加で農業所得の向上、村の活性化に貢献。

○村の農産物を使ったお菓子などを商品化して販売

したい。

○産直まつり等を企画して村の活性化に貢献したい。

○村の若い農業者にも米以外の野菜・花などを作っ

て「潟の店」で販売してもらいたい。それが村のＰＲ

にも繋がればと思っている。

←出荷農家の農産物が並ぶ
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】

↑ 産直センター「潟の店」

出荷登録農家

加工品出荷農家

農村レストラン なのはな

農作物
の出荷

・料理講習会
・イベント企画

直売所で販売する
加工品製造

全国の農業者（入植者）が作る新鮮な農産物と秋田県内のうまいものが
揃う産直センター潟の店

消費者

来場
道の駅おおがた 産直センター「潟の店」

出荷登録農家から
販売している野菜を
使った料理レシピを
提供。

村の特産品を使った料理講習
会や産直まつり、即売会などイ
ベント開催による集客

写真１ 写真２

農産物直売所

スイーツスタンド スマイル

米粉ギョウザなど提供

米ぬかソフトが好評

学校給食
福祉施設

野菜の納入
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農業・加工体験が出来る、女性だけで運営する
「陽気な母さんの店」

陽気な母さんの店株式会社

＜事業者の概要＞

・所在地 ：秋田県大館市
・運営主体 ：陽気な母さんの店株式会社
・取組内容 ：農産物直売所、加工、仕出し・食堂、

農業体験、イベント 等
・売上高 ：２億2,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：30人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.sastage.net/yoki

○平成13年４月に女性農業者らで施設リース方式に

よる常設直売所をオープン。売上高１億円を目標に

農産物の販売を開始。

○農業情勢が厳しい中でお父さん達が一生懸命頑

張っている姿を見て、女性もパートナーとして女性

の役割を見出したい、との思いからはじめた。

○農業後継者を作るために給料を払える経営体とし

て、通年で収入が確保されるような直売所を作りた

かった。

○冬期間の商品不足。

→雪中貯蔵や農産物加工（乾燥野菜）に取り組むこ

とで販売する商品を確保するとともに、直売所間

の交流・連携により、四国の直売所からの生鮮野

菜等を販売して対応。

○お客様のニーズをどのようにして把握するか。

→常にお客様の声を聞く体制として、モニタリング制

度を導入。その中から生まれた、月１回発売の「自

分へのご褒美弁当」が好評。

○平成27年７月、株式会社化

○売上高

１億1,000万円（H13)→２億2,000万円（H26）

○出荷者数

88人（H13)→69人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

６人（H13）→30人（H26）

○作る楽しみ、売る楽しみがとても大きく、女性が生

きがいの持てる場として、さらに夢を実現できる

事も学ぶ事ができた。

○いつも何か新しい事をやっている、と思ってもらえる

様に新商品開発・体験交流などを実施していきたい。

○体験交流施設を新たに整備して、農業体験・加工体

験をもっと充実させたい。

○地域の人たちの交流の場として活用できる施設を整

備したい。

←出荷農家の農産物が並ぶ
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】

会員によ
る農産物
出品

食堂・加工部

旬の農産物や、母さん自慢の味を直売、郷土料理などが体験できる
ユニークで元気な母さんの店

陽気な母さんの店株式会社

・直売所販売
・学校給食用食材提供
・福祉施設への食材提供
・きりたんぽセット宅配 など

販売・生産部 環境部

・食堂
・農業体験、加工体験
・郷土料理講習
・仕出し、弁当

・店内環境美化
・草刈り、花壇整備

消費者

学校/
福祉施設

来場

野菜ソムリエのス
タッフが調理方法
等をアドバイス

きりたんぽセット
宅配

食材供給
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地域の農産物がなんでも揃い
地域住民が集まる安らぎの場所

まめでらが～道の駅十文字

＜事業者の概要＞

・所在地 ：秋田県横手市
・運営主体 ：(株)十文字リーディングカンパニー
・取組内容 ：農産物直売所、

農産物加工所、交流・休憩ホール等
・売上高 ：３億7,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：18名（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＴＥＬ ：0182－23－9320

出荷農家の生産物が
並ぶ農産物直売所

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】
【今後の展望】

【取組の効果】

交流・休憩ホールで健康体操

出荷登録農家

加工品出荷農家
農産物加工施設

農作物
の出荷交流・休憩ホール

直売所で販売する
加工品製造

新鮮な野菜、果物、 花、総菜など納得の商品販売！ 消費者

高品質な農産物の提供

来場

まめでらが～道の駅十文字

野菜ソムリエのスタッフが
調理方法等をアドバイス

各種イベント主催

イベントの開催による集客連携

写真１ 写真２

農産物直売所
レストラン、民芸品店など

のテナント６店

○会員から質の良い農産物を提供してもらう

→商品の種類や価格設定を会員に一任することで会員

が販売に積極的になれる仕組を構築。スタッフが会

員に公平に接するなど管理体制を徹底し、会員から

安心して農産物を出荷できる信頼を得ている。

○売上高

１億5,000万円（H19)→３億7,000万円（H26)

○出荷者数

123人（H19)→310人（H26)

○加工品出荷者

79人（H19)→90人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

８人（H19）→18人（H26）

○地場産農産物の高付加価値化による農業所

得の向上、雇用の創出に貢献。

○多くの試食を用意し知識豊富なスタッフの対応

により顧客が納得して商品を選べる。

○秋田市、宮城、首都圏などに出張販売すること

で「道の駅十文字」の認知度を高め、販路拡大

を目指す。

○これまでも農産物の小規模な直売組織はあったが、

さらに地元のいい農産物を発信する場所が必要と考

え、平成19年の「まめでらが～道の駅十文字」開設を

機に農産物の委託販売を開始。

○旧十文字町の住民の６割が住んでいる中心部に地域

住民が気軽に集まれる、災害時の避難所ともなる場

所を作る計画から生まれた。

○交流ホールを地域サークル活動等に無償で貸し出し

地域住民の楽しめるスペースになっている。
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地元果物・野菜の販売に力を
農家所得の向上による地域活性化を目指す！

ファーマーズマーケットよってけポポラ

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山形県東根市
・運営主体 ： JAさくらんぼひがしね
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： 9億8千万円（H26)
・雇用者数 ： 34人（臨時雇用含む）（Ｈ27）
・ＵＲＬ ： http://jahigashine.or.jp

○地域では、高齢化や後継者不足という状況もあり、農

家の所得向上が求められる状況であったことから、

平成14年度アグリチャレンジャー支援事業を活用し、

直売所を整備した。

○県内随一の果樹地帯で、果樹を中心としながらも毎

日の食卓に不可欠な野菜の品揃えの充実、地域内

の特産品も紹介等地域の活性化に繋がる施設として

開設。

○「豊富な品揃え」「生産者の名前が記載されている安

心感」への生産者の意識改革

→価格は生産者自らが設定し、売れ残った場合は、全

部生産者が引き取り、翌朝新鮮なものを搬入すること

で、生産者の意識が変わった。

○売上高

３億3.7千万円（H16)→９億8千万円（H26)

○出荷者数

216人（H15)→602人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

16人（H15）→34人（H27）

○地場農産物の生産拡大や農業所得の向上、

新規就農者の育成や地域の活性化に大きく

貢献。

○繁忙期は店舗内が窮屈になるため、売場面積

の拡大（増築予定H28年5月、790㎡に拡大）。

○冬期間の野菜を充実するため、ハウスの栽培

の推進。

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

出荷登録農家 直売所

農作物
の出荷

登録者602人

POSシステムによる農産物のタイムリーな補充
ファーマーズマーケットとして生産者と消費者互いが満足できる事業

消費者

来場

よってけポポラ

年間45万人（H26)

各ファーマーズとの交流
（地域農産物の販売）

20ファーマー（岩手県～沖縄県）連携

写真１ 写真２

季節の催事
（餅つき、抽選会）

ジェラート イベントコーナー

果実・野菜・総菜
民芸品
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地域を１つの農場とし地域連携で行う「どりいむ農園構想」
が源に！地元の食文化がお店を支える

白鷹産直市場 どりいむ農園直売所

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山形県西置賜郡白鷹町
・運営主体 ： (有)どりいむ農園
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ２億7,000万円（H26)
・雇用者数 ： 10名（臨時雇用含む）H27
・ＵＲＬ ： http://www.doriimu.jp

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

ネット販売

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

登録者220名

地元の食材がた～っぷりの品揃え
生産者の努力が絆となる

消費者

来場
どりいむ農園直売所 年間14万人

小学校（学校給食）

食育（郷土食の伝承）連携

写真１ 写真２

体験コーナーイベントコーナー

果実・野菜・総菜・民芸品 秋野菜即売会 田植え・稲刈り
消費者

（会員制度）

作付前に前払い契約

収穫後に農産物を
受け取る

○地域を１つの農場とみなし地域連携で行うという「どり

いむ構想」を掲げ、過疎化に悩む地域の活性化を目

的に集会所を作り、併設するビニールハウスでの売

上げが好調だったことから、本格的な農産物直売所

を整備した。

○新鮮で安心な農産物を適正な価格で消費者に提供し、

白鷹町に元気の出る農業を展開させることを理念と

し、全て地元産を販売する。

○販売する商品は地元産とし、仕入品の販売はしない

ため、冬期に野菜が不足

→冬の端境期はハウス栽培野菜や置賜が誇る食文化

である越冬野菜・干し物野菜・塩蔵物で対応する。

○売上高

６千万円（H17)→２億7千万円（H26)

○出荷者数

40人（H17)→220人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

６人（H17）→10人（H27）

○食と農を通じた交流促進を図り、新規就農者

の育成や地域の活性化に大きく貢献。

○他県での販売協力を受け、販路拡大を目指す

（現在、仙台市と横須賀市で協力販売）。

○直売所が増える中、こだわりのある農産物の販

売に努める。
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状況が

地域を守り、ともに育つ
防災機能を備えた「味」「恵み」「健康」の総合拠点

え～こや八福神

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山形県飽海郡遊佐町
・運営主体 ： 株式会社八福神
・取組内容 ： 産直野菜、農家レストラン、丼物、

コンビニエンスストア
・売上高 ： １億円（H26)
・雇用者数 ： 12人(臨時雇用含む)（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://www.hachifukujin.jp/

○地域に工場を作った企業が工場設立10周年を記念

して、地域貢献のために産直施設と農家レストラン

を設立。

○東日本大震災の影響を受け、地元と協定を結び、

防災拠点に指定。

○企業としては運営が出来ないため、個々の経営者

が組合を組織し、テナントとして運営していたが、

個々の経営のため入居の入替え等が煩わしい

→組合を株式会社化して、組織の一体的な運営を図

ることにより、経営力の向上につながった。

○売上高

１億円（H24)→１億円（H26)

○出荷者数(登録者数)

130人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

12人（H27）

○農家主体で販売価格を決める。農家レストラ

ンに使用する野菜も地域農家から仕入れる

ことにより、農業所得の向上に貢献。

○開業時の計画にあった診療所を併設し、地元

完結の総合施設として活用。

施設全景

【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】

産直コーナー

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

農家レストラン

登録者130人

おいしい山形がいっぱい！
地域の総合拠点として活動中

消費者/
工場関係者

え～こや八福神

写真１

地場野菜、お総
菜、お土産品

防災拠点

地場野菜使用バ
イキング

地元と協定

来場
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地域の地魚(加工食品)にこだわった
地元漁協女性部が中心に運営する直売所

道の駅鳥海ふらっと元気な浜店

＜事業者の概要＞

・所在地 ：山形県飽海郡遊佐町
・運営主体 ：元気な浜店
・取組内容 ：直売所、加工、等
・売上高 ：１億2,000万円(H26)
・雇用者数 ：11人(臨時雇用含む)(H27)
・ＵＲＬ ：http//choka-fiat.com_

○道の駅を作る時に山形県漁協吹浦女性部に対し、

施設の活用を依頼。

○第3セクター運営の交流促進施設として整備。

○季節の鮮魚(春はサクラマス、夏は岩牡蠣等）等の

加工(干物、焼き魚等)、特産品の販売を実施。

○漁業者の家族のため年間を通した収益性の確保

→漁協を通じて季節の地魚を確保、商品に付加価値

を付け販売アイテムを増やすため加工を実施及び

特産品の開発。

○売上高

7,851万円（H15)→1億2,000万円（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

11人（H27）

○漁業者の家族のための年間を通しての雇用・

収益確保に貢献。

○今後、高速道路の延長に伴い建設が予定さ

れているパーキングエリアに出店を検討。

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】

焼き魚等の加工

直売所 加工部門

地域の地魚にこだわった鮮魚・加工品・特産品の販売

消費者

来場

道の駅ふらっと元気な浜店

平日の来場者400人

道の駅ふらっと「農産物直売所 ひまわり会」

道の駅主催のイベントの開催による集客連携

鮮魚・貝類

特産品

焼き魚 まるごといかの燻
製・たこめしの素

漁協

魚介類の
供給
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イベント等での相互出
店や特産品の販売

定期的に農産物
の安全性確認

いよ

消費者から信頼される農産物の生産へ
「食べて健康になる」にこだわる複合販売施設

みりょく満点物語（棚倉）

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 福島県東白川郡棚倉町
・運営主体 ： JA東西しらかわ
・取組内容 ： 直売所、加工、レストラン、研修施設
・売上高 ： ２億6,800万円（H26）
・雇用者数 ： 30人（臨時雇用含む）（Ｈ27）
・電話番号 ： 0247-33-1212（直売所）

