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農産物直売所における消費者との交流に関する一考察

A Study of Communication Wi也Consumersin Farmer’s Market 

里村睦弓＊

Mutsuyumi SATOMURA 

1.背景と問題意識

農産物直売所（以下「直売所」と略す）が我が国の農産物流通のー形態と認識されて久しい。直売所

の経営形態は様々であるが，農家（個人・法人），会社，地方公共団体，第3セクター，農業協同組合，生

産者グループ等が存在する。既存の農産物流通に対しチャネルの短さを特徴付け，規格外品や差別化商

品の販売チャネノレとして成長し続けている。さらに， 1990年代に，食を脅かす事件・事故が多発し，消

費者の産地への関心を後押しする様に，地産地消運動，国産農産物回帰などが興り，直売所への関心が

高まっていったのである。

初期の直売所の存在意義として高齢農業者や女性農業者の活躍の場，雇用創出や観光地化といった地

域の経済的活性化，生産者側の出荷メリットと消費者側のコストパフォーマンスの一致，さらに，物販

以外に消費者との交流が挙げられている。特に消費者との交流については，先行研究においても「生産

者（または消費者）の声が聴ける」「農家との触れ合いができるJといった人的交流が評価され重要視さ

れている。小柴［1］は，比較的小規模な直売所における，自然発生的な交流が，経営成果に結びつかな

くとも実施されていることを明らかにしている。また，樫井［2］では人的交流が，直売所の運営改善や

新たな事業への展開に寄与していることを示唆している。さらに，大西ら［3］では「交流＝会話j と捉

え，交流が直接販売に寄与しているとし，それが生産者と消費者両者の直接的な販売チャネルを形成す

る要因としている。

また，直売所での地元産品を使用した加工品や惣菜品等の農産加工品の位置づけは極めて重要なもの

といえる。その地方でしか味わえない「農家の特産品」を目指して訪れる客も少なくない。これまで農

村に埋もれてきた日々の生活や活動が直売所としづ新たな農産物のチャネルにより日の目を見たのであ

る。直売所は単なる物売りではなく，農村の文化や伝統の継承といった社会的活動において「女性」の

活躍が大きな原動力・強みとなっているといっても過言ではない。農林水産省［5］の報告によると農村

女性の農産物の加工や販売活動は平成22年度には9,757件であり，そのうち約60%が直売所への販売・

流通となっている。さらに都市との交流として農産加工体験や農家レストランの設置は約20%となって

いる。具体的には農村の家庭にあった加工品や惣菜品等が直売所で販売されることにより，地域農業の

維持，女性農業者の自立などを担っているのである。また撞谷［4］によると，農キナ女性の起業が直売所

の多角化に寄与しているとし、上述の農村女性の潜在的な価値は直売所を重要なチャネルと
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し発展しているといっても過言ではない。

