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生協における飼料米給与鶏卵へのとりくみ

コープしがのさくらたまご供給事業と組合員の評価を中心に一

山野 蒸(京都大学大学説農学研究科)

増田 佳昭(滋賀県立大学環境科学部)

Attempt to Egg Production Fed Rice at a Consumer Cooperative 

-Supply of Sakura-茸ggsby Coop-Shiga and Member Valuations-

Kaoru Yamano (Graduate School of Agriculture， Kyoto University) 

Yoshiaki Masuda (University of Shiga Prefecture) 

Nowadays， rice production for feeds is increasing in 

Shiga prefecture. Rice production for feeds makes 

efficient use of paddy fields. However， such rice 

farms do not make more profit than those that pro-

duce rice for staple food. Eggs produced with rice 

feed are supplied the members by Coop-Shiga. 

However， their purchase behavior tends to differ by 

age and membership history. The members who 

want to use these eggs do not mind its method of 

production whether fed rice or not. Moreover they 

have already used it before feeding rice. The use of 

rice for feeds is not recognized by members. This is 

because Coop四Shigadoes not state its egg's concepts 

clearly. Coop-Shiga has to make its concept clear and 

carry out promotlOn act1VltJes to get new users. 

1. 背景，目的と方法 供給卒業を取り上げ，その現状を明らかにするとと

現在， EI本の米消費IA:は減少の一途をi!!!っており， もに，館業i米を 6%配合して生産した鶏卵(飼料米

現状以上の主食用米需要はほとんど見込めない.そ 給与さくらたまご)を事例に組合員アンケートを行

のため商産館料の大半をrJ:iめる輸入トウモロコシを い，購入11寺の尚『日選択基準と飼料米利用に関する認

|主i内生産が容易な米で代替する1)ために，耕議連防 知度を切らかにする あわせて，本事業の課題と改

による飼料米生産が全国的に提唱されており，近年 議策を検討したい.

では飼料米を産地づくり交付金など、の助成対象 ~fi'l Iヨ
とする地域も多い 2. コープしがのさくらたまご供給事業

滋賀県は兼業民家ネが 71%でありながら，水EfI (1) コープしがの概要と鶏卵供給事業

率が 92% (全国 2位)という稲作地千百'であるが， コープしがは県内の 4生協が合併し， 1993年に

近年，飼料米生産に取り組むようになってきた.生 発足.滋賀県全体に配送事業を，県内 6ヶ所に!古舗

活協同組合コープしが(以下，コープしがと 111告)で を展開し組合員数約 14万人，供給高約 250銭円

は 2009年から館料米を給与した鶏卵供給に取り組 である (2010年 3月現在).配送事業で、取り扱って

み始め， 2010::l，!三には従来の「さくらたまごj を全 いる鶏fJllは 5種類(表1)だが，本論文で扱うのは

罰的に飼料米給与品に切り替えてさらなる供給拡大 その中で圧倒的に高い供給高を記録しているさくら

を見込んでいる しかし組合員の飼料米生産・利 たまごである.10個 218円で供給され，他の商品

用に対する評ir日Iや理wro度は必ずしも明らかになって に比べて販促企画の頻度もやや多い.

いないままである. さくらたまごの生産者は f50g会」というコープ

本研究では，館料米給与鶏卵需要拡大の可能性を しが|蒔け』鶏卵出荷者グループである. 50g会は

明らかにするために， コープしがの飼料米給与鶏卵 1965年に発足し， 1977年に大津生協(コープしが

(96 ) 
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の前身)へ供給を開始して以米，現在に至るまで 表工商品別の特徴と供給高 (2009年)

