
『村の駅とよおか（仮称）』
説明会

2016年3月29日（火）
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＜これまでの経緯＞

平成24年3月28日（水）
第12回農村フォーラム21

「めざせ 農商工連携の豊丘村の農産物」
６次産業化（農商工連携）

参加者頂いた方々の
アンケートを実施

「村の豊富な資源や農産加工品を更に活かすための実践が必要」
というご意見がアンケートを通じて多数寄せられた。

アンケートの結果を受けて、協議の結果、6次化産業化（農商工連携）への
取り組みを進める事になり、議会において必要予算が確保されました。

具体的な目的
①豊丘村が誇る農産物や人柄等の豊富な資源を 大限に活用
②点在する単独プロジェクトの連携で、豊丘村総合ブランドの形成
③農商工連携による それぞれのノウハウを活かしサービス産業の

具体的な展開
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◆なぜ、今「6次産業化」か？

労働に見合う収入が得られない
農業の実態

・各果樹団地では、
高齢化による離農者増加

・後継者や新たな担い手が
育たない現状

・人口減少、高齢化社会への突入

・働く世代が大幅に減少

・耕地面積が少なくなり
遊休農地が拡大

・このままでは、活力・魅力が減退。
・豊丘村の豊富な農村資源と自然景観
が失われ、若者もいない農村に・・・

豊丘村経営耕作地の推移
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村内全体での取り組み
地域資源を活用した農商工連携による「6次産業」
「つくり（1次産業）～加工（2次産業）～うる（３次産業）」
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豊丘村産業活性化構想（グランドデザイン）方向性

豊丘村まるごと6次産業の村づくり
～グリーンツーリズムと都市農村交流の村 とよおか～

第5次 豊丘村総合振興計画（平成25年～平成34年度）
豊丘スタイルの戦略的創造ビジョン

様々の議論を経て・・・

・農業振興
6次産業化事業の促進
→ 中長期構想（将来的戦略）
・・・展望レストラン、ファーマーズマーケット、体験工房、宿泊施設

研究を始める。

→ 短期構想
◆人・農地プランにおいても後継者問題から、儲かる農業、生き甲斐

の農業、多様な担い手育成のためにも6次産業に取り組む重要性
◆豊丘村民が、豊丘の農産物を買う場所がない・・・農産物直売所
◆村内に昼食を食べる場所がない・・・・・・・・・・・・・・農家レストラン 5



◆類似の施設は全国に・・・・・
全国に登録されている道の駅は、1,079駅

（全体の約11％は北海道に集中している）

平成27年5月 開設準備委員会及び各種専門部会（5部会）設置
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・国内では74.9％の施設が観光客を客層の主体とした施設である。
・豊丘村の立地等を調べた結果、アクセス面から考えても主要幹線道路沿い
ではないため従来タイプ（観光客主体型）の施設には、特に平日の集客に
大きな課題を残す。

・豊丘村を含めた飯田、下伊那地域には約130,000人以上の方が住んでおり
顧客として期待できる。

◆コアターゲットは、『近隣市町村皆様』とした、ビジネスモデルとして
日常生活の一部として利用頂く事を設定。
観光客は週末のビジターターゲットとして、平日ベースの積み上げ
として設定

＜ビジネスモデル＞
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結局、もう1ヶ所買い物に行かなくては・・・・・（面倒くさい・・・）

直売所で野菜以外の商品も取り扱ったらどうだろうか？

やはり、農産物直売所だけでは、不便ではないか・・・
肉や魚、日用品も必要 低限を揃える事が消費者ニーズに応える
事につながるのではないか。

狭い豊丘村の中で、道の駅として直売所を単独で設けることは、
間違いなく地元スーパーと競合し、足の引っ張り合いになる可能性がある・・・・

平成27年7月より、消費者ニーズに合わせた利便性アップの検討や、
様々な検討、協議、意見交換などを行ってまいりました。

平成27年4月から、「村の駅とよおか（仮称）」について具体的な検討に入ると、
いくつかの課題が発生した。

直売所・・・野菜、果物中心で肉や魚は、ほとんどない。
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新たな方向性として

