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□ 
有機農業者のネットワーク形成の要因と組織間関係

-K有機生産組合の事業展開を事例としてー

安江紘幸＊・下口ニナ＊＊

（＊農研機構東北農業研究センター・＊＊東京農業大学）

Evaluation of Human Resources Development Functions of Networks for Organic Farmers'Organization -

A Case Study of the Organic Production Association "K" (Hiroyuki Y ASUE, Nina SHIMOGUCHI) 

I 問題意識と課題の設定

わが国の有機農業は， 1970年代初頭から環境問題

に対する社会的な関心の深刻化に伴い，社会運動と

連動して普及してきた。そこでは，生産者と消費者

との信頼関係から構築される提携注1)を原型として，

有機農産物専門の流通業者や生協等を経由する流通

ルートが発展してきた。こうした中で，出荷量が多

くなるに連れて一部の有機農業者では，他の農業者

と連携して生産から販売を行うネットワーク形成の

取組みが各地でみられる。この取組みは，波晏野 [1]

が指摘する，①収量が安定し難いために個人で新規

に消費者等との提携を進めにくい，②慣行に劣らな

い収量を確保できる技術を確立するまでに長期間を

要する，といった有機農業における新規就農の阻害

要因を解消する一つの有効な手段として考えられる。

他方，農村地域を振興し，有機農業を維持•発展

させるためには，産地としての発展を図ることも重

要になる。佐藤[7]によれば産地とは，「生産から流

通に至る関係者の育成がなされ，主体的にマーケテ

ィングを実施しうる，地理的な概念を伴う農業生産

者の集合」であるとした上で，生産者を再生産する

人材育成の機能も備え，産地内で技術蓄積と技術伝

承といった技術革新・創造への対応があることを指

摘している。また，有機農業における新規就農の定

里農場を事例に，農場主と元研修生の双方にインタ

ビューし，師弟同行による技術指導等の切磋琢磨が

相互の学びの要因であることを明らかにしている。

以上のことから，有機農業者のネットワーク形成

は，有機農業の定着要件を満たすだけでなく，新規

就農者の確保に繋がる可能性を示唆しているといえ

よう。しかし，そのネットワーク形成の要因やその

組織注2)の内・外部組織との組織間関係が相互にど

のような影響を与えているかについては，管見の限

り示されていない。そこで本稿では，有機農業者の

ネットワーク形成の過程を明らかにし，その組織の

特徴を組織間関係に着目して摘出する。

注 1)提携（産消提携，生消提携とも呼ばれる）とは，

単なる「商品」の産地直送や売り買いといった流

通形態ではなく，人と人との友好的つながり（有

機的な人間関係）である。詳細は，波晏野 [2]に

整理されている。

注 2) ここでの組織は，門間[6 lの定義に依拠する。

すなわち，経営目的を共有し，経営全体もしくは

一部を，総合の経営資源や技術・知識・ノウハウ

を共有しながら連携して活動する複数の農業経営

が集まったネットワーク組織である。

II 研究方法

着条件や技術伝承について稲泉ら [3]は，埼玉県小 本稿では，鹿児島県を拠点に展開する K有機生産

川町において有機農業者の研修を受け入れている霜 組合（以下， K組合）の事例分析による接近を試み
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る。高橋 [8]が指摘するように有機農業では，市場

