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益子町 

道の駅オープンは、 
平成 28 年 10 月 15 日(土) 

 

道の駅施設外観イメージ 

 

現在、国土交通省へ道の駅の認定申請中の益子町地域振興拠点施設整備事業のオープン日が決

まりました。今後は、内覧会など詳細なスケジュールが決まりましたら随時お知らせしていきた

いと思います。 

オープンまで、あと 167 日！ 

（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

 

― 今月の道の駅通信 もくじ ― 

■オープン日決定！ ■益子町の農産物事情 ■準備のあれ・これ  

■ましこのマルシェ 5 月のご案内 



益子町の農産物事情 
   道の駅の売場に活気と彩を与える直売所部門。毎日どんな種類のお野菜を届けられるか、 

農家さんをはじめ、準備をする側もまた楽しみな売場でもあります。では、益子町で栽培収穫 

されている農産物はどんな品目となっているか、その内訳や傾向についてましこのマルシェの 

運営で分かった益子の農産物事情についてお伝えできればと思います。 

ましこのマルシェには年間 141 種（野菜・果樹・穀物を含む）出荷され、１種につき多数の 

栽培品種があることからバリエーションが豊かな野菜が揃っています。(表：1) 

また、月ごとのましこのマルシェ農産物取扱品目は 50 種以上あることが分かっており、 

今後の課題は栽培総量を増やす取り組みを行なうことです。【グラフ:1】 

 

   益子の端境期 

農家さんがよく「今の時期はお野菜が無くて･･･」とおっしゃいます。また、直売所も棚に 

商品が無く閑散とした時期があります。それが端境期による商品の欠品です。益子町だけで 

なく、四季による野菜の生育状況への影響と作柄の切り替え、田植え準備などによる作業的な 

農繁期も含め、益子町で特に影響がある時期は 1 月・4 月となります。【グラフ:２】 

 

  オープンに向けての新たな取り組み 

3 月末に開催した道の駅出荷説明会へは 180 人を超えるみなさまにご参加をいただきました。 

ましこのマルシェに出荷をされている方は、135 名（平成 28 年 3 月末）となっています。 

 栃木県内の道の駅の運営状況をお伺いすると、農産物直売所に登録する生産者数の規模は 

100 名～200 名程度が一般的です。今回の説明会で参加申込書をいただき、生産品目の把握した 

中で新規の農産物の発掘も合わせて行っていき、生産者の確保に努めていきたいです。 

また、ましこのマルシェを運営する中で他市町にあって益子町にはない品目が分かって 

   います。新規の出荷品目や取り組みについて紹介します。 

 

アスパラガス 

ましこのマルシェでは平成 27 年春では益子町内にアスパラガスを 

生産している農家さんはほとんど見当たらず、またマルシェに出荷 

されている方がいない状況でした。 

平成 28 年 4 月には町内で試験的に栽培してくださる農家さんが 

おり、現在ましこのマルシェで販売されています。 

 

 

