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〈論文》

競合下における農産物直売所の存立形態とあり方に関する研究

岸上光克＊・大西敏夫＊＊• 藤田武弘＊＊

Development of Farmers Markets under Circumstances of Competition 

KISHIGAMI, Mitsuyoshi 

National Fisheries University 

ONISHI, Toshio 

Faculty of Economics, Wakayama University 

FUJITA, Takehiro 

Faculty of Tourism, Wakayama University 

Abstract: 

It is important to analyze the development of Farmers Markets. This The clarifies the development 

of Farmers Markets in area in which market competition is occuring, Tanabe City, Wakayama 

Prefecture, Japan. The main conclusions of this paper summarized as follows. There are three 

management styles, consisting of a'community business type (kitera)', a'JA Farmers Market type 

(kisaikan)・, and a'corporate management type (yottette)・. The primary distinction between the three 

types is compartmentalization in collection area and sales area. The'coexistence and co-prosperity'of 

Farmers Markets in competing areas was found to be possible by the characteristic of management 

and the compartmentalization in collection area and sales area. Further, reservations by shippers and 

reservations by repeat customers was maintained through techniques such as urban-rural 

interchange. 

〔Keyword到 farmersmarket. development, production center 

I はじめに

「2010年世界農林業センサス結果の概要（暫定

値）」によると、農産物直売所数は16,824であり、

5年前に比べて3,286(24.3 %)も増加している。

直売所数は近年各地で増加しているが、同時にさ

まざまな問題も顕在化させている。例えば、「平

成19年度農産物地産地消等実態調査」結果をみる

と、地場農産物販売に当たっての課題は、「地場

農産物の品目数、数量の確保」が64.8%で最も高

く、次いで「購入者の確保（新規購入者、リビー

ターの確保）」が54.8%、「参加農家の確保」が

42.3%、「新たな商品・加工品の開発」が35.5%と

なっている。「地場農産物の品目数、数量の確保」

への対応が不十分な直売所が少なからず存在する

と考えられる。また、品揃えや数量確保のために

取扱規模と集荷範囲を拡大すれば、直売所らしさ

* (corresponding author)水産大学校 (E-mail: m.kishigami555@gmail.com) * *和歌山大学 キ

ーワード：農産物直売所、存立形態、産地
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は薄れ本物志向の生産者や消費者は遠ざかってし

