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概要 

 

私たちは東日本大震災被災地の農業復興支援活動とその復興支援継続を目標に掲げてい

る「岩沼みんなの家」へのヒアリングを通して被災者の心の復興は完全にはできないという

ことに気づいた。しかし被災者の心を軽くしたり新たな拠り所を創造したりすることによ

り回復させることはできる。それには少しでも被災者が笑顔で楽しいと思ってくれること

を少しずつ重ねていくことが重要だ。そのためには１回きりの支援ではなく、変化をつけ、

継続して行い、新たなコミュニケーションと人間関係の創出に結びつけていくことが必要

だ。 

 そこで私たちは岩沼市にある「農産物直売所」に目を向けた。地元の農産物が並ぶ直売所

では人との交流を増やす絶好の場と考えたからだ。私たちは愛媛県松山市で JAえひめ中央

および農家の協力を得て実際にファーマーズマーケットを開催している。私たちはその経

験を活かし、「直売所」を対面販売方式の「ファーマーズマーケット」にすることを提案す

る。そして、このファーマーズマーケットが、交流人口の拡大とともに岩沼市住民のコミュ

ニケーションの場の形成を促す潜在能力を持っていることを述べていく。 

 

第１章  岩沼市の現状分析及びファーマーズマーケットの定義 

 

はじめに 岩沼市の現状分析 

 

岩沼市は、宮城県の南部に位置する田園工業都市である。平成 23年（2011年）3月 11日

に発生した、東日本大震災では震度 6弱の地震及び津波等によって、180人もの人の命が失

われ、5,428 戸もの家屋が被害を受けた。さらに市域のおよそ 48％、面積にして約 29平方

キロメートルが津波によって浸水し、500ヘクタールの面積が地盤沈下した（宮城復興情報

ポータルサイト、2019年 09月 02日閲覧）。 

 人口については平成 7 年（1995 年）の国勢調査において、約 4 万人となり、それ以降は
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増加を続けてきた。東日本大震災では、甚大な被害が生じ一時人口が減少したが、令和元年

（2019年）8月 31日現在での人口は 43,999人となっており、震災直前の平成 23年 2月末

の人口である 44,128 人に迫る水準に回復している（復興推進（岩沼市）、2019 年 09 月 02

日閲覧）。 

 この岩沼市は、太平洋に面した都市で、宮城県内でも比較的温暖な地域である。このよう

な地理的な好条件を生かし、都市近郊型農業が展開されており、主に水稲や露地野菜などを

基幹作物として栽培している。農業についても、東日本大震災により耕地面積にして 1870

ヘクタールの農地（被害面積率：66.7％）という広い土地が、被害を受けたが被災した農地

の大部分では、作付けが再開されている。観光についても、岩沼市への入込数が平成 23年

以降徐々に右肩上がりとなっており、平成 30年には 2,520,148人の入込があった。こうい

った観光客は主に日本三大稲荷の一つである、竹駒神社や愛宕神社を訪問している（岩沼市

ホームページ、2019年 09月 02日閲覧）。 

また観光施設の再生完了、その施設の稼働率は平成 26年の時点でどちらも 100％ となっ

た。このようなことから、インフラなどのハード面における復興が順調に進んでいることが

分かる。また岩沼市は「愛と希望の復興」と称し、津波からの安全なまちづくりや、文化的

景観の保全と再生などをはじめとする、様々な復興のためのリーディングプロジェクトを

推進している。これは岩沼市をエココンパクトなまちにすること、災害に強いまちにするこ

と、市民が健康で、豊かな生活ができるまちにすることを将来ビジョンとしており、コミュ

ニティの再構築も目指している。また、このプロジェクトの将来ビジョンの一つに「次世代

アグリビジネス」が挙げられている。これは、農業を早期に再生し、農家の生活再建のため

に、企業等からの投資を得て農業生産法人等を設立させ、超省エネ型で付加価値の高い農業

生産が可能な次世代アグリビジネスをモデルとして導入し、被災した農家の雇用及び地域

の雇用を創出するというものであり、加えて、岩沼ブランドの産品として安全安心の食料を

供給することを目標として掲げている（岩沼市 環境未来都市計画 「愛と希望の復興」、2019

年 09月 02日閲覧）。 

 

