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[報文]

ブァーマーズマーケットの今日的特質と定着化方策

堀田学*

A Study on the Stable Estab1ishment of Farmers' Markets in J apan 

Manabu Horita 

In r巴C巴ntyears， an increasing concern for food safety has led to consumers showing a 

tendency to prefer rural distribution over g巴neralestablished markets such as wholesale 

markets and supermarkets. Accordingly， farmers' markets have become increasingly 

important as outlets for fruit and vegetable producers. Traditionally， most farmers' 

markets were profitable unmann巴droadside stalls with ‘honesty boxes'. There were many 

of these throughout ]apan and their purpose was to profitably s巴11surplus fruit and 

vegetables. 

Therefore， these existing farmers' markets need to adjust their marketing strategy to 

conform to recent trends in rural consumer ne巴dsand th巴requirementsof participating 

farmers. The objective of this study is to classify farmers' markets according to type and 

then analyze outstanding examples from each. 

The process involved firstly sorting the farmers' markets according to store ownership 

and form of administration and management. Three main classifications w巴rederived: (i) 

farmer-own巴dand farmer-managed; (ii) agricultural cooperative-owned and agricultural 

cooperative-managed; and (iii) tertiary sector-owned and farmer恥 managed.Secondly， 

typical examples were chosen from each classification and their characteristics analyzed. 

Finally， the results of this analysis were used to recommend ways to improve each type of 

farmers' market. 

[キーワード]

農産物直販所 Farmers' Market，地域流通 rural distribution，マーケテイング戦略

marketing strategy，消費者ニーズ consumer needs，余剰青果物 surplus fruit and veg-

etables 

1. はじめに

近年，食材の安全性と多様性に対する消費者の

関心の高まり，および生産者の有利な販路として

の観点から地域・地場流通 1) が注目されている。

中でも近年，めざましく発展している流通形態は

ファーマーズマーケット(口農産物車販所，以下

FMと略)である。 FM(土，従来，余剰野菜や系

*広島県立大学
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統出荷では規格外品となるロットの小さな自給農

産物などの販売を目的とした無人庖舗が大半であ

ったが，今日では安定的な供給がなされているも

の，取扱品目範臨が広範に及ぶもの，特色のある

品揃えを行うもの，取扱規模を大型化させたもの

など，様々な特徴を持つものが出現している。全

国に数多くのFMが設置され，近接する FMや他

の小売業との競争関係が生じているケースも見受

けられる。すなわち既にFM1土産業として成熟し

ており，地域や参加者の実情に合った軌道修正が

求められる段階にある。そこで本研究ではFMの
今日的特質を検討するとともに，優良事例の分析

を通して，定着化方策を検討することを目的とす

る。

なお本稿ではFMの定着化を，現段階で一定の

成果をあげたFMが抱える問題点を克服・回避し

つつ，今後もその成果を持続するための方策と捉

えることとする。事例には，広島県内の 3つのF

M，高宮町「米と菜っぱ屋J，君町村「おはよう

市J，および「農彩館五日市・ファーマーズ、マーケ

ットJを取り上げる O

2.本稿の位置づけとファーマーズマーケッ

トの特徴と分類

(1) 先行研究のサーベイと本稿の位置づけ

現在までFMによる流通量が緩めて少なく，農

産物流通全体の趨勢的な方向を左右する程の意義

が見いだされていないために， FMの先行研究も

実態をレポートし，現状把握したものがほとんど

となっている O ところが，生産者の高齢化，消費

の多様化・高度化が流通の川上・)11下の基調とな

っているため，従来の特定品目の規格化と組織的

生産による主産地形成，および大消費地における

卸売市場整備を通したフォーデイズムとは異なる

流通のあり方を模索する上で， FMは重要な意味

を持っている。

まず， FMの先行研究は，①流通論の観点を重

視した研究，②小売業・マーケティングの観点を

重視した研究，③消費者行動の観点を重視した研

究，および④交流拠点・グリーンツーリズムを重

視した研究に大関できる。①流通論の観点を重視

した研究では，桂氏によって提示されている。同氏
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は， FMの可能性と限界の理論的整理を行う必要

