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図１ 三八地域の産直施設年間販売額の推移 

 

 

 

 

 

＜活動事例の要旨＞ 

青森県三八地域の農業形態は、水稲を主体に果樹や野菜など多様な作目構成で、県内

の他地域と比較しても作付け品目の豊富な地域である。三八地域の産直活動はこうした

少量多品目地帯の特長を生かした農村女性の起業活動として昭和 63 年に始まった。平

成３年には「名川チェリーセンター」が開設され、施設数・販売額とも右肩上がりで伸

び、青森県内の先進地域となった。また、その活動は直売・加工にとどまらず、食育や

農作業体験等多岐にわたるようになった。 

しかし、販売額が平成 17 年に初めて前年を下回って以来、産直内ではこのままでは 

いけないという危機感が高まっており、平成 18 年に普及指導室が実施した管内産直 11

施設 312 名の会員を対象としたアンケート調査では「販売額が伸び悩んでいる 88％」

「5 年後の年齢構成 60 歳代 65％、70 歳代以上 30％」「5 年後は活動を縮小する・や

める 22％」との結果が得られた。 

 産直活動は農村女性にとって生涯現

役で活動することができる半面、世代

交代が進まないという問題がある。三

八地域の産直においても、構成員の高

齢化や後継者となる若手の人材不足、

施設の老朽化や産直施設の乱立による

顧客の奪い合い、活動のマンネリ化と

いった問題が表面化していた。 

 そこで、①魅力ある売り場づくり、

②魅力ある人材づくり、③消費者理解

促進・ＰＲ強化の３つを柱に、産直施設診断、産直マイスターの育成、産直間の連携支

援等の普及活動を展開した。 

 その結果、産直に関する専門的な知識を持った「三八産直マイスター」が 40 名誕生

し、産直の魅力アップに向けた活動を開始した。また、一連の普及活動を通して管内の

産直組織の間にネットワークが生まれ「三八産直ネットワーク」の組織化に至った。平

成 19 年に 13.6 億円であった販売額は平成 22 年には 14.4 億円に増加し、着実に取り組

み成果が表れてきた。  

 

１．普及活動の課題・目標 

（１）対象の概要と課題 

 昭和 63 年頃から管内では産地直売所を主体とした農村女性の起業活動に先進的に取り

組み、件数・販売額ともに右肩上がりの成長を続けてきたが、平成 15 年ころから伸び悩み、

平成 17 年には初めて前年を下回った。平成 19 年には、産直施設数は 20 ヵ所、販売額 13.6

億円となっていた。また、産直内では長年にわたる産直活動により、施設の老朽化や、会

員の高齢化、活動のマンネリ化が深刻化していた。 

 その一方、全国的に農薬不適正使用や食品品質表示偽装等、食の安全・安心に関わる問

題が多発する中、三八地域においても安全・安心で旬が感じられる食品が求められ、消費

者の産直に対する期待も高まっていた。 
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 このため、産直に関する知識やノウハウなど専門的な知識を持つ人材の育成や、アドバ

イザーによるモデル産直の経営診断及び分析による産直施設改善、産直が一堂に会するイ

ベントの開催等による産直活動のＰＲをすることにより、消費者ニーズに対応した人材育

成や魅力ある売り場づくりの推進を図る必要があった。 

（２）改善方向と最終目標 

管内の関係機関等と検討し次のように改善方向を定めた。 

ア モデル直売所の診断結果を各直売所に波及させる。 

イ 「三八産直マイスター認定制度」の実施により、消費者ニーズに対応した人材の育

成を図る。 

ウ 産直フェア及び産直の日の実施による産直活動のＰＲ強化を図る。 

そして、 終目標を「消費者ニーズに対応できる人材育成や魅力ある売り場づくりを推

進し、消費者に対するＰＲを強化することで、産直の活性化が図られる」とした。 

（３）目標達成までの経路 

 

（改善方向）     （指導事項）    （指導結果）     （成果） 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

２．普及活動の内容 

（１）魅力ある店舗づくりに向けた産直施設診断 

これまで、普及指導員や産直代表者等がチェックリストを用いた産直診断を実施したこ

とはあったが、外部の専門家を活用することで、産直会員の意識改革を図るため、中小企

業診断士による店舗診断、経営診断を実施することとした。 

まず、１年目となる 21 年度には、モデル産直を公募し「産直たっこや」と「なんぶふ

るさと物産館」を対象に、店舗内の配置、陳列方法や販売計画、作付け計画などについて、
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写真１ 診断を受けるモデル産直の会長 

