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地元量販店と県内生産者との地域流通の展開条件

相 川 勝 六 ＊ ・大久保 樹＊

1. 背景と課題

山梨県の野菜産地は、夏秋ナス、未成熟トウ

モロコシ、春レタス等の一部の野菜を除き、概

して小規模であり、また組織化率も低く、市場

流通の中で有利に販売を展開しているとは言い

難い状況にある。このような小規模野菜産地の

育成には、藤島らの地域流通システムの基本的

形成方式［！］に法って産地を再編していくことが

急務であると思われる。

本稿では、そのような地域流通システムの形

成方式のーっとして、供給先を地元量販店とし

た県内生産者との「顔の見える」地域流通シス

テムについて報告する。以下では、試験場が主

体となって行った地元量販店と県内生産者の地

域流通の形成事例から、システム構築のプロセ

スを紹介するとともに、山梨県に本拠を置く 0

量販店の県内産青果物仕入れの実態と産直への

意向、生産者の産直への販売対応の紹介を通し

て、地元量販店と生産者との地域流通の展開条

件について述べる。

なお、定義［！］からすれば、紹介する内容は地

場流通の範曙に属するものであるが、システム

化を図ろうとしている点で地域流通に属するも

のとして報告する。

2. 地元量販店と県内生産者との地域流通の形

成事例

これは、試験場が実質的な推進主体となり、

地元量販店O杜と地元生産者との地域流通シス

テムを構築した事例である。以下では、システ

ム構築のプロセスや取引においてどのようなこ

とが問題となったのかなど、について紹介する。

＊山梨県総合農業試験場
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1）地域流通システム形成のねらい

