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新しいステージづくりを踏まえて，有利販売の場・担い手育成の場

・地域交流拠点の場としての農産物直売所の展開

二木季男＊

〔キーワード〕：有利販売担い手育成テストマー

ケティング，価値観の生・消共有化，

シナジー（相乗）効果新鮮•安全

安心農産物と知見の提供

わが国における農産物直売所（以下「直売所」）の

現状と問題点

わが国農業は成長産業との掛け声が大きい割に，

実態（モニター調査など）はそのようには進んでい

ない．昨年度の農業白書で若い農業者で付加価値の

向上や規模拡大などを通して生産性の向上に挑戦

し，効率的な農業経営を実現しており，このスタイ

ルがあたかもわが国農業のこれからの姿であるか

のごとき説明をしている．しかし，圧倒的多数の農

家は，小規模型の家族経営農業者で，この人たちが

実はわが国農業をかろうじて支えているといった

ほうが現実をより反映しているように思われる．そ

れに食料自給率は 37%に下って一向に上らない．こ

のような状況にあっても農業は続けなければなら

ないその農業を支えている有力な存在が直販所で

あると断言してよいと思う．ところがこの直売所に

対して政策的な光はほとんど当たっていない．その

理由は政策者が直売所の存在と役割に対しての認

識不足や誤認によるところが大きいと思われる．表

1は販売農家一世帯当たりの年間総所得を示したも

のであるが，農業所得では生活できない世帯が農外

所得（兼業収入）や年金収入で所得を支えている実

態がよくわかる．このような兼業農家の主に女性の

農業への張り合いを直売所が維持しているのであ

る．この表 lで農業所得が若干ながら最近増加の傾

向がみられるが，このなかには直売所の存在による

有利販売の効果の現われが含まれているのではな

いかと思われる．

今，直売所は全国 2万 3440か所で，年間売上額 l

兆 323億円（平成 28年度）となり，年々売上額が

増加している．この実態を昨年度の農業白書では地

域流通の新しい存在として評価しているが，直売所

の重要なもう一面の機能（交流機能）を認識しては

いない．直売所は，最近では地域人口の減少（田園

回帰の流れが生まれ始めてはいるものの），出荷農

業者の高齢化とともに世代交代も必ずしも順調と

はいえず，地域消費者の高齢化も進み，これから先

の展望は販売面，購買面ともに誠に厳しいものがあ

る．そのうえ直売所が近隣のスーパーマーケットや

表 1 農業経営体（個別経営）の所得の推移（全国・ 1経営体当たり）

区分 月平均農業経営 総所得 農業所得 農業生産 農外所得 年金等の収入

関与者数 （千円） （千円） 関連事業所得 （千円） （千円）

（人） （千円）

平成20年 2.10 4,657 1,082 5 1,858 1,712 

21 2.08 4,566 1,042 6 1,685 1,833 

22 2.09 4,660 1,223 7 1,610 1,820 

23 2.08 4,633 1,196 8 1,604 1,825 

24 2.10 4,762 1,347 ， 1,553 1,853 

25 2.08 4,727 1,321 10 1,531 1,865 

26 2.09 4,562 1,186 12 1,455 1,909 

27 2.06 4,960 1,527 15 1,472 1,946 

28 2.06 5,212 1,851 6 1,403 1,952 

29 2.08 5,260 1,907 11 1,418 1,924 

資料：農林水産省統計部「農業経営体統計調査 経営形態別経営統計（個別経営）」

＊農業・農村マーケティング研究所長 (SueoFutatsugi) 0369-524 7 /19/¥500/1論文/]COPY
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Aコープに対比して品揃えや新鮮度，価格などで特

