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

＜事業者の概要＞

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

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

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

○消費者と農家を結ぶ情報発信の必要性

→多彩な交流イベントにより、交流人口と農家のやる気

がアップ。また、農家自らが消費者の求める農産物

の勉強に力を注ぎ、栽培方法や収入増のための工

夫を行うようになった。

○売上高

１億9千万円（H７)→５億2千万円（H26)

○出荷者数

80人（H７)→240人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

４人（H７）→11人（H26）

○地元農産物の生産増加や農業所得の向上、

後継者や雇用の創出など、地域農業の発

展・振興に大きく貢献。

○６次産業化で野菜の少ない冬場の売り上げ

拡大。

○関係機関と連携した育成事業の取り組みで

担い手不足の解消。

豊富な農産物

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】（あいとう直売館）

農作物
の出荷

すべての農産物を生産
履歴でチェック、フルー
ツは糖度検査を実施

自然の香りであふれる田園の街！
多彩な施設展開でカントリーワールドを実現。

消費者

来場

農産物に生産者名を表示
して、「顔の見える」安心
づくり。

消費者と農家を結ぶ交流イベント

「地域の農産物を生かしたお祭り、体験農園」「季節折々のお花畑」による集客

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

道の駅あいとうマーガレットステーション あいとう直売館

田園生活館
レストラン、体験工房など

あいとう直売館
野菜、フルーツ、花の販売

ラプティ
ジェラート、お菓子の販売

倶楽部リンデン
観賞用植物の温室施設

愛東まるごと食館
野菜などの加工品の販売

お花畑・体験農園
摘み取り、収穫体験など

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

出荷登録農家

○地域の魅力ある特産品の果樹や野菜を消費者に直

接販売する販売拠点施設の整備が求められる中、道

の駅構想により平成７年に「あいとう直売館」がオー

プン。

○生産者と消費者との交流を深め、安全で新鮮で良質

な農産物を消費者に供給できる体制を整えるとともに

農家所得の向上を目指す。

直売館の外観
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＜事業者の概要＞

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

○弱体化しつつある産地に、消費者参加型の地産地

消推進を展開したかったことや、人口の増加や安

全・安心へのニーズの高まりを「地産地消」「地域農

業振興」の好機ととらえ、平成20年に直売所を開設。

○消費者の地産地消へのニーズは高いものの、供給

が追いつかず、生産者と消費者の交流で食と農の

地産地消拠点化を目指した。

○圃場の確保と受け手農業者のスキルアップ

→地域の農業法人スタッフへのインストラクター研修、

リスク管理研修。遊休地を交流圃場にリメイク。

○栽培カレンダーの充実

→参加者から栽培したい農産物をヒアリング。

○参加者への情報発信

→メールやＦＡＸなどの活用により、シンプル・スマート

に活動を発信。

○売上高

７億５千万円（H20)→10億３千万円（H26)

○実出荷者数

110人（H20)→450人（H26)

○（全）雇用者数

64人（H20）→96人（H26）

○青空フィットネスクラブ員数

50名（H24)→250名（H26)

○地産地消交流体験回数

年間６回開催（H24)→年間20回開催（H26)

