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第二章 事業実施計画の策定 
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第第第第二二二二章章章章    事業実施計画の策定事業実施計画の策定事業実施計画の策定事業実施計画の策定    

    

2222----1111    事業実施計画策定方針事業実施計画策定方針事業実施計画策定方針事業実施計画策定方針    

(１)今までの経緯、上位概念等の整理 

【農水産業振興戦略拠点設立の目的】 

平成 24 年度事業計画では、農水産業振興戦略拠点施設の設立の目的として、うるま市農水産業の

発展、6次化の推進などを促す施設として必要性が示され、次の基本方針を設定している。 

 

◆平成 24年度に設定された基本方針 

①安全安心な食材の地元への供給と連携による地産地消の推進    

②6 次産業化による『うるまち』ブランドの確立    

③賑わいと憩いの場づくりによる観光と第一次産業の融合推進 

 

基本理念・基本方針の再設定基本理念・基本方針の再設定基本理念・基本方針の再設定基本理念・基本方針の再設定    

 上記の 3 つの基本方針に、補足調査から得られた本事業の方向性（Ｐ22）を踏まえ、次の視点を

加えた基本方針を再設定し施設コンセプトを策定する。 

 また市民が誇れる、うるま市の特徴を生かした魅力ある施設づくりに向け、基本方針及び施設コ

ンセプトの策定等に当たっては、市民ワークショップを通して意見集約・反映させるなど、市民参

画（協働）を前提とする。 

 

 ■機能的視点 

①うるま市農水産物の魅力の発信・ブランド力の強化 

②出口戦略の強化 

③戦略的かつスケールメリットを生かした需要と供給の相乗効果 

 

■目的別視点 

 ①第一義的な目的（本来の目的） 

・うるま市の農水産業の持続的発展、うるまブランドの確立 

・うるま市農水産物生産者の労働意識と所得の向上、次世代の育成 

・農水産物生産者同士、異業種連携の場、消費者とのコミュニケーションの場の提供による

6 次産業化の推進 

 

②第二義的な目的（派生的な目的） 

・市内の雇用創出の場 

・市民にとって安心・安全な農水産物が購入できる場、地産地消の推進 

・市民の憩いの場、レジャーの場、集う場、コミュニティ拠点 

・観光客誘致の拠点 
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(２)方向性の整理 （SWOT 分析手法にて） 

市場環境として、農水産物直売所は全国的に増加傾向にあり、沖縄県内でも 92 カ所の店舗が補

助事業等を活用して設置されている。（平成 26年沖縄県農業会議資料） 

競争力ある強い施設作りのためには、競合施設との差別化が求められている。 

うるま市には、豊富な農水産物や観光資源など、強みといえるものが数多くある。 

一方で、農水産物販路の確保や第一次産業の担い手不足、豊富な農水産物の情報発信（伝達）

不足などを要因にブランド力の定着化が不十分な状況にあるなど、課題となる弱みも持ち合わせ

ている。 

うるま市の弱み（脅威）を最小限に回避し、強みを最大限に活かす施設コンセプトを策定する

ための論理的な戦略策定方法として、SWOT 分析を用いる。うるま市の「強み」と「弱み」に SWOT

分析を用いることで、提供できる「強み」を引出した魅力ある農水産業振興戦略拠点施設の方向

性を整理する。分析に用いる強みと弱みは、マーケット環境や市民参加型ワークショップ、農水

産業関係者へのヒアリングなどで集約した情報をもとにした。 

【フロー図【フロー図【フロー図【フロー図    】】】】    

 

農水産業の継続的発展 

・担い手の増加 

・耕作放棄地を減らす 

第

一
義
的
目
的 

魅力ある 
農水産業振興戦略拠点 

雇用の創出 観光客の誘致 

拠点 

市民の憩いの場、レ
ジャーの場、コミュニ
ティ拠点 

市民が安心安全な農
水産物が買える場、地

産地消推進の場 

第
二
義
的
目
的 

出口戦略の強化（新たな販売先の開発） 

6 次産業化推進、同業種・異業種の連携、 

消費者とのコミュニケーション促進 

農水産物生産者の所得の向上、地位の向上、やりがいの向上 
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【【【【SWOT 分分分分析のイメージ図】析のイメージ図】析のイメージ図】析のイメージ図】 

SWOT 分析とは、外部環境を機会と脅威の両面から分析し、内部環境の強み、弱みを検討し、外

部環境に対してどのようなコンセプト、戦略で対応するのかを検討するツールである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

【【【【SWOTSWOTSWOTSWOT 分析を使ったコンセプト設置のフロー】分析を使ったコンセプト設置のフロー】分析を使ったコンセプト設置のフロー】分析を使ったコンセプト設置のフロー】    

 

  

マーケット環境からみた
「機会」と「脅威」の確認

うるま市の「強み」と「弱み」

当該施設の課題
・「機会」×「強み」の対応
・「機会」×「弱み」の対応
・「脅威」×「強み」の対応
・「脅威」×「弱み」の対応

基本的な方向性の抽出
コンセプトの策定

ワークショップで出た
うるま市の「強み」と「弱み」の確認

機会（opptunity)
自分にとって機会は？

脅威（threat)
自分にとって脅威は？

強み（strength)
自分の強みは？

戦略1
強みを生かして機会を最大
限利用するために、積極的

に何をするか？

戦略3
他者にとって脅威であっても
自社の強みを生かして、脅
威を回避、または打ち負か

すには？

弱み（weakness）
自分の弱みは？

戦略2
弱みによってきかいを取りこ
ぼさないために補完、補充、

改善すべきことは？

戦略4
想定される最悪の事態をど

う回避するか？

内
部
環
境

外部環境
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2222----2222    SWOTSWOTSWOTSWOT 分析分析分析分析    

(１)外部環境の機会と脅威 

【機会】【機会】【機会】【機会】    

① マーケット環境から 

・沖縄県の観光客は、約 600 万人/年。 

（「平成 24 年度観光統計実態調査」沖縄県文化観光スポーツ部） 

・うるま市は、中部東海岸観光において利用可能性の高い立地にある。 

・拠点施設の予定地は県道 33 号に面し、立ち寄りやすい立地にある。 

・周辺に商業施設が集積し始めており、集客性が将来的に見込める立地である。 

・うるま市は那覇市から約 25ｋｍ、車で 50 分程度とドライブをするには適した距離である。 

・5ｋｍ圏で 18万人規模の人口がある。（平成 24 年度国勢調査より） 

・足元商圏は 40代未満の若いファミリー層が多く、子供が多いエリアである。 

（「平成 24 年度観光統計実態調査」沖縄県文化観光スポーツ部） 

・アメリカ人家庭が比較的多い。（ワークショップ参加者意見） 

 