まう。

直売所に関する既存研究をみると、直売所の現

状や運営方式、直売所が出荷者の経営や地域に及

ぽす影響などに着目した研究が総じて多いという

特徴がみられる j)。しかし昨今、直売所が増加傾

向にあるなかで、「すでに飽和状態で、競争と淘

汰の時代に入った」との指摘もある叫

以上のように、競合局面にある直売所の実態に

ついて指摘する研究はあるが、その存立形態（同

ー商圏内に存在する各直売所の運営主体の性格と

それに基づく経営理念や運営方式）を把握し、共

存の可能性という側面から分析した研究は見当た

らない。

本論文では、まず和歌山県田辺市の 3つの直売

所を取り上げ、競合下における存立形態を明らか

にする。そして、競合下における直売所間の共存

を図るために、どのような運営、集荷・販売で対

応しているのかという視点から分析を行い、その

特徴を活かした取り組みによる存立形態（共存の

可能性）を考察する。田辺市は和歌山県下第二の

都市であり、紀南地域の中心都市である。その都

市部（旧田辺市）において、 5km圏内というきわ

めて限られたエリアに販売高 1億円を超える常設

型の直売所が相次いで3か所開設されている。運

営主体別にみれば、後述のように「地域づくり

型」、「民間企業参入型」、「農協直営型」と称する

3つのタイプの直売所が、それぞれ独自な展開を

みせている。本事例地において、直売所の存立形

態（共存の可能性）を明らかにすることは、競合

下にあるとはいえ、直売所の今後のあり方を考え

るうえで、有益な知見を提供できるものと考える。

II 農産物直売所の全国動向と和歌山県田辺

市の特徴

1 全国動向とその特徴

現在のような形態の直売所が増え始めたのは

1970年代以降といわれる：い。 80年代に入ると、集

落組織、生活研究グループ、農協女性部会等が母

体となって設置される新たな農産物直売所が全国

各地でみられるようになった。その設立当初は、

小規模栽培の野菜や市場出荷には馴染まない規格

外品を出荷し、無人、または参加農家による当番

制で販売・運営していることが多かった。

90年代になると、直売所そのものの増加と規模

拡大、同時に各直売所への参加農家数と販売高の

増加がみられる。直売所増加の背景として、消費

者の食の安全• 安心に対する関心の高まりととも

に、生産者においても厳格な共販を特徴とする市

場出荷に比較的対応しにくい高齢・兼業農家や女

性農業者などが参加しやすいという点が考えられ

る。最近の動きで特徴的な点は、農協が運営する

直売所が急増していることであるい。従来、農協

では卸売市場出荷を目的として共販に取り組んで

きた叫しかし、農協組織は2000年開催の第22回

農協全国大会において、ファーマーズマーケット

（農産物直売所）等を通じた地産地消の取組強化

を決議し、その後開催された第23回 (2003年）、

第24回 (2006年）大会においても、直売所を地産

地消の拠点と位置づけ推進することを確認してい

る。この他にも、「道の駅」の直売所や女性起業

による直売所など、現在では、多種多様な形態の

直売所が登場し、施設の改善や運営方法の工夫に

よって販売高の非常に大きい店舗も現れている。

例えば、売場面積の拡大に伴う品揃えの確保対策

としてファーマーズマーケットでは「協同組合間

提携」に取り組んでいることや産地直売所の商圏

では需要が少ないことから新たな顧客を求めて都

市部への出店や量販店におけるインショップとい

うかたちで多様な展開がみられる。

直売所の運営は生産者により構成される組織や

農協、自治体等の生産者を支援する組織により行

われており、程度の差はあるものの、組織運営そ

のものに生産者の参画がみられる。こうした常設

型店舗において複数の生産者が関わる直売活動

は、わが国独自のもので他国にはみられない特徴

であるい。さらに、わが国の農産物直売所は、常

設型でありリピーター（固定客）が定着している

ことから、都市農村交流の拠点としての役割が期

待されていることも特徴的である。

「農産物地産地消等実態調査 (2009年）」結果等

に基づいて、直売所の全国動向をみることにした

い。産地直売所7)の設立数は2002年の11.814から

2010年には16,816へと増加している。 1産地直売

所当たりの年間平均販売金額は5,214万円となっ
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表 1 1産地直売所当たりの各指標
（単位：件数、％、万円、戸、 rrl、人）

生産者
第3

農協
地方

全国 又は生産者 農協 （女性部、 その他
グループ

セクター
背年部）

公共団体

設立数
16,816 10,686 1,901 450 427 203 3,149 

(100.0) (63.5) (113) (2.7) (2.5) (1.2) (18.7) 

平均販売金額 5,214 2,294 14,787 11,502 2,914 6,845 8,648 

1産地直売所 登録農家数 86.5 44.0 278.9 138.2 59.2 135.2 107.7 
当たり指標 売り場面積 1314 94.2 272.1 179.8 913 1531 161.4 

従業貝数 7.1 6.4 8.6 10.0 11.0 7.7 7.6 

資料：「農産物地産地消等実態調査（平成21年）」。

注：「その他」は「民間企業等が運営するもの」を指す。

表2 都市農村交流にかかる施設等の設置件数の変化
（単位：件数）

全国 全国
(2002年） (2010年）和歌山県

(2010年）

産地直売施設（産地直売所） 11,814 16,816 154 

農林漁家（農村）レストラン
98 1,248 ， 

（農家レストラン）

観光農園 3,010 8,768 116 

農家民泊 2,098 2,006 32 

市民農園（貸農園・体験農園等） 5,211 5,840 56 

農林水産物・加工品等の販売 3,898 

合計 26.129 34,678 367 

資料：活動総数の全国 (2002)及ぴ市場規模の推定は「都

市農村交流に係る市場規模等算定手法確立の検
討」(2003)、財団法人都市農山漁村交流活性化機構、

活動総数の全国 (2010)、及ぴ和歌山県は農林業
センサス (2010)。

注： 1)項目の（）内は、農林業センサスでの項目。

2)「産地直売施設」の2002年活動総数は「無人市、
庭先販売等」を含む。2010年は含まない。

ている 。設立数に 1産地直売所当たりの年間平均

販売金額を乗じれば8,767億円となる 。 この販売

金額は全国における2009年の農業総産出額 8兆

491億円の10.9%にも及び、今日では農産物流通

の重要な位置を占めるようにな ったと推察できる。

表 lは 1産地直売所当たりの基本指標を示した

ものである。運営主体別の設立数をみると、「生

産者又は生産者グル ー プ」が10,686件で全体の

63.5%となっており、次いで、「その他 （民間企

業等が運営するもの）」が3.149件 (18.7%)、「農

協」が1,901件 (11.3%) となっている。

さらに運営主体別にみると、第 3セクター、地

方公共団体などに比べて、農協による直売所が増

加している。 1産地直売所当たりの各指標をみる

と、平均販売金額、参加（登録）農家数、売場面

図 1 直売所位置図（田辺市）

積、従業員数のいずれも農協の設立した直売所が

大きくな っていることがわかる。

2 和歌山県田辺市の特徴

和歌山県は多種多様な果樹生産を基調とした全

国有数の園芸産地である。紀北ではカキ、モモ等

の果樹や野菜、紀中では柑橘、紀南ではウメと柑

橘などの生産が盛んである 8)。

県下の農産物直売所は1980年代後半から増加

し、 1995年の設置数は96か所であ ったものが、

2005年 に は149か所と 10年間で約1.5倍に増加し

た。2010年は154か所と農産物直売施設が紀北か

ら紀南まで幅広く立地しているが、このうち農協

系統の直売所は38か所とな っている。近年では新

規開設は鈍化傾向にあ り、直売所は競合段階にあ

るものと考えられることから、新たな経営展開が
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求められる時期に差し掛かっているものと推察で

