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Abstract The East-Mikawa region of Aichi Prefecture is a thriving agricultural area, and is one of the leading 

agricultural regions in Japan. In this study, we took a case study of a store called "Toyoichi" located in front of Toyohashi 

Station and conducted a questionnaire survey on users' awareness of Toyoichi's products, East-Mikawa's agriculture 

and food, and Toyoichi's ability to transmit local agriculture and food. As a result, it was found that many people have 

positive attitudes toward the agriculture and food of East-Mikawa, such as "proud" and "want to cherish". On the other 

hand, only a few people have gained knowledge about the agriculture and food of East-Mikawa from Toyoichi's 

products, indicating that there is room for improvement in terms of Toyoichi's ability to communicate. 
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1. 研究の背景  

豊橋市をはじめと

する東三河地域は農

業・畜産業が盛んで、

2015 年における東三

河地域の農業産出額

は愛知県全体の47.6%

を占める(図-1)。豊橋

市に限って見ても、県

全体の 13.5％を占め

ており、市町村別の農

業産出額では豊橋市

は全国10位となって

いる 1)。 栽培が盛ん

な農産物としてはス

ナップエンドウやうずらの卵などがあり、それらの市場占有率は

全国1位である 2)。 

また、東三河の農と食を消費者に広く発信するために、豊橋駅

前で地元の農産物を提供するカフェ「豊市」が営業している(図-2)。

カフェの利用を通じて、地域の農や食への認識や理解が深まるこ

とで、地域への関心や愛着が高まり、地域経済の活性化に資する

ことが期待される 3)。このように東三河地域は全国でも屈指の農

業地帯という側面を持つが、地元の人たちがどの程度認知してい

るか、またそのことに対してどのような印象を持っているか、に

ついては不明な点が多い。そこで、実際に東三河の農と食を発信

する取り組みを行っている豊市を事例として、その利用実態及び

発信力を明らかにする。 

 

 

2. 研究の目的 

本研究の目的は大きく2つある。 

まず、「東三河の農と食に対する意識調査」である。第1章で述

べたとおり、豊橋をはじめとした東三河地域では農業が盛んであ

る。そこで、本研究では東三河および豊市の利用客が東三河の農

業に対してどのような印象を持っているのかを明らかにするこ

とを第一の目的とした。 

次に、「豊市の発信力に対する調査」である。調査を行うにあた

って、本研究では第1章で述べた「豊市」という店舗の協力を得

ることに成功した。豊市は東三河の農と食を消費者に広く発信す

るために、カフェやベーカリー、ジェラート、地場産野菜売り場

を併設した複合型のアンテナショップである。この豊市が東三河

の農と食を発信する場として機能しているかについて明らかに

することを第二の目的とした。 

以上より、本研究は、豊市を事例に、利用客の属性と利用状況、

農や食に対する意識、および豊市が利用客の意識向上に寄与して

いるのかどうかについて検討することを目的とする。 

 

 

【図-1】県内地域別農業産出額の割合 

(平成27年)1) 