0247-23-0831（レストラン）

○消費者から信頼される農産物「安全であること、安

心であること、良質で美味しいこと。そして体によい

もの。」を目標に平成25年３月、直売所を中心とし

た複合施設を整備。

○地元の新鮮な原乳を使用して、牛乳とソフトクリー

ムなどを製造・販売する施設を平成25年に開設。

○地元の新鮮な農畜産物を食材として、季節感のあ

る手づくり料理を提供するレストランを平成25年に

開設。

○安全・安心・良質で品揃え豊富な農産物の提供。

→ＪＡの営農指導、種苗会社の協力により、土づくり、

栽培方法、品質、食味などにこだわった農産物が

多岐にわたって出荷可能となった。

○売上高

２億2,800万円（H25)→２億6,800万円（H26)

○出荷者数

406人（H25)→473人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

32人（H25）→30人（H27）

○地域密着型の直売所として、生産者と消費者の

交流の場 ・ 食育、地域農業と生活文化交流拠

点として機能。

○女性の目線を重視した店舗づくりにより集客力UP。

○地元の野菜 ・ 果物などを使用した商品を開発し、

６次産業化を推進。

○地元農産物のＰＲ、集客のため、研修施設を利用

し、料理教室などのイベントを企画。

旬の果物、野菜など
品揃え豊富な店内

【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】

「みりょく満点物語」外観

学校給食

出荷者協議会

会員農家数
473人（H27）

直 売 所

みりょく満点物語

「安全・安心・良質・
美味」の農作物を出荷

消費者から信頼される農産物を販売。
「食べて健康になる」で、生産者の農業所得を向上。

消費者

地元野菜の納入

来場JA東西しらかわ

地元農産物販売はもとよ
り、レストランでも提供し
消費拡大を図る

福島県内のＪＡ直売所

連携

写真１ 写真２

加工部門・販売

ミルク工房

レストラン

山ぼうし

研修（イベント）

施 設

飲食店等

地元野菜の納入

店内で放射線検査

信頼の確保

ＪＡ東西しらかわの要件をクリ
アした生産者のみが会員登録

ＪＡ・
種苗会社

栽培指導等
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農業・商業・工業・医療・観光の連携による
地域活性化の場 「みんなのはたけんぼ」

JAすかがわ岩瀬 ファーマーズマーケット はたけんぼ

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 福島県須賀川市
・運営主体 ： 株式会社ジェイエイあぐりすかがわ岩瀬
・取組内容 ： 農産物、加工、研修施設 等
・売上高 ： 11億3,300万円（H26）
・雇用者数 ： 35人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http：//ja-sukagawaiwase.or.jp/farmer

○高齢化と担い手不足により農業生産が減少し、新た

な経済事業改革が求められＨ１５年に設置。

○H２３年東日本大震災の影響で出荷制限・摂取制限

のため、一時は地元農産物が「はたけんぼ」から姿を

消すといった状況になったが、地元消費者・飲食店や

全国からの応援や以前から実施していた安全性の

チェックに放射性物質検査を加え、安全な食品の提

供を継続することで消費者の信頼を確保。

○東日本大震災による影響

→厳しい状況をあえて風評被害のせいにせず、従来通

りに食育講座や料理講習会等の食育活動や各種イ

ベントを開催することにより、皆が「食べたい」と思う環

境作りをするとともに、乾燥・加工品の商品開発（プロ

ジェクト「ＦⅡＲ」）などに取り組んだ。

○売上高

７億5,800万円（H16)→11億3,300万円（H26)

○出荷者数

750人（H16)→750人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

28人（H16）→35人（H26）

○須賀川市の観光ＰＲ拠点としても活躍し、地

域振興に大きく貢献。

○医療との連携「食事制限者への食材提供」

○高齢者対策「はたけんぼの食材で長生きでき

る環境作り」

○飲食店への販売拡大「より消費者の口へ」

「はたけんぼ」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】

「アイス工房」自慢のジェラート

学校給食

会員農家 直売所

農作物の出荷

加工販売施設
・手作り豆腐、油揚げ等
・アイス工房

情報発信の基地として様々な分野と連携
生産者と消費者の笑顔が交差する地域に根ざした店づくり！

消費者

生産者招待給食での
交流

来場

ＪＡすかがわ岩瀬 ファーマーズマーケットはたけんぼ

食育ソムリエ（スタッフ）
を中心にレシピを作成
し消費者と交流

加工業者

農産物の乾燥・
加工品の開発・
販売

共同企画

写真１

写真２

食育活動
・料理講習会・食育講座
・農業体験・健康相談等開催
・ＪＲとの連携による「地産地消
お座敷列車」等

飲食店

飲食店と連携し消費者
への食事会や試食会を
随時開催

農産物の提供

食材の販売

品質チェック

生産者個人ブラン
ドの確立
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四季折々の新鮮な旬の味わいと「安全安心」を地域の皆様
に提供 「めざせ、風評払拭！」

ＪＡ伊達みらい みらい百彩館「んめ～べ」

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 福島県伊達市
・運営主体 ： ＪＡ伊達みらい
・取組内容 ： 直売所、加工、農業体験 等
・売上高 ： ６億6,000万円(H26)
・雇用者数 ： 34人（臨時雇用含む）（H26)
・ＵＲＬ ： http//www.jadatemirai.or.jp

○伊達市・伊達郡管内で生産される豊富な農産物を集

約し、農業者の所得向上、高齢者や女性でも活躍で

きる場作りを目的として平成21年に開設。

○東日本大震災の影響で、農産物の出荷制限が出さ

れたり、風評被害を受けるなど販売不振に至ったが、

放射性物質の検査を継続することで安全性を消費者

に伝えている。

○東日本大震災による影響

→県の放射性物質のモニタリング検査のほか、「んめ

～べ」敷地内に検査センターを設けた。「安全・安心

な農産物を地元の方々に食べて頂きたい」という想

いを持ち、食品の安全性のＰＲを積み重ね、消費者

の信頼を取り戻しつつある。

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】

○６次産業化への取組

○地元商工会や飲食店などと連携し、新たな特

産品開発への取組

【今後の展望】

○売上高

２億円（H21)→６億6,000万円（H26)

○出荷者数

600人（H21)→692人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

32人（H21）→34人（H26）

○農業所得の向上、女性の活躍の場や新規就

農者の創出、遊休農地の解消など、地域農

業の発展・振興に大きく貢献

【取組の効果】

みらい百彩館
「んめ～べ」外観

病 院出荷登録農家
直 売 所
・果 実（３割）
・野菜類（３割）
・その他

農産物の出荷

加工販売施設
・惣菜

放射性物質の全戸検査
を出荷者毎に全品目
チェック

消費者

地元野菜・米の納入

来場

みらい百彩館 「んめ～べ」

写真１

写真２

学校給食等

野菜の調理法、保存方法
のアドバイス

農業体験・料理講習会・各種イベント

地場産農産物を基盤に、地域の中でさまざまな交流（ご縁）を大切に！

地元野菜・米の納入
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お

「まめで達者な村づくり」を目指した拠点施設
地元の大豆にこだわった加工品で村を元気に！

手・まめ・館

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 福島県東白川郡鮫川村
・運営主体 ： 鮫川村農産物加工直売所手まめ館

運営協議会
・取組内容 ： 直売所、食堂、カフェ、加工 等
・売上高 ： 1億1,800万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 22人（Ｈ27）
・ＵＲＬ ： http://www.samegawa-temamekan.com/

○村の基幹産業である農業の振興と、高齢者の健康づ

くり、生きがいづくりを進める「まめで達者な村づくり事

業」の拠点施設として、平成１７年１１月に整備。

○村で生産されたまめ（主に福島県奨励品種の大豆「ふ

くいぶき」）を使用する加工品製造施設を整備し、味

噌や豆腐などの加工品を販売。

○地元企業が村で生産されたエゴマを使用して商品開

発した和風ドレッシングなどの加工品を販売。

○農家の余剰農産物が出荷対象であったため、品質の

向上、品揃えに課題。

→役場に農業指導員を配置し、栽培者研修会などを開

催。栽培方法や有機・低農薬農法などを指導したこと

により、新鮮で品質の良い様々な農産物が生産・出荷

出来るようになり農家の生産・出荷意欲が向上した。

○ハウス栽培を奨励して、年間を通して出荷出

来る体制を構築し、農家所得の増収と品揃え

の強化。

○農家の高齢化に対応し、世代交代を踏まえた

生産者の育成。

福島県ブランド認証産品
｛達者の味噌」

【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

5,700万円（H18)→１億1,800万円（H26)

○出荷者数

106人（H17)→102人（H27)

○雇用者数

８人（H17）→22人（H27）

○村の基幹産業である農業の振興、耕作放

棄地の増加防止、高齢者の生きがい・健康

づくりに貢献。

○地域経済の活性化や食農教育の場、都市

との交流の情報発信基地の役割。

【取組の効果】

会員の顔写真が掲示された店内

学校給食

会員 １０２名
（地元農家） 直 売 所

手・まめ・館

農作物の出荷

大豆加工施設

土づくりからこだ
わった有機農法

農業の振興と高齢者の健康づくり、生きがいづくりのため、
大豆を柱とするプロジェクト「まめで達者な村づくり」！

消 費 者

地元産の米を炊飯し提供

来場
鮫川村農産物加工直売所手まめ館運営協議会

地元農産物、地元大豆を
使用した加工品を中心に
販売

鮫 川 村

「まめで達者な
村づくり事業」

連携

写真１ 写真２

食 堂
手まめ食堂

カ フ ェ
手まめＣafe

給食施設

福 島 県

大豆加工品
「達者の味噌」県ブランド産品認証

地元企業

エゴマ
ドレッシングなど

連携

商品開発

消 費 者

大豆加工品などを通
信・ネット販売

村営たい肥製造場

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

みずほの村市場

＜事業者の概要＞

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

○農産物は、市場価格に左右され農業者が再生産でき

る適正価格となっていないことに危機感を感じ、農業

者が自立し経営者になってほしいとの思いで、平成２

年に直売所を整備。

○農業者が自立することで、消費者に本物の農産物を

将来にわたって提供したいとの思いを形にした。

○「農業の産業化」「再生産できる適正価格」に向けた

農業者の意識改革

→販売権利金・反則金・報奨金制度等の独自ルールを

導入することにより、直売への覚悟と売場に対する責

任感を持たせた。

○売上高

１億（H３)→６億円（H27)

○出荷者数

８人（H２)→54人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

５人（H２）→30人（H27）

○会員農産物の品質向上や所得の増加など直

売所のモデルケースとして、日本農業の発展・

振興に大きく貢献。

○これまでに培った生産、販売のノウハウを基に

フランチャイズ制を導入し、「みずほスタイル」の

全国展開を目指す。

○直売所を起点とした地域創造産業の確立。

消費者モニター会

生産現場の見学を
行うなど農業を理
解促進を図る

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

みずほの村市場外観
右から直売所・
イベントハウス
加工所・そばや

消費者
モニター会

みずほ農業
経営者会員

直売所

・高品質農産物
・無添加自然食品等

農作物
の出荷

蕎舎（そばや）

・常陸秋そばと国内産原
料のみ使用

・栽培管理勉強会
・生産・作付計画
・農業者同士の品質競争

本物の農産物を農業者が再生産できる適正価格で販売

一般消費者
消費者会員

生産現場の見学

来場

（株）農業法人みずほ

試食提供による品質確認

写真１ 写真２

交流事業

・体験農園

・年間を通じた旬を感じる
イベント

意見・要望

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

ポケットファームどきどき茨城町店

＜事業者の概要＞

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

○生産者と消費者を安心で結ぶ架け橋として、安心で

きる農畜産物の直売所とレストランを中心とした、

ファーム型複合交流施設として平成12年に整備。

○農産物の収穫体験や地場産農産物を使った手作り

体験教室の開催による集客。

○施設内の整備及び農園の管理運営

→施設内は登録生産者が毎月交代で園内整備を行い、

景観を美しく保っている。農園は有機農業者と共同で

管理することで、ＪＡＳの認定を受けている。

○売上高

８億円（H13)→11億円(Ｈ26)

○出荷登録農家数

80人（H13)→100人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

70人（H13）→70人（ H26 ）

○出荷生産者独自のイベントを年４回実施する

ことで、農業のファンづくりができている。

○食卓と農業を近づけるきっかけづくりの強化

○「食べ物としての野菜・果物」の生産強化

○小学生や幼稚園児などの食育活動の受入

直売所内の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

直売所全景

出荷登録農家

直売所
・ファーマーズポケット
・フラワーポケット

農作物
の出荷

レストラン
・フリースタイル家庭料理

屋外施設
・バーベキュー広場
・ジャブジャブ池 等

加工販売施設
・ハム ソーセージ
・パン工房

登録農家による品目別
作付計画

おいしさと安全の両立
地域資産である茨城県の農畜産物の最大活用

体験施設
・どきどき農園農業体験
・手づくり体験教室 等

一般消費者
会員消費者

来場

各種イベント
どきどきギフト

オリジナルギフトの提案

子ども向け施設
・小さな動物コーナー
・子供市場 等

ポケットファームどきどき茨城町店

会員割引

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

サングリーン旭

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 茨城県鉾田市
・運営主体 ： ＪＡ茨城旭村

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

○消費者と生産者を安全・安心・新鮮で結ぶ産地の中

心としたいとの思いから、直売所を整備。

○ファミリー層を取り込むため、特産品のメロンを使った

ソフトクリーム類の販売施設やスロープ等のバリアフ

リー設備を整備。

○施設の管理と運営（登録生産者の管理指導）

→生産者同士の意識向上により、出荷商品の品質向

上につながった。

○売上高

１億1,000万円（H7)→８億6,442万円（H26)

