
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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