○ICTを活用したｽﾏｰﾄ情報共有ｼｽﾃﾑの確立

○遊休農地を交流圃場にリメイク

○ 「青空フィットネスクラブ」員からの就農期待

○１日農業者体験「青空フィットネスクラブ」の全

国展開

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

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

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

ＪＡおうみ冨士（ファーマーズ・マーケットおうみんち）

消費者

直売所

お客様が畑で直接収穫（購入）

畑の直売所事業

バイキング
レストラン

クラブ員による「さつまいもの栽培」
で、焼酎ができました！！

交流施設

1日農業者体験
【青空フィットネスクラブ】

ファーマーズ・マーケットおうみんち

消費者参加による「ワンランク上の地産地消」を推進したい！

地元の野菜を中心とした
ヘルシー料理

農産物・加工品など多彩
な品揃え

生産者・消費者交流で農業・
農村・食文化の情報提供

体験風景

青空フィットネスクラブ

参加型 地産地消 応援団

おうみんちのファン！！

生
産
者

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

道の駅 アグリの郷栗東

＜事業者の概要＞

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

○おふくろが作る、県内で一番おいしい手作り加工

品（巻寿司・豆腐・パン・ジェラート・もち・和菓子）を

目指して、平成12年に直売所を設置。

○ゆっくりお買物をしていただけるように通路を広く

確保するとともに、買物をしやすくするために価格

表・商品説明・店内案内等を統一している。

○消費者の集客、売上向上

→市内にある隠れた素材を探索し、発見すること。

→販売方法の見直し（価格表・商品説明・店内案

内等の統一）。

→従業員の意思疎通の強化。

→よく見て・よく聞き・よく動く 接客方法の徹底。

○売上高

１億3,050万円（H25)→１億3,300万円（H26) 

前年対比 102％

○出荷者数

60人（H25)→75人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

25人（H25）→31人（H26）

○来店客数 26年前年対比116％

○栗東市農業振興の拠点としての役割をさらに

拡大強化に努め農業者・消費者に親しんでい

ただける施設を目指します。

新開発製品
割木の巻寿し

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

店内風景（地元野菜売場）

各営農組合
栗東市農協

栗東野菜出荷
組合

地元野菜直売所

農作物の出荷

自社加工部門

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

消費者

来店

道の駅 アグリの郷栗東

・栗東市農林課
・地元出身アドバイザー等

連携（文献調査・農業者・協力者の紹介）

仕入れ・委託販売部門

レストラン

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

じねんと市場

＜事業者の概要＞

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

○地元の品質の良い京野菜を利用して、地域の活性化

に貢献したい。

○いいものを作っているのに、売る場所が無い。

消費者へのアピールが足りない。

○もっと京野菜の良さを伝えたい！

○開業当初は知名度が低く、農家集めも苦慮

→こまめな生産者との連絡体制。売れ残りを減らす努

力を行うことで、農家さんへの貢献にもなり、食品ロス

の低下にもつながる。

→見せることも大切。陳列はもちろん、建物自体、匠に

依頼して建築した。BGMも制作依頼。雰囲気づくりも

力を入れている。

→観光客を増やすため、旅行会社と交渉し、観光ルート

に入れてもらう。（休憩場所としてでも）

○お客様への説明、売り切れを無くす工夫

→POPを手書きなり工夫してわかりやすく、売り切れた

ら農家にメールで連絡。

○売上高

1.5億円（H25)→３億円（H27)

○出荷者数

80人（H25)→220人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

26人（H25）→36人（H27）

○京野菜の知識を学ぶ食育講座は、JA、大学

等、多様な業種から依頼が殺到し、お店の認

知度向上に貢献。

○京都府西部と北部に店舗を拡大をしていきた

いので、これまで同様、農家とのつながり、地

域との連携を強化したい。

○自然（じねん）とマーケット（市場）を結びつけ

たい。

売り場の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

店舗外観

JA、大学

出荷登録農家

直売所 食堂

出荷

栽培履歴記録で品質をチェック
「顔」の見える農産物の提供します

消費者

食育講座にて京野菜の
良さを継承

来場

じねんと市場

ＰＯＰを工夫して
わかりやすく

旅行業界

観光コースとして京野菜の直売所連携

写真１ 写真２

直売所で見た野菜が食堂で食べられる、
食堂で食べた野菜を買うことができる

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

ファーマーズマーケットたわわ朝霧

＜事業者の概要＞

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

○生産者が、自ら出荷できる場として、自分で値段を

設定できるメリットが出ることにより農業所得の向上

につながること。

○京都市近郊という地の利を活かしながら、新鮮で安

全安心なものを消費者に届けることを目的として直売

所を開設。

○周辺のスーパー等との過当競争を勝ち抜くためにも

差別化が必要

→活発な生産者は１日数回搬入され、店員の対応は

街の八百屋のようにコミュニケーションを取ることに

より、リピーターや口コミによるお客様が増えた。

また、旬に応じた定期的なイベントの開催（女性部会

によるおふくろの味を提供等）、手書きのＰＯＰにこだ

わり、売り場に料理レシピメモをつけたり工夫してい

る。

○売上高

２億円（H21)→８億円（H26)