②社会環境から 

・全国的に産直、地産地消ブームである。 

・全体に景気が上向く兆しがあり、余暇レジャーへの支出が増加する可能性が大きい。 

・団塊世代が引退し始めており、旅行マーケットが拡大する可能性が大きい。 

・価値観の多様化から、消費支出の多様化が進んでいる。 

・食の安心、安全志向が高まっている。 

・地域循環型経済の浸透が進んできている。 

・自然、健康志向が高まっている。 

・沖縄県の肥満率は全国ワースト 1である。 

（「国民健康・栄養調査結果の概要」厚労省、2012 年 1 月 31 日公表） 

・インターネット、通信販売の普及がめざましい。 

・アジアエリアの経済成長により観光需要が拡大傾向にある。 

・円安、LCC（格安航空会社）の就航で外国人観光客の増加が見込まれる。 

 

【脅威】【脅威】【脅威】【脅威】    

① マーケット環境から 

・沖縄市なども含め、商業競合が多い。（P22 本文第 1章 1-2（5）参照） 

・北中城にイオンの巨大なショッピングセンターができる。 

・中部東海岸側への観光立ち寄り比率が低い。 

（中部東側への立ち寄りは 15％）（P31 本文第 1章 1-2（8）参照） 

・県内直売所の出店が相次ぎ、直売所間の競合も厳しくなっている。 

・拠点施設予定の足元 1ｋｍ圏の人口が約 3000 人と少ない。（平成 24年度国勢調査より） 
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・拠点施設予定地の足元商業の効率が悪い。＝来店者が少ない可能性がある。 

・周辺 5km 圏に競合直売所が 4軒ある。（P22 本文第 1章 1-2（5）参照） 

 

②社会環境から 

・TPP による農産物の自由化による農業構造変化。 

・洋食化、食のアメリカ化の浸透。 

・沖縄食離れの広がり。 

・インターネット、通信販売の普及による販売の場の変化。 

・高齢化の進展。 

・温暖化影響の拡大。 

・エネルギー問題の深刻化。（再生可能エネルギーへの転換） 

・消費税アップ。8％～10％ 

    

(２)うるま市の強みと弱み（平成 25 年 11 月 13 日開催 市民ワークショップより）

【強み】【強み】【強み】【強み】    

①立地・観光資源 

・観光資源が多い。 

 世界遺産の勝連城跡、海中道路等。 

・浜比嘉島。 

・アマミチュー、シルミチューの墓がある。 

・泡瀬干潟がある。 

・ウガンジューが多い。 

・パワースポットが多い。 

・風景が沖縄らしい。 

・マリンスポーツのメッカ。 

・与勝ダムがある。 

・海がきれい。 

・うるま市は本島の真ん中。 

・高速の乗り口がある。 

    

②産品・物産 

・うるま市は農産物出荷額で県内 3位。 

・加工農作物は 66.7％を占め、県内トップ。 

 ぬちまーす、製糖工場 

・話題となる農産品、畜産品が豊富。 

 津堅にんじん、冬瓜、やまいも、電照菊（特

に夜）、照間ビーグ、あまさん、パパイヤ、

グァバ茶、山城茶、洋蘭、うるま牛 等 

・漁獲量は県内 2位。 

 もずく(県内 1位)、養殖鯛・ハマチ・スギ

等。 

・農業、水産業の人材が豊富。 

・有機農法の名人がいる。（エコファーマー

認定者が多い） 

    

③文化・イベント 

・芸能文化が豊富。（肝高のあまわり、エイ

サー、獅子舞、闘牛等） 

・やまいも大会、冬瓜の品評会がある。 

    

④人 

・人情が豊か。 

・おじい、おばぁも多い。 

    

⑤住む 

・都会も田舎もある。 

・住民が増加している。 

・良い意味で田舎。 
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・ほどよく都会。 

・アメリカ人家庭が多い。 

    

⑥その他 

・うるま という響きがよい。 

・うるま市は、ひらがなでわかりやすい。 

・固定概念が少ないので新しい施設を作りや

すい。 

・競合が少ない。 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【弱み】【弱み】【弱み】【弱み】    

①立地・観光資源 

・2市 2町の合併で一体感が弱い。 

・うるま市の認知度が低く、観光客などの集

客ができていない。 

・市のブランド力が弱い。 

・観光客が少ない。 

・観光客や県民の通過点となっている。 

・交通の便が悪い。 

・観光的なメジャーなスポットがない。 

・島嶼地域で楽しめるところが少ない。 

・立地はよいがストーリーが作りにくい。 

・地図案内表示が少ない。 

・観光案内所がない。 

・観光ルートがわかりにくい。 

・遊ぶビーチがない。（施設が整っていない） 

・リゾートホテルが少ない。 

・観光みやげがない。 

・勝連城跡の土産が乏しい。 

・ＰＲが不足している。 

・他所の人に紹介できない。（知らない） 

・市民が市のことを知らない。 

・うるま市以外に遊びに行ってしまう。 

・うるま市は市民や観光客の遊ぶ場が少ない。 

・基地が多い。 

・フェンスが目立つ。 

    

②産品・物産 

・食の名物が少ない。 

・名物料理がない。 

・手土産にできるものが少ない。 

・特産品のブランディングが不足している。 

・プロダクトデザインの洗練度が低い。 

・葉物野菜を栽培する畑が整備されていない。 

・うるま市の特産品を売る場がない。 

・農産物を売る場所がない。 

・畑が小さい。 

・野菜を栽培する場所が少ない。 

・田畑の名義問題。（借りたくても借りられ

ない田畑が多い） 

・高齢者の農業離れ。 

・農家の高齢化。 

・農業者の減少。 

・耕作放棄地の増加。 

・台風対策が必要。 

・市民の農業啓蒙活動ができていない。 

    

③人 

・リーダー、プロデューサーがいない 

    

④住む 

・働く場がない。 

・失業率が高い。 

・待機児童が多い。 

・飲食店が少ない。 

・市域が広域となり地域間交流が難しい。 

・コミュニティの場が少ない。 

・各施設が活かされていない。 

・子供の遊べる場所が少ない。 

・公園が少ない。 

・お弁当屋が多い。 

・揚げ物中心のメニューで野菜のメニューが

少ない。 

・肥満率が高い。 

・若者が集う場所がない。 

    

⑤その他 

・全体の統一感がない。 
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(３)ＳＷＯＴ分析 まとめ 

【戦略①戦略①戦略①戦略①    強みを活かして機会を最大限利用する強みを活かして機会を最大限利用する強みを活かして機会を最大限利用する強みを活かして機会を最大限利用する】 

・地元エコファーマーが作る安心、安全な野菜を提供する。 

・地元客の買いやすさを重視した直売所にする。 

・うるま市の歴史・文化の紹介や、地元の子供たちが喜ぶイベントを企画開催する。 

・豊富な農水産物を活かして広域集客し、うるま市野菜を認知してもらう。 

・レストランを設置し、観光客、外国人に沖縄食を体験してもらう。 

・団体用の飲食スペースを確保し、団体観光客を取り込む。 

・観光案内拠点としても活用する。インターネットを広報に活用し、産品の通販も検討する。 

 