きる（表 2参照）。このような状況の下、既存の

農産物直売所の中には経営の多角化を進める動き

もみられる。具体的には、従来からの農産物や加

工品の販売に加えて、飲食や体験のための付帯施

設の設置、学校給食への食材供給、業務需要への

対応、カタログやインターネットを介した通信販

売などの取り組みがそれである。そこでは競合店

との差別化、滞在時間の延長による売上の増加、

利用者層の拡大などが期待されている 910

和歌山県田辺市は2005年に旧田辺市、龍神村、

中辺路町、大塔村、本宮町の 1市2町2村が合併

して誕生した県下第 2の都市である。人口は約

8万人（うち旧田辺市は 6万7,000人）であり、

近畿地方で最も広い市域を有している。その中心

部は旧田辺市が位置する西南部の海岸線付近であ

る。交通網については、海岸線に沿って南北に

JR紀勢本線、国道42号線が通っている。また、

阪和自動車道が田辺市まで延長したことで利便性

が高まった。海岸部の市役所や紀伊田辺駅が位置

する中心市街地には、商業店舗が多く立地し、地

元の経済・文化の中心地となっており、それ以外

は農業地域となっている（図 l参照）。

農業の特徴を2005年農林業センサスでみれば、

旧田辺市の大半の農家が果樹栽培に従事 (1,998

戸のうち1,936戸）しており、耕地面積の 9割以

上が果樹園地 (2,565haのうち2,340ha)であるこ

とから、旧田辺市の農業は果樹に特化しているこ

とがわかる。品目についてはウメ (1,63lha) と

柑橘 (656ha)でほぼすべてを占め、とくに果樹

面積の 7割を占めるウメについては隣接するみな

べ町と並んで全国最大の産地を形成している。柑

橘類では、温）·1-1 ミカン・伊予柑• 清見等の多くの

品種（約80種）が生産されており、 1年を通じて

出荷が可能となっている。また、経営の特徴をみ

ると、東部の三栖地域はウメ単一経営、中央部の

上秋津地域はウメと柑橘の複合経営、北西部の芳

養地域はウメ単一経営、西部の稲成地域は野菜等

の複合経営となっている。

農家の主な出荷先をみると、農協、産地市場、

直売所、個人販売となっている。直売所は地域づ

くり型の「きてら」（開設年次： 1999年）、民間企

業参入型の「よってって」（同： 2002年）、農協直

営型の「紀菜柑」（同： 2007年）の 3か所が存在

し、農家は出荷先の多様な選択が可能となってい

る。また、この 3か所の直売所は前述（表 1)の

とおり、全国を代表する 3つのタイプに各々属し

ている。

直売所における消費者のメリットといえば、

「新鮮で安全• 安心な農産物が購入できる」、「一

般市場価格より安い価格で購入できる」、「多様な

品揃えがある」などである。しかし、田辺市のよ

うなウメと柑橘を主力とする果樹産地における直

売所においては、多様な品揃えが困難な状況に追

い込まれる場合が多いと考えられる。

さらに、直売所の設置に関しては立地条件が最

も重要とされており、半径5km圏にどれくらいの

居住世帯があるかによって、利用客数や売上が左

右されるとの指摘もある 111)。旧田辺市内をみる

と、 3か所の直売所は 5km圏内に位置し、車で10

分程度の距離にあるとともに、大型商業施設 l店

舗、 Aコープ2店舗（農協直営スーパー）も同圏

内に存在し、まさに市民への農産物販売を巡って

は競合下といえる状況にある。

一般に、直売所が競合下にある地域において

は、出荷者や購入者の確保が困難となり、各直売

所の経営が厳しい状況に追い込まれると予想され

るものの、実際には近接する 3か所の直売所がそ

の特性を活かし、売上を伸ばしていることが注目

される。

以下では、これら近接する 3か所の直売所の開

設経緯をふまえつつ、経営の特徴を把握し、その

存立形態を明らかにする。

皿 田辺市における農産物直売所の経営と

その存立形態

1 農産物直売所の設立経緯

まず、各直売所の設立経緯をみることにする。

(1) 地域資源を生かした地域づくり型直売所

「きてら」

地域が経営する直売所「きてら」のある上秋津

地域は旧田辺市中央部に位置し、人口3,350人の

近郊農村地域である。 1980年代半ば以降、旧田辺

市の人口が増減を繰り返すなかで、同地域の人口
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は増加傾向にあり、混住化とともに都市化が進展