○出荷者数

290人（H21)→850人（H27)

○雇用者数（臨時雇用含む）

24人（Ｈ27）

○京都府内最大級の直売所で、地場農産物

の生産増加や農業所得の向上、イベントに

よる集客アップ。

○将来的には直売所の食材を使ったレストランを

運営。

○今後も農家の数を増やし品数を増やす。

また、旅行業界と連携を強化。

直売所内の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

店舗外観

出荷登録農家

直売所

農作物の出荷

加工部門栽培管理記録簿による
確認、徹底的な品質の
チェック

京都府内最大の直売所
新鮮なものは新鮮なうちに！ がポリシー

消費者

来場
ファーマズマーケット

たわわ朝霧

各種イベント
新鮮で安全安心を提供

観光業界

観光コース連携

自家製米粉パン販売
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生産者との連携で
地場産野菜の生産・消費拡大！

JA全農京都 丹後やさい館 きちゃり～な

＜事業者の概要＞

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

○近隣の学校、旅館、料飲店等による、地場産農産物

の取扱需要の高まってきた。

○京都府産農畜産物の販売強化と生産者所得の

向上を目的として開設。

○京都府産農畜産物の情報発信及び消費者と生産者

の交流の拠点となっている。

○農産物の確保

→学校、旅館等から地場産農畜産物の取扱需要が増

え、時期によっては商品不足になることが度々あっ

た。

商品不足解消のため、 生産者数を拡大した。(紹介、

農事組合への依頼など)また、生産者協議会を設置

し、協議を重ね商品構成の見直し、出荷品目や出荷

時期・量などを調整した。

○売上高（直売所のみ）

8,600万円（H24)→9,７00万円（H26)

○生産者数

280人（H24)→370人（H26)

○雇用者数

10名（Ｈ27）

○安定した販売先が出来たことによる、出荷量

の増加。生産者所得の安定。

○直売商品の販売比率の向上

H26 約50％ → H30 約70％

○登録生産者数の拡大

H26 約370人 → H30 約500人

○地場産農産物を使った惣菜コーナーの設置

店内の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

イベントの様子

学校・病院・
旅館

・ホテル等

出荷登録農家

農産物の出荷

出荷農産物の品目
の調整

地産地消をモットーに消費者と生産者との懸け橋に！
消費者

新鮮で安全な地場産の
農畜産物の利用

来場丹後やさい館 きちゃり～な

イベント・料理講習会など
を通じた交流

写真１

生産者協議会

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

“ｄe愛・ほっこり”「見山の郷」

＜事業者の概要＞

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

○茨木市北部の山間地域にある見山地区では、都市・

農村交流推進活動を行う中で、平成14年に地域住民

が直売や農産物加工販売の拠点となる施設「“ｄe愛・

ほっこり”見山の郷」を整備。

○地域で収穫された農産物や味噌（龍王みそ）、米粉

パン等の加工品の販売にとどまらず、地域の旬の食

材を活かしたレストランや、加工施設での豆腐づくり

などの体験教室などを実施。

○都市部から離れた中・山間地域にあるため、購買者

となる都市住民に足を運んでもらうためのPRが課題。

→広報誌「見山の郷だより」の発行やイベントの開催に

加え、農産物の栄養特性や調理法を紹介したPOPを

配置して販売。

○売上高

6,359万円（H15)→1億1,598万円（H26)