【戦略②戦略②戦略②戦略②    弱みによって機会を逃さないために弱みによって機会を逃さないために弱みによって機会を逃さないために弱みによって機会を逃さないために】 

・生産者の所得向上を図り、農水産業従事者の増加に寄与する。 

・うるま市及び農水産物の認知度向上キャンペーンを行い、販売ルートの拡充を図る。 

・名産品、名物料理を開発する（コンテストなど実施する）。 

・加工場及び開発体制等の整備による加工品の開発、製造販売力強化を行う。 

・周辺住民、ファミリー層を取り込んだコミュニティづくりを行う。 

・サインや看板などの整備による那覇方面からの誘導を強化する。 

 

【戦略③戦略③戦略③戦略③    強みを活かして脅威を回避、また打ち負かすために強みを活かして脅威を回避、また打ち負かすために強みを活かして脅威を回避、また打ち負かすために強みを活かして脅威を回避、また打ち負かすために】 

・豊富な農水産物を訴求し、うるま市産のブランド力強化を図る。 

・スケールメリットのある規模の直売所を設置し集客力、競争力を確保する。 

・直売所と生産者との連動を強化し、商品量を確保する。 

・うるま市生産品を使った沖縄料理など健康食提供による沖縄食の活性化を図る。 

（市の健康対策として沖縄食の導入を検討する） 

 

【戦略④戦略④戦略④戦略④    想定される最悪の事態をどう回避するか想定される最悪の事態をどう回避するか想定される最悪の事態をどう回避するか想定される最悪の事態をどう回避するか】 

・地元コミュニティ作りによる固定客作りを行う。 

・農業生産者の利益が上がるシステムを早急な整備に努める。 

・若い人が憧れる農水産業となるための施策を実施する。 

・沖縄らしい農水産物を揃えるなど、周辺大型商業施設と差別化できる直売所をつくる。。 

 

 

 

農水産物の生産活性化や加工品製造などを後押しし、地元コミュニティの場から観光客の対応

まで可能な施設としての「農水産物振興戦略拠点施設」の構築が求められている。 

地元客をターゲットの中心としながらも、農水産業振興戦略拠点自体が観光客の利用する施設

となることが望ましい。 
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2222----3333    基本理念・基本方針の設定基本理念・基本方針の設定基本理念・基本方針の設定基本理念・基本方針の設定    

本年度新たに、基本方針に先立つ上位概念として『基本理念』を設定する。基本理念は、開業後、

継続的に発展していくことを目指し、運営者の拠り所となるものとする。 

また、『基本方針』については、平成 24 年度に策定した事業計画より「地産地消」「ブランドの

確立」「観光」を踏襲しつつ、「魅力集積」「出口戦略」を加えた 5 つのキーワードを基に、市民

ワークショップ・SWOT 分析から導き出された戦略を踏まえ設定していく。 

 

 

(１)基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

  

「食」を通じてうるま市を元気にする 

（うるま市成長のエンジン） 

 

基本理念設定の考え方 

 

●基本理念の「食」が指すものは、「うるま市の農水産物」、「食を扱ううるま市の農

水産業」であり、これらの「食」が持つ魅力を集積し情報発信・6次産業化等の拠

点となる「うるま市農水産業振興戦略拠点施設」である。 

 

●この「食」を通じて、うるま市産農水産物の地産地消を始め、6次産業化への取組

みの場として、更に、生産者と消費者とを繋ぐコミュニティの場としての役割を果

たすことで、うるま市成長の中核を担う施設となることを目指す。 

 

●うるま市農水産業振興戦略拠点施設が、第一次産業を主軸にうるま市全体の好循

環・活力向上に貢献するエンジンとなり、うるま市を一層元気にすることを目指す。
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(２)基本方針 

 

 

Ｐ8～15「平成 24 年度調査結果に見る事業計画の方向性」にあるように、生産意欲の向上、販売

先の確保などの課題があり、それらを解決する施設づくりが求められている。収入を向上させると

共に生産意欲も高め、次世代が積極的に参入したくなる第一次産業を実現するための拠点とする。 

 

 

 

Ｐ34「直売所の動向」にあるように、6 次産業化を推進し、農水産物の付加価値を高めることは、

販売価格の上昇や販路の拡大による産業の活性化、雇用機会増加につながる。 

Ｐ51 の SWOT 分析まとめの戦略③でも「強みを生かして、脅威を回避する」方策としてブランド力

強化が望まれている。 

 

 

 

Ｐ8～15「平成 24 年度調査結果に見る事業計画の方向性」にあるように、農水産物従事者同士、

従事者と地域住民の交流が課題になっている。Ｐ49 SWAOT 分析「弱み」にあるように、コミュティ

の場が少ないということが弱みとして市民から上げられている。Ｐ51 SWOT 分析まとめの戦略④に

あるように、地元コミュニティの場づくりによる集客、誘客力のある施設作りが求められている。 

 

 

 

P31「(8)観光客視点」から、当該施設をうるま市及び本島中部観光の拠点とするためには「目的

地化」が必要となる。豊富な農水産物を活かした食材・食事の提供や、現在整備中である勝連城跡

周辺文化観光拠点施設などと連動することで観光客を誘客し、経済的な効果を地域へもたらすと共

に県内外へのうるま市の知名度向上を目指す。 

 

 

 

 うるま市及び沖縄県内の農水産物を、県内最大規模である当該施設に集積することで、お客様の

多様なニーズを満たし、地元生産品の消費増加を狙う。更に生産物をまとめて学校給食などへ出荷

することで、地産地消と同時に地域住民及び子供たちへの食育の役割も果たす。 

やりがいと収入が連動し、次世代が積極的にやりがいと収入が連動し、次世代が積極的にやりがいと収入が連動し、次世代が積極的にやりがいと収入が連動し、次世代が積極的に参入参入参入参入する農水産業の実現する農水産業の実現する農水産業の実現する農水産業の実現 

農水産業の六次化推進とブランド力強化によるうるま市産業の活性化農水産業の六次化推進とブランド力強化によるうるま市産業の活性化農水産業の六次化推進とブランド力強化によるうるま市産業の活性化農水産業の六次化推進とブランド力強化によるうるま市産業の活性化 

農水産物による賑わいと地域コミュニティの創出農水産物による賑わいと地域コミュニティの創出農水産物による賑わいと地域コミュニティの創出農水産物による賑わいと地域コミュニティの創出 

豊富な農水産物を活かした観光客の誘致と周辺観光地との連動豊富な農水産物を活かした観光客の誘致と周辺観光地との連動豊富な農水産物を活かした観光客の誘致と周辺観光地との連動豊富な農水産物を活かした観光客の誘致と周辺観光地との連動 

