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JAと食品関連事業者による協働型業務・加工用野菜産地の形成と展望

坂 知樹(岡山大学大学院環境学研究科)

Collaboration between Japan Agricu1tura1 Cooperatives and Food-related Business 
Operators in Vegetable Production Districts 

Tomoki Saka (Graduate School of Environmental Science， Okayama University) 

The production of vegetables for businesses and， 

ultimatel弘 forprocessing tends to be undertaken 

within large-scale production districts. However， in 

recent ye訂 s，more small-scale production districts 

have been seen. The reason for this change is that 

food suppliers have started to buy special vegetables 

in order to diversify their product offerings. This 

1. はじめに

業務・加工用への対応は，量の確保やブランド力

があることから，大規模あるいは伝統的な産地を中

心になされてきた.取り組みを拡大させる一方，取

引の関係は売買が必要な時だけ結びつく機会主義的

な取引が少なくなく，以前よりこのような現状を打

開すべく，製販一体となった取り組みや，流通シス

テムの統合が必要だとされてきた.

小規模あるいは新興的な産地においても業務・加

工用野菜への対応がみられる.以前，小規模産地は，

大規模産地間のリレー出荷におけるつなぎ役など，

補完的な位置づけであった. しかし最近では，実需

者である外食業者や中食業者が商品差別化のため

に，高品質や特殊野菜を求めるための産地開発が進

んでいる. このような取り組みには，機会主義的な

取引ではなく，生産者や実需者が一体となった取り

組みが必要である.

本報告で取り上げる JA遠州中央，カット野菜業

者である浜松ベジタブル，中食業者であるロック・

フィールド(以下， RFと略)の三者による取引は，

JA遠州中央の新興作物であるキャベツの取引を

きっかけとして，協働によりさまざまな野菜の契約

取引を拡大してきた.この事例を分析し業務・加

工用野菜における JAと食品関連事業者との協働型

産地の形成と展望を明らかにする.

(132) 

study analyzes an example in which vegetables are 

produced for business and processing through 

collaboration between food-related business opera-

tors and small-scale production districts; this study 

also clarifies the circumstances under which these 

collaborations are formed， and how they are viewed. 

2. 契約取引への対応

(1 )食品産業と農業のミスマッチ

2011年に農畜産業振興機構が中食，外食，カッ

ト等一次加工業者に行った野菜実需者への調査によ

ると， 67%が契約取引を行っていると答えており，

今後も増加していくであろう 1) しかし一方で，契

約取引を開始してもうまくいかず，数年で取引をや

めてしまう事例も少なくないため，ここで契約取引

のポイントを整理する.

食品産業と農業の連携がうまくいかない理由とし

て，両者の聞にはミスマッチ現象が存在するからで

ある.斎藤によると，①情報の偏在，②競争構造の

非対称性，が基本的な要因であると説明している 2)

1)情報の偏在

食品企業が農業に対して無理解であることや，農

業サイドも食品企業に対して実態を把握していない

ということ.情報を共有化することで，情報が漏え

いしてしまうかもしれないという危倶もある.また，

流通業者が多段階に及ぶことで「顔が見えない」関

係にとどまっていることがある.

2)競争構造の非対称性

生産者レベルで、の原始的競争構造に対して，取引

先の寡占的競争構造が対置されている.つまり，多

数の小規模生産者に対して，少数の比較的大規模な

実需者が存在しているため，市場や価格を支配して
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いる構造にある.

(2)現状と課題

2005年に農畜産業振興機構が行った契約取引に

取り組んでいる野菜産地に対するアンケート調査に

よると，契約取引がうまくいっている理由と，取引

面における課題は次の通りであった.

取引がうまくいっている理由の一位は， I取引先

との信頼関係の構築ができた」からである (42.0%).

農作物の契約取引は，書類ではなく口頭で契約を交

わしたり，量や価格についても契約後に変更を行う

こともあるので，取引担当者同士の信頼関係が重要

である.二位は， I生産者の手取りが事前に計算可能」

だからである (39.1%).基本的には長期間一定価

格で取引を行うため，生産者の経営が安定するだけ

でなく，播種前に収益を計算し，経営計画が立てや

すくなる.三位は， I契約数量を安定して出荷でき

る生産体制が構築できた」からである (30.4%).