山梨県産ホウレンソウは、県内各地で生産さ

れてはいるものの産地規模が零細で、系統扱い

が少ないうえ個選品が多く、価格の乱高下によ

る不安定さが問題となっていた。そこで、平坦

地と高冷地の小規模産地を連携し、県内市場を

通じて県内量販店に周年安定供給することで県

産野菜の地場流通量の増大、取引価格の安定、

供給量の安定、農家経営の安定を図ることをね

らいとした。

2）流通システム設立の過程と設立上問題と

なった事項

流通システム設立の過程は、①推進体制づく

り（関係機関への趣旨説明と協力要請）、②卸

売業者・量販店への打診（取引量、品質・規格、

価格条件などの取引成立条件）③生産体制づく

り（参画農家の選定と農家への依頼、計画生産

の説明）、④卸売業者・量販店への依頼・交渉

（実施に向けた取引概要についての検討）、⑤

取引条件の取り決めと役割分担（取引の具体的

な取り決め、組織構成者の役割分担の取り決め）

の段階を追って行った。

この過程の中で難航したのは、以下の二つの

事項であった。一つは、将来的にこの流通シス

テムが継続していくことを考慮すると、このよ

うな流通システムの推進主体は経済連が適当で

あると考えられるが、経済連が推進主体となる

ことを容易に承諾せず、推進体制の形成が困難

であったことである。経済連がその任を容易に

承諾しなかった理由は、価格の乱高下激しいホ

ウレンソウであるから取引価格の安定化を図る

ことは難しいこと、生産体制が整っていない時

点で量販店と交渉することは難しいこと、取引

上のリスクを誰が負うかなどの問題があったた



めである。

二つ目は、生産者、量販店両者に説得の基礎

になる価格、供給量、品質等を具体的に示すこ

とができなかったことにより、生産者と量販店

の参画要請が難航したことである。生産者に参

画を要請するには、価格条件の提示が必要であ

るが、品質の斉一な品物の安定供給が確約でき

なければ量販店が具体的な価格を示せず、また

逆に量販店側に要請するには、規格・品質・生

産量などの条件が量販店の条件に合う必要があ

るが、価格条件が提示できなければ生産者がこ

の問題に対応しないという問題があったからで

ある。

これらの問題を解決した最大の要因は、何度

も足を運んで信頼関係を築いたことである。経

営研究では、様々な優良事例や現状分析から合

理的な流通システムを策定することも一つの成

果ではあるが、実際にそれを構築・運営するに

は、関係者に何度も「お願い」に足を運び、い

わば「三顧の礼」を尽くす必要があることを身

をもって体験した。

3）流通システムを形成する上の取り決め事項

流通システムを形成する上の具体的取り決め

では、価格、生産・出荷に関する事項について、

利害が生じるため調整が必要となった。これを

第 l表に整理した。

価格については、生産者は最低価格保証と安

定的高値の価格条件を要望するのに対し、量販

店側は、価格の一定化は難しいが、最低価格と

期間の平均価格の明示は可能であるとの意向を

示した。合意案は、県・経済連側が生産費や生

産者の過去の販売実績を根拠にすることで最低

価格、平均価格を決めることができた。生産・

出荷については、量販店が開店日に合わせた連

続・定量・安定供給や週末の倍量等を要望した

が、生産者は、出荷量の変動が有り得ること、

週 l回および年始の休日、他の作物の競合時期

の出荷の除外などを要望した。ここでは、特に

定量安定供給と不足量の調整をどのように行う

かが問題となったが、出荷規定量の20%以内の

第 1表 流通システムの成立上調整を必要とした事項とその合意内容

意 向 県組織・経済連・農協 合意内容

生産者 卸売業者・量販店 の対応

過去の販売実績を上回 価格の一定化は困難、期 生産者の勧誘のため価 平均価格は平坦地の出荷期間
る価格の提示、期間の 間の平均価格の明示は可 格明示が必要、生産 120円以上、高冷地の出荷期間

価 価絡の一定化、最低価 能、最低価格は80～90円 費・過去の販売実績か 140円以上、最低価格80～90円
格 格保証希望 ならば可能 ら最低価格を冬場80

円・夏場110円、平均価
格冬場120円・夏場140
円が必要

量販店に合わせた出街 連続定量安定供給が条 安定生産のため施設化 日量400束を原則とし20略以内の
生 は困難、他作物の競合 件、開店に合わせた出荷 を勧める、安定生産の 減量を認める、不足量の調整は
産 時期除外、週一回の休 を希望するが休日を事前 指導の徹底を約束 卸売業者が行う、出荷休（日

日を希望、日量400束 に通知されることで対応 曜、年始(1/1～4）、量販店休業
出 程度が許容範囲、作況 可能、週末の倍量化希 日）、臨時休みは早急に連絡す
術 により変動の可能性有 望、規定量以上の対応可 ることで対処、生産安定の指導

の徹底

品種は不特定、現状 品種は特定しない、 11月 適品種の検討、結束 品種は特定しない、大きさは20
ロロロ 300g結束だが量目の変 ～6月250g結束、 7月～ テープ・ FGフィルム ～28c皿でM級、 11月～6月250g
質 更は可能、品質が量販 10月200gFG、品質は埼 は地場産とわかるもの 結束、 7月～10月200gFG、品

店の基準に添うか不 玉産、岩手産に劣らない を作成 質は他県産に劣らないこと、ハ
規 明、露地ものハウスも こと混、ハウスものと露地 ウスものと露地物の混入不可、
格 の混入可能性有 物の入不可、地場産と 地場産とわかるテープ・ FG 

わかる包装希望 フィノレム使用

直接市場に搬入可能、 鮮度保持のため流通の迅 コンァナ購入資金援 平坦地はコンァナ出荷で生産者
物 コンテナ出荷可能（平 速化希望、夏場は予冷が 助、平坦地のコンテナ が市場に搬入、高冷地は農協経
流 坦地）、農協経由出荷 条件、経費節減のためコ 出荷に対処、高冷地の 由で市場へ予冷搬入

希望（高冷地） ンテナ出荷希望 農協経由の予冷出荷に
対処
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第1図 産直実施後のホウレンソウの価格と市場価格（甲府市場の高値）の比較

第2表 量販店との産直の出荷実績と市場出荷したと仮定した場合の比較

量販店との産直実施後の出荷実績 市場出荷したと仮定
出荷期間 数量（束） 金額（円） 平均単価（束ノ円） 金額（円） 平均単価（束／円）

’92. 11. 2～93.5. 13 39,641 5, 198, 010 131. 1 4,829,619 121. 8 

’93.11.1～ 94.6.5 26,617 3, 147, 780 118. 3 2, 827, 610 106.2 
'94.11.21～95. 7. 1 48,076 5,698, 760 118. 5 5,255,054 109.3 
’95. 11. 22～ 12. 22 6,033 775,345 128. 5 615,436 102.0 

