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

きなぁた瑞浪

＜事業者の概要＞

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

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

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

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

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

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

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

○売上高
２億3,000万円（H24)→４億1,000万円（H26)

○年間来場者数
48万人（H24)→52万人（H26)

○出荷者数
150人（H24)→270人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）
9人（H24）→40人（H26）

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

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

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

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

○従業員研修により商品知識の習得と接客技術を向上させる。

店舗全景

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

店内の様子

飲食店

出荷登録農家
（きなぁた瑞浪出荷

者協議会）

直売所

農作物
の出荷

体験工房
出荷ルールの統一、
出荷野菜の品質向上

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

消費者

飲食店舗への販売

来場

みずなみアグリ株式会社

調理提案、試食・販売

瑞浪市

施設整備
指定管理者に指定

出資

写真１ 写真２

オリジナル商品の
開発

ＪＡとうと 瑞浪商工会議所
連携

出資JAコープ設置
出荷者支援

連携

農家ダイニン
グレストラン

加工販売施設

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

郡上旬彩館 やまとの朝市

＜事業者の概要＞

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

やまとの朝市-297988630305607/

○農林水産物の栽培は可能だが、店舗への輸送手段が無

い方や、時間が確保できず自ら納品が困難な方が多く、生

産者の栽培意欲が低下していた。また、学校給食に必要

な量の確保が難しく、生産者個々の手間がかかり、個人で

は対応できない状況であった。

○「郡上市産」の農林水産物や「郡上市産」の農林水産物を

使った加工品が求められていたことから、平成23年に一般

社団法人 郡上旬彩館を設立し、「郡上旬彩館 やまとの

朝市」を運営。

○生産者の売上向上による所得確保

→郡上旬彩館が窓口となり、学校給食への食材供給及び利

用可能な農林水産物の情報収集、加工業者等との連携、

新商品開発と販売を行っている。

○直売所の新たな魅力の向上

→「ＧＵＪＯ marche」（ぐじょうマルシェ）を開催し、新たな消

費者層への情報発信とＰＲを実施。

○生産者数の維持向上

→生産者向けに売れる農産物の栽培講習会の開催、栽培

技術の向上。新規登録生産者掘り起しの栽培講習会の

開催。市内の商品集配

○売上高

1億2,540万円（H23)→1億5,600万円（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

6名（H23）→7名（H27)

○学校給食への食材の供給量

339kg（H24）→3,721kg（H26）

○購買者数

101,830人(H24)→115,485人(H26)