徴（個性）を失い，なかには売れ残り処分のための

安売りが横行しているとの情報も聞かれるように

なり，顧客（消費者）からの信頼までも失い始めて

いる状況が見受けられる．とはいえ，新しい動きも

出て来ている．それは，買い物弱者を対象とした軽

トラ販売，障害者との農福連携，新規就農者育成，

直売所の機能複合化（レストラン，カフェ，加エピ

ジネス等）の促進などである．そこで，これらの状

況と問題点を踏まえて，これからの直売所の新しい

ステージづくりのために，現状の直売所で何を重点

に変えるべきかについて述べて行きたいと思う．

直売所の農業者にとっての存在意義を土台に，地域

交流拠点づくりへの展開を図る

直売所の農業者にとっての意義は，①IA経由の

卸売向け販売に対して，商品規格にこだわらず，し

かも流通段階の経費が節減できることから有利販

売が可能で，農業所得向上を支える存在．②顧客の

顔が見えて反応が聞こえ，農業への張り合いを取り

戻す最も身近かな存在．③専業（認定）農業者にお

いては直売所での販売経験（テストマーケティン

グ）を生かして農業経営全体としての有利販売展開

の道筋づくりの存在．④直売所の機能複合化（レス

トラン，カフェ，加工ビジネス等）を生かして，農

産物の付加価値化や顧客層の拡大・深化を実現でき

る存在．⑤消費者と農業者が会合・交流し，「食」，

「農」，「健康」，「環境」に対する価値観の生産者と

消費者との共有化を促進できる存在として認識で

きる．

直売所が自然発生的に各地の自主的活動として

生まれた時期は，兼業農家の女性が圧倒的な存在で，

規格外品を捨てるのはもったいないとの感覚，ある

いはお裾分けという感覚をもった時期であった．そ

れがしだいにビジネス感覚に向かい，顧客の声（「あ

なたの作ったこのダイコンはとてもおいしかった」

など）によって励まされる状況になると，顧客に喜

ばれる品質の良いものをつくつて出そうという向

上心も出てきて，農業への張り合いが高まってきた．

また，月一回自分の口座に振り込まれる売上金額も

張り合いとなった．

このような過程を経て直売所が農業ビジネスの

形になるにつれ，出荷農業者の中に専業（認定）農

業者や，なかには集落農業法人や一般の農業法人な

ども加わってきている．したがって，当然のことな

がら直売所参加への期待レベルや広がりが増し，直

売所経営にとっても，出荷農業者への対応は，極め

て重要性を増している．今の出荷農業者は，直接的

な有利販売の場であるだけでは満足していない．こ

の直売所に参加することによって，新作物の導入や

新しい農業技術や経費削減の方策，或いは環境保全

型農業に関する知見が得られるなどが期待されて

きている．特に最近では外部からの新規農業参入者

（担い手）育成にとってもこのことが重視されてい

る．

今までの直売所では，新鮮（朝どりなど），安全・

安心（生産者の素性がわかるなど），良質な産品が，

適切な価格でいつでも購入できるという満足が何

にも換え難いものであった．しかし，現在では直売

所の安売り（残り物処分など）や生産者の高齢化な

どによる品質の低下などから，この満足は甚だしく............. 
衰えてきている．このような直売所の本源的満足を

取り戻す努力はこれからも欠かしてはならないが，

今はそれだけでは足りない状況が生れてきている．

その原因は，消費生活の多様化（価値観の多様化）

の進展と食や健康に対する関心の高まりである．

もともとスーパーマーケットでは，見栄え（外観）

と値段のみで商品を選択してきた長い間の購買習

慣がー朝ータで変わるものではないが，商品を選択

する際に，作物の栽培方法や栽培場所，品種の特徴，

栄養価，調理方法，健康（病気）との関連などの要

素を知りながら商品を選ぶ習慣に転換することが

求めら始めている．この購買習慣の転換を支えるの

は，直売所で行なわれるさまざまな交流活動である．

店頭での会話や商品説明の他，専門家による講習会

や子どもを含む料理体験会などを重ね合わせた形

で，交流活動が進み，「食」，「農」，「健康」，「環境」

に関する価値観の生産者と消費者との共有化が進

むのである．つまり消費者と共に支える直売所づく

りの道筋が描かれることとなる．

このような交流活動が進む中で更に直売所の機

能複合化（レストラン，カフェ，加工ビジネスなど）

が促進され，そこで顧客層が広がり加えて，さまざ

まな社会的活動（買い物弱者向けの軽トラ販売，農

福連携，子ども食堂支援など）への連携により，直
．．．．．．．．．．．． ...... 

売所は，「地域に根ざした直売所」即ち本来の農業
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者にとっての意義を充分に生かしたコミュニティ