○出荷者数

100人（H7)→400人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

４人（H7）→16人（H26）

○さつまいも掘り体験学習などのイベント開催を

行い、地域の食育や活性化に貢献。

○主力商品であるメロン販売時期(４月～10月)以

外の来客数確保のための取組。

直売所の全景

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

直売所内の様子

出荷登録農家
直売所

農作物
の出荷

ＪＡ茨城旭村 メロン部会

加工販売施設
・惣菜
・ソフトクリーム

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

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

消費者

来場

サングリーン旭

各種イベント主催者

イベントの開催による集客連携

ネットショッピング

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

北の郷農産物直売所

＜事業者の概要＞

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

○ 耕作放棄地の解消、地元の活性化、雇用創出など

を図るため、平成18年４月に営業を開始した。

○小規模農家が多いため、端境期の品不足を懸念

→地元市場の仲卸業者と連携。

→出荷生産者に作付間隔を少しずつ調整し、作物が

途切れないように要請。

〇自家消費の残りではなく、品質の良い農産物を出

荷するように生産者の意識を改革

→生産者の自主的な出荷ルールにより、生産者の意

識が変わった。

○売上高

9,750万円（H21)→１億2,400万円（H26)

○出荷者数

75人（H21)→110人（H26)

〇来店客数

８万7,000人（H21）→10万1,000人（H26）

○雇用者数（臨時雇用含む）

19人（H21）→23人（H26）

農業所得の向上及び雇用の創出など、地域農

業の発展・振興に貢献

○ＰＢ商品（加工品）の販売額を増加したい。（目

標：総売上高の50％）

○農産物を出荷することで、地域の高齢者も元気

にしたい。

加工品（惣菜等）の
陳列の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

直売所内の様子

出荷登録農家
農産物直売部会

農作物
の出荷

農産物加工部会

品質チｪｯク

品質に対するこだわりを徹底（安心・安全）

消費者

・お弁当、惣菜、ジャム等
の製造

販売

北郷ふれあいの郷管理運営組合

・ジャガイモ、さつまいも
掘り等の農業体験
・各種イベント

・農産物や加工品等の
販売

都市交流部会

来場
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地域住民による地域のための拠点へ
地場生産農産物を活用した直売所経営

きらり佐久山農産物直売所

＜事業者の概要＞

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

○地域活性化の方策を検討するために、佐久山地区活

性化協議会が設立された。協議会で農産物直売所を

開設する計画を立案し、平成19年４月に佐久山直売

会を設立。

○平成20年６月に農産物直売所を開設。

○平成25年６月（株）きらり佐久山を設立。

○平成26年９月にレストラン、農産物加工所をオープン。

○「良質な品揃え」、「質の高い農産物」への農産物出

荷者の意識改革

→生産者の自主的な出荷ルールにより、意識が変わっ

た。

○売上高

4,000万円（H20)→１億5,900万円（H26)

○出荷者数

80人（H20)→140人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

４人（H20）→12人（H26）

○地場農産物の生産が増加したことから、 農

業所得の向上及び雇用の創出が見られ、地

域活性化につながった。

○農産物の品質の向上と安定供給。

レストラン・農産物加工所

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

直売所

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

出荷生産者自らが
品質チェック

地域住民の拠点となる農産物直売所へ

消費者

来場

（株）きらり佐久山

販売

佐久山地区活性化協議会

連携

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

ららん藤岡 アグリプラザ藤岡

＜事業者の概要＞

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

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

○関越・上信越自動車道及び北関東自動車道との高

速交通十字軸の結節点に位置する立地特性を最大

限生かし、平成11年に地域で生産された新鮮な農産

物を地域住民を始め観光客に提供し、農家所得の向

上、地域の活性化を図るため、農産物直売所・花の

交流館を中心とした総合施設を整備。

○午前は、地元の来店客が多く、高速道を利用する観

光客が午後に来店した際の品不足・商品の売切れが

問題

→品不足・売切れを解消するため、消費者のニーズに

合った商品や販売状況を、生産者へ頻繁に連絡する

ことで生産・出荷意欲が向上した。

○売上高

３億4,000万円（H12)→６億4,000万円（H26)

○出荷者数

常時出荷協力農家は100軒

○雇用者数（臨時雇用含む）

16人（H12）→16人（H26）

○新鮮野菜や加工品を幅広く取りそろえ、ららん

藤岡として様々なイベント、催事を実施すること

により利用客は年々増加。

○直売所ブランドを創造し、さらに充実した直売所

としリピート率を高める。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】（直売所のみ）

出荷組合農家

直売所・レストラン

県産農産物を積極的に販
売活用 「ぐんま地産地消

推進店」に認定

農畜産作物
の出荷

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

消費者

来場

（株）藤岡クロスパーク

イベント、催事主催者

イベント開催による集客連携

写真２

グルメプラザ

花の交流館
・花展示
・イベント展示会

観光物産館
・名産品、特産品の販売

ミニ遊園地
・観覧車 等組合員が当番で直

売所に赴き、スタッフ
と品質をチェック

直売所店内の様子

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

川場田園プラザ ファーマーズマーケット

＜事業者の概要＞

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

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

○村の活性化計画に基づいて企画された道の駅田園

プラザ事業において、地場商品のＰＲと直販を進め

て村内消費拡大に繋げるため平成７年に直売施設

を整備。

○農家等における、新しい加工品の製造による村の特

産品の販売。

○「農業+観光＝健康な農業」を理解し実践してくれる

出荷会員の確保と、安定した農産物の出荷体制の

構築。

→生産意欲の高い出荷会員を確保・育成し、出荷会員

全体へ協力体制の波及を図った。

→売切れを極力無くすため、在庫状況を出荷会員に１

日複数回情報伝達できる体制を構築、会員の出荷

への意識向上が図られた。

○売上高

１億円（H10)→５億4,000万円（H26)

○出荷者数

30人（H10)→400人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

３人（H10）→14人（H26）

○会員の多くが、一線を退いた高齢者や婦人だが、

趣味と実益を兼ねた生きがい対策、農地の景観

保護、遊休化防止、地域の活性化に大きな役割

を果たしている。

○地産地消を村のみの「点」から、市町村を越えた

地域の地産地消の「輪」とし、品揃えを充実させる。

○有機栽培作物に対する取組みを検討。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】（直売所のみ）

直売所外観

出荷登録農家

直売所

県産農産物を積極的に販
売活用 「ぐんま地産地消

推進店」に認定

農畜産作物
の出荷

レストラン・物産館
そば処

生産者・直売所スタッ
フで品質チェック

つねに新鮮・豊富！さらに新鮮・豊富！

消費者

来場

（株）田園プラザ川場

写真２

展示施設
研修集会施設

加工販売施設

・ミルク工房・ミート工房・
ビール工房・パン工房等

宿泊施設
・ホテルＳＬ

直売所店内の様子

イベント・催事主催者

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

邑楽館林農業協同組合 農産物直売所 ぽんぽこ

＜事業者の概要＞

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

○地域で生産された農産物を自ら販売することによる

農家所得の向上、また高速道路が通る立地を利用

した、県外からの集客や地元野菜のＰＲ等、地域の

活性化を図るため平成20年に直売所を整備。

○夕方の買物客にも対応できるよう生産者と連携した

品揃え。

○午前と午後の品揃えの差を無くし、豊富な品揃えに

するための体制づくりや、農産物の直売所用個包装

への生産者の意識改革

→午後にも２回以上出荷してもらえるよう、スタッフ全員

で生産者への働きかけや、個包装の研修会等を頻繁

に開くことにより生産者の販売意識が向上した。

○売上高

５億2,000万円（H21)→８億5,000万円（H26)

○出荷者数

250人（H21)→390人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

15人（H21）→24人（H26）

○生産者の意欲と所得の向上、地元食材のブラン

ド力向上に大きく貢献。

○生産者とスタッフのコミュニケーションを大切に

することで直売所の総合力が高まった。

○地元農作物を豊富に取り揃えた、魅力のある

直売所をめざし、さらなる農家所得向上に繋げる。

直売所店内の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

直売所外観

保育園・老
人ホーム

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

地元の加工グループ

品質はスタッフ全員で
チェック

農家直送！新鮮という直売所の魅力にこだわりつづける！ 消費者

地元産米
の提供

来場

農産物直売所 ぽんぽこ

イベント開催による集客地元食材を使った銘柄商品の提供

写真２

地元商工会

加工商品提供

地元商店

連携

野菜ソムリエによる相談対応
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自社工場で生産した豚の堆肥を活用した循環型農業
お客様の食と健康を考える！

サイボクハム 楽農ひろば

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 埼玉県日高市
・運営主体 ： 株式会社 埼玉種畜牧場 サイボクハム
・取組内容 ： 農産物直売所、ミートショップ、レストラン

パークゴルフ場、天然温泉
・売上高 ： 60億円（H26）（施設全体）
・雇用者数 ： 約600人（臨時雇用含む）（H26）（施設全体）
・ＵＲＬ ： http//www.saiboku.co.jp

○肉の販売だけでなく、自社生産した豚の堆肥「スー

パーサンライト」を使用した野菜の直売施設を整備し、

食をトータルでサポートすることを目的に。

○有利な販売を実現するための取組

→直売所は特定の地域の農産物を集めて売るところの

ため、「旬の時期」には、どうしてもその「旬の農産物」

ばかりが集中的に出荷されることが多いため、種を蒔

く時期をずらして収穫時期を変えたり、早生・中手・晩

生といった品種を変えることにより有利に販売するこ

とができた。

○売上高（施設全体）

60億円（H16)→60億円（H26)

○出荷者数（直売所のみ）

45人（H11)→45人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）（直売所のみ）

35人（H11）→35人（H26）

○レジ通過者数（直売所のみ）

46万人（H26）

○お客様の要望や他の直売所との差別化を図

るため、目新しい野菜を生産者に栽培しても

らいたいが、高齢化しており難しい。

徐々に生産者の世代交代を図ることが大切。

【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

楽農ひろば
農産物直売所
地元野菜・果物

農作物
の出荷

ハム・ソーセージ工場
ミートショップ

自社生産堆肥スーパー
サンライトを使用した野
菜栽培

循環型農業により、お客様の食と健康を考える！
週１回の販売価格設定により、生産者も安心

消費者

来場

株式会社 埼玉種畜牧場・サイボクハム

写真２

レストラン
キッチン・カフェテリア

パークゴルフ場
アスレチック

天然温泉

直売所店内の様子

直売所外観

自社生産堆肥

販売
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生産者の顔が見える農産物直売所
花木と野菜のふるさと、JA花園。

JA花園 農産物直売所

＜事業者の概要＞

・所在地 ：埼玉県深谷市
・運営主体 ：JA花園 直売所運営委員会
・取組内容 ：花植木売場、野菜直売棟、花卉温室

テナント、直営食堂、加工所
・売上高 ：10億1,000万円（H26）
・雇用者数 ：30人（臨時雇用含む）

（うち職員４人）（H27）
・ＵＲＬ ：http://www.jahanazono.jp/

○養蚕が盛んであったが、昭和50年代以降、中国の輸

入生糸の増加により養蚕農家が減少し、野菜や花植

木栽培へと転向。

○花植木生産者が直売施設の建設を希望しており、昭

和58年３月に直売所設立。

○午後の品不足、出荷者による値下げ競争、加工品の

少なさ。

→生産者による１日２～３回の野菜補充、旬野菜の値

下げ競争の禁止、漬物や味噌・パン等の加工品開発

を推進。

○売上高

１億5,000万円（S58)→10億1,000万円（H26)

○出荷者数

約80人（S58)→288人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

約７人（S58）→30人（H27）

○来客数 65万人（H25)

○各部会による季節ごとのイベント開催により集

客を増加。

○平成27年４月の新店舗オープンに伴い、生産

指導の強化、加工品の拡大、惣菜の導入、試

食販売・料理提案に取り組む。

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】

花いっぱいの温室

出荷登録農家
（野菜部会）

直売所
・オープンキッチン
・切り花コーナー
・惣菜コーナー

農作物
の出荷

花いっぱいの温室

・季節の花卉、果樹、観
葉植物

植木・盆栽コーナー１日に２～３回野菜補充

「食と農を結ぶ豊かな地域社会」を目指す！
埼玉県一の実績のヒミツは、何度も足を運ぶ生産者

消費者

来場

JA花園農産物直売所

食育ソムリエによる
試食販売

写真１ 写真２

季節ごとのイベント
・創業祭（４月）
・さつき祭（５月）
・とうもろこし祭（６月）
・菊祭（10月）
・もちつき大会（12月）

直売所運営委員会（農協理事・植木部会・野菜部会・青年部・女性部）

出荷登録農家
（植木部会）

植木・鉢物
の出荷
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生産者もスタッフも買って支える
お客さま、生産者、スタッフ、全員で作り上げた直売所

JA南彩 菖蒲グリーンセンター

＜事業者の概要＞

・所在地 ：埼玉県久喜市菖蒲町
・運営主体 ：南彩農業協同組合
・取組内容 ：イチゴ狩り・直売（梨、野菜、米、切り花、

苗もの）・食堂
・売上高 ：８億6,000万円（H26）
・雇用者数 ：30人（臨時雇用含む）

（うち正社員４人）（H27）
・URＬ ：http://www.ja-nansai.or.jp

○昭和45年頃、湿田地帯だったこの地で土地改良が行

われ、その余剰地に農協が梨の選果場を設立。選果

場では200人の雇用があり、腕に心得のある人が昼

食にうどんを打って振る舞っていた。

○それが発展し、現在の農協直売センター食堂になり、

梨の選果場の販売コーナーを直売所に整備した。

○直売所名物の特産品開発。

→久喜市の特産である梨を使った「梨カレー」を開発し

て、レトルト食品で売り出している。

また、農協食堂のメニューとしても提供している。

○売上高

約6,000万円（H２)→８億6,000万円（H26)

