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In recent years， the demand for vegetables has tables for business and processing. Howeveζit is 

been decreasing. However， owing to the develop- not easy for the production district to meet this new 

ment of externalization and the need for simplicity demand. It is hoped that the Japanese agricultural 

and ease in meal prepar・ation，the market size of veg- cooperatives that have supported farmers for many 

etables for business註ndprocessing has increased. years now will play an important role in meeting 

Thus， food makers in the domestic vegetables the demand. 

production district focus on the production of vege鍋

1. はじめに

近年，食の外部化によりカット野菜や冷凍野菜な

どに一次加工された「業務・加工期野菜Jの需要は

増加している. こうした傾向のなか，食品メーカー

から国内野菜産地へ，生食用とは異なる業務・加工

用野菜の生産が求められているとともに，新たな需

要への対応は産地にとっての課題である これらの

対応には，長年，営農指導や共奴活動をしてきたJA

が大きな役説を巣たすことが鍛待されるとともに，

一般消費者用を主とした既存のビジネスモデルとは

違う戦略が求められている.そこで，業務・加工用

野菜の普及による産地振興を目指すうえで， JAの役

割と課題を明らかにする.そのためJA岡山で行わ

れているカット用キャベツ生産を対象とし古くか

ら重盆野菜を生産している牛窓地区と，契約を機に

キャベツの生産を開始した笠加地区を調査した.

2.業務・加工用野菜の特徴

家庭で調理される主主食用野菜と，外食や中食など

で調理される業務・加工用野菜とでは品質や流通に

(108) 

ついて奥なる特徴があるため，ここで整理していく.

(1)品質衝

家庭で調理される生食用野菜で求められる品質

は，おいしい・新鮮といったことはもちろんである

が，見たgがきれいであるということが重視される.

そして，核家族化や少子化などにより世帯員数が減

少しているため，あまり大きすぎる野菜は食べきる

ことができず，また調理をする擦にも不便なことか

ら，適度な大きさのものが求められる.

業務・加工用では見栄えにはあまりこだわ

ることはないが， どのように加工・調理されるかに

よって，さまざまな品質が婆求される.例えば，カッ

ト周キャベツはやわらかく多汁性があり辛みが少な

いこと，鮮やかな緑色をしていること，カットした

時にボリュームが出て変色や異臭が発生しにくいこ

となどが求められる.また，野菜の規格に関しては，

一般的に大きくなるほど歩留り率は上がり，加工作

業の効来性も高まるため，大型規格が好まれる.

(2)流通商

生食用野菜の一般的な流通は，生産者や出荷団体
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が卸売市場に野菜を持っていき，そこで取引が行わ

れ，最終的にはスーパーなどの小売胞で売られてい

る.小売広の野菜の価格は日々変動している

一方，業務・加工用野菜では，卸売市場から原料

野菜を仕入れることもあるが，近年，生産者との契

約取引が増えている.その理由として第一に，安定

供給をする必要があり，卸売市場のセリ取引では，

取引量が日々異なり，原料野菜を確保できない可能

性があるからである.業務・加工用野菜の実需者で

ある外食産業ではメニューが予め決まっているた

め，欠品は許されない 第二に，加工に適した品震

の野菜を確保するためである.卸売市場では日に

よって野菜の品質が異なったり，セリによって入手

できなかったりする.第三に，価格を安定させるた

めである.外食産業では野菜価格の変動を臨時，価

絡に反映させることはできないため，業務・加工用

野菜も価格が一定である必要がある そのため，加

工業者も原料野菜を一定価終で調達することを求め

ている. このように， I設JI質JI価格j の安定性

を求めることから，契約取引が増えている.

3. JA向山における契約取引

(1)産地の概要

JA岡山管内にある牛窓地区は岡山県の南東部に

位置し，古くから温u妥な気候を生かした露地野菜の

生産が感んである. とくにキャベツは年 4，500トン

の生産量で，国の指定産地となっている.生食用と

して市場からの評価も高いが，一部をカット用とし

てJAを通じサラダクラブとスピナへ契約取引して

いる.一方，笠加地区は牛窓地区の北側に隣接し，

米作りが盛んな地域であり，キャベツ生産はあまり

行われていなかったが，スピナとの契約取引をきっ

かけに，民主~i-組合法人ネオアシスタント淳風が生産

を開始した.