メカニズムに依拠した取引関係や親会社と子会社間

での内部取引ではない，ルースな取引関係が主体と

なっており，相互に一定の自律性を保ちながら組織

間を調整するメカニズムに特徴がある。そのため，

分析に際しては，有機農業者で自主的に形成された

k組合と出荷先， K組合の本部と支部・部会（有機

農業者の集団）との組織間関係注3)に焦点を当てる。

そこで本稿では， K組合を中心に，関連する組織

である出荷先，支部・部会（有機農業者の集団）と

の組織間関係の実態を分析する。分析に際しては，

高橋[8]や門間[6]が整理した分析枠組み注4)のうち，

第 1表に示す4要素について評価する。すなわち，

① 「組織セット」では，分析対象となる組織と関連

する組織との影響関係を示す。② 「資源依存関係」

では，中心と関連する組織間の関係を資源の依存関

係として把握する。③「組織間コミュニケーション」

では，組織間の情報交換や目的・理念の共有方法を

評価する。④「技術革新」では，技術革新を推進す

る仕組みや技術革新による関連組織への影響を評価

する。これらに基づき分析することで，有機農業者

によるネットワーク形成の要因を摘出するだけでは

な<, K組合と関連する組織との間を調整するメカ

ニズムを評価できることが考えられる。

調査は， 2016年 1月 26-27日の 2日間にK組合

事務所および直営店舗で実施し，設立の経緯やその

時々の組合の対応，主な事業内容，人材育成につい

てK組合代表と副代表，組合本部の職員に聞き取り

をした。さらに，他の組織との事業連携状況や県と

の連携による人材育成についても聞き取りをした。

第 1表 組織間関係の分析枠組み

要素 概要

組織セット I 分析対象となる組織と関連する組
織との影響関係を示す

資源依存関係
関連する組織間の関係を資源の依
存関係として把握する

組織間 組織間の情報交換や目的・理念の
コミュニケー沿ン 共有方法を評価する

技術革新
組織間で技術革新を推進する仕組
みを評価する

資料：高橋 [8]' 門間 [6]を参考に筆者ら作成

注 3) 市場と組織との境界についての中間領域を組織

間関係の対象とする場合もある。詳細は，糟谷 [5]

pp. 165-172に詳しく整理されている。

注4) ネットワーク型農業経営組織の評価理論につい

ての詳細は，高橋[B]pp.245-255を参照されたい。

III 対象事例の概要

k組合は，鹿児島市内に本部事務所があり， 1984

年 4月 (1991年 7月法人設立登記）に鹿児島県内の

有機農業者 10名の出資により設立された有限会社

（資本金 300万円）である。構成員は，役員 7名，

本部従業員 45名，パート 30名，組合の支部・部会

に所属する県内外の有機農業者 160名である。現在，

有機農産物を年間約 60品目（根菜類 12,果菜類 18,

菓物類 19,果樹類 13等，加工品 15)集・出荷して

おり，年間事業高は 8億 1千万円である。

k組合は，本部，支部・部会（有機農業者），鹿児

島有機農業技術支援センター（以下，支援センター）

により構成されている（第 1図参照）。本部は，出荷

先との提携関係の窓口となり，有機農産物の集出荷

計画や生産者価格の決定，店舗事業の企画・運営，

有機農産物の需給調整を担っている。また，支部・

部会は，本部から提示された生産者価格を有機農業

者へ伝えるとともに，各自の作付け計画を整理して

本部へ伝えている注5)。また，支部と部会の間では，

所属する有機農業者に対して，各部等で開催される

：支部
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第 1図 k組合の組織構造

資料： K組合HPおよびヒャリングに基づき筆者ら作成



研修会・勉強会・親睦会等へ参加の制約を設けず，

相互に交流することを促進している。

支援センターでは，補助金を使用せずに新規就農

希望者向けの研修事業を行っている。実施期間は，

原則 1年で，前半が座学中心の講義，後半が支部・

部会の有機農業者のもとで実習する 2部構成になっ

ている。ここでは，研修生に対して，農業次世代人

材投資事業（準備型，経営開始型）の制度や姶良市

新規就農者奨励金制度 (2011年創設）の申請準備等

を支援している注6)。また，支援センターの職員は，

直営農場で年間 40~50種類の有機苗を育成し，苗

作りが不安定な新規就農者や支部・部会に所属する

有機農業者に対して販売を行っている。

注 5)年2回のK組合主催の作付け会議時に提示され

る生産者価格は， 30万円/lOaを目安に決定し，月

毎に決裁されている。詳細については岩元 [4]に

整理されている。

注6)就農奨励金として，就農時 20万円，月額 5万円

（夫婦就農 10万円）が準備されており，有機栽培

の場合， 3か年の支給期間が設定されている。

w 分析結果

1 K組合の展開過程

ここでは，第 2表に示すK組合の展開過程を踏ま

え，出荷対応による組織変化を整理する。 K組合は，

1979年設立の消費者団体である鹿児島正しい食べ

物を創る会（以下，創る会）への提携 (6千円／月週

二回宅配）を始めた有機農業者が発起人となって，

1984年に設立した組織である。 K組合設立の背景に

は，地場流通のみの提携では，相対的に有機農業者

が増える一方で消費者が増えないという問題を抱え

ていた。そのために有機農業者は，消費者団体との

提携関係を維持しながら県内の有機農業者 10名で

k組合を設立し，九州地域への進出を始めようとし

ていた首都圏の生協等への多品目周年出荷を開始し

た。この時期は， K組合の農産物供給力が向上した
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第2表 k組合の展開過程