以上のような特徴を持つ直売所であるが近年では課題も多く散見されるようになった。直売所の店舗

数が増加するにつれて，売り上げの伸びや来店客の減少など様々な課題が浮上し始めた。それらを打開

するための方策として，様々な経営スタイルがみられる。里村［6］によると， lつ目はスーパーマーケ

ット（以下「スーパー」と略す）のように品揃えに特化し消費者ニーズ、に呼応しようとする方向性，も

う一方は消費者ニーズに呼応し品揃えをしつつも直売所の特徴ともいえる生産者と消費者の交流を取り

入れる方向性がみられる。このように直売所は分化する方向性を呈している。また，一般の小売店であ

るスーパーも地元産のコーナーを店内に設置するケースや，直売所自らスーパーのインショップに参入

するといったケースも見受けられる。

そこで，科高では直売所の現状を明らかにした上で直売所の特徴である消費者との交流の実態を明ら

かにする。そして，今後の直売所振興につながる消費者交流について検討する。

2.農産物直売所の動向と課題の設定

(1)農産物直売所の現状

直売所は今や様々な経営形態で展開されている。直近の調査 J）によると直売所の店舗数は平成 21年

度には， 16,816店舗，平成23年には22,980店舗，平成24年度には23,560店舗，平成25年度，平成26

年度（概数）には23,710店舗存在する。近年は鈍化傾向にあるものの増加をしている。また，売上高を

みていくと平成22年度には8,767億円，平成23年度には7,927億円，平成24年度には8,448億円，平

成25年度には9,025億円，平成26年度（概数）には9,356億円と販売額も増加傾向にある。コンビニ

エンス市場の最大手「セブンイレブン」の店舗数 2）が平成28年6月時点で 18,860店舗であることか

ら直売所の市場規模が大きく拡大しつつあることは明らかである。

(2）農産物直売所における直売活動の現状

次に直売所での品揃えについての聯且事例では，「朝採り販売J「地場産のみの販売J「生産者の氏名，

栽培方法等の表示j「高付加価値化商品（有機・特別栽培等）の販売jは積極的に実施されている。集客・

販促の聯Eでは「特売日・イベント等の開催Jが約 40%実施されており，「生産者と消費者の交流・体

験活動等の実施」は約21%実施されている。「他の直売所と連携Jは約 17%実施，「加工場・レストラン

の併設（地場農産物を原料）」は約 16%実施，「量販店へのインショップの出店」は7%程度実施されて

し、る。

一方で課題も明らかになっている。「地場農産物の品目数，数量の確保」や「購入者の確保（新規購入

者，リピーターの確保）J，「参加農家数の確保」，「新たな商品，加工品の開発」が多くの直売所が直面し

ている課題となっている。また，他店との競合関係についても約 1割の直売所が課題としている。参加

農家数が減少するなか，市場仕入に頼らない直売所は，産品の確保が困難になっている。また新しい商

品や加工品の開発も生産者が確保できないと解決しにくい課題である。参加農家数についても直売所が

興隆した2000年から早 15年以上経っていることから，初期のころ参加していた農家についても高齢な

どの理由で出荷を停止していると考えられる。また，基幹的農業従事者が減少する中，新規に参加する

農家が積極的でないと考えられる。購入者の確保（新規購入者，リピーターの確保）については，先に

も述べたように，分化した直売所によって差が生じているのではないだろうか。しかし，多くの直売所

が購入者の確保を課題に挙げていることから，顧客に対して新たな戦略を立てていかなければならない

のは当然であろう。
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農産物直売所における消費者との交流に関する一考察（里村）

3.農産物直売所での消費者交流

(1)農産物直売所における消費者交流の現状（店舗側）

次に，直売所の特徴として挙げられる消費者との交流について店舗側および消費者側の位置付けにつ

表1 直売所における取組活動及び変数の説明

変数名 変数の説明 平均 標準偏差

多品目周年供給 多品目の周年供給体制 3.16 1.78 

地場農産物の販売 地場農産物のみの販売 3.80 1.69 

取品 朝どり 朝どり・当日どりの生鮮農産物販売 4.03 1.43 

り揃
減農薬農産物 減農薬・有機農産物の販売 3.34 1.51 

組え
みの 有機JAS

5＝実施している
有機JAS認証を受けた農産物の販売 2.17 1.49 

4=時々している
地域外出品 3＝たまにしている 地域外の生産者・加工業者からの出品販売 2.87 1.70 

市場仕入
2＝ほとんどしていない

市場からの生鮮農産物の仕入れ 2.40 1.68 
1＝実施していない

出荷規格 出荷規格（サイズSML等）の統一 2.00 1.37 

納 品質基準 品質基準（朝どりや減農薬等）の統一 2.63 1.68 

入 陳列展示場所 陳列展示場所の指定 3.47 1.66 

栽培履歴提出 栽培庖歴の記入・提出 322 1.74 

連絡先明記 生産者・加工者の氏名や連絡先を明記している 4.33 1.23 

栽培方法開示 5＝全品実施
栽培方法を明記している 1.93 1.06 

安 4=半分ほど実施
全 栽培履歴開示 3＝一部実施 栽培履歴情報を提供している 2.26 1.42 
性

GAP実施
2＝ほとんど実施しない

GAP（適正農業規範）を行っている
1＝全く実施しない

1.88 1.35 

HACCP取得 HACCP（危害分析重要管理点方式）を取得している 1.17 0.57 

交流会 消費者と生産者の交流会を実施している 1.91 1.12 

3南 農業体験 消費者の農業体験を実施している 1.44 0.91 

費
生産現場 消費者の生産現場視察を実施している者 1.32 0.78 

と グリーンツーリズム グリーンツーリズムへの参加を実施している 1.30 0.83 
の

交 会員カード 消費者に会員カードを発行している 1.55 1.36 

流 イン骨ーネット利用 イン9ーネットを利用している（ホームページ開設等） 1.63 1.37 

機関誌発行 機関誌を発行している 1.31 0.91 

料理講習 5＝月2回以上 料理講習会を実施している 1.28 0.81 

》闘
4=月1回

漬物講習 3＝年数回（3～4回程度） 漬物講習会を実施している 1.18 0.61 

講 費
昧噌づくり 生年1回

昧噌づくり講習会を実施している 1.17 0.59 
習者 1＝実施しない

向 裁錯技術 野菜の植え替えなど栽培技術講習会を実施している 1.34 0.85 ~ け
の フラワーアレンジ フラワーアレンジ講習会を実施している 1.14 0.52 

食育講座 食育等の講座を実施している（出前講座を含む） 1.18 0.54 

参 収穫祭 収穫祭を実施している 1.94 0.98 
力日消

郷土料理 郷土料理や伝統食を体験するイベントを実施しているンす費 1.44 0.91 

トる者 試食販売会
イが

地域特産物等の試食販売会を実施している 1.91 1.22 

r、. 特売日 特売日を設けている 1.88 1.43 

意 店員直接 店員が直接消費者の声を聞いている 4.06 1.29 

見消 生産者当番
5＝実施している

生産者が当番で店に出て直篠聞いている 1.83 1.31 

感費
意見箱 4=時々している 店内に意見箱を設置している 2.28 1.79 

法想者
インヲーネット利用 3＝たまにしている

のか 2＝ほとんどしていない イン告ーネットを利用している（掲示板・メール等） 1.46 1.17 

聴 "' 消費者アンケート 1＝実施していない 消費者アンケートを実施している 2D1 1.43 取 の

方 消費者モニ告ー 消費者モニ9ーを設置している 1.24 0.92 

出所）里村桂弓「農産物直売所におけるマーケティング活動の効果に関する考察」，『九州大学大学院

農学研究院学芸雑誌』，第 69巻第 1号， 2014年。
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いてみていこう。なお，材高で示す調査および分析結果は里村［6］に依拠している。

