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南九州における企業的大規模畑作経営の展開

1.はじめに

2.南九州I(東霧島 ・北大隅・南薩)の畑作農業

1 )南九州畑作の一般的概況

2)平均的経営像

3) J Aにおける販売の取り組み

3. 土地利用型大規模農業生産法人の展開

1 )調査対象法人の経営概況と事業内容

1 .はじめに

南九州畑作地域においては、原料用畑作物

や青果用露地野菜の価格低迷により、農業経

営の収益性が低下してきている一方で、多様

な販路を開拓しながら、地域内外の農家と連

携して生産活動を行っている企業的大規模畑

作経営体の展開が見られる。

八木 (2000)は大規模な企業的農業経営を

「新しい農業経営」と捉え、その特質につい

て以下のような整理を行っている。第 1に、

事業部門そのものの拡大、複合化、 垂直的多

角化を行い、事業規模と事業領域の拡大を積

極的に進めている。第 2に、事業規模ならび

に事業領域の拡大過程において、土地、 労働、

資本、技術等の経営資源を外部依存も含めて

積極的に調達し、有効利用を進めている。第

3に、企業形態の選択において、有限会社等

の法人化が志向されており、さらに事業規模

や事業領域の拡大の中で分社化や法人間の事

業提携なども進められている。第4に、日々

の作業計画など「日常業務的な決定」だけで

なく、中長期的な経営目標に基づく多角化等
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2)企業的経営と一般的な畑作経営の概況比較

3)企業的経営体の経営指標

4)企業的経営体の課題

4.販売および委託生産契約の現状と地域農業再

編の可能性

1)販売契約の現状

2)地域農業再編の可能性

の「戦略的な決定j や、組織、資源の構造づ

くり等の「管理的な決定」を行う「戦略経営」

である。第 5に、消費者ニーズ、を把握し、ニー

ズに沿った商品開発を行い、様々な販売チャ

ネルを通じて販売し、また、パブリシティ

や口コミ等を通じたプロモーション活動にも

取り組む等、マーケティングをベースに経営

を展開している。第6に、商品開発や市場開

発等を通じて社会的生産の一翼を担うととも

に、土地、労働力、資金、情報、技術等経営

資源の外部調達を行っている社会的存在であ

る。第 7に、経営者の役割が最も重要な経営

の核になっている。

また、斎藤 (2000)は大規模な企業的農業

経営の発展過程を「事業展開の経路(ディベ

ロップメントパス)Jとして以下のように整

理している。①生産基盤確立のための規模拡

大、②規模の経済性の逓減、規模拡大の困難

化等による販売面への重点化、 ③販売面への

重点化から得られた消費ニーズ、に対応した生

産の複合化、 ④販売の延長としての加工、⑤

加工製品のコマーシャルのためのサービス、
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および製品とサービスが融合した総合的マー

ケティング、⑥農業における十分な事業展開

に基づく農外への事業展開、である。

このような経営体は将来にわたる地域農業

のリーダーとして期待されており、地域農業

を含めた将来の展開方向の解明や、生産規模

の拡大及び地域内外の経営との連携等に向け

た経営管理が必要となっている。本稿では、

九州の畑作地域を対象に、企業的畑作経営体

に関する実態調査を通じて、経営体の展開方

向を考察する。

2.南九州(東霧島・北大隅・南薩)

の畑作農業

1)南九州畑作の一般的概況

金岡 (刊行予定)はわが国における主要畑

作地帯を 「寒地である北海道の十勝中央、羊

蹄山麓、 寒冷地の青森上北、岩手北部、温暖

地の北総台地、 渥美半島、そして暖地の南九

州IJとした上で、 主要な農業構造指標を用い

た比較を行っている。ここでは、 金岡の業績

に依拠し、南九州畑作農業を概観する。

金岡は、まず生産農業所得に関して、「経

営耕地面積10a当たり生産農業所得は(表

1)、 全国を100とすると70年に74で、あったも

のが、全国平均を上回る上昇を示して80年に

は174まで一挙に高まった。農家 1戸当たり

の生産農業所得も、同様に70年の60から80年

には118、2000年には174へと上昇した。」と、

一定の評価を与えている。ただ、他方にお

いて、 「しかし、南九州畑作は、歴史的所産、

社会的特質や開放的な市場体系再編の影響な

表1 主要畑作地帯の生産農業所得と組生産額4賛成の推移 (金岡作成)

生産農業所得(千円) 農業粗生産額の構成(%)

1従基
当耕地 当農家 耕

雑穀 ユこ 畜産
力日

人当事農幹的業
種 し、

l物t z作操x 

二E

た 10 た 1 米
麦

も 菜野
花

農産
りa り戸 言十 旦

類
類 き

言十
り者 類 物

1970 35 183 346 78事 10 17 25 15 9 。 22 。
寒 1980 52 247 670 75覧 4 9 6 28 14 12 。 25 。
地 1990 45 177 555 76唱 4 B 9 25 13 15 24 。

2000 59 260 870 78首 2 9 10 25 10 19 22 。
1970 62 81 102 64覧 30 4 3 10 12 。 36 。

寒 1980 87 78 147 47首 9 。 3 10 19 。 53 。
冷

1990 95 106 174 40首 9 。 2 6 18 。 60 。
地

2000 112 128 222 39首 6 。 。 2 6 21 61 。
1970 203 148 239 67略 10 4 2 3 42 3 33 。

温 1980 279 133 290 70首 6 2 。 5 50 4 30 。
暖地 1990 403 150 410 77首 5 2 。 7 51 11 23 。

2000 428 153 424 81判i 4 2 。 7 48 18 19 。
1970 74 54 60 58覧 22 2 10 12 8 42 。

暖 1980 174 81 118 38% 10 。 6 10 9 61 

地 1990 176 92 153 38弛 6 。 。 6 8 13 4 60 2 

2000 177 114 174 38唱 5 。 。 5 10 12 4 60 2 

資料 「生産農業所得統計」各年版
注 各畑作地帯の区分は以下の通りで、各数値は各々の 3カ年移動平均を単純平均したもの。生産農業所得の数値については全

国を100とした指数。
軍事地畑作は北海道の十勝中央(帯広市、音更町、 士幌町、芽室町、 中札内村、更別村) と羊蹄山麓(ニセコ町、真狩村、留寿都村、

喜茂別町、 京極町、倶知安町)
寒冷地畑作は青森上北(野辺地町、横浜町¥東北町、六ヶ所村)と岩手北部(二戸市、軽米町、九戸村、浄法寺町、 一戸町)

温暖地畑作は千葉県北総台地(八街市、富里町、大栄町、山武町、 芝山町)と愛知県渥美半島(豊橋市、田原町、赤羽根町、渥美町)
暖地の南九州畑作は、宮崎東霧島(都城市、 三股町、山之口町、高城町、山田町、高崎町)、鹿児島北大隅(大隅町、輝北町、

