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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------要である。つまり大規模直売所の増加は農家の営

Ⅰ．はじめに
農内容に変化を与えると考えられる。
1）問題の所在

2）目的

農産物直売所は，1993 年に「道の駅」登録制度

以上をふまえて，私たちは県内でも最大級の広

が始まって近隣農村の農産物直売施設を付帯する

さをもつ JA ふくしま未来の「みらい百彩館んめ

ようになった頃から急速に大規模化してきた。同

〜べ」と道の駅「国見あつかしの郷」
，道の駅「伊

時に，各地の農協も自前の大規模な直売所を開設

達の郷りょうぜん」に付帯する第三セクターの直

するようになって，今では地域の農産物やその加

売施設を対象として，運営方式の特徴と参加農家

工品を買い求める上で重要な役割を果たすように

や組織のかかわり方，地域農業への効果について

なっている。それとともに，農産物直売所が，地

明らかにしていきたい。
3）構成

域の農家や農業の振興に大きな効果を果たすよう
になっていることも注目されている。例えば千葉

------------------------------------------------------------------

（2007）は，宮城県の「あら伊達な道の駅」に農

Ⅱ．農産物直売所に関する既存情報の整理

産物直売所が併設されたことにより，農家の所得

１．新聞記事の整理

向上に加え，
女性や高齢者，
若者の農業への参加，

２．先行研究例の整理

生産者と消費者のコミュニケーションを拡大させ

３．小括；論点整理

るなどの地域効果があると述べている。

Ⅲ．福島県北の直売所と調査計画

山本（2004）は花巻市の「母ちゃんハウスだあ

１．福島県北地域の直売所の立地

すこ」を事例に農産物に付加価値をつけることの

２．実地調査計画

できる農産加工品が冬場の品不足を解消すること

Ⅳ．JA ふくしま未来の直売施設の運営

や，農産加工に高齢者や女性が参加することで，

１．JA 直営の農産物直売所

若者にも影響を与え，農業の担い手として参入す

２．みらい百彩館「んめ～べ」

る可能性があると述べている。

Ⅴ．道の駅付帯の直売所

私たちが住む福島・伊達地方でも，このところ

１．国見あつかしの郷

農協系と道の駅付帯の大規模な農産物直売所が

２．道の駅霊山

次々に立地している。そこで，これらの直売施設

Ⅵ．
「んめ～べ」農家調査

が，地域の農家や農業にどんな効果をもたらして

１．農家１

いるのかについて明らかにしたいと考えた。

２．農家２

特にこの地域は有数の果物の産地であるが，農

Ⅶ．まとめと考察
------------------------------------------------------------------

産物直売所としては，特定の季節の果物だけに頼
るわけにはいかず，四季を通して各種の野菜が必
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②直売所の特徴を出すために，新鮮さはいうまで

Ⅱ．農産物直売所に関する既存情報の整理
もなく，価格，季節ごとの品揃え，生産者の顔が

１．新聞記事の整理

見える安心さ，郷土料理の体験などの工夫をして

農林水産物の直売施設に関する記事の数は膨大

いる。

で，
「農産物 直売所」で CiNii 検索すると 1991

2）河北新報「販路を開く」

年 3 月の初出以降 528 件，河北新報の 1991 年 8

2000 年 4 月から 2001 年 3 月まで 50 回にわた

月以降の記事で 1284 件もある。ここでは河北新

って連載されたシリーズ記事の多くが直売活動の

報の記事から，直売所の特徴を整理する。

事例で，それらから次の点が分かった。

1）河北新報「産直繁盛記」
河北新報「産直繁盛記」

①多くの直売所では生産者の顔が見える農業に

2002 年 10～11 月，8 回連載にわたって掲載さ

取り組んでいる。具体例として商品の前に生産者

れた東北各地の農水産物直売所の報道内容
（表１）

の写真やコメント，実際に作物が採れた田や畑の

から，その特徴を整理したい。その内容から直売

写真を入れたポスターの掲示，野菜すべてに生産

所の特徴として次の点が指摘できる。

者の名前と連絡先を書いたシールを貼ることなど

①運営主体が，個人漁師，農家女性グループ，

が挙げられる。この消費者とのつながりが多くの

高齢女性グループ，農協，道の駅付帯と様々であ

ファンを生み出すことにつながっている。

り，それは規模の多様にもつながっている。

表１ 河北新報「産直繁盛記」の紹介事例
タイトル

出来事

陽気な母さんの店（大館）/
郷土料理作り体験も

2001年4月29日,大館市曲田区の女性が中心となり設立（行政の補助なし）
ほかの直売所との差別化を図り,料理教室のほか,きりたんぽなど郷土料理作りや
リンゴのもぎ取り体験を行っている

慶明丸直売所（志津川町）/
南三陸のごちそう提供

南三陸の志津川湾で採れた魚やカキ,ホタテなど新鮮な魚介類を安価に浜値で購入できる,
水産品の直販施設「慶明丸直売所」を2001年8月オープン

サン・フレッシュ大通（盛岡）/
都心に漂う畑の季節感

2001年9月に盛岡市大通の繁華街の一角にオープン
県漁連や県森連と連携し,海産物やキノコ類,畜産品も置く"総合産直販売"を目指している

2002年4月,山形県真室川町にオープン
産直ふれ合い工房（真室川町）/ 町内の農家が持ち寄った取れたての新鮮な野菜,山菜からマムシの干物まで,自然豊かな
そば好きが打ち方指導
同町ならではの品物が並ぶ
公営の温泉施設やそば打ち体験施設とともに町おこし

サンフェスタいしかわ（弘前）/
隣接の加工施設生かす

1995年4月に開設（津軽石川農協の産直センターで,道の駅でもある）
取れたての農産物のほか,隣接する加工施設で製造したジュースや豆腐,クッキーなどを販売
自分たちが生産した農産物を使い,新製品の開発や製造に取り組んでいる