豊丘の「道の駅」として農産物直売所、地元スーパー、地元農畜産物満載の
レストラン、そのほか出店を希望する様々な業種に参画していただくことで、

豊丘の「道の駅」、豊丘のショッピングモールとして機能させ、衰退を続けてい
る農業、商業の復活につなげ、豊丘村の活性化の中心地としていく。

「村の駅とよおか（仮称）」と、パルム豊丘を一体整備、
その他参画を希望する様々な業種を募集。
商業集積地をつくり、活性化の中心地とする。

商業施設との連携

日用品・食料品店：商圏エリア 半径10～15分程度
農産物直売所 ：商圏エリア 半径 30分程度

同じ敷地内にそれぞれの店舗を整備することで、違う商圏のお客様や、どちらか
一方に目的のあるお客様を1ヶ所に集客する効果がある。
利用客の利便性の向上と共に、店舗も相乗効果を期待できる。
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候補地

「村の駅とよおか（仮称）」
候補地

竜東一貫道路

～重要路線となる竜東一貫道路～

・国道153号線拡張工事による迂回路
・村内お客様の利便性を考慮した立地

・新万年橋開通を見据えた立地
→将来の交通量予測を考慮

・商業地としての視点
（パルム豊丘利用者層 地域分析）

・その他様々な視点から検討し、この場所を
候補地としました。
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「道の駅」登録（予定）について

「村の駅とよおか(仮称)」は、国土交通省「道の駅」への登録を予定しております。
道の駅登録に関するメリットは・・・

・「道の駅」統一ブランドによる安心感、全国への情報発信力、訴求力の強さ
・道路地図や、カーナビへも「道の駅」として掲載され通過客の集客力大
・道路看板：統一デザインにより消費者からも認知されやすい
・道の駅効果による利用客増により、農産物等の販売チャンスの増加
・豊丘の場合、道の駅空白地になっており、北（飯島）、南（下條）は約15～20キロ
離れており、ちょうど中間点に当たり、休憩を兼ねた利用を見込める

農産物直売所・レストラン等
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村の駅開設で広がる市場と、現状の課題解決

「村の駅とよおか（仮称）」

地元
消費者

都市部
レストラン

都市部
消費者

都市部
スーパー
直売

（生産者）

収穫体験 観光農業
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「村の駅とよおか（仮称）」開設は、 「村の課題対策」にも有効

①買い物弱者対策

②交流の場づくり

③遊休農地対策
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「村の駅とよおか(仮称)」

お子さん連れの主婦の皆さん
家族連れの皆さん
お孫さんと一緒に

雨の日や、寒い冬でも
遊べる「お子さん、お孫さん」にも
やさしい設備完備を検討

皆さんのアイデアを頂きたいと考えます。
現実的かつ可能な範囲で検討したいとおもいます。

●メインのお客様
近隣市町村の皆さま（日常生活の一部として）

本セッションの 後に『アイデア募集！』についてご説明致します。
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「村の駅とよおか（仮称）」
（イメージ図）

日用品・食料品
販売店舗等 農産物

直売所

焼きたてパン
アイスクリーム等

事務所
レストラン

トイレ

休憩施設
情報提供施設
研修室（駐車場） 15



・豊丘村を中心とした近隣地域の農産物を中心に取り扱います。

・豊丘村と交流のある市町村などから、その地域の特産品を取扱います。

・全国「道の駅」との商取引により、特産品の相互流通を行います。
・子ども、お孫さんにも喜んで頂ける商品を取り扱います。

・加工品の販売（農産物加工品・お弁当・惣菜等）

・「明るい里山で採れた農産物を取り扱う農産物直売所」
そんなイメージの店舗づくりを目指します。

・観光土産品の販売

・宅配便発送コーナー
（購入した商品を気軽に親戚や友人に送る事が出来ます）

・その他商品

（検討中の物も含みます。）

・高齢の出荷者のための「集荷システム」の検討と模索
自宅近くで作物の生産は出来るが直売所まで出荷は困難という高齢者対策
出荷できなくなれば生産を諦めるが、集荷支援により生涯現役農業を目指す