ビジネスヘとステージのレベルアップを図ること

を目標に置くこととなる．誠に残念なことに，今ま

でこの直売所での交流活動が対面販売であるにも

かかわらず，軽視されて現在に至っているといわざ

るを得ない．ここでコミュニテイビジネスとは，「地

域住民が中心となって地域資源をビジネスの手法

で活用し，地域社会の抱える課題の解決，コミュニ

ティの再生をめざし，その活動で得た利益を地域に

還元する取り組み」（明治大学名誉教授井上和衛）

であり，このビジネスにかかわる農業者などと地域

住民（消費者）との交流活動による価値観の生産者

と消費者との共有化を重視するとの認識である．

直売所にかかわる国の諸施策を生かしてステージ

のレベルアップを促進する

ここで直売所に関係する国の諸施策について整

理しておくこととする．直売所がわが国農業，特に

小規模型の家族経営（国際的には国連「家族農業 10

年」が 2019年~2028年と定めて進んでいるが，わ

が国の施策にはそれへの視点が弱い）にとって，直

売所の存在は極めて大きいにもかかわらず，直接的

な施策は乏しいと言わざるを得ない．しかし，間接

的に影響ある施策はいくつかあり，それを充分理解

して活用することが望ましい．

地産地消促進施策

地産地消は一九八一年ごろまでさかのぼること

になるが，農水省の「地域内生活向上対策事業」の

なかで，「地場生産・地場消費」の重要性が提起さ

れるようになり，その文字の省略から使われるよう

になったとされている．活動としては 1996年 1月

に北海道恵庭市で開催されたシンポジウムで「田舎

倶楽部」が発足し，地産地消の必要性が提起されて

以降となる．

さらに地産地消活動は JAでも本格的に取り上げ

られるようになり， 2000年 10月の第 22回JA全国

大会の大会決識以降， 3年ごとの大会で取組みが確

認され現在に至っている．農水省でも 2003年 6月

に「地産地消の推進に関する政策提案会」が開催さ

れ， 2004年の「食育基本法」の施行へと続く．さら

に， 2005年には「食料・農業・農村基本計画」での

食料自給率向上を狙いとする重要施築の一つとし

て位置づけられ， 2006年度には「地産地消優良活動

表彰事業」がスタートし，現在も続いている．その

後，食育の全国的活動とも連動して，現在は「フー

ド・アクション・ニッポン」といった国民運動の展

開という形で進められている．

地産地消活動の発生パターンをみると，学校給食

の食材を地元農産物で賄う活動がら生まれたケー

スと，地域のアグリビジネス（加工ビジネス，直売

所など）と一体で進められてきたパターンなどがあ

るが，いずれも直売所の存在とは切り離せない関係

であったことは否定できない．しかし，現状では，

直売所と学校給食の「食材提供」そして子どもへの

「食農教育」とが必ずしも良好な状況で進んでいる

とはいえないこの関係を良好にすることによって

直売所を地域に根ざした確固たる存在にすること

につながると考えることができる．

もう一点重要な面は，地産地消（活動）の理念は

地域農業再生計画に通じなければならないという

点である．愛媛県今治市はそれを実現した好例であ

る.30年余をかけて学校給食食材提供と子どもと親

への食農教育活動を進めながら，「食」，「農」，「健

康」，「環境」に関する価値観の生産者と消費者との

共有化を図り，その過程で自らの農業をどう変えた

らよいかを議論し，農業再生の道筋を「農のまちづ

くり条例」としてまとめたこの条例の考え方がす

べて基本になって後述する直売所「さいさいきて

屋」などが設立され現在に至っている．

このように地産地消活動と直売所の関係は切り

離せないだけでなく，地産地消活動の中に直売所が

積極的に参加し，全体を盛り上げて行くことによっ

て直売所の新しいステージづくりに寄与すること

になる．

農業の 6次産業化施策

農業の 6次産業化は， 2010年 12月に「地域資源

を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及

び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」 (6

次産業化法）が公付され， 2011年 3月に施行された

ことにより，関係者の関心が高まって現在に至って

いる．この法律の前に「農商工連携促進法」があり，

それを含めた施策と認識してよいと思う．

この施策（法律）の背景には 1次産業である農業

の所得が原料供給という形で， 2次（加工） ・3次（流



762 農業および園芸第 94巻第9号 (2019年）

通・サービス）産業に流れ出てしまい農業にとどま

らない．それを食い止めるには 2次.3次産業と農

業が連携して，地域資源を生かしながら農業の付加

価値の向上を図り，その付加価値の一部が農業にと

どまるようにすればよいという考え方があったと

思う．公式には，農林水産物をはじめ地域の技術，

経験，知恵，風景，伝統文化，自然や自然エネルギー

を有効活用して，①生産・加工・流通の一体化によ

り付加価値を拡大し，生産性を向上すること，②2

次.3次産業が農林漁業に参入してイノベーション

を創出すること，③農林漁業と 2次.3次産業との

連携・融合により地域ビジネスの展開や新たな産業

を創出することを狙いとしている．このような狙い