直売所においては上述した様な取組活動が実施されている。それらは実際にどの様な取組活動がどの

程度実施されているのだろうか。交流を含めた取組活動は直売所それぞれの認識，形態や程度が異なる

と考えられる。そこで，交流活動を含めた取組活動について採択状況を明らかにした。本調査は，長崎

県，佐賀県，福岡県の直売所を対象として，各県庁の直売所管轄部暑が把握している全369店を対象に

郵送にて留置調査を実施した。調査票の配布団収期間は 2010年 6月～7月とした。回答数は 166店あ

り，その内有効回答 126店を得た。次に取り組みについて調査した項目とその結果を表 lに示す（表 l参

照）。平均点を見ていくと，品揃えに関しては「朝採り」「地場農産物」といった，直売所の特徴である

生鮮農産物の出荷は積極的に取り組まれている。「減農薬・有機農産物」などの差別化商品に関しでも実

施されている。納入に関しては「出荷規格jや「品質基準」が低位である一方，「陳列展示場所の指定」

や「栽培履歴の記入・提出Jは積極的に取り組まれている。安全性に関しては「生産者・加工者の氏名」

や「連絡先を明記」が積極的に取り組まれている一方で，その他変数は低位である。消費者との交流・

消費者向け講習会に関しては，低位に留まっていることが明らかになった。消費者が参加するイベント

に関しては，「収穫祭」「試食販売」「特売日」は l年に 1回は開催される傾向がある。消費者からの意

見・感想、の聴取方法に関しては，「店員が直接聴取している」は積極的に実施されている。消費者交流に

ついては，単発的なイベントは実施される傾向にあるものの，講習会といった時間やコストがかかる消

費者交流は消極的であることが明らかになった。交流全体を通してみると，直売所では消費者との交流

は意識しているものの実際の実施には結びつきにくいのが現状といえる。

(2）農産物直売所における消費者交流の現状（消費者側）

次に，消費者からみた消費者交流の位置付けについて確認していこう。

本調査は，農産物を購入する際，直売所とスーパーを併用している消費者を分析対象とした。サンプ

リングは福岡県Y市に位置する主要な2つの直売所（D-1およびD-4）の利用者を対象とした。

配布・回収は店頭での対面調査法とした。調査期間は平成 23年 3月の平日と休日の各 1日ずつ行っ

た。また，各店舗の平日・休日のそれぞれの目標回収数を，調査店舗へ事前に，直近のレジ通過者もし

くは来店者のデータから実際の店舗利用客数の比率に応じてウエイトパックし設定した。調査票回収数

は両日併せて直売所D-1は94，有効回答数84，直売所D-4は182，有効回答数 166であった。調査で

は，各回答者がよく利用している直売所2店舗，よく利用しているスーパー1店舗を挙げてもらい，そ

れぞれの店舗の利用頻度 4），店舗選択理由を尋ねた。従って， 1人の回答者から 3店舗に対する選択理

由の回答が回収されることとなる。なお，ここで回答された店舗数は，直売所で 65店舗，スーパーで

37店舗に上がる。

次に，店舗選択理由に関する測定変数の概要を表 2に示す（表2参照）。表 2からもわかるように，

「新鮮な農産物を販売しているから」，「農産物の価格が安いからJ，「安心な農産物を販売しているから」，

「地場産が買えるから」といった「地産地消」に関しては，平均点が全体的に高めに出ており，「家から

近いまたは仕事帰りに立ち寄れるからJ，「農産物以外の買い物も一度に済ますことができるから」，「駐

車場が広し、からJ，「営業時聞が長し、からJといった「利便性j に関しては，平均点が全体的に高めに出

ていることがわかる。「関係性jに関しては，全体的に平均点はやや低めに出ている。特に，「生産現場

の視察jは，平均点が低く出ている。しかし，季節ごとの単発的なイベントへは参加する傾向がみられ

ることから，スーパーとは異なる「旬」なものを得たい，季節感を味わいたいといったことが購買理由

になっていることが伺える。また，「気に入った生産者の農産物があるから」についても他の関係性の変
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数に比べ平均点がやや高めに出ていることから，固定された生産者の商品を購買する傾向が伺える。「店