(2)サラダクラブとの契約取引

サラダクラブはキューピーと三菱商事が出資して

できたうカット野菜業者であり，業界では大手であ

る JA岡山は 4年前から契約取引を開始した

2010年の契約数量は 35，000ケース (350トン)でう

契約参加者は 23名である.キャベツの物流は直接

サラダクラフ守へ行くのではなく， JA岡山から全農

おかやまへ渡り，さらに中間業者である MCプロ

デユースを経て，サラダクラフ守へと流れている.取

(109) 

引価格は生産者手取りで 10キログラム当たり 473

円となっており，生産者の再生産可能な価格という

ことでJAは契約している.キャベツの品種や栽培

方法について，サラダクラブからはとくに指定され

ていないが，有利販売するために部会を通じて大型

規格になる品種の推奨を行っている また，栽培方

法の指定もないので，多くの生産者はカット専用栽

培ではなく，生食用の中から大三Eの物を，カット用

に出荷しているのが特徴であった.

(3)スピナとの契約取引

スピナは神戸市にあるカット野菜業者である.ス

ピナとの取引は，民事組合法人ネオアシスタント涼

風が 10年前から行っている

まず，契約についてみると，取引量は 18，000ケー

ス(180トン)で， 12月中から 2月までの約 3ヶ月

間，毎週 15トンを出荷している 物流は収穫した

キャベツを lド:会;地区内の集荷場へ持っていき，そ

こでスピナに引き取られる.

次に，ネオアシスタント淳風についてみると，

1998年より組合員 10人で設立され，当初は水聞の

作業受託をしていた.その後，休耕田を利用しトウ

モロコシとキャベツの栽培を開始した どちらも市

場出荷はせず， トウモロコシは同法人が行う収穫祭

のイベント用，キャベツはカット用に全;註出荷して

いる 当初，組合員全員がキャベツ栽培に関しては

素人であったが， JAの技術指導により， 10年間と

いう長期にわたって継続的に契約取引をしている

4. JA岡山によるカット用への対応

生食用とカット用とでは求められる品質や規格，

取引方法が異なることから， JA岡山では様々な対

応をとっていた. とくに生度聞と販売面に大きな遠

いがあることから，それぞれに関連する営農指導事

業と販売事業についてみていく.

(1)営農指導事業

営農指導事業は生産者の経営に直接かかわること

から， JAの中心的な事業である.その内容として

は次の 5点にまとめられる.①長期営農計画に基づ

きち生産体制をつくるとともに，個々の生産者の営

農設計を指導する.②品質や規格を揃えるために，

品種や栽培技術を統一する ③生産者を作目ごとに

組織化して栽培技術の情報交換をすすめ，組合員の

技術を高める.④地域農業の中心となる段業経営者
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の育成・確保.@消費者ニーズに積極的に応える安

全・安心な農産物の生産・販売さど勧める

これらに基づきカット尽としての対応は，第一に，

担い手(契約参加者)の確保として，キャベツ部会

を通じて，毎年，契約取引についての説明会を開催

している.これにより，カット用の品質や契約取引

について生産者に理解してもらったうえで，参加者

を募っている.第二に，カット用への品質対応とし

て，大型に育つ品種の選定や栽培技術を器及してい

る.第三に，安定供給が求められることから，播種

前に栽培計器を作成し，生産者ごとに出荷設と時期

を一週間単位で割り振っている.第四に，カット業

者から安全・安心を強く求められていることから，

栽培管潔方法を産地として統一し，農薬の誤使用や

異物の混入などを防いでいる.

(2)販売事業

共同販売のおもな目的は，産地の荷を集め，市場

へ百十閥的かっ大設に供給するので価格形成に影響力

を持たせることであり，卸売市場への奴売を前提と

している

しかし， JA岡山はカット用を市場出荷ではなく，

契約取引をしているため，契約への対応をしていた.