地元農水産物の魅力を集積し、スケールメリットを活かした地産地消の推進地元農水産物の魅力を集積し、スケールメリットを活かした地産地消の推進地元農水産物の魅力を集積し、スケールメリットを活かした地産地消の推進地元農水産物の魅力を集積し、スケールメリットを活かした地産地消の推進 



54 

 

2222----4444    施設コンセプトの策定施設コンセプトの策定施設コンセプトの策定施設コンセプトの策定    

(１)ＳＷＯＴ分析を踏まえた農水産物振興戦略拠点施設の基本方向の設定 

  施設コンセプト策定に当たり、この施設の利用者『ターゲット』別に訴求ポイントを整理し、

施設に求められる基本的な方向性について設定する。 

 

【ターゲット【ターゲット【ターゲット【ターゲットの設定の設定の設定の設定】】】】    

 

①基本ターゲット・・・地元客（うるま市民・沖縄県民） 

うるま市民（沖縄県民）がうるま市のことを知るための施設 

うるま市の産品がリーズナブルな価格で購入できる施設 

うるま市の市民（沖縄県民）がコミュニティの場として利用できる、集える施設 

 

②拡大ターゲット・・・観光客（国内）＆外国人観光客 

観光拠点となり得る施設 

観光情報の発信施設 

沖縄の食文化を知ることのできる施設 

沖縄を楽しむことのできる施設（観光、物産等） 

 

③内なるターゲット・・・うるま市農水産物生産者・加工生産者 

生産者にとって利益のある施設→農水産業従事者の所得向上施設 → 生産物が売れる施設 

生産者同士、生産者と消費者を繋ぐ施設 → 人と情報が交わる施設 

次世代の参入を促す施設 → 世代間を繋ぐ施設 

生産者の経営視点を育成する施設 → うるま市の人材を磨く施設 

    

【基本的な方向性【基本的な方向性【基本的な方向性【基本的な方向性の設定の設定の設定の設定】】】】    

①施設の方向性 

・生産者と消費者の好循環を生み出す施設 

・地産地消、食育の拠点となる施設 

・農水産業の魅力増加につながる施設 

・産地とお客様をダイレクトに繋ぐ施設 

・市民に喜ばれ市民の自慢となる施設 

・うるま市のことを知ることのできる施設 

・うるま市のブランド価値を上げることのできる施設 
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・生活の一つの拠点となる施設 

・人が自然と集まる施設 

・雇用の受け皿となる施設・市民のコミュニティの中核施設 

・施設全体が観光スポットとなりうる施設 

・観光案内所のある施設 

・手軽な休憩機能のある施設 

 

②商品の方向性 

・うるま市産にこだわった安心・安全な商品群の展開 

・沖縄の伝統を活かしつつ、洋風化を取り込んだ飲食施設 

・健康を意識した商品提供、商品開発 

 

(２)施設コンセプトの策定 

基本理念及び 5つの基本方針を具体化するための指針として、ターゲット、基本的な方向性を踏

まえ、次の 5つを施設コンセプトとして策定する。 

  

 

施設コンセプト１施設コンセプト１施設コンセプト１施設コンセプト１    『食の様々な情報に触れることのできる施設』『食の様々な情報に触れることのできる施設』『食の様々な情報に触れることのできる施設』『食の様々な情報に触れることのできる施設』    

農水産業における作物や水産物の各種情報、新商品情報などが生産者間や生産者とお客様との

間で循環することで、より良い産品の産出及び産地の認知度向上などを図る。 

  

 

施設コンセプト２施設コンセプト２施設コンセプト２施設コンセプト２    『うるま市の持つポテンシャルを引き出すための施設』『うるま市の持つポテンシャルを引き出すための施設』『うるま市の持つポテンシャルを引き出すための施設』『うるま市の持つポテンシャルを引き出すための施設』    

既存調査データから、本市の農水産業は従事者数、耕地面積、生産高などが県内でも上位にあ

り、潜在能力は高いと考えられる。本施設では、直売施設や農水産業従事者の戦略的強化などを

通じて、本市生産品の普及に努め、県内外への販路拡大を図る。また、地元の生産品を使った料

理を提供する施設の展開や、うるまブランドのアピールイベントの開催など、複合的に本市産品

の認知度を高める活動を行い対外的価値を向上させ、地産地消のみならず地産外商を拡大してい

く。 

    

施設コンセプト３施設コンセプト３施設コンセプト３施設コンセプト３    『市を代表する生産者のサポート＆育成拠点『市を代表する生産者のサポート＆育成拠点『市を代表する生産者のサポート＆育成拠点『市を代表する生産者のサポート＆育成拠点となる施設となる施設となる施設となる施設』』』』    

第一次産業就労者の高齢化が進み、就農者の減少が続いている中、新しい農業経営や、技術、

農作物トレンドなど役立つ情報や事例等を提供し、生産者のスキル向上を図る。また新規就農者

に対しては技術面、経済面などの支援を積極的に行い、担い手の確保・育成に努める。 

 

施設コンセプト４施設コンセプト４施設コンセプト４施設コンセプト４    『市民の愛着心を育てる生活者のコミュニティ拠点となる施設』『市民の愛着心を育てる生活者のコミュニティ拠点となる施設』『市民の愛着心を育てる生活者のコミュニティ拠点となる施設』『市民の愛着心を育てる生活者のコミュニティ拠点となる施設』    

当該地周辺は比較的若いファミリーが多く居住している。新しく工場や企業誘致も予定されて
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おり、新規流入者が予想される。そのような若いファミリーや新規住民なども巻き込み、市民全

体のコミュニティ拠点として、交流イベントなどを通して市民同士のコミュニケーションを深め、

市民が愛着を持って参加する地域づくりに貢献する。 

 

施設コンセプト５施設コンセプト５施設コンセプト５施設コンセプト５    『沖縄観光の話題拠点となる施設』『沖縄観光の話題拠点となる施設』『沖縄観光の話題拠点となる施設』『沖縄観光の話題拠点となる施設』    

当該施設はうるま市のブランド力向上、農水産物の売上向上を図るために、市外、県外の観光

客も取り込んでいく必要がある。 

そのために勝連城跡などの歴史的な名所や、島嶼地域の県内外への広報の強化し観光客を誘客

する。また、うるま市は沖縄本島の中心地に位置し、県内各所からのアクセスが比較的容易なた

め、産直レストランなど吸引力のある施設をつくる事で話題性を高め、観光客を誘致し、観光を

活かした地域振興を図る。 
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(３)基本理念／指針（施設コンセプト） 

 

 

 

  

 

 

  