舗

表2 農産物を購入する際の店舗選択理由の変数概要と結果

測定項目概要
変数名 変数の説明 平均 標準

偏差

新鮮な農産物を販売しているから 3.9 1.2 

農産物の価格が安いから 3.6 1.2 

安心な農産物を販売しているから 3.9 1.2 

地場産が買えるから 3.7 1.3 

珍しい産品が買えるから 3.0 1.2 

ポイントが貯まるから 2.3 1.5 

農産物以外の気に入った商品があるから 3.2 1.3 

敷地内に飲食スペース・レストランがあるから 2.2 1.3 

サービスが充実しているから 2.9 1.2 

観光情報が手に入るから
5＝非常に重要

2.0 1.1 

レジャー広場等が設置されているから 4＝かなり重要 1.9 1.1 

家から近いまたは仕事帰りに立ち寄れるから 3＝やや重要 3.4 1.5 

農産物以外の買い物も一度に済ますことができるから 2＝あまり重要でない 3.3 1.5 
1＝全く重要でない

駐車場が広いから 3.7 1.3 

営業時間が長いから 3.2 1.4 

レイアウトが良いから 2.9 1.2 

季節行事等のイベントがあるから 2.5 1.3 

気に入った生産者の農産物があるから 2.8 1.4 

店員と会話できるから 2.3 1.2 

店または生産者に欲しい商品を要望できるから 2.4 1.2 

生産者の名前と連絡先が分かるから 2.8 1.4 

個別生産者と交流があるから 2.1 1.2 

生産現場を視察することができるから 1.9 1.1 

出所）里村陵弓「農産物直売所とスーパーマーケットのポジショニング、に関する考察」

『農業市場研究』第23巻第2号， 2014年。

付加価値Jに関しては，変数の内容によってばらつきがみられる。「農産物以外にも気に入った商品が

あるから」は，平均点がやや高く出ている一方で「レジャー広場等が設置されているから」の平均点が

低く出ている。つまり，「店舗付加価値」については，今回設定した変数では，農産物を購入する際の店

舗選択理由としては評価されにくい。つまり，消費者全体でみると農産物を購入する際の店舗選択理由

としては「地産地消」や「手lj便性Jが重要なキーポイントとなる可能性が高い。

4.農産物直売所の戦略からみた農産物直売所の位置付け及び類型化

次に本節では因子分析を用いて取り組みの6つの志向を抽出した。第 l因子は「消費者交流」「消費者

向け講習」といった交流活動が強く正の値を示している。対立志向として「品揃えでの地域外商品納入」

「市場仕入れ」「安全性」に関して負の値をとる傾向がある。したがって，この因子負荷量が大きい直売

所は消費者との交流を介した関係性構築に関する活動の取り組みに積極的であることを表す志向として
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解釈できる。この因子を「消費者向けイベント志向」とする。次に第2因子は「商品の品揃え」「出荷規