合計 120,367 14,819,895 123. 1 13,527, 719 112. 4 
注）市場出荷したと仮定したときの価格は甲府中央卸売市場の高値

変動を認めること、卸売業者が出荷量の過不足

の調整を行うこと、休日については生産者の意

向に添うことで合意した。以上のように、価格

などの利害が絡む問題は対立する当事者だけで

なく、第三者的な県・経済連が仲裁的な対応を

行うことが効果的であった。

組織構成者の役割分担は、暗黙の了解もあっ

たが、概ね以下のように取り決めた。経済連は、

流通システムの推進主体となり、組織の事務局

的役割と生産者側を代表して量販店側と価格交

渉や取引価格のチェックを行うこととした。卸

売業者は、需給調整や出荷不能の際の品物の調

達を行うこと、普及機関・試験研究は、推進主

体の補佐と栽培技術・生産計画指導を行うこ

と、単協は、販売代金の決済を行うこととした。

4)現在までの結果と問題点

高冷地の生産者が不参画で、結果として平坦

地の一軒の農家のみが実施という結果に終わっ

たが、第 l図、第 2表のとおり、甲府市場の高
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値と比べても l東当たり、平均で10円程度高く、

最高150円、最低90円の範囲で安定した価格を

実現できた。

このように、価格の安定化という実証はでき

たものの、当初の目的は、全て達成されず、次

のような問題が残った。

一つは、組織構成員が十分にその役割を果た

せなかったことである。経済連は、あくまで試

験でテストケースと考えていたのか、試験研究

年次の終了とともに推進主体の役割を放棄して

しまった。卸売業者は、量販店の望む規格品の

集荷力が弱く、生産者の出荷する品物の不足の

際の調達ができず、実質的に需給調整機能を果

たせなかった。また、我々生産指導をする側も、

連作障害を完全には克服できず、生産の不安定

さという問題を解決できなかった。

二つ目の問題は、物流と商流の問題である。

物流は、当初、生産者が市場に出荷し、市場か

ら量販店に送られていたが、前述のとおり、需



給調整機能のない市場を介在する意味がなくな

り、生産者が量販店へ直送すればよいことに

なったが、商流の方は、卸売業者、経済連とも

手数料は従来どおりで、完全にペーパーマージ

ンを取るだけの組織という矛盾だけが残った。

最後に、流通システムの成立要因と当該農家

以外に普及しなかった原因を整理すると以下よ

うにまとめられる。

流通システムが成立した主な要因は、試験場

が流通システムを提言しただけでなく実質的な

推進主体となり、経済連、生産者、量販店に「三

顧の礼」を尽くしたこと、生産者が現状の市場

価格に不安と不満を持っていたこと、量販店が

県産品の取扱量の拡大とそれによる差別化をね

らっていたことである。

流通システムが現在も継続していることは、

生産者が誠実であること、試験場と生産者との

信頼関係が強固なこと、地元量販店が産直に熱

心で、供給量の過不足に寛容なこと、市場出荷

より価格が高く安定していることである。

ホウレンソウの流通システムが当該農家以外

に普及しないのは、近辺にホウレンソウの若手

生産者がいないこと、またいても高齢者で量販

店の求める品質の生産技術もなくまた意欲もな

いこと、高標高地の夏場の生産者は、夏場の異

常相場高に魅力を感じていること、量販店側に

とって夏場のホウレンソウは高価な上に需要が

少ないため販売しにくいことがあげられる。

3.地元量販店0杜の山梨県産青果物仕入れの

実態と生産者の対応

1）地元量販店O社の青果物仕入れの概況

0杜は、青果部門の年間取扱高50億と県内最

大手のスーパーマーケットで、県内では最も「顔

の見える流通」を積極的に行い、県内産地の育

成にも理解ある量販店である。 0社の青果の仕

入れは、東京市場経由（卸売業者は東一、全農、

西東京の 3社）の県外ものが約 7割を占め、県

内での調達は、甲府市場経由の県外産及び県内

産、市場外流通での調達を含め 3割で、東京市

場経由のウェートが高い。東京市場のウェート

が高いのは、東京の市場に150km程度と近いこ

とと県内市場の集荷力が弱いことによる。東京

市場経由のものは、 K青果が仲卸業務を行い、