30年以上取引を行っている.現在は滋賀県 4戸・

三重県 l戸の小規模家族経営養鶏農家で構成され

ており， コープしが向け飼養鶏数は合計約 6万羽

である 50g会は自家配合飼料の利用が特徴で¥

2001年より non-GMでポスト・ハーベスト・フリー

トウモロコシの利用にこだオつってきた. しかしこ

のようなトウモロコシが入手間難になってきたこ

とや近年の飼料価格の高Jl九悶産飼料への利用意

向を考慮し もみ米の給与ーを導入した. 1年間の移

行期間を経て 2010年 1)j出荷分より完全に館料米

給与鶏卵に切り幸子わっている

コープしがでは飼料米導入後もさくらたまごの細Ii

格・商品名は変更していない.飼料米給与の説明と

して，従米の「産法」に加え fえさの地産地消JJV百

251型農業J， r水l王lブノレAiJIむなどを併記しているが，

飼料米利用の意義を前回にl:l:Jしての宣伝は行ってい

ない

(2)飼料米の生産と利用

本事例の飼料米生産は 2005年に綿入銅1'''i'{rlli絡の

織すfからノ《ックま

μMS~M寸の 9"小:E:サイズの
策身いきいき自たま::::'';:-， 3，069 

自たま」

出所コープしがホームベーシをもと

表 2. 飼料米の生産・利用変遷

2005春 N氏が飼料米の試験的作付開始

2005秋 N氏が採卵鶏への試験的給与開始

2008春 N 氏と周辺緋滋~家の直接契約開始

甘 50g会念会長えでの飼料米給与を決定
2009 <:) 

比 09 i手を移行期的!とui:Wt付け

2010.1 

2010干長

2010秋

コープしがで飼料米給与鶏卵の全面供給開始

県南部を中心に飼料米1:ilH~~京急増

リ制*JのJAがCE利JfJ検討IJfJu台
JAのCEを飼料米尽に利nJlJ司始(予定)
隣県からの飼料米購入終了(予定)

i削除を受けた 50g会会長・養鶏民家 N(大津市)が Hj所報告者作成

自家所有の減反用水凶で試験的に作付したことに端

を発する(表 2参!照)• 

その後， N氏による採卵鶏への試験給与を経て，

米を飼料として本格利用するために 2008年春より

周辺耕種民家数件 2)と政接契約を結んだ.大津市で

l土地力鳩進作物の栽培や保全管理が1]-われている水

聞が多く，館学|米生産は水間の新たな利用法として

耕積良家にも注目された.飼料米の生産行程は主食

用米と同じだが，佐i家採取穂子で直矯を行う{也，設

備を主食用米と共用するなど生産'I'lと作業主;:を極力

減らす工夫がされている.品種l土耕:filU;!k家に一任さ

れているが，コンタミネーションが懸念されるため，

専用品種は利用していない

2009年には， 2010 "1三より 50g会全体で飼料米給

与鶏卵を出荷することが決定した. 09年産までは

飼料米給与率を 6%とし，不足分は隣県から購入し

ていた却 しかし 2010年春には飼料米生産者が県

南部を中心に急増したため， 10 ij三産からはほぼ全

i立を県内産で賄える見通しが立っている 1)

(3)飼料米の流通

図 lのように， 07年まではN氏独自の取り組み

だった (a) が， 08 ~ 09年にはこ!二作りから収穫後の

( 97) 

~ω0附 a)r 義務民家討

08~09年吋 附限W 問 T5伯(一部)

201~:';;;(Cr 税関 、「τ百了寸つ芯

題 1，館料米主佐渡から給与への過程と年度別の作業

実施者

出所報告者作成

校 1)網掛けはCE利用l時にのみ追加l・変更される過程

2) a ~ c (土本文中の記号にxg-J;G

乾燥・調整， 1~鶏農家への運搬までを耕穏民家で，

それ以降を 50g会で行っていた (b). JAや行政の

作業 i二の関与はなく，親|種農家と 50g会の協力で成

立していた.飼料米の「生産者」と「利用者JfH、

るがその間をつなぐ仕組みは未整備で¥特に作業設

が多く，負担が大きな耕種農家はカントリーエレ

ベーター (CE)の利用を希望していた.2010年になっ

てJAが専用品種以外に限定した CE提供を検討し

はじめ， 10年産飼料米から CEを利泊予定 (c)だが，

これは双方農家の負担軽減や大幅な効率化につなが
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る可能性を有している.なお， CE利用時には行程

の変更が生じる(区I1の稲掛け部分). 2010年度の

銅料米は 12%での給与予定で， 500 t弱の飼料米が

必要とされているため， 76.3 haの作付が行われた

飼料米の導入，給与率の増加が大幅な水間活用に結

びついたが，卵黄色がEI化するため給与率の地加に

は限界があり，その際は供給鶏数・さくらたまご供

給設の増加が必要となる.