格」「和音方法開示」「有機 JAS認証取得Jなど商品差別化の取り組みに強く正の値を示す傾向がある。

この因子負荷量が大きい直売所ほど，商品に対する付加価値を高める戦略を，積極的に取り組んでいる

ことを表す志向として解釈できる。この因子を「製品差別化志向」とする。次に第3因子は「農業体験」

「生産現場視察J「グリーンツーリズムj 「インターネットを介した交流j に強く正の値を示す傾向があ

る。この因子負荷量が大きい直売所ほど，消費者との交流を介した関係性構築を積極的に取り組んでい

ることを表す志向として解釈できる。ここでの交流は，後述するイベント等の単発的な交流ではなく，

棲井［2］でも指摘されていた，生産者と消費者との距離がより縮んだ交流といえる。この因子を「都市

農村交流志向」とする。次に第4因子は「多品目周年供給」「地域外商品納入」「市場仕入れ」「特売日」

に強く正の値を示す傾向がある。対立志向として「地場農産物の販売」に強く負の値を示す傾向がある。

この因子負荷量が大きい直売所ほどスーパーの様に品揃えに特化し，市場仕入れを行い，特売日の設定

を行し、集客に積極的である志向として解釈できる。この因子を「品揃え志向j とする。次に第5因子は

「栽培履歴提出」「栽培履歴開示」「機関誌の発行Jに強く正の値を示す傾向がある。この因子負荷量が

大きい直売所ほど安全・安心に裏付けられる，製品の情報開示に積極的である志向として解釈できる。

この因子を「情報の開示志向」とする。最後に第6因子は「意見箱の設置」「消費者アンケート」に強く

負の値を示す傾向がある。この因子負荷量が大きい直売所ほど，消費者ニーズの吸上げに積極的である

志向として解釈できる。この因子を「消費者ニーズ志向j とし，以上6つの志向を抽出できた。

そして，これらの志向によって，直売所を類型化したところ直売所の展開方向として次の4つが挙げ

られる（図 1参照）。第 1に全体的に取り組み活動の弱い，消極的な「原始型」，第2に付加価値の高い

有機産品や減農薬といった差別化商品を取り入れる一方で，スーパーのように，地域外商品納入や市場

仕入を行うといった，積極的な品揃えに特化した活動を実施している「スーパー型」，第3に交流に関し

でも単発のイベント等の交流，農業体験，生産現場視察，グリーンツーリズムといった交流形態にも積

極的であり，また，消費者の意見や感想、を聴取するといった顧客ニーズ、にも対応をしてい石「都市農村

交流型j，第 4に単発のイベント交流に積極的であり，品揃えに関しても市場仕入や地域外納入ではな

く，付加価値の高い差別化商品を揃える活動を実施している「イベント交流型」である。以上から直売

所の4つの方向性と「原始型Jを基に3つの展開方向があることが明らかになった。これまでにも先行

研究等で直売所の展開方向として提示されてきた品揃え等を強化した「スーパー型j，特定の消費者と交

流活動を積極的にしていく「都市農村交流型j，単発のイベント等による消費者交流の活動を積極的にし

ていく「イベント交流型j で、あった。いずれも今後の直売所の展開方向として考えられる。特に「都市

農村交流型」「イベント交流型」については，単発のイベント等の交流があり，さらに消費者とのクロー

ズな交流形態にも積極的である。その上，これらに属する店舗は店舗規模，販売規模（面積当たり販売

額）が最も大きい。つまり，経営成果（面積当たり販売額）が大きいことを考慮すると，交流活動を戦

略として取り入れられる事で，さらに消費者との長期的・継続的な関係性が形成されると経営成果にも

影響を及ぶことが考えられる。

次に，消費者との交流が経営成果に影響を与えるのかどうかみてみよう。本稿では前提条件として店

舗面積を直売所の規模を示す指標として店舗面積200d以上を「大規模直売所」としている。表3は店

舗の経営志向と経営成果の因果関係を分析したものである表（3参照）。取組活動の「第1因子（消費者

向けイベント志向）」は，消費者向けイベントを積極的に行うことで，面積当たり販売額を伸ばすことが

できると解釈できる。「第 3因子（都市農村交流志向）」は，グリーンツーリズムや農業体験といった，
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クローズな交流を積極的に行うことで，面積当たり販売額を伸ばすことができると解釈できる。

図1直売所の展開イメージ

表3 取組活動の志向が経営成果に及ぼす影響

従属変数

面積当たり販売額（面積大）n=60 面積当たり販売額（面積小）n=66

偏回帰係数 t値 P 値 判定 VIF 偏回帰係数 t値 P 値 判定 VIF 

生産者G -0.047 -0.158 0.876 3.370 0.265 0.796 0.433 3.970 

生産者法人 0.469 1.519 0.140 3.209 0.085 0.227 0.822 2.460 

公共第3セク -0.121 -0.484 0.632 2.390 0.196 0.443 0.661 2.548 

民間 0.683 2.271 0.031本 1.710 0.306 0.487 0.630 3.236 

駐車場所 0.000 1.613 0.118 2.981 0.000 0.147 0.885 2.817 

第1因子消費者向けイベント志向 0.543 9.733 0.000 キ＊ 1.469 0.096 0.489 0.629 1.517 

第2因子製品差別化志向 0.o79 0.740 0.466 2.046 -0.011 -0.092 0.927 1.760 

第3因子都市農村交流志向 0.225 2.221 0.035本 1.630 -0.014 -0.146 0.885 1.525 

｜第4因子品揃え志向 0.022 0.148 0.884 3.965 -0.005 -0.032 0.975 1.850 

独 第5因子情報の開示志向 0.115 1.193 0.243 1.952 0.379 2.480 O.o19 * 1.563 

立 第6因子消費者ニーズ志向 0.183 1.754 0.091 1.874 0.295 1.538 0.135 1.789 

変 顧客数や販売額の減少 0.116 0.965 0.343 5.769 -0.047 -0.547 0.589 1.812 
数 出荷体制の弱体化 -0.259 -1.733 0.094 8.090 0.000 -0.003 0.997 2.381 

店舗従事者の確保が難しい 0.117 1.242 0.225 2.723 0.050 0.502 0.619 2.394 

店舗や駐車場の面積が狭い 0.169 2.461 0.021 * 2.980 0.292 3.019 0.005 ＊本 3.156 

店舗内設備の未整備 0.026 0.305 0.763 2.999 -O.o11 -0.110 0.913 3.262 

資金確保が難しい -0.050 -0.632 0.533 2.773 -0.030 -0.336 0.739 2.501 

品繍えが不十分 0.197 1.882 0.071 3.961 -0155 一1.211 0.236 2.523 

顧客管理の未整備 0.239 2.995 0.006 本＊ 2.457 -0.061 -0.843 0.407 2.006 

販売や経営の知識・技術が不十分 -0.131 ー1.121 0.272 4.976 0.032 0.272 0.788 2.863 

顧客拡大策の取り組み不足 -0.175 -1.779 0.086 3.264 -0.025 -0.203 0.840 3.917 

周辺の環境問題 -0.248 -2.731 O.o11 * 2.988 0.102 1.131 0.268 1.819 

修正済みが 0.792 0.326 

出所）里村陸弓 「農産物直売所におけるマーケテイング‘活動の効果に関する考察j，『九州大学大学院農学研究院学

芸雑誌』，第 69巻第 1号， 2014年。

以上の様に直売所の展開方向について，直売所の「格上げJと考えた場合，マクネアの小売の輪の理

論を援用し，次のような解釈を与えられる。直売所は「原始型」と して，「顔の見える関係，安心，新鮮j

と共に，価格訴求で多くの人を惹きつけてきた。そして，取り組み活動の程度によって，「スーパー型j

にみられる品揃えなどを行うスーパー化した直売所， 「都市農村交流型j 「イベント交流型」にみられる

消費者との交流活動を行う直売所と位置付けられる。このように直売所は，他店との競争の中で，小売
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業態として，販売方法や販売戦略を「格上げ」することで，新たな展開方向を模索しているといえる。

