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ホクレンによる都市型インショップの展開と供給組織の形成
－月形新鮮組の事例から－

星 野 愛花里・坂 下 明 彦

Expansion of Urban “In-shop” by Hokuren and Construction of
Supply Organization: A Case Study of “Tsukigata-Shinsengumi”

Akari HOSHINO, Akihiko SAKASHITA

Summary

The “in-shop” is a form of farmerʼs markets, and it has been spreading mainly among consumer
cooperative and agricultural cooperativesʼ stores (by federation “Hokuren”) in Hokkaido since around 2000.
Unlike the main island of Japan where “in-shops” are located as an extension of farmerʼs markets, the
founding of a new supply organization was required due to the characteristics of agriculture of Hokkaido.
Therefore, this paper shows the logic of the development of the supply organization and the role of
agricultural cooperatives in Hokkaido. In this case, the development stage is separated into four categories:
the time of quantitative expansion, the time of small quantity and multi-item supply, the time when the
supply period was extended by the development to processing due to the diversification of the members
and the introduction of wild plants, and the time to expand sales channels into other stores by utilizing that
system. In particular, Hokurenʼs flexible response to farmersʼ trial and error of farmers during the time of
small quantity and multi-item supply has contributed to their development. The “in-shop” can be highly
evaluated as a complementary function to new businesses that are difficult for unit agricultural
cooperatives.

⚑．はじめに

古くから市（いち）では生産者が消費者に直売
（註⚑）することは売買の一般的形態であった
が，一方で中央卸売市場の展開に対置する存在と
して直売が生まれてきた．野見山（1997）による
と，当時高度経済成長による需給構造の変化の下
では生鮮食料品の価格変動が大きく，消費者の不
安を払拭するものとして登場したとする．その
後，1970年代には食品公害や農薬汚染といった食
への不安がその活動を大きくさせ，1980年代には
その高まりから地域の生協と産地との間で産消提
携が発展し，1990年代には量販店や有機農業など
の専門小売も販売戦略としてこれを取り入れ，直
売は多様化し広がってきた．このように直売への
期待は都市部の消費者の声に始まったが，その需

要に対応して供給して来た生産者側においても，
消費者理解と生産者同士の交流とそれによる地域
振興への効果が生まれている．しかし近年，各地
に設立されてきた直売所は現在では伸び悩みの課
題を抱える．その打開策として生協や農協の店
舗，量販店の店内に農産物の直売コーナーを設置
する「インショップ」が増加している．これは
「shop in shop」（註⚒）の略称であり，店内の既
存のコーナーや通路などの空きスペースを利用し
て設置する農産物・加工品の直売コーナーであ
る．直売所の立地的限界を超えた販売を可能に
し，設備投資・集客のコストを省け，人口の多い
都市部で消費者のニーズを把握できるアンテナ
ショップとしての役割を果たす性格を持ってお
り，矢野（2016）はこれを2000年代以降の直売所
の展開として注目している．
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しかし北海道では直売所が季節営業を余儀なく
され，また，地理的に農村部に点在的に展開する
のには限界があり，中小規模にとどまったものが
多い（註⚓）．これに対し，インショップは上記
の特徴をもつため，北海道における展開の可能性
が高いと考えられる．なお，北海道の農家の多く
が専業かつ大規模であるため少量多品目を求める
直売所には対応しにくいことが不振の理由に挙げ
られる．しかし，近年では北海道の農村部でも在
村離農の増加や新規就農者の移住によって混住化
が進展しており（註⚔），インショップを始めと
した直売に対応した供給組織の形成も十分可能性
をもっている．
実際の動きとしては，道内スーパーで最大の事
業高を持つコープさっぽろが，インショップ「ご
近所やさい」を全109店舗（2016年時点）に設置
し人気を集めるとともに生協自身の売上にも貢献
している．出荷結果や要望に応じて各エリアの管
理者が会員の出荷店舗を調整しているため，一店
舗の中での出荷者の入れ替わりは比較的頻繁に行
われている．
一方農協では，農協の生活購買店舗Aコープ
（註⚕）を利用したインショップ「もぎたて市」
が存在する．地場の農産物を組合員が地域住民に
供給するものとして展開している．この体制では
都市住民への供給は限定的であるが，それを可能
としているのがホクレン商事（註⚖）によるホク
レンショップである．当初はアンテナショップと
して札幌市内に設置されたが，Aコープの経営問
題を受けてホクレン商事が店舗の買収を行ったた
め全道に68の店舗を持ち，主に都市部で展開して
いる（註⚗）．「もぎたて市」は農協の生活購買事
業の一環として始まったのではなく，ホクレンの
生活事業本部の主導により店舗にインショップを
開設してきた．生産者との直接的なやり取りを通
じて一から少量多品目の出荷体制を築いてきたた
め，基本的には一店舗に対して一つの供給組織が
特定の地域の範囲で作られている．北海道におけ
る農協が関与した直売の展開として注目される．
先行研究では，小柴（2005）は甘楽富岡農協の
事例から，単協の販路の多様化戦略として直売所
の開設後にインショップ出荷に踏み出した事例を
取り上げた．室岡（2014）も，中山間地域の直売

