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2010年度の取り組み

　農業をとりまく状況は大きく変化しています。耕作放棄地の増

加や農業従事者の高齢化、海外との競争など農業をとりまく環境

はますますきびしくなっています。

　コープでは2010年、産地や生産者の顔がより見え、産地と協

力して安定した農産物の生産を目指すより進化した産直の取り組

み「まるごと産直」を始めました。初年度は「ＪＡふらの」と「な

がさき南部生産組合」の２団体で扱い品目もこれまでの8品目か

ら23品目に拡大しました。

コープの産直 農産物

生産地分布図
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〈野菜〉
産　　　地 商品名 取り扱い期間 出荷量 (㌧ )

ＪＡふらの 北海道

コープの産直 ピーマン 7-10月 99 

グリーン･プログラム ミニトマト 7-10月 132 

グリーン･プログラム 人参 7-10月 74 

コープの産直 玉ねぎ 8-5月 709

コープの産直 とうもろこし 7-8月 69

コープの産直 グリーンアスパラ 4-6 月 24

コープの産直 その他の野菜 ― 92

ＪＡきたみらい 訓子府支所 北海道
グリーン･プログラム 玉ねぎ 9-5月 554 

グリーン･プログラム 男爵 9-5 月 754 

ＪＡながぬま 北海道 グリーン･プログラム トマト 7-10月 45 

北進ファーマーズ 北海道 グリーン･プログラム きたあかり 9-2月 65 

ＪＡゆうき青森 青森 グリーン･プログラム にんにく 通年 41 

あやめ生産組合
茨城・千葉

コープの産直 土付きごぼう 9-3月 19 

コープの産直 さつま芋 9-5月 180 

茨城 コープの産直 グリーンボックス 通年 6,276 

ＪＡしおさい 茨城 コープの産直 ピーマン 3-8月 181 

ＪＡ常総ひかり 茨城 グリーン･プログラム 白菜 10-12月 503 

和郷園 千葉 コープの産直 ごぼう 10-3 月 36 

ＪＡ利根沼田 群馬 コープの産直 レタス 5-10月 1,179 

埼玉産直センター 埼玉 コープの産直 ミニトマト 11-6 月 142 

ＪＡさがみ

綾瀬

神奈川

コープの産直 きゅうり 3-6月 25 

コープの産直 トマト 3-6月 76 

コープの産直 レタス 4-5月 45

コープの産直 なす 6-7月 15 

海老名きゅうり部会 コープの産直 きゅうり 9-12月 101 

トマトガーデンエビナ コープの産直 トマト 4-6月 151 

丹沢とまと大熊農場 コープの産直 トマト 5-7月 48 

御所見 コープの産直 トマト 4-6月 35 

ＪＡ横浜

飯田支所

神奈川

コープの産直 トマト 5-7月 62 

神奈川地区加藤グループ コープの産直 きゃべつ 5-6月、
9-10月 292 

飯田支所全協組合 コープの産直 大根 4-5月、
10-11月 145 

ＪＡかながわ西湘 神奈川 コープの産直 土付きねぎ 11-1 月 31 

ＪＡおおいがわ 志太園芸グループ 静岡
コープの産直 きゅうり 3-7月 10 

コープの産直 トマト 3-7月 10 

野菜くらぶ・サングレイス静岡農場 静岡 コープの産直 ケンちゃんトマト 10-6 月 20 

三方原開拓農協 静岡 コープの産直 小ねぎ 通年 0.1

坂田信夫商店 高知 グリーン･プログラム 黄金しょうが 通年 143 

ながさき南部生産組合 長崎

グリーン･プログラム トマト 12-5 月 44 

グリーン･プログラム 玉ねぎ 4-6月 596 

グリーン･プログラム じゃが芋 5-7月 135 

グリーン･プログラム 小ねぎ 通年 27 

コープの産直 ブロッコリー 12-2 月 12

コープの産直 生姜 通年 10

コープの産直 その他の野菜 ― 5

熊本柑橘 熊本 コープの産直 ミニトマト 11-6 月 32 

