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《論文》

都市近郊野菜産地における多様な出荷チャネルと農家の経営戦略との関係
ー広島市白木町を事例として一

太田 ひかり＊・細野賢治＊＊・山尾政博＊＊＊

Relations between Various Shipment Channels and Farmer Management 

Strategies in Suburban Vegetable Producing Area: 

The Case of Shiraki Town, Hiroshima City 

OHTA, Hikari 

Hiroshima City Agriculture, Forestry and Fisheries Promotion Center 

HOSONO, Kenji 

Hiroshima University 

YAMAO, Masahiro 

Hiroshima University 

Abstract: 

Suburban agriculture has been important for supplying the fresh food to the city. But, changes in 

the distribution environment make the agricultural production base more delicate. This study 

examines the case of a vegetable producing area of Shiraki Town in Hiroshima City which has 

various channels of vegetable shipment, analyzing the relation between various shipment channels 

and farmer management strategies for maintenance of suburban agriculture. Three main shipment 

channels operate in Shiraki Town: the local shipper "MESSEN," the large scale vegetable farmer 

channel and the agricultural co-operative's direct connection. Each has cooperated in vegetable 

distribution with the others, and each can be matched to various needs of specific vegetable farmers' 

shipments. 

〔Keyword到 suburbanagriculture, management strategy, shipment channels 

I はじめに

都市近郊農業はかつて、大消費地に近いという

立地条件の有利性を生かし、鮮度が重要視される

野菜や乳製品、畜産物などの都市住民への供給を

担う中心的な存在であった。しかし、都市化の進

展に伴い土地利用面での都市と農村の対立という

構図が生まれ、同時に輸送技術の発達により立地

条件の有利性が縮小したことで、都市近郊産地は

その存立基盤を後退させることとなった。

それでも、都市近郊農業は都市部への鮮度の高

い野菜の供給という役割を担っており、その存在

を見過ごすことはできない。例えば、スーパーに

とって鮮度の高い軟弱野菜は集客のポイントとな

る差別化商品の一つとして位置付けられている 1)。

＊財団法人広島市農林水産振興センター * * (corresponding author)広島大学 (E-mail: kjhosono@ 
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また、近年になって地域流通・地場流通への再

