
農産物の流通販売対応を考える

～大型直売所の比較研究から～

地域資源マネジメント学科 農山漁村マネジメントコース

1



普段、私たちが食べている野菜・果物について調べる。
・どこで作られていて、どうやって価格が決まるのか？→基礎演習
・農産物直売所って何か？→実践演習
・愛媛県と東京の違いは、どうなのか？→応用演習

プロジェクト内容

卸売市場流通 卸売市場外流通

松山市・統計データ
施設見学・聞き取り

統計データ
施設見学・聞き取り

他県卸売市場流通

東京都・統計データ
2回生への指導

２回生前期 ２回生後期 3回生前期

他県の直売所との
比較研究

3回生後期

自主研究
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• 農産物流通の現状について, 卸売市場をメインに学習

• 卸売市場には毎日たくさんのモノが各地から集まり, 「せり」

で値段が決められたのち, スーパーや八百屋へと運ばれる

• 愛媛県には松山市中央卸売市場があり, 私たちの生活に欠かせ

ない生鮮食料品（特に野菜）の供給を支えている

プロジェクト基礎演習
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 取引の特徴

・旬の11～5月は愛媛や香川が中心

→四国で対応出来る。

・6～10月は長野から仕入れる(高冷地栽培)

→気候的に他産地から買い入れている。

• 松山市中央卸売市場のデータから, 野菜の産地をグラフ化
→ 私たちが食べている野菜（産地）の取引実態

プロジェクト基礎演習

（例）レタスの月別取引
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• 松山市中央卸売市場の見学, 市場関係者との意見交換

市場見学の様子：写真はバナナ加工所にて 市場関係者との意見交換の様子

プロジェクト基礎演習
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• 松山市中央卸売市場の見学, 卸業者の方たちとの意見交換

市場見学の様子：場内の様子

プロジェクト基礎演習
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• 卸売市場流通を踏まえて, 市場外流通の実態を探る

• 市場外流通とは・・・卸売市場を通さず, 生産者と小売業など
が直接取引を行うこと（産地直送,ネット販売，農産物直売所
など）

• 「愛媛県は、農産物直売所の盛んな県だぞ」（香月先生談）

→論文等の文献を用いて学習し、現地視察（スイーツを実食）

プロジェクト実践演習
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プロジェクト実践演習
• 全国トップクラスの農産物直売所「さいさいきて屋」（今治

市）の施設見学, 店長との意見交換

店内の様子 木原店長との意見交換 8



プロジェクト実践演習
• 全国トップクラスの農産物直売所「さいさいきて屋」（今治

市）の施設見学

併設施設の見学（と実食） 9



• ２回生に卸売市場のグラフの作成方法をアドバイス
• 松山中央卸売市場と東京卸売市場(大消費地)の比較

プロジェクト応用演習
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 「農産物直売所」に興味を持った

→直売所は小規模農家（＝高齢農家や兼業農家）の受け皿

→他の直売所はどうなっているのか？

自主研究
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研究背景

県内 JA名 店名 売上高(百万円)
1位 福岡 糸島 伊都菜彩 4072
2位 和歌山 紀の里 めっけもん広場 2799
3位 愛媛 おちいまばり さいさいきて屋 2180
4位 愛知 あいち知多（げんきの郷） げんきの郷「はなまる市」 2109
5位 愛媛 周桑 周ちゃん広場 2068
6位 宮崎 都城 直売所ATOM 2009
7位 愛媛 えひめ中央 太陽市 1852
8位 愛知 あいち三河 幸田憩の農園 1702
9位 兵庫 兵庫六甲 六甲のめぐみ 1668
10位 沖縄 おきなわ いとまん「うまんちゅ市場」 1647

＜売上高10億円以上のJA直売所 TOP10＞

引用：日本農業新聞

 愛媛県は直売所の先駆けであり, 売上高は上位にランクイン

 共通点として, 大型直売所であることが挙げられる
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				周ちゃん広場 シュウ ヒロバ		太陽市（花卉） タイヨウ イチ カキ		さいさいきて屋 ヤ		伊都菜彩 イト ナ アヤ		備考 ビコウ						周ちゃん広場 シュウ ヒロバ		さいさいきて屋 ヤ		太陽市 タイヨウ イチ		伊都菜彩 イト ナ アヤ		備考 ビコウ

		地域 チイキ		愛媛県西条市 エヒメケン サイジョウ シ		愛媛県松山市 エヒメケン マツヤマシ		愛媛県今治市 エヒメケン イマバリシ		福岡県糸島市 フクオカケン イトシマ シ						営業 エイギョウ		人手が足りない ヒトデ タ		繁忙期の人手不足 ハンボウ キ ヒトデ ブソク		繁忙期の人手不足 ハンボウ キ ヒトデ ブソク		人手が足りない ヒトデ タ

		市の人口 シ ジンコウ		109,805人 ニン		510,963人 ニン		158,114人 ニン		96,475人 ニン						外販 ガイハン		サイトが見にくい ミ		人手が足りない ヒトデ タ		現在行っていない ゲンザイ オコナ		ネット販売がない ハンバイ

		開設 カイセツ		平成18年3月オープン ヘイセイ ネン ガツ		平成15年
（花卉は平成29年12月） ヘイセイ ネン カキ ヘイセイ ネン ガツ		平成12年（大型化したのは平成19年） ヘイセイ ネン オオガタカ ヘイセイ ネン		平成19年度 ヘイセイ ネン ド