所の購入者の伸び悩みを解決する戦略としてイン
ショップ展開が多いことを示している．また，佐
伯他（2007）では，農協の生産部会がインショッ
プへの需給調整の役割を果たしていることを明ら
かにしたが，参加農家はもとより直売所や市場へ
販売しており，少量多品目の生産体制は整ってい
た．つまり府県では直売所が先に展開し，そこか
ら波及し展開しているのがインショップであり，
農協や生産者組織にとっては直売の延長として取
り組まれていることが多く，少量多品目の供給体
制は既に存在しており形成過程に注目したものは
ない．
一方で，中間業者や店舗側の視点も取り入れた
供給体制の形成を扱った論文も存在する．渡辺
（2018）では岡山県のインショップにおいて，生
産者側に偏りがちな需給調整などの負担を，産地
や店舗との提携的な関係を築く中間業者が受け持
つことで，直売の特徴を保ちながらも組織が経済
的に自立している事例をあげている．しかし，生
産者は専門品目を持ち，地域も異にする人たちで
あるため，未だ特殊な例と言える．また，斉藤他
（2012）では秋田県のローカル・スーパーがナ
ショナル・スーパーとの差別化戦略として積極的
にインショップを設置した事例が紹介され，その
なかで店舗とのやり取りによって生産者組織の形
成・発展が進んだとしている．双方による販売促
進や供給組織との調整が成功に結び付いたとして
いるが，少量多品目や出荷期間といった直売なら
ではの供給体制を実際に生産者が作ってきた過程
は明らかにされておらず，試行錯誤した道のりか
らインショップの発展の論理を具体的に示す必要
がある．
本論では，まず，ホクレンがインショップ設置
に至った経緯を聞き取り調査によって整理する．
つづいて札幌市内のホクレンショップの「もぎた
て市」への供給組織として開設当初に組織化さ
れ，現在も継続して供給を続けている「月形新鮮
組」を対象として，組織の形成過程を追う．これ
らから，組織の発展の論理を明らかにし，最後に
ホクレンによる都市型インショップの展開が農協
組織としてどのように位置づけられるかを考察す
る．
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⚒．農協の生活購買店舗におけるインショップの
展開

⚑）ホクレンの「もぎたて市」設置の経緯
「もぎたて市」を開設しているのは，Aコープ
やホクレンショップから構成されているAコープ
チェーン北海道（註⚘）の店舗であり，ホクレン
生活事業本部を本部としている．消費不況のもと
での小売業界の厳しい競争の中，地元のとれたて
のものを手にできるような農協らしい店舗を目指
し2001年の「新・生活事業プラン」のなかで設置
が決定された．2002年からオープンし，出荷者な
らびに消費者からの高い支持を背景に，開設店舗
を増やしており，2016年時点で全道91店舗（農協
36か所，ホクレン商事55か所）を数えている（図
⚑）．
⚒）都市部と農村部のもぎたて市の違い
北海道では都市部を中心とするコープさっぽろ
のインショップの売上が伸び続けているが，「も
ぎたて市」は農村部での設置を含みながらもその
売上を維持し，2015年度の全体売上は約7.7億円
となっている．しかし，年間売上の階層別分布
（2016年10月までの年度合計）では500万円以下
の小規模店舗が半分を占め，これらは農村部に立
地している．これを支所別の平均売上で見ると
（図⚒），都市部の札幌，旭川，岩見沢，釧路，
苫小牧，函館，留萌では500～1,100万円の間にあ

る．しかし，最小値では札幌以外の地域では⚓
～200万円の間にあり，その地域の最大値の店舗
と比較すると差が大きいことがわかる．実際に平
均値が500万円以上の地域の売上最大値の市町村
は，富良野市，砂川市，弟子屈町，日高町，函館
市，留萌市であり，これは各店舗の立地や競合店
の有無に関係していると考えられる．これ以外の
農村部の店舗は主に市街地にあり，そこには車を
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図⚑ ｢もぎたて市」実施店舗の分布（2016年)
資料：ホクレン生活事業本部提供資料とJAグ

