
159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第六章 市民参画の取組み 
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第六章 市民参画の取組み 

 

目 的 

「うるま市農水産業振興戦略拠点施設」は基本設計を策定するに当たり、市民とのセミナーやワ

ークショップ、県内外先進施設視察、関係団体へのグループインタビューを通して、実際に使用す

る市民や関係者の意見を集約し、市民のための施設として施設コンセプト及び運営方針を確立する。 

また、より良い運営を目指すために、市職員に対しても運営事業者の選定方法や各事業形態につ

いてワークショップを行い、施設運営に対しての更に深い考察を促す。 

 

事業フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Phase1 報告書の検証及び補足 

①うるま市基本方針・導入機能の検証 

②既存調査資料の確認・検証（農産物生産状況、

聞き取り、類似施設、競合・顧客の動向調査） 

③追加調査および分析・潜在ニーズの仮説立案  

（立地、顧客、競合、市場環境変化、将来展望） 

Phase2 施設運営方針の検討 

①市民ワークショップなどによる 

 ニーズ、課題、方向性 共有 

②｢事例に学ぶ｣セミナー及びＷＳ 

③先進地調査・視察及びＷＳ 

④｢ブランド戦略｣セミナー及びＷＳ 

⑤運営コンセプト戦略 WS 

⑥関係団体グループインタビュー 

Phase3 

施設運営の考え方・取りまとめ 

Phase5 Phase5 Phase5 Phase5     

コンセプト策定・取りまとめ 

基本設計策定基本設計策定基本設計策定基本設計策定 

Phase6 Phase6 Phase6 Phase6 事業実施計画・運営計画策定事業実施計画・運営計画策定事業実施計画・運営計画策定事業実施計画・運営計画策定 

 ①施設展開案まとめ 

②運営方式・事業収支等検証 

 

Phase4 施設コンセプトの確立 

①報告書計画検証 

②市民ワークショップなど意見集約 

③類似施設検証（その 2） 

④コンセプト（案）策定    
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第六章 市民参画の取組み 

6666----1111    うるま市農水産業振興戦略拠点施設事業計画キックオフ記念講演会うるま市農水産業振興戦略拠点施設事業計画キックオフ記念講演会うるま市農水産業振興戦略拠点施設事業計画キックオフ記念講演会うるま市農水産業振興戦略拠点施設事業計画キックオフ記念講演会    

「今、直売所がおもしろい！道の駅・直売所の先進事例」「今、直売所がおもしろい！道の駅・直売所の先進事例」「今、直売所がおもしろい！道の駅・直売所の先進事例」「今、直売所がおもしろい！道の駅・直売所の先進事例」    

(１)概要 

①目  的 

「うるま市農水産業振興戦略拠点施設事業計画」をうるま市民に周知するとともに、成功し

ている直売所「道の駅うつのみや ろまんちっく村」の事例を、運営者である松本氏に講演し

ていただくことで、地域活性化における直売所の役割を提示した。更にうるま市長と松本氏の

座談会を行う事で、市長の本事業にかける想いを直接市民にお伝えいただいた。 

また本講演会について、うるま市の全世帯にチラシ(下記参照)を配布することで、市民に講演

会と翌日のワークショップ開催の周知を図った。 

 

②日  時  平成 25 年 11 月 12 日(火) 19：00～21：00 

 

③場  所  うるま市健康福祉センターうるみん 3F ホール 

 

④講演講師  松本 謙(株式会社ファーマーズ・フォレスト代表取締役社長) 

 

 ⑤参加者数  約 220 名 

「うるま市農水産業振興戦略拠点施設キックオフ講演会」及び第 1回市民ワークショップ全世帯配布チラシ 
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キックオフ講演会及び第 1回市民ワークショップ かわら版 
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(２)実施内容 

①「うるま市農水産業振興戦略拠点施設」事業説明 

  うるま市経済部農政課岸本係長より、「うるま市農水産業振興戦略拠点施設」の事業及び主旨説

明を行った。 

  

②「今、直売所がおもしろい！道の駅・直売所の先進事例」講演 

日本の第一次産業について日本の第一次産業について日本の第一次産業について日本の第一次産業について    

現在の日本は地域性を失いつつある。それは地域の第一次産業が衰退してきていることも無関

係ではない。地域性を守っていくのに重要なのは第一次産業である。 

日本は少子高齢化が進み、農業においては 65 歳以上が 60%を担っている。これからの日本の地

域農業は、そのような担い手不足からの耕作放棄地の増大や異常気象といったリスクと戦ってい

かなければならない。そのために地域が地域らしさを持って活動をしていく必要がある。また農

家も収益性を上げるための工夫をし、持続可能な農業を自ら行っていかなければならない。その

ための出口戦略のひとつが、今回の直売所になる。 

 

    直売所の現状直売所の現状直売所の現状直売所の現状    

 平成 22 年のデータではコンビニのセブンイレブンの出店数は約 13,000 店。しかし農産物直売

所の数は約 17,000 店にもなり、セブンイレブンよりも多い。売り上げを見ても全国農産物直売所

の売り上げは 1 兆円に上り、農産物総産出額の約 1 割を占めている。そのような中、全国的にも

沖縄県内を見ても直売所は増えており、競争の時代に入っている。何を持って差別化をしていく

かが重要になってきている。  

お客様は直売所に「採れたて新鮮」や、「生産者の顔が見える安心」を求めてやってくるため、

きちんと美味しいものを作る農家にはお客様がつき、そうでない農家からは離れていく時代にな

ってきた。また大手スーパーや百貨店にも直売コーナーが設置され、競争は直売所同士だけでは

なくなっている。更に、このように直売施設が増加していく中で、生産者の争奪戦や質の劣化な

ど様々な問題が起こっている。 

 

    差別化について差別化について差別化について差別化について    

  魅力のある直売所とは整理整頓や清潔感、陳列の仕方などと併せて、店舗の理念や地域への取

り組みが分かるという事が挙げられる。 

運営面では、店員に関しては商品に対しての知識や食べ方の提案、接客能力が求められる。ま

たイベントの開催や、生産者の研修会や交流会などを開催しているのかも重要な要素になる。 

商品面では品質管理は当然ながら、他にはない掘り出し物や、地元の料理人が買い付けに来る

といったことは大きな魅力になる。また、商品が切れるということは人気のある証拠になるかも

しれないが、その時来たお客様目線では物が無いように映ってしまう。ただし生産者目線だと、

昼に持ってきて夕方に売れ残ってしまうのでは意味が無い。そのような事も計算して売り切ると

いう事も直売所の役目になる。 

価格面では、安いという事だけが直売所の魅力というわけではない。値ごろ感というのは絶対
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的に必要なのだが、不用意なダンピング(不当な価格競争)を容認する直売所はいずれ無くなる。あ

る程度の価格調整は必要になる。 

サービス面は食材の一次加工や集荷サービス、宅配システムなど多種多様にやり方がある。ま

た直売所から郷土の食文化などを発信することもできる。そのような機能を持たせることが、豊

かな直売所をつくっていくことになる。 

 

つなぐ・むすぶ・場づくりつなぐ・むすぶ・場づくりつなぐ・むすぶ・場づくりつなぐ・むすぶ・場づくり    

地域の価値というのは、そこに来た方に対してどのような演出・おもてなしができるかといっ

たことが重要になる。直売所は「地域の身近な販売先」であり、「地域のインフラ」であり、「地

域の価値を結ぶ拠点」である。直売所は持続可能な第一次産業の重要な中核拠点として、地域と

生産者を繋ぎ収益を上げ、お客様に情報を提供し、お客様の情報を得ることで物語が生まれる、

地域の集いの場になる事ができる。 

 

「道の駅うつのみや「道の駅うつのみや「道の駅うつのみや「道の駅うつのみや    ろまんちっく村」の事例ろまんちっく村」の事例ろまんちっく村」の事例ろまんちっく村」の事例    

「ろまんちっく村」は地域を丸ごと経営するという、「地域経営」という発想を基に運営してい

る。 

お祭りや体験農園、ビオトープを作ったり、農家に環境に優しい農法に変えていただいたりと、

地域に根差した活動を行っている。また現在「ろまんちっく村」には年間約 110 万人のお客様に

来ていただいている。「ろまんちっく村」に来ていただいた方に、地域も楽しんでもらうため、コ

ンテンツの掘り起こしやツアーなども実施しており、まさに地域を経営する拠点となっている。

うるま市もうるま市らしい施設をつくる事で、地域の中核拠点を目指すことが重要になる。 

 

ハコモノ視点からの転換ハコモノ視点からの転換ハコモノ視点からの転換ハコモノ視点からの転換    

市民が何をやりたいかで、この直売所の運営は変わっていく。直売施設で言うと、自分たちが

売り込む「売り場」ではなく、お客様に買っていただく「買い場」をつくる事を目標に、色々な

人が「集まる場」「楽しむ場」といった「場づくり」を目指すことが重要である。「用事が無くて

も行きたいお店」というのが、まさにこれからの施設になっていくだろう。うるま市の施設は今

からできる施設なので、市民の方々の意見で変えていくことができる。地域全体で 6 次産業化を

目指し、そのための施設としてこの事業を盛り上げていってほしい。 
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③うるま市長・松本氏座談会 

(コーディネーター 開[比嘉] 梨香 株式会社カルティベイト代表取締役社長) 

 

「うるま市農水産業振興戦略拠点施設事業」について、設立にかける市長の想いを市民に伝える

とともに、全国的にも例の無い市民自身が携われる官民協働事業と市民に認識していただくことで、

モチベーションを上げて事業に参画してもらうため、うるま市長と松本氏の座談会を行った。 

 

まず、うるま市長からうるま市第一次産業は厳しい状況だが、若者の新規就労者の増加などの希

望があるといった話がされ、うるま市第一次産業の生き残りを掛けた施設になる事を市民に説明さ

れた。また 2 市 2 町が合併してうるま市が生まれてから 9 年目に入ったことで、各コミュニティを

繋ぐコミュニティ形成機能や、散在しているうるま市の資源を線で繋ぐ情報発信機能を持った、地

域活性化のための総合的な施設になる期待を語られた。 

 

松本氏からはこれからの農業のあり方や希望が語られ、本事業の成功のカギである官民協働の役

割分担の重要性が指摘され、市長のリーダーシップのもと、官民が同じ目標に向かい、お互いの役

割を果たすことが成功へつながることの説明がされた。 

更にこの事業の主旨が、全国的にも珍しい事例であることが語られ、施設を建てる上での市民意

見の重要性と、出来上がった後に市民が施設をうまく使っていく使命があるという指摘がされた。 

 

最後にコーディネーターの開氏より、うるま市は歴史・文化的にも自然にも、人を感動させるこ

とのできる素晴らしいものをたくさん持っている事が挙げられ、その中核となる施設を官民協働で

作り上げるため、市民へ事業への積極的な参画を呼び掛けて会は閉幕した。 
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(３)成果と課題 

来場者アンケートの結果、講演会の内容に関して 72％の方が「よかった」と答えており、「よく

なかった」という回答は 1 件も無かった。また 97％の方が、直売所ができれば「行ってみたい」

と答えており、本事業に関しての期待の高さが伺える。さらに現在、他の直売所を利用している

方や、出品したいと答えている方も多く、今後も本事業の意義周知のため、市民及び外部への継

続的な情報発信が望まれる。 

 

質問１．今回の講演会はいかがでしたか？質問１．今回の講演会はいかがでしたか？質問１．今回の講演会はいかがでしたか？質問１．今回の講演会はいかがでしたか？

回答の集計回答の集計回答の集計回答の集計 全体全体全体全体 男性男性男性男性 女性女性女性女性
性別性別性別性別
不明不明不明不明

割合割合割合割合
（全体）（全体）（全体）（全体）

０．無回答 24 16 6 2 15.38%
１．よかった 113 76 36 1 72.44%
２．ふつう 16 10 6 0 10.26%
３．よくなかった 0 0 0 0 0.00%
４．その他意見 3 2 1 0 1.92%
合計 156 104 49 3 100.00%

質問２．うるま市に直売所ができたら行ってみたいと思いますか？質問２．うるま市に直売所ができたら行ってみたいと思いますか？質問２．うるま市に直売所ができたら行ってみたいと思いますか？質問２．うるま市に直売所ができたら行ってみたいと思いますか？

回答の集計回答の集計回答の集計回答の集計 全体全体全体全体 男性男性男性男性 女性女性女性女性
性別性別性別性別
不明不明不明不明

割合割合割合割合
（全体）（全体）（全体）（全体）

０．無回答 3 2 1 0 1.92%
１．はい 152 101 48 3 97.44%
２．いいえ 0 0 0 0 0.00%
３．その他 1 1 0 0 0.64%
合計 156 104 49 3 100.00%

※その他意見※その他意見※その他意見※その他意見

①時間を少し長くしてでも、ゆっくり聞きたかったです。話が早
すぎて、聞きとりにくかった。②案内があった
③よくわからない

※その他意見※その他意見※その他意見※その他意見

①近くにできれば行く
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０．無回答 １．よかった ２．ふつう ３．よくなかった ４．その他意見

質問１．今回の講演会はいかがでしたか？質問１．今回の講演会はいかがでしたか？質問１．今回の講演会はいかがでしたか？質問１．今回の講演会はいかがでしたか？
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女性

性別

不明
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０．無回答 １．はい ２．いいえ ３．その他

質問２．うるま市に直売所ができたら行ってみたいと思いますか？質問２．うるま市に直売所ができたら行ってみたいと思いますか？質問２．うるま市に直売所ができたら行ってみたいと思いますか？質問２．うるま市に直売所ができたら行ってみたいと思いますか？

全体

男性

女性

性別

不明
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質問３．どのような直売所なら、あなたが行きたいと思いますか？質問３．どのような直売所なら、あなたが行きたいと思いますか？質問３．どのような直売所なら、あなたが行きたいと思いますか？質問３．どのような直売所なら、あなたが行きたいと思いますか？

回答の集計回答の集計回答の集計回答の集計 全体全体全体全体 男性男性男性男性 女性女性女性女性
性別性別性別性別
不明不明不明不明

割合割合割合割合
（全体）（全体）（全体）（全体）

０　無回答
10 3 7 0 2.41%

１　レストランや食堂
などといった飲食店も
ある施設 123 84 36 3 29.64%

２　定期的に民謡
ショーやヒーロー
ショーなどといったイ
ベントをやっている施
設

50 34 15 1 12.05%

３　果物やお菓子など
土産にできるものを
売っている施設

85 60 22 3 20.48%

４　流行のスウィーツ
などが売っている施
設

52 33 17 2 12.53%

５　休憩所や子供の
遊び場が充実してい
る施設

71 51 19 1 17.11%

６　その他
24 14 9 1 5.78%

合計 415 279 125 11 100.00%

※その他意見※その他意見※その他意見※その他意見

①農薬の使用の有無で売場がきちっと分けられている正直な
直売所。こだわりのある個性的な直売所
②地域の手造りの特産
③うるまで作った物だけを売ってほしい。地産地消の為、農家
を守ること
④庶民的な買い物がしやすい鮮度のよい食材
⑤植物の苗、講演、体験等ができる、健康に関する（食・運
動）
⑥地元農水産品の調理体験などもある又は調理法等の実演
販売
⑦シャレたギャラリー、カフェ、（産地物産で）モーニングの出来
る場所、オープンキッチン
⑧商品が豊富にあるところ（棚がスカスカは×）
⑨観光施設（闘牛場※闘牛がいつでも見れる）
⑩水畜産物一時加工所、商品開発機能施設、情報発信地
（FMうるま誘致等）
⑪品質の良い物がある場、安心な食物が買える
⑫高齢者が買物できるよう配慮してほしい
⑬魚介類等も揃えて、直売所で自分で料理飲食できる施設
⑭安くて新鮮な野菜が豊富にある。地元の特産品もある
⑮生産者と消費者が交流できる施設
⑯観光客が来る直売所にしてほしい
⑰グランドゴルフ等交流出来る場、公園
⑱とに角、島産品、うるま市特産品
⑲特産品の旬、加工品が食事できる所、ここでしか食せない
ブランド
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質問３．どのような直売所なら、あなたが行きたいと思いますか？質問３．どのような直売所なら、あなたが行きたいと思いますか？質問３．どのような直売所なら、あなたが行きたいと思いますか？質問３．どのような直売所なら、あなたが行きたいと思いますか？
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質問４．あなたは、どのような商品に魅力を感じますか？質問４．あなたは、どのような商品に魅力を感じますか？質問４．あなたは、どのような商品に魅力を感じますか？質問４．あなたは、どのような商品に魅力を感じますか？

回答の集計回答の集計回答の集計回答の集計 全体全体全体全体 男男男男 女女女女
性別性別性別性別
不明不明不明不明

割合割合割合割合
（全体）（全体）（全体）（全体）

０　無回答 4 2 2 0 1.08%
１　野菜や卵、肉、魚
介類などの素材 130 85 42 3 35.14%

２　使いやすいように
カットされて袋に小分
けされた食材

28 20 7 1 7.57%

３　地元の生産物を利
用した加工食品 84 54 28 2 24.21%

４　すぐに食べられる
惣菜や弁当

51 36 15 0 13.78%

５　各地の食材、名品
38 23 15 0 10.27%

６　輸入食品 4 2 2 0 1.08%
７　その他 8 6 2 0 2.16%
合計 347 228 113 6 100.00%

※その他意見※その他意見※その他意見※その他意見

①地域の農産物をいかす
②市民が元気になる商品づくり
③おいしそうに見えるパッケージデザイン・清潔感
④地元で生産された旬な農産物。また、とれたての魚など
⑤４は時間帯で街頭販売で十分。５，６は大型店で十分
⑥他県の農産物（特別物流直売）
⑦うるま市の商品にしてほしい
⑧うるま市の特産物等、地域独自の野菜づくりにも魅力を感じ
る
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質問５．あなたが食品を買う時に最も重視する点はなんですか？質問５．あなたが食品を買う時に最も重視する点はなんですか？質問５．あなたが食品を買う時に最も重視する点はなんですか？質問５．あなたが食品を買う時に最も重視する点はなんですか？

回答の集計回答の集計回答の集計回答の集計 全体全体全体全体 男男男男 女女女女
性別性別性別性別
不明不明不明不明

割合割合割合割合
（全体）（全体）（全体）（全体）

０．無回答 3 2 1 0 1.09%
１．安さ 63 39 21 3 22.99%
２．鮮度 105 73 29 3 38.32%
３．便利さ 16 11 5 0 5.84%
４．安全性 81 53 26 2 29.56%
５．その他 6 6 0 0 2.19%

274 184 82 8 100.00%

質問６．食料品を購入する際、あなたは、いつもどこで買い物をしますか？質問６．食料品を購入する際、あなたは、いつもどこで買い物をしますか？質問６．食料品を購入する際、あなたは、いつもどこで買い物をしますか？質問６．食料品を購入する際、あなたは、いつもどこで買い物をしますか？

