
地方の田舎町での
オーガニック野菜の販売

四国CGCグループ×高知オーガニックの協業活動
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高知県

香美市
２.６万人
６５歳以上３７％

土佐山田ショッピングセンター
香美市土佐山田町に３店舗バリューという
スーパーマーケットと惣菜工場と精米工場を運営

土佐山田ショッピングセンターについて

3



4

山田のかかし市（生産者直売コーナー）
・２００５年から開始
・７００人の生産者が登録、毎月４００人が出荷
・３店舗で年商２億８,０００万円
・青果物を中心に、加工食品、惣菜なども揃える

かかし市担当
高木 一守（６７歳）

嘱託社員

特徴・・・店内に生産者直売所がある土佐山田ショッピングセンターについて



特徴・・・直売所のリーダーが有機農家
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山田のかかし市の会長山中道博さんは、高知ものべ川有機農業推進協議会を立ち上げる
当社も法人会員として実践作物の販売に取り組んできました。

土佐山田ショッピングセンターについて
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特徴・・・直売所の野菜の活用 土佐山田ショッピングセンターについて

TABEGORO                                 検索 で検索して下さい。



特徴・・・直売所の野菜の活用
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土佐山田ショッピングセンターについて



特徴・・・直売所の野菜の活用
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土佐山田ショッピングセンターについて
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特徴・・・直売所の野菜の活用 土佐山田ショッピングセンターについて



最大の特徴・・・ＣＧＣに加盟
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田舎の中小スーパーがこのように競争の激しいスーパー業界でやっていけるのは、ＣＧＣに加盟して
協業活動でしていることが大きい。

土佐山田ショッピングセンターについて



ＣＧＣとは→コーポラティブ・グロサリー・チェーン
「大手チェーンに伍してお客様に良い商品をより安く、安定的に提供できるパ
ワーを持つためには、全国規模でまとまることが必要」と考えた各地の中堅・中
小スーパーマーケットが東京・新宿にある株式会社三徳の呼びかけに応じて結集
したのが、CGCグループです。

ＣＧＣグループの加盟企業は全国で２０６社４，１７６店舗
・四国地区 １２社 １４６店舗
・高知県地区 ５社 ４８店舗

サンシャインチェーン本部
サンプラザ
土佐山田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
末広
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞﾊﾟﾙ

ＣＧＣグループについて
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CGCグループの主な活動は「商品開発」
「商品こそすべて」と「異体同心」を旗印に加盟企業が結集して協業活動を推進しています。

「商品こそすべて」と「異体同心」
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CGCグループについて
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高知県のオーガニックの現状

近年、オーガニック農産物へのニーズが日本国内でも拡大しており、都心ではオーガニック専門
店が続々と開店

都会では、
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高知県のオーガニックの現状

高知市では、毎週土曜日のオーガニックマーケットは人気で２０年以上の歴史があります。
また、毎年冬に開催されるオーガニックフェスタは人気のイベントとなっています。

高知県のオーガニックの現状

高知でも、
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高知県のオーガニックの現状

四国ＣＧＣも、自社のオーガニック認証商品で高知オーガニックフェスタに出店。
高知県内でもオーガニックへの関心が高まっていることを実感。

高知県のオーガニックの現状
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高知県のオーガニックの現状

しかし残念ながら普段の買い物の場であるスーパーマーケットではオーガニック野菜が手にはいら
ない状況。

高知県のオーガニックの現状
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課題 高知県のオーガニックの現状

１）オーガニックの生産者は安定的な販売先が限られている

２）店舗は供給が不安定なため継続した販売が困難

３）生産者が直接、センターや店舗へ納品するため手間が掛かる
（物流コストが高い）

需要は、あるのに・・・・

一人や一社で取り組んでも限界がある
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そんな中・・・・ 高知県のオーガニックの現状

農水省さん主催の他のセミナーで次代の農と食をつくる会の千葉康信さんが話していた内容
が僕らを喚起してくれました。
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それがこちら、「やさいバス」の話 高知県のオーガニックの現状
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千葉康伸さんから「やさいバス」の話しを聞く

「やさいバス」は、野菜を低コストで物流し、生産者と消費者をつなぐ仕組み。

高知県のオーガニックの現状



21

千葉康伸さんから「やさいバス」の話しを聞く

まるでバスのように停留所を定時運航で野菜を集荷し、販売して回ります。

高知県のオーガニックの現状
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千葉康伸さんから「やさいバス」の話しを聞く

この話を聞いて、、、「ひょっとして四国ＣＧＣの加盟店がバス停になるんじゃないか？」と思い
ました。四国ＣＧＣの既存物流の帰り便を活用できないかという発想です。

高知県のオーガニックの現状
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高知オーガニックに四国ＣＧＣとして参加

幸いにもタイミング良く、四国ＣＧＣの辻社長も千葉さんの話を同じ会場で聞いており
高知県内の有機農業生産者を中心とした協議会「高知オーガニック」に四国ＣＧＣグループ
として参画。
その後、千葉さんにはずっと関わってもらっています。

高知県のオーガニックの現状
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ＣＧＣ「高知オーガニック」取り組み

目的
１）高知県内の有機農業生産者の支援

２）四国ＣＧＣ加盟スーパーマーケットへの有機農産物
の安定供給

３）消費者ニーズへの対応と有機農産物市場の拡大
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ＣＧＣ「高知オーガニック」取り組み