財部町、末吉町、松山町、志布志町、有明町、大崎町)及び鹿児島南薩(枕崎市、 f旨宿市、山川町、頴娃町、開閉町、知覧町)
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どから、地域農業としての発展が危慎されて

いる。すなわち、均分相続 ・隠居慣行によっ

て夫婦家族による営農が普段に見られ、零細

農家、高齢農家も格段に多い。また、水田集

落に比べて集落機能が希薄なことから、集落

営農による対応も難しい。このため、高齢農

家の不作付地は耕作放棄地となり耕境は後退

し続け、 経営耕地面積の合計は1970年以降に

35%減少している。さらに、これまで大都市

圏への リレー出荷が行われて来たが、開放的

な市場体系への移行により、世界市場との競

合でそれも徐々に難しくしている。これらの

結果、離農割合は北海道に匹敵するほどに高

くて農家戸数は半分となり、 1戸当た りの経

営耕地面積は130aに達しているものの、農

家 1戸当た りの生産農業所得は主要畑作地帯

の中で最も低い状況にある。Jと指摘してい

る。

続いて金岡は担い手の側面に関して、「南

九州の暖地畑作は、 寒地の北海道に匹敵する

離農割合で、農家戸数を減少させてきた(表

2)。同じ遠隔地でも北海道は離農跡地取得

に加え、開畑も行われたため農地拡張を伴い

規模拡大がなされた。 しかし、暖地では、 全

国的傾向と同じく、畑は不作付けから耕作放

棄に進み経営耕地面積は減少している。専業

農家率については、都府県の中でも高いが、

その内実は高齢専業農家によるものが多い。

暖地では後継者の県外流出が多く、同居農業

後継者がいる割合が最も低く、夫婦一世代

の農家割合が高い。宮崎、鹿児島の地域労働

市場は、地域別最低賃金が最も低いことに端

的現れているように狭隆である。在宅通勤形

態での就業機会も少なく 、農外所得の低さを

零細規模での農業所得で補えず農家所得は低

い。九州は北海道とともに第二種兼業農家割

合は低く、新規学卒の県外流出も高い。資本

と労働力の集積した地域からすれば、南九州

表2 主要畑作地帯の農業指標 (金岡作成)
(単位 %) 

1専 率l-|経吋 1戸当た
農家戸数 業農家 農家率 面積合計 り地経面営積耕 10.5ha未満 1o. 5~ 1. 0 11. 0~3 . 0 1 3. 0~5 . 0 15. Oha以上

1970 100.0 72.6 100.0 100.0 
寒 1980 73.9 70.8 3.3 102.5 138.6 

地 1990 64.1 65.3 7.1 111. 0 173.1 

2000 50.0 61. 6 8.5 109.5 219.0 

1970 100.0 16.2 100.0 100.0 13.8 21. 6 50.3 9.3 5.1 

寒冷 1980 88.4 17.0 3.2 87.2 98.6 18.4 24.5 44. 1 8.2 4.8 

地 1990 77.0 16.8 5.8 78.1 101. 3 13.4 29.3 41. 6 8.9 6.7 

2000 61. 9 19.8 9.0 67.0 108.3 16.8 28.1 37.2 8.5 9.4 

1970 100.0 37.8 100.0 100.0 20.7 25.5 52.4 1.4 0.0 
IIiJ. 1980 87.8 36.5 2.5 86.3 98.4 22.6 26.3 49.2 1.8 0.1 
暖
地 1990 75.8 36.8 3.4 78.2 103.1 12.5 30.3 53.5 3.4 0.3 

2000 65.5 37.1 5. 7 70.0 106.8 12.9 31. 0 48.9 6.2 1.1 

1970 100.0 31. 1 100.0 100.0 38.3 30.4 30.7 0.5 。。
暖 1980 82.2 32.5 13. 7 84.8 103.1 42.4 27.1 28. 6 1.5 0.3 

地 1990 62.9 37.7 17.4 76.8 122.1 18.9 34.6 40.9 4.4 1.2 

2000 50.5 44.0 25.9 65.6 130.0 19.4 32.3 38.1 6.5 3. 7 

資料 .r世界股林業センサスJ各年版
注 :各畑作地帯の区分は表 3-1に同じ。成家戸数、経営耕地面積合計、 1戸当たり経営耕地面積は1970年を100とした指数で

表示。
なお、本表での高齢専業農家とは、男子生産年齢人口のいない専業農家のこと。

内
《

d
n屯

U



は遠隔な周辺地帯となっている。経営規模別

構成でみると、高度経済成長期以降に都府県

の拡大テンポを上回り、零細性は緩和されつ

つある。 しかし、高齢専業農家の割合は高く、

1 ha以下層はいまだ過半を超えている。 さら

に、土地持ち非農家、自給的農家の割合も高

いため、今後とも農地の出し手が多いという

傾向は続くものと考えられる。」と指摘して

いる。

さらに金岡は、南九州畑作において近年

一定の層として形成されつつある経営耕地面

積 5ha以上層を取り上げ、 r5 ha以上の大規

模層は、都府県と比べ販売金額が大きく、雇

用依存度が高く、法人化率が高く、契約生産

への関与度合いも高いという特徴を有してい

るJと、今後の担い手として強し、期待を寄せ

ている。

2)平均的経営像

北大隅に属する鹿児島県曽於市末吉町を対

象に、畑作経営の平均像を明らかにする。

末吉町の平成13年の農畜産物生産額は約

123億円(鶏卵を除く。なお、鶏卵の生産額

は37億円に上る)であり、そのうちの約78億

円 (63.6%) を畜産が占める。畜産に次いで

生産額が多い作目は野菜であり、かんしょ、

ダイコン、ごぼう、サトイモ、らっきょうと

いった根菜類を主要品目として約16億 5千万

円(13.4%)の生産額となっている。畜産と

根菜類中心の露地野菜生産が行われている南

九州に典型的な畑作地帯である。

土地利用において、作付面積が最も多い

作目は飼料作物である。夏作760ha、冬作

860haとなっている。続いて、野菜680ha、水

稲680haとなっている。野菜の中では、加工

用かんしょと加工用ダイコンが多く、それぞ

れ150haの作付面積となっている。加工用か

んしょの用途は主として焼酎原料用と考え

られ、でんぷん原料用かんしょの作付面積

100haを加えると、原料用かんしょの作付面

積は250haとなる。

土地利用の推移を見ると、昭和45年には

でん原かんしょ 1600ha、飼料作物1500ha、水

稲1200haが作付けされていたが、でん原かん

しょはすでに激減の過程にあり、昭和42年の

作付面積2300haから、昭和49年には450haに

減少している。でん原かんしょに変わって

作付面積を伸ばした作物は飼料作物であり、

昭和42年の作付面積900haから昭和45年には

1500haとなり、その後、変動はあるものの横

ぱいで推移している。野菜も飼料作物ととも

に作付面積を増加させてきた作目であり、昭

和45年の256haから平成元年には807haに増加

し、その後横ばいで推移している。ただ、平

成12年、 13年と連続して減少しており、作付

面積の減少傾向への転換も懸念される。水稲

は徐々に作付面積を減少させ、平成10年に野

菜とほぼ同じ作付面積となっている。

以上のように、末吉町では昭和40年代にで

ん原かんしょの衰退と畜産の成長が進み、そ

の中で野菜は徐々に作付面積を拡大し、土地

利用についても生産額についても畜産に次ぐ

主要作目となっている。末吉町の畑作経営は

加工原料用かんしょや加工原料用ダイコンに
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ごぼうやサトイモ、らっきょう等の根菜類を