回答の集計回答の集計回答の集計回答の集計 全体全体全体全体 男男男男 女女女女
性別性別性別性別
不明不明不明不明

割合割合割合割合
（全体）（全体）（全体）（全体）

０ 無回答 23 15 7 1 9.79%
１ 直売店 50 25 24 1 21.28%
２ スーパー（閉店時
間あり）

139 92 45 2 59.15%

３ 24時間経営スー
パー

7 3 4 0 2.98%

４ コンビニエンススト
ア

3 3 0 0 1.28%

５ その他小売店 13 8 4 1 5.53%
合計 235 146 84 5 100.00%

１．直売店＝中城ファーマーズ、ちゃんぷるー市場、うまんちゅ
市場、道の駅、勝連南風原漁港など
２．スーパー＝サンエー、かねひで、イオンなど
３．２４時間経営スーパー＝ユニオン、マックスバリュー
５．その他小売店＝パルズ、MOA自然食品店、ハッピーモア、
近所の店、市内の店など

※その他意見※その他意見※その他意見※その他意見

①おいしそうな見た目
②見た目のインスピレーション
③うまさ
④産地
⑤安定供給
⑥地域の特産物

※その他意見※その他意見※その他意見※その他意見
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質問７．あなたは直売所に買い物に行きますか？質問７．あなたは直売所に買い物に行きますか？質問７．あなたは直売所に買い物に行きますか？質問７．あなたは直売所に買い物に行きますか？

回答の集計回答の集計回答の集計回答の集計 全体全体全体全体 男男男男 女女女女
性別性別性別性別
不明不明不明不明

割合割合割合割合
（全体）（全体）（全体）（全体）

０．無回答 2 1 1 0 1.28%
１．はい 129 83 44 2 82.69%
２．いいえ 19 16 2 1 12.18%
３．その他 6 4 2 0 3.85%
合計 156 104 49 3 100.00%
直売所へ行く頻度 3.77 3.85 3.36 9.25

質問８．質問７で「１．はい」と答えた方へ⇒どこの直売所に行きますか？質問８．質問７で「１．はい」と答えた方へ⇒どこの直売所に行きますか？質問８．質問７で「１．はい」と答えた方へ⇒どこの直売所に行きますか？質問８．質問７で「１．はい」と答えた方へ⇒どこの直売所に行きますか？

回答の集計回答の集計回答の集計回答の集計 全体全体全体全体 男男男男 女女女女
性別性別性別性別
不明不明不明不明

割合割合割合割合
（全体）（全体）（全体）（全体）

０ 無回答 20 15 4 1 8.85%
１ パヤオ直売所（うる
ま市）

17 14 3 0 7.52%

２ 沖縄市パヤオ漁港
（沖縄市）

27 18 9 0 11.95%

３ ちゃんぷるー市場
（沖縄市）

109 71 37 1 48.23%

４ おんなの駅（恩納
村）

32 22 9 1 14.16%

５ 道の駅かでな（嘉
手納町）

1 1 0 0 0.44%

６ その他 20 9 10 1 8.85%
合計 226 150 72 4 100.00%

※その他意見※その他意見※その他意見※その他意見

①ドライブで近くを通った時のみ
②たまにしか行かない
③観光気分で恩納の駅などたまに行く
④回数不定期
⑤年に数回程度

※その他意見※その他意見※その他意見※その他意見

①南風原公民館
②うまんちゅ広場
③名護
④中城ファーマーズ
⑤糸満かりゆし
⑥タバタ
⑦道の駅ぎのざ
⑧糸満道の駅
⑨はごろも市場
⑩糸満ファーマーズ
⑪駐車場が広い
⑫奥武島

0

20

40

60

80

100

120

140

全体 男 女 性別

不明

質問７．あなたは直売所に買物に行きますか？質問７．あなたは直売所に買物に行きますか？質問７．あなたは直売所に買物に行きますか？質問７．あなたは直売所に買物に行きますか？
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質問９．うるま市に直売所ができたら自分も働いてみたいと思いますか？質問９．うるま市に直売所ができたら自分も働いてみたいと思いますか？質問９．うるま市に直売所ができたら自分も働いてみたいと思いますか？質問９．うるま市に直売所ができたら自分も働いてみたいと思いますか？

回答の集計回答の集計回答の集計回答の集計 全体全体全体全体 男男男男 女女女女
性別性別性別性別
不明不明不明不明

割合割合割合割合
（全体）（全体）（全体）（全体）

０．無回答 18 10 8 0 11.54%

１．はい 66 42 22 2 42.31%

２．いいえ 50 33 16 1 32.05%

３．その他 22 19 3 0 14.10%

合計 156 104 49 3 100.00%

質問１０．作っている野菜や加工品などを出品したいと思いますか？質問１０．作っている野菜や加工品などを出品したいと思いますか？質問１０．作っている野菜や加工品などを出品したいと思いますか？質問１０．作っている野菜や加工品などを出品したいと思いますか？

回答の集計回答の集計回答の集計回答の集計 全体全体全体全体 男男男男 女女女女
性別性別性別性別
不明不明不明不明

割合割合割合割合
（全体）（全体）（全体）（全体）

０．無回答 15 7 7 1 9.62%
１．はい 102 70 30 2 65.38%
２．いいえ 21 13 8 0 13.46%
３．その他 18 14 4 0 11.54%
合計 156 104 49 3 100.00%

※その他意見※その他意見※その他意見※その他意見

①直売所による　　②間接的にかかわっていきたい
③出荷させていただきたいと思います
④転職できない
⑤今は思わないが、将来はそう思うかもしれない
⑥協力していきたい　　⑦必ず行きます
⑧出品したい　　　⑨バックアップをしたい
⑩高齢者　　⑪協力　　⑫物をだしたい　⑬出荷し易い
⑭生産した物を販売したい　⑮現職がある
⑯南風原漁港　⑰別の仕事に就いてる
⑱商品を出してみたい　　⑲協力したい

※その他意見※その他意見※その他意見※その他意見

①直売所の方針による　　②民具等を作ったら販売したいで
す　　③食品洗浄剤の販売をしているので、それを出品したい
です　　④作ってない　　⑤将来的には出品したい　⑥栽培な
し
⑦生産者ではない　⑧農水産物の生産支援
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第六章 市民参画の取組み 

6666----2222    第第第第 1111 回市民ワークショップ「売れる直売所をつくろう！」回市民ワークショップ「売れる直売所をつくろう！」回市民ワークショップ「売れる直売所をつくろう！」回市民ワークショップ「売れる直売所をつくろう！」    

(１)概要 

①目  的 

市民主体のコンセプトを策定するため、希望者を募り講義及びグループワークを行った。ま

ず「売れる直売所をつくろう！」と題し、直売所を中核とした地域活性化の実例について講義

を行い、その後グループワークによって、うるま市の強みと弱みを市民自らあぶり出し、それ

らを分析することで施設コンセプトの策定につなげた。 

 

② 日  時  平成 25年 11 月 13 日(水)  13：00～17：00 

 

③ 場  所  うるま市健康福祉センターうるみん視聴覚室 AB 

 

④ワークショップ講師 

松本 謙(株式会社ファーマーズ・フォレスト代表取締役社長) 

 

 ⑤参加者数  47 名 

 

 

(２)実施内容 

①松本氏講義 「売れる直売所」をつくろう！ 

地域の課題と課題を組み合わせて解決をする地域の課題と課題を組み合わせて解決をする地域の課題と課題を組み合わせて解決をする地域の課題と課題を組み合わせて解決をする    

例えば東京の神田淡路町は地域の高齢化が進み、地域のコミュニティも希薄化してきた。一方で

東京に住む学生は、高い家賃を払うために学業をおろそかにして、バイトに励まなければならない

というケースがある。 

そこで淡路町の地域の方々と不動産会社が協力し、家賃は安いが地域活動が入居条件の学生マン

ションをつくった。入居学生が、周辺エリアのマネジメント活動を行っている社団法人と共にまち

づくり活動を行っていくことで、地域のコミュニティ改善を図っている。地域の課題解決には、こ

のような解決事例が参考になる。 

 

どのように農業の収益向上を図るかどのように農業の収益向上を図るかどのように農業の収益向上を図るかどのように農業の収益向上を図るか    

現在、消費者の中で嗜好の 2 極化が進んでいる。価格の安い大量生産品が売れている中で、高級

な商品も出てきている。お客様がこの差に何を求めているのか、といった事を考え、消費者の購買

動機を高めるために、商品のストーリーを描く必要がある。 

農業の収益を向上させるには、「大規模化」と「付加価値の向上」という、二つの方法がある。「大

規模化」は全ての農家で実現させるのは困難だが、「付加価値の向上」は商品のストーリーを描くな

どの工夫をすることで、全ての農家で実現が可能である。買ってくれたお客様の「喜ぶ顔が想像で
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きる商品」を開発することが大切になる。 

ただし出口戦略を考えずに商品づくりが先行してしまうと、その商品が売れることは少ない。 

 

出口戦略の重要性出口戦略の重要性出口戦略の重要性出口戦略の重要性    

地元の原材料から商品を作り出すということが「6 次産業化」ではない。6 次産業化とは、「継続

した農業の高付加価値化」への取組全般の事を指している。 

現在 6 次化のトップランナーと呼ばれる方々は、経営的視点を導入するなどして収益を上げ、社

会への影響力も高い。ただし、そのような事ができるのは農家の中でも一部の方だけである。うる

ま市のこの施設を考えた場合、目的は決してトップランナーを作り出すことではない。地域で小さ

く農業している方々や、家族経営で農家を営んでいる方々の生産品や加工品を売る事で、うるま市

の第一次産業従事者の収入増加や地位向上といった、「地域全体の 6次産業化」が大きな目的の一つ

になる。そのためには中長期的な事業計画の視点や、出口戦略が必要になってくる。観光産業との

連動なども含め、地域全体として、「誰に」「何を」「どのように」売っていくかを考えなければなら

ない。 

 

繋ぐ結ぶ場づくり繋ぐ結ぶ場づくり繋ぐ結ぶ場づくり繋ぐ結ぶ場づくり 

日本全国の各地域には素晴らしいコンテンツや人材が揃っている。しかし、それを繋げるコーデ

ィネート機能が足りていない。「うるま市農水産業振興戦略拠点施設」はただの直売所ではなく、地

域のインフラであり、地域の様々な価値を結ぶ拠点を目指すべきである。 

地域活性化には「誰のための」「何を求められる」「どのように使われる」といった事が考えられ

た「場づくり」が大切になる。そのために①買いたい価値をつくる（=ものづくり）、②行きたい価

値をつくる（=ひとづくり）、③住みたい価値をつくる（=まちづくり）といった事を考慮に入れ、市

民自らが自由な発想を持ってワークショップ等で意見を出していってほしい。 

因みに「ろまんちっく村」では、直売所経営の他に地域アンテナショップの経営や着地型旅行を

企画する旅行社、原料を全て宇都宮産から醸造しているビールの製造・販売などを行い、地域の中

核施設として運営を行っている。また地域の農業支援や授産施設との提携、社会的若年弱者の農業

を通じた中間就労支援、地域の魅力を残すための環境活動など、地域の未来の活性化についても活

動を行っている。 
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②コンセプトビルドアップワークショップ 

「うるま市農水産業振興戦略拠点施設」の方向性とコンセプトについて、市民の声を拾い上げ反

映させるため、グループワークによって、市民の考えるうるま市の「強み」と「弱み」をあぶり出

し、グループ毎に施設の方向性とコンセプトを策定・発表した。また、市民から出たこれらの「強

み」「弱み」「方向性」「コンセプト」を、SWOT 分析によって分析し、総合的な施設の方向性とコンセ

プト策定につなげた。 

 

 

(３)参加者意見まとめ 

AAAA 班発表より班発表より班発表より班発表より    

弱み 

・農水産物についての情報や、個人で農業をやっている方々の情報が、一括してまとめられていな

い。 

・うるま市民でも市内の生産物や特産についてあまり知らない。 

・農水産物や歴史・文化的にもうるま市は資源をたくさん持っているのだが、まだそれらをうまく

活かせていない。 

強み 

・現在うるま市には直売所が無いので、その分自由な発想で作る事ができる。 

・農水産物や歴史・文化的にうるま市は資源をたくさん持っている 

・沖縄本島の中間にあるため、北部からも南部からも訪れやすい。 

コンセプト 

・情報が集まり、人々が集まり、人々が繋がり、それらを活用できる施設 

・うるま市の農産物や加工品が楽しめる場所 

方向性 

「4市町の地域性を活かしながら、うるま市として一つにまとめる施設」 
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BBBB 班発表より班発表より班発表より班発表より    

弱み 

・農地の需要と供給が上手くいっておらず、耕作放棄地が多い 

・たくさん観光地はあるのだが、PR が上手くいっていない 

・地域ごとにコミュニティが点在し、まとまりきれていない 

強み 

・農地も含め土地が多い ・芸能と文化の宝庫である 

・日本一の生産量を誇るモズクを含め、水産物に恵まれている 

方向性 

「観光資源の PRができる施設」 

 

 

CCCC 班発表より班発表より班発表より班発表より 

弱み 

・旧 2市 2町の結びつきが弱い ・隣接する他市町村との結びつきが弱い 

・祭りや文化の PR が足りない ・農家の高齢化が進んでいる 

・肥満率が高い 

強み 

・高速の出口も近く、アクセスが良い ・第一次産業の生産者が多い 

方向性 

「今あるものを有効に活用することで、うるま市を活性化する」 

 

 

DDDD 班発表より班発表より班発表より班発表より    

弱み 

・特産品を売る場所があまり無い ・特産品を作る加工所が無い 

・特産品の PR が足りていない ・うるま市の認知度が低い 

・楽しめる場所が少ない ・失業率が高い（働く場が少ない） 

・アクセスやサイン関係が少なく分かりにくい（通過型の地域になっている） 

・休耕農地が多い ・待機児童が多い ・地域で集まれるコミュニティの場が少ない 

強み 

・島嶼地域の海が素晴らしい ・農水産物が豊富 ・大型店が多く便利 

・本島の中心にあるためアクセスが容易 ・伝統文化や文化遺跡が多い 

方向性 

「オンリーワンの歴史・文化・特産物を活かした地域づくり」 

「うるま市の情報発信強化」 
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EEEE 班発表より班発表より班発表より班発表より 

弱み 

・アクセスが悪い ・ハングリー精神が足りない ・うるま市の農水産物を売る施設が無い 

・夏場に野菜を作る施設が無い 

強み 

・畑が広く、土壌が良い ・大型店舗がたくさんある ・自然や文化が豊富 

方向性 

「豊富にある資源を観光につなげたい」 

「農水産物の安定供給を目指す」 

 

 

FFFF 班発表より班発表より班発表より班発表より    

弱み 

・案内表示などが少なく、観光がしにくい ・観光地が汚れている（トイレも含め） 

・宿泊施設が無い ・地域伝統文化の継承 ・農家の高齢化 

・観光客に対してのホスピタリティが足りない ・地産地消のレストランが無い 

・商品開発、ブランド力が弱い ・交通の便が悪い 

強み 

・良い観光資源は豊富にある ・モズク、ニンジン、オクラなど良い食材が多い 

・島嶼地域に気軽に行ける ・パワースポットが多い 

・エイサーやアマワリ、獅子舞、闘牛など文化が豊富  

・勝連城跡、海中道路など観光地が豊富 ・人が優しく人情が豊か 

方向性 

「うるま市の情報発信をする場として直売所を利用していく」 

 

 

GGGG 班発表より班発表より班発表より班発表より    

弱み 

・農水産物の認知度が低い ・特産品の販路が少ないため大量生産できず PR 不足 

・市民があまり地元を知らない ・失業率が高い ・健康問題が大きい 

強み 

・モズクなど良いものを持っている ・良い特産品が多い 

・世界遺産の勝連城跡や東洋一の海中道路 ・昔ながらの沖縄を感じられる島嶼地域 

・オクラやニンジンなど生産拠点になっている 

方向性 

「うるま市の点在している資源を線でつないでいくための環境づくり」 
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HHHH 班発表より班発表より班発表より班発表より    

弱み 

・農家の高齢化による後継者不足 ・農産物安定供給の基盤整備 

・無農薬などの PR が弱い ・宿泊施設が少ない 

・うるま市としての知名度が低い ・特産品の PR が足りない 

強み 

・農地が多い ・山芋などの特産物が豊富 ・世界遺産や海中道路がある 

・パワースポットが多い ・島嶼地域が近い ・伝統的な祭りやイベントが多い 

方向性 

「第一次産業を強化していき、農業体験などを行う事により、農産物を PR するとともに観光につな

げていく」 
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第六章 市民参画の取組み 

6666----3333    県内先進施設視察及び第県内先進施設視察及び第県内先進施設視察及び第県内先進施設視察及び第 2222 回市民ワークショップ回市民ワークショップ回市民ワークショップ回市民ワークショップ    

(１)概要 

①目  的 

市民から希望者を募り、午前中に県内先進施設視察と施設運営者から直接レクチャーを受け

ることで、施設に対してのより深い考察を促す。更に視察後にワークショップを行い、「うるま

市農水産業振興戦略拠点施設」について市民が意見を出し合うことによって、市民が主体的に

関わる施設コンセプト策定の参考にする。 

 

②日  時 

平成 25 年 12 月 4 日(水) 

視察 8：00～12：30 

ワークショップ 13：00～17：00 

 

③場  所 

1)県内先進施設視察先概要 

 

施設名称：JA ファーマーズマーケットうまんちゅ市場(糸満市) 

住  所：糸満市西崎町 4 丁目 20 番 

設  立：平成 14 年 11 月 

敷地面積：945 平方メートル 

駐車場数：200 台 

運営主体：JA おきなわ 

 

施設名称：おんなの駅なかゆくい市場(恩納村) 

住  所：国頭郡恩納村字仲泊 1656-9 

設  立：平成 16 年 8 月 

敷地面積：1,189 平方メートル 

駐車場数：140 台 

運営主体：株式会社 ONNA 

 

2)ワークショップ 

場  所：いちゅい具志川じんぶん館市民活用室 

住  所：沖縄県うるま市字川崎 468 番地 

 

④ワークショップ講師 

松本 謙(株式会社ファーマーズ・フォレスト代表取締役社長) 

 

 ⑤参加者数 47 名  
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⑥日  程 

日付 時刻 スケジュール 

12/4（水） 

08：00 

 

09：30 

 

 

 

 

10：45 

 

11：45 

 

 

12：15 

 

 

12：45 

 

13：15 

 

 

13：55 

 

14：00 

 

17：15 

 

17：30 

いちゅい具志川じんぶん館出発  

↓ 

糸満市うまんちゅ市場 着 

うまんちゅ市場の取り組みや現在の状況、工夫やポイントについての座学

講義（45分） 

売り場を見ながら、実際に上記の取り組み・工夫などをどう体現している

か講義（30 分） 

恩納村おんなの駅へ移動 

↓ 

恩納村おんなの駅 着 

1.おんなの駅の取り組みや現在の状況、工夫やポイントについての座学講

義（30 分） 

2.売り場を見ながら、実際に上記の取り組み・工夫などをどう体現してい

るか講義（30 分） 

おんなの駅にて昼食（30 分） 

いちゅい具志川じんぶん館へ移動 

↓ 

いちゅい具志川じんぶん館 着 

ワークショップ① 

 

休憩 

 

ワークショップ② 

 

質疑応答 

 