一方，課題となっていることの一位は， I取引先

が求める数量を安定的に生産することが難しい」こ

とであり (40.9%)，供給体制の構築が，取引を成

功させるかどうかのポイントであることがわかる.

二位は， I取引先の価格が安すぎる」ことである

(33.3%). 一般的に，業務・加工用野菜は一般生食

用に比べて安価なことが多い.三位は， I取引先の

求める出荷条件・規格などに対応することが難しい」

ことだある (18.3%).

(3)契約取引のポイント

以上より，契約取引のポイントは次のようにまと

めることができる.

①取引先が求める出荷条件や規格での安定供給体

制の構築.

②取引先との情報の共有化と，それに伴う信頼関

係の構築.

③買い手市場下における安価な取引条件の解消

と，経営の安定化.

これらの条件を満たすことができれば，安定した

取引の継続が可能と考えられるが，大規模・伝統産

地でもこれらの達成は容易ではない.一方の小規模・

新興産地では，業務・加工用野菜の契約取引を開始

するためにはどのような取り組みが必要なのか， ]A 

遠州中央における事例をもとに考察をしていく.

(133) 

3. 協働型産地の形成

(1) JA遠州中央の取り組み

1)概要

]A遠州中央は静岡県磐田市に本広をおき，野菜

のおもな栽培品目は，白ネギ， レタス，海老芋，チ

ンゲンサイなどの中国野菜， トマトなどである.

2)業務・加工用への対応

業務・加工用野菜に取り組むきっかけは，中国野

菜の市場価格が低下し，これでは中国野菜の普及が

できないという危機意識からである.取り組みに当

たっては， 2007年に営農振興部において，直接取

引を専門に扱う特販担当グループを設けた

販売先は，当初は個人商広などへ出荷していたが，

現在は浜松ベジタブ、ル(カット野菜業者)を介した

RF(総菜業者)との取引を中心に，カット野菜業者，

中食業者，外食業者など 4社へ出荷している(図 1).

取扱高は年々上昇し， 2012年度は 2億円を目標と

している.

生産者に係る手数料の合計は，市場出荷が 11.5%

(JA3%，市場 8.5%)に対して，直販は 15%(JA3%， 

]Aへの販売協力費 12%) である.なお， ]Aへの販

売協力費の中には，輸送費や出荷コンテナの使用料

などが含まれる.

3)磐田青果連の役割

このように，取り組みを広げている背景として，

]A遠州中央と合併した磐田青果物漬物販売農協連

合会(以下，磐田青果連と略)の存在が大きい 磐

田青果連は 1948年に旧磐田郡の 40農協が集まって

設立された地区連合組織であり，優れたな販売活動

と研究開発をしてきた.

具体的に，販売活動については，戦後期の食料増

産や，当時，本州からは未開拓の市場であった北海

図 1.JA遠州中央の販売経路
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道への販売の開始，メロンなどの施設園芸の振興， 表 1.JA遠州中央と浜松ベジタブルの取扱品目

海老芋や中国野菜などの差別化商品の導入，消費地 仕入れ量・金額 (2011年度)

域の噌好に応じた品質の対応，などを行ってきた.

研究開発については， I磐田」や「盤生」など地

名入りのトマトや白ネギ，中国野菜の新品種や，貯

蔵・輸送方法，育苗システムの開発などである.

このような取り組みにより， 95年には取扱い販

売品目数 140，取扱高 42億円であり，県経済連へ

の合併をせず，自立した地区組織であり続けた.そ

して， 96年に磐田青果連参加農協に遠州森町農協

を加えた広域合併を機に，営業区域が重なることか

ら]A遠州中央と合併をした. これにより，磐田青

果連の高い販売ノウハウを持つ職員が業務・加工用

野菜を扱う特販グループの担当者となっている.

(2)浜松ベジタブルの取り組み

1)概要

浜松ベジタブルは，浜松中央卸売市場の卸売業者

である浜中が，カット野菜業を開始するために

1995年に設立した会社で、ある.取り組みのきっか

けは，食の外部化が進み，野菜の供給の住方が変化

してきたこと受け，市場流通者として対応するため

である.おもな販売先は，中食業者や外食業者， コ

ンピニ業者，スーパーの総菜部門，給食センターな

ど約 300社で， 2011年度の売り上げは約 33億円で

ある.