中心とした畑作露地野菜経営といえる。

末吉町には平成13年 3月時点で217戸の認

定農業者が存在し、露地野菜を生産する認定

農家は45戸ある。他の作目との複合的な経営

が多く、多く導入されている複合的な作目と

して、和牛子牛生産 (30戸)、水稲 (29戸)、

たばこ (15戸)がある。

露地野菜生産認定農家45戸中、露地野菜が

経営の主体となっている経営は15戸である。

複合的な部門としては和牛子牛生産(11戸)、

水稲(12戸)が多く、たばこ (2戸)もある。

和牛子牛部門はし、ずれも繁殖雌牛10頭未満/

戸の少頭数飼養である。水稲は15a ""'-'80 a / 

戸の作付面積であり、たばこは70a ""'-'80 a / 

戸の作付面積となっている。たばこを導入し

ている 2戸では繁殖牛も飼養されている。露

地野菜の主要生産品目はかんしょ (11戸)、

ダイコン (10戸)、ごぼう (10戸)、サトイモ

(8戸)といった根菜類であり、次いでカボチャ

( 5戸)、スイカ (4戸)といった果菜類もあ

る (表 3)。経営耕地面積は 1ha毎に区分す

ると 2ha以下 2戸、 3ha以下 7戸、 4ha以下

3戸、 5ha以下 1戸、 6ha以下 2戸となって

いる。労働力は 2""'-'4人の家族経営であり、

農繁期には臨時的に雇用を導入している経営

が約半数ある。 1戸当たりの栽培品目数は 2

""'-'7品目である。露地野菜延べ作付面積は 1

ha毎に区分すると 2ha以下 6戸、 3ha以下4

戸、 4ha以下 1戸、 5ha以下 2戸、 8haを越

える経営が 2戸ある。

上記15戸のうちの 9戸について経営調査を

行った結果注1)、販売に関しては、 8戸の経

営が ]Aを主要な販売先としている。そのう

ちの 1戸は全量 ]A出荷であり、 7戸は ]A、

卸売市場、加工メーカ一等複数の販路を持っ

ている(図1)。残る 1戸は全量卸売市場へ

出荷している。調査対象のうちの 1戸(経営

耕地面積約 4ha、家族労働力 3人、和牛生産

3頭、水稲15a 、加工用かんしょおよび加工

用だいこん主体、 ]A・加工業者 ・直売所へ

出荷)について、生産原価や販売価格等の調

査から農業所得を試算した結果、約450万円

で、あった(表 4)。

3) J Aにおける販売の取り組み

]A鹿児島県経済連は大隅地域の東海岸で

ある志布志町に経済連大隅野菜事業所を設置

表3 露地野菜主体15戸の平均的経営像

(単位 a 、人、品目、戸)

所有面積，閏 43.0 主要品目(栽培農家数) かんしょ 11 

所有面積，畑 154.3 ダイコン 10 

借入面積，田 3. 7 ごぼう 10 

借入面積，畑 121. 1 サトイモ 8 

経営耕地面積，畑 275.3 カボチャ 5 

経営耕地面積，合計 322目。 スイカ 4 

労働力数 2.67 複合作目(導入農家数) 水稲 12 

露地野菜品目数 3.9 生産牛 11 

露地野菜作付面積 327.6 たばこ 2 

注末吉町資料より作成
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O 2 

戸数

4 6 8 10 

かんしょ(焼酎等加工)

かんしょ(澱粉)

かんしょ(青果)

ダイコン(加工)

ダイコン(青果)

ごぼう

サトイモ

カボチャ

ハクサイ

キャベツ

スイカ

一寸

|・JA図市場ロその他|

図 1 認定農家 9戸の品目別出荷先別戸数

注 聞き取り調査より作成

表4 根菜類中心の比較的規模の大きい家族経営の設計結果

(単位 a 、万円)

経営設計の前提条件 設計結果(面積と所得)