終了 
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県内先進視察及び第 2回市民ワークショップ かわら版 
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(２)実施内容 

①「うまんちゅ市場」視察 

「新鮮さ」、「安心感」、「安さ」を売りにしており、生産物を通じて地域の活性化を図ってい

た。現在では栽培されていない農産物の掘り起こしや、糸満産農産物のブランド化にも積極的

に取り組んでいた。JA が運営しており、生産者ベースでのトレーサビリティや POS など、シス

テムによる商品管理が充実している。また、時間による納入便の管理や、それによる売れ行き

の公開、バックヤードに貼り出されている「バックヤードの心得」等、生産者をマネジメント

する体制ができていた。生産者の登録数が約 1,200 名で、そのうち約 800 名が常時出荷してい

る。通常の直売所では登録者数の 3～4 割程度のため、これは非常に高い参加率になっている。

年間売上 15 億円にのぼり、そのうち農産物の占める額は約 6億円とのことだった。 

 

 

②「おんなの駅なかゆくい市場」視察 

「マーケットが変わるたびに売り場のコンセプトを変える」や、「売り場の社員はエンターテ

イナーである」というユニークなコンセプトを基に、徹底したお客様目線の方針で運営を心掛

けていた。直売品は専門の農家ではなく、趣味が高じて農業を営んでいる地域農家の出品が多

いとのことだった。また、現在は地域の出資者を募って設立された「株式会社 ONNA」が指定管

理者として運営している。恩納村を訪れる観光客と併せ、約 80万人が施設を訪れるという。そ

のような恩納村の地域性を活かし、観光客をメインターゲットに運営されていた。年間売上は

約 10 億円で、そのうち半分程度はお土産品の売り上げとのことだった。 
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③「第 2 回市民ワークショップ」 

1)1)1)1)松本氏松本氏松本氏松本氏講義講義講義講義    

施設コンセプトの重要性施設コンセプトの重要性施設コンセプトの重要性施設コンセプトの重要性    

本土の景勝地でも、風景を見せるために風景側に駐車場を配置している施設があり、必然的に

沿線側は建物の背面になってしまうことになる。しかし実際には、沿線に正対している入りやす

い店舗にお客様が入っているケースが現実にある。コンセプトは重要であるが、それはビジネス

に繋げなければならない。 

うるま市の施設は後発なので、既存の施設の良いところを参考にしながら、独自のコンセプト

を考えて行く必要がある。 

 

ターゲットの選定ターゲットの選定ターゲットの選定ターゲットの選定    

「うまんちゅ市場」では、地元の消費者をターゲットに運営がされている。例えば他では売ら

れていない多種多様な「島野菜」を置いていた。一年中同じような品揃えの中、珍しい島野菜を

置くことは地元の消費者や飲食店経営者への良いアピールになる。また、「なかゆくい市場」は観

光客がメインのターゲット。お土産品が多く、テナントをうまく使いながら施設づくりをしてい

た。 

 

分棟型と一棟型分棟型と一棟型分棟型と一棟型分棟型と一棟型    

直売施設の「うまんちゅ市場」だけを見ると、色々と見て回れるようにマグネットコンテンツ

もあり、レジも多く導線も整理されている。しかし分棟型のデメリットとして、売り場間の回遊

性の問題がある。「うまんちゅ市場」に一極集中でお客さんが集まってしまい、併設する他の施設

までお客様が流れにくい傾向にあると感じた。また、「なかゆくい市場」は細かく区画が区切られ

ており、各区画が多目的には使いづらそうだった。「ろまんちっく村」もまさに分棟型で、運営し

ていく際のフレキシビリティに欠けている。 

これから新しく作られる施設には、時代の変化やニーズに対応できるフレキシブルな施設が必

要になってくる。 
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複合施設として利益を上げる複合施設として利益を上げる複合施設として利益を上げる複合施設として利益を上げる    

「うまんちゅ市場」は農産物の販売だけで 15 億を売り上げているわけではなく、加工品や花卉

類、表に外部出店されている店舗の売り上げも含めての売上だと考えている。また、「なかゆくい

市場」は充実したフードコートや、2F のパン屋の売り上げもかなり大きいように感じた。観光客

相手だからといってお土産品のみで勝負しているわけではない。 

重要なのは複合施設として様々な商品を手掛けながら、総合的に利益を上げていくことである。 

 

 

 

2)2)2)2)グループワークグループワークグループワークグループワーク    

市民のうるま市農水産業振興戦略拠点施設に対する方向性への意見を抽出する。2 ヶ所の県内先

進施設視察と松本氏の講義を受け、うるま市農水産業振興戦略拠点施設のあるべき姿を、グルー

プワークを通して市民自ら考察・発表をした。 
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(３)参加者意見まとめ 

①ハード面 

    ・・・・外観について外観について外観について外観について    

駐車場への出入り口を分かり易くし、周囲の風景と調和しながらも目立つデザインが良い。無

機質なデザインは避ける。 

 

・・・・直売施設について直売施設について直売施設について直売施設について    

広くシンプルに作り、マーケットや消費者のニーズの変化にフレキシブルに対応できる売り場。

何処に何があるのか分かり易いレイアウトや、照明の明るさ・清潔感等、消費者に便利で安心・

安全をアピールできるような視点が必要である。 

 

・・・・飲食店について飲食店について飲食店について飲食店について    

飲食エリアはフードコートとレストランの 2 施設について意見が出されていた。フードコート

には多彩なテナントや低い価格設定、施設限定の飲食物などが望まれ、レストランには地産の食

材を使用した伝統食や郷土料理、長寿食の提供が求められていた。また外へのテーブルや椅子の

設置といった意見も出されていた。 

 

・・・・コミュニティスペースについてコミュニティスペースについてコミュニティスペースについてコミュニティスペースについて    

遊具を置いたキッズスペースや料理教室などに使用できる室内施設など。更にイベント広場や

スポーツのできるスペースといった、大勢の市民が集える場も求められている。 

 

・・・・駐車場駐車場駐車場駐車場    

観光客や遠方からの集客のためにも、広い駐車場が求められている。 

 

・・・・トイレトイレトイレトイレ    

何よりも清潔さが求められている。特に女性用トイレに関して広さと数に要望が多かった。ま

たお年寄りや子供でも安心して使える、ユニバーサルデザインも望まれている。 

 

・・・・情報センター情報センター情報センター情報センター    

市内ツアーの拠点としての機能や休憩所としての機能が必要である。またお土産品の販売とい

った意見も出されていた。 
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②ソフト面 

 1)商品について 

・農産物について・農産物について・農産物について・農産物について    

豊富な品揃えと消費者のニーズに沿った農産物の生産が望まれている。特に地元産の野菜を中

心として、足りないものを他県産品で補うという形態、地産地消にこだわり、現地のものを中心

にという意見が存在した。 

 

・水産物について・水産物について・水産物について・水産物について    

うるま市特産の「もずく」のアピールをもっとすべきという意見が多く出されていた。また魚

介類は一本売りやカットサービスなど、個々のニーズに合った販売が望まれていた。 

 

・加工品について・加工品について・加工品について・加工品について    

地域性を出すことが求められており、地産品同士を使用したコラボレーション企画やもずくの

加工品といった、うるま市ならではの商品開発が必要になるという意見があった。 

 

 2)運営面について 

・ターゲット・ターゲット・ターゲット・ターゲット    

比率として地元客 7：観光客 3という割合が好ましいとの意見が多かった。地元の主婦や家族

連れ、近隣の大型商業施設に来る消費者をメインに、近隣で働く方や飲食店経営者、基地で働く

外国人などが挙がっていた。観光客に関しては勝連方面に向かう方や修学旅行生の誘致が挙げら

れていた。 

 

・差別化・差別化・差別化・差別化    

「低農薬」や「EM 使用」などを表示することで消費者の安心・安全のニーズを満たし、他店

との差別化を図るという提案があった。また地域のストーリーを活かした商品開発や定期的なイ

ベント開催、高齢者や車を持たない若者のための回遊バスや宅配サービスといった意見が出され

ていた。更に実演販売やレシピ置き場を設置することで、消費者へのアピールを図るといった意

見も出ていた。 

 

・商品管理・商品管理・商品管理・商品管理    

生産者の規則に対しての意識や生産物の品質管理の徹底、生産者と生産物の履歴の明確化など

が望まれている。更に種類の豊富さと年間を通しての安定供給も求められていた。 

 

・販売促進策・販売促進策・販売促進策・販売促進策    

キャラクター使用や手書きでの POP、商品情報の多言語化など、より消費者に分かり易い表示

での販売が求められている。 

 

・スタッフ・スタッフ・スタッフ・スタッフ    

きちんと教育された商品知識の豊富なスタッフが求められており、サービス業の人材育成の必

要性を感じていた。新たな雇用創出も期待されており、授産施設の利用や高齢者の働く場づくり

といった事も求められている 
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グループワーク成果物 

 

A グループ 1 

 

 

B グループ 

 

 

D グループ 

 
 

F グループ 

 

 

A グループ 2 

 

 

C グループ 

 
 

E グループ 
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第六章 市民参画の取組み 

6666----4444    県外先進施設視察県外先進施設視察県外先進施設視察県外先進施設視察        

(１)概要 

①目  的 

市民代表者と県外の先進施設を視察することで、成功するための運営や方針を学び、「地域の中核

施設」への知識と理解を深め、よりうるま市の実状に合った施設コンセプトの策定を目指す。また、

施設運営者及び生産者の声を直接聞くことにより、現状の日本の農業実態の把握と、施設の方向性

に対してのより深い考察を促す。 

 

②日  時 

平成 25 年 12 月 13 日(金)～15 日（日） 

 

③県外先進施設視察 

「道の駅うつのみや ろまんちっく村」（栃木県） 

「道の駅はなぞの」（埼玉県） 

「株式会社永井農場」（長野県） 

「道の駅雷電くるみの里」（長野県） 

「田園プラザ川場」（群馬県） 

 

④参加者(敬称略) 

中村 薫、仲尾 多恵美（以上 地域活性化プロモーションうるま） 

鈴木 建太郎、真鶴 さやか（以上 うるま市観光物産協会） 

上原 勇行(勝連漁協組合)、久米 翔太（水産養殖業） 

與儀 光二、座間味 良明（以上 JA おきなわ） 

小橋川 師行（農業青年クラブ会長） 

河野 哲昌（販売業） 

 

⑤日  程 

1 日目 

日 付 時 刻 スケジュール 内 容 

 

 

 

12/13

（金） 

 

07：00 

 

07：45 

 

09：55 

 

那覇空港 JAL団体カウンター集合  

↓ 

那覇発 

↓ 

東京 羽田着 羽田空港１階「出会いの広場・南」にて集合 

手荷物受取後、参加者を確認の上、バスへ移動 

 

 

 

JAL900便  
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12/13

（金） 

10：30 

 

12：15 

13：45 

 

14：00 

14：30 

 

14：40 

17：30 

18：00 

20：00 

 

20：15 

 

21：00 

羽田空港 出発 

↓ 

Pasar（パサール）羽生着 昼食 

Pasar 羽生 出発 

↓ 

＜宿泊＞サンヒルズホテル着 チェックイン 

ホテル発 

↓ 

①①①① 道の駅うつのみや ろまんちっく村（栃木県）着 

ろまんちっく村視察終了 

ろまんちっく村レストランにて懇親会 

懇親会終了 ホテルへ移動 

↓ 

1 日の振り返り（ホテル内懇親スペース） 

 

1 日目終了 

 

バス移動 

 

 

バス移動 

 

 

バス移動 

視察 

 

 

 

バス移動 

 

 

 

 

 

2 日目 

日 付 時 刻 スケジュール 内 容 

12/14

（土） 

7：00 

9：00 

 

11：00 

12：30 

 

13：00 

13：45 

 

15：30 

17：30 

 

18：30 

19：00 

20：00 

21：00 

朝食 

出発 

↓ 

②道の駅はなぞの（埼玉県） 着 

視察終了 道の駅はなぞの 発 

↓ 

上里サービスエリア 着 

上里サービスエリア発 

 

③（株）永井農場（長野県） 着 

視察終了 （株）永井牧場 発 

↓ 

＜宿泊＞アパホテル軽井沢駅前 

夕食 

1 日の振り返り（夕食会場） 

2 日目終了 

 

 

バス移動 

視察 

 

バス移動 

昼食 

 

バス移動 

 

 

バス移動 
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3 日目 

日 付 時 刻 スケジュール 内 容 

12/15

（日） 

7：00 

8：45 

 

9：30 

11：00 

 

13：30 

 

14：30 

 

17：30 

19：40 

 

22：20 

朝食 

出発 

↓ 

④道の駅 雷電くるみの里（長野県） 着 

視察終了 道の駅 雷電くるみの里 発 

↓ 

⑤田園プラザ川場（群馬県）※アテンド無 

 

視察終了 田園プラザ川場 発 

↓ 

羽田空港 ANA 団体カウンター着 

羽田発 

↓ 

那覇空港着 

 

 

バス移動 

視察 

 

バス移動 

 

視察 

 

バス移動 

 

 

ANA139便  
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県外先進施設視察 かわら版 
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(２)視察内容 

1．道の駅うつのみや ろまんちっく村 

 

住所  〒321-2118 栃木県宇都宮市新里町丙 254 番地 宇都宮市農林公園内 

   TEL：028-665-8800 FAX：028-665-8678 

 

供用（設立）年月日 

1996 年（平成 8年）9月宇都宮市農林公園ろまんちっく村開園 

2012 年（平成 24 年）9月道の駅うつのみやろまんちっく村リニューアルオープン 

 

敷地面積  46 ヘクタール（東京ドーム 10 個分） 

 

駐車場数  収容台数 普通車 1,066 台、大型車 11 台、身障者 23 台（無料駐車場） 

 

運営主体   

開園当初は第三セクター会社だったが、利用者数が減少し、指定管理者制度を導入。株式会社フ

ァーマーズ・フォレストによる斬新な運営構造改革により、収支は大幅に改善され入場者数も増加

に転じ、好調に推移している。 

 

職員数   120 名（社員数）嘱託 36 名、平均 30 代 

     50 名（アルバイト）平均 60 代 

 

管理形態  平成 20年 4 月より当該施設の指定管理業務を行っている 

         

運営コンセプト  

「つなぐ・むすぶ・場づくり」「ものづくり・ひとづくり・まちづくり」 

 

施設の特徴 

農産物直売所や地物の食材が楽しめる飲食店だけではなく、体験農場や森遊び、ドッグラン、温

泉やプールに宿泊施設がある滞在体験型ファームパーク。オリジナルの地ビールや宇都宮餃子、「地

ビールソフトクリーム」なども販売。園内のビール醸造所にてチョコレート風味の「ショコラビー

ル」もある。 
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講義内容 

地域における「ろまんちっく村」の役割地域における「ろまんちっく村」の役割地域における「ろまんちっく村」の役割地域における「ろまんちっく村」の役割    

「ろまんちっく村」は単純に物を売っている道の駅ではなく、生産から流通までの流れを作る施

設として、また地域全体を売るための施設として存在している。農産物だけでなく、なかなか流通

経路に乗らない地域の加工品も扱い、地域の商社としての役割も担っている。更にこの「ろまんち

っく村」の交流施設を積極的に活用して、地域の拠点として経営することを目指している。 

 

「ろまんちっく村」の事業について「ろまんちっく村」の事業について「ろまんちっく村」の事業について「ろまんちっく村」の事業について    

生産田畑として 4か所、作型として 4か所、貸付農園として 5ヵ所の農園があり、自社農場と地

域生産者を連動させた体験型の事業を行っている。また「麦どころ」である栃木県産の小麦を利用

して、自社栽培のホップを利用したブルワリー事業も行っている。販売はろまんちっく村の他に、

栃木県各地やスカイツリーにも店舗を持ち、自社製品だけでなく栃木県全体の農産物・農産物加工

品を扱い、地域の 6次化の推進や地域の専門商社として活動を広げている。 

 

界隈デザインという考え方界隈デザインという考え方界隈デザインという考え方界隈デザインという考え方    

新しく地域に価値をつけるため、「えにしトラベル」というツアー会社を立ち上げ、着地型観光に

力を入れている。着地型観光というのはそれ単体ではなかなか収益が上がりづらいが、集客の装置

としてお客様に施設を起点にしていただくことで、地域に新しい価値をつけることができる。 

また生産者と共に減農薬や有機農法の生産物に取り組み、環境に優しい農法を広げていく活動も

行っている。 

このように自社だけではなく、「自走する村づくり」のため、新しい商品・産業を作り、新しいプ

レイヤー(人材)を作っていくことで、地域に新しい価値をつけていくように活動をしている。 

 

うるま市農水産業振興戦略拠点施設へのアドバイスうるま市農水産業振興戦略拠点施設へのアドバイスうるま市農水産業振興戦略拠点施設へのアドバイスうるま市農水産業振興戦略拠点施設へのアドバイス    

「ろまんちっく村」はもともと道の駅ではなく、農林公園という位置づけだった。その時は外部

からの視認性も悪く、一見のお客様はなかなか入ってこなかった。そこで「道の駅」という冠をつ

けることでお客様に認識していただき、更に訪れていただくことによって、普通の道の駅との違い

に驚いてもらうという演出を考えた。うるま市の今からできる施設は、そのような事も考えながら、

お客様に分かり易く使いやすい施設を目指してほしい。 

また、テナントを入れて運営するか、全て直営で運営するかの違いだが、どちらも善し悪しがあ

る。テナントを入れるとリスクは減り収入的には安定するかもしれないが、施設として一貫性を取

りにくくなる。因みに「ろまんちっく村」は施設に一貫性を持たせるため、あくまで直営にこだわ

っている。原価をシビアに見るための作業量増加というデメリットもあるが、逆に原価をコントロ

ールできるというメリットにもなる。ただしその分スタッフコントロールや、部署間の連動性を持

たせるための枠意識の排除といった、効率的な経営を努めることに気を配る必要がある。 

売り場面積については、基本的には売り上げは売り場面積と比例する。そこで大切なのはきちん

とした生産者が参加して、生鮮品の品目・量ともに揃っているという事。売り場面積と生産者組織
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の規模が売上には大きく関わってくる。 

ターゲットに関して言うと、現在「ろまんちっく村」に訪れていただいているのは、主に高齢者

やファミリー層になっている。しかし、これからは若年層にもアピールをしていかなければならな

いと考え、ドッグランの設置やイベントを行うことで取り込みを図っている。 

また、最近生産者自身が TV などメディアに取り上げられることによって、情報発信の重要性に気

付いてきた。そこで「ろまんちっく村」では、来年 4月に 4面マルチディスプレイを売り場に設置

し、今あるタブレットと連動し商品や生産者情報を行う計画をしている。一番集客のある場所でこ

のような事をするのは、非常に効果が期待できると考えている。 

新規来店客を増やす工夫として、イベントを利用した集客が挙げられる。ただし、一時的な集客

ではなく、そのイベント後、次にどのように来店していただくかを考えながら、仕掛けをしていく

ことが大切。売り場自体の鮮度を高めて楽しんでもらうため、小さなカテゴリーで売り場を変えて

いくなど、お客様のリピート率をどう伸ばしていくのかが重要になる。  
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若手生産者の声若手生産者の声若手生産者の声若手生産者の声    富貴澤富貴澤富貴澤富貴澤    孝澄孝澄孝澄孝澄((((ふきざわふきざわふきざわふきざわ    たかふみたかふみたかふみたかふみ))))    氏氏氏氏    