2)特徴

浜松ベジタブルの特徴として，次の二点があげら

れる.

第一に，高いカット技術である.一つの野菜だけ

で切り方や切る大きさなどにより，数百通りの切り

方がある.なかには通常のカット機械によるカット

が難しい野菜や切り方があるため，地元の機械メー

カーと協力して，独自のカット機械の研究・開発を

行っている.機械の導入は生産性の向上に寄与する

とともに，カット野菜は切り方により，カット後の

野菜の鮮度や品質保持に大きな影響があるため，他

社との差別化となっている.

第二に，化学薬品を一切使用しない消毒方法であ

る一般的には次亜塩素酸を用いて殺菌を行うが，

浜松ベジタブ、ルで、はオゾン水と海産物精製品を使用

している.次亜塩素酸に比べて殺菌コストは 2~3

倍かかるが，天然由来成分の殺菌により，安心・安

全を追求している.

(134) 

品目
仕入れ量

住入れ金額
1 kg当たり

(kg) 価格

キャベツ(冬季) 6，060 787，800 130 

キャベツ(春季) 9，935 527，375 53 

白ネギ 18，962 3，389，480 179 

ほうれん草 10，185 2，510，650 247 

紅芯大根 7，722 1，498，630 194 

小松菜 6，156 1，969，600 320 

水菜 2，997 1，106，480 369 

メークイン 2，480 248，000 100 
ニンジン 2，370 165，900 70 
夕、ン、ンャク 1，020 71，400 70 

!.J'主主 262 60，300 231 

海老芋 120 98，880 824 

チンゲンサイ 20，582 6，068，000 295 

ターサイ 4，020 1，647，360 410 

さいしん(油菜芯) 132 86，350 652 

香菜(シャンサイ) 82 122，250 1，500 

花ニ 7 50 60，240 1，200 

紅くるり 76 15，200 200 

ブロッコリー 200 40，000 200 

キュウリ 30 6，000 200 

大根 6 600 100 

ミニ大根 4 4，900 1，225 

フティッシュ 3 2，400 800 

合計金額 20，487，795 

(3) JA遠州中央，浜松べジタブル， RFの三者に

よる取引

町の本社は神戸にある大手中食業者である.西

日本を中心に販売を行ってきたが，東日本にも販路

を拡大するために， 1991年に磐田市に総菜工場を

竣工させた. しかし， ]A遠州中央の地元にありなが

ら，当初は直接的な取引はなかった.それが 2007

年になり， ]A遠州中央が業務・加工用野菜に取り

組みはじめ，翌 08年に RFのキャベツの食味会に

参加して高評価を得られたことがきっかけとなり，

本格的な取引が開始された.

取引は両者の直接契約を結ぶのではなく，浜松ベ

ジタブルを介して取引を行っている.浜松ベジタブ

ルが]A遠州、|中央から仕入れる野菜に関しては，約

8割を RFへ納め，残りの約 2割を病院や料亭へ出

荷している.量が極端に少ないものは， RF以外の

出荷先である病院等へ販売しているものと思われる
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表 2.業務・加工野菜価格における JA遠州中央と他産地との比較 (1kg当たり)

品目 JA遠州中央 他産地 理由

冬季キャベツ 130 60 ①オりジナノレ品種や高い栽培技術による，高品質
ほうれん草 247 150 野菜の出荷
小松菜 320 140 ②輸送距離が短いことから，鮮度が高い.

水菜 369 200 ③三者の協働活動の中で実需者のニーズを聞き，

チンゲンサイ 295 250 高い加工適正を備えている

注・他産地の価格は， JA職員，カット野菜業者からのヒアリング調査，および文献 [6Jを参考とした

が， 23品目，約 2，050万円の取引がある(表 1).契

約価格は他産地の価格を参考にしつつ，そこから品

質や規格などから付加価値や生産コストなどを考慮

して決められているが，他産地と比較して高価格で

取引されているのが特徴である(表 2).