した。そして、「南紀熊野体験博」(1999年）を契機

として、地域住民から直売所の開設を望む声があ

がったことから「きてら」が同年開設された11l。

開設当時の同地域の販売方法は、ウメ・柑橘と

もに農協出荷（共販）が基本形態であり、生産者

個人による出荷・販売や直接消費者などへの販売

はわずかであった12)。しかし、「自分が作ったも

のに自分で値を付けて消費者に直接売って喜んで

もらう。いいものを作らないと売れない時代、新

鮮で安全な商品を安く買ってもらいたい」との想

いで直売所の開設 (1999年）に踏み切った。その

目的は、地産地消の推進、高齢者への生き甲斐の

場の提供、格外品の販路確保等であったが、その

後、様々な工夫を凝らし今日まで安定した経営を

実現している。なお、「きてら」は地域住民によ

る自主的な地域活性化のための拠点施設であり、

出資者が農家だけでなく、商業関係者、サラリー

マン等、地域住民の有志31人 (1人10万円の出資

金）であることも特徴的である t:Jl。

(2) 大規模多店舗経営による民間企業参入型直

売所「よってって」

「きてら」の状況を踏まえ、地方の第 1次産業

を取り巻く環境が悪化するなかで、民間企業とし

て地域経済活性化に寄与したいとの想いから株式

会社プラス lりが地域密着型の食品小売業（食品

スーパー）の経験をもとに、「産直市場よってつ

ていなり店（以下、「よってって」とするととも

に、分析対象もいなり店とする）」を田辺市稲成

町に開設 (2002年）した。直売所経営の鍵は、品

揃えの確保であるとの考えから、市内で最も多様

な作物を栽培している西部の稲成地域への出店と

なったようである。また、単独の直売所を開設す

るのみでは、果樹産地における事業展開（品揃え

の充実）に限界があるとの判断のもと、大型直売

所の多店舗化（現在では和歌山県7店舗、大阪府

2店舗、奈良県 1店舗、農家レストラン 2店舗を

開設）というビジネスモデルを展開することとな

った。開設当初から「きてら」や大型量販店との

競合が予想されるなか、「地域密着」、「生産者重

視」、「地産地消の推進」等をコンセプトとした経

営を展開し、事業拡大を実現している。

(3) 広域合併のメリットを活かした農協直営型

直売所「紀菜柑」

2007年には、紀南農協が豊富な管内農産物を集

荷し、地産地消を推進する目的で、「紀菜柑」（延

床面積1,542面、駐車場約200台収容）を開設し

た。同農協は、 2003年に和歌山県南部の 9つの農

協が広域合併し誕生した。農協管内は太平洋に面

した紀伊半島の西岸に位置し、果樹を中心とした

総合園芸産地を擁しており、南高梅を中心とし

て、温州ミカン・中晩柑、スモモ、花き、野菜、

茶などの栽培が盛んである。 2010年度の組織・事

業概要をみると、組合員数が39,499人（正組合員

12,367人、准組合員27.132人）、販売事業が57億

円、加工事業が39億円、購買事業が122億円とな

っている。選果場4か所、集出荷場15か所、加工

場6か所を有するとともに、直売所（インショッ

プ・朝市含む）も11か所で展開している。管内の

栽培面積をみると、柑橘類93lha(うち温外I

723ha)、落葉果樹3,237ha(梅2,264ha、スモモ

42ha)、花木163ha、野菜25ha、花き2lhaと多様

であり、広域合併の利点を活かして、生鮮・加工

品等の多様な品揃えが可能となったことが直売所

開設の契機となった。

2 農産物直売所の経営とその存立形態

各直売所の経営実態とその特徴を以下で述べよ

う。

(1) 「きてら」の特徴

きてらの開設当初の出荷者は約70人、売上高は

約1,000万円であったが、 2010年現在、出荷者は

約280人、売上高は約 1億3,000万円（柑橘が7,000

万円、俺ん家ジュースが1,500万円、その他4,500

万円）に達し、右肩上がりとなっている（図 2参

照）。全国的にみて最も多い「生産者又は生産者

グループ」のタイプに属する直売所としては、き

てらの販売額はそれらの平均規模を大きく上回っ

ていることが分かる。出荷者に対する手数料は15

％、入会金は徴収せず、年会費が年間販売高に応

じて 6段階 (0~5,000円）設定されている。年

間の来客数（レジ通過者）は約 6万人である。柑

橘80種類を中心として、野菜、梅干、加工品など

約200アイテムの品揃えがある。
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図2 きてら売上高の推移