借地 300aまで 品目 作付面積

借地料 20，000円/lOa トンネノレサトイモ 20 
サトイモ連作 中3年 焼酎用かんしょ 300 

雇用導入 なし 加工用秋ダイコン 250 

自作地 200a 加工用春ダイ コン 50 
労働力 2人 加工用春ばれいしょ 30 
焼酎かんしょ全体面積 300aまで 借地 251 

加工用秋ダイコン全体面積 250aまで

加工用春ダイコン全体面積 50aまで 販売金額 911 
加工用ばれいしょ全体面積制約 30a 所得 461 

注 。1)聞き取り調査および農作業日誌に基づき線型計画法を用いて試算した。
2)線型計画法の試算にはXLPを利用した。

している。輸送基地では、関東、東海、関西 サトイモ、ニンジン、ナスが主要5品目だつ

の大都市卸売市場における日々の市況に基づ た。 ]A部会員における共販率はカボチャ

き大隅地域の各単位農協に出荷指令を発して 100%、ごぼう 100%、サトイモ30%程度にな

いる。各単位農協やその支所は野菜事業所、 る。ごぼうは部会員以外の栽培分も含めると

]A本所からの出荷指示に基づいて各卸売市 地域としての共販率は50%程度になる。共販

場に出荷する。 による市場出荷は低下する傾向にあり、それ

]Aそお鹿児島末吉支所での聞き取りで に対して契約出荷が増加する傾向にある。契

は、露地野菜は輸入野菜の影響で価格が低迷 約出荷はカボチャで30%程度あり、量販庖

している。地域の主力園芸品目はカボチャ、 (スーパーマーケット)との契約を行っている。

ごぼう、サトイモであり、 トンネル栽培が主 契約出荷では安定した出荷量の確保が重要と

力となっている。以前はカボチャ、 ごぼう 、 なるが、出荷量を確保することは難しい。カ

po 
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ボチャ生産農家は平均60歳代、 1農家平均作

付面積20a弱と生産基盤が脆弱である。

漬物用加工ダイコンは輸入漬け物に大きく

影響を受けている。契約栽培での配分面積が

少なくなってきている。平均的には 1本20円、

10aあたり 5，000本出荷となる。焼酎用加工か

んしょは 1kg42'-""'45円、霧島、森井蔵、岩川

という酒造メーカーと契約している。

このように、 ]Aでは徐々に販路を卸売市場

以外に求め、スーパ一等への契約出荷による

収益の安定を図っている。 ]Aにおいても今

後このような取り組みがより重要になってく

ると考えられる。

3 土地利用型大規模農業生産法人の

展開

1)調査対象法人の経営概況と事業内容

本項では、第 1項で考察した一般的な農家

とは異なる、大規模な企業的農業経営の展開

について考察する。東霧島、北大隅地域に展

開する大規模露地野菜農業法人4法人を取り

上げ、経営実態を概観する。そこでは、上に

整理した「特質」や「発展経路j に関する実

態の他に、法人としての地域農業との関わり

にも注目する注2)。

(1) K A農園

K A農園は野菜の生産、加工、販売を行う

法人農業経営である。経営耕地面積約60ha、

従業員32名、取引販売先企業12社、販売額約

2億 5千万円に上る。主力商品はダイコンで

ある。

経営の沿革注3) については、経営者は昭和

56年に長距離トラックの運転手から転身、借

地による規模拡大を進めながら、平成11年に

有限会社KA農園を設立、近隣の大規模露地

野菜法人と連携し、経営展開を図っている。

平成16年には販売対応部分を分社化 し、平成

18年には新会社の大規模集出荷および加工場

が完成、現在に至っている。この間、平成13

年有機 ]AS認証取得、平成15年鹿児島県エ

コファーマー認、定、平成17年かごしまの農林

水産物認証取得等、安全 ・安心な農産物生産

にも積極的に取り組まれている。

生産においては、同一圃場に平均して年2

回の作付けを行うことにより、延べ作付面積

は120haで、ある。地域内で比較的寒さの強い

場所から温かい場所にわたって圃場を分散さ

せ、収穫時期の長期化を図り労働力の分散と

収穫面積の拡大を図っている。ダイコンを主

体として、キャベツ、ハクサイ、レタス、か

んしょ、サトイモ、ばれいしょ等、 13品目の

生産や販売を行っている。栽培方式は減農薬

無化学肥料方式である。約300niの堆肥舎を

所有し、畜産農家から堆肥原料を購入して自

社生産を行っている。 さらに、無農薬有機生

産用の圃場を12.-.....13ha確保しており、緑肥の

鍬込みが行われている。有機農産物は約 8ha 

生産している。雑草は手取り、害虫は撹乱剤

により防除している。

従業員数は32名であり、常勤の周年雇用体

制である。パートタイムによる雇用は、繁忙

期に休暇を取られる等の不安定な面があるた

め、常勤による雇用を行っている。周年雇用

ヴ
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体制の維持すなわち夏期の就業確保対策とし

てかんしょの生産を開始した。

販売は取扱量の90%が契約であり、市場出

荷はほとんどない。販売先は関東以西の量販

庖、加工メーカー、総菜メーカ一等であり、

取引企業数は22~23社に上る。加工向けの漬

物用ダイコン販売を契約販売の端緒とし、最

近では青果での契約販売をのばしてきてい

る。現在の販売高約 2億 5千万円のうちの約

1億 5千万円 (60%)が青果、 1億円 (40%)