		出荷者数 シュッカ シャ スウ		1034名 メイ		248名（重複含む） メイ チョウフク フク		1210名（大口300人） メイ オオクチ ニン		1568名 メイ						商品 ショウヒン		商品の棚が足りない ショウヒン タナ タ		定番の品が足りない テイバン シナ タ		天候に左右されやすい テンコウ サユウ		数量が命 スウリョウ イノチ

		売上 ウリアゲ		20億7687万7千円 オク マン センエン		18億5205万3千円
9275万2764円（花卉部門） オク マン セン エン		約27億円 ヤク オクエン		40億7204万2千円（平成28年度） オク マン セン エン ヘイセイ ネンド						etc

		手数料 テスウリョウ		農産品　15％
加工品　20％ ノウサンヒン		出荷運賃　100円（農産物）
それに加えて、手数料支払う シュッカ ウンチン エン ノウサンブツ クワ テスウリョウ シハラ		農産品・花卉　15％
一般加工品　　18％
工芸品　　　　 20％ ノウサンヒン カキ イッパン カコウ ヒン コウゲイヒン		農産品　15％
加工品　20％
運営費　販売金額の0.3％ ノウサンヒン カコウヒン ウンエイヒ ハンバイ キンガク

		売り場面積 ウ バ メンセキ		1400㎡		231㎡（農産物は721㎡） ノウサンブツ		1854,6㎡		1506,8㎡

		駐車場 チュウシャジョウ		約280台 ヤク ダイ		約140台 ヤク ダイ		約200台 ヤク ダイ		401台 ダイ

		来客者数 ライキャクシャ スウ		99万9400人
（平成28年度） マン ニン ヘイセイ ネンド		3万5000人（花卉部門）
（2017年12月オープンから2018年3月末まで） マン ニン カキ ブモン ネン ガツ ネン ガツマツ		98万5000人
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研究背景

人口 人口
少 多

さいさいきて屋

規格

規格外

周ちゃん広場 伊都菜彩

太陽市

＜4店舗の特徴を示した散布図＞

 同じ大型直売所でもコンセプトが
対照的な２店舗に着目

• さいさいきて屋：人口が少なく, 
規格外の農産物が中心

• 伊都菜彩：人口が増加傾向にあり, 
規格内の農産物が中心
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研究目的

農産物直売所の比較検討
－愛媛県さいさいきて屋と福岡県伊都菜彩の実態－
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実態調査 さいさいきて屋

 概要
所在地 ：愛媛県今治市中寺279-1

（JR今治駅から車で15分）

営業時間：9時～18時30分
売場面積：約1,800㎡
従業員数：計170名
組合員数：1,210名
搬入時間：6時30分～8時30分
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実態調査からみる特徴－さいさいきて屋－

 特徴
＜SAI&CO＞
• イオンモール今治新都市内
• イタリアンレストランと焼き肉店併設
＜学校給食＞
• 今治市内の21校に食材提供
• 小中学生が地元の食材を味わえる
→ 農家の所得アップにもつながる
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実態調査 伊都菜彩

 概要
所在地 ：福岡県糸島市波多江567-1

（JR博多駅から車で30分）

営業時間：9時～18時
売場面積：約1500㎡
従業員数：計92名
組合員数：1,568名
搬入時間：5時30分～16時
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実態調査からみる特徴－伊都菜彩－

 特徴
＜ポイントカード制＞
• 200円お買い上げごとに1ポイント
• 日にちや曜日によって特典がある
• 現在の会員数は１万人超え
＜試食, 試飲コーナー＞
• 試飲：伊都物語(JAL国内線で登用)
→ 消費者向けのサービスが充実
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研究結果 -さいさいきて屋と伊都菜彩の比較分析-

相違点 「店舗以外に活動拠点がどの程度あるか」

＜伊都菜彩＞
→顧客サービスの向上や店舗内の充実に力を入れている
（背景）大都市近郊に位置, 店舗が観光地化＝集客に成功している

＜さいさいきて屋＞
→アンテナショップの開設や農業体験, 学校給食への食材提供など

多くの活動拠点がある
（背景）地域の活性化, 地域雇用の創出が目的とされている
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研究結果 -さいさいきて屋と伊都菜彩の比較検討-

仕入れ 鮮度 販売品 農家規模 集荷 宅配 地域雇用 給食 施設

一般スー
パー 域外 △ 規格品 大・中規

模 － － △ － －

伊都菜彩 域内 ◎ 規格品 中・小規
模 － － 92人 小学校８校 うどん屋（簡易）

さいさいき
て屋 域内 ◎ 規格外 小規模 ○ ○ 170人

幼稚園、
小・中学校
（21校）

カフェ・食堂、農園、
クッキングスタジオ、

残留農薬施設
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まとめ -今後の農産物の流通販売対応を考える-

 現代は農家の高齢化加え, 安価な輸入農産物増加の影響を受け, 
地域農業の維持が厳しい状況にある

 卸売市場の経由率も同様のことから減少
 一方で農産物直売所（高齢農家）が再評価され,地域農業の発展

が期待される
 しかし卸売市場（市場流通）と直売所（市場外流通）は, “車の

両輪”の関係→「卸売市場法改正」,「豊洲移転」など今後の動向
を注視したい 22
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