評価が進むなかで、都市近郊の小規模産地では消

費者との近接性を生かした多様な流通が展開して

おり 2)、多様な経営指向をもつ生産者に対して出

荷の受け皿を提供するという点で、産地維持に貢

献する条件の一つともなっている 3)。

このようななか広島市白木町は、後述するよう

に受託集出荷業者メッセン、大型農家、農協の直

販事業という 3つの主要な出荷チャネルが形成さ

れ、野菜農家は自らの経営指向によってチャネル

を選択しつつ、野菜生産・出荷を行っている。

そこで本論文は、都市近郊農業の維持にかかる

産地の課題を検討するため、広島市白木町を事例

として、多様な出荷チャネルと農家の経営戦略と

の関係を明らかにすることを目的とする。

そのために以下では、第一に、広島市近郊野菜

生産・出荷の展開過程を把握し、そのもとで形成

された代表的な 3つの出荷チャネルの特徴を明ら

かにする。第二に、各出荷チャネルを選択する野

菜農家について、その経営戦略を「コスト意識」

と「出荷チャネルの選択」との関係性から検討す

るり。最後に以上を総括し、都市近郊野菜産地を

維持するための課題を考察する。

II 広島市近郊野菜産地における野菜生産・

出荷の展開過程

1 広島市近郊野菜産地の概要と白木町の位置

広島市農業の特徴は、①野菜が農業産出額の50

％以上を占め5)、②卸売市場へ出荷される広島市

内産野菜のほぼ全量が市内 3市場（広島市中央卸

売市場中央市場、および東部市場、広島北部青果

地方卸売市場）へ出荷されており、③約70品目の

野菜が市場へ入荷している、というように少量多

品目型の都市近郊野菜産地である。

本論文の研究対象である白木町は、 1973年10月

に旧高田郡から広島市安佐北区に編入された。軟

弱野菜の施設栽培を中心とした都市近郊野菜産地

である。当時は水田面積692ha(1970年センサ

ス）、稲作農業が中心であり、小規模兼業農家が

露地で果菜類、豆類を複合的に栽培していた。

野菜産地化のきっかけは1974年に白木町志屋地

区において圃場整備を施行するにあたって、施設

園芸を導入することが市、県、農協で検討され、

9haのハウス団地でキュウリの栽培が開始され

たことである。キュウリの市場販売に関しては、

後述する受託集出荷業者メッセンが出荷指導と市

場とのつなぎ役を担っていた。

翌75年には、白木町井原地区での圃場整備にあ

たって、広島市などの依頼により後述する野菜大

規模農家が入植した。1987年には白木町における

固芸作物生産の推進と関係者の連絡調整を目的と

して、農協、広島市、農家、およびメッセンによ

って白木町農事研究会（事務局は広島市農協白木

支店）が発足し、 1998年に広島市が農外就業者の

新規就農を支援する制度、「‘‘ひろしま活力農業＂

経営者育成事業6)」が開始された。

図 lは、白木町の野菜販売額の推移を示してい

る。「活力」事業による新規就農者も継続的に存

在することから、野菜生産額は漸増傾向にあり、

2011年の販売金額は3.3億円で、その主力品目は

コマツナ43%、青ネギ31%、以下、ホウレンソウ、

ミズナ、シュンギクである。また、図 2による

と、白木町野菜販売農家44人中、販売金額1,000

。
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図1 白木町における野菜販売額の推移

資料：広島市農協調べ。
注： 広島市農協を通じた代金決済分につき示している。
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販売金頷□国： 口
図2 白木町における野菜農家の販売金額別構成

資料：広島市農協への閉き取り調査による。
注 ：広島市農協を通じた代金決済分につき示している。
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万円以上が8人で、これらが全体の野菜販売金額

の78%を占めている。

2 広島市近郊野菜の出荷チャネルとその展

開一安佐北区白木町を事例として一

白木町における主要な野菜出荷チャネルは、 ①

メッ セン経由によるセリ取引、②大規模農家 (C

農圏）経由による相対取引、 ③農協の直販事業に

よる市場外取引、の 3つである 叫 図3は、 2010

年 (1~12月）における白木町野菜の品目ごとの

出荷チャネル別販売金額シェアを示している。野

菜全体の各チャネルのシェアは、メ ッセン27.7

%、 C農圏69.4%、農協直販事業3.2%となってい

る。

(1) メッセン経由によるセリ取引

まず、受託集出荷業者メッセン経由によるセリ

取引について検討したい。メッセンは、名称の由

来は「メ ッセンジャー」であるといわれ、農家か

ら依頼を受けて農産物を卸売市場まで輸送し、同

時に市場の情報を農家に、農家の情報を市場に提

供する、家業的産地商人である 8)。

メッセンの特徴としては、農産物を生産者名義

で市場出荷している点、卸売業者から指名を受け

て業務を行っている点、卸売市場では生産者台帳

がメッセンごとに整理されており、メ ッセン同士

の競争関係がない点、が挙げられる。

表 1は、広島市内におけるメッセンの活動状況

を示している。メッ セン①、⑤、⑥を除けば、基
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（百万円）
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図3 白木町における野菜の販売金額と出荷チャネ
ル別構成