が加工向けである。有機農産物は、全国展開

している大手スーパー等を対象に、1O~15%

の価格プレミアムで販売している。ただし、

人件費等のコストも高くなるため、収益とし

ては若干高くなる程度である。

販売契約内容は、取引価格のみを決めて取

引量は決めずに収穫量に応じて出荷するとい

うもの、取引量も決めるが柔軟な対応が可能

なもの、決められた取引量を厳しく要求され

るもの等がある。流通業者が直接の取引先に

なっている場合は、取引先が流通業者として

一定の集荷能力を持っているため、契約量に

対して柔軟な対応が可能になる。その一方で、

加工メーカ一等との直接取引では契約数量を

下回ることはできないため、不作時には社外

から生産物を調達することによって契約数量

を達成する場合もある。通常は20年以上の経

験から生産量はほぼ予測できる。その予測に

基づいて、契約数量を20%上回る作付けを行

うことにより不作の場合のリスクを軽減して

いる。

地域の企業的経営や農家との生産契約も

行っている。 5戸+α戸の農家にダイコン、

タマネギ、ニンジン、キャベツ、レタスの生

産委託を行っている。

KA農園では現在、販路の拡大に力を入れ

ている。そのための対策のーっとして真空予

冷装置が導入されている。 3~5 0Cで40分の

予冷を行うことにより日持ちが長くなり、流

通上の品質改善が図られる。ダイコン、キャ

ベツ、レタスが対象となっている。また、野

菜のスライスおよび芯抜き加工場が設置さ

れ、今年の秋から稼働が開始される。ダイコ

ン、キャベツ、レタス、タマネギ、ハクサイ

が対象となっている。販路の拡大に軸足を起

き、そこからの派生的対応として日持ちの改

善や、新たな自社加工段階の導入を図り、さ

らに生産規模の拡大や栽培方式の変革等へ

と事業活動が波及していくことになる。そし

て、同時に新たな労働力の導入も予定されて

おり、販路拡大を出発点として、事業内容や

経営組織を変革していくという発展方向が取

られている。

(2) A R農産

AR農産は野菜の生産、加工、販売を行う

法人農業経営である。経営耕地面積約73ha、

従業員53名、取引販売先企業40数社、販売額

約4億 9千万円に上る。主力商品はダイコン

である。

経営の沿革については、昭和62年に現社長

が就農、 2.5haの経営耕地面積のもと、加工

用ダイコン主体の経営が開始される。平成6

年に経営移譲、平成10年に認定農業者となり、

口
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平成13年に有限会社AR農産を設立。この間、

青果用ダイコ ンの導入、大型のダイコン洗浄

機の導入、また、平成16年には大型冷蔵庫や

切り干しダイコン加工場の導入を図り、平成

17年にはエコファーマーや有機 JAS、かご

しまの農林水産物認証を取得、さらに、平成

18年には肝属地域に生産拠点を設立する等、

事業規模を拡大 し現在に至っている。

作付け延べ面積は167ha~こ及ぶ。 ただし、

圃場の80%は本社から10km以内に位置してい

る。圃場の筆数は190筆に上り、 1筆当たり

面積は平均30a、最も小さい圃場は4a、最も

大きい闘場は3.1haで、ある。主力のダイコン

の作付面積は120ha~ 130haで、あり、そのうち

20%は青果向け、 80%は加工向けである。刺

身のつまとしての原料供給が主体となってい

る。この他、サトイモ、ばれいしょ、かんしょ、

キャベツといった品目の生産販売を行って

いる。ダイコンの生産に関しては、間引き以

外は機械化一貫体系が確立している。播種は

シーダーテープを利用し、種子を感知してマ

ルチに大をあけるという播種機によって省力

的な作業体系となっている。収穫は120haの

生産物を出荷計画に沿って順次進めていく必

要があり、天候や圃場状態の変化に幅広く対

応できるクローラタイプの収穫機が利用され

ている。また、かんしょやばれいしょの収穫

にも大型機械が導入されている。AR農産で

は収穫機だけで20台から30台ほど装備されて

いる。作業面積が大きいために耐周年数がか

なり短くなっている。

栽培方式は減農薬無化学肥料栽培である。

「ムクダイ資材Jを利用した土づくりに取り

組んでいる。輪作に関しては、地区毎に圃場

のまとまりを作って品目を変えていくように

考えているが、部分的にごぼうの4年輪作等

が発生する。現在のところ問題は発生してい

ないが、長期的には輪作体系の確立が必要で

あると考えている。また、輪作の組み方によっ

て堆肥の投入量を調整している。土壌分析は

農業改良普及センターに定期的に依頼してい

る。また、あいている畑にはギニアグラス等

の緑肥を栽培し、その後にダイコンを作付け

している。

従業員は53名であり、ダイコン収穫時には

ノ号ー トを含めて70名になる。53名の従業員は

平均年齢37.9歳、男女比は 5 5で、地域内

出身者が70~80%を占める。 定年後の再就職

の方もおられる。経営は生産企画グループ、

経理グ、ループ、生産 ・収穫グループ、選果グ

ノレープ、支庖グループ、加工グ、ループに組織

化されている。生産に関しては品目毎に責任

者を決めて対応している。収穫に関しては、

ハーベスタ 1 台毎に 4~5名のグループを形

成し、ク、、ループ長および2名のサブ、グ、ループ

長を決めて対応している。月間および週間作

業計画、毎夕方のミーティングにより作業手

順を確認している。

販売取引先企業は40数社に上り、総菜、加

工、量販庖等、関西主力で全国に販売を展

開している。無化学肥料減農薬という特徴を

持った生産物を前提とした販売契約のため、

契約数量を下回るおそれがある場合に地域内

の他の経営体から生産物を調達することは困
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難であり、生産リスク回避方策として、契約

数量達成のために契約数量の120%の生産を

行っている。販売取引先からの取引量拡大お

よび周年供給についての要望は大きい。契約

数量を上回る分に関しては融通が利く 。販売

に関して 3"-'4年前から肥料や農薬の使用実

績といった生産情報を強く求められるように

なってきた。現在生産情報は台帳管理されて

いるが、近い将来にパソコンによる管理方式

が確立される予定になっている。

地域内の農家への委託生産も行っている。

5つの経営体に生産を委託しており、そのう

ちの 2社は法人経営である。収穫作業はAR

農産で、行っている。生産委託経営ではAR農

産と同様の生産方式による生産が行われてい

る。

A R農産では、地域内におけるこれ以上の

面積拡大は農地集積や加工場の稼働能力等の

側面から困難と判断している。そこで、他地

域に生産拠点を設立し、独自に生産から加工、

販売までを行うことが計画され、今年から他

地域に生産拠点が設立されており、分社化に

よる事業規模の拡大が図られている。

(3) S 1 農園

S 1農園は野菜の生産、販売を行う法人農

業経営である。経営耕地面積約120ha、従業

員62"-'63名、取引販売先企業50社、販売額約

9億円に上る。経営の主力商品はごぼうであ

る。

経営の沿革法4)については、ごぼうとサト

イモの生産農家から産地集荷業を開始し、北

海道、東北、四国と圏内はもとより、中国や

台湾からも集荷を行っていた。その後、南九

州を中心に委託生産を開始、しかし、商社の

進出等があり、自ら作って販売する事業内容

へと経営を転換させてきた。平成元年に有限

会社S1農閣を設立、平成13年には ]AS有

機認定取得、平成14年、エコファーマー認定

取得と環境に配慮した生産活動を実施してい

る。また、平成15年には真空冷却装置を導入

し流通販売への対応も充実させている。さら

に、平成17年には IS09001認証も取得

し、現在に至っている。

120haの農地は近隣の 2地域に立地する。

この 2つの地域で土地をまとめ圃場分散を抑

えていく方針をとっている。40"-'50%が自作

地であり、 100haを超える規模にもかかわら

ず借地の比率が低いことが特徴的である。農

地の筆数は130筆以上ある。 1筆当たり 80a 

"-' 1 haの農地が多く、区画を大きくすること

による作業能率の向上を図っている。なお、

1筆当たり最も面積が大きい農地は 4ha、そ

の反面、 8aという農地もある。農地は車で

20分の範囲に収まっている。地域からの土地

貸し出し希望は多く、要望があった場合には

80"-'90%は引き受けている。

生産品目は主力のごぼうの他に、サトイモ、

タマネギ、キャベツ、エダマメ、かんしょ、

ダイコン、ほうれん草、ニンジン、ケール等

多品目にわたる。近年、お茶生産を開始し、

50ha規模を目指している。平均すると2.5作

の生産が行われており、多いところは 3作す

る畑もある。土地利用率を上げて収益を拡大
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していく方針が採られている。有機栽培が基