農家が減っていく中、これから農家として地域をどうしていくのかと考えた時、地域の拠点であ

る「ろまんちっく村」を販路として考えた。ただの販路であればスーパーなどでも構わないのだが、

地域を活性化したいという想いを持って農業を営んでいるところもあり、「ろまんちっく村」を拠点

に、面白いことをするために若手同士繋がっていく方法を現在模索している。 

現在、地域には 20 名ほど 20～40 代の若手がいるが、作目が違えば考え方も異なる。現在の販売

方法でも、特に問題が無いという方もいる。そういった中で、私は「自分の作ったものを最短でお

客様に届けるにはどうしたら良いのか」、「そこに買っていただく価値があるのではないか」と考え

た結果、「ろまんちっく村」での直売を販路の一つとして選んだ。生産者として、そのような想いを

お客様に伝えながら販売していくことが、直売の新しい形になるのではないかと考えている。 

また親の世代では、隣同士でも地区が異なれば考え方が全く異なっていた。それを私たち若手が

どう解消して行くかが課題になる。これには時間は掛かるかと思うが、私たちの世代は比較的フラ

ットな考え方のため、可能だと考えている。また、そのために会議を持つのだが、各自が物理的に

遠いという事もあり、そこは Skype（スカイプ：インターネット TV 電話）など IT を利用して、各

自の自宅を繋ぎ行っている。 

私は「10 年後自分がここで確実に農業をやっている」と考えた時、そのために自分が作ったもの

を本気で売ってもらえる場と手を組むというのが一番の近道でもあると考えた。そのうえで、ただ

生産物を売るだけでは面白くないので、県内や地域のネットワークを自分たちが掘り起こしたうえ

で、お客様に生産物を提案していくことが、私たち生産者の努めでもあると考えている。そのため

にフェイスブック等 SNS も利用しながら、お客様に直接情報を提供している。そのような事も含め、

これからは農家も IT を上手く利用しながら、自分たちの想いを発信することで、自分たちのファン

を獲得していく必要があると感じている。 
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2．道の駅はなぞの（埼玉県） 

 

住所  〒369-1246 埼玉県深谷市小前田 458-1 

TEL：048-584-5225 FAX：048-584-5226 

 

供用（設立）年月日   

昭和 58年 3 月農産物直売所を開設 

平成 10年 4 月「道の駅・はなぞの」完成 

 

敷地面積  16.800 ㎡ 

 

駐車場数  収容台数 418 台（大型車 42 台、普通車 367 台）、身障者用 9台 

 

運営主体 

①農産物直売所       花園農業組合 

②地域物産館アルエット   有限会社はなぞの（第 3セクター） 

③ふれあい市民農園     深谷市 

④ひだまりの公園      深谷市 

⑤駐車場、トイレ及び休憩所 深谷市 

⑥北側第二駐車場      深谷市 

 

運営コンセプト 「花と緑うるおいとやすらぎの駅」 

 

施設の特徴 

「道の駅はなぞの」には、花時計公園や地域振興施設（アルエット）、JA 花園農産物直売所、ひ

だまりの公園、市民農園、バラ園、ブドウ園などさまざまな施設がある。自然の草木とふれあえる

場を提供。地場産業の野菜や植木・花木の直売。 

 

花園地域物産館アルエット（地域物産品）    

メイン施設となる地域振興施設アルエットは、地元で作られている特産品の展示と販売のほかに、

レストランや屋台の展示、情報コーナーがある。 

 

JA 花園農産物直売所（野菜・植木・花）  

産直で新鮮な野菜を販売。花・植木コーナーと農産物触媒コーナー 

ひだまりの公園 

公園の広さは約 8,800 ㎡。花や緑にふれあう事のできる憩いの場や子ども達が遊べる幼児用と児童

用の遊具を設置。  
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講義内容 

施設の管理方法について施設の管理方法について施設の管理方法について施設の管理方法について    

駐車・休憩スペースが埼玉県、物産館と公園が深谷市、農産物直売所と市民農園が JA というよう

に、施設それぞれで管理者が異なっている。平成 11 年に駐車場が完成し、これから先は秩父へ向か

って大きな駐車スペースが無いため、秩父への玄関口として知られるようになった。業務の分担は、

用地は総務課、道の駅総合窓口は企画財政課、地域振興施設と市民農園は経済課となっており、文

化財の屋台は教育委員会の管理になっている。 

 

地域物産館アルエットについて地域物産館アルエットについて地域物産館アルエットについて地域物産館アルエットについて    

管理運営主体は第 3セクターである「有限会社はなぞの」が運営している。大きなヨーロッパ風

の外観が特徴で、「アルエット」はフランス語で「ひばり」を意味している。「ひばり」は元にあっ

た花園町の町鳥であったため、この名が付けられた。イベントとして、明治時代から続いている「小

前田屋台祭り」などが行われている。また年に二回「創業祭」と「アルエット祭り」も開催してい

る。 

「有限会社はなぞの」は代表取締役が市長、取締役として JA から代表が 1名と深谷市商工会長、

監査役として深谷市の議員、深谷市商工会、農協から各 1名出ていただいている。従業員は 8名、

そのうち正社員は 3名で、事務所のパートが 1名、レジ係が 4名となっている。 

課題点として、建物を建てる際に県や国の補助金が入っているため、簡単にリニューアルができ

ない。現在では手狭になってきており、市にも要望を上げているのだが、もう少し時間が掛かりそ

うだと感じている。 
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農産物直売所について農産物直売所について農産物直売所について農産物直売所について    

埼玉県の北西部に位置し、東京から約 70Km、車なら 1時間程度で来ることができる立地条件にな

っている。直売所のできた理由は、40 年前までこの地域は養蚕の盛んな地域だったのだが、中国な

どから安い絹糸が入ってくるようになり、養蚕が廃れつつあった。それにより蚕の餌である桑畑が

無くなっていく中で、畑を遊ばせておいても仕方がないといった理由があり、また野菜を作ってい

きなり出荷というのもなかなか難しい。そこで、生産物を売るために直売所を作る事になった。 

運営は現在 JA の理事、野菜部会・植木部会の役員、そして青年部と女性部の代表が集まり直売所

の運営委員会を構成している。売上は現在約 10億円。内訳は植木関係が 25%、野菜が 47～8%、仕入

れ品が約 26%となっている。 

直売所には野菜を売っているコーナーと植木関係のコーナーがある。植木関係は盆栽コーナー、

植木コーナー、温室コーナーの大きく 3 つに分かれている。生産者組合は野菜部会と植木部会の 2

つに分かれており、野菜部会は約 200 名、植木部会は約 80名となっている。 

植木関係は 1年間同じ場所を貸し出しという形を取っており、毎年 2月に総入れ替えを行ってい

る。売上のボーダーラインを設定しており、あまりやる気の見られない生産者には辞めていただく

こともある。 

野菜に関しては年間 5,000 円の組合費をいただいて運営しており、特に置き場は決まっていない。

朝来た順に並べていくといった感じになる。価格に関しては、日本農業新聞の「品目別指標」を念

頭に置き、近隣の量販店などの価格を見ながら上限価格を設定している。 

販売委託手数料は売上の 10%をいただいている。決済は月 3回、10 日、20 日、月末で行い、遅く

ても 1週間以内には生産者の口座に振り込むように心掛けている。また、売上を農家の携帯電話に

メールで 1日 4回配信している。 

お客様は平日で約 2,000 人、土日祝は約 3,000 人、年間で約 68 万人のお客様にご来場いただいて

いる。また野菜の売上を伸ばすことを目的に、月に 1回野菜の試食会を行っている。 

また、現在置いている加工品は、漬物などが少しあるぐらいでしかない。建物を平成 27 年の秋ご

ろまでにリニューアルする予定なので、そこではお弁当やお惣菜など、地元の物を使った加工品を

積極的に売る体制を作りたいと考えている。  



198 

 

3．株式会社永井牧場（長野県） 

 

住所  〒389-0598 長野県東御市和 8513-1 

    TEL：0268-64-0588  FAX：0268-64-0589 

    URL：http://www.nagaifarm.co.jp/ 

 

供用（設立）年月日 平成 8年 4月 

             

職員数 15 人（役員 4名、社員 9名・アルバイト 2名） 

 

運営コンセプト 「よろこばれる」 

 

施設の特徴   

永井農場は、『食糧と環境』ということをつねに考慮しながら、安全な食糧の生産と消費者への提

供を第一に考え、生産する過程で出る有機物を再利用し、昔と同じ摂理に基づいたやり方で有機リ

サイクルによる『環境保全型農業』を実践している。ショップ販売のジェラートは年間来店者数約

53,000 人。 

 

平成 4年より特別栽培米をスタートし「永井農場の米」として産直販売を開始。その後、雑誌クロ

ワッサン（マガジンハウス）の掲載を機に顧客数が増加し、現在では全国に 5,000 件（データベー

ス）の顧客を中心に産直を展開している。また、地域農家と連携し、平成 6年より、地域米を「信

州米」としてオリジナル袋で主に首都圏の小売店（米穀店）を中心に販売している。 

平成 6年 地域特産の巨峰、「永井農場の巨峰」（有機超低農薬栽培）販売。 

平成 9年 加工棟にて米を加工、「永井農場の手作り餅」販売。 

平成 10 年 米の委託加工として「永井農場のせんべい」販売。 

平成 12 年 「永井農場のこだわりみそ」の委託加工・販売を開始、「信州天日乾し米」を東急ハン

ズにて販売開始、雑誌「モノマガジン」に掲載平成 13 年 スーパーマーケット「成城石井」にて販

売。 

平成 14 年 軽井沢「星野リゾート」にて販売。 

平成 15 年 新しくライスセンターを建設し、より高度な品質・安全性の実現を目指す。 

平成 16 年 超こだわりの味「永井農場の玄米茶」の委託加工・販売を開始する。 

 

牛乳はＪＡを通じて乳業メーカーや生協に販売している。 
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講義内容 

株式会社永井農場の特徴株式会社永井農場の特徴株式会社永井農場の特徴株式会社永井農場の特徴    

一番の特徴は「有畜複合経営」というものを掲げて経営をしている。牛を飼いながら米を作り、

野菜を作り、果物を作るといったように、これらを自社の農場で一貫して行っているというのが特

徴になっている。自社の農場に畜産も入れることによって、堆肥を有効活用し土に戻して農産物を

生産するという農場は、全国的に見ても少ないのではないかと考えている。これが自分たちの一番

の強みにもなっている。酪農の部分に関しては周辺と比べ、規模的にはそれほど大きくはないが、

「土づくりから自社で行っている農産物」というストーリーを作る事で付加価値に繋げている。 

また、日本の農業政策として、一つのものを大きくしていくという「大規模化」と、生産物に付

加価値を付けていく「6 次化」というものが挙げられるが、現在の経営形態に至った経緯は、国の

政策などから「6 次化」という事を目指してのものでは無い。長野県のこの地域は中山間にあり、

農地として決して恵まれているわけではないため、大規模化は難しい。そのような中、「どうしたら

大規模化と張り合えるか」「どうしたら農家として自立した経営ができるのか」を自分なりに考え抜

いた末に、生産物に付加価値を付け自社のブランドを作り、直接お客様に販売するという現在の形

態に至っている。 

 

地域への取組み地域への取組み地域への取組み地域への取組み    

この地域は中山間地域だが、南斜面で日当たりが良く雨が少ないため、病害虫の発生が殆ど無い

というメリットも持っている。そのため、お米や葡萄などに使用する農薬を減らした農法ができる。

この長野県東御市は巨峰の産地としても知られているが、生産者の高齢化が著しく、荒廃農地が増

えてきた。また巨峰の生産は手間が掛かる上に、市場が飽和状態で他との差別化がつきにくくなっ

ている。そこで新しい取り組みとして醸造用の葡萄の生産に取り組んだ。現在国産ワインが注目を

集めており、長野県も施策として県産ワインを売り出していこうと考えている。そのような中で醸

造用葡萄の生産に取り組む事で、若い新規就農者を取り込み、面白い展開ができるのではないかと

考えていた。事業を立ち上げ、ある程度の基盤ができたため現在はワイナリーとして独立させ 3年

程経つが、若者が小さいながらも素敵なワイナリーを運営している。また東御市はワイン特区に指

定されており、通常 6キロリットルの醸造量が必要なところ、それ以下の量でも生産できるという

のもアドバンテージになっている。現在このワイナリーとは資本関係はないが、販売面などで支援

を行っている。 
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助成金を利用しての事業展開助成金を利用しての事業展開助成金を利用しての事業展開助成金を利用しての事業展開    

助成金に関しては、用途が限られてしまうため、基本的に受けることはない。しかし現在「6 次

産業化の総合事業計画」という助成を受け、チーズ製造の展開を考えている。チーズの加工をする

だけであれば補助は必要としないのだが、今回は牛たちの餌を作るところから始めている。その計

画と「6 次産業化の総合事業計画」の方向性が合致したため、補助を受けることにした。現在日本

の畜産は餌のほとんどを輸入に頼っており、為替リスクや気候変動などによって、いつ吹き飛んで

もおかしくない状態になっている。そこで担い手不足で空いた牧場や耕作放棄地にモロコシを植え、

牛の餌とし、その牛から牛乳を搾りチーズを作るという、一連の循環システムを展開させたいと考

えている。このように決して大手のメーカーが真似できないこと、やりたくてもできないことを、

規模が小さいからこそ行うことで、その製品のストーリーを支持してくれるお客様を探し、獲得し

ていかなければならない。 

 

情報発信について情報発信について情報発信について情報発信について    

これまでの農業は、生産物へのこだわりやその生産物の良さをなかなか消費者まで届けることが

難しかった。そこで永井農場ではデザインや広報のプロに依頼し、パンフレットや web サイトを作

成している。永井農場のコンセプトや生産方法をお客様に伝わりやすい形でお伝えし、他の農場と

差別化することで永井農場のブランド化を目指している。 

また永井農場はお餅も作っており、毎年 12月 1 日には近隣 8万世帯にチラシを入れるという事を

決まりにしている。このような事を続けることでチラシに季節感を出し、習慣化することで、地元

のお客様が利用してくれるようになる。 

 

農業のグローバル化について農業のグローバル化について農業のグローバル化について農業のグローバル化について    

最近日本の農産物を海外に輸出していこうという動きが大きなムーブメントになっているが、実

は個人的にはそこにあまり興味が湧いていない。自給率が 80～90%の農業大国ならいざ知らず、日

本の自給率は約 40%に留まっている。もちろん日本の製品は手間もかかっており、安心・安全な点

で海外でも売れるものであると思うが、海外から輸入している 60%に目を向ければ、まだまだ国内

消費の可能性は高い。国内で生産したものを国内で消費できる仕組みが必要なのではないかと考え

ている。 
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4．道の駅 雷電くるみの里 

 

住所  〒389-0512 長野県東御市滋野乙 4524 番地 1 

    TEL：0268-63-0963 FAX：0268-63-0966 

 

設立（供用）年月日  平成 15年 9 月 28 日 

             

敷地面積    6,615 ㎡ 

 

駐車場数    5,600 ㎡  大型車 20 台、普通車 100 台、身障者用 2台 

 

運営主体    長野県小県郡東部町 

 

職員数     26 名 

 

管理形態    有限会社雷電くるみの里  

            

運営コンセプト 「日本一きれいな道の駅」 

 

施設の特徴 

道の駅の建物は、なだらかに伸びた大屋根と、白やベージュ、黒、ブラウンを基調とした純和風

の外観が特徴。敷地には土俵もあり、毎年 5 月に小学生の相撲大会も行われる。「雷電」

は、この近く出身で江戸時代に大活躍した相撲取りの名前で、直売所の横に小さな資料

館があり、無料で入れる。 

日本一きれいな道の駅を目指し、徹底した地元産へのこだわりが自慢。  

 

 

講義内容 

「有限会社雷電くるみの里」設立の経緯「有限会社雷電くるみの里」設立の経緯「有限会社雷電くるみの里」設立の経緯「有限会社雷電くるみの里」設立の経緯    

平成 11 年から建設が始まった「道の駅雷電くるみの里」は、ハコモノ行政への反対から頓挫期間

があり、完成まで約 5年を掛け、平成 15年 9月 28 日にオープンした。 

その頃は道の駅が全国に作られていたのだが、それらを調べてみると 6～7割は赤字の施設だった。

そこで行政で施設は作るが、運営は長野県で初めて、完全な民間会社で行うという事が決まった。

そこから地域に元々あった、「活性化研究委員会」という組織が、行政から補助を貰いながら視察や

勉強会を重ね、「雷電くるみの里準備委員会」を起ち上げ、場所選定などから関わっていった。行政

からの補助は年間約 25万円で、足りない分は自費で出した。そのような経緯で「活性化研究委員会」

の委員が「有限会社雷電くるみの里」を設立し、建設が頓挫していた間に勉強会や視察を行い、開
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店にこぎつけ現在に至っている。「有限会社雷電くるみの里」の資本金は 310 万円。行政や JAや第

3 セクターからの資本は一切入っていない。建物は行政から無償での貸与を受けているが、一般管

理費などは全て利益から出している。そのためお客様が気持ちよく買い物できるように、自分たち

で率先して掃除を行うようにしている。 

また会社として初期費用はかかっていない。ほぼ全て行政に負担していただいた。 

ハードの管理・運営は「関連施設部会」という組織があり、そこでハードの在り方を考えている。

行政も参加しているが、施設に関しての主導権はほぼ自分たちで握っている。 

 

「雷電くるみの里」の目的について「雷電くるみの里」の目的について「雷電くるみの里」の目的について「雷電くるみの里」の目的について    

道の駅の本来の姿は二つあると考えている。一つは民間の会社として売上を伸ばし利益を出すこ

とで、社員や地域の納入業者に安心して働いてもらう事、そして本来の目的として地域の情報を発

信し、地域経済の活性化や雇用の促進などの地域貢献が、大きな使命だと考えている。ただし、民

間の会社になると利益に比重を置いてしまう傾向があるため、両方両立する運営を心掛けなければ

ならない。そこで社員持ち株制を導入し、3 年以上勤務し、希望する社員には株を持ってもらうこ

とで、一緒に経営感覚を持って働いてもらっている。 

 

施設の運営について施設の運営について施設の運営について施設の運営について 

「日本一綺麗な道の駅」を目指し、徹底的に地元の生産物にこだわって運営している。農産物の

売上は 1億 7千万円ほどになる。ただし、真冬になるとこの地域にはキュウリやナス、トマトとい

った作物は作れなくなってしまう。そこで四国の道の駅と姉妹提携し、物が無い時にはそことやり

取りをして、こちらからはリンゴや胡桃を送り、四国からは花や野菜類などを送ってもらうといっ

た、物々交換のような形での仕入れを行っている。 

駐車場は当初から何も置かず、樹も植えない広々とした駐車場を作ろうと考えていた。行政から

は植樹などの依頼があったが、結果的に広々とした駐車場がお客様を呼び込む要素になっている。 

会議室は東御市の住民であれば誰でも 2週間を限度に無料で借りることができる。写真展や展示会

などに利用され、稼働率は約 80％になる。 

食堂は「女性味の研究会」という組織があり、18～65 歳までの 12 名で食堂を運営している。食

堂の材料は全て地元で取れたもので、こちらも地産にこだわっている。 

また名前の由来でもある江戸時代の有名力士「雷電」生誕の地を売りにしており、雷電の銅像周
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りにある自動販売機は 6台で合計約 460～500 万円/月の売上がある。 