資料 ：広島市農協への聞き取り調査による。
注：広島市農協を通じた代金決済分につき示している。

表 1 受託集出荷業者メッセンの集出荷活動状況

メッセン 出荷先市場 集荷地域
集荷件数

番号 中央 東部 北部 （旧農協）

① 1 2 1安佐南、 佐東 122 

② 1 安佐南、高陽、広島市 42 

③ 1 佐東 30 

④ 1 安佐南 29 

⑤ 1 1 白木 25 

⑥ 1 1安佐南 21 

⑦ 1可部 20 

⑧ 1 高陽 16 

⑨ 1 安佐南 16 

⑩ 1可部 5 
⑪ 1 可部 3 
⑫ 1 安佐南 1 
⑬ 1 佐東 1 

⑭ 1安佐南

゜資料 ：広島市農協への聞き取り調査による。
注 ：1)活動状況は2011年3月現在。

2) 出荷先市場の数値は、取引のある卸売業者数
を示している。

3)「集荷件数」は集荷先生産者数を示している。

本的に出荷先市場が 1社に限定されていることが

わかる。委託手数料は基本的に市場手数料と同率

の8.5%で、集荷地域から市場への距離が遠い場

合は10%という取り決めがあったが、最近では生

産者の希望で8.0%に値下げしているケースが多

い。なお、かつては生産者の代理として卸売業者

から精算金を徴収し、生産者に直接手渡していた

が、現在ではメッセン手数料の計算も含めて農協

経由で代金精算が行われている。

白木町ではT氏 （表 1の⑤） が活動を行ってお

り、年齢が74歳と市内で最高齢のメ ッセンであ

る。業務当初は東部市場の 1社から指名を受けて

メッセン業務を開始した。 25人の生産者はメッセ

ンの集荷施設（農協資金で設立された予冷庫）に

各自の出荷物と仕切伝票を置いておく 。一部高齢

者にはT氏が巡回集荷をしている。集荷物は決ま

った時間に市場へ輸送し、移動ゼリが行われる近

郷売場のメッセンごとに指定されている場所に並

べる。生産者に対しては、市場の情報を提供し、

需要が高い品目や品種、荷姿などを農協とタイア

ップしながら指導する。代金精算は前述の通り農

協口座を通じて行われ、農協は8.0%のメッセン

手数料を計算してメ ッセンの口座に入金し、残り

の金額を生産者に振り込んでいる。

なお、このT氏は中央市場 1社から学校給食用

コマツナの集荷を依頼されている。 T氏は品質の
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平準化などを考慮して生産者を選定し、コマツナ