資料：きてら提供資料より作成。

出荷者や利用者の特徴をみると、出荷者は上秋

津地域の農家であり、年齢層も20~90歳代と幅広

いが、出荷者の半数は年間50~100万円の売上と

なっている。

1999年の開設直後、売上が伸び悩むなかで、出

荷者が地域資源である柑橘の詰め合わせセッ ト

「きてらセット」 (3,000円）を考案し、販売高を大

幅に増加させた。2003年には出荷者が150人を超

え、更なる経営の安定を目指すとともに、都市農

村交流を進めることを目的とした「きてら」応援

団「一家倶楽部 （いつけくらぶ）」が結成された。

会員数は地域外の23人（入会金10万円）であり、

会員へは「きてらセット」や情報誌が送付される

とともに、地域での交流会も開催されている。ま

た、農産物に付加価値をつけるとともに直売所の

品揃えの充実を目的として、農産加工施設「きて

ら工房」を開設したことをきっかけに女性グルー

プが結成され、様々な柑橘の加工品が開発された。

2004年には、これまで農協経由でジュース工場

に納入していたミカンの格外品を、無添加、無調

整の果汁ジュースとして商品化する計画が持ち上

がり、農産物加工施設の設置とともに、「俺ん家

ジュース倶楽部（任意組織）」が結成されたm。

地域の農家と非農家31人 （各50万円）の出資によ

り開設されたジュース加工部門は、現在では直売

所売上高の約15%(売上高1,500~2,000万円）を

占めている。さらに、近年ではスイーツ開発と体

験交流を目的とする菓子体験工房「バレンシア

畑」(2011年度売上1,000万円）を開設している。

このように、多くの農産物直売所が他地域から

の仕入れ等によって品揃えに重点を置くなかで、

「きてら」は柑橘類を中心とした地元農産物の取

り扱いや事業の多角化で売上を伸ばしている。さ

らに、柑橘を活かしたグリーン・ツーリズムヘの

取り組みを進めるため、地域づくり会社「株式会

社農業法人秋津野」を設立し、木造廃校舎を利活

用した「秋津野ガルテン」で農家レストラン「み

かん畑」、宿泊施設、市民農園、みかんの樹のオ

ーナー制度、農作業体験・加工体験、地域づくり

に関する視察・研修の受け入れなどにも取り組ん

でいる 叫

集荷エリアが狭域 （上秋津地域内）であること

に比して、販売エリアは市外も含め広域に及んで

いるが、それらは地域住民による他出家族等への

贈答利用や視察等での来訪者による土産物利用が

大部分を占めており、まさに直売所や都市農村交

流施設を拠点とした地域内発型の経営となってい

ることが分かる。

今後は、これまでのリピーター確保につながっ

たと考えられるグリーン・ツーリズム等の交流事

業や「地域づくり」に関心を寄せるなど、理念を

共有することのできる出荷者を増やすことが課題

とな っている。

(2) 「よ ってって」の特徴

よってって（いなり店）の売上は約 7億円 (2010

年度）であり、商品別売上構成をみると、農産物

が60%、加工品が30%、その他が10%となってい

る。また、出荷者に対する手数料は15%を基本と

しているが、加工品については個人出荷15%、法

人22%、土産物は要相談となっており、社会福祉

法人については商品を問わず10%となっている。

特徴的な点は、品揃えの充実とともに地域経済の

活性化を目的として、兼業・高齢・女性農業者だ

けでなく、大規模専業農家、地元商店、福祉法人

等も含め「地域全員が出荷者」というスタンスを

とったことである。農業者はもちろんのこと、出

荷の可能性のある団体を地道に説得し出荷依頼を

行うとともに、店舗経営への要望を常に反映させ
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るなど経営改善に努めている。

出荷者や利用者の特徴をみると、出荷者のエリ

アは市内全域であり、果実で1.300万円、野菜で

570万円、花きで700万円の年間売上をあげる出荷

者も存在する。積極的に販路拡大に取り組もうと

考える出荷者が多く、彼らの意向が多店舗化に取

り組む要因ともなった。また、迅速な売上情報の

提供や各部門での表彰制度を設けたことが、出荷

者の出荷・営農意欲の向上に繋がっている。利用

客は近接する大型商業施設等と併用する場合が多

いと考えられている。

特徴的な取り組みを整理すると、以下のとおり

である。第 1に、グループ展開する直売所店舗間

における商品補完の存在があげられる。「よって

って」が位置する田辺市農業の特徴は、前述のと

おりウメと柑橘の果樹産地であり、開設当初から

品揃えに苦労することは予想されていた。そのよ

うななかで、県内外に次々と店舗を開設し、県内

の北部と南部を結ぶトラック便を毎日 2便運行さ

せ、各店舗間で商品補完を行い、品揃えを充実さ

せたのである。つまり、出荷者にとってみれば、

「よってって」 10店舗に出荷することが可能とな

っている。

第2に、売上情報の管理システムを構築し、出

荷者に対しては、携帯電話に30分単位で売上速報

を伝達することで、円滑な商品補充に努めている。

第3に、集荷エリアは、芳養地域の柑橘農家と

稲成地域の野菜と柑橘の複合経営農家が中心であ

り、販売エリアは、近接の大型商業施設と併用す

る地元市民の利用者が多いことから、生鮮食料品

に特化した日常の食材購入の場としての位置を確

保している。

今後も、引き続き民間企業の特徴を活かしなが

ら、出荷者に対するインセンテイプを高める努力

と工夫を行うことで、安定的な出荷者の確保を図

りたいという考えである。

(3) 「紀菜柑」の特徴

紀菜柑の開設当初の出荷者は約1,000人、売上

高は約 2億2,000万円であったが、 2010年現在、

出荷者は約1,200人 （うち売上実績者770人）、売

上高は約 5億5,000万円 （売上内訳：委託販売71.4

％、仕入販売28.6%)に及び、いずれも右肩上が

万円
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50,000 
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30,000 
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図3 紀菜柑 売上高の推移