本であり、適地適作を実践している。大手畜

産農家から堆肥原料を導入し、自社で堆肥を

生産している。マリーゴールドによる線虫駆

除やまた、ソルゴーを栽培して堆肥化するな

ど、士作りに工夫を凝らしている。

従業員の配置については適材適所を徹底

し、それぞれの業務に責任を持たせるように

している。従業員62'"'-'63名中男性は13'"'-'14

名であり、主に機械作業を担当している。寮

を整備して中国からの研修生も受け入れてい

る。経営組織はこれからの業務内容拡充を踏

まえて、事業部、耕種部、農産加工部、茶業部、

総務部等に分けられている。生産においては、

班構成を採り担当者をおいている。班構成は

固定ではなく流動性を持たせている。労働環

境整備の一環として移動トイレを整備してい

る。また、これまで、海外に4回、園内に 3

回の慰安旅行も実施している。従業員は近隣

地域の方以外に、宮崎市、鹿児島、山口から

来ている方もおられる。農家以外の出身者が

多い。意志疎通の場は、朝礼、終礼、幹部ミー

ティングである。品目毎に毎日のノルマを設

けている。作業日報の記帳が実施されており、

生産履歴および生産原価が把握されている。

販売取引先は50社に上り、関東、関西を

中心に日本全国に販売している。スーパーの

パックヤード、惣菜メーカー、食品メーカ一、

サプリメントメーカ一等への加工原料の供給

が主体である。契約取引を基本としている。

自社農場で契約量を達成するために、契約量

を上回る生産計画を立てている。計画通りに

生産量が確保された場合の余剰分は市場へ出

荷する。この市場取引を通じて情報発信を行

い、商談の中でいいものを安くという交渉を

行い、新たな販路が開拓され事業が拡大して

いくことになる。以前の販路拡大は営業活動

を行い取引先の要望に応えていくというスタ

イルを採っていたが、青果物の細分化された

規格等困難な要望もあり、現在は業務加工用

を中心に、営業活動は排除し、良いものを作

れば自ずと販路は開けるとし、う姿勢の下に販

売対応が行われている。土地基盤の整備等に

より、コスト低下=再生産価格水準の低下を

図っている。

地域農業との関連では、現在、 20戸の農家

と2つの ]Aを対象に生産委託契約を行って

いる。20戸の農家は近隣と鹿児島県に立地し

ており、経営主は60歳代が多い。委託品目は

キャベツとダイコンが中心である。

平成19年度にお茶の加工施設を導入する予

定になっている。また、日量処理能力20tの

野菜カットおよび冷凍加工場も導入予定であ

る。加工導入により生産物の有効利用を図っ

てし、く 。また、加工を導入して特殊な生産物

を取り扱うようになったときには販売のため

の営業も必要になってくると考えている。

地域農業との関連において、今後は S1農園

が地域の核となって産地を作っていくことを

考えている。お茶、エダマメ、タマネギ等機

械化の進展している品目を中心に、高齢者で

もできる作業体系を作って、低コスト化、簡

素化を進め、海外からの輸入農産物に対抗し

ていくことを考えている。大型農家が地域の
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核となって、周りの農家をフォローしていく

という産地イメージが描かれている。また、

地域との連携と同時に、農業法人相Eのネッ

トワーク形成も重要だと考える。

経営の課題は人の教育と経営の次世代への

継承である。教育の場は設けられており、 1

部門について 2人以上のスペシャリストを育

成する方針である。また、 150ha間では今の

人的構成で対応可能であるが、 200haや300ha

へと発展していくためには異業種との連携も

必要になってくる。 S1農園は土地利用型農

業のノウハウを持っている。組織や営業のノ

ウハウを持っている企業と協力することで、

より飛躍的な経営展開が可能になると考え

る。 さらに、経営の継承については同族のみ

では限界もある。同族以外からも人を入れて

いくことが必要になると考えられている。

(4) S P青果

SP青果は野菜の生産、加工、流通、販

売を行う法人農業経営である。直営農場210

か所80ha、従業員78名、取引販売先68社(う

ち海外 1社)、関連会社を含めた総売上は15

億 5千万円に上る。宮崎県都城市に立地し、

主力商品はごぼう、サ トイモの青果品および

加工品である。

昭和51年 4月に家族農業経営を継承し、昭

和58年から生活協同組合への野菜供給が開始

され、昭和62年に青果物流通部門を法人組織

として(有)S P青果が設立された。その後、

平成 7年に農業生産法人として改組した。平

成10年にはカット野菜工場が新設され商品ア

イテムの拡大が図られた。また、平成11年に

は大阪事務所が開設され、流通部門及び販売

部門の強化が図られた。平成13年には有機農

産物および特別栽培農産物検定員の資格を取

得、合わせて ]AS有機認定も受ける。さら

に、平成14年には宮崎県エコファームの認定

を受けている。

この問、農地の集積に努め、平成11年に

は直営農場100か所、平成14年には150か所が

達成されている。農地は概ね本社事務所から

自動車で片道10分以内の範囲にあり、圃場問

の移動時間ロスを少なくして生産の効率性を

高めている。また、耕作が放棄され荒れてい

た農地を復元し、地域内の農地の有効利用を

図っている。

SP青果では青果物トレーサビリティシ

ステムが販売戦略の基礎として構築されてい

る。このシステムは、安全で、安心して食べら

れる農産物の生産を目的に、生産段階につい

て平成16年 4月から稼働が開始されている。

携帯用パソコンを端末としており、作業後に

農場においてタイムリーな入力が可能であ

る。入力作業はタッチノ号ネルによるベン入力

により効率化されている。入力されたデータ

は本社サーバーへ転送され蓄積される。蓄積

されたデータは本社において農場ごとに原価

計算帳票や農場作業日報として整理される。

このシステムは SP青果の販売戦略に様々

なメリッ卜を与えている。主要メリットの第

1は農場ごとの原価把握による再生産保証価

格の提示である。従来のような駆け引きでは

ない、透明な価格形成が可能となっている。
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第 2は農場ごとの生産履歴把握によるマー

ケットの拡大と開拓である。生産履歴に関す

るきめ細かいデータが、商品の付加価値を高

め、独自の市場形成およびブランド形成が可

能となっている。

地域農業との関連において、 SP青果では

2つの生産組合を組織し、南九州地域の667

戸の農家に生産を委託し販路を提供してい

る。委託農家からの買い取り価格の最低保障

を行い、技術協力や機械の賃貸、作業受託等

も行っている。 しかし、地域内の農業者の高

齢化は進展しており生産委託契約面積が縮小

していくことも予想される。このため、自社

農場のさらなる規模拡大を計画している。ま

た、販売契約の中で量販庖プライベートブラ

ンド対応や生産情報添付を前提とした取引も

行われており、この場合には生産委託契約農

家にも同じ条件が適応される。生産委託農家

における意識改革も必要となる。

また、地域内の連携にとどまらず、農業法

人間の連携も行っている。熊本県阿蘇地域に

立地する KN農園の農場約 5haを活用したダ

イコン栽培を平成18年から開始している。阿

蘇の冷涼な気候を利用した生産により、産地

を分散させ、生産リスクを分散させるととも

に、夏期に一部遊休化していた機械設備の有

効利用も図っている。

SP青果では、自社の発展のみならず、自

社を取り巻く地域社会の発展を企業理念のー

っとしている。具体的取り組みとして、第 1

に平成15年に高齢者専用の農業生産支援会社

を設立し、農作業を委託している。この企業

は採用条件が55歳以上であり定年はない。出

勤日数も自由であり、高齢者向けの労働条件

を整備している。第 2に障害者の雇用である。

5施設120名前後の障害者に対して、青果物

の袋詰め作業等の雇用の場を提供している。

この他にも、近隣の大手量販盾が組織する「子

供エコクラブ」に対して農作業体験の場を提

供する等、活動は多岐にわたっている。

SP青果では、青果物加工場の規模拡大や直

売所の設立等が計画されている。将来的には

株式会社化と株式市場への上場も視野に入れ

られている。また、事業規模の拡大にともな

いより効率的な経営管理の必要性が高まって

きており、その一方策としてGAP (適性農

業規範)を導入している。平成18年にGAP

認定を受け、また、自らが会長となって南九

州、IGAP推進協議会を設立している。GAP

を実践することにより、削減が可能なコスト

は徹底的に削減を図り、整備が必要な部分に

は積極的にコスト負担を図り、生産環境整備

を進めていくことが考えられている。そして、

そのことによってさらなる経営の発展を目指

している。農業を産業として成熟させるとい

う大きな目標を掲げ、自らがそのためのプロ

トタイ プとなる ことを目指している。

2)企業的経営と一般的な畑作経営の概況

比較

以下では、企業的経営と末吉町における一

般的な畑作農家の経営内容を比較する。
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表5には相対的に経営面積や販売金額が小