 

第１節 本稿の問題意識と構成 

 

 2011 年の東日本大震災後、岩沼市は迅速な対応により、すぐさま復興が進んでいった。

先ほど述べたように、特に公共インフラなどのハード面が顕著である。しかし、ソフト面、

つまり心の復興が問題である。そもそも「心の復興」とはどういったものなのか、定義はな

く一概に言うことはできない。被害者の中で、災害の記憶は一生残っていくものであり、「心

の復興」の問題は解決していくものではない。目には見えないものでもあるため、継続した

取り組みが必要である。 

また、交流人口の拡大については、持続可能で、地域に密着した観光資源の活用が必要で

あると考える。そのためにも、地元住民が積極的に関わり継続できるしくみが必要である。

そこで私たちは、ファーマーズマーケットを提案する。まず、私たちも行っているファーマ

ーズマーケットとはどのようなものなのかについて、次で詳しく説明する。 

 

第２節  ファーマーズマーケットについての定義 

 

ファーマーズマーケットとは、主にその地域の生産者農家が複数軒集まって、自分の農場

でつくった農産物を持ち寄り、消費者に直接販売するスタイルの市場と一般的に定義され

ている。このような販売スタイルには「マルシェ」や「朝市」「街路市」など、様々な名称

が存在しているが、本稿では「ファーマーズマーケット」と代表呼称する。また、私たちの

考えるファーマーズマーケットの定義は「生産者が自らの手で作った商品を持ち寄り、消費

者に直接対面して販売を行う場」としており、本稿では農産物に限らないものとする。 
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ファーマーズマーケットには、直売所よりもさらに生産者と消費者の距離が近く、 お互

いの「顔が見える」という魅力や、生産者自らが対面販売を行うことで、直接商品について

の説明などができ、商品である農産物に対する安心感を得られることなど、消費者目線のメ

リットが多くある。それに加えて、生産者側にも、商品に対する消費者のダイレクトな反応

を知ることができること、消費者とのふれあいを通じ農業に関する理解を広めることがで

きることなど多くのメリットがある。また、大量の食材を扱うために生産から収穫、そして

配送まで機械を使い、大量に売りさばかなくてはならない大企業やスーパーマーケットと

は違い、商品をマーケットが開催される前日や当日に収穫し、新鮮なまま消費者に届けるこ

とができるということも生産者にとっての魅力の一つである（4つの特徴！ココがスゴイ！

｜JAファーマーズマーケット、2019年 09月 02日閲覧）。 

運営主体については市民団体や NPO法人、民間企業、行政など多岐に渡っており、「エコ

ロジカル」 「オーガニック」 「ライフスタイル」「手づくり」などといったコンセプトを

掲げるところが多いことが特徴である。 

 このファーマーズマーケットがスーパーマーケットなどと大きく異なる点は、その流通

方法にある。商品の流通は、生産者が作る生産物を農協や卸売市場を通した後に、スーパー

マーケットなどの小売業者へ渡り、そして消費者の元へ渡る。 最近では、スーパーマーケ

ット内に農産物直売所がある店舗も多くあるが、農家がその場で直接商品を販売している

か否かという大きな違いがある。それに対し、ファーマーズマーケットは生産者が直接販売

しているため、流通コストや輸送費が削減される。そのため、市場価格よりも販売価格がリ

ーズナブルである場合が多い。さらに「輸送」という過程が減ることによって、環境に対す

る負荷も削減される。また、ファーマーズマーケットでは消費者が農家から直接商品を購入

することで、農家に対する利益の還元率が、店舗を通じた販売における還元率 65％よりも

高く、実際に私たちが運営している愛太陽ファーマーズマーケットでは、農家に対し売り上

げの約 90％が還元されている。このことが農家へのより良い刺激となる可能性があり、地

域経済の活性化や農地の維持に繋がることが見込まれる（なぜ急増？スーパー内の野菜直

売所、2019年 09月 02日閲覧）。 

 