具体的には，産地の実情に合わせた契約金や取引価

格の交渉や，契約そのものを長期安定させるため

カット業者と調整を行っている.また，生食用に比

べ，より厳密な出荷計画の実施が必要であり，

者は栽培計揺に従った時期に，決められた設を確保

し出荷しなければならない.こうした出荷長調整を

行うのは偲々の生産者では不可能で， JAが生産者

をまとめ，産地として出荷量を調整する必要がある

とくにJA間山は，出荷調整機能を二段構えにして

いる.まず，出荷量を確保できない生産者が出た場

合は， JAが他の生産者に早期出荷を促すなどの産

地内で調整を行っている.次に，それでも確保でき

ない場合は，全農おかやまが冷蔵庫に保管している

キャベツを供出する，あるいは，県内にある他波地

からの調達で調整を行っている.JA向山が全農を

経由して取引する理由はここにあり，多少の手数料

がかかっても，こうした調整ができるからである.

また生産者も， JAが調整をすることにより，生産

に専念できる.

このように販売面においては，契約という販売交

渉を行うことや出荷量と時期を厳密に調整すると

いった，生食用とは奥なる対応、が必要であった.

(3)カット用キャベツの契約取引による変化

このような生産者やJAの取り組みにより，カッ

トmキャベツの契約取引を可能にし，数年にわたり

継続できている.

しかし一方で産地としての課題もみられた.そ

れは，契約取引への取り組みが増えないことである.

その要因として，キャベツの「栽培方法Jと f市場

価格Jが考えられる.

契約取引では出荷量を確保できないと信用を失

い，取引の継続が菌難になることから，最の確保は

絶対である.キャベツはカット用と生食用とでは明

確な区別がないため，生産者は出荷量の確保と調整

を容易にするため，生食用栽培しその中からカッ

ト用を選んで出荷している.これにより，不作時は

市場出荷量を減らしカット用の最を確保，豊作時は

市場出荷量を増やすことで量の調整を行っている.

しかし市場にもカット用にも出荷できるキャベ

ツでは， もし市場で高値がついた場合，生産者は市

場出荷もできるキャベツを，高値の市場と比べて安

価なカットF自に出荷しなければならないため，利裁

の逸失と感じてしまう.そのため，契約参加者の数

は，前年の市場価格が大きく影響していた.

生食用の中からカット用へ出荷することは，量の

確保には合理的である. しかし， ヒアリング調査よ

り， カット専用栽主去を行うことで，経営上有利にな

る点があった.第一に，大三廷に脊成のため収最が矯

加すること.第二に，出荷形態はコンテナで出衡の

ため，荷造・包装費は不要になること.第三に，選

果や箱折作業などが必要ないので，出荷・調製作業

が軽減され，労働時開が大きく短縮することである.

これらのことが，所得上でも有利に働くと考えら

れるので，キャベツの栽;惰方法と出荷先割合別で比

べた経営収支の比較を行う

表1.契約参加者の年次男IJ変化

年

参加者(人)

出荷量(t) 

10 

23 

キャベツの市況(門/kg)

資料 :s塁本本水産省「青果物産地別卸売統計報告号謬Jとヒ
アリング調査より作成

主主)キャベツの市況は，中国地方主要卸売市場におけ

る，前年の阿山産キャベツの価格.
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5.経営収支の比較

まず，栽培・出荷先別にとって 3タイプに分類した

Aタイプは，契約取引に参加し栽培方法はカット専

用栽箔を行う.Bタイプは契約取引に参加するが，栽

培方法は生食用栽培で，大玉をカット用に，中・小

ミEをm場に出荷する Cタイプは，契約取引に参加せ

ず，栽培方法は生食胤栽培で，市場出荷のみを行う.

次に Bタイプの「生食用栽培しカット用に出荷j

の場合，カット用に出荷する出荷する割合を 20%，

40%， 60%， 80%の4パターンに分けて検討した.

(1)経営費の比較

生食用栽塙の場合，キャベツ 10a当たりの経営

授は表3のようになる.

カット用キャベツを生食用と臨場や栽培方法を分

け専用に栽培した場合，経営授は表4のようになる

生食用との違いは，株数をど減らすことから，育i'fi授

が少なくなるが，肥料を多めにやることから，肥料・

良築費は高くなる • 1<J姿はサラダクラブから提供さ

れる通いコンテナで出荷しているため，荷造・包装

貨がかからなくなる.また，運賃も集荷場まで運ぶ

だけなので，生食用より安く抑えられる. よって，

lOa当たりの経営費は，生食朋キャベツが約 34.4

万円なのに対して，カット周は約 28.2万円と，両

表 2. 栽培・出荷先制による 3タイプの分類

プ

プ

プ

イ

イ

イ

ゐ
f

h

『ツf
h

ツ

A

臼

C

↓
11i
「J
↓

山
指
晴
一
晴
一
荷
一
荷

凶一凶一叩唱望叫虫一叫咽
叫

用一悶淘m
一如和相一町和相

Lιaι司句
ι一'
ト
白
…
判
U
一
糾
U

川
J

一

吋

J
可

4
伝
声
一

d
怯

力一ムムカ刀刀一生一生

資料.{l'長老作成

者の差は約 6万円である.