性を指摘し，流通の多段階性の合理性を軽視する

べきではなく， FMを安直な中間流通段階廃止論

として捉えるべきではないことを提言している 2)。

また，藤田氏はFMの運営形態の相違を重損し

て，大都市近郊における F引の展開を流通論の視

点から分析している 3)。②小売業・マーケテイン

グの観点を重視した研究では，田中氏らによっ

て，実務者向けにFMを小売業として成功させる

ための方策を整理されている 4)。③消費者行動の

観点を重視した研究では，楼井，藤森，飯坂氏ら

が， FM利用者の特徴について，アンケート調査

を通して明らかにされている 5)。また，小寺氏

は， FM組織運営と消費者の属性について分析が

なされている 6)。④交流拠点・グリーンツーリズ

ムの側面から捉えたものでは，藤森氏によって，

近畿・中国地方が少量生産の生産体制にあること

を明らかにした上で， FMが持つ交流機能の意義

を整理している 7)。また，楼井・斉藤氏らは，中

山間地域問題としてFMを捉え， FMを中心とし

た動的情報のモデルを提示している針。

以上のような先行研究の流れの中において，本

稿は，流通論の観点に立ち， FMの区分の提示，

FM組織内の機能分担の規範的方向を，実態調査

を通して明らかにすることを自的としている。

(2) ファーマーズマーケットの特徴と分類

FM1土生産者が消費者に最も近づいた販売方法

であり，多様な農産物の流通経路のうち，最もシ

ンプルな形態を採っている。すなわち FMの特徴

は，①小売業態としての側関と，②それらのサー

ビスを達成するための流通組織・機構の二側面か

ら捉えられる。①小売業態の側面では，消費者に

提供する商品・サービスの内容において他の業態

とどのような柏違があるかがポイントとなる。他

方，②流通組織・機構の側面では，脂舗の所有，

管理・運営主体および出荷から代金決済までの流

通機構9)の特徴が重点となる。

まず， FMの現段階における小売業態としての

特徴を整理すると，以下の 5点にまとめられる IO)O

FMに共通した普遍的特徴として，第一に，対面

販売を基としたきめ細かい商品情報の提供をし，

顧客に対するサーピスを大きく設定していること
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である。今B，FMの販売方法は対面販売，セル