沖縄ＮＯ．1 の直売所になる 

１．食の様々な情報に触れることのできる施設。 

２．うるま市の持つポテンシャルを引き出すための施設。 

３．市を代表する生産者のサポート＆育成拠点。 

４．市民の愛着心を育てる生活者のコミュニティ拠点となる施設。 

５．沖縄観光の話題拠点となる施設。 

理 念 

「食」を通じてうるま市を元気にする 

（うるま市成長のエンジン） 

施設コンセプト 

１．やりがいと収入が連動し、次世代が積極的に参入する農水産業の実現 

２．農水産業の六次化推進とブランド力強化によるうるま市産業の活性化 

３．農水産物による賑わいと地域コミュニティの創出 

４．豊富な農水産物を活かした観光客の誘致と周辺観光地との連動 

５．地元農水産物の魅力を集積し、スケールメリットを活かした地産地消の推進 

キャッチフレーズ 

『リトル沖縄、うるま』 

～うちなーの食はうるまにあり～ 

基本方針 

目標 
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農水産業の六次化推進とブランド力強化農水産業の六次化推進とブランド力強化農水産業の六次化推進とブランド力強化農水産業の六次化推進とブランド力強化

によるうるま市産業の活性化によるうるま市産業の活性化によるうるま市産業の活性化によるうるま市産業の活性化 

やりがいと収入が連動し、次世代が積極的やりがいと収入が連動し、次世代が積極的やりがいと収入が連動し、次世代が積極的やりがいと収入が連動し、次世代が積極的

にににに参入参入参入参入する農水産業の実現する農水産業の実現する農水産業の実現する農水産業の実現 

地元農水産物の魅力を集積し、スケールメ地元農水産物の魅力を集積し、スケールメ地元農水産物の魅力を集積し、スケールメ地元農水産物の魅力を集積し、スケールメ

リットを活かした地産地消の推進リットを活かした地産地消の推進リットを活かした地産地消の推進リットを活かした地産地消の推進 

豊富な農水産物を活かした観光客の誘致豊富な農水産物を活かした観光客の誘致豊富な農水産物を活かした観光客の誘致豊富な農水産物を活かした観光客の誘致

と周辺観光地との連動と周辺観光地との連動と周辺観光地との連動と周辺観光地との連動 

農水産物による賑わいと地域コミュニテ農水産物による賑わいと地域コミュニテ農水産物による賑わいと地域コミュニテ農水産物による賑わいと地域コミュニテ

ィの創出ィの創出ィの創出ィの創出 

 

食食食食
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成
長
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市
成
長

市
成
長
の
エ
ン
ジ
ン

の
エ
ン
ジ
ン

の
エ
ン
ジ
ン

の
エ
ン
ジ
ン
））））    

基本方針 理念 

担い手 

賑わい 

ブラン

ド力 

観光 

地産 

地消 
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・消費者および販売先への広報の強化による加工品販売ルートの確立。 

・農業生産者の利益が上がるシステム作りの早急な整備。 

・若い人が憧れる農業のための施策の実施。 

 

・スケールメリットのある農水産物直売所の設置による、集客力、競争力の確保。 

・地元エコファーマーが作る安心、安全な野菜の提供。 

・農水産物直売所と生産者との連動強化による、商品量の確保。 

・周辺大型商業施設と差別化できる農水産物直売所の検討。 

・沖縄らしい農水産物の生産の促進。 

 

・豊富な農水産物を活かした、広域からお客様を呼び込める直売所の展開。 

・観光案内拠点としての農水産物販売所の活用。 

・観光客（特にシルバー層等）に向けたうるま市農水産物の訴求強化。 

・レストラン設置による、観光客、外国人への沖縄食の紹介。 

・団体の飲食対応可能なスペースの設置による団体観光客の取り込み。 

・地元客が地元うるま市農水産物を買いやすい農水産物販売所の設置。 

・交通看板など整備による那覇方面からの誘導強化。 

・うるま市の文化活動などを活用した地元の子供たちに喜ばれるイベントの展開。 

・周辺住民、ファミリー層等を取り込んだ地域コミュニティ施設の展開。 

・地域コミュニティの場作りによる集客、誘客力のある施設作り。 

・豊富でバラエティに富む農水産物の訴求によるうるまブランド力強化。 

・新しい加工品開発と加工品のブランド力強化。 

・うるま市及び農水産物の知名度向上キャンペーンの実施。・うるま市生産品を使

った身体に良い飲食の提供による沖縄食の活性化。 

・洋風食への地元食材の導入。 

基本方針に対する戦略（ＳＷＯＴ分析による） 
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◆やりがいのある、 

魅力ある農水産業 

◆担い手の増加 

◆所得の向上 

◆新しい産品の開発 

◆販売ルートの拡大 

◆参入者の増加 

◆新しい流通拠点 
◆新しい流通ルートの開発 

◆農水産業の観光化 
◆うるま市観光の拠点化 
◆うるま市ブランド力成長 

 

農水産業 

加工・ 

製造業 

観光業 流通業 

経済の元気 

産業の元気 

地域の元気 

農水産業従事者の元気 

エンジン 

農水産業振興 
戦略拠点 

目標とする数値 

1．直売施設年間総売上 8億 4千万円  

2．流通に乗る新規開発商品を 5年以内に 10品目以上開発 

3．年間集客者 69万人 
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※目標数値の設定について 

1.1.1.1.「直売施設年間総売上「直売施設年間総売上「直売施設年間総売上「直売施設年間総売上 8888 億億億億 4444 千万円」ついて千万円」ついて千万円」ついて千万円」ついて    

 「平成 16 年農産物地産地消等実態調査」（農林水産省統計部）によると、全国平均で直売施設の

㎡あたりの販売額は 84.2 万円となっている。本拠点施設における売場面積は約 997 ㎡なので、84.2

万円/㎡×997 ㎡＝約 8.4 億円が全国平均以上の販売力のある施設としての基準となる。 

もっとも、全国平均によって割り出した目標なので、県内 No．１の施設となるための最終的な目

標というよりは一つの通過点として、施設運営者がより高い目標をもって経営努力していくことが

望ましい。 

なお、高い販売力を誇る直売所施設は農水産業者の所得向上に役立ち、農水産業への新規就業者

の増加および生産性の向上などといった本市第一次産業発展に好循環をもたらすことが期待できる。 

 

※平成※平成※平成※平成 16161616 年度農産物地産地消等実態調査（農林水産省）年度農産物地産地消等実態調査（農林水産省）年度農産物地産地消等実態調査（農林水産省）年度農産物地産地消等実態調査（農林水産省）    

 

2.2.2.2.「流通に乗る新規開発商品を「流通に乗る新規開発商品を「流通に乗る新規開発商品を「流通に乗る新規開発商品を 5555 年以内に年以内に年以内に年以内に 10101010 品目以上開発」について品目以上開発」について品目以上開発」について品目以上開発」について    