大部分が量販店の指定した産地カレンダーに基

づく予約相対取引を行っている。

なお、 0社は自社の青果関係の物流センター

を持たず、仲卸 CK青果）が物流センター的機

能をf旦っている。

2）.地元量販店の県産青果物の流通パターン

県内産青果物は、農協との取引と「生産者の

顔の見える流通」に大別できる。県内産青果物

の取引量は全体から見ると少なく、前者が15%

程度、後者が 5%程度であると推測される。

(1) 農協経由の取引

（生産者の顔が見えない場合）

第 2図のように市場を経由するものと経由し

ないものとの二つのパターンがある。

市場を経由するパターンの場合、物流は同じ

だが、取引の形態が3つに別れている。一つは、

相手の農協と契約的な取引が交わされている場

合で、これは、量販店が確実に仕入れなくては

ならないものを産地側と契約を結び取引する

ケースで、しかも農協の事情により市場経由を

指定された場合に形成されるルートである。二

つ目は、産地が決まっているが、契約的な取引

関係がない場合で、これは、一応産地指定がな

されているが、その日の品物の品質によって仕

入れ先の変更が有り得る場合に形成されるルー

トであり、バイヤーが相対やセリで仕入れる。

三つ目は、バイヤーが市場に入荷する品物の品

質を見て仕入れる場合で、これは、産地の指定

は特になく、上場された品物をノfイヤーが

チェックし、相対やセリで仕入れるようなケー

スである。

市場を経由しないパターンは、市場経由の一

つ目と同じように、量販店が確実に仕入れなく

てはならないものを産地側と契約を結び取引す

るケースで、農協が仲卸経由を了承した場合に

用いられる。
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I県外産青果物

Bc=>I （東一）留品京）｜己二＞~c=>I 君臨｜

目。 甲府中央市場
（甲州青果）（中央青果）

一
昨
日

亡三＞｜ 支署長 ｜ 

亡〉｜語長｜
ヤータ｝便

市場を経由しないもの
~c:::コ〉｜仲卸（K青果） に二〉｜量販店（26店舗）

(2）顔の見える流通

パターン1

巨歪Jc=之＞［ 量販店 l～2店舗（核店舗）

金E壬三〉直百亡〉｜仲在日（K青果） 戸〉｜量販店（26店舗） I 

~c=判明安易場｜亡二＞ 126店舗~H~~~2の核店舗｜
パターン4

~百＝＝〉｜仲卸（K青果）に＝〉｜量販店（26店舗）｜

第 2図 県内大手量販店0社の青果物流通パターン

最近では農協合併によるロットの大型化に

伴って、県内市場の卸2社のどちらかが切られ

たり、県内への出荷そのものをしなくなってき

ている産地・品目もある。この場合、今まで取

引関係があったり、どうしても仕入れたい品物

などの場合には、安定的な取引を行うために、

産地側と契約を結ぶこともある。このような場

合、農協の都合で市場経由のものと市場を経由

しないルートになる訳である。

契約でないものは、出荷する農協とすれば、

特に県内流通を志向している訳ではなく、県内

市場は 1つの流通チャネルでしかない。農協の

都合で県内市場への上場を止めてしまう場合も

あり、量販店にとっては不安定な仕入れ方法で

ある。

(2) 生産者の顔の見える場合

生産者の顔の見える流通は、第2図のように

4つのパターンに分けられる。

パターン lは、信用のおける生産者との契約

取引（契約書あり）で、なおかっ全店舗（26店）

に回すほど荷のない場合に採用されるパターン

である。取引金額は少ないが、件数的には最も

多い取引形態である。市場を経由しないことや

生産者が店舗に配送していることなど、からコン

テナ出荷なども行われており、生産者にとって、

手取りが最も多い方式である。田富町K氏の朝

採りキュウりなどがこのパターンである。なお、

事例のホウレンソウの物流パターンも商流は違

うがこれに当たる。

パターン 2は、農協の仲介で産直を始めたよ

うなケースや農協の中の品質に優れた特定の生

産者のものを出荷するような場合で、品質が一

定で全店舗に供給できるような比較的ロットの

大きなものを、デリバリーやパッキングが必要
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な場合に採られる。八代町農協や境川農協のス