フ販売J無人競売と多様化しているため一般化し

て述べられないが，セルフ販売であっても生産者

の顔写真や調理方法などの表示で補足されている

ケースが多い。近年では他の業態においても田名

や県名の産地表示や調理方法などが示されている

ことが多いが， FMでは消費者が生産者を特定で

きる水準にあり，商品情報を生産者から直接，消

費者に示せるところに特徴がある。

第二に， r持費者の地産地消指向に対応した高品

を販売していることである O 消費者の地産地消指

向は，高鮮度溜品に対する需要と食の安全性を地

場産品に求める傾向を意味しているが，これはF

Mで販売する商品特性に最も適合している。地場

産品の空間的懸隔の小ささが高鮮度商品を提供す

る上で有利であり，生産者が特定できることが消

費者に安心感を与えるため，主産地産品や輸入品

などの汎用性商品との差別化を図るよで最もアピ

ール力のあるものである。

流動的であるが， F抗の今日的特徴を示すもの

として，第三に，コスト・パーフォーマンスを高

く設定し，価格訴求力を高めやすいことである。

系統治荷の小売価格では，生産者の手取価格に J
Aの手数料，卸売業者の手数料，仲卸業者のマー

ジン，小売業者のマージン，および輸送料が加算

されるが， FMでは通常 12~ 15%程度の手数料

が加算されるのみである。そのため十分集客力を

持つFMの場合，小売価格を安価に設定しでも，

生産者の手取価格を大きくできる可能性が高い。

反面，系統出荷で必要な中間流通業者の流通機能

の全てが生産者と F M管理者によって担われなけ

ればならないため，需要者の探索活動，売れ残り

品の回収に要する負担など，多岐にわたる管理活

動が必要となる。

第田に，各生産者が独立した経済主体であるこ

とを前提として一定のルールに基づく組織を形成

表 1 ファーマーズマーケットの分類

しているが，今日，管理・運営主体が多様化して

いることである。すなわち単独の生産者によって

運営されている場合を除くと， FMは複数の生産

者によるボランタリー・チェーン 11) であると考

えられるが，管理・運営主体として生産者グルー

プ， J A，管理会社など，様々な形態が出現して

いることである。

第五に，従来，単独庖が一般的であったが，近

年，多業種集積!苔舗の一部として設置されるケー

スが増加し，庖舗の集積のあり方が多様化してい

ることである。これは， FMが従来，農家個人や

任意組織によって設立されるケースが大半であっ

たが，消費者のワンストップ・ショッピングに対

応して，近年， r道の駅JやJA直販所など，大

規模施設の一部として設けられるケースが数多く

出現してきたことに見られる。

以上のように，小売業の側聞から見たFMを今

日的特徴は形態の多様化にあるが，次に流通組

織・機構の観点から， FMの分類を通して整理す

る。分類指標として， r窟舗・施設の所有形態Jと

「底舗の統制形態(管理・運営主体)Jを用いる。

「宿線・施設の所有形態Jでは，①生産者，②J
A，および③第三セクターに臣分でき， r管理・運

営主体jでは，①生産者，②生産者以外に度分で

きる。これらの 2指標より， FMを6つに分類で

きる(表 1参照)。具体的にみると，タイプAは従

来型のFMで，農家他人や小規模な組織による直

販スタンドなどの比較的小規模なものが該当す

る。タイプBは， J Aの施設内を用いているが，

管内の農家によって特定のルールを設定して運営

される FMであり，典型例として各 JA前で特定

の濯臼に開催される「朝市Jが挙げられる。タイ

プCは第三セクターによる施設を用いて，生産者

自ら運営するものであり，典型例として「道の

訳Jの施設内で開設されている FMが該当する。

タイプDは通常の業務では存在しないが，イベン

トや催事に公共団体や JAなどが生産者に参加を

働きかけ，一時的な管理体制を持つケースであ

る。タイプEはJAの施設を用い， J Aによって

運営がなされているものであり，典型的なものと

して JA直営のFMが挙げられる。タイプFは第

三セクターによる設備を用い，運営も第三セクタ

一方式を採用するものであり，考えられる事例と
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して「道の駅」の施設内のF Mで，運営会社を設

置するようなケースである O これらの分類のう

ち，次節ではタイプA，C， Eの事慨を取り上げ

て現状を把握する。

3. 事例分析

(1) 農家の任意絡織による運営ー高宮町「米

と菜っぱ屋J(タイプA)

高宮町は広島県の北部に位置し，森林部が大き

な割合を占める自然条件を持っている。また，雇

用機会を求めた都市部への人自流出によって，人

口密度 35人/km2， 65歳以上高齢化率 40.4%と

典型的な中山陽地域の特徴を示している 12)。広島

市から中国自動車道で約 1時間と観光目的の交通

の便は極めて良好で、あるため，町内にレジャー施

設 f広島ニュージーランド村Jや温泉施設「たか

みや湯の森J，J Aによる管理・運営のFMf青空

市場Jが設置され，都市部からの大きな集客力を

持っている。農業生産の特徴についてみると，稲

作，畜産に特化し，特に酒米の生産量が大きい。

また野菜・果実の粗生産額は低く，高齢者を中心

に少量多品目生産が行われている(表2参照)。

このような地域特性を持つ高宮町において，

f米と菜っぱ屋」は旧市町村単位， JlI根地底生産

者グループによって設立・運営されている小規模

なFMである(タイプA)。向グループは 1995年

に町内の有志で組織され， 2002年 3月現在で 18

名が参加している。大半が 70歳以上の女性で構

成され，年間売上高は 190万円弱，うち地域営農

組合FF21によるものが l割強，残りが他人出

荷となっている。この地域営農総合は 1994年か

ら着手された基盤整備に併せて設立された 40名

の加入者による組織である。 FMへの出荷者は会

員同地域営農組合加入者となっているため，事実

上，開組合から派生した下部組織として位置づけ

られている。また，当F Mと向様に地域営農組合

員有志によって「ふあみりーねこの手」が綴織さ

れ，江のJlIの土手約 1kmでラベンダーを栽培

し，手作り小物を制作・販売している。同会員は

常時 10名(ヘルパー 5 6名)おり，大半が

と菜っぱ屋jへの出荷者と重複している O 地域営
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農経合事務所を作業場として利用し，約 20種類