で進めるに当って，その連携のビジネスの中核にな

るのが直売所で，各種の加工ビジネスやレストラン，

カフェ，民宿などが起業し，その中核となる直売所

と連携しながら進められる形が望まれる（実際には

このようにはなっていないケースが多く，現在は直

売所が充分な役割を果たしていない）．

しかし，この 6次産業化は，その目的どおりの成

果を生み出しているとはいえない．最も大切な農業

所得を増すことに必ずしもなっていないというこ

とである．連携する 2次・ 3次産業として成果は評

価されても，農業にはそれが充分反映されていない

ということになる．その原因は農業者側にもあるが，

2次.3次産業の企業側が自らの成果を性急に求め

るところから生じている面が大きいように思われ

る．一方農業者側では，該当する農産物に関する

しつかりした特徴説明や提言が不充分で，その上ビ

ジネス運営の未熟さがあると思われる．直売所に基

点を置いた連携であれば，出荷農業者の意識改革と

合意形成により，これらの改善は確実に進められる

はずである．このような活動は，これからの直売所

のステージを向上させる上で有効な方策の一つで

あることは間違いない．

担い手育成施策

現在進められている農地中間管理機構への農地

（水田）の集積・集約化そしてその担い手への移行

は順調に進んでいるとはいえない．その見直しが進

んで，従来から進めてきた「人・農地プランニング」

施策を徹底するような方向に変化してきている．も

ともと地域の農地をどう守るか，そしてそれを誰が

担って行くかは， JAを含めて地域農業の実態を最

もよく知った地元の関係者によって充分検討し，合

意形成を図りながら，場合によっては担い手を外部

から受け入れることも含めて，地域農業再生のシナ

リオと併せて実現するとが望ましい．今の進め方は

担い手を規模の大型化にあまりにもこだわり過ぎ

て，かたよっているように思われる．農業に張り合

いを持って小規模であっても農業を続けたい人も

日本農業の立派な担い手であるとの認識が重要で

ある．

このようなことから，地域農業の担い手は出荷農

業者（新規参入者を含めて）の中から生れ育てて行

くのが望ましいと考える．特に直売所の出荷農業者

は，顧客（消費者）と直接接触し，生の声を聞いて，

消費者ニーズを感じている．また，店頭で自己の農

産物や加工品のテストマーケティングを実践でき

る状況にある．つまり，マーケティング視点から農

業改革を意識できる人たちである．今までの制度か

らいえば認定農業者やエコファーマーで， しかも

マーケティングの視点を体現している農業者，つま

り出荷農業者の中にこそ，地域農業の担い手が存在

していると考えてよいのではないか．現在いなけれ

ば新規に育てる努力を皆で協力し合えばよい．その

意味でこれからの直売所は，日本農業の中核的存在

となっている専業農業者，認定農業者，ェコファー

マー，集落農業法人や一般法人なども参加して，相

互研鑽を図れる場とすることが望ましい．これは正

に新しいステージに向う直売所の一つの大切な側

面を示していると思う．

その他の施策と「国連の持続可能な開発目標

(SDGs)」への理解

直売所に関する他の施策としては，国交省が力を

入れて推進している「小さな拠点づくり施策」があ

る．農水省でも法律を整備し，農村住民が生活関連

サービスを受け続けられるようにすること，また移

住者への仕事の確保 (6次産業化や農泊など）や地

域おこし協力隊の活動推進などが進められている．

この施策は国交省の施策とはいえ，直売所が地域コ

ミュニティの中核的存在へとステージを高めるこ

とができれば，この施策の対象となると思われる．

従来の省庁間のセクショナリズムを脱して直売所

の新しい存在にも目を向けてほしいものである．つ



二木 ：新しいステージづくりを踏まえて，有利販売の場 ・担い手育成の場 ・地域交流拠点の場としての牒産物直売所の展開 763

いでながら，直売所にとって地域コミュニティの中

核的存在へと進めるに際 して，商品の売買のみの場

から地域住民の交流の場の併存へと転じようとす

れば，交流活動（講演，体験，学習，イベントなど）

圏 目標①（貧固） あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

日 目標②（飢餓）
飢餓を終わらせ，食料安全保障及び栄蓑改善を実現し，持続可能な膜業を促進す
る

園工（保健） あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し，福祉を促進する

口 目標④（教育）
すべての人に包摂的かつ公正な質の裔い教育を確保し，生涯学習の機会を促進す
る

園目標⑤（ジェンダー） ジェンダー平等を達成し，すべての女性及び女児の能力強化を行う

園 目標⑥（水 ・衛生） すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

ロ ー（エネルギー）
すべての人々の，安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーヘのアクセス
を確保する

冒 目標⑧（成長 ・雇用）
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働き
がいのある人間らしい雇用（ディーセント ・ワーク）を促進する