ループ北海道HP「JA直売所マップ」より
作成．

註：⚑）点線で支所別に区切った．
：⚒）Aコープあしべつ店（農協・岩見沢）と

ホクレンショップ七飯店（ホクレン商
事・函館）は2016年度中に閉店したが，
本地図上には含めた．

図⚒ ｢もぎたて市」支所別売上高（2016年)
資料：ホクレン生活事業本部提供資料より作成．
註）点線で支所別に区切った．



持たない高齢者も住んでいる．自家用車を持つ人
は都市部へ買い物に行くが，そうではない人がこ
の市街地にある農協・ホクレンの店舗を利用して
いるといい（註⚙），量としてはわずかではある
が，地産地消を実践する場となっている．
また，経営主体別には，札幌ではホクレン商事
の店舗が全てを占めて売り上げが高いという傾向
があるが，それ以外の地域については経営主体の
違いによって売り上げの差はない．
⚓）都市部・札幌市の直売所
「もぎたて市」への供給組織は，農協の女性部
や生産部会，任意の生産者組織が担っており，札
幌市内のホクレンショップ⚘店舗は，市内やその
周辺の市町村から供給されていることがわかる
（表⚑）．
これは札幌市の直売所の動きともかかわりがあ
る．札幌市は1996年から市内の地産地消の事業を
始めた．そのメンバーであった札幌市農協は直売
に取り組み，現在⚓ヵ所を運営している．2016年
度販売実績は約2,700万円である．札幌市の「も
ぎたて市」は約7,700万円（2016年10月時点累計）
となっており，農協の動きに限って言えば，もぎ
たて市によって札幌市における直売が展開されて
いる．札幌では開拓初期から野菜の栽培に力を入
れており，市農協の販売額の⚖割以上が現在でも
野菜が占めているが，その多くが道外向けの玉ね
ぎである．寺本（2004）は，このような生産体制
により札幌市内の生産者が同市内の消費者のニー
ズに対応してこなかったことを，直売などの都市
型農業の展開が遅れた原因としている．実際，市
内での「もぎたて市」の設置にあたってホクレン

生活事業本部は，「市外の生産者組織に声を掛け
たのは，昔から市場が近くにある札幌では生産者
自らが販売することがあり，直売のための組織化
があまり進んでいなかった」と話す．このような
背景から，札幌市のもぎたて市だけ都市近郊の市
町村からも供給されている．つまり，札幌市の直
売所は，インショップという形で都市近郊の農家
の販路として開かれ，発展したのである．
また，基本的には各店舗に対して⚑つの組織に
よる供給体制となっている．これは設立時にホク
レンの担当者の人脈や単協からの生産者の紹介に
より，組み合わせが決定されたためである．表⚑
の江別市と札幌市清田区の供給組織はもぎたて市
開始の数年前から直売所対応を行っていた組織で
あるが，その他はもぎたて市の開設を機に少量多
品目供給に挑戦し始めた．
以上より，生活インフラが脆弱である北海道だ
からこそ先駆的に各単協の生活購買店舗の先進化
のために作られた都市部・札幌のホクレンショッ
プは，時代の流れに苦しみながらも，農協組織と
しての原点に立ち返ることで，もぎたて市という
形で都市部への直売の道を開いた．そしてその取
り組みは農村部の店舗にも及んでいる．大きく見
れば，都市部の拡大や農村部の多様化・混住化な
どの変化を踏まえて，販売拠点（生活購買事業）
を設けることで産地形成（販売事業）を行うとい
う逆転の発想であるといえる．これは北海道の直
売として大きな一歩であり，売上としても，後述
する少量多品目の供給組織の形成として表れてい
る．
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表⚑ 札幌市内のホクレンショップと供給組織（2016年）

店舗名 供給組織 会員数
⚑ 北49条店（東区） 組合員 恵庭市 90
⚒ FoodFarm東苗穂店（東区） 女性部・組合員・他 新篠津村 30
⚓ 中ノ沢店（南区） 組合員 札幌市南区 5
⚔ 新琴似店（北区） 生産者グループ 月形町 26
⚕ FoodFarm屯田⚘条店（北区） 女性部・組合員・他 新篠津村 30
⚖ 新発寒店（手稲区） 生産者グループ 月形町 26
⚗ 前田店（手稲区） 組合員・生産者グループ 江別市 10
⚘ FoodFarm平岡公園通店（清田区） 組合員 札幌市清田区 30
資料：ホクレン商事提供資料より筆者作成．
註）本表の月形町の「生産者グループ」が本稿の調査対象である．