流通に乗る新商品とは、うるま市名産品等選定要綱（平成 18 年告示 221 号）に規定されている選

定基準を満たせるものとする。うるま市名産品として認定されている商品には、「野菜/果物の瓶詰

め、漬物、乾燥野菜、ビスケット類、米菓、加工肉製品、乳製品、塩干類、チルド食品類、麺類」

などといった品目が少ないので商品開発の余地があり、新商品を開発することで本市の潜在能力を

引き出し、「本市生産品のブランド化による販路拡大」などを図る。(参考資料 2-1) 

また、目標数値の設定にあたって、うるま市名産品として認定されている加工品数を参考とした。

名産品として認定されている加工品数は、1994〜1998 年間で 14 品、1999〜2003 年は 4 品、2004〜

2008 年で 13 品、2009〜2013 年で 14 品となっており、平均すると 5年間で 9品となっている。よっ

て、5 年以内に 10 品目以上の新商品開発は施設運営者が市内各団体や事業者などと連携し、地域全

体の 6次産業化を実践することで実現できると考えられる。 

 

3.3.3.3.「年間集客者「年間集客者「年間集客者「年間集客者 69696969 万人」について万人」について万人」について万人」について    

平成 24 年度事業における本拠点施設の集客予測は、商圏内世帯数から 692,929 人/年と試

算されていることから、年間 69 万人以上の集客を目標とした。より多くの方々へ本市農水

産物や観光地などの情報を伝えることで、本市の知名度及びブランド力の向上、販路の拡大

などが期待できる。 

また、情報エリアや地域と連携したイベントなどによって、地域の商業施設や観光施設な

どへ案内することで地域振興に資するためにも、施設運営者はより多くの集客を目指すこと
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が望ましい。 

さらに、一次産業従事者や加工者、市民などの幅広い層の集客により、情報交換・交流が

進み、地域をあげての 6次産業化が期待できる。 

 

うるま市 市産品カタログより 名産品、特産品、推奨品リスト（平成 25 年 12 月 12 日発行） 

 

エリア 会社名 商品名 ジャンル 開発年月日 開発数 年代 開発数 年代

石川 崎山酒造廠　健康食品工場 松藤 酒類 1936年 1 1930年代 1 1930年代

具志川 泰石酒造株式会社 黎明 酒類 1968年6月 1 1960年代 1 1960年代

勝連 勝連むきたか加工所 人参ゼリー 野菜加工品 1984年

勝連 勝連むきたか加工所 もずく佃煮 加工海藻類 1984年

具志川 泰石酒造株式会社 はんたばる 酒類 1985年

石川 崎山酒造廠　健康食品工場 松藤古酒ブレンド 酒類 1989年

具志川 農業組合法人 グァバ生産組合 グアバ茶 茶、コーヒー 1994年6月 11

具志川 株式会社海邦商事 きび太郎 1995年5月

具志川 泰石酒造株式会社 古酒はんたばる 酒類 1995年

具志川 ケーキのトミーズ グアバ入り水饅頭粒香 菓子類 1996年

石川 有限会社プティ・フール みほそ饅頭 菓子類 1996年

具志川 株式会社海邦商事 沖縄小雪 砂糖類 1997年5月

石川 有限会社神村酒造 暖流古酒 酒類 1997年6月

石川 有限会社プティ・フール 山いも入りシフォンケーキ 菓子類 1997年

石川 有限会社プティ・フール 恋のやまいも 菓子類 1997年

具志川 株式会社海邦商事 沖縄の地釜炊き黒糖 砂糖類 1998年7月

具志川 農業組合法人沖縄県薬草協同組合 春ウコン粒 1998年11月

離島 株式会社ぬちまーす 沖縄の海塩ぬちまーす 調味料 1998年

具志川 ケーキのトミーズ いその水雲 加工海藻類 1999年 4

与那城 蘭からふ工房 びいぐ織 食品以外 1999年

石川 崎山酒造廠　健康食品工場 琉球もろみ酢黒糖入り無糖タイプ 調味料 2001年4月

具志川 農業組合法人 グァバ生産組合 ペットボトル 茶、コーヒー 2001年10月

具志川 農業組合法人沖縄県薬草協同組合 うるま茶 茶、コーヒー 2004年9月 13

具志川 株式会社海邦商事 黒糖ココア 茶、コーヒー 2004年9月

石川 崎山酒造廠　健康食品工場 松藤30度古酒 酒類 2004年

石川 崎山酒造廠　健康食品工場 松藤限定古酒 酒類 2004年

具志川 ケーキのトミーズ 琉球芋スイーツ阿麻和利伝説 菓子類 2004年

具志川 農業組合法人有限会社たいよう のに元気ジュース 飲料類 2006年6月

具志川 農業組合法人有限会社たいよう のに美人茶 茶、コーヒー 2006年6月

具志川 株式会社海邦商事 むちむちきなこ 豆類調整品 2006年8月

石川 農業生産法人㈱沖縄紅茶農園 山城紅茶927 茶、コーヒー 2006年

石川 有限会社神村酒造 守禮原酒 酒類 2007年2月

具志川 株式会社海邦商事 アールグレイな紅茶黒糖 砂糖類 2007年2月

石川 崎山酒造廠　健康食品工場 赤の松藤 酒類 2007年7月

石川 有限会社神村酒造 うめかおる 酒類 2007年10月

与那城 手作り加工所あやかりん もずっこ 加工海藻類 2007年（予測）

石川 崎山酒造廠　健康食品工場 生しぼり沖縄たんたかたん 酒類 2009年3月 14

石川 有限会社プティ・フール もずくパン 麺・パン類 2009年

具志川 株式会社海邦商事 黒糖屋さんの黒糖しょうが湯 飲料類 2010年1月

石川 崎山酒造廠　健康食品工場 加工嘗みそ 調味料 2010年12月

与那城 株式会社たみくさ うるまジェラート 酪農製品 2010年

勝連 株式会社万鏡 島ぶた黒糖肉みそ 調味料 2010年

石川 有限会社神村酒造 沖縄闘牛 酒類 2011年1月

離島 株式会社髙江洲製塩所 浜比嘉塩 調味料 2012年4月

石川 有限会社プティ・フール うるまの埋蔵金黄金いも饅頭 菓子類 2012年4月

具志川 株式会社海邦商事 黒糖屋さんのミックスナッツ 菓子類 2012年11月

石川 サポートセンターアジュテ 玄米ホットパック 食品以外 2012年12月

離島 津堅みやらび イカの塩辛 加工魚介類 2013年（推測）

離島 津堅みやらび イカの味付 加工魚介類 2013年（推測）

石川 紅型Lab　邦 紅型染めハンカチ 食品以外 2013年12月

■■■■うるまうるまうるまうるま市市市市　　　　市産品市産品市産品市産品カタログカタログカタログカタログ　　　　認定商品認定商品認定商品認定商品

4

14

1990〜
1999年

2001〜
2010年

1980年代

2011〜
2013年

22

8

2009〜
2013年

2004〜
2008年

1980年代

4

1994〜
1998年

1999〜

2003年
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 (４)戦略拠点の副次的な効果 

農水産業振興戦略拠点の設置は、農水産業の活性化のみならず、うるま市の様々な課題解決に向

けた拠点となる可能性がある。 

 