(4)三者による協働型産地形成

1)三者による会議の実施

JA遠州中央は，浜松ベジタブル， RFとの聞で月

tこ一度は会議を行っている. この会議の時間は 2時

聞から半日をかけて，場所はおもにJA遠州中央の

事務所で行っている.会議の内容は，商談や情報交

換，圃場の視察などである.

この会議により， JA遠州中央にとっては消費者の

求めている作物や品種の把握が可能となる.また，

業務・加工用は一般生食用とは求められる品質や販

売方法が異なるため，このような会議により実需者

から直接話を聞き，ニーズの把握が可能である.さ

らに，地元野菜を使用した， RFの新メニューへの

提案なども行っている.

RFや浜松ベジタフやルにとっても， この会議は価

格や量の調整や，ニーズの伝達，さらには圃場を視

察し生産者と会話をすることができる.これにより，

農業への理解を深めている.

2)浜松ベジタブルによる出荷数量の調整

天候不順などで， JAからの出荷量が不足した場

合，浜松ベジタブ、ルが他産地から不足分を仕入れ，

RF~こ納めることになっている. こうすることによ

り， RFは原料野菜の安定調達が可能で， JA遠州中

央も過度の供給体制を敷かなくてよくなり，互いに

リスクを減らすことができる.

このように機会主義的な取引ではなく，三者が定

期的に交流し協働することで業務・加工用野菜の安

定した取引が可能となり，産地が形成されている.

(135) 

(5)天使のキャベツの経営分析

1)生産の概要

RFへの出荷品目の中で， とくに冬季キャベツが特

徴的であった.よって，以下でこのキャベツについ

て紹介していく.

2011年における生産者は 12名，栽培面積は1.4ha 

であった.翌 12年は RF以外への販路も拡大した

ため，生産者 32名，栽培面積 4haと増加した.

2)産地の戦略

業務・加工用キャベツは，鹿児島から北海道に至

るまで，全国各地で生産されている.JA遠州中央

はもともと小規模の生産しかしておらず，市場出荷

も行っていなかった.また，キャベツ栽培を行って

いる地区は圃場が分散しており，大規模生産は困難

である.そこで，量では他産地に対抗できないため，

次の二つの戦略をとった.

第一に，差別化である. ‘とくみつ' という糖度

が非常に高くなる品種を種苗会社と共に開発し，他

産地と差別化している.

第二に，ブランド化である.JAが‘とくみつ'

を「天使のキャベツ」という商標登録によってブラ

ンド化しており， RFは「天使のキャベツ入りメン

チカツ」のように，ブランドを商品名に入れた販売

も行っている.

3)経営収支の比較

通常，業務・加工用は市場出荷よりも安価となる

ため，コストを削減し大規模生産をする収益モデル

を基本とする. しかし， JA遠州中央では l人当た

りの平均栽培面積は約13aと小規模である.そこで，

低価格ながらも大規模・低コストで業務・加工用キャ

ベツの生産をしている JA岡山牛窓地区との 10a当た

りの経営収支の比較を行う(表 3).

JA遠州中央の収量は 4，500kg， 1 kg当たりの販売

価格は 130円であり， JA岡山の収量は 8，000kg，販
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売価格は 60.3円である.JA遠州中央の単収は低い

が， JA岡山の 2倍強の販売価格であるため，粗収

入はJA遠州中央が約 10万円高い

経営費について，両者はほぼ同額である.労働時

聞は，通常のキャベツよりも栽培が難しく手聞がか

かるため， JA岡山に比べてJA遠州中央は1.7倍の

時聞を要している. このように， JA遠州中央は労

働集約型の生産をしていることがわかる.

所得については 1時間当たり農業所得はJA岡

山の方が 229円高いが，農業所得はJA遠州中央の

方が約9万 5千円高くなっている.

4)考察

以上の分析により，次の三点を明らかにした.

第ーに， JA遠州中央は，業務・加工用キャベツ

の小規模かつ新興産地であるが，農業所得 27万6

千円 1時間当たり農業所得 1，856円と，大規模・

伝統的な産地と比べても十分に収益を確保している

ことがわかった.

第二に，小規模生産で規模拡大が困難なことから，

労働集約型で単位当たりの収益を高めることで，農

業所得を確保していることがわかった.