イートコーン、境川村S氏グループ（第3表生

産者グループ）の減農薬・完熟トマト、減農薬

ミニトマトなどがこのパターンである。

パターン 3は、卸（甲州青果）の紹介で始め

た場合や取引開始時に品質が不安定であること

から卸を介在する必要がある場合に採用され

る。一度卸売業者を介在すると人間関係から容

易に切る訳にもいかず、安定した取引の成立後

もそう「なっている」ケースが多い。このパター

ンは、量販店にとって、市場経由にすることで

品質の劣るものまで引取らねばならないリスク

を避けられる利点がある。自分で市場に搬入し

ている生産者にとって、品物の品質が安定し、

生産者・量販店相互の信頼関係が強固になった

場合、市場を経由する意味がなく、生産者にとっ

て手数料8.5%は不満の種になり易い。長坂町

K氏の減農薬・完熟トマトや増穂町K氏（第 3

表大規模個別生産者）の朝採りシメジ（ヒラタ

ケ）がこのパターンである。ヒラタケのように

取扱量が多い場合は、サービスとして卸が集荷

に周っている。

パターン 4は、取引相手が品質の信頼できる

個人もしくは組織で、量が比較的多いが、取引

期間が短い、継続的でない旬のもの等の取引に

取られる方法である。塩山市のプラムや田富町

のサトイモなどがこのパターンである。

以上のうち、市場経由のものは、主に品質面

で問題が発生する可能性がある場合や取引年数

が浅く信頼関係が十分でないものなどを市場出

しとして量販店がリスクを回避する場合に用い

られる。また、これらの品物は差別化商材であ

る場合が多く、その品物が不足しても市場から

調達する訳にはし、かず、市場は過剰な場合や品

質が悪い場合の「リスク回避」にだけ用いられ

ている。したがって、生産者が市場出荷ルート

も持っており供給量の調整が可能であれば、特

別の理由がない限り市場を介す意味がなくな

り、生産者の手取りが増すという意味でも、パ

ターン 1やノfターン 4のケースに発展する可能

- 26 

性がある。

3）顔の見える産直を行う生産者の販売対応

(1) 小規模個人生産者の場合

取引の契機は、卸売業者の紹介で、取引年数

は7年になる。流通チャネルは、トマトの場合

量販店と甲府市場の 2チャネルであり、七草の

場合、量販店、生協、甲府市場の 3チャネルで

ある。価格設定は、量販店と年 1回大まかな取

り決めを行い、出荷期に時々微調整をしている。

トマトの価格は、 L4同ダンボールが2,000円、

A級のパックが200円、 B級のパックが150円で

ある。トマトは、完熟、減農薬ということで厳

しい規格もなく、出荷も週 2～3回とかなり緩

やかな取り決めとなっている。俗にオニ玉とい

われる B級品でもM玉やS玉と組み合わせパッ

クすることにより販売している。したがって、

供給量の調整といえるのは、格外を市場出荷す

る程度である。七草は、販売時期が限られ、一

度に大量の出荷となるため、量販店、生協、市

場の 3つのチャネルで調整を図っている。

なお、生産者の年齢は70歳であり、量販店と

の産直を行え得るのは、若い大規模生産者とは

限らないという事例でもある。

(2) 大規模個人生産者の場合

取引の契機は、卸売業者の紹介で量販店との

取引年数は 5年になる。流通チャネルは、量販

店と甲府市場の 2チャネルである。価格設定は、

朝採りということで価格は市場価格よりも高め

の設定であるが、 8月下旬から 9月上旬と 3月

以降は需要が少ないため安め、出荷盛期の 9月

上旬から 2月下旬は通常価格と年間で 3段階の

価格設定がなされている。供給量の調整は、生

産量の 7割を量販店向けに出荷するため、量販

店ものを優先し、他は市場出荷で対応している。

具体的には、量販店向けのものは朝採りで、パ

ラ（ 1ボトル）のままコンテナ出荷するため、

形の揃ったものを選別する。その他は、パック

に両日を揃え市場出荷する。「朝採り」で不足

の際の代替がきかないが、ペナルティーなどは

ない。なお、「朝採りシメジ」（ヒラタケ）の名



第3表量販店との顔の見える産直を行う生産者の販売対応

類売 品流通 比
物 流

型上 目チ Tネル 率
規格・品質 備 考

ト 量販店 生産者→卸→量販店核店舗 減農薬・完熟、，：7L4kg、ハ.7？仰，S,B級）

規
五 7

市場 生産者→卸 減農薬・完熟、格外
百ト

模
万 七 量販店 生産者→飼］→量販店全店舗

f卸は甲府市場

f田
~lj 円 草 生協 生産者→生協 ノ、・ 7?