取組活動が直売所の経営の成果に与える影響については，大規模直売所では「消費者向けイベント志

向」と「都市農村交流志向」の 2つの志向が有意にポジティブな影響を与えることが明らかになった。

つまり，先行研究において，その存在が指摘されてきた消費者との交流活動について，少なくとも大規

模直売所においては，その活動は社会的意義に加え経営にも影響を与えるとみなしうる，ということで

ある。

5.消費者の視点から見た農産物直売所の位置付け

本節では因子分析を用いて，表2の店舗選択理由に関する因子を抽出した。第1因子は「気に入った

生産者の農産物を販売しているから」「店員と会話できるから」「店または生産者に欲しい商品を要望で

きるから」「生産者の名前と連絡先が分かるから」「個別生産者との交流があるから」「生産現場を視察す

ることができるから」に強く反映している。ゆえに，第1因子を「関係性重視志向」とする。第2因子

は，「新鮮な農産物を販売しているからJ「農産物の価格が安いから」「安心な農産物を販売しているから」

「地場産が買えるから」「珍しい産品が買えるから」 f気に入った生産者の農産物があるからJ「生産者の

名前と連絡先が分かるから」強く反映している。ゆえに，第2因子を「地産地消重視志向j とする。第

3因子は「ポイントが貯まるから」「農産物以外に気に入った商品があるから」「家から近いまたは仕事

帰りに立ち寄れるから」「農産物以外の買い物も一緒に済ますことができるからj 「駐車場が広し、から」

「営業時聞が長いから」「レイアウトが良いからJに強く反映している。ゆえに，第3因子を「利便性重

視志向Jとする。第4因子は「敷地内に飲食スペースやレストランがあるから」「サービスが充実してい

るから」「観光情報が手に入るから」「レジャー広場等が設置されているから」「季節行事等のイベントが

あるから」に強く反映している。ゆえに，第4因子を「店舗付加価値重視志向」とする。以上から，消

費者が農産物を購入する際，店舗選択理由として最も説明力の高い因子は，店舗や生産者との交流とし、

った「関係性」であることが明らかになった。次に，地元産品を扱う「地産地消」を中心とした品揃え

であることが明らかになった。

次に各店舗の位置づけを詳しくみていこう。因子分析の結果，サンプルごとに因子得点が得られる。

この因子得点について，店舗別の平均値をとり数直線上にプロットしたものが図 2～5である。図 2～5

の数直線はOを起点、としプラスに行くほど，その店舗の消費者がその因子を店舗選択理由としているこ

とを示しており，マイナスに行くほど店舗選択理由としていないことを意味する。なお，図中のDのO

印は直売所， Sの...印は食品スーパー，・印はディスカウントストア，．印はショッピング・センター

を示す。それぞれの番号は店舗JDS）である。それぞれの図からわかるように，直売所に関する店舗選択

理由として関係性及び店舗付加価値については消費者間で重視するか否かでばらつきがみられるが，地

産地消は重視されている一方で利便性は重視されていないことが分かる。この結果からも消費者との関

係性を重視すること，地産地消を強めることで直売所の特徴になるが明らかである。
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図2 第 1因子（関係性重視志

出所）里村陸弓「農産物直売所とスーパーマーケットのポジショニングに関する考察j 『農業市場研究』第23

巻第2号， 2014年。以下同様。

注 1)t検定（Welchの方法）の結果 p<0.05で有意。

注 2）凡例はO 直売所 企 食品スーパー ・ ：ディスカウントストア ． ショッピング ・センターを示す。以

下同様。 C'. 5 
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図3 第2因子（地産地消重視志向） Jso-1凶3
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出所）図2と同じ。

注 1)t検定の結果 p<0.01で有意。

注 2）凡例は図2と同じ。

出所）図2と同じ。
図4 第3因子（利便性重視志

注 1)t検定（Welchの方法）の結果 p<0.01で有意。

注 2）凡例は図2と同じ。
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図5 第4因子（店舗付加価値重視志向）
出所）図2と閉じ。

注 1)t検定の結果、有意差無し。

注 2）凡例は図2と同じ。
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6. 農産物直売所での消費者交流－A直売所を通してー