生産を依頼している。

(2) 大規模農家経由の相対取引

つぎに、大規模農家c農園を通じたスーパー向

けの相対取引による市場出荷について検討する。

前述のように広島市などの依頼で1975年に白木

町井原地区に入植した大規模野莱農家c氏は、

2008年に開始された農林水産省「農業技術の匠」

選定において、第 1回に選定された農業者であ

る。 1991年から農業研修生を受け入れており、 11

人の卒業生がC農園を通じて市場出荷している。

C氏の農業技術については市場でも認知されて

いるため、そのブランド性を生かして1993年から

東部市場 1社を通じてローカルスーパー 1社と青

ネギの相対取引を開始した。スーパーにとっても

市内産野莱をある程度のロットで確保することが

可能となることから、現在ではローカルスーパー

数社と青ネギおよびコマツナで行うというよう

に、当該取引が拡大している。

現在では、 C農園を通じた野菜販売は2.5億円

であり、白木町の70%を占める存在となっている。

(3) 農協の直販事業による市場外取引

3つめは、広島市農協が取り組む市場外流通に

よるスーパーヘの直接販売である。

この形態は、 2003年から開始された。広島市内

野菜農家の高齢化の一方で、近年のスーパーにお

ける地産地消コーナー設置需要の高まりを背景と

して導入された形態である。白木町では長ナスと

白ネギの 2品目に絞って、これに対応している。

この形態には、生産者の所在地や取引先スーパ

ーの出店状況によって 3つの出荷ルートが存在す

る。第一のルートは農家がスーパーの地産地消コ

ーナーに直接搬入するもので、販売代金は農協手

数料5%とスーパー手数料15%を差し引いて農家

に精算する。第二のルートは、生産者が安佐南区

大町にある物流センターに搬入し、第三のルート

は、農協が契約した輸送業者が巡回し、いったん

物流センターに集荷する。第二、第三ルートとも

農協による買取販売であり、スーパーヘは巡回集

荷を担当した輸送業者が納品する。

これら 3つのルートに共通する点は、農家にと

っては段ボール輸送より経費節減が可能な農協所

有の通いコンテナを利用した輸送となっているこ

とである叫また、代金精算はいずれも農協を通

じて行われ、決済サイトがスーパーと農協の間は

1ヶ月、農協と農家の間は15日になっており、農

家にとってはスーパーと直接取引するよりも、代

金精算面でのリスクが軽減・分散されている。

2009年の販売実績は1.7億円であるが、広島市

農協は 3億円まで拡大したい意向である。

(4) 白木町における野菜出荷チャネル構造

さて、これまで白木町における 3つの野菜出荷

チャネルについて検討してきた。白木町では、流

通環境の変化や地域の実情に即した複数の出荷チ

ャネルの形成・展開がみられた。

まず、 1960-70年代は川上・川下とも小規模多

数であり卸売市場経由のセリ取引が中心で、広島

市近郊および白木町ではメッセンと呼ばれる受託

集出荷業者がメイン・チャネルとなっていた。

1980年代後半からは川下においてスーパーが台

頭し、産地に対して定時・定量・定品質出荷を要

求するようになってきた。白木町では、これらの

需要に対応するため、大規模農家が自らも近隣の

生産者から集荷し、市場を通じてスーパーとの相

対取引を行うというチャネルが出現した。

近年では、川上における生産者の高齢化と川下

の安全• 安心指向に対応して、農協が直販事業を

導入し、市場外流通でスーパーと直接取引を行う

というチャネルが出現した。

広島市近郊の特徴としては、 3つのチャネルに

おいて代金決済面で農協が関与していることが挙

げられる。しかしながら、当該農協は信用・共済

事業が業務の中核となっている典型的な都市型農

協であり、野菜の共販体制は一部の地域・品目し

か確立していない。

皿 経営指向の異なる近郊野菜農家のコスト

意識と出荷チャネル選択

本節では、多様な経営指向をもつ近郊野菜農家

のコス・ト意識と出荷チャネル選択との関係を明ら

かにする。そのため、白木町において経営指向の

異なる 4人の野菜農家（高価格追求、安定利益追
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表2 白木町における野菜農家の経営指向とコスト意識

経営指向 高価格追求 安定利益追求 省力化追求 こだわり＋安定追求

A氏（専業、 30代男性） B氏（専業、 40代男性） c氏（専業、 60代男性） D氏（専業、 30代男性）

喜
野菜販売額 1700万円 860万円 1億5000万円 1300万円

ハウス面積 32a (さらに10a建設中） 30a 540a 26a 
の 労働力 雇用4人＋家族労働 展用3人（家族労働なし） 湿用28人（家族労働なし） 雇用4人（家族労働なし）