市場 生産者→卸

大
四 量販店 7 生産者→卸→量販店全店舗

卸は甲府市場、卸が集
規

朝取り、 2g;J;'~k／コンテナ
荷、量販店でハ.7キング

模
千 tラ

個
万 9ケ

市場 3 生産者→卸
卸は甲府市場、卸が集

円
lOOgノfック／ゲンポサ

荷
別

生 ミ、量販店 4 生産者→農協→仲卸→量販 農協まで仲卸が集荷
産 ニ 店全店舗 減農薬、無選別、 270g／＼・ 7？／コンテナ

者五千 ト生協 1 生産者→生協
てヨF 卸は東京、神奈川、名

グ｜ト市場 5 生産者→農協→卸 減農薬、無選別、 270g／＼・7J/'tンポール
古屋の市場

ノレ六
｜千 生産者→農協→仲卸→量販 農協まで仲卸が集荷、

ト量販店 4 店全店舗 減農薬・完熟、 2kg~－－ンポール（箱売り用）、
プ3 万円マ生 協 1 生産者→生協 4kg't ンポサ（ハ•7売り、ハ. 7？用）

バッタ用は｛中卸がハ.7キング

戸 ト市場 5 生産者→農協→卸 減農薬・完熟、特選4kg'tンポサ（7ト？才、け 卸は東尿、神奈川、名
話）、格外 古屋の市場

称及び販売方法など一切を他社との取引には使

用しない約束になっている。

(3) 生産グループの場合

取引の契機は、生産者グループの発案で、農

協、役場産業課を通じ、県の果樹生産流通課か

ら量販店O社に紹介してもらったという、他が

殆ど卸売業者などの仲介によるものとは違っ

て、生産者の能動的なパターンである。量販店

との取引年数は、 3年である。流通チャネルは、

量販店と東京・神奈川・名古屋の卸売市場、生

活クラブ生協の山梨支部と三つのチャネルを

持っている。価格設定は、量販店と市場価格、

生産原価双方を考慮して決定し、ほぼ年間一定

価格である。供給量の調整は、グループ内での

技術格差により品質や生産量の差があるが、量

販店、生協の取り決めた品質と出荷量のものを

揃えた上で、超過した分及びフルーツネット詰

め特選トマトと格外を市場出荷を行うことでグ

ループ内の格差と供給調整を行う。しかし、極

端に量販店と生協を優先せず、不作で出荷量が

下がったときには、どの流通チャネルも出荷量

を下げるようにして、すべての取引関係者との

信頼関係の形成に努めている。精算は、プール
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せず個別で、各自の能力に応じた成果（収入）