○出荷者数

173人（H17)→223人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

39人（H19）→48人（H26）

○加工品の販売の増加、地場農産物の生産拡

大、農家の所得増大。

地域の活性化に大きく貢献。

○ホタル見学のできる周遊路を設置するなど、観

光レクリエーションの拠点を目指す。

○近隣の酒造会社や納豆製造会社と提携し、特

産の赤しそを活かした「赤紫蘇サイダー」や地場

産大豆の納豆等による販売の拡大。

見山の郷だより

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】
【今後の展望】

【取組の効果】

見山の郷

食品加工
事業者

組合員
（生産者）

直売所
・野菜
・加工品
・食事の提供
など

農作物
の出荷

加工グループ
・味噌、豆腐
・総菜・菓子
・米粉パン
・ジェラート など

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

消費者

赤紫蘇サイダー
納豆の委託製造

来場

農事組合法人
見山の郷交流施設組合

野菜の調理法等をPOPで
伝達

地域の活性化について検討連携

イベント
・味噌、豆腐づくり
・草だんごづくり
・野菜の収穫体験
など

学校給食

味噌を納入

見山地区都市農村交流活動
推進委員会

大学

連携 加工食品の開発

スーパー

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

能勢町観光物産センター

＜事業者の概要＞

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

○能勢町の農家が農産物を販売する百円市や無人市

が好評で、農産物の販売という経済効果のみならず、

高齢化している農家の交流の場、生きがいとなって

いた。

平成12年に 「道の駅 能勢（くりの郷）」が設置された

ことから、百円市や無人市を集約し、直売所を開設。

○「能勢産」にこだわり販売。

○レストランでは、地域食材を活かした料理を提供。

○農産物の品不足

→大阪府普及員による売れる野菜づくりの技術指導。

冬場の野菜づくりのため、パイプハウスの建設。

○消費者の集客

→イベントの開催。近隣の都市部へ新聞折込みチラシ

の配付（旬の野菜、イベントの紹介）。

○売上高

１億2,876万円（H12)→４億6,253万円（H26)

○出荷者数

77人（H12)→286人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

25人（H12）→43人（H26）

○会員数（出荷生産者）の増加。

農産物の出荷量の増加。

○直売所の特徴をだすために、独自のブランド野

菜の生産。

○能勢町のオリジナル加工食品の開発。商品数、

ここにしか無い商品を増やす。

○冬場の品揃えの強化。冬の寒さに強い品種の

導入。

直売所内の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】 【今後の展望】

【取組の効果】

直売所

能勢町農産物直
販協議会会員

直売所

農作物の出荷

「能勢町産」の新鮮な旬の野菜の提供！ 消費者

来場

有限会社能勢物産センター

ポイントカード会員の募集

農薬適正使用の徹底
農薬使用内容のチェック

レストラン「ひだまり」
加工品製造者

加工品の納品

ＪＡ

能勢町産玄米の納品
玄米を店頭精米して販売

農家の女性が地域食材を
活かした料理を提供

野菜の納入

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

ＪＡいずみの「愛彩ランド」

＜事業者の概要＞

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

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

/topics/information_aisailand.html

○生産者、ＪＡ組合員から要望があったことから、地域

のＪＡが合併しＪＡいずみのが誕生したのをきっかけ

に、地域の活性化や農業者の所得の向上をめざして

平成23年に直売所を中心とした複合施設をオープン。

○泉州野菜を使用したレストランや食と農に関する体験

を通じて交流する交流館等を併設。

○新鮮な野菜の品揃え、出荷者を集めること

→出荷協力会を組織し出荷のルールをつくり出荷者を

募集。広報誌等によるＰＲやイベントを多く開催。

○直売所への集客の懸念

→広報誌等によるＰＲやイベントを多く開催。

○売上高

11億7,631万円（H23)→14億769万円（H26)