喜品目
コマツナ、ホウレンソウ、シ コマツナ、ホウレンソウ、 背ネギ、コマツナ、シュンギ コマツナ、ミズナ、ホウレン

ュンギク、ミズナ シュンギク ク ソウ

特徴
単独で品質の高い野菜を生産 農家3人でLLP(有限責任事 集荷場の運営、協力農家と共 c農園を独立し、出荷先を模

業組合）を設立 同で出荷 索

経営の形態 個別対応 グループ化対応 大規模化対応 個別対応+a 

スコ 費用をかけたい
生産、出荷調整、メッセン手 生産 生産、設備投資 こだわり生産、設備投資、優

数料、輸送中の事故リスク軽 秀な人材の確保

卜 減

羹費用をかけたくない
包装資材 包装資材、メッセン手数科 調整・出荷作業、包装資材、 包装資材、単純労働への人件

メッセン手数料 費

・メッセン（セリ取引） 100% ・メッセン80% ・スーパーとの相対取引100 ・自己開拓（複数のチャネ
出荷チャネルの選択 ・農協直販20% ％ ル）

→農協直販を増やしたい

①高品質品を出荷し、高価格 暉格が安定（⇔セリ取引は ①安定した価格での取引が可 ①売り先が決まっているので

を期待 不安定） 能 顧客を想定した生産ができ
選択したチャネルに ＠涸人プランドが市場で定着 ②通いコンテナによるコスト ②規模拡大によりさらに安定 る

感じるメリット ・・・セリ 削減が可能

③輸送にかかるリスク低減
④市場への顔つなぎ・・・メッセン

資料：聞き取り調査 (2010年11月、 2011年5月）による。

求、省力化追求、こだわり・安定利益追求）に対

して、それぞれの出荷チャネル選択および経営戦

略に関する聞き取り調査を行った（表2)。

1 高価格追求農家の経営戦略

まず、メッセン利用のA氏であるが、自己の生

産物を高価格で販売したいという経営指向である

（高価格追求）。そのため、高品質生産のための費

用や丁寧な出荷調整、市場情報の提供や出荷指導

をしてくれるメッセンに対する手数料などは、必

要な費用であると考えている。一方、包装・出荷

資材や仮に自分が市場まで輸送した場合の時間や

事故リスクは削減したい対象となっている。包装

資材に関しては、農協の直販事業で採用している

通いコンテナを通常の市場出荷でも利用できれば

農家にとって有益では、と述べていた。

メッセン選択のメリットとしては、セリ取引に

対応することにより高品質生産を実現すれば高価

格が期待できること、既に高級料亭需要やデパー

トのバイヤーなど販売先が固定化しており、個人

ブランドが市場で定着していることを挙げてい

る。また、メッセンに輸送を依頼することで生産

者自身の交通事故リスクが軽減されることや、市

場関係者に顔つなぎしてもらえることも重要点で

ある。

②値決めされているため生産
計画が立てやすい

2 安定利益追求農家の経営戦略

次に、メッセンと農協の直販事業を併用する B

氏であるが、安定した収益の維持を指向する農家

である（安定利益追求）。 B氏は、他の 2農家と

共同でLLP(有限責任事業組合）を設立し、種

苗・肥料・農薬、包装・出荷資材の購入、労働者

の雇用および農産物の販売を共同化している。

経営の共同化によるコスト削減をめざしてお

り、生産には費用を投入したいが、包装・出荷資

材とともにメッセンの手数料は中間コストとして

削減したいと考えている。そこで、農協が買い取

ることによる価格の安定性と通いコンテナによる

出荷コストの削減をメリットと感じており、農協

の直販事業への出荷を拡大したい意向である。

3 省力化追求農家の経営戦略

c氏は営農にあたり、徹底した省力化による効

率的な経営体制の構築と安定した収益の確保に価

値を見出している（省力化追求）。この経営指向

から、 C氏は大規模化を図ると同時に省力化のた

めの設備投資や従業員の生産性向上に費用を投入

している。包装・出荷資材およびメッセン手数料

はコスト削減の対象となっている。軟弱野菜生産

において最も労力を必要とする調整・出荷作業を

徹底的に効率化する一方、慰安旅行などを企画し
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従業員のやる気を引き出している。