図目標⑨（イノベーション）
強靱（レジリエント）なインフラ構築，包摂的かつ持続可能な産業化の促進及び
イノベーションの推進を図る

園 目標⑩（不平等） 各国内及び各国間の不平等を是正する

―・
目標⑪ （都市）

包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現す
る

一
園 目標⑫（生産 ・消費） 持続可能な生産消費形態を確保する

図目標⑬（気候変動） 気候変動及びその影態を軽減するための緊急対策を講じる

目目標⑭（海洋資源） 持続可能な開発のために海洋 • 海洋資源を保全し，持続可能な形で利用する

園 目標⑮（陸上資源）
陸域生態系の保護，回復，持続可能な利用の推進，持続可能な森林の経営，砂漠
化への対処，ならびに土地の劣化の阻止 ・回復及び生物多様性の損失を阻止する

園 目標⑯（平和）

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し，すべての人々に司法への
アクセスを提供し，あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制
度を構築する

園 目標⑰（実施手段）
持続可能な開発のための実施手段を強化し，グローバル ・パートナーシップを活
性化する

図 l 国連の持続可能な開発目標 (SDGs)

外務省 ・環境省資料より ．



764 農業および園芸第 94巻第9号 (2019年）

の場が必要になる．今やこの活動への投資を国費の

中で検討すべき時期ではないかと考える次第であ

る．

もう一点農産物の地域ブランド化（現在は団体限

定），地理的表示を支える GI(地理的表示保護制度）

など今後の活用が期待される．そして GAP(農業生

産工程管理）の活用はすでに一部の直売所（茨城県

つくば市（株）みずほ村市場）で実行して，効果を

現わしている．

最後に，図 Iに示す国連の「持続可能な開発目標

(SDGs)」についてであるが，直売所は基本の足場

はローカルであるが，視野はグローバルに目を向け

ることが求められてきている.2015年 9月に国連で

150の国のリーダーが集って 2030年を目標として

決めた 17の開発目標に向って，各国は活動を進め

ている． 日本国内では 2016年 5月内閣府に安倍総

理を本部長とした推進本部が設置され，アクション

プランの作成など具体化が進んでいるまた企業や

大学，地方自治体の他農業関係では JA(JA全国女

性組織協議会）や協同組合での取組が進んでいる．

次に 17の開発目標を示すが，いずれの項目も直売

所の活動の中で意識しなければならない内容であ

ることがわかる．まず情報を知り（学習），自らの

それぞれの直売所の条件の中で地道な取組が望ま

れる．

これらの直売所の抱えている諸問題に対し何に重

点を置いて取り組めばよいか

まず大切なことは，リーダーや出荷農業者つまり

供給側（運営主体）の意識改革である．今までやっ

てきたことの延長で，当り障りなく過ごせば良いと

する意識が大敵だ．事態の変化，環境の変化がじわ

じわと進んでいるのにそれに気づかない，あるいは

気づこうとしないこれを突破することが何よりも

必要なことである．これを突破することは，即ち「経

営の土台（スタンス）づくり」であり，直売所の「新

しいステージを築く」ことでもある．

その意味で第一に直売所は産品の売買の場所で

あると共に，消費者（顧客）との交流活動の場であ

り，その交流活動によって「食」，「農」，「健康」，「環

境」に関する価値観の生産者と消費者との共有化を

育み，それを確固たるものする場であると位置づけ

る．第二に，出荷農業者にとって有利販売の場であ

るだけでなく，幅広く農業所得の向上と張り合いづ

くりの役割を果たす．併せて担い手育成に寄与する．

第三に，直売所機能の複合化を積極的に進め，顧客

層の拡大（シナジー〈相乗〉効果の発揮など）と地

域住民の参集可能（コミュニケーション可能）な場

づくりの基礎とする．第四に，農協直売所は地域農

業の理解者である准組合員の存在を生かし，経済力

も活用し，地域に根ざす（協同組合原則第 7原則一

コミュニティヘの関与ー）農協活動の土台づくりに

寄与する．第 5に，買物弱者の増加，後継者（担い

手）不足，田園回帰，社会福祉需要の増加，農福連

携（特に障害者対策や最近注目の子ども食堂対応な

ど），再生エネルギーの地産地消化，人口減少への

対応など新しい社会的動向に向けて，直売所の身の

丈に合った取組みを進める．

以下，この五つの内容について逐次述べていくこ

ととする．

販売機能（活動）と共に交流機能（活動）を確固た

るものにする

今まで，多くの直売所は商品が売れればよいとい

う認識が強かったと思う．しかし，それは直売所の

機能の半分だとの認識に改めるべきである．もう一