季の里天栄（福島・天栄）/
ヤーコン製品がずらり

2000年5月に開業（モデル栽培を開始）
2001年度に村内12戸の農家でヤーコン生産組合を作り,本格栽培を始めた

ばんつぁん市（岩出山町）/
お年寄りの笑顔が輝く

1999年5月設立,会員14人で運営
生産,搬入,販売すべてを会員のおばあさんたちが協力し合って切り盛りしている
お年寄り自らが仲間と協力し合って,生きがいのある空間を創出している取組は,
高齢社会化の地域づくりのモデルケースになるかもしれない

1997年6月に開設
母ちゃんハウスだぁすこ（花巻）/
観光客相手ではなく地場産品を地域の消費者に提供する「地産地消」を先取りした試みが大当たりで,
地場産品を地域で消費
会員農家の意識も「余り物を売る」から「売れる野菜を売る」に変化した
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②農産物直売所は地域の兼業農家高齢者・女性が

3）農業の六次産業化 … 各種文献

主な出荷者となり，所得向上や地産地消の拠点と

2000 年代以降，農山漁村活性化の重要な手法と

なっている。しかし一部の農家では,,多くの客層を

なっている「六次産業化」に関する研究でも，農

獲得する一方，販売まで手が回らず品薄になると

水産物直売所が多く扱われており，直売所の効果

いう課題や直売所では売り上げ低迷，
客数の減少，

として次の点が指摘されている

商品不足などの課題を抱えている。

・高齢者・女性を含めた積極的な雇用創出がなさ
れ，特に小規模零細な加工事業では女性企業の役

２．先行研究例の整理

割が大きく，
新製品開発の能力が向上している
（斎

1）
「あ・ら・伊達な道の駅」

藤，2012）
。

冒頭でも述べた通り，千葉（2007）は岩出山町

・女性や若者を含めた多様な人材の活用，地域資

池月駅前の国道沿いに 2001 年にオープンして以

源の有効利用，異業種連携や新技術の開発・導入

来，人気を博しているこの直売所の運営実態と地

付加価値の向上，知的財産の総合的な活用，イノ

域効果について検討している。

ベーションの喚起により，新たな所得と雇用を生

運営実態としては約 60 名の生産物出荷農家へ

み出す（河野，2014）
。

のアンケート調査を実施し，地区・年代別の出荷

・生産・加工・流通(販売）の一体化による付加価

組合登録者数，出荷品目，道の駅開業後の農業所

値を拡大。農業への若者の参入の促進や，U ター

得の変化などを調べている。

ン，若者の定住化の促進等を通じて人口減少や高
齢化の進行を抑制する（吉岡，2016）
。

地域効果としては，次の点を指摘している：
・生産者と消費者，生産者相互，消費者相互のコ
ミュニケーションの場としての役割

３．小括；論点整理

・女性や高齢者の生産活動や余暇活動，交流活動

以上指摘された点は次のように整理できる：

を活性化

・担い手の属性・・農家，女性，高齢者

・生産者自らの活動意義つまり「生きがい」を実

・品揃えの工夫・・作付作物の多様化

感できる機会の創造

・付加価値化の工夫・・加工品の多様化

・農家構成，後継者，農業所得の顕著な変化はな

・消費者との交流・・コミュニケ―ション，情報

いが，若い後継者が毎年数人ずつ参入

共有

・若い後継者のアイディアを活かした新商品の開

・地域の交流拠点・・体験，イベント

発への貢献

・地域効果・・若者の U ターン，定住化，新た

・未利用地の畑への活用がみられ，地域の活性化

な雇用の創出，

につながる可能性

農産物直売所は地産地消の拠点としての役割だ

2）花巻「だあすこ」

けでなく，多面的な効果を生み出している。

山本（2004）は，花巻農協が運営する大規模直

以上のことから対象とする農産物直売所の運営

売所
「だあすこ」
について次の点を報告している。

主体の違いに注目し，生産者の属性，出荷品目，

・兼業農家や女性・高齢者の所得増につながる

課題，地域効果などについても明らかにしたい。

・生産者と消費者の相互理解と交流が生まれる

本研究の調査では，以上の事項に加えて注意し

・周年栽培，周年出荷が可能に

たい点がある。それは，調査対象が 2 つとも大規

・
「女性起業」がふえた

模な直売所のため，大規模な施設ならではの課題

・高齢者の「居場所」ができた

についても考えてみたい。
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1）JA ふくしま未来の公開情報から

Ⅲ．福島県北の直売所と調査計画

JA ふくしま未来が web 公開している「ディス

１．福島県北地域の直売所の立地

クロージャー誌」に 2014 年以降の「農産物直

福島県北地域（福島・伊達管内）の農産物直売施

売所/直販」の販売高が掲載されている。それに

設は，農家の庭先にあるものや，農家グループが

よると，新 JA 発足の 2016 年が 21.4 億円，

運営する小規模なもの，収穫期だけ選果場に開設

2017 年以降は，22.8 億円，23.2 億円，22.8 億

されるものなども含めれば無数にある。しかし一

円と，堅調に推移している。

定の規模がある常設施設としては，JA ふくしま

2）農業の統計分析

未来（2016 年に県北と相馬の農協が大合併）が運

表２は 2000 年と 2015 年の伊達地域の農業経

営するものと，道の駅に付帯して開設された第三

営体数を整理したものである。この地域は果樹の

セクターが運営するものに大別される（図１）。

主業地帯であることから，構成比は果樹の単一と

図１ 福島・伊達管内の主な農産物直売施設
・農協系 … ここら（矢野目店，吾妻店，大森店，西店，黒岩店，清水店，川俣店）
，みら
い百彩館んめ～べ（旧伊達農協）
・第三セクター … 道の駅国見あつかしの郷，道の駅りょうぜんの農産物直売所
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表２ 営農タイプ別農業経営体数（2010，15）