の荷品を製作，湯の森温泉，青空市場に出荷し

て，それぞれ月約 3万円の妓売高を維持してい

る。これら常時の出荷先に加えて，高宮町役場産

業振興課の支援によるイベントへの出自時に販売

している。

営農経合による FMへの出荷物は， 2名の貸

し出した農地にどニールハウスを設けて栽培した

施設園芸品であり， FMの品揃えの視点から見る

と，全量露地野菜では発生する端境期を短期化

し，野菜を安定供給する効果がある。販売品目

は，野菜(さつまいも，カボチャ，たけのこ，山

根，フキ，ネギなど)，花井(キク，マリンゴール

ド苗)，加工品(つけもの，こんにゃく)と多岐に

及んでおり，少最多品目生産を活かした構成とな

っている。

さらに問 FMでは，無人販売方式を採ってお

り，計算の煩雑さを減らすために価格を一律 100

円に設定し，また売上げの決済や運営の一切は l

入の世話役の女'性によって担われている。

以上， f米と菜っぱ屋jの背景と運営の概略を示

したが，本FMの特徴は以下の 3点にまとめられ

る。

第一に，地域の特性に適合して，従来型(タイ

プA)のFMが適切に機能していることである。

本FMでは，販売高は小規模で、あり，無人販売方

法を採るために消費者に提供できるサービス量は

少ない。ところが同地域では高齢化がすすんでお

り，少量多品目で零細な生産体制とならざるを得

ないため，生産者と消費者との関に流通マージン

や手数料の獲得を目的とした中間商人や流通機関

が介在できるだけのロットが集積できない。ま

た，生産者自身は生産物の販売を利益獲得よりも

生きがいを目的とした活動であると捉えている O

以上のことから， FMの生産者自身によって運営

される必要があり，売上の決済や取引ルールが簡

便に維持されうる管理体制でなければならない。

そのために，従来型のF引が最適となるのであ

る。

第二に， FMが地域の女性の情報交換の場とし

て機能していることである。先に見たように，同

FMの参加者はラベンダー小物製作・販売グルー

プとともに，事実上，地域営農集問の組合員の下
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部組織であり，単に余剰生産物の有利な販売を自

的としているのではなく，生活情報などの情報交

換を自的とした地縁的な組織として機能している

のである。

第三に， FMの生産者による組織運営にとって

不可欠となるリーダーの存在である。組織の維持

のためには，参加者のとりまとめや運営ルールの

取り決めなど，多岐にわたるリーダーシップ機能

が求められる。これを地域への貢献として捉え，

自らリーダーとなる人材の存在が本FMの維持・

運営に大きな役割を果たしているのである。

本FMは順調に運営されている優良事例であ

り，地域の実情にあった綴織形態を適切に採って

いるため，当面，現状を維持したままスムースに

運営されていくであろう。今後の問題点として，

高齢化の深化が必至であるため， FMへの参加者

をいかにして継続的に確保するか，また参加者が

FMへの出荷時に負担の少ない出荷方法をいかに

して整えていくかが重要となる。

(2) 第三セクタ一方式電君田村「おはよう

市J(タイプC)
「おはよう市」は国道432号線沿いの道の駅「ふ

おレスト君田j内に 1997年 10月に設置されたF

Mである O 君田村は広島県の北東部にあり，地域

の中心都市，三次市から車で約 15分の山間部に

位置する。総人口 2000人余りで，人口密度は県

全体の 1/10以下となっており， 65歳以上高齢化

率は 36.8%に達している 4)。農業生産は米生産，

畜産(肉用牛)に特化しており，野菜・果笑の生

産高は少ない(表2参照)。

道の駅「ふおレスト君田JはFM以外に，レス

トラン，公園，宿泊施設，キャンプ場，温泉保養

施設，体験農園と複合施設を保有し，交通量の少

ない山間部にあって，年商 25万人と大規模な集

客力を持っている。

当FMは道の駅開設以前から 90名の参加者に

よって「君田村農林産物生産販売協議会jが組織

され， r野菜市Jを日曜日に開催していたが， rふ
おレスト君問」開設時に第三セクタ一方式で脂舗

表2 高宮町雫君田村守および広島市の概要

項目 広島県 高宮町 君田村 広潟市

面積 (km2
) 8，477 124.46(1.47) 85.87(1.01) 741.63(8.75) 