とちひめ 

 また、いちごの分野でも芳賀郡内でも栽培量が少ない 

「とちひめ」、また果皮が柔く流通に向かないものの 

生食の食味に定評がある品種です。このとちひめは 

道の駅オープン後、平成 28 年冬の出荷に向け町内の 

いちご生産者と協力して栽培に取り組んでいます。 

1 赤シソ 2 あしたば 3 小豆 4 アスパラ 5 アスパラ菜

6 アピオス 7 いちご 8 いちじく 9 いもがら 10 いんげん

11 うど 12 梅 13 瓜 14 えごま 15 エシャレット

16 枝豆 17 えび芋 18 オカヒジキ 19 オクラ 20 柿

21 かき菜 22 カブ 23 かぼす 24 かぼちゃ 25 からし菜

26 カリフラワー 27 干椎茸（栽培） 28 キウイフルーツ 29 キクイモ 30 きぬさや

31 キャベツ 32 きゅうり 33 金時草 34 金時豆 35 ぎんなん

36 栗 37 くるみ 38 クレソン 39 黒米 40 黒豆

41 紅菜苔 42 ゴーヤ 43 コールラビ 44 こごみ（栽培） 45 ごぼう

46 小松菜 47 米 48 コンニャク芋 49 ザクロ 50 ささげ

51 さつまいも 52 里芋 53 サニーレタス 54 サラダ菜 55 さんとうさい

56 四角豆 57 シシトウ 58 シソ 59 自然薯 60 しめじ（栽培）

61 じゃがいも 62 春菊 63 生姜 64 食用菊 65 しろ菜

66 すいか 67 ズッキーニ 68 スナックエンドウ 69 すもも 70 セリ（野生）

71 セリ（栽培） 72 セルリー 73 そら豆 74 ターサイ 75 大根

76 大豆 77 大納言小豆 78 たか菜 79 たけのこ（野生） 80 玉ねぎ

81 たらの芽（栽培） 82 チャード 83 チンゲン菜 84 つけ菜 85 つみ菜

86 ツルムラサキ 87 トウガラシ 88 冬瓜 89 とうもろこし 90 トマト

91 長ねぎ 92 なし 93 なす 94 菜の花 95 生椎茸（栽培）

96 ニラ 97 にんじん 98 にんにく 99 にんにくの芽 100 ねぎ

101 白菜 102 パクチー 103 葉しょうが 104 バジル 105 パセリ

106 パプリカ 107 ハヤトウリ 108 ビーツ 109 ピーマン 110 日野菜

111 ひらたけ（栽培） 112 ふき 113 ふきのとう（栽培） 114 ぶどう 115 ブルーベリー

116 ブロッコリー 117 ほうれん草 118 ポップコーン用トウモロコシ 119 みず菜 120 みつ葉

121 ミニトマト 122 みょうが 123 むかご（栽培） 124 紫白菜 125 メロン

126 もち米 127 モロヘイヤ 128 ヤーコン 129 八つ頭 130 山芋

131 ゆず 132 落花生 133 ラディッシュ 134 りんご 135 ルッコラ

136 レタス 137 ロマネスコ 138 わけぎ 139 わさび菜 140 わらび（栽培）

141 山うど

（表：1）平成２７年度 ましこのマルシェ取扱品目数（果樹・穀物含む）  

※ 表１、グラフ１、グラフ２ 

平成 27 年度ましこのマルシェの運営実績より作成 

対象期間：平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月 

数字の根拠：ましこのマルシェレジ通過点数、 

レジシステムでの商品分類 

 

【グラフ：１】縦軸：農産物品目数 

       横軸：対象期間（平成２７年度） 

 

【グラフ：２】縦軸：商品点数（単位：個） 

       横軸：対象期間（平成２７年度） 



 ～道の駅の準備のあれ・これ、神田支配人のつれづれ①～ 

   

     

３月に開催した出荷者説明会には大勢の方がお越しくださいました、誠にありがとうござい 

ます。説明会にご参加くださった方が４月に入り出荷申込書をご提出してくださいましたが、 

この申込書に書いてある出荷予定品目をベースに今後道の駅の商品構成を検討していきます。 

これからはこの申込書を踏まえて、年間を通して足りない野菜は何か？または安定的に供給 

できるのか？品目にあがっていないものはどうするのか？惣菜やお弁当、漬物、パンなどを 

納品したい人はどのくらいいて、毎日需要に答えられるだけの供給体制が取れるのか？など 

などをひとつひとつ検討していきます。 

今後オープンまでに折を見て説明会は再度開催していければとも考えていますが、説明会に 

関係なくましこのマルシェの方では随時ご相談も受け付けています。いままで出荷経験はなく 

ても大丈夫なのか？こんなの作ってるんだけど道の駅に出してもよいのだろうか？などなど 

わからないことも遠慮なく、まずはご相談いただければと思います。 

少しでも興味がございましたらお気軽にお声がけくださいね。 

益子のみなさん総動員で、素敵で楽しい道の駅を作り上げていきましょう！！ 

 

（株）ましこカンパニー 神田智規 

 

 

下記の場所で道の駅通信を配布しています。また、益子町ホームページでも閲覧が可能です。 

  ■町内金融機関（足利銀行益子支店、栃木銀行益子支店、真岡信用組合益子支店・七井支店 

■益子郵便局、田野郵便局、七井郵便局 

■益子町商工会、ましこのマルシェ、益子町役場ロビー・改善センター・あぐり館・農政課 

□Facebook ページ 益子の食と農（道の駅準備室） 

５月のご案内！ 

みんなで楽しい道の駅を作りましょう！！ 