*福島市，伊達市，国見町，桑折町の合計。少ない分類は省略

・
「道の駅霊山」へのヒアリング調査

福島県北地域の農業の特徴は，果樹の単一と準
単一経営が 4 割を占めて、3 割ほどの稲作経営を

・運営主体や立地（都市部，平地農村，山間農

上回り，
「果樹の主業地帯」であると言える。福島

村，果樹地帯，野菜地帯）による運営の特徴，

県北は原発事故で 2000 年から 2015 年に 3 割も

・農家，地域社会に与える影響

農業経営体が減少したが，
「果樹単一経営」と野菜
の経営体の減少率は小幅にとどまっている。これ

Ⅳ．JA ふくしま未来の直売施設の運営
には，大型直売施設が増えたことといくらか関連
JA ふくしま未来の運営の実態を把握するため，

するのではないかと考えられる。

2020 年 9 月，
「旬の食みっけ課」の須田和弥課長

２．実地調査計画

へヒアリング調査を行った。本章ではその要点を

調査対象を，農協系として「みらい百彩館んめ

報告する。聴き取りの中で 2016 年の大合併前の

〜べ」
，
道の駅の第三セクター施設として国見と霊

旧農協管内（福島，伊達，安達，相馬＝図２）が

山をとりあげて，施設の運営方法の特徴，農家の

「地区」とされている。

出荷行動，営農への影響，地場産品を生かした加
工品の開発，交流イベントについて調査し，大規

１．JA 直営の農産物直売所

模直売施設が地域に果たす意義と持続課題を明ら

1）地区別の店舗の数，
地区別の店舗の数，開設年，
開設年，規模

かにしたい。調査の手順は次の通り：

JA ふくしま未来管内の農産物直売所としては，

・既存情報をもとに質問手紙作り

農家が独自に運営しているもの（伊達の直売所あ

・JA にヒアリング：管内の直売施設の情報，

たご，梁川のたんぽぽ直売所ほか）を含めれば多数

「みらい百彩館んめ〜べ」についての基本情報

あるが，JA 本部直轄管理のものは，福島地区に 7

・
「道の駅国見」へのヒアリング調査

か所（ここら）
，伊達地区に 1 ヶ所（みらい百彩館
んめーべ）
，安達地区に 2 ヶ所（こらんしょ市）
，
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図２ JA ふくしま未来の「地区」
（旧農協）

相馬地区に 3 ヶ所（旬の広場 2，原町イオンのイ

2）店舗ごとの販売額

ンショップ 1）の計 13 か所ある。それらの開設

2009 年全国調査で，直売所の平均売上げ 5214
万円，農協の直売所は 1.48 億円のため伊達の

年，店舗面積，販売金額は表３のとおりである。

「んめ～べ」の 8 億円，ここら「矢野目」の 4
億円，「吾妻」の 5 億円は有数規模と言えま

表３ JA ふくしま未来管理の直売所

す。 ここら吾妻店はフルーツライン沿いに立地
し，高湯温泉や土湯温泉の観光客が多く立ち寄る
直売所である。そのため店舗面積は小さいにもか
かわらず売り上げをたたき出している。これは果
樹地帯や観光地に立地する影響がよく現れている
と言える。施設の老朽化問題などにより全国的に
直売所が淘汰される時代になってきている中でこ
こら大森店と西店は店舗廃止の計画が進んでい
る。
3）運営組織と規約
各店舗の会員数，会員組織の有無は表４のとお
開業年をみると，すべて 2000 年代と比較的新

りである。直売所の運営組織は，旧農協時代の組

しく，店舗面積は最大が 977 ㎡と突出しており，

織を継承しているので旧農協地区ごとに異なる。

他はコンビニ並みの 150～300 ㎡規模が多いこと

組織が統合できないのは，清算業務のための

がわかる。

POS システムが旧農協ごとに違うためである。
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4）
）店舗の立地特性と農家の出荷選択
店舗の立地特性と農家の出荷選択

表４ 各店舗の会員数と会員組織の有無

JA では，福島近郊の農産物直売所を，立地上の
特徴から次のようにタイプ分けできる：
・消費地型：福島市街地（矢野目，黒岩）
・産地型：農村部（んめ～べ）
・観光型：フルーツライン沿い（吾妻店）
，
道の駅付帯直売所（国見，霊山）
・地域密着：観光型以外
・平場・果樹型：んめ～べ，国見，吾妻
・山間・野菜型：霊山
そのため農家は，各直売所の特徴にあわせて出
荷先を選択している。例えば次のような農家の行
動がみられるという。
例えば福島地区の 7 か所の「ここら」は同じ

2017 年に国見に道の駅ができた際にはその地

POS と規約で、1,230 名の組合員はその生産者を

域の JA 会員は道の駅に流れてしまったが，逆に

どの「ここら」にも出すことが可能。搬入方式は

霊山の道の駅ができた際は，
「んめ～べ」に出す霊

自己搬入であり，近くの直売所に搬入する農家の

山地区の JA 会員が増えた。その要因は，国見は

割合は多い。店舗の規模も売り上げも多い矢野目

幹線国道沿いの果樹地帯で観光客向けの果物が多

店
（写真１）
に商品が多く集まる傾向があるため，

いことにある。
一方，霊山は野菜地帯であるため，道の駅に野

配送部隊が他店へ配送して各店舗の品揃えの調整

菜を置いてもなかなか売れない。きっかけ作りと

を行う。

して直売を始めようという農家があっても，その
1 店舗だけでは売れないため，他の直売所にも出
すという意識が芽生えるということである。
つまり，売る場所が増えることで農家の出荷量
が増え，結果的に小さな直売所が生き残るという
ことに繋がっている。また小さな直売所は設備費
写真１ ここら矢野目店の様子