人口(人) 2，878，949 4408(0.15) 2，002(0.。η 1126，282(39.12) 

人口密度(入/km2
) 340 35 23.31 1，519 

総農家数(戸) 82，240 994(1.21) 330(0.40) 7，430(9.03) 

販売農家(戸) 51，941 836(1.61) 287(0.55) 3，205(6.17) 

自給的農家(戸) 30，299 158(0.52) 43(0.14) 4，225(13.94) 

原匝語毛
計 112，694 2，463 393(0.35) 7，141(6.34) 

業
米 35，467 1084 [1.40J 248 [2.01] I 1，679 [0.75J 

キ宜
野菜 18，945 167 [0.40J 45 [0.68J 4，006 [3.34J 

生
果実 10，985 29 [0.12J 3 [0.08J 97 [0.14J 

産
肉用牛 4，439 181 [1.87J 32 [2.07J 40 [0.14J 

額
乳用牛 7，586 440 [2.67J X 201 [0.42J 

(百万円)
1家 3，415 X X 

鶏 21，551 X X 660 [0.48J 

1主・蘭積，人口，農家数，および農業組生産額計の右の( )の数僚は，対広島県割合(%)。農業粗生産額の[ 1の数値は

特化計数 xは非公表データ。 は欠損催。

箇積;王子成 11年 10月 l日現在，国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調査j，人口;平成 12年 10月1日現在，総務

省「国勢調査報告j，農家戸数;平成 12年2月1日現在農林水産省 f世界農林業センサスj，粗生産額;平成 11年「生産

農業所得統計J
資料:中国四回農政局，広島統計事務所HP公表データより作成。
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を移転，開催Bも火曜日を除く毎日に拡大した。