資料： JA紀南「紀菜柑」提供資料（各年時）より作成。

りとなっている （図3参照）17)。また、出荷者に

対する手数料は15%(加工品20%)、年会費が

1,000円となっている。年間の来客数は約33万人

である。野菜、切り花、果実、加工品、梅千など

600種類のアイテム数を誇るが、合併により広域

化したことで、多種多様なアイテムが存在し、品

揃えの充実を可能としているが特徴的である。加

えて、農協グループの利点を活かした全国の農協

直営ファ ーマーズマーケット 18店舗との産品提携

により品揃えが強化されている。

出荷者や利用者の特徴をみると、管内には多様

な品目を生産する農家が存在するが、旧田辺市内

の出荷者が多くなっている。年間売上500万円以

上の出荷者も 10人存在する一方で、 10万円未満が

38.6%、10~50万円が39.1%と80%弱が50万円未

灌となっている。利用客は月平均 2万7,000人、

客単価1,600円とな っており、市民に加え観光客

も年間7,300人 （バス200台相当）の利用がある。

特徴的な取り組みを整理すると、以下のとおり

である。第1に、中小都市とはいえ市街地に展開

する直売所であることから、品揃えの充実はもち

ろん各種交流やイベントの実施による集客力の強

化に取り組んでいることである。例えば、毎週末

の各種イベント （餅まきやウメ茶がゆ等）ととも

に、出荷者と農協管内生産者との交流事業 （クッ

キング教室や収穫体験、管内生産物の試食等）に

積極的に取り組んでおり、事業回数は年間100回
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を超えている。

第2に、競合下のなかで、品揃えの強化を図る

べく、集荷体制の強化・拡充に努めていることで

ある。例えば、アイテム数の増加を目的とした営

農指導の拡充（新規作物の導入促進や出荷時期の

調整、さらには高齢者や女性を対象として、野菜

の生産拡大に取り組んでおり、年間60回を超える

栽培講習会を実施している。その効果として、販

売高に占める野菜の他農協等からの仕入比率は、

43% (2007年度）から35%(2010年度）へと減少

している（表3参照）。また、広域化した管内の

多様な農産物の確保を目的として、串本町等の遠

方に位置する出荷希望者に対して、毎日巡回集荷

を行うなどの取り組みを導入したことは特筆に値

する。

表3 販売高における部門別構成比率と仕入比率の
推移

（単位：％）

販売高構成比率 仕入比率

2007年度 2010年度 2007年度 2010年度

合計 100.0 100.0 33 28 

野菜 18.8 20.5 43 35 

果実 18.8 21.5 31 20 

花き 18.0 21.3 21 20 

加I品 33.1 25.8 38 38 

コメ類 4.6 6.6 31 27 

その他 6.7 4.3 

資料： JA紀南「紀菜柑」提供資料（各年時）より作成。
注：仕入比率は、他農協産品等の販売高に占める割合

である。

第3に、直売所では一般的ともいえる毎日の出

荷品の引き取りについては、柑橘等を除いて、巡

回集荷を行った出荷品や引き取りに来ない出荷品

等については直売所の責任で処分するなどの柔軟

な対応を行っていることである。このように、出

荷者はもちろん店員も、徹底した品質管理を心が

けている。

現在、販売エリアは、地元市民のみにとどまら

ず観光客の土産物需要にも応えるべく誘致を図っ

ているが、今後は安定的な顧客（特にリピーター）

の確保が課題とされている。

JV まとめ

以上、事例地での直売所の存立形態について経

営、集荷エリア、販売エリア、今後の展開方向等

の観点から検討してきたが、そこでの特徴を整理

すると、次のように指摘できる（表4参照）。

第1に、経営主体の違いにより多様な経営手法

が展開していることである。きてらは、地域住民

を中心とする出資者による「地域づくり会社」に

より運営されていることから、約80種類という多

様な柑橘を栽培するという地域農業の特色を活か

し、「柑橘セット販売」、「加工品の開発」、「都市

農村交流」などに取り組み、柑橘に特化した地域

循環型農工商連携の一環として直売所経営を行っ

ている。一方、よってっては、民間企業（営利団

体）であり、果樹産地における品揃え充実への対

応として、「多様な出荷者の確保」、「店舗間商品

表4 総括表ー各直売所の特徴ー

直売所 きてら よってって（いなり店） 紀菜柑

運営 地域づくり 民間企業参入 農協直営
株式会社 きてら 株式会社プラス JA紀南

売上 1億3,000月円 7{意円 5億5,000ガ円

光場面積 120面（駐車場20台） l,OOOrrl (駐車場100台） l.542rrl (駐車場200台）
出荷者数 280人（開設時： 70人） 450人（同： 180人） 1,200人（同： 900人）