農産物直売所・物販の販売

豊丘村直売所：「くだもの」の里
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地元の果物や農産物を購入したい。

生産者様から贈答果物など直接購入して親戚などに送る・・・・・・
新鮮野菜を生産者様から購入する・・・・・・

やはり、両者とも 気をつかう・・・

直売所には、こんなメリットもあります。

もっと自由に気軽に購入したい・・・。

直売所で地元の果物、農産物を購入出来れば・・
消費者も自由に色々な商品を気をつかうことなく選ぶことが出来る。
生産者も商取引として、自分の価格で販売できる。

直売所には、生産者・消費者ともに、お互い気をつかわずに良い商品を
売買できるメリットがある。
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レストラン

明るい太陽を取り込む陽気な雰囲気・解放感のある店舗を
イメージした店舗づくりを目指します。

１１：３０～１３：３０ ランチタイム（メニューは今後レストラン責任者になる方と検討）
（地元の方）日替わりメニュー、麺類（和・伊）、その他
（観光客向）信州の料理、蕎麦、各種団体 監修特選メニュー等

１３：３０～１６：３０ おしゃべりタイム（おしゃべりセット）
ドリンクとパン、菓子などのセット
＜午後のひととき＞
お母さん同士や、雨で農作業出来ない日、
お孫さんと一緒に楽しい午後のひと時を・・・
（ディナータイムは特定日、予約等のみ）

豊丘から見る青空はとっても綺麗。その青空のもとで育った新鮮野菜。
そして、なんだか楽しい気分でお食事・・・「ら・ら・ら♪」という気分で
気楽にお食事頂きたい・・・。

（写真はイメージです）
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◆よく質問されます。
バイキングは・・・・？

・バイキングは一般的に1,000円～1,500円程度が相場

Aさん）そんなにたくさん食べられない・・・。
私、ヘルシーに色々なサラダや野菜がたくさん食べたい。

南信州 地域初！！
“旬の野菜を使った” 量り売りブッフェ
食べたい量を食べたいだけ「お値打ちに」

Bさん）多少、お金を払っても、今日はいろんなモノを一杯食べたい。

お客様のニーズは多種多様。
Aさん、Bさん 両方の方が満足できる提供方法は・・？

●バイキングは価格が高い・・・そんなイメージを払拭できます。
●毎週料理の種類を変えるなど、飽きない工夫が可能
●料理のトレンド、流行を柔軟に取り入れることができる。
●メニューが読めない旅行者や外国人にとって、見て料理を選ぶことができる。

●少食の人や、ダイエットに気を遣っている人にとって、リーズナブルに食事ができ
る。
●丼や定食では量的にモノ足りない人にとって、好みの分量の食事ができる。
●好き嫌いの激しい人にとって、好みの料理だけを食べることができる。
●食べた分だけお支払い。納得価格でバイキングの満足感も味わえる。

（写真はイメージです）

（週1回程度で検討中。）
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テイクアウト商品

①焼きたてパン工房

「焼きたてふんわり」焼きたてパン。
お子さん、お孫さんのおやつに・・・・・・

②アイスクリーム工房

お孫さん、お子さんに人気の
「手づくりアイスクリーム」

通常のアイスクリームの他に、
豊丘産の果物を使用したアイスクリームや、
甘さ控えめヘルシー“ベジタブルアイスクリーム”
夏はもちろん、冬は暖かいお部屋でどうぞ。
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農産物加工所

各種ジュース、漬物類、菓子、惣菜、弁当・・・・各種製造
（現在の豊丘村農産物加工所施設を有効利用する事で検討）
商品パッケージデザインなどは、検討

弁当・惣菜

★弁当・惣菜は人気の商品です。
農作業のお昼におススメです。
新メニュー開発など、新たなニーズにお応えします。
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都市農村交流事業