第２章  ファーマーズマーケットの先行事例 

 

 ファーマーズマーケットの先行事例として、私たちが愛媛県松山市で開催している、「愛

(あい)太陽(たいよう)ファーマーズマーケット」と「太陽のマルシェ」を取り上げる。 

 

図１ 第１１回愛太陽ファーマーズマーケットの様子 
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 （注 2019年 4月 27日開催） 

第 1節 1項 愛太陽ファーマーズマーケットの概要 

 

愛太陽ファーマーズマーケットは故佐藤亮子教授（2019年 6月 15日逝去）と当時のゼミ

生が立ち上げに尽力したファーマーズマーケットである。愛太陽ファーマーズマーケット

は 2016年 5月に第一回が開催されており、年に約 4回の開催を目安として、現在まで 12回

開催している。学生と JA えひめ中央の共同開催であり、出店者は約 20 店舗ほどで、JA え

ひめ中央太陽(おひさま)市(いち)出荷者の有志が出店している。場所は太陽市前の駐車場

で、時間は 8時 30分から正午までの開催、平均して 800人ほどの来客がある。愛太陽ファ

ーマーズマーケットは、生産者と消費者が会話をしながら買い物を楽しむ場として設置さ

れた。生産者と消費者がじかに対面し直接対話する機会を創出し、写真や表示による情報を

超えた真に「顔が見える関係」の構築を目指すということを設立当初から目的として挙げて

いる。 

 

図２ 第２回愛太陽ファーマーズマーケットの様子 



5 

 

 
（注 2010年 10月 10日開催） 

 

 

 

 

 

第 1節 2項 愛太陽ファーマーズマーケットの役割 

 

このファーマーズマーケットの主な役割として、生産者の広告としての場、客と生産者の

コミュニケーションの場があげられる。生産者、来場者のどちらにも定期的にアンケートを

取っているが、出店者に愛太陽ファーマーズマーケットに参加した感想を尋ねた際に、「消

費者と話せたこと」「意見が聞けたこと」「自分の商品を求めてくれていることを知ったこと」

など、対面販売の良さを感じている反応があった。また、消費者を対象とする調査は、居住

地や来場目的を問うアンケートを実施した。居住エリアは太陽市周辺からの来場者が多い

ものの、県外（広島、高知等）からの来場者もいる。「対面販売の場があることで自身に変

化や影響があると思うか」の質問に対して、「日頃から生産者や産地を気にするようになる」

と回答した人は、2017年 10月 1日開催の第 2回愛太陽ファーマーズマーケットのアンケー

ト回答者 73人中 49人（67％）、2017年 11月 23日開催の第 3回愛太陽ファーマーズマーケ

ットのアンケート回答者 36人中 20人（55％）にのぼった。この結果により、来場者の地産

地消といった意識の向上が図ることができるのではないかと考えられる（佐藤、2017）。 

 

図３ 対面販売の場があることで自身に変化や影響があると思うかアンケート 
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（注 2017年 10月 1日第 2回愛太陽ファーマーズマーケット開催時の来場者 69人に調査） 

 

また、来場者の半数以上は出店者と何らかの会話をしており、ファーマーズマーケットと

いう場は生産者と消費者の会話を促す効果があるのではないかと考えられる。さらに食育

の場としての役割もあり、出店者との会話を通じて、なぜこの商品がこの価格なのか、輸入

品と地元でとれた商品の違いは何かなどを伝えることができる。例えば、図４の佐伯さんは、

スイカやメロン、白菜などを栽培している出店者であり、夏場の愛太陽ファーマーズマーケ

ットにはスイカを出品してくださっている。愛媛県内のスーパーではスイカ 1 玉で 1,500円

ほどの価格に対し、このスイカの販売価格は 1玉で 2,500円と非常に高価で販売している。

通常、スイカの苗 1つに対して２～3個ほどのスイカの実を栽培するが、佐伯さんの農場で

は一つの苗に対して 1 つのスイカのみを栽培している。このため、非常に糖度が高く、魅力

的なスイカを出荷できるのである。このように、スーパーなどでは知ることのできない価格

設定の理由、工夫などが愛太陽ファーマーズマーケットに参加して初めて消費者へと伝え

られるのである。 

 