⚓．月形新鮮組の設立とインショップへの取り組
み

⚑）月形町の概要
月形新鮮組のある月形町は，札幌市から国道
275号線を北東へ車で⚑時間，空知管内の石狩川
右岸に位置している．経営耕地面積の85％が田と
いう水田地帯であるが，米の生産調整を契機とし
て現在およそ半分の水田で転作が行われ，土地利
用型作物のほか花卉や野菜等の労働集約的作物が
生産されている．2015年のセンサスによると農家
総数は210戸，うち販売農家は179戸（専業農家
142戸と兼業農家37戸）である．高齢化の影響で
大規模化がすすみ，一戸あたり耕地面積は14.8ha
となっている．
⚒）月形新鮮組の設立経緯と供給体制
月形新鮮組は，月形町の農産物等の販売を目的
とする農家を主とした任意組織である（註10）．
農産物の貿易自由化などへの不安を解消すべく，
消費者との直接的な関わりを持った活動をしよう
と地元の農家たちが2000年に設立した．その代表
者はホクレン勤務からUターンして月形町で就農
した農家であり，勤務時代の人脈から札幌市内の
ホクレンショップ新発寒店の店頭での朝市を始め
ることとなった．その活動が生活事業本部の耳に
入ったことで「もぎたて市」の初期のメンバーと
なった．2016年時点では札幌市内の「もぎたて
市」や他スーパーでのインショップ販売を事業の
軸（およそ⚙割を占める）に，年数回の札幌市・
月形町での直売イベントや町内の学校給食への食
材の提供など，地域に根ざした活動も行ってい
る．
新鮮組を構成しているのは，農家22名と福祉施
設「雪の聖母園」，地元の豆腐店，大根の漬物加
工を行う「NOP法人サトニクラス」，ガーデニン
グ店「コテージガーデン」の計26名・団体であ
る．当初は農家⚙名で始めたが，農業をリタイア
した高齢者や新規就農者，農家の女性，若手農
家，加工業者など多様な構成員が後に加わった．
新鮮組のインショップへの出荷の⚑年を見てい
く．新鮮組では毎年⚒月上旬に定期総会において
次年度の予算と年間計画を確認する．これに従っ
て，各構成員が生産・販売計画を立て，新鮮組が

構成員一人一人の計画を把握することになってい
る．⚕月上旬には，出荷先店舗との打ち合わせを
行い，⚖月からは毎日出荷を始める．出荷が終
わった12月下旬の役員会では，翌年の⚒月の定期
総会で年間計画を公表できるよう，その年の反省
を全員で行う．
出荷の手順は，各生産者は収穫後，自身で購入
した包装袋にパッキングしコンテナに積め，月形
新鮮組の集荷場へ運ぶ．集荷場は地元の集落会館
等を使用している．そこで，専用のバーコードラ
ベルを貼り，午前中には雇用している配送担当者
が各店舗へ配送する．開店の10時に店舗に到着
後，運転手は陳列を行うとともに，前日の売れ残
りを回収する．店員は陳列の管理をしながら消費
者への販売促進を行う．
もぎたて市の特徴は，値引きをしないこと，売
れ残りを生産者に返すという原則以外は，店舗ご
とに自由に決める点である．そのため，販売価格
や品目，量などの出荷に関する契約，店舗への運
搬は生産者主体で行われるが，場合によっては店
舗や地元の農協，生産者との相談の上変更する柔
軟性があり，その分店舗との連絡が重要となる．
新発寒店では，他店舗では珍しい年数回の対面販
売を続けている他，青果物コーナーに通常は置か
ない花きや加工品，米を生産者の意向により陳列
可能としており，夏には新鮮組の出荷量が多くな
るので，品目が被るトマトなどの店舗の仕入れを
減らし，冬の野菜はʠもぎたてʡではないが加工
品をもつ新鮮組に合わせて「月形産直」という形
でコーナーを続けるなどの対応を行っている．
日々の連絡でも，コンテナの引き下げ時にその日
気づいたことのメモを手渡すか，電話で連絡する
ようにしている．このように，単にコーナーを貸
しているのではなく，出荷者に合わせて店舗の対
応を変えている．
もぎたて市の売上はホクレン商事がPOSシステ
ムにより各会員の売り上げを集計し，店舗は販売
手数料15％を差し引いた金額を月に一度月形町農
協に入金する．このときに，新鮮組は販売金額か
ら運送費10％と事務経費⚕％の計15％を清算し，
あわせて月形町農協に1.5％（農協の販売手数料
と同じ）の手数料を支払う．そのため構成員の手
取りは税込販売価格の約⚗割となる．
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⚔．供給組織の形成過程

⚑）供給体制の構築までの足どり
新鮮組がもぎたて市への供給体制をどのように
作って来たかを，会員数，売上高，出荷店舗数，
出荷期間，出荷頻度の変化によってみていく（図
⚓，表⚒）．あらかじめ時期区分を示すと，Ⅰ期
（2002～2005年）が店舗数増加期，Ⅱ期（2006～
2008年）が一店舗期，Ⅲ期（2009～2012年）が出
荷期間伸長期，Ⅳ期（2013年～）が多店舗展開期
となる．
まず，Ⅰ期は朝市として出発した活動が店舗内
のインショップとなった2002年から始まる．この
年は，週に⚒，⚓回の配送ペースで⚑年を終えた
が，消費者との交流イベントや直売先進地への研