テナントとして常時 3～4社が入っており、日々の売上の 15％をテナント料として頂いている。 

またイベントとして、フリーマーケットを 2週間に一回程度開催している。出店料は 1000 円で、

毎回おおよそ 10社程度出店している。 

お客様は地元の方が 70％になる。しかし有名な温泉が近くに多く存在するため、県外からのお客

様も多い。 

生産者組織について生産者組織について生産者組織について生産者組織について 

生産者は当初 50～60 名で「雷電くるみの里生産者会」を発足。開店当初は生産者が集まらず、棚

が空いている状態だった。しかしそこから 10 年間増収増益となっており、「雷電くるみの里」で農

産物が売れるという噂が広がって、今日の組織に至っている。会社として生産者組織のために何か

をやったという事は無い。生産者会の入会金は 10,000 円、これは退会時返却される。現在の組合員

数は約 320 名になり、そのうち 150 名程度が実働している。売上の多い組合員で年間約 800 万円売

り上げる。巨峰や胡桃、リンゴなどの扱いが多い。 

 

環境係について環境係について環境係について環境係について    

「日本一綺麗な道の駅」を目指すため、環境係として正社員を 3名雇っており、常時 2名が出勤

している。特にトイレには気を配っており、便器に手を入れて洗浄するなど、徹底して清掃を行っ

ているため、芳香剤を使用しなくても嫌な臭いのしないトイレになっている。これは特に女性に好

評で、集客の役目も果たしている。 

 

ビニールハウス設置の補助ビニールハウス設置の補助ビニールハウス設置の補助ビニールハウス設置の補助    

冬場も地元産にこだわるため、平成17年からビニールハウスを設置する際に町が35％、JAが15％、

雷電くるみの里が 10％の、合計 60％の補助を出す仕組みを作った。役場、JA ともに 1 年間で手を

引いたが、「雷電くるみの里」は直売所に出品するという条件で、引き続き独自で 20％の補助を出

している。ただし出品には拘束力はなく、信頼関係の中での補助になっている。現在補助を受けた

17 件の利用農家が出品しており、補助申請の半分ぐらいは Uターンの若者となっている。 
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5．田園プラザ川場（群馬県） 

 

住所  〒378-0111 群馬県利根郡川場村大字萩室 385 

   TEL：0278-52-3711  FAX：0278-52-3410 

 

供用（設立）年月日   

1994 年に川場村の体験型施設としてオープン。その 2年後に、「道の駅」に登録 

 

敷地面積   およそ 5ヘクタール 

 

駐車場数   小型車 422 台・大型車 8台・二輪車用 10台・身障者用 4台 

 

運営主体   株式会社田園プラザ川場 

 

職員数    社員 19名、常勤パート 33 名、非常勤パート 10名 

 

管理形態   平成 21年 4 月より財団法人川場村観光開発公社に代わって経営 

を引き継いでいる 

 

運営コンセプト 

川場村の村づくりの基本路線である「農業＋観光」の集大成の事業と位置づけ、川場村の地場産

品の振興及び新規開発を担うとともに、川場村の商業・情報・ふれあいの核である“タウンサイト”

の形成の場として機能させる。 

 

施設の特徴 

駐車場・トイレ・公衆電話は 24 時間利用可能 

川場村観光協会（プラザ内にあり） 

プラザ内のビール工房やパン工房、ミート、ミルク、ピザ工房などあり、ドイツ仕込みのハム・ソ

ーセージを販売。 

「関東好きな道の駅 5年連続第 1位」、「日経プラス 1 家族で一日楽しめる道の駅 東日本第 1位」

に選ばれている。 

 

 

事業目的事業目的事業目的事業目的 

川場村の村づくりの基本路線である「農業＋観光」の集大成の事業と位置づけ、川場村の地場産

品の振興及び新規開発を担うとともに、川場村の商業・情報・ふれあいの核である“タウンサイト”

の形成の場として機能させる。 
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設置のねらい設置のねらい設置のねらい設置のねらい    

川場村では 21 世紀を展望しながら、コミュニティ活動や世田谷区との交流活動の一層の活発化、

農業を中心とした地場産業おこし、田園や自然環境に相応した地域住宅づくり、村の核づくりなど

に重点をおきながら成熟した村づくりを進めている。 

田園プラザ事業は、川場村のこうした一連の重点事業の中核的な事業で、次のような機能を持つ

川場村の商業、情報、ふれあいの核であるタウンサイト(中心街区)の形成を目指している。 

1.若者を中心とした就業機会を増やし、定住、UI ターンなどを推進する。 

2.地場産品の開発、PRを進め、その流通を促進する。 

3.村民相互、並びに村民と村来者の交流・交歓や情報交換の場とする。 

4.村来者の飲食や買い回り品ニーズに応えるとともに、村内消費の拡大を図る。 

5.シャトルバスなどの起終点など、村内の交通ターミナルとして機能する。 

また、川場村にとってこの事業は、長い歳月をかけて進めてきた活力ある村づくり事業を締めく

くるものと位置づけ、行政と住民が一丸となって取り組むものである。 

 

活力ある地域社会の形成に貢献活力ある地域社会の形成に貢献活力ある地域社会の形成に貢献活力ある地域社会の形成に貢献    

1.就業機会の拡充。 

村内には若者が希望を持てる職場がほとんどなく、その中において就労の場を確保。 

 

2.地場産品の PRや村内消費が促進。 

田園プラザ施設内入場者(平成 21年度、86 万人)が多く訪れ、消費の拡大に貢献。 

また、これらに喚起され村内の農家等においては、新しい加工品の製造や、農産物の新品種に取り

組む動きも見られ、今後もさらに発展が見込められる。 

 

3.村の交通のターミナル機能を有するようになり、村の入口にあり、道の駅にも指定(平成 8年)さ

れ多くの観光客や来村者が利用するようになった。 

公衆便所、電話、観光案内、休憩、買い物、食事、積雪時のチェーン脱着等色々な取組みが行われ

ていて村来者の便宜を図っている。 関東・甲信越地方の訪れたい“道の駅”において平成 14 年度

3位、平成 15 年度 2位、平成 16 年度、平成 17 年度、平成 18年度、平成 19 年度、平成 20 年度と 5

年連続第 1位と道の駅の中ではトップクラスに位置づけられている。 

 

4.新たな特産品の開発と販売促進が実現された。 

田園プラザでは様々な商品が新たな村の特産品として開発・販売され、農産物の消費の拡大や販売

促進が図られている。  

 

5.農地の遊休化の防止が図られている。 

ファーマーズマーケットでは平成 21 年度売上が 3.21 億円を計上した。現在、農産物提供者は 270

名を越え川場村の農家の半数となり、農地の遊休化防止に大きな役割を果たしている。また、会員
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の多くは第一線を退いた高齢者や婦人で、趣味と実益を兼ねた生きがい対策ともなっている。 

 

6.村来者と村民の交流場所の提供。 

施設内では各種イベントが開催され、また、飲食店機能、インフォメーション機能も有することに

より、村来者と村民の交流の場所としても利用され、村民の交歓場所としても有効に活用されてい

る。 

  

以上の成果を生み出すことができ、現在でも売上金額、入場者数とも右肩上がりの成長をとげてお

り、川場村の「農業＋観光」の基本理念を実現していくための重要な位置づけとなり、地域社会の

発展に貢献している。  

 （出典：田園プラザ川場ホームページより抜粋） 

 

視察所感視察所感視察所感視察所感    

田園プラザ川場では、運営者に話を聞くことができなかったため、個々で施設を視察する形とな

った。視察当日は雪に見舞われたが、雪が積もっているにもかかわらず、家族連れのお客様が多数

来場しており、近隣の公園でソリなどで遊んでいる姿が見受けられた。天候不良にも関わらず集客

できており、人の集まる仕組みができていると感じた。また、観光案内所も常設されており、地域

の観光拠点になっている様子が伺えた。 

また、天候のせいか直売所に関しては商品が少なかった。スタッフに話を聞いたところ、雪が降

っていなかった午前中にほとんど売れてしまったという事で、直売所の普段の様子を見ることがで

きずに残念であった。 

施設は完全な分棟型で敷地が広いため回遊性が高く、様々な店舗が点在しているため、歩いてい

てワクワク感があり楽しめる施設になっていた。しかし敷地が広いことで、降雪の影響もあり、ど

こに何があるのか分かりづらいという事も感じた。 

(1) 
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(４)県外先進施設視察参加者意見まとめ 

ハード面 

①施設外観について 

分かり易く、特徴ある施設外観を意識している施設が多い。幹線道路から目立つように、サイン

や案内表示を工夫する必要がある。また内外装共に、温かみのある外観が望まれている。 

 

②市民が集う場として 

敷地の広い施設は親子連れや家族でも楽しめるように、遊具や地域の憩いの場を設置してあると

ころが多い。用事は無いが立ち寄ってしまうような施設を理想との事だった。 

 

  

①施設外観 

・施設のシンボルとなる像などの設置 

・「道の駅」の国交省認可を受け、入りやすいイメージを作っている。 

・入り口の看板、自社をアピールするオブジェなどが目を引いた 

・建物の外観がシックで入りやすい 

・内装、外装共に「木」を多用し温かみのある雰囲気 

②市民が集う場 

・入園無料にも関わらず、多くの人が様々に楽しめる施設 

・子ども用の遊具が揃った公園があり、家族で楽しむ場所にもなっている 

・隣接する公園に親子連れが大勢来ていた 

・敷地内にドッグラン 

③スケールメリット 

・広い駐車場 

・広い直売所面積 

・回遊性がある 

・EV自動車の充電スタンド完備されている 

④トイレ 

・「日本一トイレがきれいな道の駅」というモットー 

・施設内に5ヶ所トイレが完備されている。 

・ウォシュレット機能完備 

・必要十分な女子トイレの数 

⑤立地条件 

・景観の優位性 

・アクセスが良い 

・幹線沿いにある 

⑥生産者への配慮 

・施設の出入り口（車両乗降口）に、雪雨よけの屋根が設置されている 

・搬入専用口が設けられている 

・広いバックヤードが必要 
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③スケールメリットについて 

直売所の売上は売り場面積の広さに比例する。安定的な運営を目指すには、ある程度の広さが必

要になるとの他施設運営者からの指摘もあった。また広い直売所に合わせた広い駐車場は、お客様

を逃すことなく呼び込み、機会のロス防止のためにも必要になる。 

 

④ トイレについて 

トイレの数と清潔感は、女性のお客様を呼び込むうえで重要な要素になる。ある施設では社内に

清掃のための部署を設け、社員が専従で清掃することで綺麗で快適なトイレを実現していた。 

 

⑤立地条件について 

幹線道路沿いの施設ではサインを大きく掲げ、そうでないところでは「道の駅」の認定を貰い、

カーナビの表示や案内表示を取り入れるなど、各施設ともに立地条件に合わせて様々な工夫を行っ

ている。更に立地条件に合わせたファサード(正面外観)への考慮が必要になる。 

 

⑥生産者への配慮について 

成功している施設の多くは、訪れるお客様だけではなく商品を納入する生産者への配慮も欠かし

ていない。生産者が使いやすい施設であれば納入の質・数共に増え、経済的な好循環が見込める。 

 

ソフト面 

①経営面 

・店舗は全て自営(コスト管理ができる) 

・全て直営で行っているので、サービスの一貫性をもっている 

・ダンピング(不当な値下げ)を防ぐ 

・補助金無しの経営 

・地域住民が中心となって起ち上げた組織で運営 

・ナンバー1の道の駅ではなく、オンリー1を目指している 

②販売促進・宣伝 

・ギフトカタログなど商品を認知・販売促進するためのメディアづくり 

・農産物以外にも売りになるものが必要 

・陳列方法 

     直売所の棚が、一段目二段目共に奥行きが狭く、商品が見やすい 

     カテゴリー別に販売ブースがブロック分けされており購入目的商品

が探しやすい 

・毎月イベントを開催（自社企画、持込み企画など） 

・地域で作られたホウキなど民芸品も販売していた 

・野菜ソムリエと料理のメニュー提案 

・調理されているものが多く、購買意欲をかきたてられる 

・物産コーナーの日本酒売り場では地酒について、筆文字で説明が書かれ

ていた 
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・スーパーより若干安く販売する事で、リピート客が増加していく 

・野菜ソムリエを月/2～3回招聘し、メニューの提案を行っている 

③地域連携 

・地域の商社機能 

・アンテナショップ経営 

・徹底して地元産にこだわった品揃え 

・食と農を通じた地域活性化の仕組み構築 

 

④生産者の情報発信 

・トップ自らがメディアとなり情報発信 

・フリーペーパー、フライヤーなどを制作し自社の考えや商品を定期的に

発信する流れを作っている 

・安心・安全 

・生産者（登録農家）の紹介コーナー 

⑤ブランドの確立 

・施設オリジナル商品として「ブランド化」を図っている 

・オリジナルお土産品群には同じアイコン・ロゴを使用して統一感を計っ

ている 

・特産品の開発 

・6次産業化 

⑥観光 

・ツーリズム事業の起ち上げ 

・立ち寄り型ではなく、コンテンツを増やし目的化することによって滞在

時間を伸ばしている 

・観光案内所の設置 

・地域観光施設の案内板 

⑦商品構成 

・冬でも市場からの仕入れで商品が安定している 

・四国の道の駅と業務提携して野菜の仕入れをし合っている 

・冬でも閉店間近でも野菜や果物が揃っている 

・地元生産品は50～70％を占めている 

⑧生産者との連携 

・月に一度、農家の方々とミーティングを持ち、意見交換、生産計画を話

し合っている 

・生産者同士が話し合い、野菜を育てる期間をずらしてかち合わないよう

な工夫を行っている 

・バックヤードに各登録農家とやり取り用の農家個別レターボックスが設

置されている 

・情報が登録農家へ転送され欠品への対処がなされている 

⑨生産者への還元 

・月/3回締日が設定され、各締日から一週間以内に支払われるシステム 

・手数料10％（他の直売所では15％前後） 

・ビニールハウス代金補助などの生産者支援 

・施設から遠い農家から集荷するシステムを確立 
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・夕方になると市街地の直売所へ運ぶなどの連携 

・商品・サービス開発支援 

⑩人材育成 

・3年の勤務実績、5年勤務見込みの社員には、持株を持たせ経営者意識を

持ってもらっている。 

・スタッフの対応が親切で、商品、観光知識が豊富 

・将来の若手農家の育成にも取り組んでいる 

・Uターンしてきた若手の生産者たちが野菜作りの戦力になってきている 

・職能支援 

①経営面について 

各施設とも地域に根差したコンセプトを持っており、地域貢献も念頭に置きつつ経営を行ってい

た。運営方式には分割や一括、テナントなどの方式があるが、施設コンセプトを一貫するためには

一括での管理が望ましいとの事であった。中には市民有志で起ち上げた組織が、指定管理者として

施設運営を成功させている例もあり、地域の特性を熟知している地域住民が運営に携わるメリット

は大きい。また不正な競争やダンピングを防ぐために、周辺施設から算出した相場を開示している

施設が多かった。 

 

②販売促進・宣伝について 

各施設おおよそ月に 1～2回のペースでイベントが行われており、販売促進のための行動を欠かし

ていない。また店内表示や名産・特産品を前面に出した売り方など、初めて来場したお客様でも分

かり易い表示を心掛けていた。更に名産・特産品を活かした商品開発・販売など、6 次産業化への

意識も高かった。 

 

③地域連携について 

施設を軸に生産者と消費者を繋げる地域の連携を行っている施設もあり、新商品開発や販売促進

の面などでも成果を挙げていた。また地域情報を出すことで地域の積極的な売り出しや、地域の祭

りを開催している施設も多く、地域活性化の主たる役割を担っていた。 

 

④生産者の情報発信について 

生産者自らが自分の言葉で発信することで、生産者や生産物のファンを獲得する動きが広がって

いる。地域活性化の点からも、施設としてそのような生産者の情報発信を後押しできるような仕組

みを持っていることが望ましい。 

 

⑤ブランドの確立 

成功している施設は、施設オリジナル商品や地域限定の商品などを開発しながら、地域全体のブ

ランド化を目指している姿が見受けられた。施設を利用して 6次産業化・地域振興を後押しするた

めには、生産物を売るだけでなく、商品開発の場としての役割が必要になる。 
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⑥観光 

これまでの立ち寄り型の施設ではなく、地域観光の拠点として、または目的型の施設として機能

している施設も見受けられた。観光立県である沖縄では、県内だけでなく観光客も視野に入れた運

営が望まれる。 

 

⑦商品構成 

各施設とも基本的には地域の生産物を中心に扱っている。ただし季節によっては生産できないも

のを仕入れ品などで柔軟に対応しており、商品の安定供給を一番の優先事項として考えていた。ま

た、友好関係にある他県の施設と、お互いの旬の商品をやり取りしている例もあった。 

 

⑧生産者との連携 

旬のものを揃え、生産者同士の生産物のかぶりを防ぐため、施設運営者が中心になり生産者と作

付計画を立てている施設があった。また生産者への売上情報メール送信や、バックヤードの各生産

者専用のレターボックスなど、成功している施設は生産者との連携体制が構築されていた。 

 

⑨生産者への還元 

売上を上げるだけでなく、集荷システムや商品・サービスの開発支援、ビニールハウス購入の補

助など、利益を生産者へ還元することで更に出荷量と生産量を増やし、施設を中心とした経済的な

好循環を築いている施設があった。うるま市が設立する施設として、第一次産業の活性化のために

このような仕組みが必要になる。 

 

⑩人材育成 

成功している施設はスタッフの育成にも力を入れている。接客や商品知識、地域情報などお客様

が必要としている情報を教育することで、売上にも貢献しているとのこと。特に飲食施設はスタッ

フで売り上げが変わる事を強調していた。また施設として第一次産業の担い手育成のためにセミナ

ーなどの開催など、人材育成を通して地域貢献の目線を持っていた。 
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第六章 市民参画の取組み 

6666----5555    第第第第 3333 回市民ワークショップ回市民ワークショップ回市民ワークショップ回市民ワークショップ    「施設のブランド戦略ワークショップ」「施設のブランド戦略ワークショップ」「施設のブランド戦略ワークショップ」「施設のブランド戦略ワークショップ」    

(１)概要 

①目  的 

第 3 回市民ワークショップとして「ブランド戦略ワークショップ」を行う。市民が「ブラン

ド戦略」について学ぶことにより、「うるま市農水産物戦略拠点施設」自体や地域、うるま市

の特産品・加工品のブランド化促進を目指す。 

 

