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農山漁村等地域の情報集積を活用した持続可能な農山漁村等地域育成への貢献 

 

(24) 地元イベントにおける地場農産物の協賛 

ＪＡ久留米市（福岡県） 

 

新規 継続 

○ 
 

（平成 年 月） 

 

1 動機 

（経緯） 

地域振興を目的として開催された「久留米ボランティアフェスティバル」におい

て、地域農業の発展と地元農産物の認知度の向上に貢献するため、来場者に対し

て当ＪＡ管内で生産された「博多あまおう」を無料配布し、地元農産物のＰＲと

地産地消の拡大につなげるとともに、農業とＪＡのファン作りの一環として実施

しました。 

 

2 概要  久留米ボランティアフェスティバル 

 1.日 時：平成 29年 1月 22日（日） 

 2.場 所：久留米シティプラザ 

 3.内 容：地元農産物のＰＲと地産地消の拡大を目的として、来場者に対して当 

ＪＡ管内で生産された「博多あまおう」の配布を行う。 

 

3 成果 

（効果） 

県内外より 2,500 名程度の来場者があり、家族層を中心とした幅広い消費者に対

して地元農産物をＰＲする事ができ、農産物の認知度の向上と地産地消の拡大に

つながる活動ができました。 

 

4 今後の予

定（課題） 

今後も地域農業の発展と生産者の所得増大に貢献するため、積極的に地元農産物

のＰＲを行います。 
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