○出荷者数

10人（H２)→220人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

６人（H２）→34人（H27）

○年間来客数 約50万人

平日 1,000人～1,300人

土日 1,500人～3,000人

○６次産業化にも取り組みたいが、まずは現状を

維持していくことが大切。

○生産者が高齢化しているが、後継者も育ってお

り、今後が期待される。

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】

店内の様子

出荷登録農家 直売所
・いちご狩り

農作物
の出荷

加工部門
・味噌

出荷時に
買い物

出荷で直売所に来た生産者も買い物！
店舗スタッフも買い物！

消費者

来場

JA南彩 菖蒲グリーンセンター

リピーターが多く
イベントの告知は
店内のポスターで！

お弁当・パン・惣菜

いちご・梨・プラム・きゅうり・トマト部会
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四季を通して採れたての味を食卓に！

今採り農産物直売所 かしわで

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 千葉県柏市
・運営主体 ： 株式会社アグリプラス
・取組内容 ： 直売所・農業体験等
・売上高 ： ６億3,400万円（H26）
・雇用者数 ： 45人（臨時雇用者含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://WWW.kasiwade.com/

○中国から輸入される、い草・椎茸・ネギが重宝される

ようになり、柏市の特産品であるネギを栽培する農

家が大きな打撃を受け、生産意欲をなくしてしまう状

況であった。そんな姿を目の当たりにし「地域の農業

をどうにかしなければ」との思いから、平成12年末に

地域の農家15名が集まり、平成16年に開設。

○生産地であるとともに消費地でもあるメリットを活か

し、都市型農業を展開することにより、農家所得の

向上を図り農業（地域）の活性化に取り組む。

○当初は、出荷農家が共同選別出荷で育った地域の

ため、直売対応の少量多品目にならず、品揃えに

苦慮、午前中で商品棚が空いてしまう状況。

→地域別の座談会、研修会の開催による意識の向上

と、先進事例の直売所視察を繰り返し実施したこと

により品数が増え、珍しい商品も出荷されるように

なった。

○売上高

３億7,300万円（H16)→６億3,400万円（H26)

○出荷者数

120人（H16)→230人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

23人（H16）→45人（H26）

○生産者と消費者が農業を通じた交流を深める

場、定年帰農や新規就農の若者の増加といっ

た地域農業の活性化の一翼を担っている。

○開設から11年が経過し、この間の農薬問題や

東日本大震災以降の放射能ホットスポットでは、

農薬検査結果や放射能検査結果を掲示し消

費者に周知することで苦しい状況を乗り越え、

新たな事業としての６次産業化の取り組みで

「農家レストラン」を開設、「かしわで」ならでは

の野菜にこだわり抜いた農家料理で更なる飛

躍を試みます。

○○○
【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】

直売所店内

学校給食

出荷登録農家

農産物直売所

農作物の出荷 地域農業の発展のために始めた直売所
地元の畑、地方の畑を直接売場に！顔の見える国産品だけのお店です

消費者

来場

今採り農産物直売所 かしわで

写真２

・座談会、研修会を実
施して意識向上

・農作物を毎朝開店前
に納品、閉店後に撤去

・農産物の栽培状況や
生産者情報の提供

・宅配サービスを展開し、
柏市と流山市全域の買
い物弱者に配達

・季節的に地元で揃えられない農産物
を産地限定で直接仕入れ品揃えを充実

連携

県内外の生産者・直売所

・納入した農作物を毎日従業員がチェッ
クし、良品質な揃えを図る

・抜き取りによりる残留農薬と放射能検
査を定期的に実施、結果の店内掲示

農業体験・イベント

・農家と地元消費者との交流をめざし
年10回以上を企画・開催
・行政等の農業に関するイベントに積
極的に参加、地産地消に取り組む

・地元産農産物を提供

直売所店外
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地域の高齢者に「働く楽しさと懐にうるおいを！」
匝瑳市の食材で安心・安全・新鮮を食べて！

ふれあいパーク八日市場

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 千葉県匝瑳市
・運営主体 ： ふれあいパーク八日市場有限会社
・取組内容 ： 直売所、レストラン、
・売上高 ： ５億6,800万円（H26）
・雇用者数 ： 39人（臨時雇用者含む）（H27）
・ＵＲＬ ： http://fureaipark.jp/

○地域では、バランスのとれた農業生産が営まれ、特

に植木は日本有数産地であるが、一戸あたり農業

生産額が低く、農業後継者不足という状況から、新

たな農業振興を図るため、都市と農村の総合交流

ターミナルとして平成14年に開設。

○地元産農産物や地元の素材を活かした手作り味

噌・厚焼き卵などの特産品のほか、日本有数産地

ならではの植木や花も扱っている。

○当初は、出荷される商品が規格外品や低品質のも

のが多く、満足に購入してもらえなかった。また、安

定的な供給がされず品不足となることもあった。

→出荷者に生産履歴の記帳義務付けや勉強会を重

ねる等、意識改革を行うことで、良質な商品が出荷

されるようになった。また、いつ、どのような作物を

どのぐらい出荷できるか出荷者に作付年間計画を

提出してもらい、品不足とならないよう調整を行い

安定的な供給に結びつけている。

○売上高

４億5,500万円（H14)→５億6,800万円（H26)

○出荷者数

180人（H11)→131人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

35人（H11）→39人（H27）

○年間延べ100万人程度の来場者を数える施設

として、地域活性化の一端を担っている。

また、社員のほとんどが女性で地域女性の活

躍の場となっている。

○野菜等の出荷が減少傾向であるものの、お客

様からは、「新鮮で安い」との評価を頂いており、

今後、出荷契約農家の拡大やレストラン、加工

施設の拡充を図りたい。

【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】

直売所店内

学校給食

出荷登録農家
農産物直売所

農作物の出荷
お客様の声と生産者を結びつける関係を作りたい！

消費者

良質な品揃えを常に心掛
け、店頭商品を常に確認

来 場

ふれあいパーク八日市場

写真２

レストラン

加 工 所

体 験・イベント

地元の素材を生かした手作り
味噌・厚焼き卵等を製造販売

情報発信

生産現場の見学、農業体験、
うどん打ち体験教室等を実
施

地元産の旬の食材を利用
した郷土料理を開発・提供。

メニュー開発社員の名前付
き定食を販売、社員のやる
きにつなげる

高品質な商品が出
荷されるよう生産履
歴の記帳義務付け
や勉強会を実施

植木見本園
食材の利用方法、食
材の説明、履歴の開
示等情報提供

日本有数産地ならではの多
くの植木や花を展示・販売

地域農業の紹介
地域の産業・観光の紹介 地元産の食材を提供

地元の素材を活かした特産品
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都市と農村のかけはし
－地元産の優良・安全・安心な作り手が見える直売所－

鴨川市総合交流ターミナル みんなみの里

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 千葉県鴨川市
・運営主体 ： 鴨川市農林業体験交流協会
・取組内容 ： 直売所、レストラン、農業体験等
・売上高 ： 2億6,100万円（H26）
・雇用者数 ： 28人（臨時雇用者含む）（H27）
・ＵＲＬ ： http://minnami.com/

○地域の農業者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地増

加という状況から、鴨川市が優良な農産物の生産販売

や都市住民等の農業体験、地域物産紹介等による都

市農村の交流による地域活性化の中核施設として平

成11年に開設。

○様々な業種の地域住民で組織する鴨川市農林業体験

交流協会が施設を借り受け、一括管理運営。

○農産物等供給、農産物生産、地域物産開発、企画、景

観形成の５つの専門委員会制を設け、会員は必ずい

ずれかの専門委員会に所属し、地域おこしの義務を負

うという考えのもと、取組を推進。

○出荷者の高齢化・後継者難に伴う生産能力の減少と生

産意欲の減退

→出荷者に高齢化・省力化に対応した作物や栽培方法

の情報提供等支援、新規就農者への就農支援等によ

り、地産地消の取り組みを維持発展。

○売上高

２億900万円（H11)→２億6,100万円（H26)

○出荷者数

231人（H11)→380人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

16人（H11）→28人（H27）

○来場者数

25万6,000人（H11）→ 26万8,000人（H26）

○体験を通して都市農村の交流を充実させて

いきたい。

○都市住民や友好交流市町村との物産交流

に止まらず、文化や人的な交流を拡大させ

ていきたい。

農産物直売所

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】 【今後の展望】

【取組の効果】

みんなみの里外観

鴨川市ペンショ
ン組合等

出荷登録農家
農産物直売所

農作物
の出荷

物産紹介売店

高齢化・省力化に対応し
た作物や栽培方法の情
報提供等支援、新規就
農者への就農支援等

ものの売買だけでなく、体験を通じた都市と農村の心の交流を目指したい！ 消費者

来場
みんなみの里

食育ソムリエの販売員を配
置。ちばエコ農産物の拡大

地域住民（農家を含む様々な業種）・農業団体・ＮＰＯ法人等

連携

写真２

レストラン

体験活動
・農作業体験
・クラフト体験等

地場産品を素材とした郷土
料理の提供

地域景観保全と
観光資源化

食材の説明や利用方法
等情報の提供
栽培履歴の開示

情報提供コーナー
・農村文化室
・展示ホール等

アンテナショップ

板橋区内商店街に開設
地元産の農産物を供給

地元農産物の提供提携

名所旧跡、散策コース整
備紹介等

地場特産品や地元の原料
を生かした加工品を開発
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何でも売れるわけではないが、売る楽しみがある。
ファーマーズセンターの売り場作りを通じた地産地消の推進

ファーマーズセンターみのーれ立川

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 東京都立川市
・運営主体 ： ＪＡ東京みどり
・取組内容 ： 地産地消のファーマーズセンター
・売上高 ： １億8,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 22人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://tokyomidori.jatokyo.or.jp/minore/

○ファーマーズセンターを新設したが、最初は知名度が

無く、経営は厳しく、商品があまり売れず、負のスパイ

ラルを感じた。

○状況を改善するため、まずはお客様にお知らせする

ための取組を開始した。

○お客様の声には、価格が高い、アボガドが売ってい

ないなど。

○お客様の声を分析

→近隣の個人直売所価格に近い価格設定。ＪＡ東京み

どり管内の農畜産物等を中心に国産にもこだわり、

お客様の理解を推進する。例えば、グレープフルーツ

のかわりに宇和ゴールド（国産）を販売等

○各種イベントの開催

→トマト、トウモロコシの試食会（品種比べ）、バターナッ

ツかぼちゃの冷製スープ調理レシピを配布、コスモス

フェア等

○売上高

１億2,000万円（H25)→１億8,000万円（H26)

○生産者出荷額

８千900万円（H25)→１億3,000万円（H26)

○出荷者数

175人（H25)→177人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

21名（H25）→22名（H26）

○端境を作らない好循環を生産者にお願いして

いく。

○みのーれ立川の６生産部会から構成される、

運営委員会が企画するお客様向けイベント等

を実施し、お客様に価値を伝えていく。

○食べ方のわからない野菜も、店内カフェを通し

ておいしく食べていただく。

【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】

地元出荷農家

ファーマーズセンター

地元農産物等

運営部門

消費者

来場

地元や国産の食材の購
入が出来る店

食材の利用方法が分か
る店
値頃感のある価格設定

提携ＪＡ 地元農産物の好循環
お客様のニーズに国産で対応

連携

写真１ 写真２

ＪＡの６生産部会からなる
直売所運営委員会がイベ
ントを企画・実施

地元野菜・果実・花・植木・畜産・加工食品と国産食材の直売所！
イベントを通じ食べる楽しさを伝えます

国産農産物等

カフェ

試食イベントの出来るカ
フェ。地元食材を使った実
演、地元食材を使った
にんじんゼリー等の提供

みのーれ立川
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「Pride of HACHIOJI」
農家が作ったトマトゼリー販売！

道の駅八王子滝山

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 東京都八王子市
・運営主体 ： 八王子市
・取組内容 ： 八王子産トマト加工品製造・直売
・売上高 ： ９億4,000万円（H26)
・雇用者数 ： 104人（うち正規雇用18人）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.michinoeki-hachioji.net/

○八王子の農業は多種多様な農畜産物生産を活か

した都市農業として発展してきた。

○本市の農業は少量多品目生産の中で他地域のよ

うな特産品と呼べる野菜や加工品が少ない。

○本市では東京都の支援を受けハウスが整備され春

先からトマトの栽培が可能となった。

○春先の寒暖の差のある時期に育ったトマトは味が

濃く、加工品には最適である。

○当初Ｂ級品を当てて試作したが、正規品を使って

作った方がおいしい。

○製造ロット数（900個）と少ないため大手食品メー

カーが製造するゼリーに比べ単価が高くなってしま

う。しかし、すぐに完売した。今後も継続的に実施し

増量を図る。

○売上高

９億8,000万円（H19)→９億4,000万円（H26)

○出荷者数

150人（H19)→170人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

104人（H26）

○農家売上

２億5,000万円（H19)→３億5,000万円（H26)

○八王子では、八王子滝山出荷組合以外にも地

産地消の加工品作りが行われている。

○地域農業のＰＲのためにも、加工品作りに取り

組んでいく。

【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】

粗切りとまとの
八王子とまとゼリー

直売所運営

加工品企画推進

八王子市民・他地域からの来場者

来場 交流

八王子市

写真１ 写真２

顧客を女性と想定し、女
性が中心になって開発

地産地消の加工品
八王子・多摩の生産者

八王子産トマト使用

さくさく嚙めるとまとあめ
＆

塩とまとあめ

生産者の力で八王子の特産品を作りだす！

道の駅滝山

農産物の出荷

多品目農産物の出荷

交流イベントの
企画・運営・発信

トイレの重視

月１イベント、市の広報と連携都の補助事業で、生産拡大

たけのこ、とうもろこし、収穫体
験で農業への理解促進

道の駅で、地元メニューの食事
体験

地産地消の窓口になる直売所作り

バラエティで特徴ある、
品揃え

同じ目標

八王子滝山出荷組合

１９器、２４時間、パウダールーム
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○農家所得向上のため、地場産の農畜産物を直接消費