沿革

提携活動スタート（生産者 1名）

県内有機農家10名でK組合結成

首都圏生協を通じ首都圏の学校給食へ出荷

有機農法研究会結成（現姶良有機部会）

事務所開設（生産者80名），第一回作付会議実施

第一号支部会設立（姶良支部）

法人化（生産者100名，事業高 1億）

第一号直営店舗開設（事業高2億6千万）

新事務所＆出荷センター完成

市内の学校給食へ出荷開始，第二号直営店舗開設

県内向け野菜セット宅配事業開始

アジア圏研修生受け入れ開始 (7月： JAS法改正）

NPO法人鹿児島県有機農業協会設立（認証機関）

新規就農部会設立 (1月：有機JAS規格制定）

第四号直営店舗開設（事業高 5億円）

首都圏生協との取引停止

酒造会社へ有機焼酎の原料芋と米の初出荷契約

鹿児島市内最大手ホテルに出荷スタート

第一号直営農場開設

20周年祝賀会と感謝祭開催，第二号直営農場開設

新冷蔵庫完成，第一号力7ェ店舗開設（事業高6.5億円）

第一回オーガニックフェスタ開催

第五号直営店舗および第三号直営農場開設

かごしま有機農業推進協議会設立（事務局就任）

k組合有機農業技術支援センター研修事業開始
（生産者130名，事業高 7億6千万）

第二号カフェ店舗開設 (2015年移転）

第四号直営農場開設（事業裔 8億1千万）

k組合30周年祝賀会

有機加工食品の生産工程管理者登録

有機加工食品の小分け業者登録（生産者160名）

資料： K組合HPおよびヒャリングに基づき筆者ら作成

ことで地元の消費者団体との提携に限界が生じて，

県外への広域流通を展開することとなった。

法人化後は，年間事業高が 1億円に到達し，有機

農業者も 100名となったが，主な出荷先が首都圏の

流通業者や生協であったため，品目間での不安定な

需要によって生産者価格が安定しないことが問題と

なった。そのため， K組合では，創る会と棲み分け

を図りながら，学校給食への出荷を始めることを柱

に県内の出荷を進め，生産者価格の安定と有機農業

の普及を目的として 1992年に直営店舗を開設した。

翌年には， K組合に配送拠点を整備し，多品目周年

出荷を確立したことで年間事業高が 2億 6千万円と

なった。こうして法人化以降は，消費者団体との提
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携以外の地場流通を強化するとともに，直営店舗を