修を行うなど，直売への準備を整えていた．そし
て2003年⚙月から毎日出荷を始めた．当時は他の
店舗でもぎたて市の設置が始まったばかりで，新
鮮組は設置店舗の増加による出荷依頼を受け，⚔
店舗への出荷を行った．この頃は出荷農家は従来
の経営の合間をぬって作った野菜を販売する形態
であったため，店舗増加によって少品目でも売れ
ることが構成員に歓迎された．新鮮組内では⚗月
に出荷規定を定め，構成員が交代で行っていた配
送を雇用により専門化し，構成員が生産に専念で
きるようにした．2005年には収穫のピーク時に過
剰となる野菜を他の店舗への買取販売で調整する
という工夫を行った．その結果，売り上げは伸び
たものの，各店舗への供給量不足と他組織や組織
内部での価格競争によって共倒れが問題として浮
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図⚓ 月形新鮮組のインショップ売上の推移
資料：月形新鮮組提供資料より筆者作成．

表⚒ インショップへの出荷頻度と出荷期間

年次 時期区分 ⚑月 ⚒月 ⚓月 ⚔月
⚕月 ⚖月 ⚗月 ⚘月 ⚙月 10月 11月 12月 インショップ出荷の店舗数 会員数

インショップ
への配送回数

⚑配送あたり
の売上(千円)上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

2002

Ⅰ期

2 9 32 110
2003 4 11 201 39
2004 3 8 277 33
2005 4 19 228 51
2006

Ⅱ期
1 16 131 123

2007 1 16 157 126
2008 1 16 195 115
2009

Ⅲ期

2 20 374 70
2010 2 22 376 74
2011 2 25 376 63
2012 2 24 384 50
2013

Ⅳ期
2 26 366 66

2014 3 27 380 82
2015 3 26 480 74

資料：月形新鮮組提供資料より作成． ホクレン週数回出荷
ホクレン毎日出荷
ホクレン毎日出荷＋他スーパー週数回出荷
ホクレン毎日出荷＋他スーパー毎日出荷



上した．
そこで2006年からは販売先を新発寒店に絞り，
⚖月から毎日出荷を行うため少量多品目の供給体
制の充実を図った．これがⅡ期である．店舗には
風除室（註11）まで売り場を拡大し，正面玄関か
らの搬入とコンテナによる陳列を可能とするよう
に店舗側に協力を依頼した．これにより⚑回の出
荷における品目の充実がなされ売上は増大した．
また，2007年には⚕月から地元の山菜も販売する
ようになり，2008年からは冬の定期配送として⚑
月から加工品の納豆を販売することで供給期間の
伸長も見られた．この体制を元にして2009年から
は店舗数を⚒つに増やし，会員数も拡大すること
ができた．
そしてⅢ期である出荷期間伸長期には年中出荷
する体制が完成した．2011年と2012年は大雪の影
響で生産量，売り上げともに減少しているが，
2013年には持ち直し，会員数が2016年と同じ水準
となった．この年からⅣ期（多店舗展開期）であ
り，2014年からは他スーパーのインショップへの
参加依頼を受け，配送経路が近い店舗に絞って供
給を始めた．もぎたて市と違い，量や品質，出荷
期間などの販売計画を綿密に立てることを店舗が
決めているが，すでに対応できる体制になってい
るため，売上増につながっている．
⚒）少量多品目化への動機と具体的な対応
ここで，Ⅰ期からⅡ期に移る一つの契機となっ
た，各店舗への供給量不足の問題を見てみる．イ
ンショップの供給組織としては不足ではなく過剰
を問題視していたが，店舗側も未利用の空間を利
用してインショップを設置したため，特定の時期
に少品目の野菜を陳列するだけでも問題はなかっ
た．しかし，もぎたて市の売上の増加によって，
店舗側のもぎたて市の位置づけが変わり，売り場
の青果物を補完する効果があるとの認識となり，
より協力的に売り場空間の充実に協力した．ま
た，入り口付近に設置されるために店舗の顔と
なった．その結果，直売所とは異なり生産者組織
が売り場の運営を行ってはいないが，供給者には
少量多品目・毎日安定供給が求められるようにな
り，一店舗一組織に立ち返って供給体制の充実を
図ったのである．
Ⅱ期については品目の競合の他に構成員の多様