◆収穫体験農業

竹の子狩り、いちご狩り、桃狩り、ぶどう狩り、りんご狩り等
直売所・テイクアウト部門と連携して相乗効果を発揮する

都市部からの収穫体験農業の受入（個人、観光バス等）

◆各種オーナー制度

その他

◆日用品・食料品等販売店舗

「村の駅とよおか（仮称）」出店希望企業
豊丘村商工会との協議を行いながら、決定していく

◆村内プログラムツアー

村内体験型プログラムツアー等の企画と連携し、相互利用による
相乗効果が発揮できるプログラムの策定

22



◆フリースペース （広く村内の方に利用頂ける施設）
趣味グループの勉強会や、研修会などご利用頂けます。
また、絵画や陶芸などの展示会などの発表会などにも
ご利用頂けますので新しい作品の発表会にご利用ください。

◆屋根付広場
雨天でも利用できる屋根付広場
アルプスや夕日を見ながらテイクアウト商品をお召し上がりいただけます。

村の駅「季節イベント」や、フリーマーケット会場、
企業様の展示会利用など様々な使い方で、情報交換や
お楽しみ頂ける屋根付広場です。

◆情報提供施設・休憩施設（道の駅必須機能）
道路や観光情報などを提供する施設やドライバー休憩施設を設置します。

◆駐車場
観光シーズンにも対応出来る大型バス駐車スペースを含む駐車場を設置
次世代自動車インフラ整備（EV電気自動車充電設備）

◆トイレ
24時間利用可能なトイレを設置します。
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運営新法人設立

「村の駅とよおか（仮称）」は、「農産物直売所、レストラン、サービス」を通じて「生産者」と
「お客様」を“しあわせ”な気持ちにするために、「生産者」と「お客様」をつなぐ「かけはし」
となり、地域のメリットになるように努めます。

法人設立部会を開催し、方向性を決定して参ります。

24



＜年間収支見通し＞
収入の部

●農産物直売／土産品等販売部門
年間利用者数 79,800人（うち農産物直売 53,200人）
年間売上高 92,000千円（うち農産物直売 69,200千円）

※参考 あんしん市場公開データ（H24 175,000人／257,000千円）

●レストラン部門
年間利用者数 32,000人（うちレストラン昼食 13,600人／軽食12,700人）
年間売上高 25,900千円（うちレストラン昼食 11,400千円）

（焼きたてパン 7,500千円）
レストラン部門には、レストラン（昼食、ティータイム）、アイスクリームなどの
軽食、焼きたてパンを含みます。

●農産物加工部門
年間売上高 35,000千円（NPO加工組合かあちゃんの店実績を参考に算出）

●「村の駅とよおか（仮称）」
年間売上高 171,000千円

（損益分岐点165,600千円）
限界利益 64,300千円
※「村の駅とよおか（仮称）」

年間総利用人数 112,000人

(参考）
近隣市町村類似道の駅（H26)
花の里いいじま 204,800人
新野千石平 172,800人
南アルプス長谷 94,400人
(長野県観光地利用者統計調査）

●体験農業・都市農村交流
年間売上高 18,000千円
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＜年間収支見通し＞
支出の部

●流動費（仕入原価）
農産物直売・販売品・レストラン関連食材、農産物加工品

106,750 千円

●固定経費
人件費（正社員・パート・繁忙期アルバイト）、光熱費、加工品製造経費
広告宣伝、法定福利費、通信費、消耗品費、家賃等

62,290 千円

●「村の駅とよおか（仮称）」支出合計計
169,000 千円

●初年度年間収支 + 2,000 千円

開業初年度 収支見通し
現在の道路利用交通量実績をもとに、H6年度道の駅調査（建設省）の立寄率、
東日本高速道路(株)「設計要領第6集 建設施設編」のレストラン利用率計算式を
利用し計算しました。
算出基準 小値を用いて利用人数を割出収支見通しを立てた。
理想の設定ではなく、身の丈にあった見通しを立てる事で、収支の安定化を