ＪＡ綾町 宮崎 グリーン･プログラム きゅうり 12-4 月 26 

ＪＡいぶすき 鹿児島
グリーン･プログラム かぼちゃ 12月 4 

グリーン･プログラム かぼちゃ 6月 44 

ＪＡそお鹿児島／ＪＡいぶすき 鹿児島 グリーン･プログラム 春人参 12-3 月 360 

ＪＡ鹿児島きもつき 鹿児島 グリーン･プログラム ピーマン 12-2 月 195 

ＪＡあまみ 徳之島事業本部 鹿児島 コープの産直 新じゃが芋 3-5月 104 

ニュージーランド　ワイシン農園 ニュージーランド コープの産直 かぼちゃ 3-5月 175 

〈果実〉
産　　地 商品名 取り扱い期間 出荷量 (㌧ )

ＪＡ山形おきたま 山形 コープの産直 デラウェア 8-9月 39 

ＪＡさがえ西村山 山形 コープの産直 さくらんぼ 6月 8 

ＪＡ伊達みらい 福島 コープの産直 桃 8-9月 65 

ＪＡかしまなだ 茨城
コープの産直 クインシーメロン 5-6月 31 

コープの産直 アンデスメロン 5-6月 50 

ＪＡやさと 茨城
コープの産直 樹成り幸水梨 8-9月 9 

コープの産直 樹成り豊水梨 9-10月 7 

ＪＡ富里市 千葉 コープの産直 すいか 6-7月 183 

ＪＡ松本ハイランド 長野 コープの産直 すいか 7-9月 595 

中村果実グループ 山梨

グリーン･プログラム 桃 7-8 月 64 

グリーン･プログラム デラウェア 8月 4 

グリーン･プログラム ピオーネ 8-9月 6 

グリーン･プログラム 巨峰 8-9 月 26 

グリーン･プログラム 甲斐路 9-11月 8 

ＪＡかながわ西湘 神奈川
コープの産直 キウイフルーツ 3-5月 23 

コープの産直 みかん 1-2月 16 

静岡有機みかんの会 静岡
グリーン･プログラム スルガ甘夏 2-4月 29 

グリーン･プログラム レモン 12-5 月 2 

都田高部農場 静岡 コープの産直 みかん 11-2 月 16 

遠州神子農園 静岡 グリーン･プログラム 芋切干し 11-3 月 5 

美吉野農園 奈良 コープの産直 富有柿 10-11月 10 

有田コープファーム
和歌山

コープの産直 有田みかん 11-1 月 7 

紀ノ川農協 グリーン･プログラム ひらたね柿 10-11月 1,116 

ＪＡ三原 広島 コープの産直 レモン 12-5 月 45 

ＪＡえひめ中央 愛媛 コープの産直 キウイフルーツ 12-4 月 125 

ＪＡにしうわ 八協協選 愛媛 コープの産直 みかん 11-1 月 445 

ながさき南部生産組合 長崎
グリーン･プログラム いちご 12-5 月 44 

グリーン･プログラム みかん 10-1 月 20 

ＦＴプランニング出荷組合 熊本 グリーン･プログラム 肥後浪漫すいか 4-6月 96 

シトラス21 熊本 グリーン･プログラム シトラス21のみかん 10-1 月 186 

フィリピンミンダナオ島アミーゴ農園 フィリピン コープの産直 産地指定フィリピンバナナ 通年 1,913 

コロンビア共和国サンタマルタ コロンビア グリーン･プログラム フェアトレードバナナ 通年 309 

カリフォルニア州ワイズ農園 アメリカ
グリーン･プログラム バレンシアオレンジ 5-7月 24 

グリーン･プログラム レモン 7-12月 20 

フロリダ州グリーンリバー アメリカ コープの産直 グレープフルーツ 2-4月 176 

カリフォルニア州ロダイストックトン地域 アメリカ コープの産直 アメリカンチェリー 5-6月 22 

品目<果実> 構　成　比

1 すいか 81.2％

2 バナナ 66.0％

3 甘夏 61.1％

4 レモン 37.3％

5 桃 36.1％

品目<野菜> 構　成　比

1 グリーン・ボックス 100.0％

2 ミニトマト 83.5％

3 ピーマン 65.6％

4 しょうが 55.5％

5 レタス 39.8％

商品にしめる産直品の割合（金額）