②日  時  平成 26 年 1 月 23 日(木)  

 ブランド戦略セミナー 10：00～12：00 

 グループワーク    13：00～17：00 

 

③場  所  いちゅい具志川じんぶん館 1F 市民活用室 

 

④ワークショップ講師 

松本 謙(株式会社ファーマーズ・フォレスト代表取締役社長) 

 

⑤参加者数 25 名 

 

第 3 回市民ワークショップ かわら版 
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(２)実施内容 

①松本先生講義 

くまくまくまくまモンモンモンモンのブランド戦略のブランド戦略のブランド戦略のブランド戦略    

くまモンは、熊本県のブランドを象徴しているが、もともとは九州新幹線の開業に合わせて設定

されたキャラクターであった。熊本県は戦略的にくまモンをあちこちに登場させ、インパクトのあ

るキャッチフレーズと共に少しずつ熊本県を露出していき、浸透させていった。それにより消費者

は熊本県に行ったことがあってもなくても、くまモンを見ると熊本県を認識する。それはまさにブ

ランド連想の戦略であり、消費者の印象に残る。意外性を持って印象に残し、色々と印象に残す(視

覚、味、食感など)ことでブランドというものがより際立ち、そのものについての連想を打ち出す効

果がある。 

 

ブランドとはブランドとはブランドとはブランドとは    

ブランドには様々な解釈があり、大きく分けて作り手側の解釈と消費者側の解釈があるが、ブラ

ンドの価値は消費者が決める。 

ブランドの価値創造は重要な経営戦略で、ブランドの持つチカラには、正の効果と負の効果があ

る。正の効果はブランドが定着すると口コミで拡がっていき、広告宣伝費が削減され、価格競争に

左右されなくなる。負の効果としては、一度信頼を失うと取り戻すためには相当な時間と労力を要

す。このように、ブランドにはポジティブスパイラルとネガティブスパイラルの 2 面性があり、作

った側はきちんと答え続けていかなくてはならない。 

 

ブランド化による双方向コミュニケーションブランド化による双方向コミュニケーションブランド化による双方向コミュニケーションブランド化による双方向コミュニケーション    

企業はブランドの商標権を設定し競合と差別化するが、くまモンは商標権を設定せず、だれでも

自由に使ってもらうことで、自由に拡散していく効果を生み出した。競合との差別化を図るのに、

商標権だけではないということを証明した。 

企業と消費者はコミュニケーションが取りづらいが、ブランドがあることによって、企業がどの

ように消費者に見られたいかを消費者に知らせることが出来る。うるまの戦略を立てていくことが、

ブランドの象徴になっていく。その店に行けば、うるま市のことがなんでもわかる、「お店を通じて

うるま市を見る」ブランドは、双方向のコミュニケーションツールとしてもの凄く有用である。 

また、作り手側は商品の機能を重視し、消費者側は情緒や雰囲気を求めることが多い。双方の思

いにはギャップがあるので、そこをしっかり埋めていかないと物が売れない時代だと言われている。

更に商品のイメージは、ブランドのキャッチフレーズなどの表現によって変わる。機能で表現した

いところをお客様のニーズに合わせ、うまく引き出して表現することが大事である。 

    

地域ブランド戦略の立て方地域ブランド戦略の立て方地域ブランド戦略の立て方地域ブランド戦略の立て方 

ブランドは自分達の思いと表現の仕方でいかようにも成り立ち価値を生んでいく。ブレのないブ

ランドを作るためには何が必要なのか。何が良いのか、何が差別化なのかをはっきりさせることが
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大切である。また、それを簡単に出すのではなく、施設自体が何を伝えたいのか、何が良いのか、

差別ポイントはどこなのかをじっくり考え、それが合わさるところが伝えるべきストロングポイン

トでブランドのコアな部分になる。 

私達がこれからやるブランド化は、商品のブランド化というよりは施設やサービスのブランド化

である。ブランドとはすぐに出来るものではないが、自分たちが伝えるだけではなく、お客様がど

う思うかをまずは理解して、ブランドに則った施設を作り、ブランドに則ったサービスをきちんと

実行することで、それを目的とした人達に訪れて頂ければ、最短でお客様にイメージを持ってもら

える。それは新設の施設を作る一番の強みである。 

 

地域のブランド化とは地域のブランド化とは地域のブランド化とは地域のブランド化とは    

地域ブランドも作り手だけの気持ちだけではなくお客様の気持ちで作ることが大事である。ニー

ズとシーズと場の演出(おもてなしを場で演出する)の立体的な組み合わせが、ブランド戦略では重

要になる。これはものづくりだけではなく、地域ブランドや地域戦略に通じる要素である。 

地域価値を向上するためのブランド戦略として、①買いたい価値をつくる(＝ものづくり)、②行

きたい価値をつくる(＝ひとづくり)、③住みたい価値をつくる(＝まちづくり)がある。 

②行きたい価値をつくる(＝ひとづくり)とは、いくら良いものを作ったとしても、そこに行きた

くなるためには、ご当地自慢・うるま自慢を積極的にしながら、お客様と踊ってしまうなどのおも

てなしが出来る人が必要になる。お店の運営はとても重要で、運営する人達の気持ち 1 つが施設の

成否にかかってくる。 

また、コミュニティの創造こそがブランドづくりである。コミュニケーションを発生させる場所

というのが、これからの成功する施設になる。ただ単純にものを売る場所ではなく、そこに行くこ

とで色々な事ができる空間づくりが、強い地域ブランドの作り方である。 

 

ブランド戦略の実例ブランド戦略の実例ブランド戦略の実例ブランド戦略の実例    

例えば、伊右衛門はお茶を売るのではなく、京都の町家文化を知ってもらうというのが企業の上

位概念である。お茶を前面に出していくのではなく、京文化や町家風景を前面に出している。伊右

衛門サロンでは、伊右衛門のお茶を拡販するのではなく、日本独特のカフェ文化、お茶を通した新

しいライフスタイルをイメージしたお店作りをしている。お茶を前面に出しているのではないのに、

お茶を飲みたくなるような雰囲気になっている。このようにブランドは、背景から色々伝えて行く

ことも重要である。 

特性を活かした強い地域ブランドの創造事例というところで、高知県の馬路村が挙げられる。ゆ

ずと間伐材という限られた地域資源で、世界を目指し自分の村の良いところをどんどん紹介すると

いう、「おらが村」方式で村全体がブランド化していった事例である。また、同じ高知県で、四万十

川ブランドがある。小さい道の駅を中心に、色々なものづくりをしていきながら、川の暮らしを伝

えていきたいという想いをもち、川に負担をかけないものづくりで数々の産業と旅をブランド化し

ている。背景を伝えていきながら、有名なデザイナーが入り、トータルでデザインしてものを売る。

物語を作っていき、地域全体を売ろうという形でパッケージや商品を作っている。 
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感動を与える商品事例というところでは、京都の老舗米屋「米料亭八代目義兵」がある。お米が

物語る世界観を売っており、毎日買えるものでは無いが、とても限定したターゲットに売っている。

お米でどれだけの表現ができるのかを考え、お米を用途別で小分けにし、米と共に京文化を伝えて

いる。 

 

②グループワーク 

以下の順番で、グループ毎にブランドコンセプトを策定した。 

・分析：自分達の強みを考える。(環境分析) 

・戦略：マーケットをしっかり見る。(同じ土俵で戦う相手とお客さんを見る) 

・輪郭：ブランドコンセプトをつくる。 

分析する際の手法として SWOT 分析や 3C 分析、ブランドマッピングの説明がされた。 

 

また事務局からレイアウト案が 3 案提示され、策定したコンセプトが体現しやすいレイアウトを、

グループ毎に選択した。 
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(３)参加者意見まとめ 

各グループブランドコンセプト 

 

A 班 「自然と健康を求める、安心安全な食を求める」 

B 班 「うるま市の食の体験」と「提案直売所」 

C 班   健康・景観 うるま村（雑多な市場） 

D 班  食・買・遊 うるまの玄関口～フレッシュ・アクティブな直売所～ 

E 班 「地産地消、健康にこだわりの商品を！」 

 

各施設に求められている機能 

1111．直売施設．直売施設．直売施設．直売施設    

売り場での新たな価値創造として、「うるま市ブランドの確立」による地産地消を基本にした無農

薬野菜や有機農法のコーナーづくり、地元産の珍しい野菜の提供や、コミュニティバスや宅配サー

ビスの提供が挙げられていた。また農水産物の安定価格での安定供給や、規格外や売れ残ったもの

をジュースや加工品で提供するなど、生産物を無駄にしない工夫も求められる。 

ハード面に関しては広い駐車場や遊具を置いた公園のような設備、花を植えこむなど開放感のあ

る雰囲気が望まれている。 

 

2222．飲食施設．飲食施設．飲食施設．飲食施設    

レストランとフードコートの 2 案が出ていた。レストランは若い女性が一人でも入れるような雰

囲気や、朝に立ち寄れるようなお洒落な雰囲気が求められている。またフードコートは地元食材を

使用した軽食やソフトクリームの提供、ドライブスルーといった案が出されていた。更に料理の実

演やレシピコーナー設置などの意見もあった。 

 

3333．観光案内所．観光案内所．観光案内所．観光案内所    

うるま市の情報発信センターとして、観光案内所の設置が望まれていた。レンタサイクル、うる

まコンシェルジュによるうるま市の伝統文化や名所の紹介、人と人の交流の場など、コミュニティ

センターの機能なども求められていた。またウォーキングコースやウォークラリーコースの紹介、

農家体験の紹介など、体験型のコンテンツ紹介も望まれていた。 

 

4444．イベント．イベント．イベント．イベント    

施設を中心に行ってほしいイベントとして、収穫体験や豆腐・パンなどの料理教室、農林高校の

期間限定出店など、地域に根差し、家族で参加できるイベントが望まれていた。またミニミニ水族

館や州崎でつくられている製品の展示、歌・音楽・踊りのイベント開催も求められている。 
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レイアウト選択 

■■■■AAAA 班レイアウト選択⇒班レイアウト選択⇒班レイアウト選択⇒班レイアウト選択⇒CCCC 案案案案    

理由 

・直売所の駐車場に入りやすい ・イベント広場が近く、飲食スペースが出来そう 

・道路から見やすく大きく見える ・直売所が L 字型で有効利用出来そう 

要望 

・分棟ではない方が良いので、C 案を連棟に出来たら良い 

B 案のデメリット 

・後ろに駐車場が設けられているので、事務所の出入が不便 

 

■■■■BBBB 班レイアウト選択⇒班レイアウト選択⇒班レイアウト選択⇒班レイアウト選択⇒BBBB 案案案案    

理由 

・道路から見えやすく、インパクトがある 

C 案のデメリット 

・直売所の面積が小さい ・3 つに分かれていると動線が良くない 

A 案のデメリット 

・近隣の大型施設に類似しており、差別化が図られていない。 

 

■■■■CCCC 班レイアウト選択⇒班レイアウト選択⇒班レイアウト選択⇒班レイアウト選択⇒BBBB 案案案案    

理由 

・道路から建物が見えやすい 

・直売所とレストランが分かれているので、大型施設から流れてくるお客様にお食事と買い物をし

てもらえる 

要望 

・駐車場が少ないので増やして欲しい ・B から入りやすい入り口をつける 

・遊具を置く ・うるま市の原風景的デザイン・素朴な建物 

・横断歩道を作る ・家畜を買うスペース ・イベント広場は屋根つきが良い 

・農家さんが納品した後のくつろぎカフェスペース ・ベンチを多く設置する 

・売り場の近くに、農家さんとのコミュニケーションが出来る場所を作る 

・コミュニティ施設は 2F へ ・1F はカフェ、2F はレストラン 

A 案のデメリット 

・道路から見て、全体像が見えない ・北風が強い 

C 案のデメリット 

・建物が離れているので、回遊性が良くない 

 

■■■■DDDD 班レイアウト選択⇒班レイアウト選択⇒班レイアウト選択⇒班レイアウト選択⇒BBBB 案案案案    

理由 
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・角をもつとワクワクドキドキ感がある  ・北風をよけることができる  

・L 字型なので回遊性がある  ・L 字型なので大きな店舗に見える  

・目的別に駐車できる  ・イベント広場が中心にあって注目されやすい 

要望 

・駐車場近くにトイレを設置する ・トライブスルーを設置してほしい  

・駐輪場はもっと大きくしたほうが良い ・災害時の避難所の設置  

・料理教室ができる調理室 

A 案のデメリット 

・北風が強いはず ・直線的で単調である ・イベント広場が南寄りである 

C 案のデメリット 

・別れすぎていて回遊誘導が難しい ・北風を受けると思う 

 

■■■■EEEE 班レイアウト選択⇒班レイアウト選択⇒班レイアウト選択⇒班レイアウト選択⇒BBBB 案案案案 

理由 

・駐車場の配置、入り方が良く使いやすい ・外観が一番直売所っぽい  

・スッキリしている ・イベント広場の位置も OK 

A 案のデメリット 

・ありきたり 

C 案のデメリット 

・移動しにくい、天気や台風の影響が気になる 

全体的デメリット 

・レストランが目立ちすぎている 

 

グループワーク成果物 

A グループ 

 
 

B グループ 
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C グループ 1 

 

D グループ 

 

 

C グループ 2 

 

E グループ 

 

 

参加者の感想(アンケートより抜粋) 

●うるま市各地域の方々でのワークショップはとても大事で「うるま市」の発展に希望が見えてき

ています。本日はありがとうございました。 

 

●ブランドについて考えた場合、単なる物がブランドではなく目には見えない（型の無い）ものも

ブランドとして発信できることが確認できた。施設づくりについては受託管理者を早期に選定し、

その事業に参画させる事も重要ではないかと考える。 

 

●3 回のワークショップで時間を費やしてきたが、市民の方の即売所に対する期待が大きいもので

あるか実感しました。 

  



 

第六章 市民参画の取組み 

6666----6666    第第第第 4444 回市民ワークショップ回市民ワークショップ回市民ワークショップ回市民ワークショップ    「運営コンセプト戦略ワークショップ」「運営コンセプト戦略ワークショップ」「運営コンセプト戦略ワークショップ」「運営コンセプト戦略ワークショップ」    

 

(１)概要 

①目  的 

施設を「直売施設」「飲食施設」「交流施設」に分け、ワークショップに参加した市民自ら具

体的な事業戦略案を作り出し、発表をする。またその際に、他者からの想定問答まで考えるこ

とで、施設運営に関してのより深い考察をしてもらう。 

 

②日  時   平成 26 年 2 月 13 日(木) 13：00～17：00 

 

③場  所   うるま市石川地区公民館 

 

④講演講師  

松本 謙(株式会社ファーマーズ・フォレスト代表取締役社長) 

 

 ⑤参加者数 17 名 

 

第 4 回市民ワークショップ かわら版 
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(２)実施内容 

①松本氏講義 

直売所の運営直売所の運営直売所の運営直売所の運営    

直売所にもいろいろな直売所があり、野菜が中心の直売所や、果物や花の比重が多い直売所など

がある。本当は、地域のものでほとんどの商品が揃えられれば良いが、気候的なことなどで、どう

しても作れないものもある。地域のインフラということを考えると、ある程度の品揃えが必要にな

るため、市場から仕入れなければならないこともある。地域の中で色々なものを大量に作ってもら

おうと考えた時には、生産者の方たちの協力も必要になる。生産者の方々に生産計画を立ててもら

い、お客様がいつ訪れても色々なものがあるように生産カレンダーを作るのも良い。生産カレンダ

ーを作ることで品薄の時期が見えてくると、仕入れの仕方も見えてくる。 

農産物直売所でも、全ての棚が農産物で埋まるわけではない。お客様の観点から考えると色々な

ものが買えると良いが、うるまの直売所は比率的に何を中心として置いていくのかも考えると良い。

うるまを象徴する拠点ならば、観光客のためにうるまの工芸品やうるまの特徴的なおみやげ品、直

売所オリジナルのお土産品を作るなど、色々と考えられる。 

売上は、売り場の棚の上にある品物の数やアイテムで変わってくる。アイテムが少なすぎると売

上は少なくなるし、多すぎてもお客様が選べなくなる。適度なアイテムとお客様に分かりやすい視

点で売り場が構成されていると、今回の面積の直売所だと色々と出来る。 

 

出荷関係出荷関係出荷関係出荷関係    

生産者組織と売上は比例するところがある。戦略拠点の全体的な売上を大きくするのは出荷組織

にかかっている。しかし、すぐに組織化するのは難しいので、今から準備し生産者を巻き込み集め

ていかなければならない。生産者の方々に自分達が参加できる直売所だということを意識づけてい

ければ、積極的な組織が出来てくる。また、通常生産者と運営者との契約関係は、出荷組織があっ

たとしても運営者と生産者個々で契約する。 

出荷に関するルールには、品質、納品、値付けのルールなどがあり、生産者の方々への意識付け

も必要になってくる。また、出荷時間や引き取り時間に関しても、お客様の目線で考え、売り場の

混乱を避けるために決まりを作ることが必要である。 

販売する際には委託販売と買い取りがあり、直売所の場合は、生産者が出荷しているものは主に

委託販売(売れた分だけ支払う)という方式を取ることがほとんどである。買い取りは、販売側の方が

値付けをして在庫を持つ。店舗側の取り分が多いのは買い取りだが、店舗側にリスクが移動するた

め在庫を売り切らないと赤字になることもある。委託の際の値付けは生産者の方で行うが、直売所

がある程度のルールを作らないと、価格崩壊が起きてしまう。 

品質管理はお客様の目線にたって考え、追加納品の仕組みは時間帯を考えると良い。 

生鮮の売上手数料は、大体の直売所は納品引取スタイルで、15～17％くらいである。管理手数料

はバーコードを 1 枚 1 円で売るなどがある。  
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販売許認可販売許認可販売許認可販売許認可    

お店は、複雑なライセンスを持っている。 

生鮮品販売に許可は必要ないが、乳類や食肉、魚介、豆腐などにはそれぞれに許可が必要である。 

お酒の販売についてはハードルが高く、直売所でビールや地酒を売るとなると酒類販売免許が必

要になり、簡単には付与してもらえない。 

製造業許可は、直売所や付帯する飲食店店舗で持っていると、お店で惣菜の詰替え販売ができる。

持っていないと、パック詰めされたものを仕入れて売ることしか出来ない。 

直売所を作る時に申請しておくべき許認可は 

・飲食店営業許可・仕出弁当製造許可・そうざい製造業許可 

の 3 種である。 

 

収益の構造収益の構造収益の構造収益の構造    

販売量は農産物、生鮮が多いが、客単価が一番高いのは加工品である。加工品の構成比率が極端

に低いと売上が上がらないケースがある。 

利益率は 15％以上が必ず必要だが、15％でも相当売り上げないと厳しい。ただしお店に並んでい

る商品はすべてが 15％である必要はない。うまく配分しながらバランスよく売ることが大事で、色々

な複合的な商品ミックスを持っておくことが重要である。 

また、廃棄、万引き等を誘発させないためにレジ位置を設定したり、コーナーミラーを設置する

などの工夫や、ロス率を最初に計算しながらシナリオを作っていくことが必要である。 

お店は来てくれるお客様だけでカウントするのではなく、お店を持っている強みを活かして、宣

伝していくことも考えるべきである。地域の飲食店の方々や主婦が、定期的に買いに来てくれるだ

けで売上が全く違う。また、給食用の野菜販売などの大口取引先や催事販売も重要である。 

 