オープンすることで生産者価格の安定化を進めた。

しかし，支部や部会からは，有機専門の流通業者

でも利益が上がらない状況で生産者が直営店舗を出

店することに対して反対があったが，一方で所属す

る有機農業者が増加して出荷量も増えていたため，

新たなチャネル確保も課題であった。最終的には，

支部・部会内で投票を行うことで直営店舗の開設を

決定したが，生協向けの出荷量を増やせない中で，

支部・部会から集荷する余剰分をK組合内部で需給

調整することが可能となった。

そのような中でK組合では，出荷量も多くなり，

首都圏の生協一社に出荷が集中した。そして，その

生協では， K組合を経ずに支部・部会に所属する有

機農業者と直接提携交渉を進めるだけでなく， K組

合を含む有機農業者のみで決めていた生産者価格の

値下げ要求を強めた。その要求に対してK組合では，

従来通りに組合を経ての提携継続と有機農業者のみ

の入札形式による価格決定について交渉を進めたが

決裂し， 2001年に事業高 5億円の半分を占めていた

生協との取引が解消された。

こうした事態を受け支部・部会では， K組合から

取引停止に至った経緯の説明を受けて 2つの支部が

脱退したが，留まった支部・ 部会において結束が高

まり，様々な出荷先へのチャネル開拓を協力して行

うことになった。その結果，当該生協と競合する首

都圏の生協 2社からの取引を誘発した。その背景に

は，市場取引と同様に出荷を求められたK組合への

支援という意味合いが強く作用していた。さらに生

協にとっては， K組合のリピーターが多かったこと

もあり，顧客確保という面でメリットがあった。加

えて，個別に集荷作業を行う手間が省けることや，

多品目周年出荷を可能とする農産物供給力も魅力で

あったことが考えられる。

それ以降， K組合では，広域流通中心から地場流

通中心への方針を展開し，素材に拘った焼酎づくり

を進める県内の酒造会社へ原料供給を始めるととも

に，直営店舗のリヒ°ーターが料理長を務めている市

内のホテルヘの出荷を始めた。さらに， K組合では，

脱退した支部の出荷量を補うことと，支部・部会の

有機農業者で出荷量を確保できない品目のみを生産

する目的として，直営農場を開設した。

このように地場流通を強化した結果，直営店舗の

リピーターからは，有機農産物に適した調理方法や

レシヒ゜提供の要望がK組合に寄せられていた。また，

k組合では，直営店舗の売れ残りの活用方法を模索

していたこともあり，その解決策として直営店舗に

隣接する直営カフェを開設した。直営カフェでは，

季節ごとに出荷量が多くなる旬の有機農産物をビュ

ッフェ形式で提供することで消費者への食育を進め

るとともに， K組合保有の直営店舗や直営農場の需

給調整を図った。こうした活動も影響し，取引停止

から 5年後には事業高 6億 8千万円を達成した。

法人化から 25年が経過したK組合では，支部・

部会に所属する有機農業者の半数以上が高齢化し，

離農するケースが徐々に増えていた。こうした事態

を受けてK組合では，鹿児島県に有機農業を普及す

る目的で設立された『かごしま有機農業推進協議会』

や有機 JASの認証団体である『NPO法人鹿児島県

有機農業協会』，県内最大の消費者団体，生産者団体

と連携し，オーガニックフェスタを開催した。また，

2009年には，支援センターで有機農業の就農前研修

事業を独自に実施し人材確保を進めている。さらに

2014年には，有機加工食品の生産工程管理者登録を

行い， K組合では本格的に農産加工事業に取り組む

ことで，出荷先等との需給調整の強化を図っている。

2 K組合と有機農業者との組織間関係

先に整理したようにK組合の特徴を摘出する上で

は，出荷と生産の需給調整を組織間でどのように行

っていたかを明らかにする必要がある。そのため，

ここでは， K組合と出荷先との需給調整に影響を与

える支部・部会との組織間関係に着目して分析する。

各支部・部会では， K組合が出荷していない生協

や流通専門業者，消費者団体とも独自に提携をして

いる。他の支部・部会では，これら出荷先と直接提

携できないが， K組合を通すことで他の支部・部会

も新たなチャネルを得ることができる。つまり， K

組合は，参加組織である支部・部会に対して，他の



支部・部会が提携している生協や消費者団体など，

有機農業専門の実需者，最終需要者の消費者を繋ぐ

機能を有している。さらに，支部・部会は， K組合

に対して有機農産物を出荷する生産機能と人材育成

を担うことで関係を維持している。

次に，互いに自律しながら相互にどのような依存

関係にあるかについてみると，支部・部会がK組合

に依存している資源は，多様なチャネルである。特

に， K組合の直営店舗や直営カフェは，市況や自然

災害等による出荷先の出荷量の増減を調整する機能

があることから，支部・部会の依存度を高めている

ことが考えられる。また，出荷先となる生協や流通

業者がK組合に依存している資源は，多品目出荷を

可能とする供給力である。それは，個別の有機農業

者との提携による集・出荷の調整や単価交渉などの

手間が省けるだけではなく，多品目周年出荷が可能

な有機農産物の生産量を確保しているからである。

逆に，中心組織のK組合が支部・部会に依存する

資源は，有機農業者の生産力とそれを支える技術力

である。また， K組合は，支部・部会に所属の有機

農業者の出資によって支えられており，出荷される

有機農産物を商品として販売している。さらには，

出荷先に対して依存している資源は，有機農産物を

需要する量である。県内外の生協等の出荷先では，

特定の購買者を確保しているため，規模が大きくな

ればなるほどk組合の依存度が高まることになる。

こうした出荷先への依存を回避するためにK組合で

は，新たに加工事業へ取り組んでいる。

相互依存関係にある諸組織が， どのようなコミュ

ニケーションをとることによって組織間の調整を図

っているかについてみると， K組合では，支部や部

会の情報交換が円滑にできるように各支部や部会が

主催する研修会や勉強会，親睦会について所属を問

わず参加できるよう情報を一元化し， K組合の全構

成員へ発信している。また，支部・部会に所属する

有機農業者は，年に 160回程度開催される様々な勉

強会・親睦会へ適宜参加し，各地域の情勢や新たな

有機農業の技術に関する情報を共有している。個々

が得た知識・ノウハウについては， K組合へ集積し，

全構成員が集まる作付け会議を通じて共有されてい
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る。このようにK組合では，支部・部会に所属する