また， 50g会は耕種農家から 40丹/kgで飼料米を

買い取っている 5)が， iVI磁一段家には主食H-l米生産時

と比べて大きな価格差が存在する，現在は補助金 6)

を充当しているが，さくらたまごの価絡にも反i決さ

れる点は組合員の理解が必要である 7)

3. 館料米給与鶏卵に対する消費者評価

アンケート対象者はコープしが組合員で，共同購

入の配送ノレート 5本をおh出向しルートーとの全組合

員にアンケート用紙 347枚を配布 回収数 305枚で

有効間収率は 88%である.回答者属性は茨 3の通

りで，女性やコープしが加入!径が 5年以 kの者が 6

割を占めていることから，生協のj極旨を理解し， 日

常的に買い物を行っている者が中心になっていると

いえる.

(1)組合員の生協鶏卵に対する関心

組合員の主な鶏卵購入先はコープしが 46.9%，

スーパーマーケット 37.4%でこれらに二分される

表 3. 回答者の属性一覧

l'UiIJ 人数(人)割合(%) 年代 人数(人)割合(%)

努性 68 22.3 20i1&:まで 3 1.0 

女性 185 60.7 21~30iJ長 23 7.5 

f話回答・無効 52 17.0 31 ~4otfQ 48 15.7 

合計 305 100.0 41 ~50成 71 23.3 

'1ミ tfr~'\の
支払い割合 人殺(人)割合(%) 51~60絞 71 23.3 

2;liIJ米自苛 96 31.5 61 歳以上 .j7 15.4 

2~4i'i IJ 100 32.8 J席問答・戸J効 42 13.8 

5i'iIJ主主皮 32 10.5 合計 305 100.0 

6~8;羽 37 12.1 組合Wlii 人数(人)割合(%)

8，';IJ以 k 13 4.3 3年以内 42 13.8 

主主回答・4;[効 27 8.9 3~5年 25 8.2 

合計 305 100.0 5~10年 53 17.4 

10年以上 133 4').2 

オフカ冶らt.n、 29 9.5 

1話回答・無効 18 5.9 

合計 305 100.0 

出所アンケート調査より，報告者作成

(98 ) 

また鶏卵購入時の生協利用率からも，コープしがで

の購入者はその他の購入場所 9)の利用が少ないこと

が明らかだった.スーパーマーケット派は，子供が

いるため消費量が多いなどの耳目EEIが予想される 30

代や 1ヶ月の食費やコープしがへの支払い割合が少

ない組合員を中心としており，一方で、生協派は加入

歴 10年以上の組合員や頻繁な買い物が困難な高治

tlt代に限定されるという特徴がある(図 2). 

またさくらたまご利用経験者は 69.5%だが， 日常

的さくらたまご購入者 10)は 45.2%に留まっている.

日常JY9さくらたまご購入者はコープしが加入歴が

10 年以上の組合員が 60%を占めており，高齢W:代
ほど多いなど偏っている 11)

(2)購入時の鶏卵選択基準

政;卵購入11寺の商品選択基準について 13項目を因

子分析(プロマックス回転法)したところ，第一因

子には安全へのこだわり，第二国子には栄養価など

の成分，第三因子Iこは個数やir!!i絡などの経済性が抽

出できた(表 4). 

回答者属性ごとの因子得点平均値(図 3)では 130

歳までの組合員は鶏卵にこだわりを持たず， 40代

では経済性，それ以上の年齢!己lで、は成分や安全への

こだわりを注視する.J r力JI入燈が 3~ 10年の組合

員は経済性，加入庇 10年以上の組合員は特に安全

へのこだわりを重視している.J rさくらたまご利用

歴のある組合員は鶏卵に強いこだわりがある」とい

うように年代や組合員歴， さくらたまご利用歴の有

無と強い関係がみられた 同様に鶏卵納入場所や

コープしがでの日常的購入鶏卵も鶏卵選択基準とも

相関があった.