会員数も開設以降，年々増加し， 1997年度には145

名， 2001年度には200名に達し，売上金額も安定

的に増大している(表3参照)。参加者は女性が約

6割，男性が約4割で，大半が高齢者によって組

織されている。 FMの運営は， J A三次が事務局

を務めていたが， 2002年度以降は参加者の自主管

理に変更され，役員は 60歳前後の比較的若い男

性によって担われている。

出荷物は町内産品であることのみを条件に，い

かなる農産品であっても出荷できるルールとなっ

ており，約300アイテムと販売品目は多岐にわた

る。そのため 2001年度の売上高においても，加

工農産物(とうふ，もち，つけものなど)37.9%， 

野菜(露地野菜中心)33.7%，その他(卵，米，

手芸品)24.8%と，加工品の占める割合が高い特

徴が見られる。

出荷から代金決済までの一連の業務は，出荷者

が閉店前に商品を運搬し，自ら価格を設定して，

売れ残った場合には当日中に引き取る仕組みとな

っている。販売業務はパート 3名によって行わ

れ，これに要する賃金と施設利用料は出荷者から

の販売手数料(14%)によって賄われている O 代

金決済は 1ヶ月分をまとめて金融機関を通して送

金される。

以上が運営の概略であるが，本FMの特徴は以

下の 3点にまとめられる。

第一に，施設は第三セクターによるものを利用

しているが，運営は参加者によって自主的になさ

れていることである。開設以降，軌道に乗るまで

の問， J Aが事務局業務を担ってきたが，参加者

による運営に移行した経緯がある。これによっ

ファーマーズマーケットの今日的特質と定着化方策

て，参加者は単なる出荷者としてFMに関与する

のではなく，組織運営への参爾意識を維持できる

メリットカfある。

第二に，道の駅が地域における主要な施設とし

て村民に位置づけられているため， FMに対しで

も地方公共団体による支援体制が充実しているこ

とである。第一の特徴で見たとおり，通常の運営

は参加者によって行われているが，種々のイベン

ト開催時には君悶村が連携しており，地方公共閤

体は施設設置のみならず，維持・運営面に対しで

も，積板的な支援を行っているのである。

第三に， FMが複合的施設のーっとして位置づ

けられていることである。当施設は山間地域の国

道沿いに位置しているため交通量が少なく，顧客

獲得の上では不利である O ところが複合的な施設

を持つ道の駅内への移転によって， FMのみによ

る単独の出自と比較して，多目的で立ち寄る緩光

客が矯買者となる機会をより多く獲得できるので

ある。

本FMは}II質調に販売高を拡大し，円滑な運営が

行われている事例として捉えられるが，出荷品の

うち生鮮品の大半が露地栽培であるため，出荷量

の季節変動縮小への対応が必要となってきてい

る。今後，施設園芸，加工品への取り組みが望ま

れる。また，先の「米と菜っぱ麗Jと同様に，本

FMでも各出荷者が販売所までの配送を行ってい

るが，今後，本地域においても，高齢化の深化は

不可避である。そのため出荷者の負担を軽減した

集荷方法の検討が必要となるであろう。

表 3 君田村ファーマーズマーケット「おはよう市」売上高の推移

年度 1997 

総売上額 22，901 (100.0) 

営業日数(日) 152 (100.0) 

会員数(人) 145 (100.0) 

l臼あたり売上額 151 (100.0) 

I人あたり売上額 158 (100.0) 

j主:売上績の単位ココ千円， ( )内は%

資料.，宮田村役場資料より作成。

1998 

48，735 (212.8) 

301 (198.0) 

155 (106.9) 

162 (107.3) 

314 (198.7) 
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1999 2000 2001 

49，211 (214.9) 53，432 (233.3) 60，761 (265.3) 

305 (200.7) 309 (203.3) 309 (203.3) 

181 (124.8) 190 (131.0) 200 (137.9) 

161 (106.6) 173 (114.6) 197 (130.5) 

272 (172.2) 281 (177.8) 304 (192.4) 
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(3) J Aによる運営ー「農彩館五日市・ファー

マーズマーケットJ(タイプ王)

