
道あかり出荷者用資料について

このたびは、道あかりへの農産物等の出荷についてご協力いただき、誠に有難うご

ざいます。出荷に当たりましては、別紙要綱をご参照いただくほか、下記及び別紙Ｑ

＆Ａを参考にしてください。

よろしくお願い申し上げます。

記

１ 問合せ先 広川町役場産業建設課（担当 沖 0737-23-7764）

道あかり指定管理者（担当 藤井部長 0737-22-3101）

２ 注意事項 ・出荷要綱に添付している申込書（別紙１）を、最初の出荷の際に

ご持参ください。

・申込書に記載する振込先口座は、なるべくありだ農協の口座とし

てください。他の金融機関でも可能ですが、振込手数料を売上金

から差し引かせていただくことになります。なお、ゆうちょ銀行

は不可となっています。

３ 質疑事項 ・説明会で出た質疑事項を別紙のとおりまとめていますので、ご参

照ください。



道あかりへの農産物等出荷について

・出荷日 野 菜 7/17（土）10：00～16：00

(当初) 加工品 7/12（月）～17（土）10：30～14：00（土曜日は野菜と同じ）

・出荷時間 （竣工式以降）午前９時～午後５時

・休館日 ・毎週月曜日（祝日及び１１月５日の「世界津波の日」が月曜日のと

きは翌平日とする。）

・１２月２９日から翌年の１月４日

・町が特例の事情により臨時の休館を認めた日

・手数料

・預かり期間

・販売代金 毎月末締めとし、翌月２０日前後に出荷者が指定する口座に振り込み

ます。

・その他 ・消費者の期待と信頼に応えるため、安全で新鮮な生産物の出荷に努

めてください。

・出荷物が食品衛生法等の法的規制を受ける場合は、その出荷者の責

任において許認可等を得てください。また、法令等で定められた表

示（成分表示等）もお願いします。

・出荷物の店頭への陳列及び回収時には、備え付けのＩＤカードを着

用してください。

種類 手数料 備考

農水産物

町内 １５％ 手数料とバーコードシール

代（1 枚 1 円）を控除し、残

額を指定の口座に振り込み

ます。

町外 ２０％

加工品その他

町内 ２０％

町外 ２５％

区分 預かり期間 該当農産物等

１ ５日以内

葉菜類、果菜類、果物（柑橘類を除く）、山菜、

きのこ類、切花、苗物等

２ １週間程度 根菜類、いも類、柑橘類等

３ ３０日 穀物、豆類、乾燥物等



「道あかり」農産物等直売所出荷要綱

（位置）

第１条 この農産物等直売所（以下、「直売所」という。）は、稲むらの火の館前物産

販売・飲食施設「道あかり」内に開設する。

（目的）

第２条 この要綱は、農産物及び加工品等（以下「農産物等」という。）の直売所への

出荷等に係る必要な事項を定めるものとする。

（運営主体）

第３条 直売所は、株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ（以下「指定

管理者」という）が運営する。

（開設期間・開設時間）

第４条 直売所の開設期間及び開設時間は別途指定管理者が定める。

（出荷者登録）

第５条 直売所へ出荷することができる者（以下「出荷者」という。）は、広川町内で

農産物等を生産又は販売する個人又は法人等で、別紙１の「道あかり」農産物等出

荷申込書を指定管理者に提出する者とする。

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認める場合は、広川町外で農

産物等を生産する者も出荷することができる。

（販売方法）

第６条 直売所での販売は原則として委託販売とし、バーコードシールを農産物等の

出荷物（以下「出荷物」という。）１単位あたり 1 枚ずつ貼付する。

２ バーコードシールがはがれていた場合や汚損し読み取れないものは販売しない。

３ 直売所での個人取引は禁止する。

（出荷物の条件）

第７条 出荷者は、消費者の期待と信頼に応えるため、安全で新鮮な生産物の出荷に

努めるものとする。また、農薬等を使用する場合は使用基準を厳守するとともに、

その使用量を少なくするよう努力する。

２ 出荷者は、農産物等の出荷物（以下「出荷物」という。）に対する責任を負い、出

荷物に対して返品または苦情等があった場合は、購入者に対して誠意をもって対応



するものとする。

３ 加工品の出荷者は製造物責任保険（PL 保険）に加入することを義務付ける。

４ 出荷物が食品衛生法等の法的規制を受ける場合は、その出荷者の責任において許

認可等を得るものとする。また、法令等で定められた表示をしていないものは販売

できないものとする。

５ 消費者に情報を伝えるため、出荷物の特徴、生産履歴、料理方法などの説明書き

等を添付する等、各自工夫するものとする。ただし、法令等を遵守した正しい表示

とし、消費者を惑わす誇大または虚偽の表現、薬効等の表示は禁止する。

（出荷物の預かり期間）

第８条 別表１に定める預かり期間を経過した出荷物は、原則、出荷者自らが持ち帰

るものとする。

２ 預かり期間内であっても、傷み、腐敗、異臭等があり販売に適さないと指定管理

者が判断した場合は、出荷者に持ち帰るよう連絡する。出荷者が持ち帰らない場合

は、指定管理者が処分できるものとし、その処分にかかった費用は出荷者に請求で

きるものとする。

（手数料等）

第９条 出荷者は、出荷物が売れた場合、別表２に定める手数料を指定管理者に納入

するものとする。

２ 出荷者はバーコードシールを１枚１円で購入する。

（精算）

第 10 条 販売代金は、別表２で定める手数料及び前条第２項に定めるバーコードシ