このように，若年層や加入燈が浅い組合員， コー

30以下

31......40 

41......50 

51-60 

61-

む% 20% 40% 回% 8日%

s主主主車場の匿E電所 ロ喜委主喜i語以外の夜発所園生協

ロス-1'¥ーマーケット 回その他 自わからない

図 2.年代別購入場所

出所:アンケート調査ムより，報告者一作成

100% 
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一一ーあり
，ーなし

安全へのこだわり

hープしが加入歴別 ::'?、 二二:tr
Jj一 三早乙
/ザト入

J'J23たよ
経5寺性成分 経済性γ v成分

図 3. 属性別に見る盟子得点平均点

出所・アンケート調査より，報告者作成

表4. 因子分析結果(プロマックス回転後)

商品選択基f終
第 l図二子 ti~ 2因子 封~J3凶子

i安〈全への 成分 経済組
こだわり

~i~料ü守幸良 0.928 -0.027 …0.155 

iinJぃ)j 0.793 0.203 …0.225 

環境負荷の軽減 0.777 -0.091 0.051 

1也JjjiiITかどうか 0.653 0.181 …0.050 

黄身の ~'i主り j二がり具合 0.554 -0.085 。‘394

食べたときの坊と 0.481 0.002 。‘287

栄笈強化の有無 0.120 0.975 0.080 

合宿成分 0.230 0.738 0.131 

卵殻の色 0.212 0.370 0.289 

1パック当たりのiilli総 -0.236 

lパック当たりのi[i¥H汝 …0.148 0.163 

黄身の色 0.345 0.050 

総入場所の利使性 0.171 …0.107 

HJ所 アンケート調査より，報告者作成

プしが鶏日IJの非購入者は経済性重視である一方，加l

入股 10年以 i二の組合員や， 日常的さくらたまご納

入者は，鶏卵に対して強いこだわりを示している.

(3)飼料米利用意義の認知度

飼料米給与さくらたまごを「ぜひ利用したいj ま

たは「たまには利用したいJと回答した組合員は，

飼料米給与がJからの日常的なさくらたまご利用者に

偏っていた(図 4). しかし日常的な利用鶏sIJに関

わらず， r飼料が切らかなので安全だからJ，r飼料

段階から生皮者がわかって安心だからム「産直だか

ら」という購入恋El1が j二位 3項目に挙げられていた

(罰 5).地域農業の活性化や飼料米生産者支援，自

給率向上につながるといったことへの評価は全体的

に低く r鰐;j2j.米の利用がなぜ自給率向上や地域民

業の活性化につながるのかわからない」といった声

も複数寄せられた.また，飼料米給与さくらたまご

への WTPも現行価格と大差はなく，飼料米の利用

( 99) 

J室臣室たまご(白)

さくらたまご

その他

~~患では綴入しない

0% 20% 40% 60% 80% 10邸4

ロぜひ利用したい ロたまには利用したい図どちらともいえない

田あまり利殿したくない園科用したくない

図 4. 日常的購入鶏卵期に見た飼料米給与さくらた

まごの購入窓向

UJ所 アンケート誠査より，報告者作成

意義は(rm格面で、も認識されていない.

現状では飼料米利用意義に対する認知度は低く，

飼料米給与を単独の購入組曲としてさくらたまごを

購入する組合員はほとんどいないと考えられる.飼

料米給与さくらたまご、の供給量増加のためには，輸

入に依存する音産飼料の現状と飼料米利用の意義を

宣伝することが求められる

購入理由のうち， r飼料が明らかで安全Jr土1!!.場
産であるJrおいしい」の 3項目では日常的さくら

たまご納入者とそれ以外の回答者で有志差 12)がみ

られたことから， さくらたまごを日常的に約入し

ていない組合員は， r安全・地場産・おいしさ」を

重視していない傾向があるとみられる.しかし， r自
給率向 i二につながるj など一部の項聞は日常的購

入者以外からの支持が多く， これらの項目につい

てはさくらたまご以外の生協鶏卵利用者も関心を

持っていると判断される 飼料米給与さくらたま

ごの部品コンセプトを明確にすることで， 日常的

にさくらたまごを縞入していない組合員も今後は

飼料米給与さくらたまごの新規利用者となりうる

可能性があるといえる.
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飼料が明らかなので安全だから LU¥も ¥U¥-:-，."""¥¥¥¥¥¥λ¥':¥........ ':'，: .............. '-"w 本*