表 3.JA遠州中央とJA岡山における業務・加工用

キャベツの経営収支の比較

項目 JA遠州中央 JA岡山

粗収入
585，000 485，600 

(4，500 kg' 130円) (8，000 kg' 60.3円)

種苗費 8，000 10，800 

肥料費 39，651 43，616 

農薬費 27，933 27，933 

光熱水費 2，625 2，625 
経

諸材料費 47，890 10，268 

小農具費 640 640 
営

水利費 3，000 3，000 

費
荷造り・包装費 。 。
運賃・販売手数料 87，750 113，800 

減価償却費 73，310 73，310 

修繕費 18，155 18，155 

合計 308，954 304，147 
農業所得 276，046 181，453 

農業所得率 47.2% 37.4% 
労働時間 148.68 87 

1時間当たり農業所得 1，856.6 2，085.7 

資料.岡山県農林水産部「平成 17年度農業経営指導指標」と
ヒアリング調査をもとに作成.

注:それぞれの数値は.JA遠州中央は 2012年， JA岡山は
2010年の調査による.
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第三に，このような取り組みが可能なのは，三者

による協働型産地を形成していることが大きな要因

であり，野菜の生産から惣菜商品となるまで一体的

な取り組みをしているからであると考えられる.交

流を通じて， JA遠州中央は RFのニーズを把握し生

産を行い， RFは野菜の特性を生かした商品を開発

でき，他社との差別化が可能となっている.JA遠

州中央産の野菜は， RFの商品材料となることで，

知名度やブランドカが向上した.実際， RFの商品

に使用されたということで，他社より供給依頼が

あった.それにより，販路を拡大させ，業務・加工

用野菜の産地化をしている.また，浜松ベジタブル

の高いカット技術，安心・安全な消毒方法が町の

ニーズを満たし，取引の継続に寄与している(図 2).

4. おわりに

JA遠州中央は他の業務・加工用野菜産地とは違

い，規模は小さいが高品質の野菜を作り，食品関連

業者と連携することで，業務・加工用野菜産地を形

成していることがわかった.また，協働による産地

形成の特徴を， 2節であげ、た契約取引のポイントを

踏まえて，次の四点に整理した.

第一に，三者はそれぞれ近隣に所在しており，月

に一度会議を行うなど，取引先との情報の共有化と，

それに伴う信頼関係の構築が可能である.

第二に，協働が可能なのは近隣に所在しているか

らだけではなく，それぞれが補完的に活用できる経

営資源，すなわち， JA遠州中央の高い栽培技術，

RFのブランド力，浜松ベジタブ、ルの高いカット技

術力と独自の消毒方法を持っていたからである.

第三に， JA遠州中央と RFによる直接取引ではな

く，聞に浜松ベジタブルを介することで，出荷量の

調整ができ，安定供給を実現できていた.

第四に，高い販売能力を備えたJA職員の存在で

ある.JA遠州中央は販売専門農協である磐田青果

連を合併したことで，交渉力のあるスタッフを契約

」シl~ÿ?7'jv 文L

『亡コァ
JA遠州中央は.RFの商品となり全国師過することで知名度やプランドカが向上した。

それにより.RF以外の販路も抵大させ，業務加工用野菜の産地化をしている

図 2.三者による協働型産地の形成
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担当者としていた.それにより， RFにメニュー開

発の提案や，新品種の売り込み，産地の研修を行っ

ていた.食品メーカーと産地は支配従属関係で論じ

られることもあるが，このような積極的な活動によ

りJA遠州中央は単なる原料提供者という従属的な

関係ではなく，協働関係を築いた.また，磐田青果

連の特徴であった研究開発力は，新品種の開発や高

品質で独自のブランド野菜への取り組み，通常の業

務・加工用野菜に比べて高価格での販売を実現して

いた.買い手市場下における安価な取引条件の解消

と，経営の安定化を可能としていた.

以上のように，中間流通・加工業者も含めた「生・

製・販」の三者による協働型産地の形成により，小

規模・新興産地でも安定した継続的な取引となるこ

とを明らかにした.

注 1) 文献 [lJを参照

2)文献 [3Jpp.23-30を参照.
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