出荷チャネルとしては、価格を固定したスーパ

ーとの相対取引を選択している。この取引につい

ては、安定した価格での取引が可能であること、

協力農家を巻き込んで大型化することによりさら

に数量と価格の面で安定化が望めることをメリッ

トとして捉えている。市場を通すメリットとして

は、代金決済面でのリスク軽減を挙げている。

4 こだわり•安定利益追求農家の経営戦略

最後に、出荷先を自己開拓して複数の出荷チャ

ネルを利用している D氏は、こだわり生産による

自己生産品のブランド化をめざしており、それを

通じて安定した価格での販売を実現したい指向の

農家である（こだわり・安定利益追求）。機能性

をPRするためのこだわり生産や設備投資、高品

質生産を持続可能にするため、優秀な人材の確保

には費用を投入したいと考えているが、包装・出

荷資材はコスト削減を指向し、作業の効率化によ

り単純労働への人件費節減を模索している。

出荷先を自己開拓するメリットとしては、売り

先を決めるので顧客を想定した生産ができるこ

と、値決めされているため生産計画が立てやすい

ことを挙げている。

IV まとめ

これまで、白木町を事例に都市近郊野菜農業に

かかる生産・出荷構造とその展開、および農家の

経営指向と戦略との関係について検討してきた。

広島市近郊野菜は、①多様な出荷チャネルの形

成が多様な経営指向をもつ近郊野菜農家の出荷先

を確保しており、②農協を通じて各チャネル間の

連絡・調整が可能である、という特徴をもつ。と

りわけ、メッセンのように産地商人が生産者の立

場に立って農協と連携しながら地域流通を担って

いるケースはあまりない10)。都市近郊農業の維持

にあたっては、特定のチャネルに集約化するので

はなく、多様な出荷チャネルの維持および各チャ

ネル間の連携・調整が必要である。そして、各チ

ャネルの維持および連携・調整を進めるにあたり、

農協の果たす役割は大きい。広島市近郊野莱産地

の課題は、①メッセンの高齢化と後継者問題、②

農協の広域合併に伴う支店営農機能の縮小と、そ

れに伴って想定される地域内農業関係者との連携

体制の希薄化や調整不足による甑語の発生1りな

どへの懸念があり、これらに対応する必要がある。

つぎに、経営指向の異なる各農家に共通するコ

スト意識は、農業生産には費用を投入したいが、

包装・出荷資材はコスト削減したいというもので

あった。つまり、包装・出荷資材への費用は、経

営指向の相違に関わらず各農家にとって削減の対

象となっている。そのため、例えば、農協の直販

事業で導入している通いコンテナを卸売市場流通

でも導入する体制を構築するなど、農家の経営戦

略分析に基づいたコスト削減対策が必要である。

注

1)藤田 [3]、p.66。

2)岸上 [2]、p.129。
3)細野[4 J、p.142。

4)本論文でいう出荷チャネルは、農家が自己の

生産物を販売するにあたって最初にアクセス

する流通主体を指す。また、コスト意識は、

各農家が戦略上どの部分に費用をかけたい

か、どの部分でコスト削減を意識しているか

を指す。

5) 2006年における広島市の農業産出額588億円

のうち野菜は292億円で50.3%を占める。農

林水産省「生産農業所得統計」。

6) 1998年に広島市農林水産振興センターにより

開始された農外就業者の新規就農支援制度で

ある。 2011年6月現在、 25人が当事業を活用

して広島市内で就農し（うち 2人は研修中）、

うち13人は白木町内で農業経営を行っている。

7) 白木町野菜の出荷形態・ 市場対応は、田中ほ

か [6 J (p.38) では「都市近郊・旧野莱産

地における個人・グループ出荷」に分類され

る。生産者と卸売市場とを結ぶ存在として、

白木町では先発がメッセン、後発が大規模農

家である。なお、白木町は販売目的で野莱を

生産する農家のほぼ全てが農協口座で代金精

算している。

8)森和夫は、メッセンが従価定率手数料をとる

業者であるため、「運搬業者」ではなく「受

託集出荷業者」であるとしている。森 [5]
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p.6、p.12。1971年時点では29人のメッセンが

活動していた。 2011年3月現在では14人であ

る。なお、中央市場の卸売業者によると、現

在でも当該市場における近郊野菜入荷に占め

るメッセン経由率は70-80%であるという。

9)広島市農協の出荷用段ボール共同購入金額は

1箱90円であるが、直販事業で通いコンテナ

を利用すると 1回30円の利用料金となる。

10) 藤田[3 Jによる大阪市近郊の事例、木村

[ 1 Jによる首都圏の事例などに、都市近郊

野菜の多様な流通の展開を確認することがで

きるが、いずれも、商人系（集出荷業者や産

地市場の卸売業者）と農協とは競争関係にあ

る。

11)例えば、白木町においてメッセンを含め関係

者の共同で商品開発した白ネギは、ほぽ全量

が農協本店に集荷機能がある直販事業による

販売となっており、ほとんどがメッセンを経

由せずに販売されているという状況も起きて

いる。
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