【市民の健康意識の向上】 

・食育事業を展開することにより、市民の健康意識向上につなげることができる。 

うるま市の肥満率は、県内 11 市のうち男性 4位、女性 1位となっている（平成 23 年度特定健診）。

拠点施設において、野菜中心の食事づくり講習などを行うことにより、市民の健康増進につなげ

ていくことができる。また市民の肥満率減少は、市の医療費負担削減にもつながっていく。 

・市民が手軽に安全で健康的な食材を入手できるため、生活満足度の向上が見込める。 

 

【新たな雇用の創出】 

・農水産業振興戦略拠点で働く人々、及び戦略拠点ができることで派生する周辺事業により、うる

ま市の雇用が増える。 

 

【新たな観光拠点づくり】 

・うるま市の特産品などを販売することで観光客の関心を高め、新たな観光拠点となる。 

・勝連城跡、海中道路などの観光資源と連動した観光案内などの提供により、うるま市全体の観光

需要を上げられる可能性がある。 

・国内にとどまらず、海外に向けても、うるま市特産品、うるま市ブランドの開発を進めることに

より認知が高まり、観光客の誘致につながる。 

 

【新規産業従事者の満足度向上】 

・うるま市は国際物流拠点産業集積地域に指定されており、企業誘致に力を入れているため、新し

い従業者やその家族など居住者が増加していくと考えられる。彼らのサポート機能として、飲食

施設や日常の食事の素材などを提供していくことにより、新規居住者の満足度が上がり、定住率

の向上が見込める。また、施設を通してうるま市の魅力を知ってもらうことで、今までうるま市

を訪れた事のない新しい層にもうるま市の魅力認知が進み、さらなる情報拡散も期待できる。 
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2222----5555    施設展開案の策定施設展開案の策定施設展開案の策定施設展開案の策定    

 

平成 24 年度に策定した事業計画において『導入機能の概要』を下記のように整理している。 

今年度は新たに、市民ワークショップ及び農水産業各組合へのヒアリング、マーケットデータ分

析などから浮かび上がった業種業態案を検討に加え、再度実地に即した導入施設を設定した。 

(１)平成 24 年度報告書より『求められる導入機能』 

 

 抜粋：平成 24 年度報告書 
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(２)平成 24 年度報告書からの導入検討内容 

 
施設 必要性 平成 25 年度導入検討内容 

1 直売所 ◎ 

出口戦略実施の場として、うるま市の農産物・水産

物・加工品・特産品などの販路拡大、商品開発プロデ

ュース・テストマーケティング、正規の流通ルートに

乗らない作物の販売、生産者と消費者の交流促進、新

たなビジネスチャンスの創出などを行う施設。 

2 保管庫 ◎ 
地元産農水産物の提供時期の延長化を図るための冷

蔵倉庫 

3 加工所 ◎ 

農業者・漁業者・加工者等の様々な主体が協力した複

数のプロジェクトにより、地元産品を活用した加工品

開発・製造を行い、うるま市ブランドを確立するとと

もに、地元産品を活用した料理教室等の開催を行う施

設を配置する。 

4 産直レストラン ◎ 

出口戦略実施の場として、地元食材の消費拡大、規格

外品生産物の付加価値化、地元産品を活用したグルメ

の提供による産品普及を行う施設とし、他施設との差

異化による集客力の強化を狙う。 

5 
情報センター 

（情報エリア） 
◎ 

体験交流等告知の場、うるま市の観光情報（農業体

験・漁業体験・加工体験・食文化体験・伝統文化体験・

自然観察体験・民泊体験など、多様な情報を発信）名

称を『情報エリア』に改める。情報エリアにはタッチ

パネルなどを設置し、利用者各々が欲しい情報を入手

できる、双方向の案内システムも行う。 

6 事務局 ◎ POS 等を活用した販売管理や施設全体の運営管理 

7 イベント広場 ◎ 

ファミリー層の集客を図る観点から、子供向けの遊具

の配置等を行うとともに、各地区の関連団体主催等に

よる定期的なイベント開催により集客性を高める機

能を有する。 

8 体験農園 × 

来訪者に対して農業体験を提供することは、魅力的な

交流メニューと考えられるが、限られた本計画地内に

新たに農園施設を設ける事は現実的ではなく、市内の

既存農地・遊休農地を活用する。 
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(３)その他の導入施設候補 

平成 24 年度導入施設検討を踏まえた上で、農水産業従事者ヒアリングや、マーケット調査分析か

らの視点を加え、その他の導入施設候補として以下のものを挙げる。 

 

9. 農水産業多目的センター（研修室、会議室、集会所、教室） 

（P236～239 うるま市農業青年クラブインタビューより）農業新規参入者の相談所や既存従事者

の情報交換機能などが求められている。情報交換機能として、生産者の取組発表の場、消費者マッ

チングの場、農水産業に関する研修やセミナー、会合、会議、会食、試食会など行える施設が必要

である。 

また、周辺に児童や学生のいるファミリーが多いことから、子どもを含めた市民向け教室の開催

も可能である。教室は、主催者側と生徒間でコミュニティが作りやすく、直売所、レストラン以外

の集客要素とすることが出来る。さらに、農家が指導する園芸コースなどの講座が展開できれば、

一次産業従事者が講師となって従事する新たなビジネスチャレンジの場となる。 

【施設の使用例】 

・農業関連の各種講座、交流会の開設と担い手サポート、地域連携の推進、 

（農業簿記講座、農水産業従事者の連携促進＜同業種・異業種＞のための、交流会やセミナー開催、

加工品開発、販売の講座等） 

※平成 26年 1 月から税制の変更により白色申告へも帳簿作成が義務付けられた。そのため、こ

れまで帳簿作成を行ってこなかった農家に対して、農業簿記講座の開催が求められる。 

・農水産業相談窓口（就農相談会の実施、農水産業に係わる相談） 

・うるま市の農水産物販売促進イベント 

・6次産業化の推進のための加工品開発会議や、展示会 

・市民対象の農業体験や園芸教室、健康教室などの開催 

 

10. キッチンスタジオ 

平成 24 年度事業において、加工施設の延長利用方法として、料理教室や新商品開発などが挙げ

られていた。しかし、直売所で販売を目的とした加工品を製造する加工施設において、不特定多数

が出入りする商品開発や料理教室などを行う事は食品衛生法上の問題がある。そのため加工施設と

は別に、6次産業化を推進する商品開発や、料理教室に使用できるキッチンスタジオを設けること

とする。料理教室は今年度のワークショップなどでも希望する声が多く、地産地消の推進、食育、

地元食材の認知度向上などへつなげていくことが出来る。 

【施設の使用例】 

・6次産業化にむけた取り組み強化の一環として、一次産品の加工品開発事業、各団体の開発研

究、実地試験販売所的施設 

・各団体同士及び消費者に向けて情報交換拠点、協働連携開発、活動宣伝事業 

・市民向けに、地産地消推進メニュー普及や、食育をテーマにした料理教室開催 

 