化による供給量の格差が問題として浮上したが，
逆に多様化を強みと捉えて，既存の販売ルートを
足がかりに品目の拡大をはかる戦略をとるように
なった．品目ごとの生産調整を行ったが，役員の
負担が大きかったため，各自の判断に任せて出荷
するようにした．ただし，これは役員任せではな
く，構成員が相互に調整するような関係づくりを
伴った．中堅農家に加え，農業をリタイアした高
齢者や新規就農者，若手農家，女性等のさまざま
な構成員を取りまとめる⚓つの交流の場が機能し
たと考えられる．それは，第一が当初から現在ま
で続けている総会や反省会，忘年会，視察会，ホ
クレンショップとの話し合いといった場であり，
第二は学校給食や地元の就労支援に関わる教会で
の販売などの地元での販売である．
そして第三が年数回の店舗での対面販売であ
り，これは重要な役割を果たしている．対面販売
は店舗の協力により行われ，普段もぎたて市に買
い物に来るお客さんと直接ふれあう中でどのよう
な需要があるのかを認識する場になっており，多
品目化やPOPやレシピの添付などという販売の
工夫につながった．また，店長やチーフのアイデ
アの光る場でもあり，エダマメや赤シソの量り売
りが考案され，豆や葉を摘む手間も省けた上に大
盛況となったこともあった．対面販売に参加した
構成員には手当てを付けるようになった．
2006年には「月形新鮮組売上の分析」として各
構成員の供給量と販売量，ロスの割合を品目別に
明らかにしたデータを構成員で共有し，そのこと
がさまざまな発見や改善の実践につながってい
る．
⚓）構成員の経営におけるインショップ出荷の
位置づけ
新鮮組は様々な経営の農家から構成されてお
り，それぞれの経営における位置づけも異なるこ
とが予想される．そこで性格の異なるA～Eの農
家⚕戸を選定して，年次別の販売実績と販売品目
をまとめたものが表⚓である．組織全体の売上の
伸長に対応して，A～E農家は2002年から2009年
までそれぞれのペースで出荷を順調に伸ばして
いったことがわかる．一店舗に絞って多品目化を
目指した2006年の品目数は，新規就農者Bでは⚙
品目でトマトだけで⚖割の売り上げを記録する専
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門的な展開をしているが，その他は30品目から80
品目と幅広い品目を手掛けていることがわかる．
といっても，⚓～⚗品目の主要品目が半分以上の
売上を占めている．単に手を広げているのではな
く，安定的に販売を確保できるトマトやナス，ト
ウモロコシなどを基幹とした上で，それに独自の
品目を加えて競合を回避し，さらにその他の少量
多品目を出荷して売れ行きを探っているようであ
る．
つぎに聞き取り調査を行った⚓戸について現在
の経営と新鮮組への加入動機，インショップ販売
の利点とⅣ期を迎えたインショップ供給にどのよ
うな展望を持っているのかを聞き取った（表⚔）．
若手農家Cは37歳であり，妻と両親，祖母で
70ha（半分は借地）という大規模な農地を経営
している．2012年に経営委譲を受ける前の2000年
に，消費者と直接対話したいという理由と自分で
選択したものを栽培することが性に合うという理
由から新鮮組に加入し，様々な品目に挑戦してき
た．水稲25ha，小麦11.6ha，大豆25haなどの土地
利用作物が基幹ではあるが，インショップに出荷
する品目の作付面積も8.4haにまで拡大し，ハウ
スも⚘棟となっている．品目はトマト（大玉，中
玉），ニンニク，大根などが主力で，表⚔に示す
ように合計87品目で790万円の売り上げである．

高齢者Dは82歳であるが，2006年にそれまで加
入していた花き組合を退会し，稲作も2011年に作
付けを中止して，賃貸に出している．家屋付近の
0.2haでインショップ向けの生産を夫婦で行って
いる．2002年頃から地元の直売所（註12）で販売
をしており，その余剰分を販売するために2004年
に新鮮組に加入した．品目数は2004年頃がピーク
で，店舗数増加によって供給量を増やすことに限
界を感じたという．ハウスが⚓棟であり，花卉栽
培の経験を生かして切り花が中心であったが，現
在では表⚔に示す15品目となっている．販売額も
2009年には230万円であったが，現在では減少傾
向にある．それでも今後は無理をしない範囲で体
力の続く限り生産していく予定である．リタイア
後も収入があること，若い世代や消費者など様々
な人との交流が楽しいという利点があるからだと
話す．現役時代の花き組合は同じ仕事をしている
人たちの集まりであったが故に気を張ることもあ
り，余計にそう感じるという．
新規就農者Fは，新鮮組の元代表の下で研修を
して2012年頃に独立した．現在42歳，夫婦で1.1
haの経営を行っている．就農初年度は⚕月によ
うやく農地を取得できたため，インショップでは
山菜などを販売し，徐々に他の構成員と競合しな
い野菜の品目を増加させてきた．ハウスは⚖棟で
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表⚓ 個別の売上変遷と2006年（Ⅱ期）の販売品目 単位：千円，品目，％