ール代金を控除後精算するものとする。

２ 販売代金は毎月末締めとし、翌月２０日に出荷者の指定する口座に振り込む。た

だし、郵便局の口座は指定不可とする。

３ 振込み日が金融機関の休日にあたる場合は、前営業日に振り込む。

４ 振込手数料は、生産者が負担するものとする。ただし、ありだ農業協同組合の口

座については、手数料は無料とする。

（価格の設定）

第 11 条 販売価格の設定は次のとおりとする。

⑴ 出荷者は、販売価格を自由に設定できるものとする。



⑵ 価格の表示は、消費税込みとする。

⑶ 価格設定に問題がある場合には、指定管理者は出荷者に意見を述べることがで

きる。

（出荷・陳列の方法）

第 12 条 出荷・陳列にあたっては次のとおりとする。

⑴ 搬入時間は原則として午前９時から午後５ 時までとする。

⑵ 出荷品目、出荷量は出荷者の自由とするが、陳列スペース、残品量等を考慮し、

指定管理者が制限することができるものとする。

⑶ 出荷物の包装にあたって、ホッチキス針等は危険なので使用を禁止する。

⑷ 出荷物の陳列場所は、指定管理者の決定に従うものとする。

⑸ 指定管理者は、販売状況や出荷物の傷み具合に応じて出荷物の陳列場所の移動

や撤去ができるものとする。

（罰則）

第 13 条 出荷者が本要綱に違反していると認められる場合、指定管理者は別紙 2 に

より改善勧告を行い、その改善が認められない場合には出荷停止の処分を行うこと

ができるものとする。出荷停止処分の期間は直売所への出荷はできないものとする。

２ 出荷停止処分が再発した出荷者に対して、指定管理者は出荷登録を抹消すること

ができるものとする。

（その他）

第 14 条 この要綱に定めのない事項のほか、直売所の運営に関し必要な事項は、広

川町に意見を聞き、指定管理者が定めるものとする。

附 則

この要綱は、令和３年６月２８日より施行する。



別表１ 預かり期間

① 預かり期間内であっても、傷み、腐敗、異臭等があり販売に適さないと指定管

理者が判断した場合は販売しない。

② 加工品の預かり期間は、消費期限または賞味期限以内とする。

③ 別表１にない農産物等については別途指定管理者が定める。

④ 預かり期間内の持ち帰りは自由とする。

別表２ 手数料

区分 預かり期間 該当農産物等

１ ５日以内 葉菜類、果菜類、果物（柑橘類を除く）、山菜、

きのこ類、切花、苗物等

２ １週間程度 根菜類、いも類、柑橘類等

３ ３０日 穀物、豆類、乾燥物等

種類 手数料 備考

農水産物

町内 １５％ 手数料とバーコードシール代

を控除し、残額を指定の口座に

振り込む。

町外 ２０％

加工品その他

町内 ２０％

町外 ２５％



別紙１

年 月 日

「道あかり」農産物等出荷申込書

「道あかり」農産物等直売所出荷要綱を遵守することを誓約し、次のとおり出荷申

込をします。

道あかり指定管理者 様

※加工品を出品する場合は、食品衛生法により許可や届け出が必要な場合があります。

名前

（団体名）

ﾌﾘｶﾞﾅ

住所

〒

連絡先

自宅電話番号 － －

ＦＡＸ － －

携帯電話番号 － －

メールアドレス

振込口座

金融機関 支店名

預金種目 普通 当座 口座番号

ﾌﾘｶﾞﾅ

口座名義

出荷予定

品目

【農水産物】

【加工品】

【その他】



道あかり出荷者説明会質疑事項

Ｑ．野菜の売り上げについて、メールなどで配信はしてもらえないのか。

Ａ．日高川町の指定管理ではメール配信をしており、日に２回送信しているが、広川

町のふれあい館では売上が伸び悩んでおり、まだ導入出来ていない。今後の状況

をみて考えたい。

Ｑ．「道あかり」農産物等出荷申込書に記載する申込者の名前と口座名義は同じでな

いとだめか。

Ａ．同じにしてください。

Ｑ．出荷物に設定する価格は税込か？

Ａ．税込である。

Ｑ．お米は出せるのか。

Ａ．出していただける。基本は白米でお願いしたい。

Ｑ．その場合、穀物の預かり期間は３０日となっているが。

Ａ．お米の場合は、もっと置いておけると思うので、日数は別途考えたい。

Ｑ．売上伝票は送ってもらえるのか。

Ａ．送ります。

Ｑ．冷凍庫は使えるのか。

Ａ．その時の状況による。冷凍庫は一つだけしかないので、独占的に使用するのは難

しいと思われる。

Ｑ．何個から置くことができるのか。

Ａ．決まっていない。極端に言えば、１個からでも構わない。

Ｑ．ジュースを置きたい場合、目安は何本まで置いてもいいか。

Ａ．２～３０本を目安でお願いしたい。売れ行きを見て、在庫から出していくという

ような形もとれる。

Ｑ．ＰＯＰは掲示できるのか。

Ａ．常識的な大きさの範囲であればＯＫ。一つ気を付けていただきたいのは、野菜の

「無農薬」の表現はダメ。「栽培時農薬不使用」というような表記にしてもらいた

い。他の畑から農薬が飛散している可能性もある。

Ｑ．苗物の水やりはしてもらえるのか。

Ａ．できればこまめに見に来てもらいたい。



Ｑ．袋の入れ方の規定はあるか？

Ａ．規定はないが、透明の袋で包装してもらいたい。バーコードシールが貼れるよう

な形で出してもらいたい。

Ｑ．バーコードシールは予め印刷をしておけるのか。

Ａ．印刷は可能。日付を抜いて印刷しておき、出荷時に日付を書き入れるという形で

対応していただける。ただし、値段の変更は不可。仮に手書きで値段を書き換え

てもバーコードの情報は、元の値段のままである。

【参考】出荷時の動線

駐車位置

駐車位置


