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平 成 ２ ４ 年 ６ 月  

ＪＡ地産地消全国協議会 

全国農業協同組合中央会 

株式会社 日本農業新聞 

１．趣旨 

第 25 回ＪＡ全国大会にて「ＪＡファーマーズ・マーケット事業を新たな販

売・流通チャネルの一つとして位置づけ、ＪＡグループの事業として確立する」

ことを決議したところであり、地域活性化の拠点としての機能を活かしつつ、

食品会社や学校、医療機関など、地元のさまざまな地域関係者と連携をはかり、

運動・事業の両面で新たな展開をすすめていくことが必要となっている。 

地産地消の取り組みによる効果・可能性に関する講義と実践報告から、ＪＡ

地産地消の持続的な発展に資することを目的に下記のとおり開催する。 

 

２．主 催 

ＪＡ地産地消全国協議会 

全国農業協同組合中央会 

株式会社 日本農業新聞 

 

３．開催日程 

平成２４年 ９月１３日（木）１３時～１４日（金）１３時（２日間）  

  開催スケジュール（案）別紙のとおり 

 

４．開催場所（愛媛県松山市） 

（１）研修会場   「コムズ松山（松山市男女共同参画センター）」 

http://www.coms.or.jp/index2.htm 

           松山市三番町６－４－２０ 

          ＴＥＬ：０８９－９４３－５７７６ 

 

（２）情報交換会会場 「リジェール松山」（ＪＡグループ運営のビアガーデン） 

http://www1.ocn.ne.jp/~ja-bg/ 

松山市南堀端町２－３（８階） 

ＴＥＬ：０８９－９４８－５６３１ 

 

 



コムズ松山（松山市男女共同参画センター） 

 

ＪＲＪＲＪＲＪＲ松山駅松山駅松山駅松山駅からからからから 

・・・・電車電車電車電車｢ＪＲ｢ＪＲ｢ＪＲ｢ＪＲ松山駅前松山駅前松山駅前松山駅前｣｣｣｣    ⇒⇒⇒⇒    ｢｢｢｢南堀端南堀端南堀端南堀端｣｣｣｣下車下車下車下車        

        ((((電車電車電車電車５５５５分分分分＋＋＋＋徒歩徒歩徒歩徒歩５５５５分分分分））））    

・・・・徒歩徒歩徒歩徒歩２０２０２０２０分分分分 

松山市駅松山市駅松山市駅松山市駅からからからから ・・・・徒歩徒歩徒歩徒歩１０１０１０１０分分分分 

松山空港松山空港松山空港松山空港からからからから 

・・・・空港空港空港空港リムジンバスリムジンバスリムジンバスリムジンバスででででＪＲＪＲＪＲＪＲ松山駅松山駅松山駅松山駅までまでまでまで約約約約１５１５１５１５分分分分    

                                                    松山市駅松山市駅松山市駅松山市駅までまでまでまで約約約約２０２０２０２０分分分分 

 

５．対象者 

（１）ＪＡ直販事業やＪＡファーマーズ・マーケットの管理職・担当者 

（２）地産地消に取り組むＪＡまたは今後取り組む予定のＪＡ（子会社含む） 

の役職員 

（３）ＪＡ中央会・連合会・県本部（子会社含む）・全国機関の役職員 

（４）地産地消に積極的に取り組む組織または組合員 

（５）その他                   

 

６．募集人員 

１００名（定員になり次第、締め切りとさせていただきます） 

 ※ 今回の申し込みと併せた協議会への同時入会(年会費２０，０００円)も

受付いたします。 

 



７．配布資料 

  交流集会講演・報告資料･･････････････････････････････････1 冊 

その他に以下の資材３種･･････････････････････････････････各１冊 

  資 材 名 斡 旋 品 ＃ 備 考 

ＪＡファーマーズ・マーケット憲章 

変型判(99×210 ㍉)46 頁 

平成 21 年 10 月改訂版発行 

会員 150 円、非会員 200 円 

(10 冊以上からの注文可) 

40200220-1 ＪＡファーマーズ・マーケットに取り組むにあ

たって、その基本的な理念や運営の指針を示し

たものです。これからＪＡファーマーズ・マー

ケットが目指す方向性やＪＡが担う役割を明記

した「農産物をめぐる情勢とＪＡファーマー

ズ・マーケットの今後の展開方向」を掲載して

います。 

はじめよう！JA 地域特産加工事業

－立ち上げﾏﾆｭｱﾙ－（A4判 103 頁） 

＠1,500 円（会員）＠2,000（非会員） 

40200212-1 地域特産加工事業をはじめるにあたっての事業

計画立案、取得すべき資格や衛生管理、関連法

規や事業を運営するうえで加入すべき保険など

についてまとめた解説書。 

中山間地におけるファーマーズ・マ

ーケット（農産物直売所）優良事例

集（A4 判 86 頁） 

会員＠700 円、一般＠1,000 円 

40200223-1 地理的条件が悪く、農業生産条件の不利な中山

間地域における、ファーマーズ・マーケット（農

産物直売所）の特徴的な取り組みをまとめた事

例集。 

 