図４ 愛太陽ファーマーズマーケット出店者、佐伯さんの様子 



7 

 

 
 

 

第 1節第 3項 愛太陽ファーマーズマーケットの運営体制 

  

愛太陽ファーマーズマーケットに参加する学生は、常に活動している運営と開催ごとに

募集しているボランティアに別れる。運営は平均 10 人、ボランティアは平均 15 人ほどで

ある。実際に私たち学生が運営として参加して、農業が私たちの生活を支えているという実

感や地元産業を維持していくことの重要性を感じた。また、学生農業に対する関心が沸き、

これからの農業人口の高齢化に歯止めをかけることができる可能性があるのではないかと

感じられた。 

 

第２節第１項 太陽のマルシェの概要 

  

次に、東京都中央区勝どきで開催されている、「太陽のマルシェ」を取り上げる。 

 

図 5 太陽のマルシェの様子 
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（注 2018年 12月 9日出店者にヒアリング実施） 

 

このマルシェは出店数が約 100 店舗ほどで日本最大規模のマルシェである。出店者は日

本中から募集しており、大型スーパーでは手に入らないような、少量生産の商品を販売して

いる店舗が多くみられる。開催頻度は毎月第二週末であり、開催時間は 10時～16時（10～

3 月）10時～17 時（４～9月）である。来場者数は月に約 2万人ほどである。来場者は、外

国人や観光客が非常に多く、太陽のマルシェを目的として訪れている来場者が多い（太陽の

マルシェホームページ、2019年 09月 20日閲覧）。また、「愛太陽ファーマーズマーケット」

は出店者にとって、やりがいや会話を求める場や消費者とのつながりをつくる場であり、収

入はあまり重視されていない。しかし、「太陽のマルシェ」では出店者の主な収入源となり、

このマルシェで広報活動をしたのちにインターネット販売をするといった出店者も見られ

た。例えば、味噌を販売しているＴさんの店舗（図５）は、大きな実店舗を構えておらず、

太陽のマルシェの出店によって獲得した顧客向けのインターネット販売が主な販売方法で

ある。このような形態の店舗は多く出店しており、会話による顧客増加に努めていた。「愛

太陽ファーマーズマーケット」と「太陽のマルシェ」は規模や立地など多くの違いがあるが、

どちらの出店者も消費者との会話を楽しんでおり、対面販売の良さが存分に活用されてい

ることがわかる。 

 

 

第３章 提案プラン 

 

ファーマーズマーケットの場所は千年希望の丘の公園で 3 か月に 1 回の頻度で開催する

ことを提案する。千年希望の丘では植樹・育樹活動を行っており、多い時でボランティアが

1 万人超も集まる場所であるため、施設内や周辺にも駐車場があり、人が集まりやすい場所

かつ震災復興の活動の象徴となっている場所である。 
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 出店者の集め方は JA岩沼市に出店している農家に目を向け、JA岩沼市が行っている事業