つの機能は，地域の地産地消活動（学校給食食材提

供と一体化すべき子どもへの食農教育支援，学童農

園支援，遊体農地活性化，エコ農業推進など）と連

携して進められるべき消費者と農業者との「食」，

「農」，「健康」，「環境」に関する価値観の共有化を

実現する活動で，それを交流活動と呼んでいる．

既に述べてきたように今まで，現在も続いている

が大多数の消費者がスーパーマーケットで習慣づ

けられた購買習慣から一歩抜け出すことが求めら

れ始めている．野菜や果物の外観や価格だけでなく，

その内容（品質の特徴や栽培方法，栄養価，アレル

ギーや病気との関連，どんな料理に向くかなど）を

知って（確かめて）購入することが当り前という買

い方への転換である．この転換にこたえられるのが

直販所である．多くの消費者にとって，野菜一日平

均 350g、（果物は 200g)摂取が望ましいとの専門家

の研究成果が出ていても，実際に家庭での食べ方は

どうすればその量を達成できるのかはよくわかっ

ていない．このことに対応したものが， 2005年に策

定された「食事バランスガイド」（財団法人食生活



二木：新しいステージづくりを踏まえて，有利販売の楊 ・担い手育成の場・地域交流拠点の楊としての典産物直売所の展開 765

。よ
<.: 

• 水•お濱 食事バランスガイド
二

あなたの食事は大 丈 夫 ？

Lカー - - . , - ~ ヘン
""""・"● ..,..,. . ロ`ロ""・

ー 主食にはん、バン，員J r 
-…、---- ---ピ_,_ 2っlt•2-Q·.,,四←

LL副菜⑲：澁即）
い "'"'_≪_9_... _._ ... _ ,r-.1. 

・ し叫『 ．れ'"""渾- 量たしい~ 畢血 ,.... • ,_ ..  ..  こ.,,..---鰐霰置~D暑露

2, ● 一

主菜（甜翡）
...... 霞•大鯰•から 311蝙璽

＂烹；：E乎

＂―-一図2 食事バランスガイド
資料 ：脹林水産省

情報センター）である自らの家族の食事バランス

の不備を発見し，改善することが可能である（図 2).

しかし「食事バランスガイド」を生かして野菜や

果物の選択を行うことは多くの直売所でも実現で

きていないのが実態である．家族の健康（子ども，

若者，高齢者，女性）を意識した野菜や果物の選択

ができることこそ直売所が担うべき役割であろう

と思う ．これを実現するには消費者への知識の提供

とともに，料理体験や現場視察なども必要になる．

では，交流活動としてはどんな活動を行えばよい

か．直売所の交流活動の基本は，店頭での出荷農業

者と顧客（消費者）との会話である．この会話によ

る説明の補助として「商品説明メモ」の活用がある．

出荷農業者は自分の名前入りの産品を出している

ので，毎日店頭に来て説明することが望ましいが，

それは不可能なので当番を決めて交替で店頭に立

つこととなる．そこで大事なことは，店頭で得た顧

客（消費者）の生の声を出荷組織全員に伝えること

である．当番の人が答えられない事もあるため，そ

のフォローを含めて全員に回し読みができる「お客

様の声伝達メモ」（ノートでよい）を当番が書いて，

それを全員に回すような仕組みをつくるとよい．

このような店頭会話，商品説明メモ，店内ポッ プ

だけでは，消費者に十分な説明は行き届かない．そ

こでそれを補うために直売所主催の講演会や子ど

もを含む体験会，見学会を年に何度か実施すると効

果的であるこの講演会や体験会のテーマは①病気

と食生活，②カロリーや栄養素と農産物の品質，③

食事バランスの取り方，④環境にやさしいエコ栽培

（見学を含む）などが考えられる．顧客モニターが

設定されていれば，その人たちの意見や栄養士に相

談するのもよいと思われる．

講師は，栄養士会（県栄養士会）から専門家を招

くか， 地域病院，地域保健所，それに近くに大学や

専門学校があれば有資格者に依頼する体験会や見

学会も併わせて行なうと更に充実したものになる．

この講演会を販促，PRイベントと併わせて行うこ

とも効果的である年間計画を立て，単発で終わら

ない継続性が大事である最後に，これらの活動を

踏まえて顧客（消費者）の組織化を進めることにつ

なげれば，持続可能な直売所の確立が進むこととな

る．

出荷農業者の多様なニーズを汲み上げ，所得の向上

と張り合いづくりの役割を果たす

直売所の出荷農業者の中に，専業農家（認定農業

者）や法人体が参加することによって出荷体制が強

化されるが，それと共にその出荷者への対応が求め

られる．三重県 IA鈴鹿の直売所設立で !Oha以上を

営む緑茶農家などの指導農業士のグループは，直売
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所で緑茶のさまざまな新パックの試験販売（テスト