さい企業的経営の調査結果を示している。こ

こでは事業内容や栽培品目数、栽培方法は家

族経営とほぼ同じである。表6に示される相

対的に規模の大きな企業的経営では、事業内

容は多角化 し、栽培品目数も増加し、栽培方

法も製品の差別化が可能な無化学肥料や減農

薬と いった栽培方法が採られるようになって

いる。表5と表6を通じて企業的経営体の特

徴を最も端的に表している項目は販売先であ

る。企業的経営では規模が相対的に小さい場

合でも加工メーカーや外食等の独自販路を有

している。そ して事業規模の拡大につれて販

売取引先の企業数も多くなっている。

3)企業的経営体の経営指標

KA農園、 AR農産の展開画期と 1人あた

り販売額を見てみる (図2)。

KA農園は1999年の設立時から、 1次加

工設備導入時の2003年、大規模流通設備を導

入し流通分野へ事業拡大した現時点の2006年

と、順次従業員 1人あたり販売額を増加させ

ている。他方、AR農産は設立時の2001年か

ら加工設備を導入した2004年には 1人あたり

販売額が増えているが、現時点では販売額が

減少している。

表5 家族畑作経営と企業的畑作経営の概況比較 1

露地野菜家族経営 企業的農業経営

設計結果 MBファーム MSファーム NS  農園 (有)K

経営耕地面積 4.5ha 2ha 20ha 25ha 60ha (自干士15ha)

労働力数 2人
5名+ 3名 + 2名+ 5名+パート3名+

臨時アノレバイト l名 臨時ノfート 5~6名 臨時ノξート25名 アノレノtイト2名

販売金額 920万円 (2006年 2月設立) 2千万円 5千7百万円 1億 1千万円

事業内容 生産 生産 生産 生産 生産

栽培品目数 4品目 2品目 3品目 2品目 3品目

栽培方法 通常栽培 通常栽培 通常栽倍
通常栽培

通常栽培
有機栽培 1ha 

販売先
jA主体

加工メーカー、外食
加工メーカ一、

加工メーカー 加工メーカー
市場、加工メーカー 製パン会社

地域との関連 とくになし とくになし ノ号ート雇用 ノξート雇用 生産委託、作業受託、
技術指導、販路提供

注 1)平均的;畑作認定農家は鹿児島県曽於市末吉町の露地野菜生産を主体とする認定農家のデータに基づく。
2)企業的畑作経営体に関する記述は聞き取り調査に基づく 。

表6 家族畑作経営と企業的畑作経営の概況比較2

露地野菜家族経営 企業的露地野菜経営体

設計結果 KA農園 AR農産 S 1 農園 SP青果

経営耕地面積 4.5ha 60ha 73ha 120ha 80ha 

労働力数 2人 32名 53名 63名 78名

販売金額 920万円 2億 5千万円 4億 9千万円 9億円 15億 5千万円

事業内容 生産 生産、加工 生産、 加工 生産、流通 生産、加工、流通

栽培品目数 4品目 12品目 6品目 II品目 11品目

栽培方法 通常栽培
無化学肥料 無化学肥料

独自の有機的栽培 減農薬栽培
減農薬栽培 減農薬栽培

jA主体 加メ工ーカメ一カ、一量3干土販、総庖菜等 加メー工カメ4ー一0数カ、社一量販、惣底菜等 加メ工メ カ 販、惣庖菜等
6加メ8社工ーカメ(うー一ちカ、海一量外販、惣応1社菜等) 販売先

市場、加工メーカー ーカー50、干土量
22~2 

地域との関連 とくになし 生産委託、販路提供 生産委託、販路提供 生産委託、販路提供 日機主械産リ委ー託ス、作業受託、
、販路提供、

注 1)平均的畑作認定農家は鹿児島県曽於市末吉町の露地野菜生産を主体とする認定農家のデータに基づく 。
2)企業的畑作経営体に関する記述は聞き取り調査に基づく 。
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1人あたり販売額及ひ、経営耕地10aあたり

販売額を家族経営と比較すると(図 3)、企

業的経営体は家族経営よりも高い生産力を示

している。

設備投資額を見ると(図 4)、企業的経営

体は家族経営を温かに上回る投資を行ってい

る。ただ、10aあたり償却費として設備投資

額を見ると企業的経営体の方が家族経営を下

回っている。設備投資に関する規模の経済が

10000 

8000 

千 6000

円 4000

2000 

0 

KA農園1人あたり販売額推移

1999 2003 2006 

年度

発現されている。

さらに、ダイコンに関する資材費と粗収益

を見ると(図 5)、償却費と同様に資材費も

安価である。そして、粗収益は高くなってい

る。粗収益の高さは販売単価の高さに基づい

ており、収量は同程度もしくは低位であるが、

独自販路開拓により家族経営よりも 2"-'3倍

近い販売単価が実現されている。

労働の側面に関して、家族経営作業日誌に
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図2 企業的経営体の 1人あたり販売額の推移
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図5 資材費と組収益 (ダイコン)

よるダイコン10a労働時間は約44時間で、ある。

他方、 S 1農園では延べ80時間の人件費を見

積もっている。家族経営の場合、収穫後は洗

浄せずにネットに入れて圃場に置いておけば

よい。しかし、選果設備や加工設備を有する

企業的経営体では、収穫後に運搬、洗浄、選別、

箱詰め、あるいは加工品作成のための様々な

労働過程が入ってくる。労働効率の上昇が低

コスト化の重要な要因になると考えられる。

4) 企業的経営体の課題

最後に、聞き取り調査から得られた企業的

経営体の課題や将来展望を示す(表7、表8)。

経営の将来展望として、相対的に規模の小

さい経営体では生産規模の拡大が志向されて

いる。 他方、規模の大きい経営体では事業領

域の多角化が志向され、人材育成や経営継承

が重要な経営課題となってきている。

4 販売および委託生産契約の現状と

地域農業再編の可能性

1)販売契約の現状

本項では、企業的農業経営の特徴である契

約販売について、その変遷と現状における対

応、そこから派生する地域農業との関わりを、

とくにSP青果からの聞き取り調査を基に考

察する。

第 1に、契約販売における取引先について、

以前は小売居が主要な取引相手だ、ったが、近

年では加工メーカ一、惣菜メーカ一、外食産

業が増加している。小売庖を主要取引先とし

ていた時期は、農産物の収穫量に応じた柔軟

表7 一般的畑作経営と企業的畑作経営の課題と将来展望 1

平均的露地野菜

認定農家

経営の課題 | 高齢化

将来展望 | 機械化の進展

MBファーム

耕地面積の拡大

販路拡大

企業的露地野菜経営体

Mファーム NS農園

雇用労働力の活用 | 後継者確保

地域グループ化 | 生産規模拡大

表8 一般的畑作経営と企業的畑作経営の課題と将来展望2

経営の課題

将来展望

平均的露地野菜

認定農家

高齢化

機械化の進展

KA農園

販路拡大

加工事業の拡充

企業的露地野菜経営体

AR農産 S 1農園

生産事業拡大 | 人材育成

分社化による事業
展開の推進
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な契約出荷が行われていた。しかし、加工メー