があまりかからないため維持運営が大きな負担と

ここら矢野目店は 2000 年の 6 月以来，市内でも有数の
賑わいを見せている直売所である。実際に訪れてみたと
ころ平日の朝にもかかわらず多くの人で賑わい，旬の
様々な種類の桃が売られていた。
（2020.9.1 日 9:40 頃）

なっておらず，観光地にある直売所は果物を強み
に運営しているところが多い。
福島市内は，それ自体が消費地であり，従来か
ら小規模な直売所が点在していたため，農家の直

一方，伊達地区の直売所「んめ～べ」では，特
売意欲が強い。また福島市内の農家は，市場がす
に会員組織はなく，JA 主導で運営している。
ぐ近くにあるため，農協を通さずに自ら出す方が
このように,福島と伊達では POS が異なり,相互
多い。一方，伊達市内は「消費地」よりも「産地」
乗り入れはできないため,全管内の POS の統一は
の位置づけであるため，ある程度数量を作って農
将来の課題である。
協を通して各地の市場に出す，という考え方が強
い。そのような地域の特性が，農民による直売所
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田店の 3 店舗があり，これらの運営は子会社であ

の利用の仕方に影響を与える。
5）販売額維持の工夫

る・株式会社ジェイエイ新ふくしまライフが行っ

高齢化で農家数が減少している中，直売所への

ている。農協のブランド商品を中心に販売し基本

出荷が増えることで，市場への出荷は震災の影響

的にすべて仕入れ品という特徴がある。そのため

もあるがピークから 2 割ほど減っている。伊達の

基本的に直売所とは考え方が違うが，仕入れ品か

んめーべでは過去に農産物の売り上げが 130 億あ

そうでないかで差別化が図られている。

ったが震災が起こり，89 億まで落ち込み，現段階
で 103 億ほどである。さらに農家数は減り，遊休

２．みらい百菜館「んめ～べ」

農地が増えているため，生産数量や栽培面積は

1）立地，様子

年々減少傾向にある。対策として JA は野菜の施

旧 JA 伊達みらいが 2009 年 7 月に開設した直

設化に力を入れ中核農家の育成を目指している。

売施設「みらい百菜館んめ～べ」は，確かに東北

中でもパイプハウス事業に力を入れており，伊達

最大といえるような大規模な面積をもち，店内も

地区では毎年 2 億の支援事業を行っている。さら

広い（写真２）
。後述のように，昼を過ぎると品物

に今年まで新規に施設化される農家に助成金を出

もなくなり，来客も減るとのことだが，訪問した

し規模拡大を支援している。この施設化により数

11 月の火曜日の昼には確かにそのようであった。

量を確保し，天候不順に対応することができ，産
地を維持していくことに繋がる。
6）農家への栽培指導
農家への栽培指導
JA では農家に対し，品種などの栽培指導も行
っている。例えば大根や白菜など冬場の作物を夏
場にも出品している農家もあるという。本来葉物
は夏の暑さにあたると花や茎が伸びすぎてしまい
製品として成り立たない。そのような実例から他
の農家にも挑戦として 6 月ごろに種を撒くことを
提案している。
7）他店との差別化
・道の駅付帯直売所との差別化
近年，国見や霊山の道の駅に付帯する大規模直
売施設の開設が続いている。道の駅のターゲット
は観光客，
直売所は地元中心という考え方があり，
野菜も年間を通して販売しているが，観光地であ

写真２ 「んめ～べ」の概観（上）と内部（下）

れば野菜を減らし，果物やお土産がメインの品揃

（2020.11.17（火）12 時半頃）

えにするというようにその地域にあった店舗運営
立地は，国道 4 号のそばということでは好立地

を行うことで道の駅との差別化を図っている。
・A コープとの差別化
コープとの差別化

といえるが、旧 JA 伊達管内（伊達市）では西端

JA の購買事業の 1 つに A コープというものが

にあることから（図３）
，管内の北部や南部の農家

ある。JA ふくしま未来では，A コープ松川店・フ

にとっては搬入に不便のため，後述のように JA

ァミリーマート A コープ湯野店・Y ショッ プ平

は集荷を行う体制となっている。
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ークとなっている。逆に 1・2 月の利用者数は底
を打つが，この時期はイチゴと冬野菜があるもの
の，果樹類が端境期となるためだろうか。

図３ 「んめ～べ」の位置

2）開設理由・目的
2000 年頃から隣接の福島管内などに直売所の

図５ 売上額と客単価の月変化（2019 年度）

開設が進んだことから，伊達管内の組合員からも
要望があり，また地域農業の発信・基板情報の発

4）運営組織

信基地としたいという思いから，2009 年に開設す

んめ～べには下部組織や部会はなく，伊達地区

ることとなった。開設の目的としては，①地産地

の会員なら誰でも出品可能となっている。

消の推進，②消費者と生産者の交流の場づくり，

下部組織や部会がない理由は，んめ～べ開店当

③多様な農業経営普及推進，④地域農業復興と地

初の会員集めにある。上から現場に「会員 1000 人

域活性化，⑤農業所得の向上をあげている。

を集めろ」と指示があり，会員になってほしいと

3）売り上げ額

農家の方にあたっていたため，無理矢理感のある

図４は，売り上げと来場者数の推移を示してい

組織になってしまった。結果，ボトムアップでは

る。これを見ると大震災と原発事故があった 2011

なくトップダウンの組織が形成された。そういう

年に売り上げ，客数ともに減少しているが，それ

意味では，会員同士の協力体制は弱い。会員との

以降は増加している。2017 年からは客数は微減だ

繋がりが若干弱いのが「んめーべ」の特徴でもあ

が売り上げは微増を確保している。

り，課題でもある。加工品の部会もないため，生
産者は個人で持ち込んでいる。
5）規約，搬入方法
）規約，搬入方法
直売所の運営規約を，福島地区（ここら）との
比較で示すと（表５）
，多くは同様だが，加工品の
表５ 規約：
「ここら」と「んめ～べ」の比較