【図-2】豊市の概観 
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3. 既往研究 

関連する研究としては、宮脇ら 3)が農業に対する大学生の意識

調査を、長尾ら 4)が企業と連携し街にカルチャースポットを作る

試みを、盛永ら 5)が地域住民の集えるまちなかの居場所づくり活

動に関する研究を行っている。しかし、先述したような地元の農

と食および地場産の食品を提供する拠点の発信力に着目した研

究は見られない。 

4. 研究の方法 

豊橋駅前に立地する「豊市」を事例に、2020年10月に運営者、

12月に利用客に対するアンケート調査を実施し、豊市の利用客の

農と食への意識調査を行った。アンケート調査の概要を表-1に示

す。COVID-19 による感染防止の観点から、利用者への直接のイ

ンタビューやヒアリングの実施を避けるべきだと判断した。 

豊市にはカフェスペースの他に、主に地場産野菜販売を行う

「くくむ市場」、ジェラートを販売する「ジェラート・サンタ」も

入居し、一体となって営業を行っている 6)。 

5. 結果 

5.1 運営者アンケート結果 

アンケートの結果を要約すると、東三河のアンテナショップと

なるような場所の提供、および地産地消を広く発信するために開

業した。主な客層は40～60代の女性で、リピーターは60代の女

性が多い。商品ごとの売り上げでは、ランチプレート等のセット

商品の売れ行きが好調である。COVID-19の影響により19年と比

較し、来客数は3/4程度にまで減少した。通常の営業時間は10時

～20 時であるが、第 1 回目の緊急事態宣言により営業時間を 11

時～15時、11時～19時に段階的に短縮、緩和した。 

5.2 利用者アンケート結果 

5.2.1 利用者の基本属性 

a) 性別 

図-3より、豊市の利用者の性別は有効回答176件のうち、男性

が33人(19％)、女性が141人(80％)、その他が2人(1％)と多くが

女性であった。 

b) 年齢 

図-4より、最も多かったのが40代の40人(23％)、次いで20代・

50代の34人(19％)であった。10代から50代まではおおよそ均衡

した割合となった。 

運営者アンケートでは、60代の利用も多いとあったが、こちら

では全体の1割程度となっていた。これは、アンケートの実施方

法がQRコードをスマートフォンで読み取る方式であったことに

よるものだといえる。 

運営者アンケート 利用者アンケート 

実施期間 20年10月25日 実施期間 20年12月4日～12月31日 

回答者の年齢

及び性別 

30代 男性 回答件数 186件(有効回答数:176件) 

目的 豊市の開業の経緯・経営概況を知るため 目的 2章で述べた通り 

調査方法 Excel ファイル形式のアンケートをメールで送

り、回答してもらう方式 

調査方法 利用客に任意で QR コードを読み取ってもら

い、利用者の端末に表示された Google form 形

式のアンケートに答えてもらう方式 

調査対象 豊市の運営者 調査対象 豊市の利用客 

調査項目 ・回答者自身について 

・豊市の概要について 

・利用客について 

・売上げについて  

調査項目 ・豊市の利用状況について 

・豊市の商品について 

・東三河の農と食について 

・回答者様ご自身について 

【表-1】 アンケート調査の概要 
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【図-3】利用者の男女比 
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【図-4】利用者の年齢層 
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c) 居住地 

 図-5より、居住地に関しては豊橋駅周辺に在住が48人(27％)で、

駅周辺以外の豊橋市在住が52人(30％)、豊橋市を除く東三河地域

在住が28人(16％)で全体の7割強を占めていた。そして東三河地

域外の愛知県在住が24 人(14％)、浜松市などの遠州地域在住が8

人(5％)と続いた。その他の地域からの来客は16人(9％)であった。 

d) 職業 

 職業に関しては学生か、働いているか働いていないかを質問し

たため、選択肢は3つのみであった。その結果、図-6に示すよう

に、「学生」は45人(26％)、「勤めている」は104人(59％)、「勤め

ていない」は27人(15％)となった。 

 

5.2.2 利用状況 

豊市を知ったきっかけとしては「たまたま通りかかった」が最

も多く回答者の約 3/4 を占めていた。次いで「家族・友人からの

口づて」となっており、たまたま通りかかった人から口コミを中

心に存在が認知されていったことが分かる。それとは対照的に

WebサイトやSNS、雑誌や新聞などのメディアから知ったとい 

う人は数人にとどまっている。豊橋駅前への来訪目的は、「買い

物」が最も多く、「豊橋駅での公共交通の利用」、「豊市への来店」

と続き、豊市そのものを目的としている利用客も一定数いること

が分かった。 

豊市への来店目的は、「食事や軽食」が最も多く、次いで「休憩」、

「持ち帰りやテイクアウト」と続いた。豊市で最も購入されてい 

るのは、「セットメニュー」で過半数を占める。他にも「パン」「ド

リンク」などの購入が多く、食事の場としての利用が主であるこ 

とが分かる。 

 

5. 2.3 東三河の農と食に対する意識 

東三河の農や食と聞いて思いつくものについて調査した結果

を図-7 に示す。最も多く挙がったのは、キャベツで 35 件(20％)、

トマト(13％)、うずらの卵(9％)が続く。その他として扱った項目

にも、肉類や野菜・果物などがあり、東三河で農業や畜産業が盛

んであることが、地元住民にも広く知られていることが分かる。

一方で、生産量は多いが消費量が少ない、加工品や手持ちのお土

産の候補になるものが少ない、農薬や抗生物質を多く使っている

印象があるなど、課題を指摘する意見も散見された。 

また、表-2 に示すように東三河の農や食を「大切にしたいか」

「誇りに感じるか」「もっと地域外にアピールすべきか」について

5段階で評価をしてもらった。その結果、全ての項目において「と

ても当てはまる」と「当てはまる」が合わせて80％程度を占めた。

特に東三河の農や食を「大切にしたいか」「もっと地域外にアピー

ルすべきか」という質問については、「とても当てはまる」の回答

が「当てはまる」を上回っており、この 2 つの項目については、

地域住民が特に強く意識している点であることが言える。 

【図-7】東三河の農や食と聞いて思いつくもの (複数回答) 
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5.2.4 カフェの発信力 