マーケティング）ができるコーナーを設けることで，

参加を決めて，現在も続いている．この緑茶農家は

取引先の卸売業者との対応で，このテストマーケ

ティングの結果を生かした有利な商談ができると

評価している．同じグループの大きな養鶏農家も卵

パックの試験販売で成功し，取引先との有利な契約

が進んでいるとのことであるまた，島根県飯南町

「ぶなの里」には集落農業法人が参加しており，品

不足の際の供給体制に寄与している．水田に転作作

物として大型のハウスを建て，各種の野菜を年間栽

培して，一部を直売所に出している．

このような出荷農業者の変化に対応して，従来か

らの兼業農家の女性を主体とするグループの他に，

専業農家などを対象とした対応が求められる．また，

山形県鶴岡市「（株）あぐり」のように果物産地で

は，果物の種類ごとに出荷グループができていて，

相互の研鑽が進められている．兼業主婦グループの

関心は新規作物（伝統野菜や外来野菜など）の栽培

方法の修得で，専業グループになるとコスト節減

（土壌検査による肥料の効率的な使い方など）や水

田転作，有利販売戦略，エコ農業などへの関心が高

くなる．

これらのニーズヘの対応は，講習会や実習（体験

会）が有効で，講師に地裁の農業改良普及員や JA

営農指導員に依頼するとよい．会員の中に進んだ農

業経営を実践している会員がいればその人から指

導を受けるのもよい．このような出荷農業者の研鑽

活動を続けることによって新規就農者の育成も可

能である．長野県伊那市「（株）グリーンファーム」

では「生き生き 100坪実験農場」を開設し，公募に

よって希望者を受け入れ，その中から後継農業者の

育成に取組んでいるケースも見られるようになっ

た．

これからの直売所のあり方を考える上で，群馬県

JA甘楽富岡のチャネルミックスの体制は参考にな

る．直売所食彩館（本店と 2支店）が中心になり，

そこからインショップ販売（スーパーマーケットな

どの店内で地元の直売所とほぼ同様な商品群を同

一価格で販売する）そして相対取引によるスーパー

マーケットや生協などとの産直，加えてギフト商品

販売もあり，それらが主体となって，残りを卸売

ルートヘ出すという体制である．有利販売による農

業所得の向上を目指す体制といってよい．

直売所機能の複合化を積極的に進め，顧客層の拡大

（シナジー効果〈相乗効果〉の発揮）と地域住民参

加の場づくりへ

直売所機能の複合化には，レストラン（各種の食

事処）に始まって，加工ビジネス，さらにはカフェ

やサロンなどがある．また，直売所の周辺にあるモ

デル農園や市民農園（特に最近注目されている体験

型市民農園），各種の農業（村）塾（体験施設），文

化的施設などの広がりがある．このような複合化は，

中核に魅力ある直売所が存在することによって成

り立っているといってよい．そして，これらの複合

化は，地域の自然などの資源を活かしていることが

特徴である．

直売所複合化の意義は，これにより農産物などの

付加価値化を実現する機能（場）であると共に，経

営の安定化を支える顧客層の拡大，客単価の向上な

どで，先述したシナジー効果の発揮が実現できるこ

とである．

加えて，特にこれから注目したいのは，スイーツ

を伴うカフェの存在である．今，子どものいる母親

同士が談話を楽しむ場所がない．この談話のできる

場所を直売所に設置したいものである．最初は，直

売所の隅のコーナーにお茶を置くことから始める

ことが考えられる．また，直売所に設けられるレス

トラン（食事処）は地域性が売りとなる．大分県大

山町「JA木の花ガルテン」にあるレストラン「オー

ガニックの農園」は，直売所に朝出荷された野菜な

どを使った煮物料理を中心としたバイキング方式

のレストランで，作り手は地元の主婦達である．そ

こは地元だけでなく外部からの人たちも含めて地

域の「たまり場」となっていて，コミュニケーショ

ンを楽しむ場でもある．

加工ビジネスとしては，出荷農業者が個々に資格

を取って加工品（漬物，総菜，弁当，餅など）を作

り出荷しているケースが多いが，直売所に加工施設

を備えて工場体制を取っているところもある．或い

は近隣の加工施設（地元ビジネス）から契約して仕

入れているケースも存在する．この加工ビジネスは

農業の 6次産業化につながる可能性もあり，地元の

主婦など雇用機会を生み出して，評価されている．

愛媛県今治市の「さいさいきて屋」は，先にも述
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べたような経緯で成功した事例であるが，今では，