また，生食用栽培しカット用にも出荷する場合，

その割合に応じて，経営授を変化させるものとする.

(2)3タイプの 10a当たり農業所得の比較

1)カット用栽培 (A) と生食用栽培 (C)の比較

表 3，表4の経営費をもとに，それぞれのタイプ

の 10a当たり農業所得を求めていく.また， 10 a 

当たり収設は，生食用栽培が 5，000kg，カット専用

栽培は生食用に比べて株数が 1割減り，一玉あたり

の重量が3割増加するため， 6，435 kgとなる.

生食用栽培は，キャベツの単簡を 60~ 110円/

kgに変化させて計算し，カット用はヒアリング調

査より取引価格を 60.9円!kgの一定制格とし雨

タイプの 10a当たり民業所得を求めると，次のよ

うになる.

Aタイプェ6，435(kg) *60.9 (F:J!kg) -282，863 

=109，0290弓)・・・①

Cタイプ口5，000(kg)*X(円!kg)-344，304…② 

(Xは生食用キャベツ単純)

これらを区|にしたものが，図 1である また，①

と②より，両タイプの交点を計算すると， 82.4円/

kgとなる つまり， 82.4円以 i二のときは生食用の

み出荷が有利で， 82.4行以ードのときはカット用栽135

の方が有利だということが分かった.

2)生食用栽培しカット用にも出荷 (B)と生食用

のみ出荷 (C)の比較

生食用栽培しカット用にも出荷した場合， r荷造・

荷造・包装費

52，000 

g;さ業経'@;指導指標Jと筆者ヒアリング7品交よワ作成

)
 

-I
 

1
 

(
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長義喜蓄額i卑〔円)
250，0∞ 

2∞，∞。

150，∞。
ートヨ三食滋のみ出荷

100，∞o ーいカット芸事用(こ毒素培

50，0∞ 

O 

60 70 80 90 ∞ 110 !!食用キャベツ主義倍(内/煽

関1. Aタイプと Cタイプの 10a当たり農業所得の

比較

資料:';l受 3，表4より作成.

包装費J，1運賃J，1販売手数料Jの三項目はカット

尽に出荷する割合に応じて変化するものとする.例

えば 20%をカット用に出荷し，残り 80%を生食用

に出荷する場合，三項gの費用は次のようになる.

荷造・包装費=O(円)*20(%)十52，000(円)*80(%) 

運賃口5，000(門)*20(%) +48，000 (円)*80(%) 

販売手数料=55，770(円)*20(%)十87，516(円)*80(%) 

これら三項目以外は，カット用栽培も生食用栽積

も経営費は陪じことから，表 3，表4で示した各費

用の宅民自を加算することで， 20%をカット用に出荷

する場合の 10a当たり経営費は 314，149円となる.

霊童幾所得〈円)
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関2. Bタイプと Cタイプの 10a当たり農業所得の

比較

資料:[翠 1と肉様

注J)生食用栽猪なので，収盤は隠者とも 5500kgでま1・3ま

f員擦務努{門}
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図3.Aタイプと Bタイプの 10a当たり農業所得の

比較

資料図 lと悶様.

また， r可僚にして， カット用に出荷する割合が， る.そして， 74.7円以下のときはカット用にも出荷

40%の場合は 283，995円， 60%の場合は 253，841門， した方が有利で，カット用に出荷する割合が高い方

80%の場合は 223，687丹となる.よって， Bタイプ が農業所得は高くなることがわかった.