「農彩館五日市・ファーマーズマーケットJは広

島市街地から西に約 7Kmの佐伯区に位置し，年

間約 4億円の販売高をあげている大型FMであ

る。先の 2つの事例とは異なり，極めて人口密度

が高い地域にあり(表2参照)，近接する食品スー

ノ'¥-やデイスカウント屈などが多数存在するた

め，品揃え，品質，価格などにおいて極めて高い

競争状態にある O 農業生産は都市部に位置するた

め，近郊野菜の割合が高い(表2参照)。本FMは

従来， J Aの購買事業の販売所として運営されて

いたが， 1998年の五日市，観音寺，八幡，石内，

河内，および湯来の 6J A合併時に JA広島市に

よって設置された f農彩館五日市」の一部として

位置づけられた。「農彩舘五日市JはFMに加え

て，金融庖舗「五日市中央支店J，焼肉レストラ

ンfはうでい亭J，弁当，寿司，つけものなどの

加工品の調製や会議に利用できる多目的施設

「コミュニティーホール」からなる総合施設であ

り， J Aの経済部門の拠点として機能している。

当FMは大口需要者向け販売を目的とした「大

量購入部門Jと最終消費者向け販売を目的とした

「ファーマーズマーケット部門Jに二分されてい

る。更に「ファーマーズ、マーケット部門jは， I自

主販売Jと販売を JAに委託する「ファーマーズ

マーケット」に二分されている。

「大量購入部門」は従来から活動していた JA

の購買事業にあたり，畏設の地方卸売市場と同様

に生産者と大口需要者が格対取引で販売し， J A 

は市場の代金決済および管理・運営機能を果たし

ている。 JAの業務に変化は無いが，出荷者の高

齢化によって近年，売上高は減少傾向にある(表

4参照)。

「ブアーマーズマーケット部門Jの「自主販売J
は朝市を行い，現在 6つの生産者グループが参

加している。販売業務を自ら行い， J Aの業務は

施設の提供と代金決済に限定されるため，手数料

は売上高の 7%に抑えられている。他方， Iファー

マーズマーケットJは，地場産の野菜・果実のみ

ならず，鮮魚，海産物，精肉や一般の加工食品も

販売しており，消費者のワンストップ・ショッピ

ングに対応した総合的な品揃えがなされている。

全ての業務を JAが行い，毎日 10時(土日祝日

には 9時)から 16時まで，従業員 3名，パート

アルバイトのベ 15名(常時 7，8名)で営業し，

手数料は13%に設定されている。売上高はほぼ安

定しているが(表4参照)，顧客 l人当たりの購

買金額(客単価)は低く，利益率は伸び悩んでい

る状況にある。これは近接店の多さから，消費者

が窟舗を選択的に利用していることを反映してい

る。そこで，収益性向上のために，次の 3つの対

策が考えられている。第一に，庖舗運営の省力化

である。顧客の来庖時間は 9時から昼過ぎに集中

している。そこで，営業時間を縮小する方向が検

討されている O 第二に，商品の品賞向上である O

参加者の出荷臼が安定しておらず，高品質な商品

は定休日の翌日となる月曜日，木曜日に集中して

表4 幾彩館五日市・ファーマースcマーケットの売上高の推移

IK分 項F一一一一一一年度 1999 

売上高(万円) 7，561 (100.0) 

大量購入 営業日数(日) 252 (100.0) 

平均販売高(万円/臼) 30.0 (100.0) 

売上高(万円) 13，866 (100.ω 

ファーマース
営業日数(臼) 314 (100.0) 

マーケット
平均供給高(万円/日) 44.2 (100.0) 

1 Bあたり平均客数(人) 558 (100.0) 

客単価(円/聞) 791 (100.ω 

注:( )内は%

資料:農彩館五日市・ファーマーズマーケット提供データより作成。
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2000 2001 

7，178 (94.9) 6，572 (86.9) 

252 (100.0) 264 (104.8) 

28.5 (94.9) 24.9 (83.0) 

14，469 (104.3) 13，583 (98.0) 

311 (99.0) 311 (99.0) 

46.5 (105.4) 43.7 (98.9) 

419 (75.1) 558 (100.0) 

1110 (140.3) 783 (98.9) 