A
中堅農家

B
新規就農者

C
若手農家

D
高齢者

E
女性

売上

2002 884 48 598 179 181
2005 1,440 1,241 3,302 651 486
2006 1,775 1,557 4,542 960 1,053
2008 2,011 2,171 7,904 2,674 1,889
2009 1,936 1,548 8,408 2,335 1,585

品目数 46 9 87 41 37

販売金額の
上位半分を
占める品目
（割合）

ナス
白菜
カボチャ
トウモロコシ
いんげん豆
ブロッコリー
キュウリ
（51）

大玉トマト
（60）

中玉トマト
大玉トマト
ニンニク
大根
（52）

切り花
ナス

落葉キノコ
（56）

ナス
大玉トマト
トウモロコシ
なんばん
（53）

資料：月形新鮮組資料より筆者作成．
註：上位の品目は販売金額の降順で記載した．



あり，15品目を作付けしているが，山菜類が多い
のが特徴である．現在は年間にわたってイン
ショップへの出荷を行っており，札幌の飲食店と
も契約を行っている．インショップは，自身の情
報網を駆使して品目の選択や価格の設定を行った

り，妻の得意なPOPを添えてみたりと，自分の
工夫が反映されるところが利点となっているとい
う．今後は現状維持だが，徐々に品目を絞ってい
きたいと話す．
様々な生産者がいることは交流などの点で強み
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表⚔ 構成員のインショップ出荷取り組み状況（2016年）

C
若手農家

D
高齢者

F
新規就農者

年齢 37 82 42

経営形態 2012年に
経営委譲を受ける

リタイア
（以前は花きと米の栽培

で5ha）
2012年独立

経営面積（ha） 70 0.2 1.1
うちインショップ用
面積（ha） 8.4 0.2 1.1

ハウス 70m×4
50m×4

50m×2
40m×1

35m×1
40m×2
50m×2
55m×1

労働力 本人・妻・父・母・祖母 本人・妻 本人・妻
新鮮組への加入年 2000 2004 2012

加入動機

消費者の顔が見たいこと
と，自分で決めたものを
栽培するのが性に合って

いるため

直売所販売で余るものを
売るため

元代表の下で研修をして
いたため

インショップ
年間売上の変化（万円）
2005年（Ⅰ期）
→2008年（Ⅱ期）

330→790 65→267 ─

インショップ
供給品目
（品目数）

エダマメ，トマト，ミニ
ト マ ト，ネ ギ，カ ボ
チャ，キュウリ，ナス，
キャベツ，大根，カブ，
小松菜，ささげ，オク
ラ，ズッキーニ，ベビー
リーフ，落花生，スイ
カ，ピーマン，赤しそ，
タイニーシュシュ，空心

菜
（21）

ウルイ，白菜，レタス，
ブロッコリー，キャベ
ツ，キュウリ，ミニトマ
ト，ししとう，ピーマ
ン，なんばん，長ネギ，
落葉キノコ，山ブドウ，
コクワ，キクイモ

（15）

フキノトウ，行者ニンニ
ク，タラの芽，フキ，ウ
ド，ワラビ，春アスパラ
ガス，トマト，白菜，大
根，キャベツ，チコリ，
ラディッシュ，小松菜，

ホウレンソウ
（15）

インショップの利点 好きな野菜を栽培できる
リタイア後も収入があ
る，若い世代や消費者と

の交流がある

自身の工夫が反映されや
すい

今後の意向 子供が大きくなるまで縮
小の方向

体力の続く限りやってい
きたいが，売上増加は目

指せない

品目数を絞って強化して
いく

他販路 農協（⚙割） ─ 札幌市内飲食店，
直売所「花の里月形」

資料：2017年⚓月構成員への聞き取り調査より作成．



であるが，その反面，販売においては表の今後の
意向からもわかるように，拡大すればするほど各
人のインショップの位置づけによっては負担に感
じることもある．高齢化・大規模化が進む中で構
成員数の伸び悩み問題を抱えている新鮮組では，
現状での供給体制では販路拡大には困難があると
も考えられる．今後は26名の構成員にとどめず，
地域全体の動きとして組織化と生産調整に乗り出
す必要がある．