である「岩沼青果地方卸売場市場」に声をかける。ここでは岩沼市やその近隣の農家が多く

集まるため、効率よく声をかけることが可能だと考える。また、農家と農家の間には多くの

ネットワークがあるため、1人出店者が決まればそこから知り合いに声をかけることで出店

者が増える期待もできる（JA岩沼市ホームページ、2019年 09月 20日閲覧）。また、「岩沼

みんなの家」が開いている直売所に出店してくださっている農家にも同様に声をかける。さ

らに、このファーマーズマーケットでは岩沼市の農家だけではなく、近隣の地域からも出店

を可能とするため、SNSやチラシ、情報誌を活用し外からも出店者を集めることとする。 

来客のターゲットは、親子連れとする。親子連れをターゲットとするのは、まず、子供が

いる親世代は、子供への影響を考え食への関心が高いのではないかと想定した。また、平成

２７年の宮城県の国勢調査によると、15～64 歳未満の世代の割合が最も高く、また世帯別

に見ても、夫婦と子供からなる世帯は単独世帯の次に多い（宮城県ホームページ、2019 年

09 月 28 日閲覧）。子供に来てもらうことで、農業などへの関心を高めてもらい、子供にと

って食育の場となるのと同時に、将来岩沼市の産業を支える担い手の育成を期待する。それ

に加えて、高齢者も多い農業従事者のなかで、子供などの若い世代が参加することで、交流

の幅が広がる。 

重要な運営主体は、岩沼市近隣の高校生、大学生から募ることとする。学生に募ることで、

若者世代の参加も期待する。また、岩沼市近隣に声をかけることで、岩沼市外からも人を呼

びこみ、交流人口の拡大を図る。大学は、岩沼市近隣の市を合わせて、約 17 校ある。学生

は、運営を行うことを通して自身のスキルアップや良い経験をすることができると私たち

は考える。実際に私たちは、ファーマーズマーケットの運営を行ってきたため、その経験を

いくつか紹介する。 

まず、大学外の方たちと接する機会が多く、様々なお話を聞くことができ、交流が広がっ

た。 

 

図 6 愛太陽農家チラシ 

 
 

これは、私たちが作成した出店者を紹介する農家チラシである。私たちは、毎回の開催ご

とに、出店者の方々のもとへ訪問させていただき、出店物などについて取材を行い、このチ

ラシの作成している。その際に、生産者の方のこだわりや苦労などを知り、普段消費者側か

らは見えない部分の話を聞くことができる。例えば、同じ生産物にしても、作る農家さんに

よって品質や味も変わってくる。それは畑を見ただけでも分かることで、雑草の処理を行う
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だけでも虫の数が減るのだが、その作業がされた畑のものと、放ったらかしの畑でできたも

のを比べただけでも、品質の違いが出てくることがある。もちろん放ったらかしでも、野菜

などは作ることができるが、やはり手間をかけた分だけ、品質も良くなるのだ。無農薬で栽

培を行う方は、特にその手間がかかるようになる。さらには、雑草除去の作業に加えて、ひ

とつひとつ生産物の状態を確認する作業も加わってくるのだ。これは、私たちが実際に畑や

作業を見せてもらうことで知ることができた。また、この経験をしたことで、農家さんや農

作物に対する見方が変わり、農業への関心が高まったと感じている。 

次に、JA の方や、チラシ作成を行っていただいているデザイナーの方と打ち合わせなど

も行うため、普段大学だけではできないような経験もすることができている。打ち合わせで

は、開催の日程の相談から始まり、自分たちが行うイベントや当日の段取りについて話し合

いや確認を行う。私たち学生側は、ある程度の方向性を決め、意見をまとめたうえで打ち合

わせに参加し、自分たちがやりたいことや、意見を伝える必要がある。また、話し合いで出

てきた意見を聞き、いかに両者が納得できる形で行うことができるかを模索する。 

そしてもう一つは、予算管理である。私たちは、基本的に JAからの援助を受けて運営を

行っている。その額は一回の開催につき平均 15万円程である。しかし、その費用の管理は

基本的に自分たちで行っている。そのため、計画性を持ちながら企画を行う必要がある。以

上のような経験から、自身のスキルアップや成長に繋がっていると私たちは実感している。 

では反対に、学生が運営に関わることによって、出店者はどのように感じるだろうか。実

際に私たちの愛太陽ファーマーズマーケットに出店している生産者の方々による声を紹介

していく。まず、若い世代の人たちに、農業について関心を持ってもらえる良い機会だとい

う声があった。また、農家の人たちは、自分で販売することに慣れていない人が多いため、

学生が販売に関わってくれることで大変心強いという意見もあり、農家ならではの不安が、

学生によって解消されていることが分かった。さらに、一緒に販売サポートを行ってくれる

学生との交流も楽しんでいるとの声もあった。愛太陽ファーマーズマーケットは、開催時間

が短いが、その短時間のなかでも最初の 30 分と最後の 30 分とでは、学生と出店者の仲が

深まったこともあり全体の雰囲気も変わっているとのことであった。 

私たちは、この取り組みを継続して行っていくことが重要であると考えている。そのため、

継続できるよう、運営においても人手の確保が問題となる。例えば、運営を行っていた学生

が、後輩など下の学年にも声をかけてもらうことで、継続もしていけるのではないかと考え

る。実際に経験をした学生が、自分の周りに直接実体験を話すことで、人手も集めやすく、

このような取り組みを行っていることを、広げていくことができるのではないかと考える。 

 