者に提供したい。また、地場産野菜を主原料とした手

作り加工品等を開発し、地元消費者にもっと知っても

らいたい。

○都市農業を活かし、農業者と消費者の交流の拠点・

情報発信基地として地域に貢献し、「消費者との共生」

を図りたいとの思いで、平成24年に直売所を開設。

○豊富な品揃えの確保と地場生産比率のアップ

→多品目栽培指導を行い、店舗からの売れ筋情報・追

加搬入の情報発信により、生産者と連携し計画的な

生産の強化を図った。

○地場産野菜の周知ＰＲ

→交流イベントの開催、横須賀市（観光課等）と商工会

議所との連携し、地場野菜の情報を発信した。た。

○さかな館が隣接して開設され、農畜海産物

の豊富な品揃えで、顧客数増加の相乗効

果を図る。

○学校給食への地場産食材の提供等の地産

地消により地域での食育活動を強化。

○地元の高齢者や遠方の顧客に対する通信

販売化を推進。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 神奈川県横須賀市長井1-15-15
・運営主体 ： ＪＡよこすか葉山
・取組内容 ： 地場生産の農水畜産物及びこれらを

利用した加工品・惣菜等の直売所
・売上高 ： 11億4,000万円（H26）
・雇用者数 ： 28人（臨時雇用含む） （H26）
・URL ： http//www.jakanagawa.gr.jp/kn5128/

sucanagosso/index.html

都市農業の特性を活かした情報発信基地
～消費者との共生を図る農産物直売所～

ＪＡよこすか葉山「すかなごっそ」

○売上高

５億8,000万円（H24）→11億4,000万円（H26）

○雇用者数（臨時雇用含む）

34人（H24）→28人（H26）

○年間来客数

32万4,000人（H24）→54万8,000人（H26）

店舗外観

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】

地域農業を盛り上げ、地域に貢献する直売所にしたい!
出荷登録農家

加工部門 食農教育
農業体験

連携

販売

直売所

農作物等の出荷

長井町漁業協同組合 横須賀市（観光課）

学校給食

消費者

来場

ＪＡよこすか葉山「すかなごっそ」

多品目栽培指導や売
れ筋情報の発信
後継者・若手の育成

農産物及びブランド畜
産物、地元海産物や加
工品・惣菜等豊富な品
揃えによる集客 交流イベント開催や

行政との連携で地場
野菜の情報発信

路地野菜の定植及び収穫体
験による社会教育（小学生）

地場産の農畜産物を
原料とした手作り加
工品・惣菜等の開発・
ブランド化

ＪＡよこすか葉山
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作り手からあなたへ産地直送！
地元の新鮮な農産物がたくさん詰まったテーマパーク

ＪＡさがみ 「わいわい市（藤沢店）」

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 神奈川県藤沢市亀井野2504番地
・運営主体 ： ＪＡさがみ
・取組内容 ： 地場生産の農畜産物及びこれらを

利用した加工品・惣菜等の直売所
・売上高 ： 10億3,000万円 (Ｈ26）
・雇用者数 ： 39人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://ja-sagami.or.jp

○安心・安全で確かな品質の商品を多くの消費者に選

んでもらいたい。

○地元農産物を活用した加工食品等を開発・販売して

地産地消を推進したい。

○平成12年に「わいわい市寒川店」を開設し、地元生産

者が自ら持ち込む採れたて新鮮な農産物の販売が

消費者に好評であったため、藤沢市に２号店を開設

することとなった。

○商品の品揃え及び集客数の安定確保

→個性的なポップ等で商品をアピールし、直売所ならで

はの珍しい農産物や豊富な品種の商品を生産者が

自ら栽培して出荷するよう、売上げ情報等を発信した。

○加工食品の開発のこだわり

→カレールウを開発し、消費者がカレールウと共に地元

農産物を購入するようにした。

○売上高

８億9,900万円（H23)→10億3,000万円（H26)

○出荷者数

200人（H23)→300人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

39人（H23）→39人（H26）

○来客数（年間）

48万8,417人(Ｈ23）→53万5,025人（Ｈ26）

○地場産では珍しい品種等の生産や品質の向

上で顧客数拡大、新規出荷者を開拓、安定

供給を確保する。

○地域色を活かした更なる加工食品の開発。

○消費者の声を反映した運営の推進。

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】

店舗外観

養護学校等

出荷登録農家 直売所

農作物
の出荷

加工部門

新規出荷者を開
拓して確保し、
安定供給を図る

地元の新鮮な農産物がたくさん詰まったテーマパーク！わいわい市の魅力！
消費者

職業体験の受入

来場

ＪＡさがみ「わいわい市（藤沢店）」

販売

鎌倉女子大

季節ごとの手作りレシピやＰＯＰに
よる創意工夫でイベントや講座を
開催し、食育通信を発信

連携

生産者主体の販売体制
で品質向上や地域生産
率をアップ

食農教育

地元産の米、野菜を使用
したせんべいやカレー等
の加工食品の開発・販売

地域住民の健康増進、食
育推進の取組の実施

ＪＡさがみ
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地域の特産農産物の販売拠点！
果実と新鮮野菜の充実した品揃えと通年販売

ＪＡフルーツ山梨フルーツ直売所八幡店

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山梨県山梨市
・運営主体 ： ＪＡフルーツ山梨
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ３億5,800万円（H26）
・組合員数 ： 約700人
・雇用者数 ： 15人（臨時雇用含む）（H27）
・ＵＲＬ ： http://jafruits.sakura.ne.jp/shop/

○平成７年より、旧八幡果実共選所で果実（もも、ぶど

う）の直売開始。

○平成13年２月、旧東山梨地区の10の農協が合併し、

JAフルーツ山梨が発足。

○果実の一大産地であり、地域の標高差が大きく長期

にわたる販売が可能であることから、平成13年５月、

直売所をオープン。

○主要果実（もも、ぶどう、おうとう、すもも）の取扱量

の平準化と出荷農家のバランス

→主要果実は農家同士競合しないよう、ＪＡの共選品

を販売している。

○野菜の出荷量の確保

→普及指導員による、野菜栽培指導を行い、種類の

増加と出荷期間の延長を図る。

○売上高

１億5,200万円（H13)→３億5,800万円（H26)

○出荷者数（月平均)

350人

○入客数

７万3,000人（H13）→22万1,000人（H26）

○果実の産地でありながら、新鮮野菜等の品揃

えも豊富なことから、観光客はもとより、地元消

費者の確保に成功。

○野菜生産者を増やし、通年の取扱量の増加に

より、売上高向上につなげる。

○消費者との交流をさらに深めるため、味噌作り

などが体験できる施設の設置を行う。

○JA女性部による果実加工品の充実。

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】

店内の様子

地域の小中学
校保育園等

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

イベント

・上記4品目以外の果実と野
菜など

・果樹生産者はエコファー
マーを取得

・普及指導員による野菜の
栽培指導

豊富な山梨の「恵み」をお届けします！
市街地に近い立地条件を活かし、リピーター確保！！

消費者

学校給食食材提供

JAフルーツ山梨
フルーツ直売所八幡店

・新鮮・安全・安心をモットーに
地域に密着

・「甲斐のこだわり環境農産物」
の提供促進

「収穫感謝祭」 を秋に開催
生産者と消費者の交流を図る

特産のぶどう

ＪＡ共選場

もも、ぶどう、おうとう、
すもも 2/3が地元消費者
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「農」と「食」の新しい未来が育つ交流空間
採れたて・摘みたて新鮮農産物を四季を通じて提供

四季新鮮収穫広場 た・から農産物直売所

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山梨県中央市
・運営主体 ： 農事組合法人「た・から」
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： １億7,400万円（H25)
・組合員数 ： 113人（H27）
・雇用者数 ： ８人(臨時雇用含む）（H27)
・ＵＲＬ ： http://takara1.exblog.jp/

○地域農産物の地産地消の拠点として、「愛情を込め

て育てた、田や畑からの贈り物を直接消費者に届け

たい」をモットーに、平成18年２月、「た・から農産物直

売所運営組合」を発足。

○平成18年５月、「農産物直売所 た・から」開業。

○平成20年９月、農事組合法人「た・から」設立。

○都市化が進む地域において、環境に配慮した農産

物の生産

→耕畜連携の推進と、全組合員のエコファーマー取得

を目指す。

○地域農業の振興と直売所のＰＲ

→春の創業祭、秋の収穫祭の開催、農業体験を行い

交流を図る。

○売上高

8,900万円（H18)→１億7,400万円（H25)

○出荷者数（組合員数）

60人（H18)→113人（H27)

○入客数

11万3,000人（Ｈ18）→17万4,000人（Ｈ25）

○地産地消の拠点として、地域農業の振興に大

いに貢献

○受賞歴

Ｈ21 地産地消優良事例表彰（山梨県）

Ｈ22 豊かなむらづくり全国表彰事業（農林水産大臣賞）

Ｈ27 やまなし食の安全・安心優良活動表彰（山梨県）

○生産者と消費者の交流を促進するとともに、「地域の子供は地域で育てる」との考えから、教育ファーム

の実施と食育の推進の充実を図る。

○より高付加価値・高品質なものづくりを進め、野菜の有効活用を図るため、加工品の開発を行う。

教育ファーム（田植え体験）

【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

学校給食

登録耕種農家

直売所

農作物
の出荷

農業体験
稲わら、残
野菜を飼料
に

環境に配慮した農産物を生産
採れたて野菜の直売と地域・消費者との交流！ 消費者

地元産食材の提供

四季新鮮収穫広場 た・から（農事組合法人）

中央市農政観光部農政課

農家・住民・地域が一体となり循環型の
農業を展開連携

登録畜産農家

堆肥

畜産物
の出荷

人材の育成

・安全・安心な農産物等の
提供

・消費者との交流
春秋にイベントの開催

・教育ファーム
市内保育園園児及び
小学校児童とその保護者

・企業の農業体験
農業指導と福利厚生事業

・研修生の受け入れ
・担い手の育成
「農事組合法人種をまく人」
を結成

耕畜連携

農業大学校

研修生の派遣連携

直売所外観
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巨大なタケノコが目印の山梨県「道の駅」第1号！
山梨の南の玄関口で特産品や新鮮野菜を販売

道の駅とみざわ

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山梨県南巨摩郡南部町
・運営主体 ： 南部町商工会（指定管理者）
・取組内容 ： 直売所、レストラン
・売上高 ： １億6,400万円（Ｈ26）
・登録農家数 ： 240人（Ｈ26）
・雇用者数 ： 13人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://www.michinoeki-tomizawa.com/

○旧富沢町が、地元農林業活性化、観光客誘致のため、

平成５年山梨県内の「道の駅」第１号としてオープン。

○平成21年４月より、南部町商工会が、指定管理者とし

て、管理運営を開始。

○通年販売できる加工した特産品の開発

→タケノコの水煮・お茶のドレッシング等を、道の駅限定

品として販売する。

○直売所で取り扱う野菜の品質の向上

→県の出先機関である農務事務所による野菜の栽培指

導により高品質で多種の野菜を生産する。

○売上高

１億5,100万円（H22)→１億6,400万円（H26)

○登録農家数

200人（H22)→240人（H26)

○入客数

16万5,000人（H22)→17万3,000人（H26)

○地場農産物の生産増加や農業所得の向上、地

域農業の振興に貢献

○地元農産物を原料とした加工品を開発し、地元

加工業者による製造・販売。

○栽培指導による農産物の高品質化。

○消費者ニーズに対応した商品開発と直売所作り。

目印の巨大タケノコ

【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

出荷登録農家
直売所

農作物等
の出荷

レストラン

高齢・小規模農家の所
得の向上

南部町の観光拠点で地域特産品を活用し、
地域農業の振興に貢献したい！ 県内消費者

県外観光客

道の駅とみざわ

朝採り野菜の販売

菓子製造業者

特産品を原料に焼菓子の開発

連携

・地元産の安心・安全な新鮮
野菜等の販売
・春・秋のイベント開催

・県産ワインの販売コーナー
を設置

インフォメーション

・地元産そばや郷土料理の提
供

・地域特産品のタケノコを使用
したメニューの開発・販売

・地域の観光拠点として
県内・町内の観光スポッ
ト等の情報提供

県外の
リピーター客

宅配便による商品の提供

地元NPO法人

竹林の保全と竹製品の納入峡南農務事務所
（県出先機関）

野菜の栽培指導

県産ワインコーナー
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ＩＴを活用した情報提供、生産者ＧＡＰの取組等
新たな取り組みに常に挑戦する農産物直売所「あさつゆ」

丸子農産物直売加工センター「あさつゆ」

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 長野県上田市大字御岳堂５４－１
・運営主体 ： 丸子農産物直売加工施設運営組合
・取組内容 ： 農産物直売、食堂、加工
・売上高 ： 3億円（H26）
・雇用者数 ： 14人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.asatsuyu55.com

○徹底した情報提供

→職員のＩＴ技術を高める必要があったため導入準備

に数年間かけた。

○ＧＡＰの理解を図る

→県の農業改良普及センターの指導のもと、各種講

習会、情報提供に取り組み、「あさつゆが目指すよ

りよい農業の実践（ＧＡＰ）」を策定した。

○売上高

2億5,300万円（H21) → 3億円（H26)