写真２ 産直マイスター認定試験 

中小企業診断士から、きめ細かいチェックと改善に

向けた具体的なアドバイスをもらった。 

また、モデル産直施設以外の施設に対しても店舗

診断を実施し、その後、管内の産直組織を集めた「産

直診断結果報告会」を行ったところ、産直間の情報

交換が進み連携が深まった。 

２年目も別の２ヵ所のモデル産直施設を対象に産

直施設診断を実施し、各産直とも店舗や運営方法の

改善に取り組み、販売額を拡大することができた。 

産直施設診断を実施したことで、これまで生産

者側の論理で行ってきた販売方法について、陳列

位置を変えることによる坪単価の違いや、入口の左側やレジの周辺に売れ筋商品・目玉商

品を置くこと、蛍光灯と白熱灯、自然光の取り入れ方の違いで商品の見栄えが変わること、

ＰＯＰやポスター、のぼりの効果的な活用方法など、消費者側の視点に立つことの大切さ

が再認識された。 

（２）専門的な知識を持つ「三八産直マイスター」の育成 

消費者ニーズに対応できる産直に関する知識に

長けた人材を育成しようと、平成 21 年～22 年度

の２ヵ年間、「三八産直マイスター」の認定制度を

実施した。 

産直マイスターは産直を牽引する新しい人材の

掘り起こしも目指しているため、65 歳未満を条件

として各産直施設から 1 名の候補者を推薦しても

らい、その候補者を対象として養成研修会を実施

した。 

養成研修会は、消費者ニーズに基づいた生産者

の意識改革を目指し、食品表示や食品衛生、農薬

適正使用、エコファーマー制度等の環境保全型農業、陳列方法、接客方法、販売促進技術、

産直施設運営等多岐にわたる内容とした。この養成研修会の実施にあたっては、農業普及

振興室内の野菜担当、果樹担当、農薬担当の普及指導員と協力するとともに、保健所や農

政事務所、接客の専門家、道の駅駅長等産直の専門家とも連携し、より専門的・実践的に

学ぶことができるように工夫した。 

養成研修会終了後には産直マイスター認定試験を実施。管内市町村農林関係課長や産直

アドバイザーで構成する認定審査会において試験の得点と小論文等を審査し、7 割以上の

得点者を認定した。 

認定者へは顔写真入りの「三八産直マイスター認定証」を授与し、消費者へＰＲするた

め各産直施設内に掲示するようにした。 

23 年度以降には、習得した知識をより深めてレベルアップを図るためのフォローアップ

研修を実施し、継続して支援を行っている。 

（３）消費者の理解促進を目指したＰＲ活動 

 毎月１日を「産直の日」と定め、各産直施設において、月替わりの目玉商品販売や、特

売コーナーの設置などそれぞれの産直が工夫を凝らしたイベントを実施し、消費者へ産直

施設のはしごをしてもらう取組を始めた。「産直の日」と一目でわかるようにのぼりも作

成した。 
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写真４ 三八地域産直マップ 

写真３ 大集合！産直・郷土食フェア 

写真５ 三八産直ネットワーク設立総会

 産直会員が消費者と直に接し、消費者の生の声を

聞く機会を設けることが産直の再活性化には必要で

あることから、年１回、大集合！「産直・郷土食フ

ェア」を開催することとした。このイベントは消費

者の産直活動に対する理解を深め、各産直施設の集

客力を高めることをねらいとした。特に「三八地域

にはこんなに産直がある」ということを宣伝し、イ

ベント後に産直を巡ってもらうことを目指して展示

等の工夫をした。フェアの内容としては管内産直に

よる農産物や加工品販売に加え、その場で郷土料理

を食べることができるコーナーや郷土料理づくり教

室、工芸品づくりの実演 

等も行った。 

 また、八戸市内への新聞折り込みチラシを配布し

た結果、２日間で約 7,000 人あまりの集客と、300

万円を超える売り上げになるなど、フェアは大盛況

で、現在も毎年継続開催されている。このイベント

は新商品の発表や試食アンケート、産直施設に対す

る意見要望等の把握にも活用しており、産直活動の

運営改善にも役立っている。 

 地域の産直施設に数多く足を運んでもらうことを

目的に、平成 22 年に「三八地域産直マップ」を２

万部作成して各産直施設において来店者へ配布した。 

（４）産直組織間の連携を強化するネットワーク組織への支援 

 普及計画の２年目に結成された産直ネットワー

クの活動を軌道にのせるため、まず、産直間の情

報交換を進め、お互いの産直に対する理解を深め