図４ 売上と来場者数の推移

図５は 2019 年度の月別の利用者数と客単価の
変化を示す。両者とも桃の最盛期であり，お盆の
贈答用の売り上げが集中する 8 月が突出したピ
9

手数料と搬入時間が違う。
「んめーべ」のほうが搬

8）販売額維持の工夫

入時間が早いのは，福島の都市住民と，伊達の農

商品を 1 年間切らさないためには，作物の周年
化と農産加工品の充実が必要である。JA は販売

村住民の生活時間の違いによる。
また，どちらも搬入方法が「自己搬入」のほか，

額維持のため，組合員に対して栽培指導や，年間

JA が集荷する仕組みとなっている。これはどち

の売れ筋商品を提示し品目数の拡大及び長期出荷

らも管内の面積が広いためであるが，
「んめ～べ」

を促している。

では前述のように旧 JA 管内の端っこにあるため

例えば月 1 回通知を配る日があり，その時に情

，
月館や霊山のように遠い所の農家は持っ
（図３）

報提供，出荷する前の防除日誌や栽培履歴の確認

てこれないための苦肉の策である。

を行っている。放射能検査もあり，出荷する時は

6）JA 集荷の問題点

営農センターに行ってもらう。直売所では，基本

自己搬入と JA 集荷は半々くらいであり，それ

的に防除日誌の確認はしないため，営農センター

が問題でもある。集荷であれば安定して品物を揃

の方にそういった情報を置いている。種屋からの

えられるという利点があるが，逆にそうした農家

情報も営農センターで管理し，直売所の目につく

は店に 1 回も訪れない。加えて，集荷では追加搬

ところに置いている。
9）他の取り組み

入をしないために，朝はたくさん品物があるが，
昼過ぎにはは店に品物が無くなってしまう。自己

百彩館んめ～べでは，加工室を完備し，惣菜製

搬入では追加搬入ができるが，その量は少ないた

造販売を行っている。他にも，安否確認を兼ねた

めに，追加してもすぐ売れてしまう。半分以上を

独居高齢者への弁当宅配サービスや，お得な情報

集荷に頼っている直売所は，全国的にはあまり見

発信などを目的とした総合ポイントカード・

られないという。

LINE・ブログの開設，消費者との交流を生む食育

7）農家の選択行動

ソムリエの活用などに取り組んでいる。

2016 年の農協大合併後も，出荷できる農家の地
域範囲は変わらず伊達地区の会員のみで，地区を

Ⅴ．道の駅付帯の直売所
またぐ出荷は未だできていないという現状である。
また「んめ～べ」開店を機に直売所のみに出品す

１．国見あつかしの郷

る農家が現れた。大規模な直売所が出来たという
ことで，共選・市場出しの併用から，直売所 1 本
になった農家が見られたという。直売所だけでや
っていくために通年栽培・通年出荷をする農家も
出てきている。
最大売り上げのある農家は年間 680 万
（イチゴ，

「国見あつかしの郷」の外観
（国見まちづくり会社 web）

トマト，さくらんぼ，桃）
。この方はイチゴの出荷
割合が高い。イチゴの場合，12 月から 6 月までと
半年以上の出荷をしているため，
この額になった。
過去には，1000 万円を売り上げた農家もおり，

1）新聞報道
「あつかし」とは，町の史跡の 11 世紀の古戦場

その方は果物（桃，さくらんぼ，りんご）が主で，

「阿津賀山防塁跡」にちなむ。2017 年 5 月 3 日

単価が高いのと，需要期に合わせてどんどん出荷

の開業から多くの新聞報道があり，表６は河北新

することで，この額になった。

報によるもの。
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表６ 道の駅国見に関する記事（河北新報）

は足が伸ばせる浴槽もある。人数に応じてエキスト
ラベッドも追加でき，1 泊あたり 1 人 5000～8000

西暦

月日

出来事
宿泊用の客室を備えた道の駅「国見あつかしの郷」が
2017 05/03
オープン

円で，最大 16 人が泊まれる。道の駅の駅自体が目的
地となるような工夫が見られる。

2017 08/21

「国見あつかしの郷」で学生らが１日限定でバーを開店
特産のモモを使った独自メニューを提供

2017 10/03

「国見あつかしの郷」が開業から5ヶ月で年間目標の来
場者100万人に達し「ありがとうフェア」を開催

たが，今は目的地化している」と話す。昨夏のアン

国見の生産者グループが「くにみ米」を道の駅限定ブラ
ンドとして販売

ケートでも，施設を目的に来た人は約 6 割に上った。

佐藤克成総支配人は「道の駅は立ち寄る場所だっ

2017 10/15

「国見あつかしの郷」をメイン会場に「明日へ。復興・き
ずなイルミネーション」が開催
「国見まちづくり会社」が道の駅を復興のシンボルとし
2018
ツアーを構想
「国見あつかしの郷」で道の駅の名物グルメが集まる
2019 06/08
「大交流フェスタ」が開催
仙台圏からの誘客を促す初めてのPRイベント「ふくしま
2019 07/2７
国見Day」を宮城野区のホテルで開催

特産品売り場のほか，会議室や子ども向けの遊具が

2017 11/23

あり，観光客だけでなく地元住民までも幅広く利用
する。オープンから約 2 年，のべ約 330 万人が訪れ
た。佐藤さんは「会議室なども使ったイベントで町
と訪問客が交流し，移住者が増えてくれればうれし
い」と話している。