○組合員数

198人（H21) → 216人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

16人（H21） → 14人（H26）

○ スマートフォンを活用した店舗情報の提供、

給食や予約品などの受発注業務、日々の

農業日誌、防除記録などを記録し簡便性と

有効性を兼ね備えたシステム開発を検討

している。

○ 自主的な農薬残留検査やＧAＰの取り組

みを継続することで、安全安心な農産物の

提供をさらに図りたい。

【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

施設全景

店内の様子

【取り組むに至った経緯】

○昭和60年７月１日、B級品や加工用となってしまう、

曲がったり太すぎるキュウリをもっときちんと売り

たいと考える農家５軒が作った無人農産物販売

所が誕生。

○あさつゆは生産者による値付け、出荷量、荷姿

等自由をモットーにしている。

○生産者、消費者の関心をひきつけるために、 店

内の大型モニター画面で農作業風景や調理方

法などを動画で提供している。

農作物の出荷

直売所・食堂・加工

生産者による値付け、出荷量、荷姿等自由がモットー！
消費者

来場

あさつゆ

出荷登録農家

あさつゆが目指
すよりよい農業
の実践（GAP) 大型モニター画面で農作業

風景や調理方法を動画で提
供することにより、生産者、
消費者の関心をひきつける

県農業改良
普及センター

定期的に生産者へ情報提供
・１時間ごとの個人売上額
・ライブカメラによる店内状況
・日々の売上額や客数

指導

連携
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楽しく、お金になり、地域に貢献できる農業を！

有限会社 たんぽぽ

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 長野市篠ノ井山布施８８３１－９
・運営主体 ： 有限会社たんぽぽ
・取組内容 ： 農産物直売、加工、弁当
・売上高 ： 7,765万円（H26）
・雇用者数 ： 25人（臨時雇用含む）（H26）
・電話番号 ： (026)229-2948

○平成４年、「新しいことに挑戦し、楽しく、お金にになる

ことで、地域に貢献したい！」との思いを抱く女性30

名で起業。

○週末のみの直売所の運営は全員の努力で軌道にの

り、交通手段を持たない高齢農家の農産物の買い取

りなども行ない、平成６年には通年営業できる施設を

建設。

○売れ残った野菜の有効活用がきっかけとなったおや

き製造は、現在は経営の柱となっている。

○地域に伝わる菓子や惣菜の商品化は、多くの方々の

目に触れ、伝統行事食の継承の一翼を担っている。

○施設建設の際、融資を受ける必要

→任意組織である「たんぽぽ」は、金融機関からの融

資を受けられなかったため、平成11年に法人化。「起

業」から「企業」へと意識も変化。

○はたらく仲間づくりと後継者育成

→地域の若い女性に積極的に声をかけ、仲間づくりに

力を注いでいる。小さな子供を持つ女性が働きやす

い職場環境づくりに努めるとともに、これら若い女性

に責任を持たせ、後継者育成にも励んでいる。

○売上高

7,190万円（H23) → 7,765万円（H26)

○会員数

50人（H23) → 45人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

26名（H23） → 25名（H26）

○たんぽぽは、中山間地域にあることから周囲

に「買い物難民」は少なくない。そこで、平成

27年に移動販売車を購入。

また、はたらく女性や老人の一人世帯が増加

していることから、目方売りの惣菜販売（毎週

金曜日の惣菜夕市）にも取り組んでいる。

これら様々な取り組みを通じて、より地域に

必要とされる「たんぽぽ」となれるよう努めた

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】

写真１ 写真２

メンバー

店内の様子

直売所

農作物
の出荷

レストラン・弁当宅配

「起業」から「企業」へと意識改革！

来場たんぽぽ

はたらく仲間づくりと
後継者育成

出荷登録農家
消費者

移動販売車高齢農家

農産物
買い取り

おやきや漬物、伝統菓子も
製造・販売 買い物難民のため移

動販売者での販売
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その日に採れたものをその日のうちに
「新鮮」あふれる直売店を核とした海の見える道の駅

道の駅 潮見坂

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 静岡県湖西市白須賀１８９６－２
・運営主体 ： 株式会社朝日
・取組内容 ： 農林水産物等委託販売、レストラン経営
・売上高 ： ５億2,100万円（H26）
・雇用者数 ： 30人（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.shiomizaka.com

○平成18年、道の駅の設置に伴い市から運営会社の

公募があったため、会社を設立し、運営を開始。

○生産地が直売店から車で20分以内の距離にあること

から、新鮮な農産物の提供が可能。

〇市内の出荷者、福祉団体を通じて市と連携し、四季

折々のイベントを開催。地元の中学生を対象とした販

売体験研修等も実施。

○会員が増えたことで在庫管理が難しくなった

→会員に直売店の売上状況をメールで随時提供し、生

産者が出荷時期の調整を出来るようにした。

〇当初は運営会社自ら農産物の栽培を行ったが、技術

不足で質の良いものを供給できなかった

→農業者に栽培を委託し、販売に専念。

〇レストラン料理に使う国産食材の仕入価格が高いた

め、経費が増加

→地元の安い食材を多く使ったメニューに特化。

○総売上高

３億600万円（H18)→５億2,100万円（H26)

〇農産物売上高

7,600万円（H18）→１億2,300万円（H26）

○出荷者数

90人（H18)→157人（H26)

○雇用者数

30人（H26）

〇道の駅来場者数

94万1,000人（H18）→104万2,000人（H26）

〇売店・ﾚｽﾄﾗﾝ来客者数

44万9,000人（H18）→59万人（H26）

○地元の野菜、海産物を使用した「せんべい」の

加工・販売を予定。

○販売スペースが限られていることから、インター

ネット販売を検討。

海の見えるレストラン

【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】

朝採りの新鮮な野菜

養護学校
出荷登録生産者

直売店農林水産物の出荷

地元の新鮮で安心な農林水産物を提供することを重視
直売とレストラン、イベント等の実施で人をつなぐ拠点に 消費者

来場

道の駅 潮見坂

湖西市役所

連携

イベント等体験 購入・体験

・農林水産物
・加工品・惣菜
・土産品 給食の食材納入

・レストラン
・イベント
・体験事業

レストラン

湖西市福祉関係団体

出荷者登録・
売上状況の提供

市内中学校

販売等体験

湖西市食育推進協議会

構成員

株式会社朝日

連携 食育の推進

運営

イベントの開催による集客
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南伊豆の田・畑・山・海すべての恵みが集い
お客様・出荷者・スタッフ・地域の喜びが集う直売所

南伊豆町農林水産物直売所 湯の花

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂157－１
・運営主体 ： NPO法人 南伊豆湯の花
・取組内容 ： 農産物委託販売
・売上高 ： ２億2,500万円（H26）
・雇用者数 ： 14人（臨時雇用含む）

（うち職員６人）（H26）
・ＵＲＬ ： http://yunohana-shop.com

○平成14年に廃止された厚労省の薬用試験場の跡地

に、南伊豆町より依頼を受けた町内の農業者の有志

33名が運営組合を作り、南伊豆地域の拠点として生

産者が直接経営する直売所を17年に開設。

○地元の農業の活性化のため、南伊豆地域の産品の

み販売。

○町内の学校給食の検討会に積極的に参加。高齢者

に対し、宅配や農産物の集荷も行っている。

○地元客に信頼される安定した直売所づくり

→組織内の打合せを定期的に実施し、月ごとに決算状

況や課題等を検討し処理してきた。

○売れ残った商品の扱い

→値下げして再度販売することで、廃棄量の発生を極

力抑えている。

○売上高

4,200万円（H17)→２億2,500万円（H26)

○出荷者数

120人（H17)→655人（H26)

南伊豆町の人口の７％に当たる630人の町民

をはじめ、近隣の市町住民が出荷者

○顧客数

４万7,000人（H17）→16万人（H26）

○雇用者数（臨時雇用含む）

３人（H17）→14人（H26）

○直売所が健全に運営することが地域貢献につ

ながるため、売上を伸ばして循環型経済を活

性化させていく。

○出荷者の婦人部を組織内に立ち上げ、女性目

線による商品開発を進めていきたい。

○体験農業等を通じ顧客との交流事業を行うほ

か、イベント事業の充実を図る。

南伊豆町産の野菜

【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

学校給食等

生産者 直売所

農林水産物の出荷
南伊豆町の野菜をはじめ周辺地域の安心・安全な農産物・特産物を販売 消費者

食材の納入
（一部契約栽培）

来場

湯の花

購入・体験

高等学校

試食会・イベントの連携

体験施設・事業

・農林水産物
・加工品・惣菜
・スイーツ

・足湯
・農業体験
・各種イベント

農業者グループ・法人 町（農業振興会）

加工品販売イベントの連携 情報共有

町読み書きサークル

出版本即売
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伊豆の美味しいものがまるごと揃う
食のテーマパーク

伊豆・村の駅

＜事業者の概要＞

・所在地 ：静岡県三島市安久３２２－１
・運営主体 ：株式会社 村の駅
・取組内容 ：農産物直販、地場産食材販売、食堂

農業収穫体験
・売上高 ：11億7,000万円(H26)
・雇用者数 ：75名(うち、職員７名)（H26）
・ＵＲＬ ：http://www.muranoeki.com

○観光みやげ卸業を主体に事業展開している熱海市

の会社が、伊豆地域の安全・安心で豊富な美味しい

農産物を自ら販売したいとの思いから平成18年１月

に同社を設立した。

○施設は農産物直販所のほか、おさかな市場、たまご

や、園芸舎などを配し、地域に根ざした食のテーマ

パークとなっている。

○入荷野菜の品質安定性の確保

→生産者組織の中に作物別の部会を設置し、販売

ルールの徹底、自主的目揃い会を実施し、品質の安

定化を図っている。

○販売農作物の需給調整

→施設と生産者のメールによる在庫量の確認をこまめ

に行い、入荷農作物の調整を行っている。

○総売上高

10億（H19)→11億7,000万円（H26)

○農産物直販部門売上高

２億4,000万円（H19)→４億4,000万円(H26)

○出荷者数

100人（H19)→107人（H26)

○観光の立地条件を活かし、良質で多彩な品揃

えからリピーターは増加し、農産物直販部門

の売上金額も安定している。

○将来的には、農産物直販にとどまらず、農園型

レストランや宿泊、温浴施設などを併設し、一日

遊べる目的地となるアミューズメントパークを目

指したい。

施設の全景

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

農産物直販所の様子

出荷登録農家
農産物直売所

農作物
の出荷

おさかな市場

出荷登録農家で品目別
に部会を設置し、目揃い
会を実施

伊豆の美味しいものがまるごと揃う
豊富な品揃えと来る楽しみを地域に発信

消費者

来場

株式会社 伊豆・村の駅

年間を通じたイベントの実
施

生産者女性部

手作り教室、総菜販売

写真１ 写真２

たまごや

園芸舎 体験農場

農業者グループ

村の夜祭り、お客様感謝祭への協賛
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『安心』・『安全』・『新鮮』な地元農産物をご家庭に！！

ＪＡ富士宮ファーマーズマーケット「う宮～な（うみや～な）」

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 静岡県富士宮市外神１２３
・運営主体 ： 富士宮農業協同組合
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ９億2,000万円（H26）
・雇用者数 ： 29人（臨時雇用含む）（H27.10）
・ＵＲＬ ： http//www. ja-shizuoka.or.jp/

fujinomiya/cn13/ja.umya.html

○平成16年の地元市場の閉鎖に伴い、出荷先に困っ

ていた生産者のために、地域の農業基地を整備した

いという思いから、２年の準備期間を経て直売所を平

成20年５月に開設。

○栽培履歴システムを導入し、安心・安全・新鮮な農産

物を提供。

○幹線道路から外れた場所という不利な立地面から、

周知に苦労した

→新聞折り込み、個別訪問及び地元のマスコミを活用

したＰＲ活動を行い、生産者も品質管理を徹底したこ

とにより集客増につながった。

○来場者数の増加によるサービス低下などの懸念

→レジの担当者を増やし、高性能のレジを導入したこと

で会計時の混雑を軽減、また食材のおいしい食べ方

などのアドバイスも店頭にて行っている。

○売上高

４億円（H21)→９億2,000万円（H26)

○出荷者数

219人（H20.5)→485人（H27.10)

○雇用者数（臨時雇用含む）

12人（H20.5）→29人（H27.10）

○来場者数

18万人（H21）→41万3,000人(H26)

○隣接するほ場（ＪＡの子会社所有地）で、種ま

き及び収穫の農作業体験ツアーや小学生の

食育として、生産及び販売の体験を実施する

予定。

店内の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

直売所の外観

旅行会社
出荷会員生産者

直売所

農作物の出荷

栽培履歴システムによる
品質管理

栽培履歴システムによる品質に対するこだわりへの徹底

消費者

観光バスの誘致

来場ＪＡ富士宮ファーマーズマーケット
「う宮～な」

毎月イベントの実施

ＪＡ女性部

お弁当など
総菜の納入

連携

写真１

富士山
こどもの国

情報交換及び地元
農産物の相互の仕
入・出荷

地元農産物等の
相互の仕入・出
荷

県内ＪＡファーマーズ
連絡協議会

全国ＪＡの
提携ファーマーズ

連携 連携
施設内レストランへ食材
の納入

イベントの実施
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新鮮な地元の農産物を通して、
農家とお客様が出会う直売所

株式会社豊栄わくわく広場

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 新潟県新潟市北区
・運営主体 ： 株式会社豊栄わくわく広場
・取組内容 ： 直売所、農家レストラン 等
・売上高 ： 16億４千万円（H26）
・雇用者数 ： 100人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http//t-wakuwaku.jp/

○農機具店を経営していたが、米価の下落から農家

経済が低迷し、農機具の販売が減少。

地域の活性化のためには農家所得を増大する必要

性を痛感し、農家に元気をだしてもらいたいという思

いから、平成14年7月に直売所を開設した。

○品揃えの確保

→従来の「同一品種」「同一時期播種」「大量作付け」の

栽培体系を見直し、播種時期をずらした栽培や多品

種の栽培、端境期を意識した栽培により、多くの地場

産野菜の確保に努めるとともに農家収入の増加を図

る。

○生産者意識の変革

→消費者が好む農作物を提供することにより、生産者

の名前はブランドという意識の浸透を行う。

○顧客の確保

→地場産野菜を中心に、地域特産の花卉の販売にも

力を入れ、お盆や彼岸には多くの人が来店している。

また、旬の果物の試食など各種イベントを企画して

ファミリー層の取り込みを図る。

○売上高

１億円（H14) → 16億４千万円（H26)