○地域及び生産者の将来の動向を見据える機会がで

き、生産者の所得の増加が図られるとともに地元の

食材を学校給食に供給出来るようになった。

○市内産の農林水産物の付加価値を高め、利活用す

る仕組みづくり。

○出荷者間で農林水産物の供給・加工を行い、新たな

商品開発の検討。

○皮むきやカットなど一次加工した食材の学校給食へ

の供給。

○地域の飲食店等と連携した弁当・惣菜への活用や、

生産者・購買者への買い物支援や見守り支援の検

討・実施。

○ＧＵＪＯ marcheの充実。

郡上旬彩館やまと
の朝市全景

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

直売所売場の様子

郡上市
学校給食センター

登録農家

直売所
郡上旬彩館 やまとの朝市

農林水産物の栽培記録の記帳

売れる農産物づくりの指導、
山菜の栽培地確認

農林水産物の販売をとおして地域を元気に！！
消費者

納品希望数量

来場、要望（一社）郡上旬彩館

農林産物の販売、
商品等の改善

GUJO marche
出店者

marcheの運営協力・出店

連携

写真１ 写真２

飲食店 郡上市 市内直売所

加工品の
製造・納品

食材供給
農業アドバイザー派遣
栽培技術指導

農産物の情報・物流

農産物の納品

出荷

岐阜県
郡上農林事務所

栽培技術指導、農薬の適正指導

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

ＪＡあぐりタウンげんきの郷

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

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

○地域では、農家の高齢化により農産物の生産量が

縮小し、市場価格低迷による農業者のやる気の低下

と後継者不足という状況にあったが、JAあいち知多

の「地域農業を変えたい、活性化させたい」という思

いで、平成12年に直売所を中心とした総合販売施設

を整備。

○新たな事業として若いファミリー層の取り込みのため、

スイーツ類の加工・販売施設やキッズ向けの施設を

平成24年に開設。

○「良質な品揃え」「質の高い農産物」への出荷者の意

識改革

→生産者組織による自主的な出荷ルールを策定させた

ことにより、生産者の意識が変わった。

○「地産地消」へのこだわり

→知多半島産にこだわり、端境期に農家へ作付を依頼

し、より幅広い期間での出荷が可能になった。

○売上高

24億1,000万円（H13)→34億8,000万円（H26)

○出荷者数

570名（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

205人（H13）→200人（H26）

○地場農産物の生産増加や農業所得の向上等、

地域農業の発展・振興に大きく貢献。

○直売と食のコラボ「げんきの野菜を使って ます」

認定制度の推薦を実施。

○ソムリエによる情報発信の実施。

○出荷者の対面販売。

○体験農園の定期的開催。

直売所内の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

惣菜工房の様子

飲食店

出荷登録農家
直売所

農作物
の出荷

加工販売施設

生産者組織による自主
的な出荷ルールを策定

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

消費者

直売所の農産物を使用し
ている飲食店の認定

来場

株式会社 げんきの郷

野菜の選び方や調理等
の情報を生産者等がアド
バイス

地元福祉企業

弁当等のメニュー開発に参加連携

写真１

温泉施設 子供向け施設

レストラン

体験農園

大学

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

食と農の広場あぐりん村

＜事業者の概要＞

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

○長久手町時代に行政が政策として進めた「田園バ

レー事業（農業を通じたまち作り）」の一環として設

置。

○“食べ物と農業”の大切さを広く伝えるために、長久

手市全体の大プロジェクトとして「食と農の広場あぐ

りん村」を開村した。

○生産農家の不足

→長久手及び近隣農家を戸別に訪問し、出荷を要請。

○出荷農作物の品質のばらつき

→スタッフによる継続的な指導を行うとともに、ポジ

ティブリストに従ってチェックを実施し、クリアした野

菜・果物のみ出荷を許可。

○売上高（直売所のみ）

3億6,300万円（H19)→ 7億円（H26)