８．参加費 

 ＪＡ地産地消全国協議会会員   12,000 円（消費税込） 

ＪＡ地産地消全国協議会会員以外 24,000 円（消費税込） 

宿泊については、参加費に含まれておりません。 

  なお、当交流集会に参加せずに配布資料の送付を希望する場合は、 

ＪＡ地産地消全国協議会会員   4,000 円（消費税込） 

ＪＡ地産地消全国協議会会員以外 8,000 円（消費税込） 

 にて送付いたします。 

 

９．費用の決済方法 

  日本農業新聞より、請求書を送付いたしますので、期日までにお振り込み 

頂きますようお願いいたします。 

  

 

 

 



１０．申し込み方法 

ファックスもしくはｅ-ｍail にて下記までお申し込みください。 

※飲食等の外部支払いの関係から、申込締切日を超えたキャンセルについ 

ては、出欠のいかんを問わず、ご請求いたします。 

 

１１．申し込み締切日（キャンセル手続きを含む）    

  平成２４年９月４日（火）１７時まで 

 

１２．宿泊について 

  松山市内のため、農協観光各支店で扱われる各種宿泊ﾊﾟｯｸをお勧めいたし 

ます。 

  2 日目の視察にかかるバス集合のホテルは松山東急インとなります。宿泊 

のみ必要な方は、周辺にホテルが多数ありますので、農協観光各支店にご相談 

ください。農協観光愛媛支店（089-948-5437）でも手配いたします。 

松山東急ホテル 

790-0001 愛媛県松山市一番町 3-3-1 

TEL：089-941-0109 FAX:089-934-3725 

http://www.matsuyama-i.tokyuhotels.co.jp/ja/

 

【【【【本研究交流集会本研究交流集会本研究交流集会本研究交流集会にににに申申申申しししし込込込込みみみみ等等等等にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】    

日本農業新聞 事業開発部 二宮・志村 

TEL：03-5295-7410／FAX：03-5295-3370 

E-mail： jigyo-kaihatsu@agrinews.co.jp 

 



１３．その他 

（１）情報交換会について 

  １３日の研修終了後に、「リジェール松山」のビアガーデンで、情報交換会

を開きます。ＪＡ愛媛グループが運営するビアガーデンで、愛媛県産の食材

を使った料理メニューのほか、愛媛県産の地酒や愛媛県産柑橘を使ったチュ

ーハイなどを提供しています。ぜひ、ご参加ください。 

 
 

（２）株式会社農協観光が、ＪＡ地産地消研究交流集会後に視察等の追加企画

を準備中です 

14 日（金）午後から 15 日にかけて内容としては、第 41 回日本農業賞・特

別部門第 8 回食の架け橋賞大賞（平成 23 年度）をＪＡＦＭとして初めて受賞

したＪＡおちいまばり「さいさいきて屋」や、ＪＡえひめ南「みなみくん」等、

ＪＡＦＭの現地視察を行います。道後温泉旅館にて、夕食を含めＦＭ間の商談

会を兼ねた情報交換会を設定します。 

後日、農協観光からご案内があります。今回の研究交流集会では視察するこ

とのない、午後の品ぞろえや集客状況をはじめ、店舗運営・飲食・体験農園な

ど幅広く学ぶことができますので、ご検討いただければ幸いです。 

解散場所は 15 日 15 時松山空港、15 時 20 分松山駅です。 

 

【ＪＡ【ＪＡ【ＪＡ【ＪＡ地産地消全国協議会加入地産地消全国協議会加入地産地消全国協議会加入地産地消全国協議会加入にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】    

【【【【本研究交流集会企画内容本研究交流集会企画内容本研究交流集会企画内容本研究交流集会企画内容にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】    

ＪＡ地産地消全国協議会 事務局 

（ＪＡ全中 食農・くらしの対策課 担当：石澤） 

TEL：03-6665-6240 jachisankyo@zenchu-ja.or.jp 



開催スケジュール（案） 

 