飼料段階から生産者がわかつて安心だから入:-.."""，，，，'，:，，，，，，，，，，，，"'，，，，'''''... ''1 

産直だから i~，，:，""，....... ，'，\':'-..，，，，，，，~ 
続料も含めて地場産だから開~

おいしいから忘ミ函

健康によさそうだから L0..'-"""""，，，¥い
地域農業の活性化につながるから忘函

飼料米生産者の瑚二つながるから忘函

榔が翻こよい方法で生産されていそうだから長忌忌s
食料自給率向上につながるからミミミユて開 口さくらたまご臼常的購入者

ど込斗込ぬ出 回それ以外
見た目が気に入ったから討 (%) 

" 
* 

。 40 80 60 20 

国5. 日常的購入鶏卵ごとに克た飼料米給与鶏卵の購入理由

注:1)誌は 5%有;む，仰は 1%有12を示す

2) 日常的!日与入者以外も，飼料米給与さくらたまごを購入するfii出世で回答を行った(複数回答)

3) rそれ以外J では生協鶏卵の非隣入者はI~士く

IJi所・アンケート調交より，報告者作成

4. まとめ

以J二，本研究ではコープしがの鶏卵供給卒業の取

り組み実態を明らかにしあわせてアンケート結架

から組合員の鶏卵購入の実態や飼料米利別に関する

認知度とII持入7志向を明らかにした.

養鶏tZ家 Nとコープしがの「さくらたまごを館料

米給与鶏卵にする」という商品政策の転換によって

飼料米生産が活発になり， $}t種民家の水l王l活用につ

ながった 麦・大立の転作に不向きなiJillf:FJが多い滋

賀県で飼料米を生産することは，間場条件でも競合

せず，農地保全の観点からも有効である. しかし主

食用米との倒格差は大きく，耕種;民家は飼料米作十!ー

への補助金が削減または廃止ゐされた場合，飼料米生

産は問実fQになるとみている. この価格差を埋めるた

めにも，組合員は飼料米給与さくらたまごの購入を

通して飼料米生産に対して補助金を1:1::すことや飼料

米利用意義への理解ーを示す必要がある.

現在，鶏卵の選択基準は組合員l到~I:ごとに偏りが

あり，さくらたまこ'lll"l'入者も凹定層である.飼料米

利用意義に対する認知度も{尽く，飼料米の給与は単

独で購入理由となるような魅力形成に至っていない

また，飼料米給与さくらたまごの利用意向は従来か

らのさくらたまご利用者に顕著だが，その原因には，

コープしがが従米品さくらたまごと飼料米給与さく

らたまごの差異を明示していないことが挙げられる.

コープしがは第ーに飼料米給与さくらたまごの商

I171コンセプトを明確にすること，第二に他の生協鶏

卵利用者やスーパーマーケット鶏卵の利用者をさく

らたまごの利用につなげるために差異化を図った

PRを行うことが必要である コープしがはこれま

で広報誌での飼料米給与さくらたまごの特集やイベ

ントfIヴの li:JI~ なども行っているが， [~!立った効果は

見られていない 具体的にどのような PR方法や表

示が紋も組合員の闘を引くのか， という点について

は今後のf加担としたい.
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注 1)飼料止とのすDNはトウモロコシと何等である

2) 飼料米生産を行う îM!lUl'~~支数は年度によって変動

する.

3) 確保できた節料米の iifから {r~ljjJの給与iJーをt1fjj し，

給与ヰ1を6%とした

4)三重県の長鶏民家は-fjf¥三重県産飼料米を利用する

5) 当時の輸入トウモロコシは 50円!kgであり， トウ

モロコシよりも安悩で利用できるよう仰格設定を

行った.

6)大津市は産地づくり交付金を飼料米に対しでも 8

万円/10aで設定している
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7)↓Jt:fiTU:Hまには 50g会より鶏糞が無償譲渡さわし，闘

1おに散布している.循環型13L業を見据えたものだ

が，見(5去をの散布fkや散布時WH土限られており定

資l土史j奨の翁完b活用にl主主っていない

8) 抽出ノレートは特に教育を受けたJi渋災がt日当してお

り，組合員へも日煩から積極的に言語品 PRを行っ

ている.

9) その他の購入場所には f養鶏場の直究所後銭湯

以外のi在究所Jrその他・不明Jを設定した

10) r日常的購入」とは購入頻度に関わらず， I借入時に

rjÌ~に同じ商品を選択することを指す.

11) さくらたまご以外の生協y;1JJJllにおいては，年齢問

による大きな違いはみられない

12) カイ 2梁検定てど用いた独立性の検定による.
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