が出るようしている。

なお、ミニトマトにおいて値ごろ感（298円）

を出すための300gのパックから270gパックへ

の移行や無選別パックなど生産者側から量販店

側に販売方法の提案を積極的に行って、成功し

ていることが、このグループの特筆すべき点で

ある。

4)量販店0社の「顔の見える産直」に対する

方針

量販店0社では、 「顔の見える産直」のデメ

リットを、①一括大量取引ではないため、単位

当たり物流コストが高いこと、②入荷の不安定

による過剰や消費者の購買意欲の高いときに品

物がないといったような機会損失があること、

③サイズ・品質・規格が不安定であること、④

異常相場安の時のリスクがあること、⑤消費者

の購買が高まる週末の供給量を増加するような

ことが難しく、生産と販売のアンバランスがあ

ることなどとしている。

しかし、 0社では、このようなデメリットが

あるものの「顔の見える産直」のメリットを、

①入荷時間の短縮により高い鮮度を保てるこ



と、②販売数量の予測が可能であることから安

定価格を設定できること、③有機・減農薬・完

熟などによる差別化に加え、商品形態・品種の

指定などによるオリジナル商品化が可能なこと

としてあげ、積極的に取組んで行こうという姿

勢が見られる。

取引条件は、一般商材と同じ慣行栽培かっ系

統経由の大量流通品に対しては、店側が求めて

いる品質・規格に合致するものを安定的に供給

できることが条件となり、差別化商材として「朝

採り」「有機」「無（減）農薬」などの商材に対

しては、店側の求める商品レベルの最低限を守

れれば、数量の変動なと、についてはやむ得ない

ものと見ており、同じ県内産青果物でも一般商

材と差別化商材では扱いが異なる。

4. 地元量販店と県内生産者との地域流通の展

開条件

1）推進主体と流通組織

地元量販店と県内生産者との地域流通を展開

していく上で、経済連や農協が推進主体になる

ことが望ましいと考えられるが、生産者は、農

協、経済連、卸売業者など介在する団体が多い

ほど多くの手数料を納めねばならない。それら

の団体がそれなりの役割を果たせば手数料も問

題とならないが、ペーパーマージンを取ってい

るのみという実態も多く、問題は多い。地域流

通を安定的に継続していく上で、推進主体や関

係団体の役割を明確にするとともに、流通組織

に地方自治体などの第三者的な機関を加えるな

ど、生産者・量販店双方が信頼できる組織の形

成が必要である。

2）価格設定

価格設定については、品物の品質、生産原価、

過去の販売実績など量販店が納得する材料があ

ればそれほど問題なく決められ、高く安定した

価格が実現できることは事例で示したとおりで

ある。しかし、価格をどのようにして決めるの

かを生産者が聞くことはタブー化しており、量

販店や卸売業者を信頼するしかないのが実状で
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ある。取引の継続性、安定性のためには、不透

明な価格決定のメカニズムを明らかにしていく

必要がある。

3）需給調整

大量の取引であると、生産側、小売側との需

給調整は大きな問題であろうが、 「顔の見える

流通」は量販店の販売量のわずかを占めるに過

ぎないため、需給調整は、現状それほど問題と

なっていない。例えば、市場を介さない量販店

との直接取引の場合には、供給量の不足につい

ては、取扱店舗数の縮小など量販店側での調整

により対処できており、市場を介している場合

には、過剰分や規格外品を通常の市場出荷で対

処している。このように、現在のところ、需給

調整については生産側が市場などをうまく利用

することで対処していくことがベターな方法で

あると思われる。

4)物流・商流

現在、物流・商流については、色々なルート

が形成されており、ケースパイケースで選択で

きるようになっているが、最近ローカルな量販

店でも物流センターを整備するところも多く、

それに伴い様々な物流ルートを一元化する動き

がある。物流ルートの一元化に伴い「顔の見え

る流通」の商・物流ルートも一元化される可能

性があり、「顔の見える流通」の物流コストの

高さ等が今後問題化するであろう。この問題を

どのように解決していくかも今後の課題であ

る。

5）商品特性と取引条件

量販店との青果物の取引条件において、一般

商材と同じ扱いのものに対しては、店側が求め

ている品質・規格に合致するものを安定的に供

給できることが取引条件となり、「有機」「減農

薬」などの差別化商材に対しては、生産の特性

から数量の変動なと、についてはやむ得ないもの

と見ており、店側の求める商品レベルの最低限

の品質のものが供給できることが取引条件にな

る。

このように、通常の栽培方法で作られた一般
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仲介をシステム化

情報提供

仲介・利害調整

第 3図 生産者と量販店等との仲介システム化のイメージ

商材と同じ青果物と「有機・無農薬」や「減農

薬」のような差別化可能な青果物とでは取引条

件が異なることに注意する必要がある。

6）仲介システムの提言

第 3図に生産者等と量販店等との仲介システ

ムのイメージを示した。現状は、量販店との産

直を志向する個別生産者、生産者グループ、単

協は、市場関係者など不特定の仲介者の紹介で

量販店と産直するケースが殆どである。一般的

には、卸売業者が個選で出荷されているものの

中で日頃から品質が高く信頼できる生産者を見

極めて、卸と取引関係のある量販店へ紹介する

ケースが多い。取引は、信頼関係で成り立って

いるが、取引条件の取り決めや取引後の問題発

生に対しては、生産者側は量販店や卸売業者よ

りも弱い立場にあることは否めない。

そこで、県などの地方自治体が推進主体とな

り仲介システムを形成し、取引希望のある個別

生産者、グループ、単協、量販店、生協などか
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ら取引条件を提示させ、これらの情報を生産

側・小売側双方に提供（競合量販店同士の販売

戦略に関わる情報漏れに留意する必要がある

が）する。生産側・小売側の希望が一致すれば、

推進主体の立ち会いの元で取引条件・物流・商

流の詳細について検討する。実施後、推進主体

は安定生産のための生産計画の支援や生産指導

を行うとともに、取引条件が遵守されているか

などをチェックし、取引の継続性と安定性の維

持のためのアフターケアをする。このようなシ

ステムを形成することは、比較的可能性が高い

と思われるが、いかがなものであろうか。
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