○出荷者数 (会員生産者数)

70人（H14 ) → 500人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

7人（H14） → 100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・

振興に大きく貢献した。

○若手農業者育成のため販売機会を拡大し、農

家収入の増加を図る。

○健康を考えた機能性野菜の取扱を増やす。

○スーパーとの差別化を図るため、「豊栄わくわく

広場」でしか手に入らない野菜を販売。

○高齢者等が買いやすい販売手法の導入。

【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】

店内の様子

会員生産者

・良質な農産物を提供し、
販売価格は農家が設定

・販売額１千万円以上の
生産者も

より多くの地場産農産物、新鮮でちょうど熟した旬の農産物の出荷
美味しい農産物で農家とお客様の縁を結び、喜びのかけはしづくり

消費者

（株） 豊栄わくわく広場

・食材の使い方の提案、
いろいろな利用方法の可
能性を追求

・各種イベントを開催し、
消費者と農家が「顔の見
える」関係作り

直売所【わくわく広場】 【農家レストラン】

ぶどう畑

豊栄店

健幸めっけ店ふるさと村店

月岡店新発田店

豊栄店を拠点に、農産物を各店
に配送し、販売機会の拡大

もみの樹

直売所では扱えない規格外品等
の活用

・売れ筋商品等
の情報提供
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あるんです。「おいしい安心、うれしい出会い。」

旬菜交流館 あるるん畑

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 新潟県上越市
・運営主体 ： ＪＡえちご上越
・取組内容 ： 直売所、加工研究室、

農家レストラン等
・売上高 ： ６億3,200万円 (H26)
・雇用者数 ： 17人（臨時雇用含む）(H26)
・ＵＲＬ ： http://www.ja-ej.com/arurun

○地域は米単作地帯であり、米の消費や価格の低迷、

担い手不足、農業者の高齢化の進行等、農業を取

り巻く環境が悪化する中、ＪＡでは食と農・農家と消

費者の交流促進、自給率向上、地産地消推進を図

り、農業所得向上を目指して平成18年に直売所を

開設した。

○管内は稲作中心地であり、豪雪地でもある

野菜の作付けが少なく直売所の通年営業が困難

→雪の下で糖度を増した野菜の販売や豊富な農産加

工品の製造・販売を行うことで、一年を通じての営業

が可能となった。

○売上高

1億1,300万円（H18)→6億3,200万円（H26)

○出荷者数（会員数）

250人（H18)→675人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

13人（H18）→17人（H26）

○地産地消の拠点施設に成長し、農業収入

アップと複合営農、また６次産業化の推進が

図られた。売上の上昇に伴い、意欲ある園芸

農業者が増え、園芸振興と地域活性化が進

んだ。

○地場農畜産物、雪下野菜等を使った加工品の製

造直売とレストランを設置（平成28年7月開店予

定）し、若年層、子育て世帯などの新規顧客を対

象とした店舗の開設を計画。

【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

会員
直売所

農作物
の出荷

加工研究室

出荷会員が農産
物などを自ら持ち
込み店内に並べる

つくる人（生産者）と食べる人（消費者）の
ふれあいを大切にした地産地消の拠点です！ 消費者

あるるん畑から食材を仕
入れることで地場産食材
使用をアピール

来場

ＪＡえちご上越

野菜の選び方や調理方
法を生産者がアドバイス

ＪＡの生産部会

地場農産物のＰＲ

連携

地場農産物をはじめ、花
卉類や農産加工品民芸品、
地区外の提携産地品の販
売

農家レストラン

農産物加工品の開発や
研究。米粉料理教室や
郷土食づくりなどの食と
農の体験コーナー

あるるん畑に出荷される
旬の野菜などを使った、
女性会員たちの手作り料
理を提供

販売

店内の様子

直売所の外観
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地域の交流の場を創出し、
高齢者の知恵を生かした地域の活性化

魚沼園芸 ものずき村

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 新潟県魚沼市
・運営主体 ： 魚沼園芸ものずき村村議会
・取組内容 ： 直売所、加工、そば処等
・売上高 ： 3,200万円(H26)
・雇用者数 ： ８人（臨時雇用含む）(H26)
・電話番号 ： 025-799-4801

○中山間地域に位置していることから、市内のほ
かの地区に比べ高齢化が進んでおり、地域の
活力低下が現実的になってきた。

○このような状況の中で、地域を活性化するため、
地域の農産物等を活用するとともに、高齢者が
気軽に集まって地域の人々と交流する場として、
平成19年に農産物直売所を開設した。

○農業者の高齢化等により、農産物生産意欲が低
下。

→直売所に地元で採れた山菜や野菜を使った家
庭料理を提供するお茶の飲み場を作ったことで、
農業者同士や消費者とのコミュニケーションが
広がり、農業者が元気になり生産意欲が向上し
た。

○売上高
490万円（H19)→3,200万円（H26)

○村民（出荷者数）
60人（H19)→180人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）
６人（H19）→８人（H26）

○直売所が優れた農業情報を持つ高齢者
の集いの場になることで、地場産物の生
産・販売、食農体験、加工技術の伝承な
どにその知恵が生かされ、地域の活性
化につながった。

○地産地消により交流の輪を深め、後継者を
育成し、次の世代に取組をつないでいく。

○子供からお年寄りまで、幅広い年代の人達
から足を運んでいただけるよう努力する。

【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】

村民

直売所

農作物
の出荷

加工部門

中高年の老後の楽しい集いの場を作り、自分で育てた農産物等を持ち寄り、
余剰の分は格安で世の中に提供しようと思う人の集まりである。

消費者

来場
魚沼園芸 ものずき村

井戸端交流

魚沼市

都市の小中学生の農作業体験や食育活動の実施連携

消費者との井戸端交流を
重視し、地元産農産物の
販売を促進

そば処

漬物に加工し直売所で販
売

魚沼市産そば粉を100%
使ったそばを提供

観光農園

遊休農地を利用した観光農園

出荷登録農家 農業体験

東京村人会

都会の村人会へふる
さと便（野菜の詰め合
わせ）を発送

農産物の栽培、収穫等

直売所の外観
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地元農産物にプラスワンアクション
生産、加工、販売を地域ぐるみで

ＪＡみな穂あいさい広場

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 富山県入善町入膳3489番１
・運営主体 ： みな穂農業協同組合
・取組内容 ： 直売所、調理販売施設
・売上高 ： １億6,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： ６人(臨時雇用含む) （Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http//www.ja-minaho.or.jp/
・電話 ： 0765-72-1192

○JAが取り組んできた「プラスワンアクション大作戦」

（米・麦・大豆以外の新たな生産品目づくり、生鮮品

にもう一つ手を加えて加工品の開発）をもとに、農

業者、商工業者等の異業種が連携した活力ある地

域づくりを目的に、平成25年５月に直売施設をオー

プン。

○農産物の直売、加工品開発に対応した作物生産及

び消費者との交流機会を提供。

○冬期間の品目数の不足

→営農指導員による新たな品目の紹介、栽培指導及

びＪＡの助成金により品揃えを増加させた。

○商品性の向上

→規格、包装、ラッピングなどの勉強会により、売れ

る商品づくりの意識が高まった。

○売上高

１億2,000万円（H25)→ １億6,000万円（H26)

○出荷者数

315名（H25)→343名（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

６人（H25）→６人（H26）

○米以外の農産物の生産及び加工品生産への生

産者の意欲が向上するとともに、交流の場の

提供により活力ある地域づくりに貢献できた。

○オリジナル商品のインターネット販売や買い物

弱者への配達により、客層を広げた。

○食と農の情報（生産から調理まで）をトータルで

提供する専門スタッフの配置。

直売所（あいさい広場）

【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】

オリジナル商品コーナー

飲食店

出荷登録農家 直売所

農作物
の出荷

調理販売施設

売行き状況
配信

農産物のブランド力の向上と付加価値の取組。
生産者と消費者の交流拠点。 消費者

農産物の納入

来場

みな穂農業協同組合

イベント情報
インターネット販売
買い物弱者への配達

加工業者

オリジナル
商品

農産物
加工委託

写真１
写真２

農業者への貸出

イベント主催者

連携

農業者
商工業者
福祉法人

加工品販売等による集客
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【取り組むに至った経緯】

新たな集荷のしくみづくりで
富山ならではのとれたて地場もんを多彩に品揃え

地場もん屋総本店

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 富山県富山市総曲輪3丁目3番16号
・運営主体 ： (株)まちづくりとやま（第三セクター）
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ２億１,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 10人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http//www.jibamonya.com/
・電話 ： 076-481-6337

○市の中心市街地活性化が求められる中、都心部に

おいて、市内全域の地元農林水産物の情報発信と

販売促進を図るための拠点として平成22年10月に直

売施設をオープン。

○市の中心市街地に直売所を設置したことから、出荷

者用の駐車場が確保できなかった

→生産者が最寄りの集荷拠点（市内７か所）に持ち込

んだ商品を、集荷トラックにより直売所へ輸送する体

制を整備。

○消費者のニーズに合わせた商品づくり

→スタッフから生産者に直接、消費者の声を伝え、アド

バイスをすることや視察研修会の実施により、生産者

の工夫が見られるようになった。

○売上高

２億円（H23)→２億１,000万円（H26)

○出荷者数

190人・団体（H23)→270人・団体（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

10人（H23）→10人（H26）

○登録生産者（270人）へ２時間毎に販売状況

をメール配信することにより、出荷計画が組

みやすくなった。

○生産者の６次産業化の推進を目指し、専門家

とのコラボによる商品開発を実施。

○調理法や保存方法など消費者に役立つ情報

提供を充実。

直売所の様子

【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】

店舗の外景

出荷登録者

直売所エリア
・集荷拠点に持ち込んだ商品を
集荷トラックが直売所へ輸送

富山市産にこだわった、
とれたて新鮮な農林水産物の品揃え

消費者

来場

地場もん屋総本店

対面販売の実施、調理法
や保存方法などの情報提
供

定期的なイベント開催

生産者の試食販売による集客

写真１

計画的出荷

・直接、直売所へ出荷

出荷方法は２種類

販売状況をメール配信

地産地消交流学習エリア

商品の説明や調理方法等を提案
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食育ソムリエがお買い物をサポート
生産履歴 １００％提出の安心野菜

ＪＡ高岡あぐりっち佐野店

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 富山県高岡市佐野１４１６番１
・運営主体 ： 高岡市農業協同組合
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ３億9,000万円（H26）
・雇用者数 ： 16名(臨時雇用含む)（H26）
・ＵＲＬ ： http://wwwja-takaoka.or.jp/buy/

buy-sano.html 
・電話 ： 0766-22-0230

○平成15年から管内に直売所を運営してきたが、出荷

生産者の増加とともに手狭となったことから、基幹店

舗として建設を計画。

○生産者・消費者との相互理解を深める施設、食育活

動や地産地消を実践する広く親しまれる場となるこ

とを目指し、平成23年５月にオープン。

○食の安全・安心に対する消費者の関心が一段と高

まる中、生産者の生産意欲を高めていくために、新

鮮・安全な農産物を地域の消費者に直接供給す

る直売機能が重要な役割を果たす。

○卸売市場が近隣にあるため、市場に出荷している

農家から反対が多かった

→ＪＡ担当者が粘り強く農家に説明に回り理解を得た。

○売上高

1億3,000万円（H23)→3億9,000万円（H26)

○出荷者数

500名（H23)→800名（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

14名（H23）→16名（H26）

○出荷者のうち、メール配信登録している生産者

は、新ＰＯＳレジからの販売状況の情報を受け

ることにより、出荷予定が組みやすくなった。

○管内にある直売所５店舗を一つにまとめて規

模の拡大を図りたい。

○少量多品目の取り扱いで、消費者にとって飽

きのこない店舗にしていきたい。

花卉の室外売り場

【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】

室内風景

出荷登録農家 直売所

出荷状況チェック・指導

計画的出荷

販売品不足の解消
消費者と生産者との架け橋を目指す

お客様の意見を反映した満足頂く店舗に！

消費者

・食材を活かすレシピを紹介
・選び方や保存方法をサポート

ＪＡ高岡 あぐりっち 佐野店

食育ソムリエ

他県ＪＡ

品揃えの充実を図る連携

販売状況を
メール配信

・鮮度の確認
・傷・汚れの有無
・生産履歴の添付

商品状況の提供

・商品入荷情報
・旬の野菜の情報

イベントの企画・開催
飽きのこない売り場を目指し、創意工夫を図る！
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安心、新鮮でスーパーと一味違う
道の駅に併設された農産物直売所

となみ野の郷

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 富山県砺波市宮沢町３－１１
・運営主体 ： となみ野農業協同組合・砺波市観光協会
・取組内容 ： 直売所、お土産品販売
・売上高 ： ２億円（H26）
・雇用者数 ： ５人（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.ja-tonamino.jp/

・電話 ： 0763-58-5831

○地産地消による安全・安心農産物が求められる中、

管内には農産物直売所が運営されているものの、週

１回のみ営業する店舗が多く、年間を通して出荷でき

る直売所の設置要望が園芸農家や営農組織から寄

せられていた。

○観光情報発信拠点となる道の駅の再整備が検討さ

れ、新たな道の駅として農産物直売所とお土産等の

物産販売の複合施設の建設が進められ、平成23年４

月にオープンした。

○生産者の確保に関し既存の直売所との調整

→説明会を何度も開催し、理解を得た。

○砺波市観光協会との売り場の調整

→市の助成金を使用したため、市が調整を行った。

○売上高

1億4,000万円（H23) → 2億円（H26)