るために、ネットワークに加入している産直施設

の視察研修を実施した。実際に産直施設代表者か

ら説明を受けながら店舗を見ることで、共通に抱

える課題が明らかになったり、すでに解決済みの

問題については未解決の産直がその解決方法を学

ぶことができるとても良い機会となった。 

 また、視察研修後には産直が抱える課題につい

て整理し、ともに解決策を話し合うワークショ

ップも開催し、参加者各々が産直の課題解決に

ついて考えることができた。 

 

３．普及活動の成果 

（１）産直施設診断結果に基づく店舗改善 

 産直診断を受けたモデル産直の中には、これまで販売額１億円の壁を越えられずにいた

が、診断結果に基づく店舗改善、運営方法改善に取り組み、念願の販売額１億円を達成し

たところや、町の支援を得て、建物の改築、新規会員の募集をし、リニューアルオープン

した結果、約 1.5 培の売上をあげるまでに成長した産直もあった。また、産直診断で会の

運営方法についてアドバイスを受け、女性のみの組織に男性会員が加入し、組織が活性化
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した産直施設もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「産直マイスター」の誕生による次世代リーダーの成長 

 ２ヵ年で 40 名の「産直マイスター」が認定され、産直の魅力アップに向けた活動を展開

した結果、それぞれの産直マイスターは、食品表示や食品製造許可に関する相談窓口にな

ったり、販売方法について会員の相談役になるなど積極的に活動しており、次世代のリー

ダーとしての期待も高まっている。 

 また、産直マイスターが中心となり、30 歳代、40 歳代の産直会員や、会員である親を手

伝っている若い人たちを育てていこうという意識が高まり、若い人材を対象にした研修会

や交流会を企画する産直も増えた。それに伴い、新規会員も増え産直組織自体が若返り、

高齢化による閉塞感が改善された。 

 

（３）「三八産直ネットワーク」の設立 

 産直マイスター養成研修や産直診断結果報告会等を通じて産直間の交流が生まれた。こ

の新しいネットワークを今後も産直運営に活かしていきたいという機運が高まり、平成 23

年３月には三八地域の産直 16 団体で組織する「三八産直ネットワーク」が設立された。 

このネットワーク組織は、産直の競合による共倒れを防ぎ、共存共栄による産直経営の

発展を目指して、品揃えや接客、後継者育成といった共通で抱える課題の解決に向け活動

を行っている。 

また、産直フェアの開催や産直マップの作成など消費者へのＰＲ活動も、この三八産直

写真６ 改善前：入口正面の一等地

（なぜカレンダーがあるのか？） 

改善後：今一番売りたい旬の商品を

前面に出した 

写真７ 改善前：出入口付近のレジ

（威圧感があって入店しにくい） 

改善後：店舗奥へレジを移動、店内

も広く見渡せるようになった 
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ネットワークが引き継ぐ形で今後も継続していくこととした。 

（４）販売額の増大 

 平成 19 年度には 13.6 億円であった販売額は、平成 22 年度には 14.4 億円となり、３年

間で約８千万円増加した。主力作物であるサクランボが不足だった年もあったが、年間販

売額は毎年着実に上がっている。 

 

４．今後の普及活動に向けて 

（１）産直ネットワークの自立 

 「三八産直ネットワーク」は当初、16 団体でスタートした組織であるが、その取組みが

活発化していくに伴い地域にも認知されるようになり、新たに加入を希望する産直が出て

きており、地域全体で産直活動を盛り上げて行く機運が高まっている。 

 しかし、現在、普及指導員が事務的な支援を続けている状態であり、事務局機能を果た

す産直がしっかりと自立し、産直フェアや産直マップ作成、研修会の実施等産直ネットワ

ークが引き継いだ事業を自主運営できるように支援していく必要がある。 

（２）魅力ある商品づくり 

 産直施設からは、近年売り上げが伸びている惣菜などの加工品をレベルアップしたいと

いう要望があり、支援が求められている。他産業との連携も視野に入れ、売れる商品づく

りについての検討が必要と考えられる。 

（清代真理） 
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