○出荷者数

160人（H19）→350人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

20人（H19）→ 33人（H26）

○“地産地消”をコンセプトに地元で採れた

旬の野菜や果物等について消費者への

知名度を高めることができた。

○取り扱う食材は長久手市や近隣エリアで獲れる

旬の食材をメインにし、地元で収穫したものを地

元で食べる「地産地消」を目指す。

○より広域に“あぐりん村”の取り組みを発信する

ため、名古屋市内にアンテナショップを開設。

店内の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

あぐりん村外観

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

パン工房

栽培日誌（栽培履歴）
の提出

食と農の大切さを１人でも多くの人へ伝えるために！！
消費者

来場
株式会社 長久手温泉

野菜の栽培履歴を確認。

素材と味！地元で収穫し
た旬の野菜やお肉・魚を
使った家庭料理の提供。

長久手市

施設整備連携

おやつ工房 レストラン花・はな市場

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

松阪農業公園ベルファーム

＜事業者の概要＞

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

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

○農業公園内に地域農業の核となる市民が毎日集う施設

が必要との思いから、新鮮で生産者の顔の見える農産

物が利用できる直売所を建設。

○喫茶店で地元野菜を使った野菜ソムリエランチを始め、

平成24年に県産乳と地元果物を使ったジェラート工房を

立ち上げ。

○子ども達に地元野菜の美味しさを知ってもらうため、近

隣の小学校へ食材を供給している。

○「良質な品揃え」「質の高い農産物」への出荷者の意識

改革

→品目ごとに集荷農家による芽揃い会を実施し、出荷基準、

最低価格を決め品質の向上に努め、種苗会社への見学、

学習会に取り組み、新しい品種の栽培にも積極的に行っ

た結果、生産者意識が変わった。

○「安全な農産物」の出荷

→県による農薬学習会、種苗会社による栽培学習会を開

催することにより、農薬使用のリスク等について周知す

るとともに、出荷基準として栽培管理表の提出を義務化。

○売上高

1億7,847万円（H19)→ 1億9,485万円（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

９人（H19）→11人（H26）

○地産地消を広める為、園内にある農場を活

用し、生産者等が主体となって、教育ファー

ム農場の認定を受け、大豆、さつま芋等を教

材にして、子ども達と栽培、食育体験に取り

組んでいる。

○野菜ソムリエ、ジュニアソムリエによるＨＰ等

を活用した情報発信の実施。

○生産者会が園内で実施するイベントに積極的

に参加し、生産した農産物を活用した加工品

の販売。

○特産品とすべく生産者会が農産物のテスト栽

培を実施。

直売所の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

店で提供されるランチ

学校給食

出荷登録農家
（生産者組織
ベル農会） 直売所

農作物
の出荷

焼き肉レストラン
MOW&BUU

生産者が主人公！！
収益がでる農産物を栽培する農家を応援します。

消費者

野菜等農産物の供給

来場株式会社 松阪協働ファーム

イベント、教育ファームで
の交流

地元企業

イベントでの連携

写真１ 写真２

食体験施設

加工・販売施設
ジェラート工房

農業体験施設

飲食店

野菜等農産物の供給
喫茶ルーベル
和食和の香り

− 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

＜事業者の概要＞

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

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

○平成元年に旧員弁町の農協で週１回の朝市を会員

30名でスタートし、平成8年に町役場駐車場にて朝市う

りぼうを開設した。ところが平成14年に会員の減少によ

り運営不振となり存続が危ぶまれていた。そこで町内

若手農家がやる気のある農家を募りリニューアルオー

プンした。

その後、平成16年のいなべ市誕生を契機に市内の農

家に会員を募り、「農事組合法人 うりぼう」を設立し、

市役所等の支援・協力で現住所に新たな直売 所等を

設置した。

○「会員」、「来客数の減少」

→市内、市外会員の募集や売り場の新設、雇用の拡大、レ

ジの導入等経営の改善と定期的なイベントの開催により

地域住民との交流を図るとともに積極的な情報発信の実

施。

○農閑期（冬）における品揃え対策

→直売所に加工所（惣菜、和菓子、パン）を併設し、周年製

造販売する商品の開発、会員の市の補助金の活用の促

進、地元種苗会社による研修会の開催。

○売上高

3,800万円（H15)→1億9,924万円（H26)

○出荷者数

120人（H15)→178人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

5人（H15）→30人（H26）

○地場農産物の生産増加や農業所得の向上、

後継者や雇用の創出など、地域農業の発展・

振興に大きく貢献。

○平成26年に国の事業を活用して、6次産業化に

よりジェラートの製造・販売を開始しており、そ

れによる若年層の取り込みや直売所内での農

産物インターネットでの販売により売上げの拡

充を図る。

直売所の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

施設全景

小学校
中学校

出荷農家
（会員）

直売所

農作物
の出荷

加工所

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

野菜等農産物の供給

来場

イベント（めちゃイナベーション）

イベント、農業体験

文化協会

連携

写真１ 写真２

農畜産物、農産加工品の販売

体験工房・農園

惣菜・和菓子、パン、ジェラート 都市と農村との交流

観光協会 商工会 郵便局三岐鉄道

農事組合法人 うりぼう

連携施設整備 連携 連携

若手会員

市役所

連携

ふれあいの道うりぼう
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