○出荷者数

179名（H23) → 232名（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

５人（H23） → ５人（H26）

○生産者に良い物を出荷すれば「売れる」という

意識が芽生え、出荷会員数が増加した。

○品揃えの充実、独自の加工品（乾燥野菜等）の

開発、PR。

○「食材提供」を第一に調理方法のアドバイスをし

て地産地消を推進する。

店舗の外景

【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】

出荷会員

消費者

来場

野菜の選び方と「お料
理レシピ」の提供

毎月 イ ベ ン ト 開 催

農産物の出荷

生産者協議会
（地域・組織代表・ＪＡ）

運営委員会

直 売 所

目 指 せ １ 億 円 ！

となみ野の郷

研修会等を開催し意識統一、レベルの向上

物産販売

野 菜 花 卉 加 工

品 質 向 上 委 員 会

集 客

直売所の様子

− 58 −



安心で美味しい食を提供することで、
多くの人々の心豊かな生活に貢献

六星直売店 むっつぼし

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 石川県白山市
・運営主体 ： 株式会社 六星

（農業等）
・取組内容 ： 農産物生産、加工、直売店、レストラン

等
・売上高 ： ９億8,000万円（H26）
・雇用者数 ： 128人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://www.rokusei.net/

○農業経営の安定化を図るため、平成14年に作り手の

顔がみえ、鮮度のあるものを提供する直売店「むっつ

ぼし松任本店」を開店した。

また、平成22年４月に金沢駅構内に和菓子・おみや

げ商品を中心とした「むっつぼし百番街店（現：金沢

百番街すゞめ）」、平成23年４月に物販と共にレストラ

ン及びカフェを併設した「むっつぼし金沢長坂店」を開

店した。

○農産物、野菜、もち加工品等中心の販売だったことに

よる品揃え不足

→自社加工したお弁当、総菜、和菓子、漬物等の製造・

販売に力を入れ、和菓子は「豆餅すゞめ」のブランド

名で販売することで、商品力の強化を図った。

○売上高

４億円（H14)→９億8,000万円（H26）

○雇用者数（臨時雇用含む）

29人（H14）→128人（H26）

○経営面積

82ｈａ（H14）→148ｈａ（H26）

○６次産業化の推進により、売上高が向上。

○近隣農地の請負により、県内最大の経営規

模となり、農地保全にも大きく貢献している。

○直売店ごとに特徴を出し、消費者ニーズにあっ

た品揃えの強化。

○料理教室等、体験できる直売店として地域の

人々への情報の発信。

むっつぼし金沢長坂店

【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

むっつぼし松任本店

情報発信や交流を通じて地域の皆様に愛される直売店にしていきたい！ 消費者

来場
株式会社 六星

調理方法のアドバイス

イベントを開催し、情報発
信

フ－ドコ－ディネ－タ－等

商品開発アドバイス

むっつぼし金沢長坂店

小売店

農産物生産

加工施設

販売
農薬や化学肥料を抑えた
米づくり、野菜の生産等

餅加工、総菜、弁当
和菓子等の食品加工

米・餅・弁当・総菜・和
菓子など六星自家栽培
のものを使った商品を
中心に販売

直売店にレストランとカ
フェを併設

金沢百番街すゞめ

金沢駅構内にあり、観
光や出張のお客様が
多いことから、和菓子、
お土産商品中心に販
売 販売

自社加工したお弁当
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地域の拠点として役割と品質にこだわり、
お客様と産直生産者をつなげる架け橋

JA小松市営農資材センター（ＪＡあぐり）

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 石川県小松市
・運営主体 ： 小松市農業協同組合（農協等）
・取組内容 ： 直売所
・売上高 ： ７億9,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ： 23人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://www.ja-komatsushi.or.jp

○生産者直売所と消費者の交流の場を設けることに

より、専業農家・家庭菜園で作られている地域農産

物の野菜や果実、女性部による加工品を委託販売

し、地域生産者の所得向上と地域住民の産直ニー

ズへの対応を図るため、平成14年に直売所を開設

した。

○品揃えの確保及び農産物の品質の向上

→出荷農家への栽培指導や出荷された農産物の品

質チェックを行うことにより、商品の品質向上が図ら

れ、売上げが増加し、生産意欲が高まった。

○売上高

２億6,000万円（H14)→７億9,000万円（Ｈ26）

○出荷者数

33人（H14)→382人（H27.3)

○雇用者数（臨時雇用含む）

９人（H14）→23人（H26.4）

○農家所得の増加により生産意欲が向上し、

出荷農家の増加につながった。

○産直生産者の新規加入を推進し、農産物

販売の安定化を図る。

【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】

直売所内の様子

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

消費者と生産者に信頼され、親しまれ、愛される地域の拠点に。

消費者

来場

生産者情報の提供
・地域の野菜・果実、加工品等の委託販売
・園芸・水稲主要産地の生産資材当用引取拠点
・地元産米を品揃え、店頭での「精米したて米」の販売
・地元優良生産者の花苗、鉢花等の積極的な取扱い

・兼業農家や地域住民の家庭菜園にも対応した、小袋・小ロット園芸資材
の取扱い

JA小松市営農資材センター（ＪＡあぐり）

JA小松市
女性部

加工品
の出荷

販売状況を
メール配信

JAあぐり
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地域と四季を織りなす農産物に出会える場所

織姫の里 なかのと

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町

・運営主体 ： 能登わかば農業協同組合

・取組内容 ： 直売所、加工、フードコート等

・売上高 ： １億3,000万円（H26）

・雇用者数 ： 40人（臨時雇用含む）（Ｈ26）

・ＵＲＬ ： http://orihime-nakanoto.jp/

○これまで近隣に直売所がなかったことから、地域

住民や観光客との交流、情報発信拠点として、道

の駅の整備が検討され、地域農業振興を目的とし

て、平成26年４月に農産物・飲食物販売等の複合

施設を開設した。

○中能登町には特にブランドがないため、売場に物

足りない感がある

→平成27年10月に生産者グループを結成し、年間

栽培計画を立て、特にカラー野菜、機能性野菜を

テーマとしたブランド化を目指す。

○売上高

１億3,000万円（H26)

○出荷者数

150名（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

40人（H26）

○中能登町は海に面していないこともあり、産

地直送の鮮魚が人気である。また、中能登

町産の豚肉も消費者に好評である。

○生産者の育成を行うことにより、栽培技術・

品質向上を図る。

○生産者に少量多品目の栽培をお願いするこ

とにより品揃えの充実を図る。

【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】

出荷登録農家

直売所
「産直館 織姫市場」

農作物
の出荷

加工施設
「キッチンなかのと」

安全・安心な新鮮野菜、朝とれ鮮魚、地場産豚肉、
地元食材を使ったお惣菜を提供 消費者

来場

織姫の里 なかのと

野菜等の説明や調理方
法のアドバイス

イベント開催

観光客等に地場農産物をＰＲ

写真１ 写真２

朝採り野菜、能登の風土
を生かして生産された「能
登野菜」等の販売

飲食物販売施設
「フードコート

織姫ダイニング」

地元の食材を使ったお惣
菜等の販売

佐々波漁港
漁家

水産物
の出荷

地元の食材を使った飲食
メニューの提供

直売所内の様子

織姫の里 なかのと 全景
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“ツヤツヤ”洗いたての笑顔のような野菜たちと出会える

アグリらんど喜ね舎 愛菜館

＜事業者の概要＞

・所在地 ：福井県福井市
・運営主体 ：福井市農業協同組合
・取組内容 ：直売所、加工
・売上高 ：５億2,400万円(H26）
・雇用者数 ：20人（臨時雇用含む）(H27）
・ＵＲＬ ：http://www.jafukui.or.jp/kineya/

○市内で無人販売や加工を行う農家が増えてきたこ

とから、これらの集約化・拠点化を検討。農家所得

の向上、地域農業の振興、消費者との交流を図る

こと等を目的として平成13年に直売所を開設した。

○米離れが進む中、園芸作物でカバーするため、栽

培講習会を開催し野菜・花卉等の定着を図ってきた。

○少量栽培、小ロットの市場流通しにくい地域のこだ

わり農産物を消費者に提供している。

○消費者との交流の中で、より安心・安全な農産物を求

める意識を実感。

→農家に対する講習会や栽培管理日誌の記帳指導と

確認を行うとともに、商品バーコードによる栽培履歴を

消費者が確認できる環境を整備した。

○売上高

4,000万円（H13)→5億2,400万円（H26)

○出荷者数

150人（H13)→667人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

20人（H13）→20人（H27）

○多くの消費者に支持され、販売額が大きく伸

びた事から、出荷農家に収入の増加をもたら

した。

○花卉類の需要最盛期に供給不足が発生してお

り、今後栽培農家を増やしていくことが必要。

○旬の野菜の出荷を分散させ、売れ残りや価格対

策に対応。

来店客で賑わう店内

【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】

立派な喜ね舎の建物

出荷登録農家
（出荷者協議会）

直売所部門

農作物
の出荷

企業組合まぁま喜ね舎
（加工品製造）

農産物生産、地場農産
物利用の加工品を出荷

顔の見える関係で特産農産物を提供！
消費者

来場

アグリランド喜ね舎 愛菜館

写真１ 写真２

３５名の会員で、惣菜や
おはぎを製造

Aコープ、道

の駅、直売所
他

農家が育てた野菜や季節
の花、加工品、菓子（クッ
キー）などが朝から店頭に

販売

商品はもとより、栽培
履歴を検索出来るシ
ステムを構築し、安
心・安全をアピール

加工部門
（餅加工商品）

JA福井市産6次産業加工

品（喜ね舎もち）として施
設内で製造し提供
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地域の人々が集う「食と農」の発信地

永平寺四季食彩館 れんげの里

＜事業者の概要＞

・所在地 ：福井県坂井市丸岡町
・運営主体 ：吉田郡農業協同組合
・取組内容 ：直場所、加工、レストラン
・売上高 ：1億4,200万円（H26）
・雇用者数 ：7人（臨時雇用含む）（H27）
・TEＬ ：0776-97-8161

○ＪＡ女性部からの直売・食育の拠点を求める声を

受け、週1回開催していたふるさと市を、平成22年

に常設の直売所へと発展させた。

○良い商品を提供する原点は営農指導にあるとの

考えを基本に、栽培講習会等の充実を通じて、園

芸農家の育成と技術の向上を図っている。

○生産者ごとに野菜の栽培状況、品質がバラバラで

画一的な営農指導ができない状況

→県普及指導員OBの協力も得て、個々の生産者の

ほ場巡回し、状況に応じたきめ細かい営農指導を

行ってきた。

○売上高

7,400万円（H22)→1億4,200万円（H26)

○出荷者数

115人（H22)→148人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

5人（H22）→7人（H27）

○巡回指導により野菜の品質の向上が図ら

れ、直売所の売上が向上した。

○新品種、新品目にも取り組み、３年後のヒット

商品を開発。

○端境期出荷のための品種・技術を模索。

来店客で賑わう店内

【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】

直売所の外観

出荷登録農家
(永平寺四季食

彩館れんげの
里出荷組合)

直売所部門

出荷

女性加工グループ

加工品製造

農産物の生産、出荷

栽培技術の安定・向上により「良い商品をお値打ち価格で」提供！
消費者

来場

永平寺四季食菜館れんげの里

加工・レストラン部門
（れんげ食堂）

地場産野菜をふんだんに
使ったランチや弁当、惣菜
を提供

ピクニックコーンをはじめ、
他店では手に入らない農産
物も販売

地区内の女性４グループ
が交代で、「葉寿司」等、
郷土調理品を製造

販売

出荷

キッチンスタジオ

伝統料理の講習
会を開催
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池田町の風土（フード）を アンテナショップ
こっぽい屋からお届けします

こっぽい屋

＜事業者の概要＞

・所在地 ：福井県福井市
・運営主体 ：池田町農業公社
・取組内容 ：直売所、加工
・売上高 ：1億3,500万円(H26）
・雇用者数 ：12人（臨時雇用含む）（H27）
・ＵＲＬ ：http://www.nourin-ikeda.jp/business/

○地域づくりの仕掛けとして、農業の持つ力（地域での

話題の創出、女性・高齢者の活躍）を引き出すきっか

けとして平成11年にアンテナショップを開設した。

○専用の保冷車により池田町内の各ステーションを回

り農産物を集荷している。

○農産物を少量多品目栽培することでブランド化する

を展開した。

○池田町の農産品には、「自然」、「本物」、「無農薬」等

を期待する声が多い

→出荷登録農家等が生産者団体（101匠の会）を組織し、

町独自の認証制度「ゆうき・げんき・正直農業」に取り

組んで「安心・安全」をアピールした。

○売上高

4,000万円（H11)→1億3,500万円（H26)

○出荷者数

70人（H11)→161人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

5人（H11）→12人（H27）

〇施設面積

9坪（H11） →20.5坪(H27)

○地域の産物が消費者に認知され人気を博し

ている。

認証シールが張られた商品

【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】

○園芸栽培を行う担い手農家を育成。

○加工品の品揃えの充実を図り、品薄期となる

冬期間に対応。

【今後の展望】

【取組の効果】

賑わう店内

写真１ 写真２

写真３

町独自の認証制度「ゆうき・げんき正直農業」認証シール

保
冷
車
に
よ
る
集
荷

学校給食

出荷登録農家
（101匠の会）

直売所部門

農作物・加工品
の出荷

農作物生産、出荷

安心・安全な農産物を生産するため栽培・管理の徹底！
お客様の要望を生産者に届けて商品に反映 消費者

来場

こっぽい屋

まちの駅等
おこもじ屋

加工品製造、出荷

加工部門
出荷

販売

販売

出荷

地元の農産物を利用した惣菜
やおはぎなどを製造

販売

店内に並ぶ旬の野菜には、料
理レシピが添えられ、「池田の
ぬくもり」が感じられます
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