来客数 6ガ人 45ガ人 33ガ人
じな集荷エリア ヒ秋津地域（柑橘農家） 芳投地域（柑橘）稲成地域（野菜・柑橘農家） 広域管内

主な販,cエリア リピーター、贈答需要 市民 市民、観光客
柑橘特化型直売所 大規模多店舗型直売所 柔軟な出荷者対応直光所

特徴 ① 「きてらセット」の開発 ①多様な出荷者の確保 ①営農指導の強化
②加r:品の開発 ②店舗間商品補完 ②巡回集術の実施
③都市農村交流への取り組み ③売上情報管理の徹底 ③残品引き取りの柔軟な対応

資料：各直売所提供資料とヒアリングより筆者作成。
注：よってって各店舗の出荷者数と来客者数は非公開のため、全店合計数字を按分した。
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補完」、「売上情報管理の徹底」などに取り組み、

大規模多店舗型直売所としての展開をみせてい

る。また、紀菜柑はJA紀南が経営しており、広

域化する管内からの出荷品の確保を目指して、

「営農指導の強化」、「巡回集荷の実施」、「残品引

き取りの柔軟な対応」などに取り組んでいる。

第 2に、集荷エリアの側面からみると‘‘棲み分

け"が図られている点である。きてらは上秋津地

域の専業・兼業・高齢・女性等の多様な農家とな

っており、品目は柑橘が中心となっている。よっ

てっては、芳養地域の柑橘農家と稲成地域の野莱

と柑橘の複合経営の農家となっている。紀菜柑は

直売所へ直接搬入する農家は上秋津地域の柑橘農

家であり、直売所が集荷するエリアは広域化する

管内農家（特に中山間地域の高齢農家）となって

いる。

第 3に、販売エリアについても“棲み分け”が

図られている点である。きてらは、地域住民によ

る他出家族等へ贈答利用や視察等での来訪者によ

る土産物利用が大部分を占める一方で、よってつ

ては、近接の大型商業施設と併用する地元市民の

利用者が多いことから、生鮮食料品に特化した日

常の食材購入の場としての位置を確保している。

紀菜柑は地元市民に加えて観光バス等を利用した

観光客の土産物需要に応える場ともなっている。

以上から、競合下においても、直売所が特徴の

ある運営と集荷・販売エリアの独自性・重層性を

確保すれば、共存共栄の途を模索することが可能

であると考えられる。実際に、直売所は生産者の

減少や高齢化を背景に全国的に産地が後退する局

面において、生産刺激的な効果があり、地域農業

の活性化に寄与する側面もある。本事例において

も、複数の直売所が存立することで農家の多様な

経営（作付）に即した出荷先が確保されているこ

とや兼業・高齢・女性農家が（柑橘栽培に加えて）

野菜の生産にも取り組み始めたこと（出荷者が増

加している）からわかるように、地域農業の活性

化に寄与するところが大きい。一方で、直売所同

士の間では相互に出荷者をいかに安定的に確保で

きるかが課題となる。生産者が減少するなかで安

易に仕入品による品揃えの充実を図るのではな

く、地元での生産喚起の視点にたって、多様な担

い手の育成や多様な品目確保のための営農指導が

必要となろう。

また、人口が減少傾向にある中小規模の地方都

市において、地産地消のミスマッチ（地元供給＞

地元消費）が問題化している。そこで新たな顧客

確保のため都市部の商店街との連携や量販店にお

けるインショップなど「消費地」に店舗を構える

例もみられるが、本事例で確認されたように、柑

橘のセット販売（贈答用の産直）や都市農村交流

（観光）という手法による新たな流通対応は、産

地に拠点を置きつつ、新たな顧客をリピーターと

いうかたちで確保する可能性を示唆している。た

だし、その場合には、直売所を販売機会としての

み捉えるのではなく、地域内外の交流の場として

位置づけること（またそのような意識を持った農

家を育成・確保すること）や地域内産業（地元商

工業や観光業）が連携することが重要となると考

えられる。

注

1)直売所に関する研究は多数あるが、その対象

は生産者を含む地域住民が経営する「地域づ

くり型直売所」とファーマーズマーケット

（大規模直売所）に代表される「農協直営型

直売所」が中心となっており、一般企業が経

営する「民間企業参入型」はみられない。ま

た、主な研究については、以下のとおりであ

る。直売所の現状や運営方式にかかる研究で

は、高橋他[1 ]、岸[2]、直売所が出荷者

の経営や地域に及ぽす影響に注目した研究

は、野見山[3]、小柴 [4]、櫻井[5]、

出荷者である生産者の農業経営内容と直売所

への出荷を通じた変化に着目した研究では、

李 [6] をそれぞれ参照。

2)「直売所競合下（競争下）」に関する指摘につ

いては、津谷他[7]や、農文協『季刊地域

No.8』2012年冬号等においてもとりあげられ

ている。

3)直売所の成立・展開については、飯坂[8] 