カ一等は売価と原価の管理の都合上、定時、

定量、定価格をより強く農業側に求める。ま

た、増大する輸入農産物との対比において低

価格も求められる。加工メーカ一等が取引先

として増えてきた背景には核家族化と共働き

による、消費者の簡単に食べることができる

便利な食品に対するニーズ、の高まりがある。

農業法人の発展にともなう販売取引量の

拡大と加工メーカーや外食産業等との取引拡

大にともなって農業法人の契約履行に関する

リスクも拡大してきている。 しかし、その一

方でリスクの負担のあり方は以前とほとんど

変わっておらず、加工メ ーカ一等との直接取

引では農業側が大部分のリスクを負担してい

る。ちなみに、 SP青果では昨年の台風によ

り直接的な生産被害約 2千万円の他に、信用

保持のための代替商品手当に関して約 2千万

円の損失が発生した。このような販売リス

クの増大に対して、農業法人は地域内の生

産者や地域外の農業法人との連携を図り、販

売リスクを軽減していくという対応を行っ

ている。すなわち、契約数量を当該農業法人

1社のみで対応するとしづ契約履行方法では

なく、地域内および地域を超えた生産者聞の

ネットワークにより対応するという契約履行

方法に変わってきている。 しかも、販売取引

先の求める定時定量に対応するため、生産者

聞の連携スピードも速くなってきている。

契約販売の変遷と現状における対応につ

いての第 2は、量販庖のプライベートブラン

ド策定という動きがでてきたことである。量

販庖が農産物に対する独自の生産基準を設

け、それに適合する農産物を差別化商品とし

て独自ブランドの下に販売する動きがでてき

た。また、このような動きとともに、プライ

ベートブランドに限らず様々な販売取引先か

ら生産情報の添付をより強く求められるよう

になってきた。生産情報の添付を求める取引

先は、以前は生協およびこだわり農産物コー

ナーを持つ量販庖等、取引先全体の中の20%

くらいだ、ったものが、現在では「産地」に関

してはほぼすべての販路から要求され、その

他にも農薬使用量、残留農薬量等も要求され

るようになってきた。 しかも、生産者自身に

よる報告のみではなく、第3者機関や公的機

関による承認が求められる。このような動き

の背景には消費者の安全で安心して食べるこ

とのできる農産物に対するニーズの高まりが

ある。プライベートブランドや生産情報の開

示といった販売方式に大規模に対応できる経

営体は現在のところ多くはないと考えられ、

生産情報添付農産物市場規模の成長程度に

よっては、農産物の買い手である量販庖、加

工業者、外食産業等と売り手である農業経営

との聞の取引構造が売り手市場的性質を強め

ていく可能性もある。

以上、考察を進めてきた契約販売に関する

内容変化を表9に整理する。

2)地域農業再編の可能性

食の簡便化志向および安全 ・安心志向といっ

た消費者ニーズの高まりを背景とした、近年

における販売契約のあり方の変遷により 、一

弓

i
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表9 契約販売内容の変化とその背景

WTO  (※)体制以前 現 在

口背景と しての消費者一一ズの変化 見た目、 価格 見た 目、価格、 簡単 ・便利、安全 ・安心

口背景としての野菜輸入量 153万 t(J 989) 305万 t(2004) 
口販売取引先の業種の変化 スーパー、生協 加工メーカー、惣菜メーカ一、外食産業、スーパ一、生協

口販売契約における価格・ 数量規定 相場、出来高 定時、定量、定価格、低価格

口契約規定に対する履行方法 1経営のみでの対応 地域内外の農業経営のネッ トワークによる対応

口販売先からの生産情報要求内容 産地表不 産地、農薬使用量、 残留農薬量等の表不と第 3者認証の表不

口生産情報要求への対応 とくになし トレーサピリティシステムの導入、 GAP(適性農業規範)の導入

※世界貿易機関 (WorldTrade Organization)、自由貿易促進を主たる目的として作られた国際組織。
GATT (ガット)ウノレグアイ ・ラウン ドにおける合意に基づき、1995年 1月 1日にGATTを発展解消させて成立 した。

方では、契約履行に対する生産者側のリスク

増大を契機として、地域内外での生産者相互

連携の必要性が高まっている。また、他方で

は、プライベートブランド対応や生産履歴情

報開示を前提とした差別化農産物に対する販

売取引の拡大にともない、生産側の対応とし

ての生産者相互連携に関して、各生産者間で

統一的な生産基準が必要になってくる。GA

Pに代表されるような生産工程管理基準を統

一的に適用することによって効率的な生産管

理が可能となる。そして、そのためには生産

工程管理への対応が可能な大規模農業法人等

を核にした地域農業の再編が重要な課題に

なってくる。大規模な企業的経営体を核とし

た地域農業のイメージを図6に示す。大規模

生産法人の地域農業における役割は、これま

での機械や労働力的な支援、販路提供、未利

用農地の利活用等にとどまらず、地域内農業

者の安心 ・安全な農産物生産に関する意識改

革、減農薬無化学肥料栽培等に関する技術指

導、経営計画策定指導等、より幅広くより重

要性を増していくことになる。すなわち、大

規模農業法人は自らの経営発展とともに、地

域農業の経営管理主体として地域農業の発展

に大きな役割を担うことになる。

外食
レストラン

図6 企業経営体を核とした地域農業の組織化イメージ
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く 注 >

1 )九州沖縄農業研究センター異業種連携チーム

上席研究員倉知哲朗氏をリーダーとする調査

である。

2)著者自らの調査の他に、九州沖縄農業研究セ

ンタ一九州畑輪作研究チーム長安達克樹氏を

リーダーとする調査、異業種連携研究チーム

田口善勝氏をリーダーとする調査等、複数回

の調査に基づく 。

3) 聞き取り調査の他に参考文献[1 Jを参照し

た。

4) 聞き取り調査の他に S 1農園ホームページを

参照した。
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