食堂やカフェ，パンエ房やジェラートの加工施設，

果実実証園，貸し農園，研修施設などがあり，今治

市の住民が皆で支える「農業施設群」を構成してい

る．出荷農業者は 1300人余で，売り上げは 27億円

を超える状況である．

農協直売所は，地域農業の理解者である准組合員の

存在を生かし，経済力も活用し，地域に根ざした展

開を図る

農協は， 3年に一回の大会決議で方針が決められ

るが，基本は食と農を基軸として地域に根ざした協

同組合を目指し，「持続可能な農業」，「豊かでくら

しやすい地域社会」を実現するために，「農業の所

得増大」，「農業生産の拡大」「地域の活性化」の 3

つを基本目標とする自己改革に取り組んでいる．こ

の目標に添って直接販売の拡大，ファーマーズマー

ケットの機能強化， 6次産業化，地産地消の強化，

食農教育（農業体験を含む）の拡充を課題として取

り組むこととしている．そして中でも准組合員はJA

経営に直接参加することはないが，支店の協同活動

への参加，総合ポイント制の活用，農業祭，食農教

育，家庭菜園指導健康講座など日頃の交流に関わ

ることができるように推進が図られてきている．こ

のことから，准組合員は直売所の有力な顧客として

も大切な存在となっている．したがって直売所での

顧客との交流活動は，一般の直売所の場合よりも密

度の高い関係を維持することが可能である．この特

点を充分に生かすべきと考える．

また，農協は，和歌山県 JA紀の里の「めつけも

ん広場」のように売り上げ重視の直売所においてす

ら，最近では直売所を「都市と農村の交流拠点」と

位置づけ，それに相応しい活動の充実化を図ってい

る．その具体化として「紀の川グリーンツーリズム

推進協議会」を設立し，その中の「体験農業部会」

を中心に直売所ファン層の拡充に努めている最近

のこの変化は，直売所が，農産物販売の拠点として

だけでなく，交流から協同の拠点へと展開し始めた

ことをあらわしている．

農協直売所 (JAファーマーズマーケット）は，

規模も大型で，全体として右肩上りで伸びて来てお

り，顧客層の中核に准組合員を擁しながら，交流活

動の目指す「食」，「農」，「健康」，「環境」に関する

価値観の共有化の面では残念ながら充分な状況と

はいえない (JAの調査結果よりの判断）その中で

も各店舗で工夫されている面も出始めている（埼玉

県 JA入間で注目されている「予どもの料理コン

クール」など）．

これからは，経済面の有利性を生かして，交流施

設の充実化，そして今まで育ててきた「食育ソムリ

工」と出荷農業者との連携による交流活動の質的強

化，更に子どもへの食農教育支援，買物弱者支援，

農福連携促進など地域コミュニティ活性化に積極

的に取り組んでほしいと期待している．これらの推

進にとって大切なのは直売所店長の意識改革であ

る．事なかれ主義のサラリーマン店長から脱皮する

覚悟が求められる．

買物弱者支援や農福連携など新しい社会動向への

身の丈に合った取組みに対応する

先にも述べた通り，これらの新しい社会動向への

対応は，直売所の地域性を高める上で欠かせない．

中でも，買物弱者増加の下で，軽トラ販売など地域

巡回販売は有効な方策で，直売所の売り上げ増加に

も寄与する．併せて，出荷農業者の高齢化が進む中

で，直売所への自作の野菜や果物の出荷の支援も欠

かせなくなっている．高齢でも農業を生き甲斐とし

ている出荷農業者にとって何よりの手助けになる．

新潟県十日町（豪雪地帯）にある直売所「（株）

あいサポート仙田」は，農産物の販売の他に農作業

支援，高齢者の生活（買い物など）支援，地区の生

活環境支援（除雪作業など）を行い，行政からの補

助事業として収入を得て経営を維持している．福島

県泉崎村の社会幅祉法人「こころん」は養鶏事業と

野菜栽培に取り組み，直売所での販売と共に通販

ルート販売も行って成功しているが，その職員四名

の内二名は障碍者である．正に農福連携の好事例と

なっている．

最近注目したいのは「子ども食堂」についてであ

る．最近子ども食堂が大幅に増加し，現在 3718か

所に及んでいるとの新聞報道がある．「NPO法人全

国こども食堂支援センター・むすびえ」では，人気

が高まっている一方，食材の保管設備の不備や寄付

と需要のミスマッチなどが指摘されている．直売所

の売れ残り品の処理や或いはもっと積極的に計画

的な形での提供が出来ないものかと考える次第で

ある．
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以上述べて来た直売所の新しいステージを求め

ての改革・活性化の活動は，すべてを一気に行うも

のではなく，日常の販売活動などをしながら，気付

いたところから取り組むとよいと思われる．その際

に，女性や若者の意見が大切である．
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