11. 産直加工品販売ブース 

地元産品を活用した軽食を提供する飲食施設。（直売所ヒアリングより）手軽に利用できる飲食

店は、県内の他の直売所でも需要が高い。その場で買って、ベンチなどで飲食を楽しむ手軽なスタ

イルは場の賑わいづくりにつながると同時に、地元生産品の消費にもつながる。市民ワークショッ

プでも希望が多かった。 
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【導入施設の主な機能・役割の整理】 

 
施 設 機 能 

1 直売所 

●農産物・水産物・加工品・特産品等の販路拡大 

●商品開発プロデュース・テストマーケティング 

●うるまブランドの確立と発信 

●インフォメーション(旬な食材情報、観光情報、催し物、レストラン

メニューなど) 

●共同出荷における規格外品作物の販売 

●生産者と消費者の交流促進 

●レストランと連動した地元産品の情報提供 

2 保管庫 
●地元産農水産物の提供時期の延長化を図る 

●売り場への出荷調整 

3 加工施設 

●地元産品を活用した加工品開発・製造・販売 

●うるま市ブランドの確立と発信 

●キッチンスタジオと連動した 6次産業化の推進 

●地元産品レシピの考案と提供 

4 産直レストラン 

●地元産品を活用したグルメの提供による産品普及(産直レストラン) 

●地元産品を活用した軽食の提供による産品普及(加工品販売ブース) 

●生産品の有効活用による出荷量の拡大 

●規格外品や市場に出ない生産品の付加価値化（ロス対策） 

●直売所と連動した地元産品の活用と情報提供 

●場の賑わいづくり 

●休憩スペース 

●加工所・キッチンスタジオと連動したチャレンジブース 
5 

産直加工品 

販売ブース 

6 情報エリア 
●体験交流等案内（農業体験・漁業体験・加工体験・民泊体験など） 

●うるま市の観光情報提供（伝統・文化・自然等） 

7 事務局 
●POS 等を活用した販売管理や施設全体の運営管理 

●イベント・公益事業の企画と実施 

8 イベント広場 

●地元産品朝市など、各種屋外イベント開催による賑わいづくり 

●生産者と消費者の交流促進 

●ファミリー層の集客（子供向けの遊具の配置等） 

9 

農水産業多目的セ

ンター（研修室、

会議室、集会所、

教室） 

●農家の取組の発表 

●地元産品の品評会、地元産品を活用した料理コンテストの開催 

●加工所・キッチンスタジオと連動した商品開発発表会 

●農水産業に関する研修やセミナー、会合、会議など 

●県内外 MICE の誘致・開催 

10 キッチンスタジオ 

●加工所と連動した 6次産業化を推進する商品開発・研究 

●地元産品を活用したレシピ考案 

●地産地消を意識した料理教室の開催・教育機関との連携した食育 

●生産者と消費者の交流促進 
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【導入施設の課題と対応】 

当該施設の第一義目的である「うるま市農水産業の振興を図る」事業は、高い公益性が求めら

れる。一方、公益性を担保するためには、安定した収益が必要となる。ここでは公益性と収益性

を考慮に入れ、各施設の課題と対応を整理する。 

 

 施設 課題 対応 

1 直売所 

農産物と水産物の売り場

面積比率など生産者の主

張と経営上の面積配分 

農産物の販売面積については、市内の農家

数を考慮した。水産物に関しては市内４漁

協各組合長からの意見や南原漁協の店舗

を参考とした。 

2 保管庫 
売り場面積との面積バラ

ンス 

なるべくその日に販売するという鮮度を

アピールポイントにし、保管庫は必要最小

限の大きさにとどめる。 

3 加工施設 
どのように商品開発を行

うか 

キッチンスタジオで開発された製品や、地

産品を活用した加工品の新規開発を行い、

店舗での販売実績などを商品改良に活か

しつつ、6次産業化の推進を図る。 

4 産直レストラン 業種・業態の設定 

立地的、市場動向的に経営・集客面で成立

できる可能性が高く、地産品を活かしたメ

ニューを提供する。他施設と差別化が図れ

る業種業態を選定していく。 

5 
産直加工品 

販売ブース 
出店者の選定基準 

6 次産業化推進のため、名産品や加工品販

売、新開発商品における実店舗販売のチャ

レンジの場として活用する。 

6 情報エリア 
人件費を含めた運営費の

負担 

産直販売所、レストラン、農水産業多目的

センター等施設内で、壁面への情報掲示

や、パンフレットラックなどの設置を行

う。情報エリアの維持管理は、公益事業担

当者が行う。 

7 事務局 

外部との積極的な連携 

バックヤードの秩序保持 

公益事業の推進 

農水産業講習、セミナー、イベントなどの

企画、調整、開催を行政とも連携を取りな

がら積極的に進めていかなくてはならな

い。課題に対応するための業務範囲は広

く、リーダーシップと経験が求められる。

指定管理者選定における留意事項とする。 
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※キッチンスタジオ（商品開発）と直売所内加工室（販売動向調査）/産直加工品販売ブース（直接

販促）の連携について 

スーパーやコンビニなど含め、食品を扱う流通業界全体において、消費者のライフスタイルの変

化に伴い、中食市場（弁当や総菜）がますます拡大している。この施設においては、キッチンスタ

ジオで開発した新商品を、直売所内加工室で惣菜として加工し、直売所で販売する。その売上動向

から客の好みをリサーチし商品開発にフィードバックしていく。また産直加工品販売ブースでも、

客の声を拾い、新商品開発アイデアに活かしていく。こうした試作と実践の流れを通して開発商品

の質を高めていくことを目指している。 

利用者からの需要が高い弁当や総菜をおいしく作って提供することは、うるま市の食材のファン

を増やす有力な手段でもあると考える。  

 施設 課題 対応 

8 イベント広場 
イベント内容に応じての

面積確保 

緑化地帯として確保する空間をフレキシ

ブルに活用しつつ、子どもの遊び場として

も使えるようにするため、広場の一部に遊

具を設けるなどの工夫を加える。 

9 
農水産業多目的 

センター 

 

講習やセミナーの開催 

各種団体の利用調整 

 

 

講習やセミナー実施にあたって、指定管理

者には農水産業者や付近住民、各種事業者

などとの協働を求めていく。 

 

10 キッチンスタジオ 加工施設との連動 

施設の役割は、地産品を使用した製品開発

のインキュベーション施設。運営者には加

工施設と連動しての 6次産業化を求めて

いく。 
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