次に，消費者交流の具体的な事例としてA直売所6）を挙げる。 A直売所は福岡県福岡市の住宅街に立

地する都市型の直売所である。周辺はスーパーや他の直売所が点在し，競争の激しい地区である。売上

は2010年～2015年は2億7千万～2億8千万円を維持している。開設より 2003年頃までは l億円の売

上であり，現在開設からは2倍以上の売上を維持している。品揃えに関しては登録農家の出荷に加え，

提携直売所からの仕入れ，場合によっては市場からの仕入れ，自社農場からの出荷である。登録農家数

は70戸ほどで50～60代が主で，実際の出荷者は半分程度にとどまる。消費者は会員数3500名（会員カ

ード発行者のみ）存在する。 A直売所は新鮮・安全・安心に加え消費者が「楽しみながら買い物できる」

をモットーとして掲げている。「楽しみながら買い物できる」とは，具体的には A直売所の独自性を指

し，その独自性とは①店内調理のお惣菜，②自社農場の野菜，③毎月のイベント，④毎週（月～土の 6

日間）のイベントである。今後の展開として売上を上げていくためには店舗の規模拡大（売り場面積増

設）や他の場所への出店が検討されている。

A直売所は農業女性グ、ルーフ。が母体となり 1999年に女性6人で開設され今年で 17年目を迎えてい

る。 A直売所は「新鮮で、おいしい安心で、きる農産物の直売を通して，お客さまと生産者とが，常に

「顔の見える関係Jでありたい」を信条に消費者と生産者とを結ぶ架け橋として経営している。野菜を

始め畜産物・水産物，加工品，菓子，花・百，パンを販売。加工品の一部（弁当・惣菜等）は店内に設

置された厨房で製造され，材料には店内の商品（野菜等）を使用している。従業員はほとんど女性を起

用している。その理由として，「女性であるということは，ほとんどの場合台所を預かっている。その

方達が運営に参加してくれることは，消費者の目線を営に取り入れることができる。」と述べられてい

る。実際に店内調理の惣菜や新たな加工品の開発は女性中心で行われ，また，店内のPOPについても

女性の従業員が作成している。

経営の特徴は独自性にもあるように，消費者との交流を 1つの大きな柱として挙げている。 A直売所

での消費者交流の意義は，消費者との距離が縮まる，生産者への思いやりが生まれる，直売所の客

表4 A直売所における消費者交流のイベント
実施月 イベント名 担当者 募集人数 参加費

2月下旬
農家のおばちゃんが教えます。

お惣菜スヲッフ 5名 ¥1,000 
ちらし寿司づくり

4月下旬
いちご生産者「浜地こずえ」さんの

店長・マネージャー・生産者 25名
大人￥2,800

畑を訪ねて、いちご狩り 小人￥1,500

5月下旬 梅干しの漬け方 店長 5名 材料費

6月下旬
今年こそ作ってみよう’

店長 5名 材料費
簡単らっきょ漬け

7月下旬 擦れたて枝豆を湯がいて食べよう 1 農場ス9ッフ 5組（親子） ¥1,000 

10月下旬
麹と大豆を使って

店長 15名 ¥1,800 
手作り味噌づくり

12月下旬
縁起物の「亀のわら細工J

生産者 5名 ¥500 
をつくってみませんか？

出所） A直売所へのヒヤリング調査より筆者作成。
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同土につながりができることであるとしている。そして，交流で作り上げられた関係を基に常連客へと