 時間 内容 講師等 

13:00～

13:05

（５分） 

開会あいさつ 

ＪＡ地産地消全

国協議会 

会長 林正照 

基調講演「ＪＡおちいまばり・さいさい

きて屋の戦略」（仮） 

13:05～

14:35

（90 分） 

生産者の高齢化など、出荷者の確保が

全国のＦＭの課題。集出荷などで「生産

者を増やす、減らさない」を実践する店

舗の取り組みを説明。体験農園を企画し、

飲食レストランや菓子店を併設して運営

するなど、地産地消を実践するための多

角な店舗運営を紹介いたします。 

ＪＡおちいまばり 

直販開発室 

室長 西坂文秀 

実践報告①「ＪＡファーマーズ・マーケ

ット間の連携について」（仮） 

14:35～

15:35

（60 分） 

品揃えを市場に一部依存しているＦＭも

ある。スーパーとの差別化は品質とそれ

を担保する目利きのきくＪＡ職員の育成

にあります。 

 全国のＦＭ間の物流を含めた交流が品

質管理など従業員教育等に寄与する等の

効果について説明いたします。 

調整中 

15:35～

15:50

（15 分） 

休憩  

実践報告②「出荷者を増やす店舗の取り

組み」（仮） 

9 月 13

日（木） 

15:50～

17:20 

（90 分） 

新規就農を後押しして、出荷者を確保

する。出荷者に加工品づくりを指導して、

商品数を増やす。一貫した指導、教育で

出荷者を育む取り組みを紹介します。 

 

調整中 



17:20～

17:25

（５分） 

閉会あいさつ 

全国農業協同組

合中央会 

くらしの活動推

進部 

部長 西野 司 

17:40～

18:40 

中締め 

情報交換会 

（ＪＡ愛媛グループの運営するビアガー

デン） 

時間無制限のため、中締め後もご都合

にあわせてご利用ください。 

リジェール松山 

８階 

ビアガーデン 

 

 時間 内容 時間 内容 

 

6:00 

6:10 

 

7:00～

9:20 

 

 

 

 

10:20～

10:50 

 

11:50 ～

12:10 

～現地視察・Ａ班～ 

集合場所：松山東急イン 

バス出発 

 

① JA 周桑直販所「周

ちゃん広場」を視察

（バックヤードで集

出荷から店舗オープ

ンまで） 

 

② JA えひめ中央直売

所「太陽市」を視察 

 

③ たいき産直市「愛た

い菜」を視察 

 

6:30 

6:40 

 

7:00～

8:50 

 

 

 

 

10:00～

10:40 

 

11:40～

12:20 

 

～現地視察・Ｂ班※～ 

集合場所：松山東急イン 

バス出発 

 

① JA えひめ中央直売

所「太陽市」を視察

（バックヤードで

集出荷から店舗オ

ープンまで） 

 

② たいき産直市「愛た

い菜」を視察 

 

③ JA 周桑直販所「周

ちゃん広場」を視察 

 

9 月 14

日（金） 

 

12:40 

13:00 

予定 

ＪＲ松山駅 解散予定 

松山空港  解散予定 
13:30 

オプション・ツアーの

最初の行き先、JA おち

いまばり「さいさいき

て屋」へ移動 

参加人数等により、現地視察の班編成を変更することがあります。 

 

 

 



『ＪＡ地産地消研究交流集会（西日本）の参加申し込み票』 

日程：平成 24 年９月 13 日（木）～14 日（金） 

◆会場やバスの手配のため、ご記入の上、ＦＡＸもしくは電子メールでお送り

ください。 

ＦＡＸ ０３－５２９５－３３７０ 

電子メール jigyo-kaihatsu@agrinews.co.jp 

（（（（このこのこのこのページページページページ全体全体全体全体ををををＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ・・・・メールメールメールメールしてくださいしてくださいしてくださいしてください））））    

締め切り：平成２４年９月４日（火）１７時まで 

平成 24 年   月   日 

ＪＡＪＡＪＡＪＡ名名名名     

    

会員会員会員会員    ／／／／    会員会員会員会員以外以外以外以外    

（どちらかに○を付けてください） 

記入者名記入者名記入者名記入者名     記入者部署名記入者部署名記入者部署名記入者部署名     

電話番号電話番号電話番号電話番号     電子電子電子電子メールメールメールメール     

※ＪＡ地産地消全国協議会会員のうち、会費未納会員の参加費は非会員価格になります。 

参加者名参加者名参加者名参加者名    部署名部署名部署名部署名    役職名役職名役職名役職名    

情報交換会情報交換会情報交換会情報交換会（（（（13131313 日日日日））））    

へのへのへのへの参加参加参加参加    

現地視察現地視察現地視察現地視察バスバスバスバス利利利利

用用用用（（（（14141414 日日日日））））    

   

するするするする    ／／／／    

    しないしないしないしない    

するするするする    ／／／／    

    しないしないしないしない    

   

するするするする    ／／／／    

    しないしないしないしない    

するするするする    ／／／／    

    しないしないしないしない    

   

するするするする    ／／／／    

    しないしないしないしない    

するするするする    ／／／／    

    しないしないしないしない    

※情報交換会および現地視察に参加しない場合も、参加費は同額です。 

※バスの班編成のために、農協観光よりご連絡する場合があります。 

【【【【本研究交流集会本研究交流集会本研究交流集会本研究交流集会にににに申申申申しししし込込込込みみみみ等等等等にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】    

日本農業新聞 事業開発部 二宮・志村 

TEL：03-5295-7410／FAX：03-5295-3370 

E-mail： jigyo-kaihatsu@agrinews.co.jp 

 