 

第４章 広報戦略 

 

 広報については岩沼市のホームページや岩沼みんなの家のホームページに、本プランを

掲載して頂く。それに加えて交流人口拡大において必要不可欠な地域外の人々に向けて、市

内外を問わずに宣伝できる SNS に軸をおいた方法を提案する。具体的には Twitter や

Instagram、Facebook で宣伝して閲覧者をホームページへ誘導し、その詳細の確認を促す。 

 また、地方情報誌も積極的に活用していく。１つ目として挙げられるのは、岩沼市が発行

している「広報いわぬま」である。これは、岩沼市のホームページから誰でも気軽にダウン

ロードでき、地域に１番密着した広報誌である（岩沼市ホームページ、2019 年 09 月 02 日

閲覧）。２つ目は JA名取岩沼が発行している「なとりいわぬま」である。農家に１番密着し

た広報誌にファーマーズマーケットについて掲載することで、ターゲットとなる人々に確

実に宣伝することが可能にる。３つ目は、岩沼市を含む周囲４市の月刊情報誌「なうてぃ！」

を利用して、本プランについて掲載してもらい、岩沼市民だけでなく、周辺の地域にも存在

を知ってもらい交流人口の拡大を図っていく。また、独自のチラシを作製することでより本

プランを知ってもらえる機会にすることが出来ると考えている。 
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図 7 第 10回愛太陽ファーマーズマーケットで使用したチラシ 

 
 

これは、我々が運営している愛太陽ファーマーズマーケットの配布しているチラシであ

る。このように独自のチラシを作製し、県内各地に配布することで、ファーマーズマーケッ

トの認知度の向上を図っている。プランにおいてもこのようなチラシを作製、配布すること

で、本プラン自体の認知度の向上も図っていく。 

 

図 8 愛太陽ファーマーズマーケットに来場した理由についてのアンケート 

 
（注 2017 年 9 月 30 日・11 月 26 日・2018 年 4 月 22 日に開催した愛太陽ファーマーズマ

ーケットに来場した計 97名にアンケート） 

 

 

56
23

7

5
2 5

来場理由

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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これは、愛太陽ファーマーズマーケットの会場を訪れたきっかけを下記の選択肢の中か

ら選んで回答してもらったものである。 

 

①愛太陽 FMを開催している場所に併設されている直売所に来たらやっていた 

②チラシ（CATV、SNS）を見て興味を持った 

③出店者と知り合い 

④友達に誘われて 

⑤対面販売に興味があった 

⑥その他 

 

このデータによると、チラシや SNS による宣伝で来場している割合が全体で２番目を占

めている。これらからもわかるように、SNSやチラシによる宣伝は消費者に大きな影響を与

えていることが伺える。 

 

 

第５章 政策効果について 

 

１節 「交流人口拡大」における政策効果 

 