の 10a当たりの農業所得は次のように計算できる 3)カット専用栽培 (A) と主主食用栽培しカット

用にも出荷 (B)の比較

Bタイプ={5，500(kg) *Y(%) *60，9(円!kg)

十5，500*(100-Y) (%) *X}-Z…@ 
(Xは生食用キャベツの価格)

(Yはカット用に出荷する割合)

(zはBタイプの経営費)

そして，先ほどと同様，生食用キャベツの単{泌を

60 ~ 110円!kgに変化させ，カット用は取引価格を

60.9円!kgの一定価格として，同タイプのlOa当た

り農業所得の変化は，争③より図 2のようになる.

また，交点を②③より計算すると，約 74.7円!kg

である.よって，生食用キャベツの単価が 74.7円

以上のときは生食用のみに出荷する方が有利で・あ

(I12) 

先ほどと向様の比較を①③より行う.その結果が

関 3である.

この場合，主主食用キャベツの単価が 84.4円!kg

以下ではカット専用栽培が所得上は有利であり，

113.3円!kg以上では生食用栽培しカット舟にも出

荷した方が有利であることが分かった. また，単{艇

が 84.4~ 113.3円!kgの間は，カット用に出荷する

割合によって筒タイプ有利不利が決まった.

4)考察

以上の 3タイプの経営収支を一つの閣にまとめた

ものが罷 4である.

ここからわかるように，生食用キャベツの単価に

よって， どのタイプが有利かはさまざまである.例
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資料・図 1，関 2，図 3より作成

表 5.

年

2003 72 2007 

2004 89 2008 

2005 92 6年簡の平均i
2006 

資料:段林水産省「章子果物産地虫IJ餓死統計報告書j

表 6. ~主食尽キャベツ 80 円/kg 蒋の

10 a当たり農業所得の比較(円)

農業所得

カット専用栽培 109，029 

生食用のみ出荷 95，695 

20%をカット用出荷 89，879 

40%を 11 84，063 

60%を 11 78，247 

80%を 11 72，431 

資料:図 4，表 5より作成

69 
76 
80 

えば，生食用のみ出荷は，キャベツの単価が 82.4

円!kg以上ならば最も有利であるが， 74.7円!kg以

下のときであれば最も不利である.

よって，岡山産キャベツの平‘均価格で考えてみる.

王子均価格は表 5より 80円!kgである.そしてこの

とき， 3タイプの経営収支は表6になる.

このときlOa当たり農業所得は， rカット専用栽

培jが最も高くなり.r1:食用栽培しカット用に出荷」

は最も低くなった.もし生食用キャベツの単価が上

がった場合でも，生食用キャベツの単価が 82.4円

以下ならカット王手用栽培の方が高いが，過去 6年間

のうち， 82.4円以上になったのは 3回ある. しかし，

王子均価格は 80円と下回っているということに加え，

契約取引により販売価格が一定で，経営が安定する

というメワットもある.

6. おわりに

JA岡山の事例より， JAは業務・加工野菜を産地

に普及させるため，さまざまな役割が求められてい

る.指導事業においては，①契約参加者の確保，②

業務・加工用野菜の栽培技術や適性品種の普及，③

栽培計画の策定，③栽培管理体制の構築などである.

販売事業においては，①契約取引の量や悩格の交渉

や調整，②出荷量や出荷時期の調整などである.

しかし取組みを継続させるためには，生産者に

とって経済的メリットも必要である.そこで，生産

者の所得の向上や安定のため，経営指標づくりが

JAには求められる.実擦の生産者は，前述のよう

な経営収支の試算を行わず¥経験に基づき感覚で意

思決定しがちなので，業務・加工用野菜に対する正

しい評価ができない.それ故，試算の提示によって，

新たな参加者の参入も期待できる.

また，契約取引には設を確保すること求められる

ことから，生産者は契約量をどのように設定するか

が課題である. JA岡山の場合， Aタイプが所得上，

最も有利になることから，可能なi浪りカット専用栽

j者を鳩やしたい. しかし，不作のワスクがあるため，

全生産量を契約に回せない.そこで，生食用栽培も

行い，調整を行う必要があり， JAはそれぞれの生

産者に合った契約設の設定を行うことが求められ

る.例えば，大玉に脊てるのが得意な生産者は，生

食用栽培からの調整が容易なため，契約の設を高め

に設定でき，所得の向上も可能である.

これからも需要が伸びる業務・加工網野菜をただ

生産するだけではなく，指標の作成や合理的な経営

をすることで，産地の振興も可能である.
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