その要点は次のとおり。
・経営主体：国見まちづくり株式会社

3）諸施設

・敷地面積： 26,000 ㎡

付帯する諸施設については，同駅の web サイト
に情報が公開されている。それによると，道の駅

・コンセプト：ひと・もの・食・歴史・わざ，す

の諸施設は，町と国が約 22 億円をかけ整備し，町

べてが集まる「交流の場」

100％出資の「国見まちづくり株式会社」が指定管

・直売所：国見生まれのオリジナル商品，地元産

理者となって運営し，独自採算の自立経営をめざ

の野菜・くだもの，六次化商品が並ぶ直売所
・特徴：県境に近い国道 4 号にあり，宿泊施設を

している。
駅内にある施設は図６のようであり，レストラ

付帯する県内初の道の駅

ン，カフェ，直売所，歴史産業情報施設の「集客」

全国紙「朝日新聞」にも次の記事がある（2019
年４月 18 日）
。

部門，子育て支援，道路情報・休憩，交流広場の

2017 年 5 月にオープンした道の駅「国見あつかし

「交流」部門，そして多目的の研修スペースを備

の郷」は，県内初の宿泊型の道の駅である。町内に

え，大半を国見まちづくり会社が直営する。

あった旅館が廃業し，
「宿泊施設を造って欲しい」と

同駅を紹介する web サイトには，レストランを

の要望を受けて道の駅に併設した。稼働率は 6 割ほ

「地元食材を使った料理を提供するビュッフ

どで，冠婚葬祭で帰省する人や，観光客，部活動の

ェ」
，カフェを「手作りスイーツと食事メニュー

合宿所としても使われる。ツインタイプの 4 部屋に

が充実したカフェテリア」としており，他に「国
見バー

図６ 道の駅国見の運営形態（まちづくり会社入手資料）
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ガー」
やジェラートなどのファストフードがある。

表７a 道の駅国見のスタッフ人数

また，農産物直売所「くにみ市場」
（下写真）に
は，7 月中旬から 8 月末頃まで名産のモモを買い
求める人々が集まるとしている。出荷農家は，開
業前の 2015 年から出荷組合を組織して，役場前
に月 2 回，
「仮設市場」を開設して体制づくりを施
行してきた。
表７b 町内外出荷者の割合（2020 年 2 月）

「くにみ市場」
（日刊シティ情報ふくしま）

表７c 道の駅国見内施設の売上構成割合
また，町の子育て支援の拠点施設「木育広場」
を付帯しており，未就学児とその若い母親たちの
ための支援を行っている。

表７d 来場者数の推移と客室稼働率

木育広場（国見まちづくり会社資料）

表７e 駐車自動車の属性

道の駅全体の業容については，2018 年の年間売
上は 8 億 4000 万円，2019 年 8 月には来場者 400
万人とあり，これは東北の道の駅でも上位の規模
である。
4）
）まちづくり会社入手
まちづくり会社入手データ
入手データ
国見まちづくり会社には 2020 年 4 月 2 日に訪
問予定であったが，新コロナ感染により中止とな
り，紹介資料のみ送ってもらったので，表に整理
して次に示す（表７a～e）
。
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をどこまで安定した収入源に変えられるかも鍵と

以上の要点を示すと，国見町の施設でありなが
らも，町外の従業員が 4 割（表７a）を，町外の出

なってくると考える。

荷者が過半を占め，加工品は町外の出荷者が大半
（表７b）であること。直売所の売上割合が 65％

２．道の駅霊山；山間部，野菜，通過型

を占めること（表７c）
，来場者数は微減，宿泊者

道の駅「伊達の郷りょうぜん」は 2018 年 3 月

，宮城県のナ
は微増で推移していること（表７d）

オープンの新しい施設で（下写真）
，東北中央自動

ンバープレートが 4 割を占めること（表７e）るこ

車道の相馬福島道路（復興支援道路）の霊山 IC を

とが指摘できる。県境に近い幹線国道沿いの立地

降りてすぐの国道 115 号沿いの山間部にある。全

が反映している。

体の面積は 14,404 ㎡で，これは国見の半分程度

5）多種多様な催事販売

にあたる。

・みそ詰め放題・野菜詰め放題
・もも初出荷イベント
・とうもろこし祭り・とまとフェスタ
・餅まき・節分福豆まき

など

・ウエディング，結婚披露宴
・夏期恒例ビアガーデン
「伊達」イメージに合うシックな外観

・ケーキ作り教室
・イルミネーション
・国見町の子供へジェラート無料券プレゼント
（毎年春・クリスマス）年 2 回
・日本酒，県産ワインを味わう夕べ

など

6）六次化の取り組み
地元の農産物を生かした特産品づくりにも力を
入れており，下記のようなものがある。
・フルーツジュース（桃，りんご，あんず）
・フルーツジャム（桃，りんご，あんず，トマト，
「伊達」の文字が目立つ販売施設内（2020.9.01 昼）

ブルーベリー）
・
「鯖の味噌煮のご当地バーガー」
道の駅ファストフードコーナーで販売されてい

「伊達の食」を売りにし，
「農村と山間に浮かぶ

る商店街の名物

宿場ビストロ」を掲げる。直営レストランでは，

・
「もも大福」桜の聖母短期大学とのコラボ商品

伊達鶏やハーブ鶏，伊達野菜など「伊達」にこだ

7）今後の課題

わった素材をアピールしているが，これは霊山町

開業 1 年目から大きな経済効果をもたらしたが， 内では提供できる素材が限られるため「伊達市」
すでに来場者数が減少傾向にあることと，宿泊施

全体で考えているものと推察される。

設の利用率が低いことから，今後どのように集客

霊山の麓にある人気のジェラード店「まきばの

していくのかが課題となってくる。加えて，道の

ジャージー」もある。

駅「国見」は宮城県からのアクセスも良いため，

運営の実態を把握するため，2020 年 9 月，訪問

桃などの果物を求める県外の客層が多いが，そこ

ヒアリング調査を行った。以下，その要点を報告
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4）出荷者組織