豊市で販売されている東三河産の食材・食品について、「利用時

に意識したか」「新たな発見があったか」「魅力を感じるか」「お土

産に購入したいか」について、「とても当てはまる」から「全くあ

てはまらない」の 5 段階で評価をしてもらった。その結果、表-3

に示すように、いずれの項目も「とても当てはまる」と「当ては

まる」が合わせて半数近くを占めた。 

さらに、東三河産の食材・食品について「魅力に感じるか」「お

土産に購入したいか」の項目では、肯定的な意見が80％以上と非

常に高い結果となった。豊市の商品に対して高い魅力を感じてい

ることがわかる。しかし、「利用時に意識したか」「新たな発見が

あったか」という項目では「とても当てはまる」と「当てはまる」

が合わせて50%程度に過ぎず、東三河の農と食を発見または認識

する場としてはやや弱く、発信力という点では改善の余地があろ

う。 

 

6. まとめ 

6.1 利用者の属性と利用状況 

 主な客層は女性であり、20代及び40,50代の利用が多い。また、

豊橋市を含む東三河地域在住の回答者は全体の約 3/4 であり、地

元住民の利用が多数を占めることが分かった。また、来店の目的

や購入した商品からも食事の場としての利用が主であることが

伺えた。 

6.2 東三河の農と食に対する意識 

 地域住民は東三河の農産物にどのようなものがあるかについ

てある程度認知していることが分かった。また、地元住民が東三

河の農産物を大切にしたい、対外的にアピールすべきだと感じて

いる人が多くいることも分かった。 

6.3 カフェの発信力 

豊市で東三河産の食材・食品について新たな発見をしたり、認識

を深めたりしている利用客は半数程度にとどまっており、東三河

の農と食を発信する場として改善の余地はあろう。また、提供さ

れる食事や店内の雰囲気に関しては好意的な意見が多い。これら

のことから、商品名を地元の食材を使用したことを強調したもの

にしたり、店内の装飾や掲示物に東三河の農と食に関する情報を、

従来よりも多く盛り込むなどの取り組みを行えば、より利用客に

対して東三河の農と食に関する情報を発信できるのではないか

といえる。このような取り組みを通じることで、豊市がカフェや

ベーカリーとして利用してもらう中で、いかに東三河の農や食に

対する関心を高めるかという視点でより一層のアプローチが可

能であろう。 

 

参考文献 

1) 愛知県東三河農林水産事務所農政課(2018), 「東三河農業要

覧」 pp.5 愛知県東三河農林水産事務所農政課 

2) 豊橋市公式HP , 豊橋市, 豊橋の主な農畜産物 /（トマト・

スナップエンドウ・うずら）, 日本語, 

https://www.city.toyohashi.lg.jp/6732.html (2020年12月31日閲

覧)  

3) 宮脇加帆里, 山口実希(2015) 「農業に対する意識の向上に

むけて ―大学生の関心を高めるために―」, 中央大学 平

澤研究会 農林水産分科会, 「ISFJ2015 最終論文 , 政策フ

ォーラム発表論文」, pp.2-3 

4) 長尾洋子, 畑中朋子, 平井宏典(2020)「大学と企業の連携に

よる新たな交流機会と場の創出」,「和光経済53巻 1号」, 

pp.17-45 

5) 盛永由衣, 片方信也, 小伊藤亜希子, 廣瀬雄一(2006) 「地域

住民が集えるまちなかの居場所づくり活動に関する研究 - 

運営者に対する調査から -」, 日本建築学会, 「平成18年度 

日本建築学会近畿支部研究報告集. 計画系 (46)」, pp.77-80,日

本建築学会 

 

 

東三河産の食材・食品につ

いて 

とても当てはま

る(％) 

当てはまる(％) どちらとも言えな

い(％) 

当てはまらない

(％) 

全く当てはまらな

い(％) 

利用時に意識したか 23.4 25.8 14.1 20.3 16.4 

新たな発見があったか 14.8 35.2 29.7 8.6 11.7 

魅力を感じるか 26.6 55.5 16.4 0.8 0.8 

お土産に購入したいか 25.8 54.7 15.6 3.9 0.0 

東三河の農や食を とても当てはま

る(％) 

当てはまる(％) どちらとも言えな

い(％) 

当てはまらない

(％) 

全く当てはまらな

い(％) 

大切にしたいか 57.0 34.4 7.0 0.8 0.8 

誇りに感じるか 35.9 42.2 19.5 0.8 1.6 

もっと地域外にアピール

すべきか 

47.7 42.2 9.4 0.0 0.8 

【表-2】 東三河の農と食について(豊橋市を含む東三河地域に在住の回答者のみを抽出) 

【表-3】 豊市の商品について(豊橋市を含む東三河地域に在住の回答者のみを抽出) 
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