なり，価格に左右されない客を創出することができるとしづ。交流活動を担当するのはほとんどが女性

である。女性は消費者目線で物事を見ることで季節感や消費者の得たい情報などにいち早く店舗で対応

することができるとしづ。先の取組活動の類型化ではA直売所はイベント交流型に所属している。つま

り， A直売所では消費者との関係を構築するため，様々なイベントを実施し，それらを経営に活かして

いることが分かる。イベントも季節や行事に沿った内容で、実施され，女性の持つ知識や経験を発揮でき

ているのである。

7. さいごに

本稿では直売所の現状を踏まえつつ，これからの持続可能な経営を行っていく上での示唆として消費

者との関係に焦点を当ててみてきた。現在の直売所の課題としては品不足，参加農家者の減少，固定客・

新規顧客の確保など様々な点が挙がっている。以上のように，直売所の経営志向と消費者の購買志向に

は醐酷があることが明らかになった。つまり，直売所の主力経営の志向とされている品揃え等は実際に

は消費者の購買理由には合致しておらず，逆に直売所が意識をしているにも関わらずなかなか実施され

ていない交流活動が消費者にとっては重要なのである。

直売所での消費者との関係をみるため，直売所，消費者の両側面からそれぞれの意識を調査考察した。

店舗側の消費者交流については表 lにあるように，意識はしているのだが実際の行動には表れていない

ことが明らかになった。一方で，積極的に消費者交流を実施している店舗と実施していない店舗聞には

大きな差異があった。意識の違いから直売所の経営方針が分化し，半数は従来型の直売所，またその半

数は品揃えのみを強化する経営である。しかし，品揃えのみを強化していくということは，競合相手と

して直売所同士のみならず小売りのプロであるスーパーとも競争をしなくてはならなくなる。その上，

品揃えに特化するあまり，直売所の特徴を逸脱した経営になる恐れがある。実際，出荷者が減少し，こ

れまでの商品陳列が困難になる場合も想定されるが，市場仕入に頼ることは直売所が直売所らしさを失

い，消費者から魅力ある店舗ではなくなる可能性がある。表2の消費者の店舗選択理由からも確認でき

た通り，消費者は直売所に地産地消であること，関係性の有無が優位性をもつことからそれらの特徴を

強みに運営を進めるべきである。その具体的事例としてA直売所を提示したが，その立役者として女性

農業者の知識と経験を顕在化させることで直売所の特徴を強みに変化させることができるのではないだ

ろうか。確かに，単に消費者交流といっても一長一短があるであろう。最初から壮大な深さ広さのある

交流は時間的・コスト的に難しいと考えられる。それ故， A直売所の事例でも挙げたように，最初は，

単発のイベントでの交流を図ることで，そこから関係性が構築され始めるのではないだろうか。イベン

トについても季節や年中行事等を鑑みた食に関するイベントについて，消費者目線を持つ女性農業者を

巻き込むことで，上述した直売所の特徴を強みとして前面に出した消費者交流が可能となるであろう。

これまで評価されにくかった女性農業者の農村で培われてきた知識や経験が交流を通して付加価値とな

るのである。生鮮農産物の販売以外にも，その商品の保存方法や調理方法など，農村の家庭に埋もれて

いた資源が女性農業者によって顕在化で、きるのである。つまり，市場化されていない資源を活かす場所

として直売所は最適なのである。立地によってグリーンツーリズムのような都市からの消費者の流入ま

たは，地元客を対象なのかで交流形態は変わるものの消費者交流によって直売所の特徴を前面に発揮で、

きるのである。

直売所は我々の食や生活や文化といった社会的意義も大変評価されている小売形態である。この独自
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的なノj、売形態を維持していくためにも消費者交流を通した関係性を維持してし、かなければならないで、あ

ろう。

註

1）「平成21年度農産物地産地消等実態調査」の調査の対象は2010年世界農林業センサス（農山村地域

調査）において産地直売所数を把握した地方公共団体，第3セクター，農業協同組合及びその他（生

産者又は生産者グループ等）が運営する産地直売所。「6次産業化総合調査（平成23年度）（平成24

年度）（平成25年度）」の調査の対象は2010年世界農林業センサス（農山村地域調査）において把

握した農産物直売所。及び調査後に農協等からの情報収集により把握した新たに開設された農産物

直売所を含む。

2）株式会社セブンイレブン．ジャパンHP,htφ：／／www.sej.eo.jp/company/tenpo.h伽tla

3）本稿では，ショッピング・センターについて「食品スーパーを含んだ、小売商業集積の形態j と定義

する。

4）利用頻度は月に何回利用するかを尋ねている。

5) Dは直売所を表し， Sはスーパーを表す。業態の区分としては， D・1～D・6は直売所を示し， S-1,S-

2は協同組合系列の食品スーパー， S-3,S-4, S-5は食品スーパー， S-6,S-7, S-8はディスカウント

ストア， S-9, S-10はショッピング・センターである。この内，回答数の多かった D・1～D”5,s・1
～S-10までは一経営体であり， D-6, S-11はその他店舗とし，多数の店舗が混在している。なお，

S-11は食品スーパーしか含まれていない。

6）立地条件や商圏，顧客数などからは直売所全体の代表値ではないが消費者との関係性への取り組み

について，積極的なイベント交流や消費者交流の新たな仕掛け等が，今後の直売所が目指す方向性

として最適であると考える。
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Abstract 

Farmer’s market has been recognized as one type of dis加butionfonns for agricultural products in Japan since 

a long time ago. Moreover, it c組 besaid that not only the peddlers, but also the active participation in the social 

activity preserving the cu加reand回 ditionof agricultural communities by women remains as a motive force 

and an advantage of farmer’s market. However, in recent years, a lot of problems of farmer’s market have 

occurred. As the number of farmer’s market rises, such as how to increase the sales and how to deal with the 

decr＇聞記 ofpurchasing customers, has been concerned about. Therefore, this paper is aimed at identi命ing仕ie

reality of吐iecommunication with customers出atremains a character of farmer’s market, based on clari今ing

the current facts offarmer’s market. What is more, it is going to discussing the h加remethod to communicate 

with customers more e能 ctivelyso as to improve the development offarmer's market. For these objectives, a 

Sぽ veyon the communication with customers of which respondents are the m如 agersand customers of farmer’s 

market was conducted. 

Seen企omthe causal relationship between the orientation of farmer’s market and business returns, the conduct 

of marketing and sales activity that contains the relationship with customers could influence the business returns. 

According to出ispoint, there is reason to say that it is possible to run the business continuously if the 

communication with customers can be conducted in the企ont.Furthermore，出epreference to relationship and 

local consumption has been identified to be the reason for customers to select farmer’s market. Accordingly, 

promoting these two points can be served as an aid to血eass町組問 ofcustomers and to the development of 

new products. Consequently，吐ieactivity to promote the communication with customers can be recognized as 

ane民ctivemethod to solve the existing problems of farmer’s market. 
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