する。応対者は駅長の酒井氏。
1）来場者数の推移

農産物の出荷者には「出荷者協議会」の会員に

当道の駅はオープン初年度の 2018 年は来場者

なる必要がある。役員は 7 名いて，四半期ごとに

数が 150 万 3342 名であり目標の約 150％を達成

役員会を開催し，視察研修を行う。役員は立候補

しているという。2019 年度は 126 万 1694 名と，

制で，霊山と近場の人が中心に構成されている。

初年度から 24 万人減少している。2019 年度の 4

総会は年に 1 回開催される。会費の回収，会議資

月～6 月の 35 万 8364 名に対して 2020 年度の 6

料の準備は振興公社が行っており，作目ごとなど

月時点では 22 万 332 名と減少傾向にある。

の「部会」を設立できる状況にはないという。
5）加工品

入込数の把握は物販と直売所のレジ通過人数に
係数を掛けて出している。一般に他の道の駅は

当道の駅ではメーカーと打ち合わせを行いなが

2.5 を掛けて来場者数を出しているが，当道の駅

ら大豆や，トマトといった伊達市の食材を使った

は 2.2 を掛けている。

ドレッシングを開発している。中でも霊山町で作

2）農産物直売所の運営組織，
農産物直売所の運営組織，出荷者数，
出荷者数，規約

られる福島を代表する有名な漬物，
「福島りょうぜ

，相乗効果や地
農産物直売所の出荷者数は加工品も含め 253 名， ん漬け」を使ったドレッシングは，
うち農産品は 175 名である。霊山町内が 8 割，そ

域貢献を含め，りょうぜん漬けのお店でも販売さ

の他が福島市，伊達郡という。誰でも出品するこ

れている。その他に霊山町内の「松葉園」という

とができるが，伊達市内と伊達市外で手数料に差

いちご園の「とちおとめ」を使った「いちごのラ

。
をつけている（表８）

ングドシャ」や地元の保原高校と連携して考えら
れたパッケージの「いちごクランチ」
，はちみつを

表８ 販売品目及び手数料

使ったクッキーなどがある。
商品開発の部署は存在せず，販売スタッフや総
務担当者が行い，直営レストランの料理長には試
作品を作ってもらい味見をし，それをメーカに伝
え商品開発を行なっている。
6）直売所としての課題
今の課題として，誰かが農産品の値段を下げて
商品の搬入は出荷者自身が行い，陳列は道の駅

しまうと，横並びになってしまうという問題があ

が行う。JA の「ここら」や「んめ～べ」と違い，

る。いいもの，悪いものが混在し，いいのものも

JA が集荷しないことが，
「霊山町内 8 割」につな

安くせざるを得ないという「悪循環」になってい

がっているのだろう。

る。また農家も高齢化問題も深刻である。10 年 20

3）農家の出
農家の出荷行動

年後を考えた時，息子さん達が後継しているかも

大規模に農業を行う農家は JA に出す方が多い

分からないという懸念がある。冬場は野菜が少な

傾向がみられる。そのため JA には規格内のもの

くて，八百屋さんからある程度仕入れている状況

を出し，道の駅には B 品的なもので価格を抑えて

のため，農家の育成が大きな課題となっている。
8）道の駅としての課題
）道の駅としての課題

しまっているという問題がある。お客様は品質が
良くて新鮮で＋α で安ければ 1 番いいが，朝採り

現在相馬から霊山には無料の復興道路が通ってい

の良いものであれば価格で勝負するところでは無

る。しかし来年 3 月にこの道路が東北自動車道に

いので，
「品質第一」で出荷者指導を行っている。

つながるため，霊山は通過地点となる可能性が高
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い。さらにジャンクションの付近に東北最大級の

・サクランボ 1 反，モモ … JA 法人に委託

イオンモールの建設が予定されている。これは交

・水田なし

流人口が増える点では良いが，一方で通過人口に

・1 年間の出荷スケジュール

なってしまうという懸念もある。そこで道の駅と

・1～4 月：イチゴ

してどのような魅力を出して立ち寄ってもらうか

・5・6 月：サクランボ

ということが今後の大きな課題であるという。

・5～9 月：トマト

Ⅵ．
「んめ～べ」農家調査
2020 年 11 月 17 日，JA ふくしま未来・食の旬
みっけか課の須田氏の案内で，
「んめ～べ」に出荷
する農家 2 件に訪問ヒアリングを行った。以下に
その内容を紹介する。

1）保原町・S
）保原町・S 家：イチゴ農家

写真３ イチゴハウス内。左の箱はミツバチ

1 件目は，保原町の S 家で，阿武隈川の旧河道
S 家の営農の特徴は，①イチゴの市場出荷を主，

がある氾濫原にある。ここには，特産のモモより
も，イチゴのハウス農家が集まっており，S 家も

直売所出荷を従としている，②S さん（69 歳）と

その中の 1 件である（画像１）
。

息子さん（40 歳）が主体となり，息子さんが市場
出荷，S さんが直売所と分担，③果樹は JA 法人
に委託して野菜に力を入れている。
このようにして，2019 年の売り上げは，市場出
荷を含む全体で 2000 万円，うち直売所で 688 万
円という経営になっている。
直売所への出荷は，
「んめ～べ」のほか，女性グ
ループが運営する「こらんしょ市」に奥さんの名
前で出す。 直売所には市場に出せない規格外の
ものも出せるのが利点だが，市場と違って売れ残
りの危険性があるので，直売所には「旬」の季節
にあわせた売れ筋を出すようにしているとのこと
であった。また，市場出荷と直売所出荷の両方や
るのは大変で，息子さんと分担することで可能に