 実際に本プランが岩沼市の交流人口拡大と震災復興にどういった効果を示すのか。 

まず、「交流人口の拡大」という点からみていく。先行事例でも取り上げた愛太陽ファー

マーズマーケットの来場者数を参考にしていく。 

 我々は、2017年 11月 26日・2018年 7月 22日・2018年 8月 11日の計 3回のファーマー

ズマーケットにおいてカウンターを利用し、３人で定位置に座り来場者集計を行った。 

その３人のカウンターの数を平均した数を来場者数として概算している。初回の概算数が

1100 人、2 回目が 909 人、3 回目が 1000 人という結果になった。年 4 回の開催で、おおよ

そ 4,000 人の来場が見込まれる。松山市の人口は 2019 年 10 月 1 日の時点で推計 509,139

人である（松山市ホームページ、2019年 10月 05日閲覧）。つまり、愛太陽ファーマーズマ

ーケットでは、松山市の人口の約 130 分の 1 の年間延べ来場者数があると考えられる。       

そして、岩沼市周辺の仙台市の人口は、令和元年 10 月 1日現在で、1,090,263 人であり（岩

沼市ホームページ、2019 年 10 月 05 日閲覧）、名取市の人口は 79,068 人である（名取市ホ

ームページ、2019 年 10 月 05 日閲覧）。先行事例の来場者数と人口の関係などを参考にし、

隣接する市の人口の 200 分の１程度の延べ来場者数が見込めるのではないかと考えた。す

ると約 5,500 人の来場者が見込める。これは岩沼市の平成 30 年の年間観光入込者数、

2,520,148 人の約 500 分の 1 に相当する（岩沼市ホームページ、2019 年 10 月 05 日閲覧）。 

これは決して大きい数字とは言えないが、持続的開催と、改善を重ねることで、交流人口の

増加も不可能ではないと考えた。 

 

2 節 「震災復興」における政策効果 

 

次に、「震災復興」という点からみていく。「震災復興」という点においては、我々はハー

ド面ではなくソフト面での復興を重視したプランを作成した。ソフト面の中でも特に、「地

域住民の交流機会増加」を図ることで少しでも心の復興の支えになることが出来るのでは

ないかと考えた。 

ファーマーズマーケットの開催に伴い、様々な交流が生まれる。１つ目は、生産者同士の

交流である。2018年 12月 9日（日）に我々は月島第二児童公園で開催されている「太陽の

マルシェ」でヒアリングを行った。その際、出店者の中で梅干しの加工を行っている Mさん

にお話しを伺った。Mさんによると、隣のブースのパンの生産を行っている T さんと出店を
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重ねるごとに交流を重ね、梅干しを使ったジャムを新たに生産し、パン屋とのコラボなどを

行ったりしているそうだ。こうした生産者同士の交流は、結果として生産者の意欲の向上に

も繋がっていく。その他にも、愛太陽ファーマーズでも、生産方法などをシェアしあって生

産者同士の深い交流が生まれている。 

２つ目は、生産者と消費者の交流である。対面販売の最大の特徴は「会話」である。 

 

図 9 出店者の方と実際になにか会話をしたかについてのアンケート 

 
（注 2017 年 9 月 30 日・11 月 26 日・2018 年４月 22 日の計 3 回に愛太陽ファーマーズマ

ーケットに来場された消費者の 156名にアンケート） 

 

これは、愛太陽ファーマーズマーケットにおける消費者と生産者の会話の有無について

のアンケート結果である。この結果からアンケート回答者の約 6 割がファーマーズマーケ

ットにおいて生産者と会話をしていることがわかる。ファーマーズマーケットでは、そこに

ある生産物がどのような生産過程によって育てられているのか、どんなこだわりを持って

育てられているのか、その生産物について生の声を聞くことが出来る。そうした会話によっ

てその生産物がいかに時間をかけて安全に育てられているのかを感じることが出来る。そ

のような生産物についての情報から何気ない会話まで、ファーマーズマーケットでは会話

が生まれている。このことからこのプランは地域の交流機会を増加させ、岩沼市民の「心の

よりどころ」となる場を提供することが可能だと考えられる。 

 

 

第６章 総括 

 

 私たちはヒアリング調査などを通して、「地域が交流できる場を創出」することで心の復

興のきっかけを作ることができるのではないかと考えた。本プラン「ファーマーズマーケッ

トの開催」によって、地域の人々の交流の場を創出する。それと同時にファーマーズマーケ

ットに来る外部の人々との交流も踏まえて、さらに岩沼の発展の手助けをする。こころの復

興というものは完全に解決されるものではない。しかし、そういう課題であるからこそ、こ

のように地域に密着したイベント開催を繰り返すことで着実に成果を積み重ねていき、地

域になくてはならない存在の一部となっていくことが大切であると考える。我々も愛媛で

ファーマーズマーケットの運営を行っているので、そのノウハウを活かして、岩沼市のさら

91

65

消費者と生産者の会話の有無

はい いいえ
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なる発展に貢献していきたいと考えている。 
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