を参照。

4)内藤 [9]参照。

5)岸上 [10]参照。

6)わが国の直売活動の組織性については、櫻井

[11] を参照。
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7)農林水産省の定義では「生産者が自ら生産し

た農産物（農産物加工品を含む）を生産者ま

たは生産者のグループが、定期的に地域内外

の消費者と直接対面で販売するために開設し

た場所または施設をいう。」（また、市区町

村、農業協同組合等が開設した施設や道の駅

に併設された施設を利用するもの、並びに果

実等の季節性が高い農産物を販売するために

その時季に限って開設されるものも含む。た

だし、無人施設や自動車等による移動販売は

除く。）としている。したがって、農産物直

売所は、有人で常設の店舗であって、無人直

売所、庭先販売、自動販売機などは除かれて

いる。

8)和歌山県の農業の特徴については、大西他

[12] を参照。

9)林他 [13]参照。

10)香月他 [14]参照。

11)「南紀熊野体験博」は従来のパビリオン中心の

博覧会ではなく、県南部の16市町村（当時）

が南紀熊野の魅力を全国にPRする博覧会で

あった。キーワードは「体験」であり、自

然・歴史・文化等を活かした体験プログラム

を提供し、 144日間で300万人を超える人々が

訪れた。

12)鈴木他 [15]参照。

13) きてらは「身の丈にあった取り組みをする」

という考えのもと、各種補助金を活用せず自

己資金 (31人の出資金）のみで設置した。約

30rriのプレハブ（駐車場はなし）で営業を開

始したが、地域としては初めての取り組みで

あることも影響して売上は思うように伸びな

かった。その際、地域農産物の詰め合わせセ

ットである「きてらセット」の販売により、

売上を伸ばしてきた。売上の増加にともなっ

て、 2003年度には県の補助事業「木の国の事

業」を導入して直売所店舗及び食品加工施設、

2004年度には自己資金でジュース加工施設と

倉庫を新築している。現在、直売所の面積は

約120rri(直売所70面、食品加工施設30rriべ
ジュース加工施設20面、別途自動車は約20台

駐車可能）となっている。また、2006年には、

社会的信用を確保するため「株式会社きて

ら」（任意組織から株式会社へ）となった。上

秋津地域の概要や具体的な取り組み内容につ

いては、橋本他 [16]を参照。

14)株式会社プラスは、不動産の賃貸・管理やス

ポーツクラプの経営に加え、業務用スーパー

や「直売所よってつて」も経営している。直

売所部門をみると、 2011年現在、 10店舗で総

売上が約76億円、登録出荷者が約4,500人、

年間来客数が約450万人となっており、個別

データは非公開となっている（「産直市場よ

ってって10周年記念式典」 2012年 5月）。現

在、直売所の面積は約l,OOOrrl(別途自動車

は約100台駐車可能）となっており、農家レ

ストランも併設している。

15)当初、有志7人が資金38万円でジュース製造

のための研究を開始し、三重県のジュースエ

場まで、ミカンを運び製品にして持ち帰り、

販売していた。しかし、作業効率の悪さと経

費の問題から、自社ジュース加工場を開設し

た。また、当時農協に出荷すれば、農家には

キロ単価 3円程度であったものが、自分たち

で加工することでキロ単価が50-70円となっ

た。 2010年には「株式会社きてら」と「俺ん

家ジュース倶楽部」が経営統合し、経営基盤

の強化を図り、 2011年にはジュース工房を新

築している。

16)「農業法人株式会社秋津野」（資本金4,180万

円、株主数489人）は「農とグリーン・ツー

リズムを活かした地域づくり」を目的として、

2007年に設立された。その事業内容は、「農

家レストラン」 (2010年の利用実績：約53,000

人）、「農業体験学習」（同： 3,500人）、「みか

んの樹オーナー制度」（同： 600人）、「市民農

園（「日帰り型」と「滞在型」）」（同： 35区画）、

「宿泊滞在施設（秋津野ガルテン）」（同：約

2,000人）と多岐にわたる。その他の取り組

みについては、則藤 [17]を参照。

17) 「安全• 安心」農産物推進運動については、

常時出荷者から提出された生産履歴の安全確

認を行うとともに、 2009年度から、 GAP(適

正農業規範）への取り組みを始めている。出

荷者運営委員会は年8回開催し、売上向上や

集客対策として各種イベント等運営全般につ
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いて、協議を行っている。また、営農指導員

と連携した地域での栽培講習会（年67回）も

実施している。
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