飲食店の営業飲食店の営業飲食店の営業飲食店の営業    

飲食店には色々な種類があり、提供スタイルや営業の種類が、オペレーションや運営にとても作

用する。お店の作り方が全然変わるので、なるべく早めに決めなくてはならない。また飲食店の売

上高は席数と客単価による。直売所の飲食店は、レギュラーメニューは常にあり、ランチタイムは

セットを提供し、時間帯で提供するものを大きく変えることなく、アイドルタイムはコーヒーを提

供するというのが良いのではないだろうか。 

客単価向上、販売向上にはセット販売はとても有効である。逆に言うとセット販売をしないと儲

からない。お店自体が商品ミックスを持っているように、飲食店にも商品ミックスがある。例えば、

ランチは数をさばくので、原価率がある程度高くなったとしても基本的にきちんと売上額を稼げば

良い。売上額を稼ぐか率を稼ぐかそれぞれやり方があるが、一番有効的な武器が利幅のとれるセッ

トである。 

また、飲食店の売上を上げるのはスタッフである。スタッフ教育は非常に重要であり、スタッフ

のオススメで売上額を上げる飲食店は優秀な飲食店である。 

販売向上策として、飲食店営業許可があれば、そこで製造・パッケージして独自加工品がお店で

売れる。レストランで使っているドレッシングをお店や直売所で売ることも出来る。 



225 

 

更に、季節ごとのイベントを開催、料理長演出や農家ライブなど演出サービスなどで、リピータ

ーを作ることが出来る。 

 

交流施設の運営交流施設の運営交流施設の運営交流施設の運営    

交流施設があることでお客様との交流が生まれる。直売所や飲食店ではなかなかサービス提供が

行き届かない部分も、交流施設があることで地域観光の PR や案内など交流拠点の核となりながら、

地域を PR することが出来る。直売所と飲食店で全てを完結させるだけでは地域は盛り上がらない。

地域の色々なものを紹介し、建設的な役割をするのが交流施設である。 

直売所や飲食店は収益施設のため、提供するものはある程度想定された範囲の中にあるが、交流

施設は公益施設のため、自由な発想で運営することが出来る。 

 

 

②グループワーク 

運営者の視点、利用者の視点、地域のおもてなしという視点、という 3 つの視点をふまえ、「直売

施設」「飲食施設」「交流施設」を担当するグループに分かれ、具体的に戦略や事業計画を立案した。 

実際にお店を運営する時の仮想シミュレーションをしながら、うるま独自のお店やうるまらしい

おもてなしを自由な発想を持ち、現実味のある具体的なものを考えた。また、発表では他の部門に

対して最低 1 つの質問を考え、質問には自分のサービスの裏付けをもって答えた。 
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(３)参加者意見まとめ 

直売グループ① 

面積配分面積配分面積配分面積配分    

野菜５０％→入口入ってすぐに置く。農家さんを応援。毎日使うものだから売れる。 

加工品３０％→お菓子、ケーキ、オクラそば、雑貨などの特産品。単価の高い雑貨類。 

魚介１０％精肉１０％→冷蔵冷凍商品が多く、鮮度の問題もある。あまり出ないのではないかとい

うことでこの面積配分である。冷蔵庫を使用するので壁側につける形にな

っている。面積も狭いので回転を良くし、鮮度の良いものをどんどん出し

ていく。 

 

・野菜売り場を出たところに惣菜、カット野菜、発送、レジ、その後ろにガラス張りで惣菜の加工

所が見えるようになっている。 

 

運運運運営体制営体制営体制営体制    

・経営主体をおき、その中に 7 つの部門を持つ。 

・農家組合、加工部門、水産部門、精肉部門、特産品部門、イベント部門、レストラン飲食店部門 

・全体的に連携が取れているように運営する。 

・加工所がすぐそばにあるということで、手軽さと便利さで付加価値を付ける。ニンジンやパパイ

ヤなどせん切りしたものをおき、レシピも添える。 

・営業時間は朝 7 時から夜 12 時まで。朝早いのは業者さんの仕入れのため。大口のお客さんがとれ

る。遅いのはイオンも遅くまでやっているので、明朝、新鮮な野菜を使いたいという人のため。

共働きの人や仕事が終わってから来られるように。 

 

販売促進販売促進販売促進販売促進    

・試食販売・元気な売り子・音楽を流し活気のある売り場づくり 

・品揃えはうるま市だけでは商品が限られるので、市外県外からも仕入れ商品を充実させる。 
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直売グループ② 

・ルートは右入口から入り、日配を通って非日配に行く流れと左出入り口から入り、お土産や特売

品を通って行く流れ。 

・旬のものは入口付近に置いて、季節感を演出する。 

・バックヤードに近いところに日配品を置いて、生産者がバックヤードの中に持ち込みやすい、生

産者に優しい設計にする。 

・野菜売り場は、有機栽培や減農薬、無農薬コーナーを作り、野菜のソムリエを配置して野菜の特

徴や沖縄の地元野菜の説明をする。 

・レンタル加工所を設け、そこで作ったものを小口の生産者が加工品や漬物を売る。 

・日配の利益は 15％くらいなので、うるまの特産品、お土産、工芸品を充実させていき、うるまの

宝箱として売上を伸ばしていきたい。 

 

管理方法・運営体制管理方法・運営体制管理方法・運営体制管理方法・運営体制    

・価格の調整をする・上限下限の価格設定を表示・特売のルールを作る。 

・生産者が見える仕組み・生産者の写真やコメントなど POP をつける。 

・生産者に年間計画を作ってもらい、足りない部分を把握する。 

・生産者の ID カード。 

・大口のお客様への割引制度を設けリピートを増やす。 

・栽培履歴の管理。 

 

加工所加工所加工所加工所についてについてについてについて    

・加工所は、空いた時間の有効活用ということで、有料予約制でレンタルする。 

・一人衛生責任者がいるという条件をつける。 

・加工所がなく、商品が作れない方へのきっかけになると良い。 
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飲食施設グループ 

客層客層客層客層    

ファミリー層、主婦層、近くの飲食店の仕入れの方をターゲットと捉えた 

1．うるま市食堂 

2．専門店フードコート 小さなお店（揚げ物屋、コーヒー店など）10 店舗 

の 2 施設を設置 

客単価客単価客単価客単価    

１．ランチ 800 円 ディナー1200 円～1500 円 

２．100 円～500 円 

 

接客コンセプト接客コンセプト接客コンセプト接客コンセプト    

・南国的な接客・スタッフが笑顔と感謝の気持ちを持っている・フレンドリー 

・素朴さ・コミュニケーションが取れる身近な接客 

 

内装・外観内装・外観内装・外観内装・外観    

・ワクワク感・木材を多用・緑を多めにして癒しの空間をつくる・沖縄情緒 

・デザイン、POP、ロゴ・清潔感・トイレがきれい・店内、食器が清潔 

・駐車場の入りやすさ 

 

空間空間空間空間イメージイメージイメージイメージ    

・くつろげるスペース・子どもが遊べるスペース・女性同士でお茶のできるスペース 

 

他店にない本物志向、こだわり商品他店にない本物志向、こだわり商品他店にない本物志向、こだわり商品他店にない本物志向、こだわり商品    

・フードコートに専門店を選んだ。商品をひとつに絞ると作りやすくなる。１店舗で色々なものを

作ると管理も難しいし、コストもかかる。小さな専門店だとコストが抑えられるし、材料も吟味

できる。 

・市場の野菜をフルに活用したレストランとの 2 枚看板。 

・ジャスコなどまわりの競合にないような物を作っていきたい。  
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交流施設グループ 

コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト    

ここが拠点になり、自然体験の企画コーディネートをして、地域の事業所と観光プログラムを作り、

最終的には観光客向けのプログラム作りに発展し、観光客と地域がつながる場所に発展していくイ

メージ。 

 

運営計画運営計画運営計画運営計画    

・最初の取り組みは固定客を作る・地元に愛される施設づくり。 

・最初の固定客作りに収益は求めていない。収益施設からの再投資で賄う。 

・料理教室など参加者から体験料をもらうのでマイナスにならない程度のスタート。 

・有料体験を増やしていくことで、収益の柱になるものが出てくるといい。 

・例えばレンタサイクルの運営などで、収益事業にもなり得るのかなと考えている。 

 

施設運用例施設運用例施設運用例施設運用例    

・直売所で販売している生産者や海人と消費者を結ぶような料理教室、野菜作り講習、加工品手作

り体験といった体験ものの開催。 

・エイサーや肝高のあまわりの舞台などを定期開催。 

・世代間交流のため、地域の高齢者の方々との昔遊びや手作り雑貨の催し物。 

・自然や歴史を短期間でもイベントとして学習できる場。 

・農家さんが作った野菜の情報や料理方法まで教えてもらえる。 

・農家さんの作業を、老人会や婦人会の人にコミュニケーションをしながらお手伝いしてもらう。 

・土に触れる体験を通して、健康になるには食べ物が大事ということが伝えたい。 
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参加者の声(アンケートより抜粋) 

●イメージから現実的に考えることで良かった（具体的）だった。 

 

●発表した後にも、やっぱりこうしたいとかいろいろ出てくるので、それをまとめることや、文や

絵にするのが大変でした。発表にあったレンタル加工所はとてもいい仕組みだと思います。収益

性、エンターテインメント性など、将来につながるやり方ではないでしょうか。 

 

●地元と観光客との交流を保つことで、いろいろなコミュニケーションが取れ、今後の展開にも期

待が持てそう。色々な関係性を持ち、今後海外のお客様を引っ張ることもできたらと思う。 

 

●本日の内容としては、もっと時間を掛けて議論できれば、もっと学びを深くできたと思う。 
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第六章 市民参画の取組み 

6666----7777    うるま市農水産業従事者組織及び飲食業関係者グループインタビューうるま市農水産業従事者組織及び飲食業関係者グループインタビューうるま市農水産業従事者組織及び飲食業関係者グループインタビューうるま市農水産業従事者組織及び飲食業関係者グループインタビュー        

(１)概要 

①目  的 

「うるま市農水産業振興戦略拠点施設」を設立する上で、実際に利用する生産者、並びに大口取

引先になり得る飲食業関係者の要望を聞くことで、充実した設備・レイアウト・運営方法の参考

にする。 

 

②日  時 

1)うるま市 4漁協組合長インタビュー  平成 26 年 1 月 9 日(木) 14：00～17：00 

2)うるま市農業委員会インタビュー   平成 26 年 1 月 10 日(金) 10：00～12：00 

3)うるま市農業青年クラブインタビュー 平成 26 年 1 月 10 日(金) 13：00～15：00 

4)うるま市飲食業関係者インタビュー  平成 26 年 3 月 19 日(水) 15：00～17：00 

 

③場  所 

1)うるま市 4漁協組合長インタビュー  うるま市与那城庁舎 3F第 1 会議室 

2)うるま市農業委員会インタビュー   うるま市役所石川庁舎 2階 会議室 AB 

3)うるま市農業青年クラブインタビュー 健康福祉センターうるみん 3階視聴覚室 B 

4)うるま市飲食業関係者インタビュー  うるま市商工会与勝支所 

 

④参加者(敬称略) 

1)うるま市 4漁協組合長インタビュー 

泉 宏昌(与那城漁業協同組合長)、若津 武徳(石川漁業協同組合長)、 

上原 勇行勝連漁業協同組合長)、外間 尹孝(南原漁業協同組合長) 

 

2)うるま市農業委員会インタビュー 

山口 榮勝(農業委員会会長)、島袋 昌廣(農業委員会)、兼城 はるみ(農業委員会)、 

兼堅 初子(農業委員会)、金城 和子(農業委員会) 

 

3)うるま市農業青年クラブインタビュー 

小橋川 師行(農業青年クラブ会長)、国吉 千景(農業青年クラブ)、 

富山 大吉(農業青年クラブ)、當間 大樹(農業青年クラブ) 

 

4)うるま市飲食業関係者インタビュー 

嘉手納 優也（有限会社ニュー三和）、仲村 剛（有限会社キャッスルハイランダー）、 

中 隆弘(株式会社ぬちまーす) 
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(２)実施内容 

①うるま市 4 漁協組合長インタビュー 

漁協ごとの現状及び課題漁協ごとの現状及び課題漁協ごとの現状及び課題漁協ごとの現状及び課題    

1.勝連 

90%モズク、漁は主に潜り漁。販売先も決まっている。単価の上下はあるが、これは商売上仕方

がない。ものが足りないくらいよく出ている。シーズンは 2～6月。 

自分たちで 2次加工、3次加工を行い勝連ブランドとして売っている。餃子、スープ、タレ、モ

ズク醤油(モズク 50%配合)。生モズクは 250ｇ、3Kg、5Kg。主に観光客のお土産や本土に出荷。若

者の従事者は年 2～3人程度増えている。養殖の場所が無いため、新規参入は難しい。 

 

2.石川・具志川 

組合員 石川 24人 具志川 22 人 

直売所開店に向け 6 次産業化に取り組み始めている。マグロ、ソデイカ、潜り漁、刺し網、ば

いがい、ワタリガニ、ヒジキ。鮮魚、イカ汁は産業祭りなどで好評。マンビカー(シイラ)も名産

化を考えている(フィッシュバーガー、ジャーキーなど)。沖縄は生産者による加工・販売の力が

弱く、課題である。 

 

3.与那城 組合員 正 90 名 準 40 名 

物は取れるが、出しすぎると値崩れが起こる。原因は仲買人が減っており、仲買人一人で抱え

ている得意先が限られているため。イカなどは大きな冷凍庫に溜めている。一夜干しなど加工し

て売ることも考えたい。取れたものの出口戦略が課題。 

正組合員と準組合員の違いは、年間の漁獲量による議決権の有無。 

 

4.南風原 組合員 35 名程度 兼業が多い 

漁港に 10 年ほど前から 29 坪程度の直売所があり、漁師が釣ってきたものは自分でさばいて売

っている。値段は固定制のため相場の上下はない。直売所はものが足りなくなるぐらいの集客が

ある。居酒屋関係の業者も多い。勝連城跡に行く観光客も多い。集落の行事でイカ汁などを出す

こともあり、良く売れる。 

 

販売方法について販売方法について販売方法について販売方法について    

・2次加工をすればよく売れるようになることは分かっている。 

・単価を考えるなら、加工、パックまでして卸すのが楽で良い。 

・直売所では、冷凍・冷蔵・捌きなどを行う常駐の人間が必要である。 

・組合ごとに商品をまとめて納入できれば良い。 

・勝連は日曜市をやっているが、モズクの季節以外に開催している。モズクの季節になると手が回

らない。 

・ほね貝の殻など、地元ではあまり価値の無いものがお土産物として観光客に売れる。2枚貝のアカ
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貝の刺身もよく売れる。このように沖縄の外で価値を持つものがまだあるのではないかと考えて

いる。 

・4漁協とも沖縄市のパヤオなどにもよく卸している。 

・4漁協ともネットでの販売は生もののためほとんどない。 

 

後継者について後継者について後継者について後継者について    

・4 漁協の現在の平均年齢は 50 代前半程度である。勝連は跡継ぎが増えているが、親からの受け継

ぎが多い。新規就労は無い。石川・具志川、与那城、南風原は跡取りが減っている。 

・労働がきつく、収入が安定しないのが問題ではないかと考えている。「うるま市農水産業振興戦略

拠点施設」ができることで収入が安定して、新規就労や跡継ぎが増えるのではないかと期待して

いる。 

 

施設運営について施設運営について施設運営について施設運営について    

・漁協として品物を卸すだけでなく運営にも関与していきたいと考えている。(勝連) 

・どのような運営方針なのかを早く決めてほしい。 

・石川地区は距離的に遠い。生ものの衛生面もあるため、回収システムなどの考慮が必要になる。 

・セリと直売所でどちらが漁師にとって利益になるのか、まだよく見えていない。 

・おつとめ品を、併設されるレストランに翌日分として卸すことも考えられる。 

・値段を下げるタイミング、売れ残りの廃棄、レストランへの納入など、生もののため農産物と異

なるルールが必要になる。 

・最初からは完璧にうまくいくとは思っておらず、やってみないとわからないところがある。最初

の 1年程度はテスト期間として売れ筋やニーズを探る期間と考えている。(与那城) 

・他施設と差別化するために、うるま市にしかないものを打ち出していかなければならない。 

 

加工所加工所加工所加工所についてについてについてについて    

・生ものを加工できるように加工所は必要である(水洗い場所、加工場所、油などを使える場所、冷

蔵庫)。また、レトルト系を作る機械、製氷機も必要になる。 

・今年液体充填機を購入するのだが、それを置くのに衛生管理区域が必要になった。現在糸満の施

設に頼んでいるが、区域を作るのなら共同使用のため持ってくることも可能である。(勝連) 

 

特産品について特産品について特産品について特産品について    

・天然の海ブドウがある。季節限定での販売ルートがほしい。(与那城) 

・トビイカの塩辛、一夜干しなどを作りたい。(与那城) 

・イカ団子やシュウマイ、かまぼこ等も特産として考えられる。 

・台風以外であればものを揃えることはできる。 

・「うるま市の天然ものシリーズ」というものは面白いかもしれない。 

・将来的には観光客も視野に入れて、うるまの旨いものを発信していきたい。  
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②うるま市農業委員会インタビュー 

現状及び課題現状及び課題現状及び課題現状及び課題    

・作物の量を作れる自信はあるので、早く売れる場所がほしい。 

・具志川地区(直売所建設予定地周辺)が、うるま市の中で農産物の生産量が多いのだが、水が引か

れていない。人力で水を持ってきている。 

・現在は JA 系列のちゃんぷるー市場とはごろも市場をよく使用している。 

・読谷の直売所は組合が地域優先のため出荷することができない。 

・本土に出荷する際に共同選果を通すと、手数料は 45%程度かかる。しかし大きさの選定やパッキン

グを自分でやることを考えると、手数料はそれほど負担には感じていない。県内向けは 25%となる。 

・南風原地区に地下ダムがあるが、塩分が多く夏場は熱湯になってしまう。 

 

直売所について直売所について直売所について直売所について    

・農家にとって売る場所が増えるということはありがたいと考えているので、直売所ができ、そこ

で利益を上げられれば、組合員も出荷量も増えていくだろう。 

・うまんちゅ市場のように、調理方法などを店員からアドバイスを貰えるようになっていると良い。 

・小さい農家に特別な野菜を生産してもらうことで、大規模農家と差別化が図れるのではないか。 

・以前、泡瀬に直売所が私設でできたが、宣伝不足や組合員を集めきれずに頓挫してしまった。組

合員を募集するには JAの協力が必要になってくるだろう。 

・バックヤードは大きく作ってほしい。狭いと農家同士のトラブルの元になる。 

・各地域に集荷場があっても良いのではないだろうか。JA は通常 15%の手数料だが、集荷をお願い

すると 20%。 

・イベント広場があると良い。朝市、夕市などを開けば集客効果もあるのではないか。現在公民館

で朝市を行っているが、これは地域の高齢者や車で動けない生産者の品物を売ろうという目的で

行われている。 

・朝市は生産物を売る場所、夕市はコミュニケーションを取る場所になると思う。 

・観葉植物・鉢物を売る場所も必要である。現在生産者・購入者は定年された方が多い。 

・運営形態がどうなるのかが気になっている。早めに確定させてほしい。 

 