⚕．おわりに

以上のように，北海道においては直売所の展開
が制約されていることから，その亜種であるイン
ショップが注目されてきた．この特徴は生協や農
協という協同組合組織が主導して自らの店舗にイ
ンショップを導入してきたことにあった．ただ
し，インショップが直売所の延長線上に位置づく
府県とは異なり，北海道では新たな供給組織が必
要であった．そこで事例として新鮮組をとりあ
げ，発展の論理を明らかにした．
その論理とは，作物の量的な拡大（Ⅰ期）から
少量多品目化に転じ（Ⅱ期），構成員の多様化に
よる加工への展開や山の恵みである山菜によって
供給期間を延長し（Ⅲ期），その体制を活かして
他店舗にも販路拡大する（Ⅳ期）という，⚔つの
発展段階に分けられるものであった．その展開に
は供給組織と店舗それぞれに異なる背景があっ
た．店舗側は消費者ニーズの高まりによるイン
ショップの売上増を受けて，経営面でもイン
ショップの拡充が課題となった．一方，供給組織
においては，構成員間の作目競合を避けつつ売上
を伸ばすための少量多品目化を，相互の交流と細
かな販売分析の共有によってなしとげた．特に構
成員の多様性が供給量の差となって問題視された
局面もあったが，逆にその多様性が少量多品目化
とその後の展開に力を発揮したことは，今後の北
海道の農村においても学ぶところが大きい．
また，少量多品目化の過程で供給組織が順調に
発展を見せた背景には，農協の店舗であることが
「農家の味方」との立場をとらせ，供給組織の試
行錯誤を受け止める柔軟な対応をとったことが重
要であった．これは，量販店などが当初から綿密
な計画を立てて売り場管理を行うのとは大きく異

なる．当初の朝市の取り組みを始めた時から，年
数回の対面販売を新鮮組の要望に応じて続け，そ
の時の規模に合わせた売り場の工夫や既存の青果
物の量の調整を行い，毎日の販売状況を伝達して
時には現場に赴いて意見交換も行うなどの取り組
みが新鮮組の試行錯誤を成功に結び付けたといえ
る．こうした取り組みを企画し，都市部での店舗
で試行を行ったホクレンの役割は大きく，単位農
協では難しい新事業への補完機能として高く評価
できるであろう．
現在のインショップに関しては，店舗側ではそ
の「人気」により拡充を志向しているが，供給組
織側では参加生産者の限界もあり，供給量を確保
することが難しい状況にある．しかし，農村も大
きく変化しており，インショップへの多様な供給
主体を形成することも不可能ではない．北海道で
は，直売所に代わる生産者と消費者の接点として
のインショップの役割は，一層重要になると考え
られる．

註：
⚑）定義は様々であり，場合によっては中間流通業者
が出現して買取販売が行われることもある．しかし
本論では，消費者に渡る前に所有権移転が行われな
い販売を指す．生産者自身が日々消費者の需要に直
接触れて学んだことを，次の販売や自身の経営に反
映させていくことが，生産者側の直売の醍醐味と考
えるからである．なお，「産直」も同義として扱っ
た．

⚒）従来の意味は，デパートやショッピングセンター
などの大型店の売場の中で，豊富な品揃えやその分
野に関する深い知識が要求されて生まれた「店の中
の専門店」としての機能をもつ売場のことである．

⚓）農水省による2009年の「農産物地産地消等実態調
査」を参照のこと．

⚔）坂下他（2020）「おわりに」を参照のこと．
⚕）本論の「農協の店舗」とは，都市部を中心に展開
しているホクレン商事の店舗と区別するため，各単
位農協が運営している店舗（総合農協統計表の「購
買店舗」）とその子会社が運営している店舗を指す．

⚖）1965年にホクレンの全額出資で作られた，札幌市
内での店舗運営を主な事業とする株式会社である．
ホクレンショップ○○店，ホクレンショップFood
Farm○○店，と呼ばれる店舗と農協から買収した
Aコープがその店舗である．
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⚗）店舗数については『2016年日本スーパー名鑑』に
よる．また，その経緯については坂下（2019：
251-256）を参照．

⚘）共同仕入れを目的としたボランタリーチェーンで
ある．北海道が1969年に設立した「くみあいチェー
ン」が，全国の動きとなって1973年に作られた．そ
の経緯もあり設立当時から北海道の店舗の加入率は
高く，ほぼ100％となっている．

⚙）2018年新篠津村農協農産部直販課への聞き取り調
査による．新篠津村にはホクレンショップ新しのつ
店がある．

10）外気が入らないために入り口を覆うように設けら
れた温度調整空間．

11）2016～2017年にかけて行った月形新鮮組の元代
表・現代表・メンバー農家⚓名への計⚔回の聞き取
り調査と，ホクレン生活事業本部，ホクレンショッ
プ新発寒店，ホクレン商事，コープさっぽろへの聞
き取り調査の結果を用いる．

12）月形町では農家の高齢者が中心となって直売所が
つくられた．しかし2005年⚓月には運営が厳しくな
り，新鮮組にこの運営が持ち掛けられたが，手数料
の問題から辞退することにした．なお，新規就農者
Fの販路である直売所「花の里月形」は，その後作
られた別のものである．
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