１）生産者の栽培計画と店舗の販売計画を連動させることで
安定供給を実現

２）県内のＣＧＣ加盟店を集荷拠点にし、既存物流網の帰り
便で集荷することで配送コストを低減

３）ＣＧＣ加盟社４社１５店に｢高知オーガニック｣コーナーを
設けることにより認知度向上と市場拡大

４）クラウドを使った受発注システムの活用による業務の簡素化
「はるひ畑」杉本さんに新たにシステムを開発頂きました

手段
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高知オーガニックの生産者

１３生産者（２０２１年６月現在）

刈谷農園

杉本　和也

神原　大輔

鳥谷　恵生

長野　賢次

寺石　健太郎

鈴木　弘毅・絹世
刈谷　真幸

西森　啓二

クモモファーム
野菜屋けんちゃん

素農人

キセツノオヤサイ葉屋 岩上　隼人

佐竹　洋明

屋　　号 代表者
山下　寛一
中西　亮介
川村　淳

山下農園
りぐるＶｅｇｅ
や農園

佐竹農園

はるひ畑

四万十オーガニック
ケンタロウファーム

鈴の音農園

CGC「高知オーガニック」取り組み



27

高知オーガニックの生産者

生産者より 一言 生産者より 一言 生産者より 一言 生産者より 一言 生産者より 一言

心も身体も健やかに 土佐の日曜市でおなじ みの 「 美味し い」 はも ちろ んのこ と 、

土づく り にこ だわり 、 寒暖差の強い 次世代の人の為に安心安全し て や農園は季節の野菜を 「 カ ラ ダも コ コ ロも ハッ ピーに 鏡川最源流域の土佐山で農薬、

嶺北で育てられた野菜です。 食べれる野菜づく り を心がけてます！ 自然と 共に作ってます。 なる野菜作り 」 を 目指し ています。 化学肥料を使わず野菜を
野菜が苦手な方こ そ是非！！ 作っています。

生産者より 一言 生産者より 一言 生産者より 一言 生産者より 一言 生産者より 一言

農薬・ 化学肥料を使わず

お米や野菜を作っています。 じ っ く り 丁寧に安心安全な 緑肥の利用と 植物性の肥料を 肥料も少なめで緑肥を使い 作り 手と 、 お客様をつなぐきっかけは

畑の中でいい微生物などが お野菜を作っています。 使った野菜を栽培をし ています。 自然に優し い農業に いつも安心安全、 そし て笑顔であり たい。

いると 河川や海の生態系も 是非食べてみて下さ い。 納得の出来る野菜を 取り 組んでいます。 そんな気持ちで育てた商品を、 是非一度

豊かになっていきます。 つく り 提供し ます！ お手に取っていただけると 嬉し いです。

そう し た農業を広げて
いく こ と が人生の目標です！

写真 佐竹農園

佐竹　 洋明

生産者より 一言 生産者より 一言 生産者より 一言

土佐清水の海辺の砂地畑で まだまだ作付面積小さ い

食べると 嬉し く なるよう な 野菜を育てています。 ですが、 小さ い面積でも

元気な野菜を目指し て 作付出来るちょ っ と 変わった

育てています。 野菜を作っていきます。

写真

野菜屋けんちゃん

長野　 賢次

写真

クモモファ ーム

神原　 大輔

写真

鈴の音農園

鈴木　 弘毅

写真

刈谷農園

刈谷　 真幸

写真

素農人

西森　 啓二

写真

はるひ畑

杉本　 和也

写真

四万十オーガニッ ク

鳥谷　 恵生

写真

ケンタ ロウファ ーム

寺石　 健太郎

写真

や農園

川村　 淳

写真

キセツノ オヤサイ葉屋

岩上　 隼人

写真

山下農園

山下　 寛一

写真

り ぐるVege

中西　 亮介

CGC「高知オーガニック」取り組み
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高知オーガニックの生産者

りぐるVege
や農園
ケンタロウファーム
野菜屋けんちゃん

本山町

素農人

いの町

土佐山

クモモファーム

四万十オーガニック

キセツノオヤサイ葉屋
香北町

土佐清水市

四万十市

鈴の音農園

佐竹農園

南国市
刈谷農園

春野
佐川町

山下農園
はるひ畑

CGC「高知オーガニック」取り組み
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高知オーガニックの販売取り組み店舗

集荷拠点…参加企業の６店舗

販売店舗…(株)サンプラザ ７店舗
(株)サンシャインチェーン本部 ４店舗
(株)土佐山田ショッピングセンター ３店舗
(株)末広 １店舗

県内の１５店舗で販売スタート

CGC「高知オーガニック」取り組み
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高知オーガニックの販売取り組み店舗

末広ショッピングセンターに山下農園オーガニック野菜の搬入

CGC「高知オーガニック」取り組み
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高知オーガニックの販売取り組み店舗

翌日には、加盟各店に並ぶ

CGC「高知オーガニック」取り組み



高知オーガニックＣＧＣグループへの出荷高
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2020年5月～2021年4月までの最初の1年は8,615千円でした。
2021年5月初めての昨年対比は107％の伸びでした。

数値報告



土佐山田ショッピングセンターでの売上構成比の推移
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土佐山田ショッピングセンターの野菜の売上に占めるエコ・オーガニック野菜の売上構成比。
JANコードで管理するようになった９月からの実績。

数値報告
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まとめ

「高知オーガーニック」とＣＧＣグループの連携により、県内の
オーガニック野菜の流通ネットワークのひとつの形ができました。

・ＣＧＣ加盟スーパーマーケットは有機農産物の安定的な
販売が可能になります。

・消費者は近隣のＣＧＣ加盟スーパーマーケットで有機農
産物を購入できるようになります。

・オーガニック生産者の拡大は、地域の環境保全に貢献。

この新たな取り組みに携わる全ての皆様と一緒に高知のオーガ
ーニック市場を拡大発展させて参りたいと思います。
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以上

最後までご清聴ありがとうございます。
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