有機農業者同士の技術研鑽に大きく貢献している。

最後に，このような組織間関係のマネジメントに

ついてK組合では，支部・部会，普及センターと三

位一体となって有機農業の技術革新を推進している。

有機農業者の人材育成にあたっては，新規就農者の

確保を支援センターで実施することで普及センター

との役割を分担している。他方，普及センターでは，

新規就農者を対象として技術支援を実施するにあた

り， K組合の支部長や部会長等の協力を得て，有機

農業栽培マニュアルを共同開発している。また，そ

の情報源となる支部長や部会長は，支援センターの

研修事業の講師となっており，講義で本部に訪れる

際に所属の新規就農者や就農暦が浅い有機農業者に

おける技術習得状況，経営状況等の動向を報告して

いる。そうした報告を受けて本部では，担当職員が

現地へ赴きカウンセリングを行い，支部長や部会長

と相談し，支部・部会の中で熟練の有機農業者を新

規就農者の相談役として任命している。

v 考察と今後の課題

本稿では， K組合を事例に，有機農業者のネット

ワーク形成の過程を整理し，それを踏まえて組織の

特徴を組織間関係に着目して分析した。その結果，

得られた知見は，以下の通りである。

① 「組織セット」についてみると， K組合では，

地場流通のみの提携では相対的に有機農業者が増え

る一方で消費者が増えないというミスマッチがあっ

たため，それを首都圏等への広域流通によって対応

した。さらに首都圏の流通業者や生協への出荷では，

品目間での不安定な需要により生産者価格が安定し

ないことが問題となったため，地場の学校給食への

出荷を始めることで対応した。このようにK組合で

は，有機農業者の増加と出荷量の増加を同時に進め

るにあたり，多様なチャネルを繋ぐことで問題とな

る需給調整を解消した。

② 「資源依存関係」についてみると， K組合保有

の直営カフェの開設は，直営店舗の売れ残りと直営



38 農業経営研究第55巻第 4号（通巻175号）

農場の余剰品の問題を解決するだけではなく，支

部・部会に対しても生産量が多くなる旬の有機農産

物の新たなチャネルを提供した。それは，市場取引

や内部取引などの強固な関係に基づくものではなく，

その中間として位置づく提携にみられるJレースな取

引によって成り立っている。また，加工部門の導入

は，生協の出荷において受注分しか出荷できない，

あるいは豊作で市況が安くなると注文が少なくなる，

自然災害によって市況が上がると注文が増える，と

いった構造的な問題を解消した。

③「組織間コミュニケーション」についてみると，

k組合では，支部長・部会長を通じて互いの出荷先

の情報を定期的に交換し，蓄積した市況情報を作付

け会議時に全構成員に向けて報告している。また，

専任者を設けて市況の情報収集にあたるなどして，

積極的に支部・部会と目的や理念を共有することに

努めている。さらに，年に 160回程度開催される各

種研修会は，農業従事歴に関わりなく K組合の有機

農業者同士の技術研鑽に貢献すると同時に， K組合

の帰属意識を高める契機ともなっている。

④ 「技術革新」についてみると， K組合，支部・

部会，普及センターで共同開発した有機農業栽培マ

ニュアルを用いることにより， K組合の有機農業技

術の平準化が医られている。このマニュアルは， K

組合が主催する研修事業の教材としてだけではなく，

普及センターにおいても新たな技術を導入した試験

ほ場の比較対照データとしても活用されている。こ

うした技術支援を受けることで，県内の有機農業者

の技術水準が向上し，有機農業への新規就農者も就

農先の地域で孤立せずに営農が続けられている。

以上のように，多様な出荷先に合わせて直営店舗

や直営農場，直営カフェを開設して出荷先と支部・

部会との需給調整を図り，生産者価格の安定化と有

機農業者の増加，多品目周年出荷を同時に達成して

きた点が， K組合の特徴である。 K組合では，支部・

部会に所属する有機農業者とあくまで出資で結ばれ

た比較的緩い紐帯で水平的なネットワークを形成し

てきた。その対等な関係は，お互いに学ぶといった

姿勢を養い，それによって地域内で有機農業者を育

てるというコミュニティが形成されていることが考

えられる。最近では，量販店の中に自らの有機や特

栽認証を付帯し，生産者に対する交渉力を強化しよ

うとする事例も散見される。そのため， K組合のよ

うなネットワークを形成することは，生産者価格の

安定化を図る上で重要な戦略である。なお，ネット

ワークの形成による出荷先への交渉力ヘの影響につ

いては，今後の課題としたい。

［付記］
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