優先として収支見通しを算定した。 26



◆「村の駅とよおか（仮称）」 名称について

～全国にアピールし、末永く皆様に愛され親しまれる「道の駅」の名称を募集します～

募集方法や審査基準に関しましては、決定次第、改めてお知らせいたします。
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「村の駅とよおか（仮称）」

農産物直売所・物販

レストラン・料飲部門

農産物加工部門

都市農村交流・体験

日用品・食料品販売店舗

その他出店希望企業

農家・生産者

農産物の出荷

JA・その他仕入先

冬場等農産物支援

商工会

企業・NPO法人他

連携・業務提携

相互連携分野

豊丘村

観光情報発信

リース事業

担い手育成

区会・自治会

消費者

※
豊丘村内
下伊那地区
飯田市
上伊那など

観光客
（中部圏）
（関東圏）

支援連携

支援連携
各地 道の駅等

支援連携

支援連携

支援連携

支援連携

支援連携

支援連携

利用

取引

取引
各地 道の駅等

取引
都市部販売

通信販売
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

開業

2016年度（H28年度） 2017年度（H29年度）
2016年（H28年） 2017年（H29年）

道の駅登録
道の駅事前告知

スタッフ採用

法人設立部会
法人設立（予定）

2018年度

2018年（H30年）

レストラン検討
農産物加工

設計プロポーザル
詳細設計
造成・建設

直売運営検討

今後のスケジュール概略（案）
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もし・・・
こんなものが
あると助かる
んだけど。

こんなものがあると
いいと

思うんだけど・・。
ちょっと
参加して
みたい。

（～4月26日まで）
こんな
アイデア

どうかしら。
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目指したいのは、そんな村の駅です。

・訪れるたびに、少しうれしさを感じる村の駅

・行くたびに、少しワクワクする村の駅

・ほんの少しうれしくて、
わくわくする村の駅

・お子さん、お孫さんとも楽しめて、色々な世代の皆さんが
楽しい気分になる村の駅

皆さんのアイデアで魅力ある施設にしませんか？

31



アイデアの募集方法は４つあります。

①「村内どこでも行きます！」
2～3人でもかまいません。
夜は家事があるので、日中しか難しいという皆さん、お気軽に呼んでください。
（日時のご希望はお問合せください）

お母さん方のお集まりや、保育園のお母さん仲間、趣味の仲間・・・
午前中でも、お昼でも、午後でも、週末でも、いつでも結構です。
（他のスケジュールと重なった場合は調整をお願いする場合がございます）

②アイデア募集ミーティング
4月19日（火）19：00～
役場会議室にて（席の関係で事前にお電話頂けると幸いです）
堅苦しい会議ではありませんので、気軽にお越しください。
楽しいアイデア、ぜひお聞かせください。

③役場にも気軽にお越しください
お子さんやお孫さんと図書館に来たついでや、役場窓口に来庁された際など。
（事前に ご連絡頂けると幸いです。外出中や不在時など、せっかくお越し
頂いたのにご迷惑をおかけしてしまうと、私も残念に思いますので）

④お電話やメールなどでも結構です。
時間はないけど「こんなアイデアどうかしら。」と言う場合、お電話やメールで。32



「村内どこでも行きます！」
「アイデア募集ミーティング」
「お電話でのアイデア募集」
その他お問合せなど

0265-35-9056
（産業建設課 「村の駅とよおか（仮称）」 高木まで）

アイデア採用の場合
「○○さんのアイデア採用！！」などの表示も検討しております。

ただ全てのアイデアを採用することは、費用面や設備面などの課題も
あり現実 難しいと思います。
しかしながら、少しでも皆さんのご意見や気持ちを大切にして、魅力
アップの店舗づくりに活かしたいと思います。

takagi-n@vill.nagano-toyooka.lg.jp
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