出荷されている。そこで，営業曜日を限定する方

向が検討されている。これによって出荷量の減少

が予想されるが，商品の高品質化が期待されてい

るのである。第三に，会員の積極的なF抗運営へ

のインセンティブの投入である。一切の業務を J
Aに委託すると，参加者は単なる出荷者となり，

FMの維持運営に対して非協力的になる。また本

来，消費者の反応が最も藍接的に把握できる業態

でありながら，その情報がつかめなくなる。その

ため，本F引では，出荷組合員の中から当番制で

3， 4名が販売業務を行い，手数料を現在の13%

から 8%まで引き下げる方向を検討している。

本FMの特徴は，以下の3点にまとめられる。

第一に， FMが多目的施設の一部として形成さ

れていることである。小売店舗の集合体と異な

り，金融機関，レストランや多目的ホールを併設

した集積施設であるため，消費者の購買行動にお

けるワンストップ・ショッピングのみならず，広

範な目的で集まった顧客の潜在的な需要を獲得で

きる可能性を持っているのである。

第二に， FMが大規模で、あり，取引単位および

業務分担の範間別に細分化され，それぞれ異なる

運営方法を採っていることである。 FMの取扱規

模が拡大すると出荷者の目的も多様となり，単一

の運営方法では対応しきれないため， FMを毘分

し，それぞれに適した運営方法を選択しているの

である。

第三に，管理・運営のあり方を変更する段階に

あり，参加者の参箇意識および出荷品質を向上さ

せる方策が検討されていることである。全て JA

が担っていたこれまでのタイプEから，販売業務

を参加者が担う運営形態に変更して，タイプBに

近づけることが求められているのである。

4.おわりに

成熟期 13)にある FMの定着化には小売業態の高

度化と流通組織・機構の適正化が不可欠である。

FMの小売業態の高度化には，消費者に提供す

る財・サービスに関する戦略の確定によって，小

売業態としての差別化が図られなければならな

い。それには第一に，品揃え戦略の再検討が必要

-13 

ファーマーズマーケットの今日的特質と定着化方策

となる。事例分析で見たように，いずれの地域に

おいても高齢化の進行が出荷厨難となる参加者を

増大させる状況にある。本稿で示した 3つの事例

と同様に大半のFMのルールが個々の参加者に出

荷品目・数量を任意に決定させるため，販売品

目・品質範囲および数量の安定化が課題となる。

また， FMの品揃えの特異性は高鮮度および安全

性にあるため，商品の高品質化が課題となる。こ

れらの具体的解決策として，①生産者の負担が少

ない集荷方法の確立，②品質チェック機構の導

入，および③出荷者として認定される条件を厳し

くすることが考えられる。第二に，消費者に提供

するサービスの量的増大と貿的向上が必要とな

る。具体的対応策として，①よりきめ細かい商品

情報の提供，および②直接取引に近づけた販売方

法への変更が望ましい。

FMの流通組織・機構の適正化には，参加者の

実情と FMの成長段階に合わせた運営形態に修正

されなければならない。それには第一に， FMに

対する参加者の目的の把握が必要となる。生産者

がFMに参加する臼的は単に収益獲得のみでな

く，本稿で取り上げた事例， r米と菜っぱ屋」のよ

うに，生きがいや地域内での交流など， FMによ
ってその重点が異なっている。そのため運営形態

を企業的に高度化させることが唯一の方向ではな

く，実状に最適な運営形態を構築することが望ま

しい。第二に， FMの成長段階に適した管理・運

営形態への変更が必要となる。 FMの成長期には

参加者が増加し，組織が拡大するため，管理・運

営機能に特化した上位の運営主体の設定や販売業

務の外部委託など，管理・運営機能を部分的に外

部化させた形態が適切となる。ところが成熟期に

なると，部分的に機能を外部化させた組織運営の

継続によって， FMを通して得られる参加者の情

報量が減少するとともに，参加者のF羽への参画

意識が低下する。本稿で示した「農彩館五日市・

ファーマーズマーケットJの改善策の方向でみた

ように，外部に依存していた管理・運営機能を内

部化させ，参加者のFM運営への穣極的参加を促

す形態変更が必要となる。

またFMの改善方向を考えるには，限られた地

域における流通システムの確立のみに留まらず，

問時に，地域づくり，農村地域活性化という視点
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が必要である。 FMは単に生産者と消費者が商品

流通を通した会合の場としてではなく，地域のコ

ミュニテイの拠点として機能する可能性を持って

おり，公共的な役割を考慮しなければならないか

らである。そのためには地方公共団体などによる

支援が望まれるが，その際，生産者が主体性を持

ったF却の管理・運営を確保しつつ，その活動が

維持・継続可能となる支援でなくてはならない。

庖舗の拡大や改善のための融資，需要動向に関す

る情報や販売ノウハウの提供といった FMに直接

関係する支援に加えて，地域の情報が集積する仕

組みづくりが望まれる。

i主
1 )藤島定資二氏によると，地場流通および地域流通は①流通

の範閉，②主な出荷の担い手の 2i旨襟から定義されてい

る。すなわち①流通の綴閉では，広域流通と対比させ

て，両者とも流通拠点を中心に半径 50-60km以内で

共通であるとしている。②主な出荷の扱い手では，地場

流通は組織が小規模もしくは組織されず，計図的な出荷

がなされていないもので，主主E王者個人，生産者グルー

プ，小規模出荷業者などが該当し，地域流通は，組織的・

計画的出荷がなされ，単位農協・農協連合会，農協類似

経織などが該当する。話事烏廃二・山本勝成編 f小規模野

菜産地のための地域流通システム』富民協会， 1992年，

12頁参照。

2 )桂瑛一「流通経済からみた直売所の意義j，r農業と経済

7月号/隊持増刊号 ファーマーズマーケット 底究所

のすべて .1 2∞1年，富良協会， 7 -14頁。

3 )藤郎武広「大都市近郊における朝市・夜売所の皮肉と地

場流通j，r地場流通と卸売市場j農林統計協会， 2000年，

133 -152賞。

4 )都市農産漁村交流活?生化機構編 fファーマーズマーケツ

ト農産物夜究所運営の手引きj2001年，良文協。

5 )飯坂正弘，藤森英樹，楼井清-r中国農業試験流通研究

資料第8号j1998年，農林水産省中国農業試験場総合研

究部。

6 )小寺学「農産物夜究所の運営方法と購買行動の特徴 i南

山県の事例を中心として-j，中国農試農業経営研究第

129号J2000年，農林水産省中国農業試験場。

7)藤森英樹 f消費者交流型農産物販売の特徴と課題j，r中
国農試農業経営研究第 127号J2000年，農林水産省中国

農業試験場。
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