画像１ S 家のハウスと農地（Google Earth）

なっている。
2009 年 7 月「んめ～べ」開店後の変化について
聞いたところ，それよりも 2011 年 3.11 の原発事

営農状況は以下の通り：
・農業従事者 3 人 … S さん，妻，息子

故の影響が大きかったという。放射能は来なかっ

・雇用者 3 人 … イチゴ，トマト

たが，果樹の風評被害が大きかった。その一方で

・経営規模 … イチゴハウス 4 棟，50a

イチゴに影響はなかったという。
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2020 年の農業経営の概況は次の通り：

2）国見町・
国見町・Y
町・Y 家：野菜専門農家
家：野菜専門農家

・経営規模 … 1 町 2 反

Y 家は，阿武隈川の堤防の背後の低位段丘上に
，2019 年 10 月の台風 9 号水害で
あり（画像２）

・農業従事者 … YＳさん，妻

は床上に浸水した。農地はこの段丘上に展開する

・主な作物 … かぼちゃ，キャベツ，キュウリ，

（写真４）
。

トウモロコシ
・年間スケジュール … 2 月～4 月：種まき，5 月
～2 月：収穫，集荷

Y さん（70 歳くらい）は，農協職員を退職した
後，自家農業の専従になり，早くから野菜の直売
活動に力を入れ，仲間で出荷組織を作って A コー
プに出してきた。
「んめ～べ」の開店を機にその登録 1 号農家と
なり，畑を 6 反歩借りる一方，自有地の果樹園は
JA 法人に，田を個人に預けて，野菜専門の経営に
なった。
2017 年 5 月，自宅から 5 分の距離に道の駅が
画像２ Y 家と農地（Google Earth）

できたので，主な出荷先をそちらに切り替えた。
なお，霊山の道の駅には出荷していない。
「んめ～べ」と道の駅への出荷作物の違いにつ
いて尋ねたところ，客層に違いがあり，道の駅で
売れるものが直売所でも売れるとは限らないとい
うのが長年の経験からわかるという。例えば，か
ぼちゃの場合，
カットしたものは国見の方が売れ，
「んめーべ」では丸ごとの方が売れる。
これはつまり，道の駅は都市住民，
「んめ～べ」

写真４ Y さんのキャベツ畑（2020.11.17）

は農村住民が多いということだろうか。

「んめーべ」と道の駅国見の両方に出荷し，い
ずれも会員登録 1 番の方という。市場出しは行わ
ず，すべて 2 つの直売所に出荷している。
出荷品目は野菜で，野菜だけ 40 種以上栽培し
て周年出荷する作付け体制を作り上げ，毎日なに
かの野菜を出荷している。
2019 年の販売額は，全体で 300 万円，うち「ん

写真５ JA 職員，Y さん夫妻，著者，2 年生

め～べ」102 万円とのことなので，国見道の駅に
は 200 万円ほどということになる。
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3）残された課題

Ⅶ．まとめと考察
今回は, 大規模農産物直売施設と農家に着目し,
1）まとめ

研究を進めてきたが, 直売所同士の比較はあまり

本来の中小規模の直売所では，農家自らが店頭

深いところまでできなかった。それを今後の課題
にしていきたい。

に立って運営することでコミュニケーションの場
となり，生きがいづくりにもなった。しかし本論
でみた大規模直売所をみると，JA や公社の職員

＜引用文献，web＞

が店舗運営にあたったり，集荷も JA が行ったり

千葉昭彦（2007）
：農産物直売所が周辺地域社会に

という，効率的な運営に変化してきていることが

及ぼす影響とその今後の可能性－宮城県旧岩出山

分かった。

町「あ・ら・伊達な道の駅」の検討．東北学院大

また多様な立地条件の直売所が増えることで，

学産業経済研究所紀要，26

農家は出荷先を選択できるようになり，
「交流」よ

山本雅之（2004）
『勝ち残るファーマーズマーケッ

りも「収益増加」を重視する行動を取るようにな

ト』家の光協会

っているようだ。

斎藤 修（2012）
『地域再生とフードシステム－6

2）考察

次産業，直売所，チェーン構築による革新－』

本研究の目的は対象とする大規模直売施設の運

河野恵伸（2014）
『６次産業化，農商工連携に関す

営方式の特徴、参加農家のかかわり方、地域農業

る文献情報と研究動向 中山間地におけるトマト

への効果を明らかにすることであった。運営方式

農家の加工・販売の実態』近畿中国四国農研農業

の特徴として、JA 直営の直売所では pos システ

経営研究，24
吉岡崇治（2011）
：農山漁村の６次産業化の推進に

ムや集荷体制を有効活用し、農家の高齢化や農産

ついて

物の品不足に対応している。しかし、第三セクタ
ーが運営する道の駅に付帯する直売所では集荷を

道の駅国見あつかしの郷 HP

支援する余裕はなく、特に冬場は野菜類の品不足

（http://www.michinoeki923.com/?page_id=8）

という課題を抱えている。高齢化により少量多品

国見まちづくり株式会社 HP
（http://www.machizukuri-923.co.jp/concept）

目の生産を行う農家が増える中で、いかに仕入れ

道の駅「伊達の郷りょうぜん」HP

に頼らず直売所を運営していくかということも、

（http://michinoeki-datenosato-ryozen.jp/eat）

大規模直売施設として大きな意義を持つのではな
いかと考える。直売所の相次ぐ立地により、出荷
先選択が多様化し農家の所得増につながっている
が、生産者と消費者との交流は希薄になっている
ことが今回の研究で明らかとなった。しかしこれ
は大規模直売所が増え，農家人口が減る中では，
必然なのかもしれない。農家にとって最善の直売
所のあり方はどのようなものなのか，今後注目し
たい。
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