加工所加工所加工所加工所についてについてについてについて    

・「うるま市生活研究会」で味噌や焼き肉のタレなどの加工品を作っている。しかし現在はイベント

時のみの販売のため、直売所ができればそれらも販売したい。 

・クッキーやお餅を海の駅あやはしで売っている。 

・キンカンのジャムやモズクの佃煮も作って売ることもある。これらを、加工所ができればそこで

作り、売っていきたい。 

・野菜などは直売所に出しても全て売り切れることはないため、そのようなおつとめ品を加工所で

加工や、併設の飲食店で引き取ってくれるようなシステムがあると良い。 

・加工所は併設だけでなく各地域につくることによって、その地域色のある加工品ができてくる。

現在作っている味噌などは寝かすことが必要なため、直売所併設の加工所では場所を取ってしま
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うため難しいと考えている。 

・現在の加工施設である「創作館」(30 坪程度)が無くなってしまわないかを心配している。創作館

はコミュニティセンターの役割も果たしているが、老朽化しているためその代替施設として直売

所の加工所を利用したい。 

・現在の創作館の利用頻度は生活研究会だけで週 2 回程度。直売所ができて売れるようになれば、

更に利用日数が必要になる。お惣菜を作るのであれば毎日利用する事になるだろう。 

 

生産者の増加策について生産者の増加策について生産者の増加策について生産者の増加策について    

・市の政策でハウスや加工所などを各地域に作り、楽に仕事や出荷ができるようになれば収入も増

え、農業の担い手も増えるのではないか。(糸満など南部は積極的に補助している) 

・新規で入ってくる人には具志川ではなく、水のある与勝を勧めている。 

・200～300 坪の比較的小規模な農家を増やすため、ハウスへの補助金や、農家が自分で生産作物を

決められるようにするために戦略作物限定の補助の見直し、リタイアした人を取り込むため、年

齢制限による補助の見直しなどをすれば、新規就労者が増えるのではないか。 

・農家の平均年齢はおおよそ 50 代。新規に始める方よりも跡取りが始めることが多い。 

・地域の生産物の作付けや品種をコントロールやするために、プロデューサーやコーディネーター、

アドバイザーのような方がいるとありがたい。農協の OB などを利用できないか。 

・売れ筋商品や品種についての説明会・セミナーが開催されるのであればぜひ参加したい。 

 

畜産について畜産について畜産について畜産について    

・畜産に関してうるま市は豚の産地でもあり、繁殖牛の産地でもある。畜産、特に牛は若者の就労

者が増えている。 

・遊休地が牧草地になっているところもあるため、農家としては危機感を感じている。 

・豚の団地厩舎が南風原地区、平敷屋地区、石川地区の 3か所程度ある。 

 

特産品について特産品について特産品について特産品について    

・うるま生産物として、丸オクラ(勝連)、ニンジン(津堅)、さやいんげん(石川)、小菊(電照菊)、あま

さん、タンカン、マンゴーが挙げられる。 

・マンゴーはインターネットなどで販売しているところもあるが、共同選果のほうが値段の良い時

もある。 

 

レストランについてレストランについてレストランについてレストランについて    

・ハンダマなど沖縄独特の旬の野菜をレストランで提供したほうが良い。(ハンダマのしゃぶしゃぶ

など) 

・銀座の「農家の台所」というレストランでは、椎茸の工場が見えるようになっていた。このよう

な見せ方も良いのではないだろうか。 

その他その他その他その他    

・うまんちゅ市場などは夏場に売り上げが上がっているが、これは通常の農産物ではなく贈答品の
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果物が増えているとのこと。 

・うるま市はエコファーマー取得の生産者が多いが、現在のところそのメリットが見当たらない。

これをブランド化していくことが必要。 

・生産者は直売所ができることを心待ちにしている。早く出来上がってほしい。 

 

 

③うるま市農業青年クラブインタビュー 

現状及び課題現状及び課題現状及び課題現状及び課題    

・葉野菜は収穫が大変。また台風が来ると葉野菜は簡単にダメになる。台風を見越して早めに収穫

しても、最初に収穫したものから鮮度が落ちていくため、保管できる冷蔵庫が欲しい。本土では

葉野菜はハウスで生産している。現在個人でハウスを作ることはコスト的に難しい。(小橋川) 

・観葉植物は相場が安定しない。値付けがほぼ直感で決められる。ファッション感覚で購入する方

が多いため、新種の種のルートなどが確立されると、それだけでこれまでのものの値崩れが起こ

ることもある。逆に流行に乗るような形で新しい仕入れルートを確立していこうと考えている。

またそのようなものは海外から買い付けることが多いことや、小鉢のポットは石油製品のため、

為替相場にも影響されやすい。 

・多肉植物を作っているが、沖縄でやっている人が少ない。沖縄の気候に合いづらく、ビニールハ

ウスで管理をしなければならないため。小さい小鉢で出すと本土生産物との競合で負けてしまう。

そこで大きめのものを生産することで、差別化を図っている。(富山) 

・現在一人で農業を行っているが、どうしても人手が足りなくなる。雇用を入れて生産を拡大する

か、一人でできる範囲で抑えるか考えている。また、女性の生産者が少なく交流もないため、活

動しづらいところがある。しかしセミナーや講座などでは見かけることもあるので、これからの

増加に期待をしている。育児をしながらの職業として、比較的自由に時間の融通が利く農業は適

していると考えている。(国吉) 

・出荷の割合は、ほぼ直売所(小橋川)、直売所 9 割・個人売買と共選 1 割(国吉)、ほぼホームセン

ター、たまに個人売買(富山)、9割花のセリ市場、5%直売所、5%個人売買(當間)。 

・うるま市の農業青年クラブの人数：9名。 

 

農地について農地について農地について農地について    

・沖縄で農業をしたいという本土の人は多いが、本土の人には農地を貸さないという地主もいる。 

・農家の後継ぎで有利な点は、イニシャルコスト(初期投資)が掛からないこと。土地も探す手間が

掛からない。 

・ほとんどの農地は借地なので、契約が切れたらまた新しい土地を探さなくてはならない。借地も

地主の都合で契約期間が決まるため、長期に安定して契約をすることが難しい。 

・新規の生産者を増やすには、農地の確保を容易にする必要がある。やりたいという若者はたくさ

んいる。 

・貸すと自分の土地を取られるという意識を持つ地主の方も多い。 
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・水を引ける農地でも地主の意向により不可の場合もある。 

・現在自然水を引いているが、pH の安定や台風が来るたびに汚れた水が出たりするため、まとまっ

た資金ができれば安定した上水道を引きたいと考えている。 

・年間の借地料の負担はそれほど重くないと考えている。 

 

特産品・ブランディングについて特産品・ブランディングについて特産品・ブランディングについて特産品・ブランディングについて 

・うるま市では様々な農作物を生産しているが、読谷の紅イモのようにストーリーのある作物が少

ない。また、作物の生産量や知名度で突出したものがなく、ほとんどが 2位か 3位ぐらいである。 

・豚肉ではモズクを飼料に混ぜて食べさせている「美ら海豚」というのがある。その他の特産品も

含め、うるま市として押していくブランドの確立が必要。 

・減農薬やエコファーマーを謳って値段を上げると、沖縄の消費者は通常の農産物を購入するため、

同等の値段で出さざるを得ない。そのためエコファーマーの生産物や EMを使った生産物に対して

のメリットがまだ無い。ただし、県外に出荷する場合はエコファーマーや低農薬の生産物は売り

になるかもしれない。 

・白いゴーヤーや紫のオクラなど、変わりものを出しても消費者は通常のものを購入する。 

・直売所に出ている商品は減農薬・無農薬の商品だけという誤解を持っている方もいる。 

・加工品で野菜チップス、ドライトマト、干芋などは保存も効くし良いのではないか。 

 

生産者増加策について生産者増加策について生産者増加策について生産者増加策について    

・収入の安定と新規農家の増減はあまり関係がないと感じる。好きでやっているので収入の安定は

大きな魅力ではない。 

・現在農業をしている方々の後継ぎである 50～60 代の世代は、農業を営んでいない方も多い。更に

その下の 30～40 代の就農者は少なくなっている。 

・新規に参入する場合、知識が無いため無駄な手間を掛けてしまうことが多く、そのための助けと

して農業青年クラブを利用してほしい。また、普及センターに来る新規就労希望者の情報が入っ

てこない。入ってくれば農業青年クラブとして勧誘することもできる。 

 

世代間の情報共有について世代間の情報共有について世代間の情報共有について世代間の情報共有について    

・技術を持っている農家さんに、技術のレクチャーをしてほしい。現状は技術を共有する場が無い。 

・昔から農業をしている方々の中には、新しい技術やノウハウに対して過剰に拒否反応する方も多

い。 

 

施設施設施設施設運営について運営について運営について運営について    

・運営をうまく行っていけるのであれば、運営主体の県内外はこだわらない。どこが運営者になる

としても、生産者や市民の意見を拾い上げる運営を行ってほしい。現在運営主体が決まっていな

い中でワークショップなどを行っているが、決定した運営主体がワークショップの成果を反故に

することが無いのか危惧している。 

・商業的な側面と、役所の考える公平性とを両立させることは難しいので、折り合いや融通が利く
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ように、時代の流れや変化に対応できる体制を組んでほしい。 

・泡瀬の私設直売所が組合員を集めきれずに失敗した。農産物直売所の生産者組合やシステムなど

はノウハウを持っている組織に委託するのは良いと思う。 

・冷蔵庫などが完備されたデポ(集荷場)であれば、手数料が 20%になっても利用したい。 

 

その他その他その他その他    

・ホームセンターに委託した観葉植物の手数料は 30%。野菜は 17%。 

・観葉植物、多肉植物は最近個人売買が増えてきている。 

 

④うるま市飲食業者関係者インタビュー 

もずくもずくもずくもずくチャンプルーチャンプルーチャンプルーチャンプルー丼について丼について丼について丼について    

・うるま市の商工観光課から話が来て、3業者が現在メニューに載せている。現在各業者とも出るの

は 0～2 食/日程度で、注文するのはほぼ観光客のみとなっている。地元の認知度が低いため、地

元の人に愛されるものでないと本当の名物にはならないと感じている。 

 

メニューについてメニューについてメニューについてメニューについて    

・黄金芋を使ったカレーや、島ラッキョウを使ったペペロンチーノなど、地元産にこだわったメニ

ューを考えている。(中) 

・通常のグランドメニューには、EM にこだわった野菜や卵を使っている。EM プラザを通して牛肉

を購入。豚肉は我那覇畜産。ランチバイキングに関しては与勝朝市で仕入れたものも使っている。

(仲村) 

・オクラ麺など、勧められて使えるものは使っている。また野菜なども極力市内産を使用するよう

にしている。(嘉手納) 

・3社とも食事はランチが主になっている。 

 

仕入れについて仕入れについて仕入れについて仕入れについて    

・夏場は全体的に野菜が足りなくなる。特に台風後には野菜、魚介類の確保に苦労する。 

・与勝の朝市も利用しているが、週一での開催なので 1 週間分をまとめて仕入れるのは不可能。こ

のように量的な問題もあり、仕入れはほとんど青果店さんを通じて仕入れを行っている。 

・県産品と県外産品の価格が同程度ならば、県産品を使う。しかし、県産品でも県外産品より少し

でも高ければ、経営上県外産品を使わざるを得ない。 

・肉、魚についてはうるま市産のものは高いため、うるま市産にこだわっていない。これも業者に

発注して購入している。「美ら海豚」もほとんど市外で消費されているようだ。 

  



239 

 

与勝朝市について与勝朝市について与勝朝市について与勝朝市について    

・毎週木曜の 8 時から開催しており、主に与勝の地下ダムを使用している農家が出荷している。現

在、商品も少なく、出荷者も購入者も同じ顔ぶれになってしまっている。 

・ここを運営主体の実習の場として使用するのはどうだろうか。ここを実習の場とすることにより、

運営主体による生産者のネットワーク構築も期待できる。 

 

施設への要望について施設への要望について施設への要望について施設への要望について    

・宴会は会場が空いていれば 5 日前ぐらいの予約でも受ける。その際の急な発注にも応えられるよ

うな体制や、デリバリーの対応があると良い。 

・ランチの仕込みの時間を考えると、飲食業としては朝 7：00 頃から開店してほしい。また、居酒

屋の経営者などは昼過ぎ頃からしか動かないので、その時間帯にも商品が出荷される体制を作っ

たほうが良い。 

・できればうるま市産を売りにしたメニューを提供したい。そのためにこのような施設ができて、

農水産物が安定供給されればありがたい。 

 

客層について客層について客層について客層について    

・ランチの客層は 3 社とも年配の女性がメイン。シルバー65％、大人 30％、子供 5％程度の割合。

女性 70％、男性 30％。 

 

その他その他その他その他    

・食材が偏って生産されている。種類や量がコントロールできていると助かる。 

・フルーツの種類が少ないため、フルーツの生産を増やしてはどうか。 

・うるま市産の食材を買う場が無く安定して仕入れができないため、「うるま市産使用」と謳ってメ

ニューを出すことが難しい。 

・名護の JA ファーマーズマーケットで、くーぶいりちー(昆布の炒め物)や中味汁などの食材パック

を売っており、嘉手納辺りから名護まで買いに行っているという話を聞いた。うるま市でもこの

ような商品を置いてみてはどうか。 

・健康ブームで消費者の食材に対しての食品成分などの知識が高まっている。 

・ランチバイキングで一番の人気食材はてびち。問い合わせがあるぐらい人気になっている。家で

はなかなか作らないものに人気がある。(ニュー三和、キャッスルハイランダー) 

・うるま市の需要と供給の正確な現状調査を、時間を掛けてでも行ったほうが良い。農家も需要が

分からないため、大量生産しにくい現状があるのではないだろうか。 

・農家さんが店頭で生産物の調理方法などを教えてくれると良い。 

・現状、市民への直売所の知名度はほとんど無いと感じている。 

・農家から直接営業を受けたことはほとんどない。直接来てくれれば条件次第で契約も考えられる。 

・主婦の団体などにもヒアリングを行ってはどうか。実際に使う人に意見を聞いたほうが良い。 

  



244 

 

第六章 市民参画の取組み 

6666----8888    施設レイアウトに施設レイアウトに施設レイアウトに施設レイアウトに関する関する関する関するグループワークグループワークグループワークグループワーク        

(１)概要 

①目 的 

「うるま市農水産業振興戦略拠点施設」の施設全体レイアウトについて、これまでの市民ワーク

ショップなどの経緯を踏まえながら、うるま市関係部署及びうるま市内関連団体とのグループワ

ークを行い、更に考察を深める。 

 

②日  時   平成 26 年 4 月 10 日（木） 

 

③場  所   うるま市与那城庁舎 3Ｆ会議室 

 

④参加者 

うるま市役所建設部建築工事課 課長 仲間 稔、係長 田場 直樹、砂川晃平、玉城ゆかり 

うるま市役所経済部農政課 係長 岸本 力、主事 知念 三雄 

うるま市商工会事務局長 比嘉 毅 

うるま市観光物産協会 鈴木 建太朗、真鶴 さやか 

地域活性化プロモーションうるま 中村 薫 

ＪＡ沖縄中部地区営農振興センター農産部部長 與儀 光二 

株式会社カルティベイト代表取締役社長 開 梨香、神田 航平 

有限会社長谷部建築研究所代表取締役 長谷部 廣、仲村 敏樹 

株式会社ネクストシステム・コンサルティング代表取締役社長 銘苅 康弘 

 

(２)内容 

各付帯施設について 

各施設についての理解を深めレイアウト決定する為、実際に施工に関わる部署も含めグループワー

クを行った。 

 

駐車場について駐車場について駐車場について駐車場について    

・直売所は大きめの野菜等、重量物もあり駐車場の位置を考慮してほしい。 

・隣地に大規模店の出店計画があり、駐車場について共用の提案をしている。 

 

コミュニティ施設についてコミュニティ施設についてコミュニティ施設についてコミュニティ施設について    

・今回の事業の中でコミュニティ施設は必要かとの意見もあるが、施設の運営上、公益性も考慮

するので必要である。 

・与勝地下ダムの水の利用促進を図る為の会議の場として利用することも考えられる。 

・利用目的を設定すれば 2 階にあっても利用される。 
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・勝連城跡との抱き合わせで観光のルートになり得ると思うのでそれを見込めばレストラン 2 階

のコミュニティ施設も十分に活用できる。 

・コミュニティ施設を 2 階に配置し会議室・団体席としての併用型にできるとよい。 

・可動間仕切りで分割して使えるようにした方がよい。 

 

フードコートについてフードコートについてフードコートについてフードコートについて    

・１階の空いたスペースにフードコートを設ける。 

・直売所の前にフードコートを設けると直売所利用者と干渉するので、フリーにしておいた方が

よい。 

・おんなの駅のように小さい店舗が並んでいてそれぞれで選んで購入して楽しみながら食べると

いう形態を考えている。本格的に食事をしたい方はレストランを利用するという形態はどうだ

ろうか。 

 ・１フロアの中にメリハリをつけたフードコートとするか、通路沿いに並ぶ形式のフードコート

とするか要検討が必要である。 

 ・実演販売は客を引きつける効果が高いのでよい。 

 ・産業まつりのような出店でもよい。フードコートの出展品はサーターアンダギーやてんぷら等

の身近なものでも十分だと思う。 

 ・レストランは本格的な食事。フードコートを軽食として競合を避ける。 

 

情報センターについて情報センターについて情報センターについて情報センターについて    

・情報センターは農産物の情報発信や観光情報を発信する機能を持った、うるま市内の情報を提

供する目的と考えているが、常駐者を設けるかどうかの検討も必要。 

・無料で休めるスペースと情報センター、フードコートを集約すれば食べながら、休みながら情

報を見ることができるのでその形態がよい。 

・休憩するスペースは必須と思うので情報センターとまとめてよい。 

・情報センターではなくコーナー的なスペースとした方がよい。また農産物の説明も売っている

場所で提供する方がよい。 

 

バックヤードについてバックヤードについてバックヤードについてバックヤードについて    

・施設がＬ型の配置なので、後方部分を直売所からレストランまでバックヤードでつなげば材料

等の搬入出がスムーズにできるのではないか。 

 ・荷捌きは 400 名の農家の利用がある。ほとんどが 60 歳以上の高齢者なので平坦な方が利便性は

よい。また、雨の日はいったん荷卸しして駐車場に車を置いてから搬入するので庇は長い方が

よい。 

 ・冷蔵庫は夏季の野菜不足や台風時の影響があるので 6～10 坪は必要になる。 

 ・直売所の事務所には金庫、サーバー室は設けた方がよい。 

 

以上の意見も踏まえ検討し、基本設計に反映させていく。 