○出荷者数

976人（H23)→1,133人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

80人（H23）→75人（H26）

○地場産農産物の生産増加、農業所得の向上。

農業者（高齢）に生きがいを与える。

地域社会が活性化し、その拠点となった。

直売所内の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【取組の効果】

愛彩ランド

出荷協力会
会員

農産物直売所

農作物
の出荷

こだわり手作り工房
（加工施設）

出荷協力会役員、スタッ
フによる品質等のチェッ
ク

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

食農教育を推進し、健康で心豊かな地域づくりに貢献 消費者

来場

愛彩ランド

調理方法のアドバイス
生産者との交流

各種イベント主催者

イベントの開催による集客連携

泉州やさいのビﾕッフェ
＆カフェ（レストラン）

体験交流施設
・生産者と消費者の交流

・料理教室

地域応援施設
・魚介類の販売

・園芸用品の販売

【今後の展望】

○旬の野菜の味を知ってもらうための料理教室や地

元の材料を使ったフラワーアレジメント教室を開催

するなど、さらに消費者との交流を図っていく。

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

フレッシュ・クラブ（農産物直売所）

＜事業者の概要＞

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

ja/green/activity/freshclub.html

○約30年以上前から取り組まれている朝市の会員の野

菜納品先拡大要望や、地産地食運動をテーマに“消

費者から生産者の顔が見える”ふれあいの場を提供

し、新鮮で安全な農産物を提供したいという思いから

施設を整備。

○若い世代から年配の世代まで幅広い年代が「コンビ

ニ」みたいに気軽に利用できる施設を整備。

○取り扱う野菜は「健康百菜」とネーミングした大阪エコ

農産物を中心とする。（100歳まで元気に、100の農産

物、100軒以上の生産者という意味）

○売上高

１億8,600万円（H22)→２億6,500万円（H26)

○出荷者数

150人（H22)→180人（H26)

○雇用者数（パート勤務含む）

15人（H22）→21人（H26）

○利用者数

19万5,200人（H22）→26万8,700人（H26）

○「健康百菜」のもとで「ファーム・マイレージ2」（エ

コ農産物購入ポイント取得運動）やおかわかめ

を販売。

○食育ソムリエを配備して食材やメニューの情報

発信を実施。

【取り組むに至った経緯】

○当初、会員（参加生産者）が少なく、生産物（商品）が

そろわなかった

→会員（生産者）に開設趣旨を丁寧に説明し、商品を確

保。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】
【今後の展望】

【取組の効果】

直売所内の様子

出荷登録農家

直売所（本店）

農作物
の出荷

直売所（地域店）
エコ農産物を生産

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

来場

「フレッシュ・クラブ」運営委員会

ポイント付与や食材、調理
方法等をアドバイス

イベント協力者

水産物（加工品）など農産物以外を販売連携（本店のみ）

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

アグリかわちながの

＜事業者の概要＞

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

○平成3年から朝市を始めたが、売場や駐車場の狭

さ、販売時間の少なさが課題となり、平成17年に常

設の直場所を開設した。

○地元に愛される直売所を目指し、消費者アンケート

を行い積極的に要望に応える。

○大型スーパーにも負けない、消費者に近い「街中

の直売所」を目指し、設立。

○農産物等の品揃え・直売所への集客

→出荷計画を作り計画的生産に取組む。

○直売所への集客

→イベントの開催による消費者へのＰＲや、生産者が

交代で店番を行うなど消費者と交流する。

○売上高

4,000万円（H18)→9,640万円（H26)

○出荷者数

50人（H17)→96人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

２人（H17）→６人（H26）

○生産者と消費者の交流が深まり、消費者ニー

ズに応えることで「自分たちの直売所」感が強

くなった。

○若手の生産者が中心となり、種々の情報発信

ツールを活用し、消費者との交流を図る。

○引き続き、アンケート等を行いその要望に応え、

より地域に密着した直売所を目指す。

直売所内、会員の紹介

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

直売所内の様子

学校給食等

会員

直売所

農作物
の出荷 地域密着型の直売所！

アンケート等を通じて提案等をしてもらえる環境作り

消費者

野菜、果物の納入

来場

河内長野市農林産物直
売所協議会

アンケート調査
野菜レシピの提供

農作物加工
品の出荷

スタッフによる、商品鮮
度、品質のチェック

店内に顔写真入りで会
員（生産者）の紹介

会員の「近里産品」（河内長野市が進める地域ブランド）の取扱
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